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巻頭言　Foreword

神戸市は阪神・淡路大震災から 27年を経過し、国内外の皆さまからの多大なご支援を賜りながら、まち
の復興を成し遂げてまいりました。
震災の復興プロジェクトとして推進してきた神戸医療産業都市の取り組みにおいては、構想から 25年を
経て、370 以上の企業・団体が集積する日本最大級のバイオメディカルクラスターへと発展しており、製
薬企業や医療機器メーカーをはじめとする進出企業や、理化学研究所、大学などの研究機関、高度専門病院
群からなる産官学医の連携に加え、優れた計算機能を有するスーパーコンピュータ「富岳」も立地する環境
の下、健康・医療分野の研究シーズからのオープンイノベーションが次々と創出されています。
具体的には、再生医療の分野において、眼科領域では iPS細胞を用いた世界に先駆けた臨床研究が数多く
実施されるとともに、難治性疾患に対する新規治療法が開発されているほか、医療機器の分野において、企
業間連携による手術支援ロボットの開発・実用化や、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた官民連携に
よる PCR検査体制がスピーディーに構築されるなど、さまざまな取り組みが実を結んでいます。
また、神戸大学や産業界との協働による「神戸未来医療構想」においては、神戸大学医学部附属病院国際
がん医療・研究センターを医療機器開発における実証・改良の場であるリサーチホスピタルと位置付け、医
療従事者や工学研究者、企業等が一体となり、臨床現場と連携した医療機器開発拠点の構築や医工連携人材
の育成などを推進し、医療機器産業のエコシステムの確立を目指しています。
さらに、まちの持続的な発展を実現するため、革新的なテクノロジーを駆使して新たなイノベーションを
創出するスタートアップの育成・集積を推進しています。神戸市や兵庫県、産業界、大学などで構成する
「ひょうご神戸スタートアップ・エコシステムコンソーシアム」が、大阪・京都の各コンソーシアムとともに、
国の「世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」のグローバル拠点都市として選定され、
京阪神の連携により多様かつ力強いシナジー効果を発揮し、ライフサイエンスやものづくり、情報通信の分
野を中心に、スタートアップ発による優れた製品やサービスの開発・社会実装の実現が図られるよう、積極
的に取り組みを進めています。
人口減少や少子超高齢社会の進展、情報の複雑化・高度化、経済のグローバル化など社会情勢は目まぐる
しい変化を遂げていますが、with コロナ時代、さらにはポスト・コロナ時代を見据え、令和の時代に間違
いなく進化するテクノロジーを巧みに取り入れながら、堅実な成長戦略のもとさらなる都市の成長を促す好
循環を創出し、持続可能な大都市経営に取り組んでまいります。

オープンイノベーションの創出を
推進するまちづくり

 ―神戸医療産業都市を軸として―

神戸市長

久元　喜造
ひさもと　きぞう
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■台風科学技術研究センターの設立
2021 年 10 月、横浜国立大学先端科学高等研究院に台風専門の研究機関「台風科学技術研究センター」

が創設された（写真 1）。この研究機関は産官学が一体となっており、大学や研究所の研究者はもちろん、
気象庁や産業界からも人材が集まった。台風にはまだ解明されていないメカニズムもあり、台風の予測精度
も十分ではない。近年でも、2018 年の台風第 21 号や 2019 年の台風第 15 号（令和元年房総半島台風）や
第19号（令和元年東日本台風）による大惨事の記憶が新しく、今もなお台風により甚大な被害に遭っている。
そこで台風科学技術研究センターでは、台風をとことん研究して、台風被害がゼロになる社会を目指す。さ
らに、新たな研究成果や技術を直接的に社会に還元できるように推進する。

台風科学技術研究センターに所属する研究者の専門分野は、気象学にとどまらず、工学、人文学、法学、
経済学、経営学など多岐にわたり、台風をキーワードにして文理融合・異分野で連携している。このように、
専門性の垣根を越えた研究者が集結して取り組んでいるのは、未来に向けた壮大なミッション「タイフーン
ショット計画」。このタイフーンショット計画は、「台風の脅威を恵に」を旗印に、2050 年までに台風の勢
力を人為的に抑える技術と、台風エネルギーの利活用を実現する長期的かつ壮大な計画だ。本稿では、この
タイフーンショット計画について紹介する。

■タイフーンショット計画
台風に人為的に介入をして勢力を弱めようという研究は、筆者らが初めて提案したものではない。歴史を

ひも解くと、米国では 1940 年代後半からハリケーンの人工制御の研究が始まっている。1969 年には、米
国海洋大気庁がハリケーン Debbie に対して、その中心付近に航空機からヨウ化銀を散布した。その介入の
結果、散布した直後のハリケーンの風速が約 30% 軽減したという報告がある＊＊ 1。一方、当時の日本でも、

台風科学技術研究センターと
タイフーンショット計画

横浜国立大学 先端科学高等研究院 
台風科学技術研究センター／
教育学部

筆保　弘徳
ふでやす　ひろのり

 写真１ 　台風科学技術研究センターの開所式の様子
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台風制御の研究に乗り出すかどうかの検討が行われていた＊＊ 2。1961 年に施行された災害対策基本法には、
「台風に対する人為的調節の実施に努めなければならない」ことが記されている。しかし、台風に人為的介
入をしようという取り組みには懸念があり、日本では台風制御研究が行われることはなかった。科学的な課
題は、当時は台風のメカニズムそのものもまだ分かっていなかったことであった。そして、台風制御効果の
検証、つまり「効果判定」が難しいことも課題であった。ハリケーン Debbie のケースでも、人為的介入
後に風速の軽減があったが、介入しなかった場合でも台風の勢力は弱まったのではないか、という疑いが
あった。相手が自然現象のために、一度でも台風に介入をしてしまうと、まったく同じ台風は存在しないた
めに介入しなかった場合と比較ができず、人為的介入の効果を定量的に判断するのは非常に難しい。米国に
よるハリケーン制御の実証実験も、予測技術のさらなる高度化や台風そのもののメカニズム解明が求められ
て、この Debbie を最後に中断している。

半世紀が過ぎた現在、先人たちの研究により台風のメカニズムは明らかになってきた。さらに、計算機性
能や数値シミュレーション技術は格段に上がり、数値シミュレーション上での台風への効果判定が可能に
なった。すでに科学的なブレイクスルーは起きていて、今こそ、台風の人工制御の研究を進められる条件が
整ったと筆者らは考えた。そこで、志を同じにするメンバーとともに「チームタイフーンショット」を結成
して、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）ムーンショット型研究開発事業ミレニア・プログラムに
応募し、台風制御研究がムーンショット型研究開発制度の新たな目標案となるかの調査検討を進めた。半年
にわたる調査では、1 万人の国民アンケート、約 150人の専門家・有識者へのヒアリング、一般向け参加型
のシンポジウムにおいて意見を集めた。倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues）
など解決しなければならない課題はたくさんあるが、まずは数値シミュレーション上で台風制御方法を模索
すれば、実現する可能性があることも分かってきた。興味がある方は報告書＊＊ 3 をご覧いただきたい。

本稿では、筆者自身が行った台風制御の効果判定の例を紹介する。筆者は令和元年房総半島台風を対象に
数値シミュレーションを実施した。そして、台風の目の中で約 30km 四方に上空から氷を大量に複数回散布
する数値シミュレーションを行った。散布しなかった場合の数値シミュレーション結果と比べて、台風の中
心気圧が約 5hPa 上昇して最大風速は約 3m/s 低下した（図 1）。この二つの数値シミュレーション結果の

差が効果判定である。これはわずかな台風勢力の軽減量に思えるが、被害の観点から見ると実は大きな差と
なる。現代の科学技術をもってすれば、どの地域にどの程度の風が吹けばその地域にある建物がどのくらい
被害に遭うのか、という定量的な被災建物棟数の予測ができる＊＊ 4。この被災建物予測モデルを用いると、
数値シミュレーション上の台風による建物被害は、氷を散布しなかった場合と比べて全体で約 30% の建物
被害軽減の効果が見積もられた（図 2）。もちろん、制御方法としてもまだ検討しなければならないし、気

 図１ 　令和元年房総半島台風の数値シミュレーション結果。（a）台風の中心気圧と (b) 最大風速の時間変化で、 
赤色が氷散布という人為的介入をしなかった場合で、青色が人為的介入をした場合の結果
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象モデルや建物被害予測モデルの精度も上げなければならない。しかし、半世紀前にはなかった効果判定を
示す技術が今はあることと、台風制御による社会的な影響まで見積もれることを示している。今後、台風科
学技術研究センターに結集した研究者とともに、世界最速のスパコンや航空機観測や気象衛星など優れた気
象観測技術を持つ日本の強みを生かし、台風制御に向けて数値シミュレーションの深化と精度向上を図って
いく。

タイフーンショット計画では、台風制御で台風からエネルギーを奪うのであれば、そのエネルギーをわれ
われが利活用できないか、という野心的なテーマもある。つまり、台風の中で発電しようという試みだ。そ
の一つの案は無人で動く帆船「台風発電帆船」を台風の風によって進ませて、水中のスクリューを回して発
電する方法である。図 3 のように、台風進行方向の左後ろ側であれば、帆船は台風に伴って台風と同じ方
向に進み、長時間の発電が可能となる。さらに台風の発達に重要な吹き込みの風を帆船の抵抗によって弱め

 図３ 　台風発電帆船が効果的に発電できる台風からの相対位置

 図２ 　 リアルタイム被害予測ウェブサイト「シーマップ（cmap.dev）」と同じ建物被害予測モデルを用いたシミュレーション上で
の建物被害数。赤色が氷散布という人為的介入をしなかった場合のシミュレーション結果をインプットデータとしたもので、
青色がした場合の結果。
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ることで、台風の勢力を弱めることにもつながる。台風は依然として脅威の存在であるが、見方を変えれば
自然エネルギーの塊である。その巨大なエネルギーを有効な資源として利活用できれば、脱炭素社会の実現
にも貢献できる。台風というネガティブな存在をポジティブに、そして日本を災害大国から再生可能エネル
ギーに恵まれた国に変えられるかもしれない。タイフーンショット計画は、幾つも越えなければならない壁
があるが、実現できれば社会に大きな影響を与える挑戦である。

■ムーンショットで始まる
2021 年 9 月、内閣府総合科学技術・イノベーション会議有識者議員懇談会において、ムーンショット型

研究開発制度の新たな目標案が検討された。そして、ムーンショット型研究開発事業ミレニア・プログラム
でチームタイフーンショットが提案するタイフーンショット計画の一部が採用されて、ムーンショット型研
究開発事業目標 8「2050 年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の脅威から解放され
た安全安心な社会を実現」が正式に決定した。さらに、2022 年 3 月、筆者は JST ムーンショット型研究開
発事業目標 8 で、コア研究「安全で豊かな社会を目指す台風制御研究」のプロジェクトマネージャーに採
択された。

台風制御については、かれこれ 10 年以上にわたり各所で公言してきたが、単なる夢物語にしか受け取ら
れなかった。それだけに、ムーンショット目標やプロジェクトマネージャーに採択されたことは、筆者らに
とって大きな一歩となった。支援や評価してくださった皆さま、目標検討から採択にまでご協力くださった
JST には感謝している。もちろん、まだ台風制御研究のスタートをきっただけで、何も成し遂げたわけでは
ない。これから、台風科学技術研究センターに集った仲間とともに、前人未到の研究に着手する。2050
年、実はそれほど遠くない未来、台風による被害はゼロであり、台風のエネルギーを利活用する社会になっ
ているだろう。

＊＊ 1　藤原美幸，1971：台風の人工制御 ストームフューリー計画をめぐって，自然，57-63

＊＊ 2　小元敬男，1971：熱帯性積乱雲の気象調節に関するセミナー報告，天気，605-616.

＊＊ 3　「ムーンショット目標検討に向けた台風制御と台風発電についての研究開発と社会実装に関する調査研究」  調査研究報告書

＊＊ 4　 岡崎豪， レブルオリオル（エーオングループジャパン株式会社）, 2017: 「ディープラーニングによる建物特性の抽出と台風被害想定の手法」, 
The 31st Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence
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■世界初・新潟発の「日本酒学」
新潟は日本を代表する日本酒の銘醸地の一つである。この地にある新潟大学で、世界初・新潟発となる新

しい学問「日本酒学」を確立する取り組みがスタートした。新潟県の酒蔵数は全国で最も多い 89 蔵あり、
全てが新潟県酒造組合に加盟している。さらに、新潟県は日本酒を専門とする都道府県立の唯一の研究機関
である新潟県醸造試験場を有している。新潟県、新潟県酒造組合、新潟大学の 3 者は、2017 年に日本酒学
に係る連携協定を締結したことで、日本酒学の取り組みが本格的に始動した。日本酒学は、醸造学や発酵学
などの従来の日本酒関連の学問にとどまらず、広範な学問を網羅する「対象限定・領域横断型」であり、日
本文化や伝統に根差した日本酒に対象を絞った学問領域である。日本酒学誕生の経緯、新潟大学日本酒学セ
ンターの取り組みや将来展望について述べる。

■日本酒学誕生の経緯
日本酒の学問分野といえば、醸造学や発酵学を思い浮かべるが、これらを学ぶ学部は一般的に農学部（農

学系の学部）となる。新潟大学農学部では、新潟県醸造試験場と日本酒関連の共同研究をしている複数の教
員がいた。それらの活動をさらに発展させるため、当時の農学部長を含めた関連する教員による、新潟県醸
造試験場との連携を強化して活動を可視化していこうという動きが 2016 年の春にあり、新潟県醸造試験場
との協議を進めていた。同時期に、経済科学部（当時は経済学部）の教員から、日本酒を対象とした文理融
合的な教育研究を行い、体系的な総合科学としての学問「日本酒学」を立ち上げないかという提案があった。
この提案を受けて、両学部の関連する教員による
協議が開始された。これにより、日本酒学の講義
を立ち上げ、さらには日本酒を対象とした領域横
断型の研究を行っていく構想が形作られてきた。
新潟大学は、人文社会科学系、自然科学系、医歯
学系の 10 学部（人文、教育、法、経済科学、理、
医、歯、工、農、創生）と五つの大学院研究科、
二つの附置研究所、医歯学総合病院などからな
る、学生数 12,000 人以上の大規模総合大学であ
る。このように、幅広い領域から構成される総合
大学であることが、新潟大学で領域横断型の体系
的な日本酒学が始まった背景としては重要な点に
なる（図 1）。日本酒学の取り組みは大学だけで
できるものではなく、新潟の酒蔵および新潟県醸
造試験場の協力が必要不可欠であった。そこで、
新潟県の酒蔵全てが加入している新潟県酒造組
合、さらには新潟県に日本酒学の取り組みへの協

総合大学の強みを生かした
新潟大学における
「日本酒学」の取り組み 新潟大学日本酒学センター

鈴木　一史
すずき 　かずし

 図１ 　対象限定・領域横断型の学問である「日本酒学」
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力を求めた。その結果、新潟県、新潟県酒造組合、新潟大学の 3 者で 2017 年 5 月に日本酒学に係る連携協
定を締結し、産官学の強固な連携体制が確立した。これにより、教育と現場との往還が可能な教育および研
究体制の構築に向けた動きが大きく前進した。

■ボルドー大学・ISVV訪問
3 者連携の締結により、われわれは日本酒学講義の開講と、日本酒学センターの設立を目標に活動を開始

した。ワインの世界では、ワイン学（Oenology）と呼ばれる学問分野がすでにあり、ワインの醸造学を核
として、ブドウの栽培・収穫やワインの流通販売などの経済・経営やツーリズム、地球温暖化の影響まで、
幅広い領域を視野に入れた学問となっている。われわれは、日本初・新潟発の日本酒学をワイン学に匹敵す
る学問に育てたいと考えていた。そこで、2018 年 2 月にワインの世界的銘醸地フランス・ボルドーにある
ボルドー大学のブドウ・ワイン科学研究所（ISVV）を、新潟県、新潟県酒造組合、新潟大学の 3 者で訪れ
る機会を得た。これによってワイン学を学び、同研究所との連携を模索することとした。Alain Blanchard
所長をはじめとする ISVV の研究者との会談は、非常に意義深いものであった。新潟大学の日本酒学の取
り組みは準備段階であるにもかかわらず、強い関心を持ってもらった。特に、日本酒学の取り組みが最初か
ら産官学の 3 者で連携している点への関心が高かった。加えて、ワインの世界でも日本酒が神秘的である
ことなどに対する関心が高く、日本酒学の取り組みの手応えを感じて帰国した。その後、同年 3 月には日本
酒学センターの設立と日本酒学講義開講の記者会見を行い、日本酒学の取り組みの開始を広く発信した。ま
た、記者会見の翌日に行われた「にいがた酒の陣」のイベントの中で、日本酒学のセミナーとポスタープレ
ゼンテーションの機会を得た。会場を訪れていた新潟大学の学生や他大学の学生、さらには社会人の方々
の、日本酒学の取り組みおよび日本酒学の講義に対しての強い関心を実感することができた。

■日本酒学センターの設立と「日本酒学」講義の立ち上げ
新潟大学日本酒学センターの前身にあたるセンターは、コア・ステーション制度を利用して 2018 年 4 月

に設置された。これは、既存の学内組織にとらわれない本学の教員により構成されたグループが、高度な大
学教育プログラムの開発や卓越した研究拠点の形成を目指して行う教育・研究活動を、申請に基づき学長が
認定する制度である。この制度により、全 10 学部から約 50 人もの教員が参画して、前身となる日本酒学
センターが開設され、3 者連携の協定に基づき、日本酒学に関わる教育、研究、情報発信、国際交流の 4 本
柱で活動を開始した。日本酒学センター設立直後から、様々な取り組みを展開し、内外に注目されるセン
ターとなった。そして、2020 年 1 月には学長直下の組織である全学共同教育研究組織に格上げされた。こ
れにより、5 人の専任教員の再配置と 5 人の特任教員の採用が行われ、コア・ステーションに参画した教員
は協力教員として日本酒学センターに参画する形となり、さらに推進室が設置され、日本酒学の取り組みを
強力に推進する体制が整った。現在の日本酒学センターは三つの研究ユニットから構成されている。醸造、
酒米などを研究する「醸造ユニット」、経済・社会や歴史・文化の領域からアプローチする「社会・文化ユニッ
ト」、医学や保健学の領域から日本酒を研究する「健康ユニット」である。これらのユニットに加えて様々
な分野の協力教員が加わり、相互に連携していくことで、日本酒に関する領域横断型の研究を深めていく。
さらに、日本酒学センターの研究施設の整備、日本酒製造免許の取得などにより、研究推進体制が整った。

教育においては、日本酒学を体系的な学問として創り上げていく第一歩として、日本酒学の基盤となる講
義の構成を考え、それを日本酒学 A として 2018 年 4 月から開講した。これは、全 10 学部の 1 年生から 4
年生までの全学部生が対象となる教養科目である。定員 200 人のところ、予想をはるかに超える 820 人以
上の聴講希望が出され、日本酒学への関心の高さを実感した。そこで、定員を 100 人増やして 300 人とし
て日本酒学 A の講義をスタートした。日本酒学 B は、日本酒学 A を学んで期末試験をクリアして単位を取
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得し、かつ、きき酒実習があるため 20 歳以上の学生のみが受講資格を有する実践型の講義である。これら
日本酒学 A、B の内容を構成するにあたっては、新潟大学の教員だけでなく、新潟県酒造組合、新潟県（新
潟県醸造試験場）と幾度も検討を重ねた。その結果、内容は厳選されて日本酒学の基本となる講義内容を固
めることができ、しかも各講義は新潟大学の教員のみならず、その分野のエキスパートによる講義となっ
た。さらに、2021 年度からは、日本酒学センター所属の特任教員による、日本酒に関する多様な分野の最
新研究について学ぶことができる日本酒学 C も開講した。日本酒学 A を聴講希望する学生は年々増加し、現
在では毎年 1,000人程度となっており、日本酒学は学生に広く認知された人気の講義となっている。

このように、教育・研究の両面から日本酒学という新しい学問にチャレンジしている。

■大学院日本酒学コースの設立
大学院においては、「日本酒学コース」博士前期課程が 2022 年 4 月から始まり、博士後期課程が 2023

年 4 月に設置されることが決定した。日本酒学のコンセプトに従い、日本酒を共通の軸として、学生自らの
専門領域に加え、日本酒の幅広い多様な異なる領域を俯瞰（ふかん）した内容で文理融合型の教育研究を行
う。実習では、日本酒製造のための実験室レベルでの実習に加え、新潟県醸造試験場および酒蔵での日本酒
製造等の実習を行い、実社会で必要な課題解決・コミュニケーション能力を修得する。このように、産官学
の 3 者連携を生かした教育と現場との往還が可能な体制となっている。

■日本酒学の様々な取り組みと将来に向けて
日本酒学センターを中心に日本酒学の取り組みは国内外に広がっている。ボルドー大学訪問の 1 年後の

2019 年には、ボルドー大学と新潟大学の大学間連携協定、ISVV と日本酒学センターの部局間連携協定が
締結され交流が始まっている。日本酒学センターで開催している日本酒学シンポジウムでボルドー大学から
の招待講演を実施し、2021 年度からはワイン学と日本酒学とのサマースクールを開催している。また、学
生の留学など、さらなる交流を検討している。さらに、ワインの研究で世界的に有名な米国・カリフォルニ
ア大学デービス校とも 2020 年に連携協定を締結した。これにより、ワインと日本酒の教育研究の国際的な
交流を進めていく。2021 年 9 月には、山梨大学大学院総合研究部附属ワイン科学研究センター、鹿児島大
学農学部附属焼酎・発酵学教育研究センター、新潟大学日本酒学センターの 3 センターで、酒類に係る教育、
研究、地域貢献、産学連携および国際交流等の各面にわたって広く協力し、社会にその成果を還元し、わが
国の発展、人材の育成に寄与することを目的として連携協定を締結し、その活動の第一弾として、同年 11
月、第 1 回日本の酒シンポジウムを開催し、多くの方に参加いただいた。また、文化庁「令和 2 年度日本
博を契機とする文化資源コンテンツ創生事業」の採択を受け、主に外国人を対象とした日本酒学文化体験プ
ログラムを映像コンテンツで展開した。今年度も文化庁から同様に採択を受け、発展型の日本酒学文化体験
プログラム構築に向けて取り組んでいる。日本酒学センターが開設された 2018 年から、上記以外にも様々
な取り組みを行っている。クラウドファンディングにもチャレンジして、多くの方々からのご支援で目標を
達成した。これらの情報は新潟大学日本酒学センターのホームページを参照いただきたい。

今後も海外の大学との協定拡大、履修証明プログラムの構築、英語による講義の開講や国際インターン
シップなどの実現に向けて取り組み、日本酒学の世界的な教育・研究拠点の形成を目指し、「日本酒を体系
的に学ぶならば新潟大学」と世界的に認知されるよう教育・研究・情報発信・国際交流を柱に活動を展開し
ていく。
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量子コンピューティングを切り開く
東京大学大学院理学系研究科は、量子コンピュータによる新しい量子機械学習手法の研究や量子ア
プリケーションの開発を目的に、2021 年 6月「量子ソフトウェア」寄付講座を設置した。学外の
企業 10社からの資金を受け 2022年 10月には本格的に講義もスタートさせる。

■協賛・協力企業 10社による寄付講座
学外の企業などから寄付を受けた資金や人材を活用して研究教育を行う広義の寄付講座は、産学連携の一

環として行われることが多い。一般的に寄付講座を運営するには、最小単位でも年間、1,500～2,000 万円
が必要といわれる。協賛企業が多ければ多いほど、内容も充実させることが可能だ。しかし寄付した企業に
は基本的に見返りはなく、あくまでテーマとなる研究推進や人材育成を支援する側だ。
2004 年 4月に国立大学の法人化を起点に、多くの大学で寄付講座が設置され、人材獲得の思惑も絡んで
寄付講座は増加傾向にある。寄付は非営利目的で個人や一般も対象となる。連携する寄付側には必ずしも直
接的成果の還元はないが、寄付者の意図に応じて資金や人材を活用できるケースがある。
「量子ソフトウェア」寄付講座では、量子コンピュータと情報圧縮に役立つテンソルネットワークや情報
抽出を行うサンプリング手法などの組み合わせによる新しい量子機械学習手法や量子アプリケーションの開
発を行う。また大規模シミュレーションによる量子コンピュータの背後に潜む物理の理解や最先端の知見獲
得を通して、社会実装する際の課題解決ができる量子ネイティブな専門人材育成を目指している。期間はま
ずは 2024 年 5月 31日までの 3年間だ。
この講座で東京大学は、産業界の動向把握や量子関連研究領域の教育強化、協賛企業とのさらなる産学連
携の可能性を広げることが期待でき、協賛企業側は、量子デバイスメーカーから量子コンピュータのユー
ザーまで様々な立場で参画する。
講座に協賛し協力する企業は、SCSK株式会社、株式会社NTTデータ、株式会社電通国際情報サービス、
日鉄ソリューションズ株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループ株式会社日本総合研究所、日本
電気株式会社、日本ユニシス株式会社（現 BIPROGY株式会社）、富士通株式会社、凸版印刷株式会社、
blueqat（ブルーキャット）株式会社の 10社。寄付する企業のメリットは、量子コンピュータ人材育成へ
の貢献や自社の研究開発（R&D）、ビジネスへの応用に向けた人材育成やスキルアップだ。その過程で、大
学と協賛企業同士の共創にもつながり複合的な連携強化への期待といえる。一方、社会連携講座や共同研究
講座では、協賛金を負担する企業には研究開発の成果が還元される。
講義を受講するのは東京大学の大学院生 50～60人で、教員は、藤堂眞治教授、大久保毅特任准教授、秋
山進一郎特任助教の 3人が務める。
量子情報技術は、物理学の一分野として進展してきたが、実用化には情報や数理、電気工学など広い分野
の知見が必要で、特にソフトウェアとアーキテクチャーの研究が急務と言われる。藤堂教授によれば、協賛企
業にも名を連ねるblueqatの湊雄一郎社長から、産業界では量子コンピューターへの期待は大きく、大学で基
礎的なことを教えてほしいと助言を受けたのがきっかけだという。一般的な講義には、工学的な応用は取り入
れられているが、物理寄りの基礎的なことの必要性を感じたと語ってくれた。そうは言っても協賛・協力企業
の候補選定から運営全般を教員が全て仕切るのは難しい。そこでblueqat と日本総合研究所が幹事役のよう
な位置付けで協力も行う。東京大学には、医学部や工学部の寄付講座は多くあるが、理学部は少なく、これが
2件目。どのくらいの関わり方でどう進めていけばいいのか手探りの運営だ。「企業の皆さんには、研究を支
えていただくだけではなく、運営に関してもさまざまな意見をいただきながら進めています」と藤堂教授。
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■量子コンピューティング
量子コンピュータは量子力学の現象を情報処理技術に適用することで、従来型のコンピュータ（古典コン

ピュータ）では容易に解くことのできない複雑な計算を解くことができ、量子の重ね合わせや量子のもつれ
などの量子力学の現象を利用して並列計算を可能にするコンピュータだ。問題によっては、スーパーコン
ピュータ（スパコン）のような古典コンピュータでは、数万年以上かかるような膨大な時間を必要とする計
算でも、たった数分で終えることができるとされ、産業界を含め多方面で期待されている。
米国をはじめ EUや中国などは巨額の予算を投じて開発にしのぎを削る。IBMやグーグル、マイクロソ
フトなどは、量子コンピューターの研究開発で一歩リードしていると言われるが、実現すれば ITバブルど
ころか産業革命、新たなイノベーションさえ起こす可能性を秘めている。
藤堂教授は、実用化を頂上に置き換えると、今は 1～2合目辺りだという。そして完全に古典コンピュー
タが量子コンピュータに置き換わることはなく、それぞれに得意なことがあるので、組み合わせの使い方も
考えることが重要と考えているようだ。「古典コンピューターのスパコンをハイパフォーマンスコンピュー
ティング（HPC) と言いますが、量子も古典も備えて量子HPCを成していて、データもアルゴリズムも、
得意なところをシームレスにつなぎながら全体として量子機械学習とか量子シミュレーションで物質を設計
できるようなものを作りたい」と明かす。その理由をこう話す。「機械学習にしても、ディープラーニング
ももともとのシーズは 70～80 年代から存在していて、AI ブームも 2～3度あって、いろいろな条件が少
しずつ揃っていたことがあります。まずデータがたくさん揃ってきました。ハードウェアとアルゴリズムが
進歩してきて、それらがマッチして今のAI の実用化がなされてきた歴史があります」。
量子の進歩でもAI と同じようなことが起こるという見立てで、全ての条件が出揃うタイミングが焦点と
なりそうだ。
理学系には、知の物理学研究センター（AI の研究 ) があり、AI を用いた物理の研究や、物理によるAI
の研究などが進められている。AI と量子について並走して研究を進めるには理想的な環境であり、「量子ソ
フトウェア」寄付講座は、知の物理学研究センターと協力連携しながら講座を運営している。
開発の成長曲線は、必ずしも緩やかではない。確かな土壌、一握りのセンスと想像力で条件が出揃う可能
性も…あとはささいなきっかけで変わる。

（本誌編集長　山口泰博）

「量子ソフトウェア」寄付講座のメンバー。左から秋山特任助教、藤堂教授、大久保特任准教授。
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リポート

本稿では、世界に伍するスタートアップ エコシステム拠点形成戦略（内閣府）において、グローバル拠
点都市の認定を受けた「Central Japan Startup Ecosystem Consortium（愛知・名古屋・浜松拠点）」に
おけるスタートアップ支援大学連合“Tongali-PF（プラットフォーム）”＊ 1 の活動の「これまで」と「現在」、
そして「これから」を述べたいと思う。

■これまでの取り組み
長らく東海地区は「スタートアップ不毛の地」と言われてきた。世界的な製造産業の集積地として堅実な

経営基盤を有する多くの大企業を擁することから、地元志向が強い保守的な社会環境にあり、小中高校から
大学も地元で過ごし、最後は当該企業群に就職できれば親子共々将来安心として、それを目指す気風が強
い。東海地区の大学の入学者の多くが当地出身者であることからもそれはうかがえる。

こうした環境により、諸外国はもとより当地を出て新しいことに挑戦するといった志向が弱いことが、ベ
ンチャー創出が伸びない原因の一つではないかと捉えられている。

そうした状況の下で、拠点アカデミアを主導する名古屋大学が、本格的にスタートアップ支援に取り組む
こととなったのは、政府が成長戦略としてベンチャー創出強化のために創設した二つの大きな事業の選定か
ら外れたことが切っ掛けである。一つは、「4 大学官民ファンド＊ 2」で、もう一つはグローバルアントレプ
レナー育成促進事業「EDGE プログラム」＊ 3 である。「知財収入」が大学の産学連携力の指標であった当時、
名古屋大学は、赤崎特許＊ 4 により常にトップであったが、当該事業の選定が行われた 2012 年当時は奇し
くも当該特許権が切れ1,000万円弱の26位に陥落した時期で、当然に選から漏れた。また、時同じく「EDGE
プログラム」でも、実績と構想が不十分だったことで不採択となった。

この不採択の反省をもとに、2015 年に東海地区国立 5 大学の参加で「東海発アントレプレナーシップ教
育（Tongali）＊ 5」をスタートさせた。起業家マインドの醸成から起業知識・スキルの修得、起業実践と進
めていく、2 年 1 クールの教育プログラムである。そして、この成果により、2017 年には「EDGE」の後
継事業である「EDGE-NEXT」に採択された。

同じく 2016 年に創設した「名古屋大学・東海地区広域大学ファンド＊ 6」は、ファンドの創設と運用は、
ベンチャーキャピタル（VC）に任せる設計にした。大学が有する知財や関連するベンチャー企業の情報を
優先開示することで、当該ベンチャーへの出資を促し成長によるリターンを前提に、VC は大学の起業支援
と起業家育成の事業財源を拠出する仕組みとした。ファンド＊ 7 のサイズは、1 号 25 億円、2 号 20 億円で
ある。

次のフェーズをもたらしたのは、2019 年 6 月に発表された内閣府の「世界に伍するスタートアップ・エ
コシステム拠点形成戦略」における拠点都市認定である。

事業発表当時、当地では、スタートアップにイノベーション創出を期待する社会の動きを察知し経済団
体、自治体、大学のおのおのが拠点形成等支援事業＊ 8 を開始した矢先であった。よって、当該関係機関が
タッグを組みグローバル拠点都市認定に向け地域一致団結の下、総力を挙げて取り組むことにした。グロー
バル拠点都市には今後政府の集中投資が見込まれることに加え、認定で得られるステータスは今後の活動に

“Central Japan Startup 
Ecosystem Consortium”
におけるTongali-PFの活動

名古屋大学学術研究・
産学官連携推進本部 
本部長補佐

加藤　滋
かとう　しげる
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おいて大きな影響力をもたらすことが想定されたためである。
極めてタフな活動であったが、東海地区の強みである世界的なものづくり産業集積地の基盤を生かした

「ディープテックイノベーション」を拠点のテーマとし、産業界のコミットを取り付け、認定を得ることが
できた。

■現在の取り組み　拠点都市構想の実現
ここからは、グローバル拠点都市の認定を契機にわれわれがどのような取り組みを開始したか述べる。
主な事業は、文部科学省が認定拠点向けにセットした二つの事業＊ 9「研究成果展開事業 大学発新産業創

出プログラムの社会還元加速プログラム（SCORE）」と「大学・エコシステム推進型（START）」である。
スタートアップの育成による当地のイノベーション創出が目的であるが、グローバル拠点都市構想では、

そのために何に取り組むか、多くの施策と重要業績評価指標（KPI）を掲げた。その中でアカデミアが果た
す役割は、「人材育成（起業家と起業支援人材）」と「起業に繋（つな）がるシーズ創出」にほかならない。
掲げた KPI は、極めて挑戦的であり、その達成は今の規模では到底達し得ないと捉え、何より裾野の拡大
に取り組むこととし、呼び込む魅力と KPI 達成の手段として「SCORE」と「START」により、①シーズ
の創出とポリッシュアップ、②起業家育成、③支援・指導者の育成、④拠点の整備、⑤拠点都市活動の活性
化を開始した。

事業基盤の拡大では、起業家育成教育（Tongali）の枠組みと実績を生かすことにした。当初は 5 大学で
開始した Tongali は事業を進める過程で参画大学数を増やしてきた実績があり、今回は、Tongali を
Tongali-PF（大学連合プラットフォーム）として新たに取り組む事業を組み込むことで、別組織の設置に
よる競合、混乱を回避するとともに、Tongali に参画する機関が主幹大学に依存するのではなく、皆で一緒
に創り発展させる運営ポリシーを継承したことにある。2019 年は 10 大学、2020 年は 12 大学、2021 年
は 17 大学と急拡大しており、最近では受講学生が所属大学の担当部局に Tongali への参加を要望＊ 10 し、
大学側から参画条件の照会を受けるといったケースが生まれていることは非常に良い傾向といえる。

①シーズの創出とポリッシュアップ
これまでの起業支援は待ちの姿勢であったが、Tongali-PF（以下「PF」）側から起業の可能性があるシー

ズ＊ 11 を探索した上で、見込みあるシーズの創出者に起業を促すことも開始している。2021 年度では、参
加８大学の理系研究者約 5,000 人を対象に、論文・科研費・特許情報などから起業につながる可能性のあ
るシーズを抽出し、当該者に起業を促した。最終的に仮説検証プログラムを履修した45チームから21チー
ムを採択し、それぞれに内容に応じた GAP ファンド資金＊ 12 を提供した。

②アントレプレナーシップ教育（起業家育成）
これまでの着実な成果により全国の大学・起業関係者間で名を知られる Tongali プロジェクトである。

開始当初より裾野拡大のため、受講学生に所属大学などの制限は設けず、参画機関には自立を前提に担当者
や伴走支援者の配置と教材作成などに取り組むことを義務付け、参加には意気込みのプレゼン審査を課す運
用体制を堅持してきた。発足当時は、5 大学であった参画大学数は現在では 17 大学に拡大し、学生数の総
和は 70,000 人、受講学生数も約 4,000 人＊ 13 と 5 年後目標の 10,000 人を達成できる見込みである。

プログラムの内容は、2 年 1 クール＊ 14 として、九つのカリキュラムに取り組む。終盤の海外アントレプ
レナーシップ研修では、起業家教育では国際的に実績があるバブソン大学、ノースキャロライナ州立大学、
テキサス大学オースティン校、シンガポール・ナショナル大学などの教育プログラムの受講を組み込んでい
る。
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③支援・指導者の育成
当地は、他の拠点との比較で、メンター、アクセラレーター等起業支援人材の圧倒的不足が課題となって

いる。即効性のある確保策は、他地域からの呼び込みだが、単なるオファーで集まるほど甘い世界ではな
く、魅力ある多くのシーズや支援事業の充実は必須であり、育成は、そうした人材に伴走者を充て、支援活
動を共にすることでスキルを身に付ける地道な方法が正攻法といえる。今回の事業では、①の起業支援にお
いて、支援対象に選定した段階で実績のある外部メンターを配置したが、その際、PF 参画大学の運営担当
者＊ 15 を起業支援者候補として副メンターで伴走させる OJT 教育を施した。

④拠点の整備
連合する 4 機関がスタートアップ支援拠点を有することは、前述のとおりである。それぞれが持つイン

キュベーション機能は有効であるが、われわれは学生向けとして、起業に関心がある、起業を目指す学生が
常に集い、情報や意見を交換する場、さらにアイデアをプロダクトやソフトウェアなど具現化するファブラ
ボの機能を持った拠点が間近にあることが重要と考えた。そこで、現在拠点を有さず、今後核になる二つの
大学と主幹大学に当該機能を有する拠点を整備＊ 16 することにした。それぞれの拠点には特徴に合わせた機
器群と 3 拠点をデジタル技術で連結するシステムを導入するとともに、オペレーター、支援人材を常駐さ
せることで活発な活動の維持と展開を目指している。

⑤拠点都市活動の活性化
愛知・名古屋に浜松地域が加わった広域連合で認定を受けた当地であるが、共同申請の目的はグローバル

拠点都市の認定ではなく、認定を起爆剤としてスタートアップの成長によるイノベーション創出である。連
携から連合に進化したが、さらに一体的な活動は必須で、そのために何をすべきか。情報の共有は当たり前
で、重要なのは、地域全体の現状を全員が俯瞰（ふかん）・認識し、その上で目指すべき姿とおのおのの役
割を共有し活動することである。各組織が自己満足の手前味噌で活動するのでなく、それぞれができるこ
と・できないことを認識し相互補完することが重要である。

全体を俯瞰するとアカデミアの参画が必須な事業がほとんどであったため、PF がハブとなり全体のコア
になることを宣言した。具体には三つの取り組みと提案である。一つ目は、PF のヘッドクウォーターとし
て主幹大学の名古屋大学にスタートアップ支援の専従組織を設置＊ 17 し、拠点コンソーシアムの組織運営を
担う運営委員会と事業の企画・運用を担う事業実施委員会と接続＊ 18 したことである。二つ目は、拠点都市
との接続をさらに強固なものとするため、当該組織を関係機関の実務担当者の受け皿として派遣を要請した
ことである。平素から机を並べて共に業務に当たってこそ真の融合が生まれるとの発想により各所に働き掛
けたところ、名古屋市と二つの金融機関が呼応し、現在 3 人の出向職員が、出向元負担で拠点運営業務に
就いている。三つ目は連合事業の企画・実施である。互いの事業の共催、後援ではなく、皆が集まって一つ
の事業を完遂することが重要で、本年 2 月に、将来は米国の SXSW ＊ 19 のような世界的な祭典に成長させ
ることを目指して、コンソーシアム事業実行委員会の主催で DEMO-DAY「TOCKIN' NAGOYA」＊ 20 を
開催した。リアル開催の予定が、コロナ再燃によりオンライン開催となったが、2 日間で 1,300 人弱の参
加を得た。5 年後の目標 3,000 人を勘案すると初年度としては成功と評価している。継続と結束が成長に
つながることから来年度はさらにメニューの充実を図り参加者を呼び込む計画である。

■課題とこれからの取り組み
ここからは、「これから」について述べる。こうして次のフェーズに進んだ当地の大学連合のスタートアッ

プ支援であるが、幾つもの課題を抱え世界的なイノベーション拠点になるまでの道のりは険しい。
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具体的には、当地の課題である、①保守的志向というマインドセットの転換、②メンター、支援人材、
CxO（Chief x Officer）人材の不足、③支援資金の不足といった課題にいかに対応するかである。

①保守的な安定志向というマインドセットの転換
冒頭で述べた当地の「安定志向」をいかに変えるかが重要であるが、これには、挑戦的なマインドを授け

ることのほか、家庭教育を見直すこと＊ 21 が重要な要素であり、さらに挑戦における失敗、特に起業の失敗
を優位として受け入れる社会への変革が必然であると考える。

挑戦的なマインドの教授では、多様な起業教育も重要であるが、最も理解しやすいのは身近＊ 22 に成功者
がいて成功をイメージできることである。また、現在の大学進学後の起業家教育では遅く、初等中等教育、
特に高校のカリキュラムに組み込むべきである。これは親のマインドセットの転換にも直結する。さらに、
起業の失敗を優位に捉える産業界のキャリアパス、リクルート変革が起きれば社会環境は激変するが、事は
そう簡単ではない。文部科学省における教育担当部局の違い、自治体の教育委員会の関係＊ 23、起業教育を
担当する教員の育成等全体を調整することは至難である。

一方、成功者の背中を見るだけでは具体的な行動に移れない。アイデアや技術をどうビジネス化するのか
といった行動法則や考え方を学ぶ環境の設定が重要であり、既に一部の大学では始まっているが、アントレ
プレナーシップ教育の必修化を進めるべきである。

②メンター、支援人材、CxO 人材の不足
起業を先導・牽引（けんいん）する人材が圧倒的に不足しており、色々な企画で挙がる登場人物候補は、

いつも同じ顔ぶれなのには人材不足を痛感する。ロールモデルを増やすことが人材育成の近道であり正攻法
ではあるが、今の不足を補う策として他地区＊ 24 から招き入れることを呼び掛けるが、当地に成功の可能性
があるシーズや高額な報酬、その他引き付ける魅力がなければ常駐は難しい。当地出身の成功者で地元愛を
持った人材の招へいプランを聞くが、簡単には実現しない。即応的なのは高額報酬であるが、そのための財
源は乏しく、当地の登場人物ですらボランティアベースである。

また、CxO 人材の不足は、大学発ベンチャー全体の共通課題である。自らの研究成果に絶対的な自信を
持ち社会的価値を信じる研究者がほとんどで企業文化やマーケットを肌感覚で理解する研究者は少ない。
よって、研究者自身が CEO で成功するケースは少なく、CTO であってもシーズへの愛着から聞く耳を持
たず、苦労する CEO が多いと聞く。政府もその点を課題視し、サーチファンドの活用などその対策を検討
しているので皆で対策を協議し、まず手掛けることが重要である。

③支援資金の不足
支援資金の不足では、ベンチャーに投資する資金（ファンド）と拠点の運営資金の両面における資金確保

が課題である。
ベンチャーへの投資資金では、政府や自治体による資金支援と VC のファンド、企業のコーポレートベン

チャーキャピタル（CVC）等の活用など起業ステージに応じた支援資金の確保がある。先に述べた 4 大学
官民ファンドの影響は非常に大きく、実力差が開く要因になっている。一番の違いは、当地の PF の支援は
文部科学省予算にひも付くため、ほとんどが起業までであり、起業後を支援する財源がないが、官民ファン
ドでは、大学が知財を共有するベンチャーには IPO によるリターンや知財ロイヤリティーの取得をもくろ
み、EXIT に向けた集中支援を行っている点にある。われわれの 1 号、2 号ファンドとは性格が異なる。現
状打開のために連合を組む経済界、自治体に 3 号ファンドの創設を要望してきたが実現は難しい。一方、
最近の規制改革で、大学が産学連携を生業とする子会社を設立でき、そこがファンドを創設できること、指
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定国立大学は大学発ベンチャーに直接出資できること、さらに本年 4 月には大学がファンドに直接出資で
きることになったため、それらの制度改正をうまく活用して自らファンドを創設することを検討している。

また、当地のグローバル拠点都市認定は、自動車や航空機関連の世界的企業のスタートアップ戦略の協力
への期待があったからとも聞く。われわれもその点を優位点として、代表機関を中部経済連合会に据え、企
業のカーブアウト、スピンオフ、スピンアウトへの協力や CVC の利用を想定した構想を立てた。しかし現
状、直接関与は見えず、いかに協力を得るかが今後の成長の生命線と捉えている。

テック系ベンチャーは IT 系と異なり成長までの道のりは長い。ファンドには十分なリードタイムの設定
を望むが、リミテッド・パートナーシップ（LP）の出資を考慮すると難しい要望といえる。

もう一つは、PF の運営経費である。ベンチャーへの支援では、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）
の研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム（START）や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）の研究開発型スタートアップに対する事業化支援（STS）、また SBIR 推進プログ
ラムの改革など多くの政府事業が設定されているが、拠点運営予算は、文部科学省の補助事業に頼っている
状況である。限られた額に加え年限がある補助予算の中でいかに継続するかは大きな課題である。

われわれは対策として、ベンチャー支援に特定した寄付口座＊ 25 を用意しているが、現実は厳しい。参画
大学への費用負担も考えるが、金の切れ目が縁の切れ目とならないよう抜本的な打開策を講じなければなら
ない。

最後に、愛知県は、スタートアップ拠点施設として全国一の規模となる「STATION Ai」、名古屋大学は、
インキュベーション複合施設「Tokai Open Innovation Complex（TOIC)」の整備を進めており、中部
経済連合会と名古屋市は「NAGOYA INNOVATOR'S GARAGE」の増床に取り組んでいる。これらの
ハードに連合事業の「TOCKIN' NAGOYA」の充実やそれぞれの支援事業の連携強化などソフトを絡ませ
るとともに、掲げた課題に地域全体が取り組み、解決することで、スタートアップの成長によるイノベー
ション創出を実現する所存である。

＊ 1　構成大学は、愛知県立芸術大学、愛知県立大学、岐阜大学、岐阜薬科大学、静岡大学、椙山女学園大学、 中京大学、豊橋技術科学大学、名古
屋工業大学、名古屋市立大学、名古屋大学、南山大学、浜松医科大学、光産業創成大学院大学、藤田医科大学、三重大学、名城大学（50 音順）
の 17 大学である。　　＊ 2　「官民イノベーションプログラム」：2014 年 4 月、改正産業競争力強化法等の施行により、四つの国立大学法人（東
北、東京、京都、大阪）が合計 1,000 億円の国の出資をもとに、大学発ベンチャーを支援する事業会社と付随するベンチャーキャピタル（VC）
を設立し、ファンドを創設した事業。当該 VC は、4 大学の高い研究力に着目し、民間 VC がリスク高のために避けがちな足の長いシード段階や
アーリー段階の案件を中心に投資を展開している。　　＊ 3　「グローバルアントレプレナー育成促進事業（EDGE）」　　＊ 4　2014 年にノーベ
ル物理学賞を受賞した赤崎博士が発明した高輝度青色発光ダイオード（LED）に関する特許　　＊ 5　Tongali：Tokai Network for Global 
Leading Innovation　　＊ 6　東海地区国立 5 大学（東海地区産学連携大学コンソーシアム）：名古屋大学、豊橋技術科学大学、名古屋工業大学、
岐阜大学、三重大学　　＊ 7　1 号ファンドは 10 年で日本ベンチャーキャピタルが運用し既に出資・投資ともに完了、2 号ファンドも同様に 10
年で Beyond Next Ventures が運用。出資・投資ともに受け付けている。　　＊ 8　中部経済連合会の「NAGOYA イノベーターズガレージ」、
名古屋市の「なごの小学校」、名古屋大学の「イノベーション拠点 OICX」の設置や愛知県の「ステーション Ai」設置計画などの拠点整備事業。
＊ 9　二つの事業：「社会還元加速プログラム（SCORE） - 大学推進型（拠点都市環境整備型） -」と「大学発新産業創出プログラム（START） - 大学・
エコシステム推進型 スタートアップ・エコシステム形成支援 -」であるが、ともにグローバル拠点と認定拠点で選定条件、予算額に差異が設けら
れている。　　＊ 10　起業家教育の Tongali では、学生の参加は機関制限を設けず、何処の大学であっても参加可能であるが、協同機関としての
参画は、教育者、教材作成、支援スタッフ等を自機関でも賄うコミットを必須としている　　＊ 11　起業の可能性と起業後の成長が見込まれる知
財、ノウハウ、その他研究成果　　＊ 12　1 件当たり 1000 万円程度を上限に設定　　＊ 13　2022 年 3 月末現在　　＊ 14　① Tongali シンポ
ジウム、② Tongali スクール、③アイデアピッチコンテスト、④海外デザイン思考研修、⑤リーンローンチパッド名古屋、⑥ビジネスプランコン
テスト、⑦海外アントレプレナーシップ研修、⑧ Demo Day Ver.1.0/2.0、⑨ベンチャーズトークである。　　＊ 15　具体的には、各大学の産
学官連携推進本部の URA、特任教員、起業支援担当者。　　＊ 16　3 大学と拠点コンセプトは、名城大学「フィジカルなモノづくり拠点」、光産
業創成大学院大学「光技術を活用した支援拠点」、名古屋大学「ソフトウェア関連開発拠点」である。　　＊ 17　名古屋大学学術研究・産学官連
携推進本部スタートアップ推進室。これまで学内に点在していたスタートアップ担当組織を集約し PF のヘッドクォーターのみならず、名古屋大
学のスタートアップ支援の戦略企画組織としても位置付けている。　　＊ 18　運営委員会を Tongali-PF のガバニングボードとして位置付け、ス
タートアップ推進室を窓口に拠点と接続した。　　＊ 19　毎年 3 月に米国テキサス州オースティンで開催される世界最大級の複合フェスティバル

（SXSW= サウスバイサウスウエスト）　　＊ 20　2022 年 2 月 22、23 日の 2 日間で、ピッチイベント、トークショウなど 12 のメニューを実施
した。　　＊ 21　家庭教育において、子供の将来に何を望むか、今の地元完結型のキャリアパス志向を見直すことをいう。　　＊ 22　同じ地域、
境遇、出自、先輩後輩など自らに重ねられる人物であることが肝要である。　　＊ 23　文部科学省の教育所管が小中高は初等中等教育局、大学は
高等教育局と分かれ、予算・人事等の連結が難しいこと。自治体においても、県立校、市立校の相違に加え私立校で所管が別れ全体調整が難しい
ことが挙げられる。　　＊ 24　国内他の 3 グローバル拠点（首都圏、京阪奈、福岡）のほか、海外の成功者　　＊ 25　名古屋大学特定基金「大
学発ベンチャー応援事業」、豊橋技術科学大学基金、名古屋工業大学基金
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■背景、研究課題と概要
大腿部で脚を切断（大腿切断）した方の義足歩行は、その歩行能力が義足の膝継手機能に大きく依存する。

なぜなら膝関節を失うからであり、本来膝関節を直接的に動かしていた筋も切断され、その筋の本来の機能
を発揮できない（残存している膝制御筋は義足の膝継手制御に使えない）からである。このことは大腿義足
を装着している側の脚でスクワットを行うことが全く不可能になる、もしくは膝継手の種類によっては可能
となることを意味し、健側（義足を装着していない方の脚）への負担が増えることを意味する。

しゃがみ方向のスクワットを可能にする膝継手は、油圧もしくは磁性流体を備えた膝継手でイールディン
グ膝と呼ばれており、本開発はこのジャンルに属する新しい仕掛けである。一方、起き上がり方向のスク
ワットを可能にするためには、膝継手に動力を備えていなければならず、そのような機種は極めて少数で、
まだ一般に普及していない。

大腿義足装着者は、上記のように残存している膝制御筋を義足の膝継手制御に使えないので、路面の変化
や方向転換の際に義足の操作を誤ると、膝継手が急に曲がる危険な現象（膝折れ）を体験する。そのような
危険を安全に回避するための膝継手として開発されたのがイールディング膝であるが、安全性の高い機種は
大変高価である。例えば、オットーボック社製 C-Leg（ドイツ）は、コンピューター制御によって膝折れ
を制御する。しかし価格が 180 万円と非常に高額であり、たとえ公的支給の対象であっても市町村から交
付許可が得られないこともあり得る。市町村の財源には制限があるからである。ほかにも幾つかの高価格膝
継手があるが、それらは C-Leg 同様、メカトロニクス、すなわち床反力や傾き、加速度をセンサーで検知
して電子的に処理し（エレクトロニクス）、機械的仕掛け（メカニクス）を制御する＊＊ 1，2，3，4，5，6，7。それに
対し、今回、福祉機器メーカーの株式会社今仙技術研究所（岐阜県各務原市）と共同で、機械式の２重振り
子という簡単な構造で制御を可能にする膝継手の開発を試みた。

今回開発した膝継手（MCK= Motion Control Knee）には以下の特徴がある。

　　①　特許取得した 2 重振り子を使った仕掛けによるシンプルな機械制御

　　②　既存の高機能膝継手に比べ低価格、軽量、コンパクト

　　③　操作がしやすく特別な練習なしで義足歩行を習得

■期待される成果
下肢切断に加えて骨折や高次機能障害を合併していることもある交通外傷者が歩行機能を再獲得する際に

訓練時間の短縮、日常生活における安全、生活の質（QOL）の向上が期待できる。加えて、従来の重く高
価な高機能膝継手よりも、高齢者や歩行技術の低い大腿切断者に適応することも期待できる。

大腿切断者の義足歩行を
担保する低価格・高機能
膝継手の開発
株式会社今仙技術研究所との
共同開発による義足用膝継手

広島国際大学 
総合リハビリテーション学部 
リハビリテーション学科 
義肢装具学専攻

月城　慶一
つきしろ　けいいち
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■要改良点（2020年 6月まで）
当初のもくろみに反して開発開始時点から機能的不足が明らかになった。そして 2021 年 10 月の時点ま

で機能の改良に時間を費やした。
開発した膝継手に求められる機能は、踵が接地しているときは曲がりにくくなること（イールディング

ON）によって「膝折れ」を防ぐことができ、つま先が接地しているときは曲がりやすくなって（イールディ
ング OFF）、膝の振り出し（屈伸）を妨げないことである。イールディング ON とイールディング OFF は
同じ油圧シリンダーが発揮する大小の油圧抵抗で、油圧抵抗の正確な切り替え、すなわち絞り弁の正確な自
動開閉が求められる。

この点に関して、高額メカトロニクス膝継手では、センサーとマイクロプロセッサーとサーボモーターを
用いて正確なイールディング ON ／ OFF 制御を行っている、

一方 MCK の場合は、2 重振り子がその役割を果たす。その際、ON ／ OFF 切り替えがトレードオフす
る、すなわち ON を優先すると OFF に支障、OFF を優先すると ON に支障をきたす不完全さがまだ残っ
ていた。

■改善（2020年 6月-21年10月）
上記の問題を解決するために、それまでの 7 回の設計更新からさらに 4 回の設計更新を必要とした（図 1；

左から 8、9、10、11 号機）。2 重振り子の形状と大きさを微調節することで、ON ／ OFF 切り替え時のト
レードオフを解消した。

2020 年 12 月に歩行時の膝の傾きと速度を再現できるシミュレーターを準備し検証した。
結果、11 号機は、想定しうる様々な速度と傾きにおいて、イールディング ON ／ OFF 制御がうまく機

能した（写真1左）。一方、MCKの実験比較対象としているCapital Knee（写真1右、Colleg Park社、米）
は歩行時の膝の傾きには反応しない、したがってイールディング ON から OFF に切り替わらない（写真 1
右）ことを確認した。これは MCK の方が義足歩行を容易に習得していることを示唆している。

図１　改良を重ねた 2 重振り子
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■今仙技術研究所によって製品化・販売
改良と並行して、今仙技術研究所が製品化のためのデザイン（構成部品の簡略化、コンパクト化、軽量化）

を行い、耐久テストとフィールドを合格させ、2022 年 4 月に製品名 MCK として日本国内で上市した。

＊＊ 1　 A Comparison of Different Prosthetic Knee Joints During Step Over Step Stair Descent Dr. T. Schmalz Otto Bock Research 
and Development Biomechanics Laboratory Orthopädie-Technik Quarterly, English edition II/2004

＊＊ 2　 Indication for the C-Leg Knee Joint System in Prosthetic Fittings for Amputees with Short Transfemoral Residual Limbs 
Authors: S. Blumentritt1,2, J. Braun1, M. Bellmann1, T. Schmalz1 Published in: Medizinisch Orthopädische Technik 129 
(2009(5)) 61-74 

＊＊ 3　 Differences in function and safety between Medicare Functional Classification Level 2 and 3 transfemoral amputees and 
influence of prosthetic knee joint control Authors: B.J. Hafner1, D.G. Smith1 Published in: Journal of Rehabilitation Research 
and Development 46 (2009) 417-434 

＊＊ 4　 Functional Principles of Current Microprocessor-Controlled Prosthetic Knee Joints1 Authors: M. Bellmann2, T. Schmalz2, S. 
Blumentritt2,3 Published in: Orthopädie-Technik, 60 (2009), 297-303

＊＊ 5　 Comparison of non-microprocessor knee mechanism versus C-Leg on Prosthesis Evaluation Questionnaire, stumbles, falls, 
walking tests, stair descent, and knee preference J.T. Kahle1, M.J. Highsmith1,2, S.L. Hubard3,4 Published in: Journal of 
Rehabilitation Research and Development 45 (2008), 1-14 

＊＊ 6　 Biomechanical analysis of stair ambulation in lower limb amputees T. Schmalz1, S. Blumentritt1, B. Marx2 Published in: Gait 
and Posture 25 (2007), 267-278

＊＊ 7　 Evaluation of function, performance and preference as transfemoral amputees transition from mechanical to 
microprocessor control of the prosthetic knee1 Authors: B.J. Hafner2, L.L. Willingham2, N.C. Buell2, K.J. Allyn2, D.G. 
Smith2, Published in: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 88 (2007), 207-217

写真１　シミュレーター
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井上春成賞は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の前身の一つ、新技術開発事業団の初代理事
長で工業技術庁初代長官の井上春成氏が、わが国の科学技術の発展に貢献された業績に鑑み、新技術開発事
業団の創立 15周年を記念して創設された賞で、1976 年の「第 1回（昭和 51年度）」から続く歴史ある賞。
大学等や研究機関などの独創的な研究成果を基にして企業が開発、科学技術の進展に寄与し、経済の発
展、福祉の向上に貢献したものの中から特に優れたものについて研究者と企業を表彰する。表彰技術は毎
年、自薦を含む推薦方式により募集し、その中から原則として 2件を選考委員会が選考し、この結果に基
づき井上春成賞委員会で決定される。表彰は、表彰技術ごとに研究者代表、企業代表者の各 1人を対象と
し、一般財団法人新技術振興渡辺記念会より副賞として研究代表者に対し、研究奨励金が贈呈される。
なお 2022 年 7月 21 日には、授賞者を招き、日本工業倶楽部会館（東京都千代田区）2階「大会堂」で
贈呈式を行う予定だったが、急速に感染拡大が進む新型コロナウイルスの余波を受け急きょ中止となった。
表彰技術は、次のとおり。

同賞は、企業・財団などからの寄付金や協賛金によって運営されており、来年度は、今年 12月に、寄付
金・協賛金、表彰候補技術募集を開始し、2023 年 2月に応募を締め切り、5月には発表される予定。あく
まで予定なので、詳細は随時「井上春成賞」のウェブサイトで確認してほしい。

� （本誌編集長　山口泰博）

第47回（令和4年度）井上春成賞２件決定
東北大学・島津製作所　高速度ビデオカメラの開発
相模中央化学研究所・東ソー　有機EL用電子輸送材料の開発

井上春成賞委員会は 2022 年 5月下旬、第 47回井上春成賞表彰技術（主催井上春成賞委員会、後
援一般財団法人新技術振興渡辺記念会）として 2件を決定した。

技術の名称 授賞時の所属 氏　名

高速度ビデオカメラの開発
研究者 東北大学 未来科学技術共同研究センター　教授 須川 成利

企　業 株式会社島津製作所 代表取締役社長 山本 靖則

有機 EL 用電子輸送材料の開発
研究者 公益財団法人相模中央化学研究所　副理事長 所長 相原 秀典

企　業 東ソー株式会社 代表取締役社長 桒田 　守

第 47回（令和 4年度）井上春成賞表彰技術（敬称略）
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開催地の熊本県は、2016 年の熊本地震、2020 年には人吉・球磨水害と立て続けに大災害に見舞われ、
その都度、復興・復旧を行ってきており今も続く。そのことからも大会初日のシンポジウムテーマには「地
域における災害対策・災害からの復興」を据え、株式会社熊谷組九州支店、九州電力送配電株式会社熊本支
社からは地震後の復旧工事に懸命な努力に明け暮れた様子が発表された。

一方、熊本県を中心に西日本から東日本にかけて広い範囲で記録的な大雨となった 2020 年の「令和 2 年 
7 月豪雨」は、熊本県人吉市および球磨村渡地区で球磨川が氾濫するなど洪水被害をもたらした。球磨川沿
いに構える人吉温泉「清流山水花あゆの里」も広範囲に浸水したが、地域住民とともに復旧を進め、水害か
ら 1 年 2 カ月を経た 2021 年 8 月には営業再開にこぎ着けた。シンポジウムでは、被災から復活までの経
緯を紹介した。

地下水を軸とする熊本の水循環システムは、阿蘇から有明海にわたる数十キロ圏内の農地を支え、有明
海・八代海は国内最大級の広い干潟を生み出した。水道水は一般的に、ダムや河川から取水することが多い
が熊本の場合、豊富な水資源を育んでいるため水道水の大部分を地下水で賄う「水の都」と言われる。常に
ミネラルたっぷりの水が蛇口をひねると出てくるうらやましい環境だ。この水循環は、阿蘇山などの火山活
動で長い年月を経て形成された火山性地質と年平均降雨量が、およそ 3,000mm に達する山間地域での降
雨の恩恵でもある。良質な地下水に恵まれ豊かな水の恩恵を受ける一方で、これら自然環境の特質は水害や
土砂災害も多発させ、有明海・八代海での日本最大の干満差は高潮のリスク、さらに活火山の阿蘇山は噴火
のリスクがつきまとう。

地域に根を下ろす熊本大学には、熊本特有の環境を生かすための、地下水循環、沿岸環境、減災型社会シ
ステム、地域デザインの 4 部門が配置された「くまもと水循環・減災研究教育センター」が設置され、熊
本地震や人吉・球磨水害で被災した地域の復興を支援してきた。

コロナ下の影響で昨年、一昨年はオンライン開催だった産学連携学会。第 20 回大会となる今回は 3 年ぶ
りのリアル開催だ。5 月ごろまでリアル開催の是非が検討されていたこともあり、セッション数も例年の 6
～ 7 割ほどの規模だったが、久しぶりに参加した今大会では、なじみの顔や名前がタイムテーブルに記され
ていた。

第 20 回大会事務局を引き受けた熊本大学の小川久雄学長の挨拶では「コロナで交流会はありませんが、
その代わり昼の休憩時間を 90 分取りました。時間に余裕を持たせたので、ぜひ町に出て昼食をとってくだ
さい」。その言葉が印象的だった。

（本誌編集長　山口泰博）

産学連携学会第20回大会　
熊本大会　3年ぶりに
リアル開催
産学連携に関わる研究者や従事者らが研究成果を発
表し、その妥当性を公開で検討・論議する産学連携
学会第20回大会（主催：特定非営利活動法人産学
連携学会、後援：文部科学省ほか）が2022年 6月
23日～ 24日、熊本市の市民会館シアーズホーム夢
ホールで開催された。
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Biz & Company

■東京医科歯科大学とヘルスケア・サイエンス拠点を
三菱地所は、2021 年 7 月に東京医科歯科大学と締結した共同研究契約に基づき、同年８月、オープンイ

ノベーションとヘルスケア・サイエンス拠点の形成を目指す医療現場・研究現場発イノベーションコミュニ
ティ「TMDU Innovation Park（TIP）」を東京医科歯科大学と共同で企画・運営している。

東京都千代田区丸の内・大手町などでイノベーション施設の運営ノウハウを持つ同社が至近のお茶の水に
立地する TIP の企画・運営を通じ、アカデミアや多様な業種業界の企業・スタートアップ、行政によるコ
ラボレーションを誘発し、医療・ヘルスケアイノベーションの実現を目指すという。

東京医科歯科大学のキャンパスは、「御茶ノ水」という「大手町」駅から地下鉄で 2 駅 3 分といった近接
性を生かし、アカデミアの集積地であるお茶ノ水と、企業の集積地である丸の内・大手町を結び付け、有機
的な連携によるイノベーション創出を図る方針だ。三菱地所にとっては、Fintech や Deeptech に続き、
Life Science 領域のエコシステム形成へ進出することになり、バイオベンチャ―企業等から多くの問い合
わせを受けている。

施設開設後 50 社以上のスタートアップ企業と面談を進め、2022 年 6 月時点で会員数は 90 人以上、東
京医科歯科大学との共同研究数 5 件を実現した。2 週間に 1 回「TIP BB セミナー」という医師や研究者、
企業による事例の紹介と個別マッチングを行うオンラインイベントも実施し、毎回 100 人前後の会員や一
般閲覧者が参加している。

■東京大学とスタートアップ支援
東京大学とも共同でスタートアップ支援に取り組んでいる。東京大学の卒業生・研究者・学生の起業を支

援するスタートアップ支援プログラム「東京大学 FoundX」向け施設を、東京大学と共同で本郷エリアに
開設し運営するほか、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社（東大 IPC）が運用するベンチャー育
成ファンドに LP（有限責任組合員）出資している。

現在、「FoundX」向け施設は、他の大企業の寄付も受けながらα、β、γの 3 施設を運営。開設から 3
年以上が経過し、施設を卒業した計 9 社のうち 4 社が三菱地所の運営する別の施設に移転した。将来性あ
る東大発スタートアップへの早期アプローチが奏功した形だ。三菱地所は、丸の内エリアの「オープンイノ
ベーションフィールド化」を掲げ、丸の内エリアをスタートアップ企業などに実証実験のフィールドとして
提供しているが、実際に東京大学の研究室が三菱地所の有するオフィスビルや商業ビル内の電力使用量や店
舗売上などのデータを分析し、新事業・サービス創出を目指す実証実験を実施している。

■横浜みなとみらいや関内でもスタートアップ支援、国際的産学連携機能も
産学が連携したイノベーションやビジネス開発支援の取り組みは丸の内だけではない。横浜市・関内やみ

三菱地所がイノベーション創出に向け産学連携、
街を実験フィールドに

大手デベロッパーの三菱地所株式会社（東京都千代田区）は、大学や研究機関をはじめ、大企業やスタートアッ
プ、官と連携し、社会課題解決とイノベーション創出を目指している。まちそのものを実験フィールドとして
提供するほか、各大学と連携し、スタートアップ支援や新技術・サービスの社会実装を目指す。地域活性化や
地域創生を目的とした産学連携、寄付講義、ワークショップ、意見交換、共同研究など、会社・事業・個人レ
ベルでの連携が多数あるというが、今回は、イノベーション創出に向けた産学連携事例の一部を紹介する。
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なとみらいでも、ビジネスエコシステム形成やオープンイノベーション推進によるまちの魅力向上に取り組
んでいる。

横浜市は、2019 年 1 月に、研究者・技術者、起業家、学生などの人材が、組織を越えてネットワークを
広げ、新たなイノベーションを横浜から創出していく「イノベーション都市・横浜」を宣言しているが、三
菱地所を代表企業とするコンソーシアムが、スタートアップ成長支援拠点「YOXO BOX（よくぞボックス）」

（横浜市・関内）の運営を横浜市より受託した。三菱地所は、併設のビジネス支援付サービスオフィス
「YOXO BOX OFFICE」も運営中だ。

YOXO BOX には大学教授がメンターとして関わるほか、教員や学生にも活用してもらうことで、各大学
とネットワークを強化し、産学が連携してスタートアップの成長支援や協業の機会創出を図っている。例え
ば慶應義塾大学は、YOXO BOX の一室をオンラインワークショップの発信の場として活用するほか、慶應
義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科の教員 2 人が YOXO BOX メンターとしてスター
トアップ支援事業に協力。横浜・関内エリアにおけるオープンイノベーション推進に向けた共同研究を継続
中だ。横浜国立大学も同エリアでのオープンイノベーション推進に向けた共同研究を三菱地所と開始してい
る。教授 3 人が YOXO BOX メンターとしてスタートアップ支援事業に協力し、アクセラレータープログ
ラム採択企業のメンタリングを実施するほか、同大ビジネスプランコンテスト優勝チームの上位チーム 3
組（2 社と 1 チーム）が YOXO BOX を拠点として利用する。中には、「他の場所では通信環境などに課題
がある」と、毎日 24 時間レベルで本拠点を利用する横浜国立大学発スタートアップもあるようだ。

また、三菱地所はみなとみらい 21 地区の横浜ランドマークタワー内に産学連携イノベーション拠点
「NANA Lv.（ナナレベル）」を設置している。横浜市立大学は同拠点内に「横浜市立大学みなとみらいサ
テライトキャンパス」を開設しているほか、横浜市立大学大学院内の研究室が当施設を拠点に企業との共同
研究を行っている。横浜市立大学と横浜のスタートアップであるスカイファーム株式会社も当施設を拠点に
共同研究を実施しており、デリバリー・テイクアウトの利用動向を分析し、三菱地所の商業施設「ランド
マークプラザ」や「MARK IS （マークイズ）みなとみらい」のテナント向け支援サービスとして活用した
い考えだ。三菱地所は「関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業」の事業協力者に選定されており、
2029 年度竣工の同事業でも国際的な産学連携機能の導入が検討されている。

■ロボットを活用したDXは立命館大学と
立命館大学とは次世代型の施設運営管理モデル構築に向け、2019 年 4 月に「戦略的 DX パートナーシッ

プ協定」を締結した。同社が検証・蓄積してきたロボットを活用した施設の運営管理のノウハウを生かし、
学校保有施設の運営管理を効率化・高度化するだけでなく、ロボット以外も含めた最先端テクノロジーを活
用したデジタルトランスフォーメーションの推進により、新たな分野における価値の提供・未来型キャンパ
スの創造を目指している。

協定締結後、三菱地所が活用してきた警備ロボットや清掃ロボットをキャンパスに実導入し、キャンパス
管理費のコスト削減に大きく貢献したほか、広大なキャンパスを活用して、日本初上陸でもある米国の先端
配送ロボットなどの走行実証実験を実施した。2020 年 11 月には、「立命館地球環境シンポジウム」におい
て、経済産業省とともに同社が講演、最先端の技術を活用した新たな環境負荷低減策やそれによる持続可能
な社会づくりや未来のキャンパスの在り方について、立命館大学の学生や高校生も交えてパネルディスカッ
ションを実施するなど、産官学連携の未来像を共有した。

連携により、技術的課題や利用者側の課題の共有に加え、ロボットの性能向上やロボティクス教育・研究
の発展を見込んでおり、情報発信等も実施しながら社会還元へつなげたいとしている。

 （本誌編集長　山口泰博）
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研究者エッセイ：Researcher essay

道しるべ
我々の歩みは遅くとも、少しずつなら真理のかけらを探し出せるはず
どんなに小さなかけらでも、夢への道しるべになります
その小さな光が我々の闇を照らしそして目の前の長い道を照らし
やがては全宇宙の神秘を浮き彫りにするでしょう
私は思います。それだからこそ科学は美しいのだと
いつの日かその力がすべての災いを流し去ってくれるでしょう
無知も貧困も病気も戦争もそして悲しみも
真実の光を求めて、未知の小道に分け入りましょう
どれほど深く分け入ろうと、道は果てることがありません…
夢は時代と共に生まれるのです。
きのうの夢は捨て、真実のたいまつをかかげて
未来の宮殿を築き上げましょう

この言葉は、誰のものか分かるでしょうか。今も続く多くの紛争や貧困の問題を考えたとき、心にとまる
ものがあるかと思います。この言葉は、パリ大学初の女性教授であり、ノーベル物理学賞（1903 年）、ノー
ベル化学賞（1911 年）を受賞したポーランド出身のマリー・キュリーが、パリ大学で行われたラジウム発
見 25 周年記念式典で話した彼女の言葉です（1943 年公開映画「Madame Curie」のラストシーン）。放射
能（radioactivity）という言葉が彼女から生まれ、わずか 110 年程度しか経っていないのが放射線分野です。

紀元前 1500 年ころからケシの実から作られた薬を人類が使い始め、約 3,500 年以上の歴史のあるわれわ
れの薬学の世界と比べると、本当に浅い歴史しかありません。しかし彼女が残した道しるべによって、この
放射線が、今では重粒子線がん治療として発展し、最先端治療の一つとして、世界に先駆け科学技術庁の放
射線医学総合研究所（放医研、現在は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構）や、ドイツの国立重イ
オン研究所（GSI：Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH）において治療が開始され、
がんの克服、患者の治療後の社会復帰および生活の質（QOL：Quality of Life）の向上につながっている
ことは、皆さんも少しは知るところだと思います。そしてこの放射線は、これから人類が宇宙に飛び出し火
星を目指すには、人類にとって大きな障壁となっていることはご存じでしょうか。

放射線・重粒子線がん治療との関わり
1994 年から、臨床試験として放医研にて、重粒子線がん治療が開始され、2003 年には高度先進医療と

して承認される最も重要な時期において、私は 2001 年から科学技術振興事業団（現、国立研究開発法人科
学技術振興機構）の科学技術特別研究員として採用され、「宇宙放射線による脳の機能障害と早期画像診断
法に関する研究」を、放医研の客員協力研究員として研究を実施することになりました。また同時に放医研
と GSI との国際共同研究にて、がん治療施設の国際比較実験に参画できたことが、現在薬学部の教員とし
て、薬学をさらに発展させるため、放射線を正しく利用することを教える上で役立っていることがあります。

放医研では、重粒子線がん治療装置を昼間は患者の治療のために、そして夜から朝にかけて、研究者が科
学のさらなる発展のため利用しており、ドイツやイタリア、アメリカ、アメリカ航空宇宙局（NASA）や
GSI をはじめとする主要な研究所からも多くの研究者が訪れ、その研究のサポートも研究の一環として行っ

放射線教育の道しるべ
長崎国際大学 
薬学部 教授

高井　伸彦
たかい　のぶひこ

パリ（パンテオン）で開催されたマリー・キュリー
展にて
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たこと、植物、微生物、生物そしてヒトと多岐にわたる研究に触れたこと、治療を受ける患者の姿、臨床試
験の成果を数字として実感してきたことで、研究と実践（臨床）とのつながりの重要性に気付かせられ、研
究における自分の立ち位置・取り組むべき課題を明確にすることができたのだと思います。そのおかげで、
これまでに国内外において、幾つかの学会賞を受賞できたことにもつながっており、2006 年にはスウェー
デン王立アカデミーの賞の一つであるクラフォード賞（Crafoord prize）に該当する研究者・論文を推薦
できるようになった一つのきっかけとなっています。

残念ながら放射線に関して、近年では 1999 年東海村 JCO 臨界事故、2011 年福島第一原子力発電所事
故の健康被害や風評被害に関わるデマなど、いまも続く負の側面もあり、薬学において放射線を正しく利用
することを教える上で、解決しておかなければならないことが多くあります。それは、放射線被ばくを受け
た人、放射線による医療を受ける人たちの不安を解決するためには、これまでの薬学における放射線教育で
は、足りないことがあることに気付かせることです。

現在の薬学における放射線教育と未来
これまでの薬学における教えるべき放射線分野の到達目標（学習目標）は、放射線発生とその測定法の原

理、PET（positron emission tomography）や SPECT（Single photon emission computed tomography）
などの核医学診断で利用される放射性医薬品の集積機序が主なものでした。一方、放射線の生物への影響を
教える到達目標は元々少なく、2006 年から始まった薬学部 6 年制から十数年が経ち、統合された項目もあ
り、さらに少なくなっている現状にあります。

ところが、放射線技師が調製した放射性医薬品の過剰投与事故をきっかけとし、2011 年日本核医学会に
おいて核医学認定薬剤師制度が設立され、その「放射性医薬品取り扱いガイドライン」には、薬剤師が放射
性医薬品の取り扱い、調整、品質管理を行うことを強く要望しています。また近年、治療用の放射性医薬品
としてβ-線放出核種である 90Y を用いた悪性リンパ腫治療薬「ゼヴァリン」、α線放出核種である 223Ra を
用いた骨転移のある前立腺癌治療薬「ゾーフィゴ」などが次々に開発され臨床利用されているが、医薬品添
付文書にも記載される放射線による副反応を理解するためには、放射線生物学の理解が最も重要となってき
ます。従来のγ線などの放射線治療において併用されることがある放射線増感剤など、今後、企業（産）が
関わる放射線治療装置、放射性医薬品や放射線増感剤のさらなる開発が必要であり、日本の年間約 100 万
人のがん患者全てを重粒子線で治療することは到底無理なのだから、従来の放射線治療に比べ、重粒子線治
療がなぜ効くのか、どのような患者に適用すべきなのかを、重粒子線生物学という新しい学問として、道し
るべとして残していかなればならないのではないでしょうか。

最後に
写真（前頁）は、マリー・キュリーが埋葬されるパリ 5 区のパンテオンで開催されたキュリー展（生誕

150 周年）を訪れたときのものです。パンテオンには歴史に名を残す多くの偉人とともに、巨大な地下墓
廟に夫のピエール・キュリーと並ぶように祀られていました。彼女の言葉にあった、無知も貧困も病気も戦
争も、科学の力でなくなっている世界は、いまだ訪れていません。アメリカの物理学者カール・セーガンは、
人間を束縛する身近にある非科学的な概念の総称を「悪霊」に例え、ソーシャルネットワーキングサービス

（SNS）で拡散されるデマも同じかもしれませんが、このような言葉を残しています。「民衆一般の知性をで
きるだけ実際的に啓蒙することである。教育のみが民主主義を守る。品位も謙遜（けんそん）も、共同体意
識も、そこから芽生えてくるだろう。悪霊に憑（つ）かれたこの世界で、迫り来る暗闇からわれわれを守っ
てくれるのは、ただそれだけかも知れない」。教育によって、少なくとも無知だけは消えた世界が訪れるこ
とを期待しているところです。
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リポート　大学の産学・社会・地域連携窓口紹介

大分大学
大分大学 研究マネジメント機構 産学官連携推進センター

研究相談／シーズ・ニーズコーディネート／共同研究・受託研究の支援／
研究シーズ、研究紹介動画等の学術情報の提供／特許取得・知的財産
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　大分大学が有している基盤研究の成果や研究シーズ等の「知的資源」を基に集中的かつ戦略的に研究を推
進してきた『全学研究推進機構』と、本学と地域社会との連携と共存を図り円滑な産学官連携を推進してき
た『産学官連携推進機構』の二つの組織に、医学における研究・技術を広く海外に展開してきた『国際研究
推進機構（国際医療戦略研究推進センター）』を加えて、2021（令和 3）年 10 月 1 日に『研究マネジメン
ト機構』として新たな組織を設置しました。
　産学官連携推進機構の機能は、研究マネジメントの機構の下に設置された産学官連携推進センターに移管
され、本センターには「産学官連携部門」と「知的財産管理部門」が設置されています。
　産学官連携部門は、産学官連携および地域連携に係る共同研究・受託研究の推進と人材の育成、地域産業
における新しい研究シーズの創出、ベンチャー精神に富む創造的人材の育成などの業務を行っています。
　一方、知的財産管理部門では、知的財産の創出、権利化、管理、活用に関する支援、技術移転、起業相談
などの業務を行っています。
　この二つの部門には、それぞれ専任教員を配置するとともに、産学官連携部門に産学官連携コーディネー
ターを配置し、学内外との連携業務に対するワンストップ・サービスを提供しています。

注）2022 年 8 月 15 日現在の情報です。組織改編、スタッフの異動などで変更となる場合もあります。
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自ら経験した多様性の意義

最近、筆者が読んだ書籍に『多様性の科学』（Matthew 
Syed 著）がある。ダイバーシティという言葉同様、よ
く目にする題名であるが、概念や知識を整理した教科書
的なものではなかった。この本は、画一的な組織には目
に見えない落とし穴が多く潜んでおり、問題解決しよう
とした時に複眼的視点からアプローチをしないとその穴
に落ちてしまうことを史実に基づき論証するもので、大
変興味深かった。

数カ月前に筆者が参画したプロジェクトは、偶然にも
これまで歩んできたキャリアが異なるメンバーで構成さ
れており、あたかもこの書籍が発しているメッセージを
踏まえているかのようであった。相互の価値観を尊重し

ながら、各自が専門性を発揮し知性を高めるチーム力。
これこそが、組織に新たな考え方を取り入れ変革をもた
らす「身近なイノベーション」であることを実感したの
である。史実とは程遠い小さなスケールではあるが、「自
分史」の中には大きな私実（造語）として刻まれた。

筆者も大学の産学連携部門に所属しているが、多様な
メンバーで構成する「産学官金」のコンソーシアムを形
成し、多面的視点で相互連携することにより、これまで
想像もできなかったイノベーションを創造していきたい。

広島大学 オープンイノベーション事業本部 クリエイティブマネージャー
滝上 菊規

視点：Point of view

高度化する研究推進業務

もう 15 年くらい前になるだろうか、産学連携で一緒
に企業回りをしていた研究者と偶然再会して話に花が咲
いた。まだ URA という言葉が世に浸透していないころ、
プレアワードを担当する職員はシーズハンターと呼ばれ
て「フットワーク」、「ネットワーク」という二つの
work を遂行できることが重視されていた。研究部に配
属された職員は研究室を回っては必死にネタ探しをし
て、様々な研究成果や技術を産学連携や社会貢献に結び
付けようとしていた。

現在はどうか。産学連携は人文社会科学系研究者が自
然科学系研究者を巻き込んだ異分野融合研究事例が多数
出てきており、まさに隔世の感がある。大学においても
研究推進機能は大きく高度化し、共同研究からスタート

アップまで視野に入れた多様な支援プログラムが整備さ
れた。職員も以前のように企業の窓口になるだけではな
く、研究者が必要としている研究環境の構築に向けて、
オーダーメイドで予算や人事を含めた最適な研究プロ
ジェクトの立ち上げに奔走している。URA には前述し
た能力に加えて、「チームワーク」、「フレームワーク」
を足した四つの work を担えるスキルとセンスを有した
人材が求められている。

高度化する研究推進業務、われわれはさらに進化して
いかなければならない。

立命館大学 研究部 RARA オフィス 課長　矢野 均
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