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●産学官連携ジャーナル

松本

紘

（まつもと・ひろし）
京都大学

総長

◆世界の成長戦略の先に起こること−−新 MMK の勧め

経済の低迷から抜け出し、成長軌道に戻すことがわが国の当面の目標になって
いる。新成長戦略のグリーン・イノベーションやライフ・イノベーションは、そ
れぞれの分野の課題解決策をそのまま経済の活力にしようというタイムリーな取
り組みだろう。
豊かさを求めてどの国も努力している。グローバル化した今日、途上国の人々
も、豊かな国の豊かさを支えるために安い労働力を提供することだけでは満足で
きなくなっている。では、世界中が豊かな生活を求め猛進している先に何が起こ
るのかを考えたことがあるだろうか。
世界の人口爆発がある。40 年後の 2050 年には現在の 1.4 倍の 90 億人になる
と予想されている。右肩上がりだったグラフは、上に突き出るように急角度にな
り、線も長くなっている。爆発と表現されるとおり、増加のスピードは驚異的で
ある。
人口の急激な増加だけでも地球は悲鳴を上げ始めているのに、その 1 人 1 人が
より豊かな生活を求めることで地球環境への負荷は増幅される。いい物を食べ
る、便利な製品を使う…。そのために、より多くの資源・エネルギー、水が消費
される。40 〜 50 年後、地球の負荷は現在の 2.5 倍近くになるともいう。人口の
増え方に輪を掛けた速いスピードだ。資源も水も不足するのは明らかで、人類は、
生存にかかわる根本的な問題に直面する。行く先は争いだ。このように、世界の
“成長戦略” の将来に暗雲が漂い始めていることを日本人は深刻に考えていない。
よりよい生活の追求は止められないが、私は並行して新しいモラルを導入すべ
きと思っている。われわれは「（M）もっと」
「（M）まだまだ」
「（K）勝たなくちゃ」
という MMK で突き進んできた。高度経済成長が終焉（しゅうえん）しても、いい
生活、便利さに慣れて夢を追い続けている。今必要なのは、節約する「（M）もっ
たいない」、自分さえよければいいということを戒める「（M）みっともない」、お
互いに感謝し共生を目指す「（K）かたじけない」という新 MMK ではないだろうか。
これらは実は、日本の古くからの倫理、考え方だが、今を生きる人々にもその
DNA はあり共感できるはずだ。
こうした考え方を世界の人々と共有したい。節約だけではなく、それに必要な
技術（省エネ、省スペース、小型・軽量化技術など）は日本の得意なこと。日本
にビジネスチャンスがある。そのためには、世界の人々に節約が大事であること
を認識してもらう必要がある。この点で、産学連携に必須の科学技術に加え、文
学、思想、哲学など学術にかかわる大学人の役割は大きい。
科学と技術は、資源、水など地球規模の課題を解決する潜在的な力をもってい
る。しかし、30 年から 40 年、その程度の時間しか人類には残されていない。解
決しようにも時間が足りない、間に合わない。従って、新 MMK の考え方で時間
を稼ぎつつ、世界の成長戦略の先に起こることを想像する英知と、1 歩踏み出す
勇気が求められているのである。
http://sangakukan.jp/journal/
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インタビュー

あきら

しずお

審良静男

大阪大学免疫学フロンティア研究センター拠点長・教授

免疫学の大革命が始まった！
聞き手・本文構成：松尾 義之

ノーベル賞級の研究が日本から生まれ、免疫学に大革命を起こしている。トーマス・クーンの「科学革命
＝パラダイム・シフト」だ。この素晴らしい大仕事をしでかしたのが、審良静男・大阪大学教授。その名は
すでに「世界で最も論文を引用される男」として、全世界に鳴り響いている。審良教授は、約 10 年間、科学
技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業のプロジェクトリーダーを務めた（CREST：1998 − 2001、発
展研究 SORST：2001 − 2002、ERATO：2002 − 2007）。
免疫はいわば、新旧 2 つの世界から成り立つとされてきた。
「旧世界」は自然免疫で、すべての生物が持つ、
外敵に対して自己を防衛する仕組みだ。自然免疫のポイントは、どんな外敵でも広く一般的に対処できると
ころ。一方の「新世界」が獲得免疫。自己防衛の仕組みという点では同じだが、個別対応型の高度な体制で、
脊椎（せきつい）動物だけが持っている。20 世紀後半、免疫学から何人ものノーベル賞が出たが、すべては
この新世界免疫での話だった。
新旧 2 つの免疫系が存在し、それぞれは別の独立した系である、というのが従来のパラダイムだった。新
世界免疫の方が高度で優れた主役であり、旧世界免疫は原始的な影の存在だ、という暗黙の了解もできてい
た。ところが 21 世紀を迎え、審良教授がこの世界観をひっくり返してしまった。
最も驚くべき新事実は、2 つの世界は独立ではなく、旧世界つまり自然免疫が、新世界つまり獲得免疫の
発動を支配している、という点だ。自然免疫もまた、個別反応の仕組みを備えていた。そして自然免疫の主
要な骨格も、審良教授のグループ単独でほぼ 100％解明してしまったのだ。
今、免疫学の書き換えが世界中で進められている。論文が最も引用される真の理由はそこにある。ワクチ
ンなどでも、新しい展開が始まった。未踏の領域をいかに切り開いてきたのか、審良教授にお聞きした。
（松尾義之）
http://sangakukan.jp/journal/
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岸本忠三研究室で 2 つの転写因子をクローニング
1977 年に大阪大学医学部を卒業して内科医となり、その後、84 年に
なって大阪大学細胞工学センター研究員になりました。カリフォルニア大
学バークレー校に留学して帰ってきたのが 87 年です。それから約 9 年間、
岸本忠三先生（元大阪大学総長）の研究室で助手を務めました。
岸本先生は IL-6（インターロイキン 6）の発見者ですが、僕はその作用よ
りも、IL-6 遺伝子発現の転写制御に関心がありました。免疫というより、
細胞内シグナル伝達とかサイトカインの遺伝子発現、つまり分子生物学を
やったのです。9 年ほどかけて 2 つの転写因子（NF-IL6、STAT3）の遺伝子
を単離（クローニング）しました。
1990 年ごろ、ノックアウトマウスの技術が登場しました。そこで NFIL6 と STAT3 のノックアウトマウスをつくったのですが、試験管内と違う
結果が出ることに気付き、非常に興味を持ちました。95 年に助教授になり
ましたが、研究が一段落したこともあり、96 年に兵庫医科大学に生化学の
教授として呼ばれたのです。

MyD88 との出会い
僕の研究のやり方は、ラボを移れば違った研究をする、というものです。
だから、兵庫医科大学教授になって独立した時も、過去との関係はなるべ
く切ろうと考えました。少し関連するのは仕方ないですが、横にそれた研
究をしたい。
阪大時代にやっていたものに、M1 細胞という白血病細胞があります。
これは IL-6 で刺激すると増殖を止め、マクロファージになります。ところ
が、STAT3 の機能をブロックすると、マクロファージに分化しないのです。
つまり、STAT3 の下流にある何らかの制御因子がマクロファージの分化に
関与している。そこで、兵庫医大ではこれを調べようと考えました。
M1 細胞で IL-6 によって急速にメッセンジャー RNA が増えてくる遺伝
子 が 知 ら れ て い ま し た。 そ れ は MyD シ リ ー ズ と 呼 ば れ、MyD105 と か
MyD115 とか、すでに番号がついていましたが、機能はまったく分かって
いませんでした。MyD というのは、骨髄（myeloid）系で分化（differentiation）
にかかわっている遺伝子という意味です。僕らはこの遺伝子をランダムに
ノックアウトしてみたのです。こうして、その中の 1 つ MyD88 が、IL-1
や IL-18 のシグナル伝達に必須であることを突き止めました。でも本当は、
ここですべてが終わっている仕事だったのです。

菌体毒素を注射しても、マウスが死ななかった
ところが担当していた学生が、細菌の菌体毒素（リポ多糖）である LPS を
そのマウスに注射してみたのです。そしたらなんと、そのマウスが死なな
かったのですよ。このハプニングから新しい展開が始まりました。
LPS というのはグラム陰性細菌の菌体内毒素で、普通はマウスに打っ
たら 1 日か 2 日で死んでしまいます。彼がなぜそれを打ってみたかという
http://sangakukan.jp/journal/
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と、当時、兵庫医大で IL-18 という IL-1 ファミリーとよく似たサイトカイ
ンを世界で初めてクローニングしていたことと関係があるのです。もとも
と IL-18 は LPS を打った時に血中に出てくるタンパク質として見つかった。
だから、どう関係するのかと思って、LPS を注射してみたんです。そして、
MyD88 のノックアウトマウスは LPS では死なないことが偶然に分かりまし
た。
そのあと確認したのですが、IL-18 のノックアウトマウスは LPS で死ん
でしまいました。IL-1 ノックアウトマウスも LPS で死にました。この事実
から、IL-1 受容体や IL-18 受容体以外のよく似た分子が LPS の反応にかか
わっていることが考えられました。そこで、それ以外の IL-1 受容体のファ
ミリーメンバーが LPS のショックの原因となる受容体ではないか、と思い、
片っ端からノックアウトしてみたのです。ところが、うまいこといきませ
んでした。

なぜ Toll 様受容体（TLR）に向かったのか
このあたりから、Toll（トル）の話と結び付いてきます。1997 年、アメリ
カの免疫学者のグループが、ショウジョウバエの Toll とよく似た遺伝子（ホ
モログ）がヒトにもあることを発見しました。その Nature 論文を見た時、
僕は「あっ、ひょっとしたら、Toll も MyD88 を使うんと違うかな」と直感
したのです。理由は、細胞内での働き方が非常によく似ていたからです。
Toll というのは発生に関与する有名な遺伝子で、背中と腹の軸をつくる
遺伝子です。発見したドイツの女性研究者が1995年にノーベル賞をもらっ
ています。1996 年、フランスの Hoffmann のグループは、大人のショウ
ジョウバエの Toll 遺伝子を破壊すると、カビに感染しやすくなってすぐに
死んでしまうことを発見しました。それがあって、アメリカのグループは、
そのヒトのホモログを探していたわけです。
こんな経緯があって、僕らは、IL-1 受容体から Toll 様受容体（TLR）に矛
先を変えたのです。その時は TLR は 4 〜 5 つあると言われていましたが、
ともかく TLR ノックアウトマウスづくりを開始しました。ゲノムプロジェ
クトがまだ終わっていなかったので、学生に、Toll と似た遺伝子
が出たらすぐにピックアップするよう指示しました。結局 12 個あ
ることが分かりましたが、1 つ 1 つノックアウトしていけば、その
中に LPS との反応にかかわるものがあるんじゃないか、と考えた
わけです。
最終的に TLR4 が LPS の受容体だと分かったのが 98 年夏です。
ところが、98 年 12 月に Nature に論文を投稿しようとしたまさに
その日に、なんと Science に 4 番目の Toll 受容体が LPS の受容体だ
という論文がアメリカの Beutler のグループから出てしまったので
す。急きょ、別の雑誌に投稿しましたが、僕らの論文は年またぎ
で 1 年遅れとなってしまいました。彼らはノックアウトマウスで
突き止めたのではありません。LPS の不応答マウスというのが昔
からいて、その C3H/HeJ マウスの染色体異常の位置を、ポジショ
ナルクローニングという古典的方法で 10 年近くかけて絞り込んで
http://sangakukan.jp/journal/
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いたのですね。
Nature に出るぞ、と勇んで論文を書いていたところに、この出来事です。
大きなダメージを受けました。
「自分たちだけが知っている、LPS の受容体
を発見した」と思っていたのに、世界にはもう 1 カ所あったんですね。ただ
し、こっちにはノックアウトマウスという強力な武器がありました。
こうなったら、残りの TLR のリガンド（結合物質）を全部見つけなけれ
ば気が済みません。MyD88 ノックアウトマウスがあったので、これで第 1
段階のスクリーニングをすれば、候補が見つかるはずだと思い、LPS 以外
のバクテリア成分をいろいろかけてみました。ところがサイトカインが出
てこない。結核菌の死菌をかけても同様でした。このことは、LPS 以外の
細菌成分も皆 TLR で認識されていることを示していました。いろいろな細
菌成分の反応をまず MyD88 ノックアウトマウスから得た細胞を使ってス
クリーニングし、そこで反応しなかった成分だけを選び出して、その次に
TLR を順に 1 つずつ見ていったのです。こうして、リポタンパク質が TLR2
で受容されることをすぐに見つけました。

DNA 受容体を発見、センセーションに
ところがそのあとがなかなか見つからないのです。バクテリア成分では
ダメなので、漢方薬とか何でもかんでもやりました。アガリスクもひょっ
としたら、と思って試しました。そんな中で、CpG-DNA という単なる DNA
をかけると免疫細胞が刺激されてサイトカインが出るという論文を見つけ
ました。まさか DNA を捕らえる受容体があるとは思わなかったのですが、
苦し紛れもあって、ともかくやってみました。そしたらなんと、TLR9 で実
際に消えてしまったのです。本当にびっくりしました。結局、この成果は
Nature の論文となり、僕らの論文では引用件数が最も多い 2,400 件近くに
なりました。
バクテリアの DNA が Toll によって認識されることが分かり、大騒ぎにな
りました。なぜかというと、要するに単純な話なのです。CG モチーフを
持った短い DNA を Toll が認識しているということは、自分の体に持ってい
る DNA には反応しないで、なおかつ、外来のバクテリアの CpG-DNA には
反応している。つまり、哺乳（ほにゅう）類の自然免疫は、自分の DNA と
外来DNAをきちんと区別して認識していることになったからです。これは、
それまでの免疫観、つまり「自然免疫は非特異的な単純な貪食（どんしょく）
作用だ」という考え方を根本から変えてしまった。だからセンセーション
を引き起こしたのです。
この CpG-DNA は、アジュバント（免疫反応強化物質）として、すでにア
メリカの会社が市販していましたが、そのメカニズムはまったく分かりま
せんでした。怪しい物質の 1 つでしたが、もともとは日本人が発見してい
たものです。BCG 菌を打つと、がんが抑制されることがありますが、20 年
前、国立予防衛生研究所におられた徳永徹さんが、その作用のもとが DNA
であることを突き止めていたのです。でも当時はほとんど無視されました。
まさか DNA が免疫細胞を活性化するなど、当時の常識からは信じ難いこと
だったからです。
http://sangakukan.jp/journal/
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ほとんどの TLR の相手を発見、シグナル伝達経路も解明
次に僕らは TLR7 が RNA を認識することを突き止めました。これは最初
から RNA じゃなくて、イミダゾキノンという薬でした。2002 年、この薬
をかけると 7 番目で消えることを報告したのです。でも、こんな人工化学
物質に対して、体がもともと反応する能力を持っているなんておかしいで
しょう。自然物のリガンドがあるはずです。そこでドイツやイギリスのグ
ループと共同研究を進めて、2004 年にこれも核酸で一本鎖 RNA であるこ
とが最終的に証明できました。
つまり、DNA は TLR9 で、一本鎖 RNA は TLR7 でそれぞれ認識されてい
る。DNA ウイルスと RNA ウイルスは違う TLR で認識されている、という新
しい概念ができたのです。
2001 年には、TLR5 が鞭毛（べんもう）のタンパク質であるフラジェリン
を認識していることを突き止めました。腸内細菌が入ってきたことを知る
センサーというわけです。TLR3 だけはアメリカのグループに負けました
が、この TLR3 は二本鎖 RNA でした。あと、TLR1、2、6 も僕らが見つけ
たのですが、それらは TLR2 とヘテロダイマー（二量体）をつくることによっ
て、リポタンパク質の脂質部分の構造を認識しています。いずれにせよ、
こうしてほぼすべての TLR の認識する病原体成分を僕らが中心となって見
つけたのです。しかも並行して、TLR ファミリーの信号伝達経路の全容も
解明してしまいました。

自然免疫を活性化しないワクチンは効かない
TLR は自然免疫の中心として非常に重要です。でもそれ以上に重要な点
は、僕らが 2001 年の論文で最初に明らかにしたように、
「TLR が獲得免疫
を誘導する」ところにあるのです。
自然免疫と獲得免疫の本当の関係を示す良い例があります。つい最近の
共同研究ですが、インフルエンザワクチンの作用として、TLR7 つまり一本
鎖 RNA を認識する部分が最も重要であることが分かりました。新聞にも載
りましたが、TLR7 がないとワクチンの作用が現れなかったのです。
マウス実験では、アジュバントなしのワクチンは、抗体価がまったく上
がらずゼロでした。この理由は、ウイルス RNA が含まれていないために
TLR7 経路からの自然免疫を活性化できず、獲得免疫も活性化できないから
です。現在日本で使われているインフルエンザワクチンは非常に精製され
ており、抗原だけでアジュバントが入っていないため、ほとんど効かない。
過去に感染したことのある大人であれば記憶細胞が動員されるので（獲得
免疫で）効きますが、未感染の子供には効かないのですね。副作用を無く
すために精製したため、逆に効果を失ってしまったわけです。
今、自然免疫と獲得免疫を結び付ける研究が世界中で進んでいます。例
えばカプセルの中に、アジュバントと抗原をいっしょに入れたワクチンと
かです。精製という方向から逆に戻って、不活化ワクチンや生ワクチンの
弱いものにするのが世界の大勢です。汚い方が免疫力を高めてくれるので
すから。
http://sangakukan.jp/journal/
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自然免疫と獲得免疫
これまで長い間、自然免疫と獲得免疫は独立して
いて、自然免疫は単に病原体がやってきた時、それ
を取り込んで貪食する作用だと考えられてきました。
ですから、そこに病原体認識センサーがあってサイ
トカインを出すという僕らの発見は大事件でした。
しかしそれ以上に TLR がないと獲得免疫が誘導され
ないこと、つまり TLR が獲得免疫への橋渡し役とし
て重要な役割を担うことは、はるかにインパクトが
大きいものでした。どうやったら最も効果的なワク
チンが見つかるか、基礎概念を与えることもできま
した。単に病原体を認識してサイトカインを出すだけだったら、僕らの研
究は、これほどまでに注目されることはなかったかもしれません。
特に 2005 年以降、2 つの免疫の関係について僕らは多くの論文を書いて
います。このあたりの 05 〜 06 年の論文が、今では最も多く引用されてい
ます。
正直に申し上げて、研究に取りかかる前は、自然免疫の分野にこれだけ
大きな未知の世界が残っているとは、思いもよりませんでした。免疫の大
まかな概念は、獲得免疫のところですべて済んでしまった感じでした。T
細胞、B 細胞があって、抗原が来たら刺激を受けて T から B にシグナルが与
えられて抗体ができるし、T と T の細胞間の相互作用でキラー T 細胞ができ
てと、液性免疫と細胞性免疫で話は全部済んでいたのです。
自然免疫に入ったのはまったくの偶然でした。もし免疫学を詳しくやっ
ていたら、こんな研究はしなかったと思います。先日も、
「お前は CpG-DNA
を知らんからできたんや」って言われてしまいました。なぜかというと、
CpG-DNA の受容体は「細胞質内にある」という前提で進んでいた。取り込
まれた後に反応が起こるのだから、受容体は膜には存在せず、細胞質の中
にあって、それが CpG-DNA と反応してシグナルが入る、と考えられていた
わけです。そこで細胞質成分を精製しようとしていたが、誰もうまくいか
なかった。ところが僕は、そういう知識がなかったから突き止めることが
できたわけです。
あとで分かったことですが、核酸を認識する TLR9 は、エンドソームに
あったのです。これは、細胞質の中にある膜で囲まれた小胞ですから、
「細
胞質の中にあって、なおかつ膜の中にもある」わけですね。最初に CpGDNA は細胞質にあるという知識を持っていたら、やっていないと思います
ね。研究って不思議なもので、自分の頭の中で分かりきっているとなると、
それは見捨てて新しいことに向かってしまうのです。僕は知らんかったか
ら何でもやって、大きな発見につながったのです。

自己免疫疾患も関係する
TLR9 がエンドソームにある意味は面白いですね。ちょうどいい。異物で
ある核酸は病原体の中にあるでしょう、だから消化しないと出てこないわ
http://sangakukan.jp/journal/
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けです。病原体が取り込まれて消化・分解されて DNA が出てくる。その段
階で初めて TLR9 が認識し、刺激を受けてサイトカインが放出される。だ
からメカニズムとしてもぴったりなんです。
もう 1 つ言われている理由は、もし DNA センサーが外膜表面にあった
ら危険だということです。体内で細胞が死ぬことは多いから、分解されて
DNA も出ます。これを認識して免疫系が活性化してしまうと、自分自身を
攻撃して自己免疫疾患になってしまうからです。だから、TLR9 がエンド
ソームに存在するのは、一種の安全弁になっているとも言えるのです。
案の定といいますか、今、TLR7 と 9 が自己免疫疾患に関係するようだと
いう論文がどんどん出ています。全身性エリテマトーデスなどの自己免疫
疾患が、TLR7 や 9 の誤動作と関係しているのです。本来は病原体の核酸を
認識するための仕組みが、自己の核酸を認識するという誤動作を起こして
いるんです。
このように今、病気と関係するところで TLR が注目されています。動脈
硬化やメタボリックシンドロームにも TLR はかかわっているらしい。循環
器系とか代謝系のところでは、獲得免疫よりも、初期の炎症（自然免疫）が
病気に関係していることが多く、そちらの研究会に呼ばれることが増えて
きました。

JST 研究費のタイミングが絶妙だった
研究費の面では、JST には本当に感謝しています。兵庫医大に移った時
には本当に感謝しています。兵庫医大に移った時
に CREST
の第
1 回で
に
CRESTのお金が入ったのは大きかった。その
のお金が入ったのは大きかった。その96
96年は
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当時、共立薬科大学の理事長をされていた橋本嘉幸東北大学名誉教授。戦
のは、後に共立薬科大学の理事長を務めた橋本嘉幸東北大学名誉教授。戦
略目標は「大きな可能性を秘めた未知領域への挑戦」
略目標は
「大きな可能性を秘めた未知領域への挑戦」で、橋本先生は
で、橋本先生は「生体
「生体
防御のメカニズム」の総括をされていました。
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1 億円だったと思います。ノックアウトマウスをつく
億円だったと思います。ノックアウトマウスをつく
るにはかなりのお金がいるのですが、CREST の金額は、ランダムにノック
るにはかなりのお金がいるのですが、CREST
の金額は、ランダムにノック
アウトするのにちょうど良いものでした。もちろん、そのお金が入ったの
アウトするのにちょうど良いものでした。もちろん、そのお金が入ったの
で、こうしたテーマ・手法を選べたという面もありました。なかったら、
で、こうしたテーマ・手法を選べたという面もありました。なかったら、
もっと地味な違うテーマを選んでいたと思います。
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受容体であるこ
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ERATO の時がまさに世界との競争が最も激しい時で、世界中の研究者が
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に注目してきたのです。ここで大きな資金を得た故に、僕らの研究は
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人ではなく、JST 内部の方々だったと今でも思っています。目利きの人が
何人もおられるのでしょう。JST だけが約 10 年間、ずっとサポートしてく
れた、いわば個人投資をしてくれたのです。もちろん僕らはそれに応え、
これだけの成果を挙げて JST にお返しすることができました。

「苦労物語はありません」
1 つの仕事が一段落すれば、そこは皆さんに委ねて、僕自身は別のテー
マを追いかけたい。こんなやり方をするのは、あるいは時代と関係するの
かもしれませんね。僕らの時代は、まず留学して外を見なければあかん、
と思っていました。帰って来るところなんて考えずに外に出掛けました。
「どうにかなるやろ」でした。今は、外国に行ったら帰る場所がなくなる、
とビビッて留学しようとしません。
世の中がそっちの方に流れてしまうから、日本全体に元気がなくなって
しまう。沈む方向へ、暗い方向へ、と向かう風潮は、誰が誘導しているん
でしょうか。若い人は洗脳されてしまいます。僕らが 20 代のころは、日本
が世界一になるといった気持ちが横溢（おういつ）していました。研究だっ
て世界最高のものを目指す、という気持ちが養われたんです。
僕の場合、何年かおきに良い論文が書け、研究は順調に進んできたので、
つらかったことはないです。あったのかもしれませんが、はっきりいって
忘れています。未来志向でずっとやってきたからかもしれません。興味・
関心は、これからのテーマにしかないんです。
いつも自分はゼロだと思ってやっています。そうでないといけないと
思っている。だから、ノックアウトマウスも僕はみんなあげてしまうこと
にしているのです。それでええと思う。自分がやれへんのに、囲っていて
も意味はない。あげていい研究をしてもらえたらいいでしょう。あげるこ
とによって、こっちは窮地に立たされるけど、相手と同じことをやらない
ためには、その方がいいんです。相手と対等に闘って勝てるような状況で
ないといけない。特別なものを持っているから勝てるという状況はダメ。
それでは、今は勝てても将来はたぶん勝てない。
残念ながら、僕の場合、苦労物語はないんですよ。
「地味な自然免疫の世
界で疎外されながらコツコツやって、ようやく花開いた」といったストー
リーをテレビ局の人はつくりたがるけど、残念ながら、そもそも岸本研で
は自然免疫なんてやっていない（笑）。ほとんどが、
偶然うまいこといって、これだけ大きな仕事になっ
たんです。
日本の免疫学には、優れた仕事をされた人がたく
さんいます。その歴史・伝統が続いているんだと思
います。日本の素粒子論が強いのと同じように、日
本の免疫学も強い。学生時代に石坂公成先生の論文
を読んで、免疫は面白そうやな、と思いましたから
ね。トップクラスの人が出ることが、若い優秀な人
を引き寄せていくのだと思います。
http://sangakukan.jp/journal/
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特集

グリーン・イノベーション

25％削減とグリーンイノベーション

筆者は、CO2 の 25％削減は可能であり、日本にとってチャンスであると説く。一部に
否定的な見方があるが、ここで止まっては日本は衰退へ向かう。産業界に削減の過度の
負担を求めるべきでなく、国民の日々のくらしのなかで減らすべきである。

◆ CO2 削減を日本のチャンスにすべきである

2010 年 3 月、地球温暖化対策基本法が閣議決定された。排出量取引の上

限を「総量目標」に限るか、
「原単位方式」も認めるかという点で迷走したも
のの、CO2 の 25％削減、再生可能エネルギーの供給目標 10％、安全の確保

を条件として原子力発電の推進が明記されたことは、わが国の環境問題に
対する積極的な姿勢を内外に示すために大きな意義があったと言える。

小宮山

宏

（こみやま・ひろし）
株式会社三菱総合研究所 理事長 /
独立行政法人科学技術振興機構
低炭素社会戦略センター長

昨年 9 月、鳩山首相が 1990 年比で CO2 を 25％削減すると宣言したころ

は、マスコミも懐疑的な論調が多かったが、近ごろは、25％削減はでき

る、やった方がいいという声も多くなってきた。産業界の反対というのは
実は間違いで、反対をしている業種もあるということにマスコミも国民も
気付き始めたのである。一方、家計負担については、まだ国民の不安を払
拭（ふっしょく）できていない。省エネ・創エネ投資が回収できる投資であ
ることを、もっと説明すべきであろう。もちろん、産業界や国民生活への
影響については、さらに詳しい検討と結果の公表が待たれるところではあ
るが、否定的な論調一色という傾向は回避されつつある。しかし、ここで
止まっていてはいけない。ここから先の対応次第で、日本は強くもなるし、
弱くもなるのである。
CO2 の 25％削減というのは、日本にとって可能でありチャンスであり、

逆に、ここで遅れたら日本は衰退するということが重要なポイントである。
ただし、削減の仕方を間違ってはいけない。過去に公害問題を克服した国
として日本は世界で最も成功した国である。そのときは、ものづくり産業
に対して排出ガス、廃液などをきれいにして排出しなさいという規制をか
けることで成功したのである。しかし、今回の CO2 の問題は、ものづくり

産業ではなく、私たちの日々のくらしで減らす。ここに日本のチャンスが
ある。もう 1 つの大きな問題である高齢化は、実は CO2 よりもっと足の速

い、解決しなくてはならない問題である。CO2 や高齢化の問題を解決する
手段として、私は日本の全国各地で快適なまちづくりを展開する「プラチ
ナ構想ネットワーク」を提案している。

◆創造型需要とイノベーション

私は、かねてより、人工物の飽和ということを言ってきた。日本の自動

http://sangakukan.jp/journal/
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車保有台数は、約 7,000 万台に達し、すでに 2 人に 1 台以上という水準に
ある。また、日本の総住宅数は約 6,000 万戸で、全国の総世帯数 5,000 万
を上回っている。このように物的需要は買い替えや建て替えが中心となっ
た。これが先進国の需要不足の本質である。
一方、途上国や新興国では、耐久消費財に対する需要がいまだ旺盛であ
る。しかし、こうした途上国等の需要もいずれは飽和する。しかも、中国、
インドなどの途上国の発展の速度は現在の先進国が経験した速度と比べて
速く、人工物が飽和し、需要不足が顕在化するのも時間の問題である。
人工物の飽和に向かう需要を「普及型需要」、それに対して、まだ姿を見
せていない需要を「創造型需要」と呼ぶことにする。途上国、新興国の「普
及型需要」に企業が着目し、巨大市場へ進出するのは当然であるが、一方
で、日本は、自らの課題解決を図る中で創造型需要を掘り起こし、新産業
を生み出し、世界に輸出し、先行者利得を得ることを目指すべきだ。
それが可能な分野の 1 つが低炭素社会などの環境分野である。
日本のエネルギー消費の内訳を見てみよう。いろいろな分け方があるが、
「ものづくり」
「日々のくらし」
「エネルギー転換」の 3 つに分けるのが最も分
かりやすい。産業と家庭ではなく、
「ものづくり」と「日々のくらし」に分け
るところがポイントである。鉄、プラスチック、素材などをつくって、こ
れを自動車や家電や衣服にする、これが「ものづくり」であり、ここでエ
ネルギーを消費する。次に、これらを使って家庭やオフィスや自動車、業
務用の車で消費する。さらに、この 2 つの場面で使うエネルギーをつくる
ところ、すなわち発電部分で消費する。発電所でのエネルギー消費は結局
「ものづくり」と「日々のくらし」に割り付けることが可能である。このよう
にして最終消費に着目すると、日本のエネルギー消費は家庭、オフィス、
輸送の「日々のくらし」が 55％、素材、自動車、家電など「ものづくり」が
45％という構造になる（図 1）。
ここから導き出される日本の戦略は明確で

ものづくり

消費構造とエネルギー論：戦略は明確

減すべきである。
それによって日本の「ものづくり」を活性
化することができる。なぜなら、日々のくら
しの低炭素化に必要な製品群は、技術進歩の
余地が大きいからだ。エネルギー技術には科
学に裏付けられた確固たる理論があり、理論
と現今の技術とのギャップがイノベーション

家 庭

オフィス

運 輸

ものづくり

く、削減余地の大きい「日々のくらし」で削

ものづくり

日々のくらし

くり」に過度の負担を求めるのは得策ではな

日々のくらし

ある。すでにエネルギー効率の高い「ものづ

（45％）

（55％）

日々のくらしで削減、省エネものづくりでリード
図 1 日本の部門別ＣＯ₂排出割合
日本の部門別 CO2 排出割合
図７

の可能性である。自動車、給湯器、エアコン、

Ⓒ小宮山 宏

冷蔵庫、照明、断熱、太陽電池、蓄電池、燃料電池などは、いずれも両者

図１ 日本の部門別 CO2 排出割合
のギャップが大きいイノベーションの宝庫である。科学技術振興機構低炭
素社会戦略センターの応用一般均衡モデル計算によれば、技術進歩が適切
に起これば国民福利を増しつつ CO2 の 25％削減が可能という結果も出てい
http://sangakukan.jp/journal/
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る。

◆ものづくり力

普及型需要と創造型需要では必要とするものづくり力に違いがある。
例えば、北欧企業などの携帯電話の生産は、日本の部材を購入して台湾

で組み立てる。韓国企業などが強みを発揮している半導体や家電製品では、
大規模で適切なタイミングの投資が鍵を握る。これらコモディティ化した
普及型需要のものづくりにはビジネスモデルの勝負という側面が強い。

ものづくり

消費構造とエネルギー論：戦略は明確
創造型需要に関してはゼロからのものづくり力が問われる。素材、部材、
ら間違いなく世界最強であろう。もちろん、普及型市場をビジネスモデル

家 庭
で制している日本企業も少なくないし、そのための官民協力も不可欠だ。

しかし、それだけでは持続的な成長は望めない。
「創造型需要」を新産業に
オフィス

結び付けることが、日本の強いものづくり力を生かし課題先進国を「課題
解決先進国」とする道なのである。

ものづくり

日々のくらし

ものづくり

日々のくらし

高機能機器など幅広いものづくりの産業集積を有する日本は、この分野な

運 輸
「坂の上の雲」の時代より、日本は、坂の上の一片の雲、すなわち先進国

（45％）

である欧米諸国を目指してきたが、今は、先進国となり雲の中に入ってし
（55％）

まった。雲の中は霧であり、自ら目標を定め進んでいくしかないのである。
普及型需要を追いかけていればよい途上国の時代はもう終わり、先進国と
日々のくらしで削減、省エネものづくりでリード
して、得意のものづくり力を自国の成長に結び付けるとともに、地球規模

Ⓒ小宮山 宏

図７ 日本の部門別ＣＯ₂排出割合

の課題解決に貢献することが求められているのである。

図１ 日本の部門別 CO2 排出割合

◆プラチナ構想ネットワーク

前述の通り、日本の戦略は明確であり、十分なポテンシャルも有してい

る。あとは、実行するのみであるが、ここが最も難しいところである。国
民に希望を与え、国民を動かすこと、これまでこの役割を果たしてきたの
はもっぱら政府であり、代表的なものとして、所得倍増計画、日本列島改
造論があった。これらに代わる新たな国づくりの方向性を示すビジョンの
構築が必要なのである。しかも、政府主
導で産業を興し国民のくらしを良くする
という従来のものではなく、地域でくら

プラチナ構想ネットワークの重層構造

しを良くすることで新たな産業を興す
という先進国型モデルでなければなら

北九州市
福井県・福井市
青森県・青森市

豊田市
柏市・流山市

都市のネットワーク

な い。私は、循環型社会・低炭素社会
を実現していく「グリーンイノベーショ
ン」と、明るい高齢化社会を実現してい

弘前大学・北日本
新エネルギー研
究センター

アジア低炭素化
センター

茨城大学 東京大学
ICAS
柏キャンパス

大学・研究機関の
ネットワーク

く「シルバーイノベーション」を結び付け
て、新たな雇用を創出する社会実験を全

千葉大学・環境
健康フィールド
科学センター

国各地で展開し、生活の視点から 21 世
紀にふさわしい国家の将来像を構築する

海外との姉妹都市
のネットワーク

「プラチナ構想ネットワーク」を提案して
いる（図 2）。
http://sangakukan.jp/journal/

JST低炭素社会
戦略センター

図2

プラチナ構想ネットワークの重層構造

図２ プラチナ構想ネットワークの重層構造
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課題先進国である日本だからこそ、世界に先駆けて快適なまちづくりに
取り組むことができると考えており、少なくとも各県に 1 つの社会実験を
目標としている。すでに、青森県、福井県、千葉県柏市をはじめ、30 近い
自治体から参加したいという声が寄せられている。個々のまちづくりは、
地元に精通した自治体、企業、住民が中心となって検討すべきであるが、
それだけでは不十分である。できるだけ多くの知恵を集めるために、各地
域が情報交換するためのネットワークづくりが大切だ。また、各地域で得
られた知識を他地域でも応用できるように要素分解し、使える知識とする
のは大学と研究機関の役目である。そのために大学・研究機関のネット
ワークをつくろう。さらに、世界中に姉妹都市をつくり、日本の魅力的な
地域を世界に広げていこう。
日本にはどこにも負けないものづくり力がある。弱点は自分で何をつく
るか決められないことだ。だから、まちづくりで目標を決める。欲しいも
のをゼロからつくるものづくりが日本を強くするのだ。全国各地で快適な
まちづくりの運動を巻き起こそう。
グリーンイノベーション、シルバーイノベーションの芽は全国各地にあ
る。これが 1 つひとつ花開くためには、地域の熱い情熱と絶えず注ぎ込む
新鮮な水と養分が必要である。
「プラチナ構想ネットワーク」は、いわば全
国各地に水と養分を運ぶことによって、快適なくらしという花を咲かせる
仕組みである。また、日本で咲いた花が姉妹都市を通じて世界に広がれば、
世界中が快適になる。環境問題も高齢化の問題も、時間的な余裕はあまり
ない。この運動もさらに加速していかなければならないと感じている。

http://sangakukan.jp/journal/
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事業化広がる光触媒

共著

酸化チタンに代表される光触媒は光を吸収することで反応が促進され、消臭、汚れ防止、
抗菌・殺菌などの効果を持つ。さまざまな分野で急速に事業化が進んでいる。

◆はじめに

21 世紀は環境の時代と言われている。地球温暖化や中国をはじめインド

やブラジルなど新興国の急速な経済発展による工業化に伴う大気汚染や水
質汚染が深刻化している。また、新型インフルエンザが地球全体に広がり
大きな社会問題となっている。光触媒技術は環境浄化技術と言われ、太陽
光の自然エネルギーを使用して、空気や水などの浄化に寄与し、インフル
エンザなどの殺菌・抗菌など生活する上での環境浄化を提供してくれる技
術として注目されている。

村上

武利

（むらかみ・たけとし）
財団法人 神奈川科学技術アカデミー
重点研究室 光触媒グループ
上級研究員・サブリーダー、
光触媒ミュージアム館長

ここではその光触媒技術についてその原理や効果および光触媒製品の産
業化がどのように進められてきたか、また今後どのような方向に進んでい
くのかについて解説する。
◦光触媒とは

1．光触媒の定義
光触媒とは「自身は前後で変化しないが、光を吸収することで反応を促
進させる物質」と定義される。現在主に使用されている光触媒の代表とし
て「酸化チタン」についてその光触媒の機能を見てみる。酸化チタンに太陽
光や蛍光灯などの光が当たると、
「酸化分解力」と「超親水性」の 2 つの機能

藤嶋

昭

（ふじしま・あきら）
東京理科大学 学長
財団法人 神奈川科学技術アカデミー
重点研究室 室長

が発現し、消臭、抗菌、防汚や防曇などの効果をもたらす。
2．光触媒の機能および原理

「酸化分解力」とは、酸化チタンに光を照射すると、酸化チタン表面にあ
る有機物は酸化分解が生じ、有機物は最終的に CO2 と H2O などに分解され

てしまうことをいう。この性質を利用して、消臭、VOC 除去、汚れ除去、
抗菌・殺菌などの分野に応用されている。
酸化チタンは光半導体と言われ、光エネルギーを吸収することにより絶
縁体から導電体へ変化する。このとき、酸化チタンの中では電子が価電子
帯から伝導帯へ励起し、価電子帯には電子が抜けた空孔（ホール）が発生す
る。励起した電子は大気中の酸素と反応しスーパーオキサイドアニオン（・
O2 −）を形成し、また空孔は大気中の水分と反応しヒドロキシラジカル（・

OH）を生成する。これらは活性酸素種で非常に反応性が高く有機物を酸化
し分解してしまう（図 1）。

「超親水性」とは、酸化チタンに光を照射するとその表面は水接触角が 5
http://sangakukan.jp/journal/
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Ｏ ２ （空気中の酸素）

◦光触媒の歴史的背景
この酸化チタンの光触媒機能が発見されたのは、1967 年に著者の 1 人である
藤嶋昭が当時東京大学大学院の研究室で水の中で酸化チタンに光を当てると水が
酸素と水素に分解することを発見したことに始まる。この効果は発見者の名前を
とって「本多・藤嶋効果」と呼ばれ、1972 年に Nature 誌に発表したことで世界的
に注目され、光触媒に関する研究開発が活発に行われるようになった。当時石油
危機が社会問題となっており、石油に代わるエネルギー源を模索している中で光
触媒と太陽を利用して水素エネルギーを確保しようという研究が進められていた
が、効率が低いため実用化にはほど遠いことが分かった。それで、藤嶋らは方向
を転換して酸化チタン光触媒の酸化分解力に注目し、その応用研究開発に注力す
るようになった。その酸化分解力の応用分野としてトイレの脱臭・抗菌に注目し、
1990 年に東陶機器株式会社（現 TOTO 株式会社）と酸化チタン光触媒コーティン
グ技術の共同研究を開始した。その結果、光触媒をコーティングしたタイルは汚
れがつきにくく、抗菌、脱臭効果があることが確認され、1994 年には光触媒抗
菌・防汚タイルを開発し、実用化された。また、その共同研究の中で 1995 年に
光触媒のもう 1 つの機能である「光励起超親水性」が発見された。この発見が契機
となりさまざまな企業から光触媒製品が開発され、光触媒市場が急速に形成され
ていった。
このように光触媒は産学連携による事業化・産業化の成功例の 1 つとみること
ができる。

Ｏ

Ｏ ２＋ eー → ・Ｏ ２－

電子を放出
２ （空気中の酸素）

伝導帯

e-

伝導帯

・Ｏ ２

－

・Ｏ ２－

e-

（スーパーオキサイドアニオン）

電子

有機物＋活性酸素種 → 酸化分解

バンドギャップ
エネルギー
３．２ eV

光
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（スーパーオキサイドアニオン）
電子

・Ｏ ２ －
・ＯＨ

ＯＨ

（空気中の水分）

電子をうばう

正孔

・ＯＨ

e-

ＯＨ － ＋ ｈ ＋ → ・ＯＨ

ＯＨ ー（空気中の水分）

（ヒドロキシラジカル）
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ＣＯ２ ＋Ｈ２ Ｏ
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図１．光触媒の酸化分解力の原理

図1

光触媒の酸化分解力の原理

図１．光触媒の酸化分解力の原理
雨
油汚れ
カベ

雨

光触媒

油汚れ

図２．セルフクリーニング効果
カベ

図2

セルフクリーニング効果

光触媒

図２．セルフクリーニング効果

度以下の超親水性を示す現象をいう。そのメカニズムは酸化チタンに光が
当たると、電子が励起し正孔が生じるが、その正孔が酸化チタンの結晶を
構成する酸素に作用して結果として酸素欠陥を生じ、その酸素欠陥が親水
性のドメインとなって、ここに水が吸着しやすくなるため、全体として超
図３．光触媒市場動向

親水性を引き起こすと言われている。

出典：光触媒工業会資料（2008 年度）

この超親水性は防曇効果をもたらす。また、図 2 のように光触媒をコー
ティングした表面に油汚れなどが付着していた場合、太陽の光が当たり、

図３．光触媒市場動向

また雨が降って水が表面にかかるとこの光触媒の酸化分解力と超親水性に
出典：光触媒工業会資料（2008 年度）
より、表面に付着した油汚れなどは洗い流され表面は元のきれいな表面状
態を維持できる。この効果を「セルフクリーニング効果」と呼んでいる。

◆光触媒技術の応用分野

これらの「酸化分解力」
「超親水性」および「セルフクリーニング効果」を

ベースとして、空気や水の浄化、消臭、インフルエンザや雑菌などの殺菌・
抗菌、曇り止め、ビルや住宅外壁・ガラス窓などの防汚など幅広い分野に
利用されている。その光触媒製品の実用化例を表 1

機 能

に示す。

◆光触媒の産業化

基本分野
主 な 効 果
空気浄化
・消臭
・VOC除去
・NOｘ除去

実 用 化 事 例
・空気清浄機、エアコン
・道路アスファルト、歩道用レンガ
・ブラインド、カーテン、壁紙

水浄化

・有害物質の除去
・難分解生物質の除去
・細菌類の殺菌

・プール・温泉等の水浄化装置
・水耕栽培の養液浄化システム
・河川・湖沼等の水浄化装置

抗菌・殺菌

・ウィルス殺菌
・雑菌の殺菌・抗菌
・カビの防止

・手術室・病棟等の内装（壁・床）
・カテーテル
・ユニフォーム等衣類、マスク

防汚・防曇

・油汚れ除去
・曇り止め
・セルフクリーニング

・ビル・住宅等の外装（タイル・塗装）
・テント膜材、窓ガラス
・車のサイドミラー
・防音壁、トンネル照明カバーガラス

酸化分解
酸化分解

1．光触媒の産業化および市場動向
光触媒の産業化は、空気浄化、水浄化、抗菌・殺
菌および防汚・防曇を目的にした住宅外装材、内装
材、道路関連、車両関連、医療関連、電気製品、生
活用品など多様な分野で製品開発が進み、1997 年あ
たりから光触媒製品の市場が国内を中心に急速に形

超親水性
超親水性

表１．光触媒の応用
表
1 光触媒の応用

成され、近年では海外にも市場が広がりつつある。
http://sangakukan.jp/journal/
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2006 年には光触媒工業会が発足し、光触媒製品の製品規格化、製品認
証、技術講習会や展示会開催などの活動を行っている。この光触媒工業会
が調査した光触媒市場動向を図 3 に示す。この市場規模は光触媒工業会に
入会している企業の販売高を示しており 2009 年度の実際の市場規模は世
界市場と併せて約 1,000 億円と言われている。
800
700

販 売 高︵ 億円 ︶

600
その他

500

生活用品
浄化機器

400

道路資材
内装材

300

外装材

200
100
0

2000

2001

2002

2003

2004
年

2005

2006

2007

2008

図 3 光触媒市場動向
出典：光触媒工業会資料（2008 年度）

また、2008 年度の用途別市場規模を図 4 に示す。これ

生活用品

から分かるように外装材が光触媒市場の半数以上を占めて

その他

8%

2%

浄化機器

22%

おり、光触媒の主要な用途となっている。外装材として
は、タイル、窓ガラス、テント膜材、外装塗料、外壁建
材、看板などセルフクリーニング用途が主目的となってい
る。

生活用品

道路資材

その他

2%

8%
2%
2．光触媒に関する特許出願状況からみる動向
浄化機器

内装材

外装材

10%

58%

図 4 用途別市場規模
出典：光触媒工業会資料（2008 年度）
図４．用途別市場規模

また、この光触媒の市場形成期に伴い特許出願が相次い
22%

で申請されている。光触媒技術は日本で発見され主に日本

出典：光触媒工業会資料（2008 年度）

で製品化が進んだことから、日本オリジナル技術と言われるように、光触
道路資材
媒市場および特許申請は国内が大半を占めている。図
5 に特許庁から出さ
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図 5 光触媒に関する特許出願推移
図５ 光触媒に関する特許出願推移
出典：特許庁 特許出願技術動向調査報告書（光触媒）
出典：特許庁 特許出願技術動向調査報告書（光触媒）
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超親水性

・セルフクリーニング

・車のサイドミラー
・防音壁、トンネル照明カバーガラス

表１．光触媒の応用
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いたが、2002 年以降は海外への出願件数が増加している
傾向にある。
どのような企業が光触媒分野に進出しているかについ
ては特許庁から出されている出願人別特許出願件数（表 2）
および光触媒工業会のホームページから図り知ることが
できる。光触媒事業は比較的取り組みやすいため、中小
企業からの参加も表には表していないが多数を占めてい
る。

3．光触媒製品の性能評価方法の標準化

<1971年～2001年> （件数）
TOTO
672
パナソニック
244
産業技術総合研究所
207
日立製作所
140
東芝ライテック
136
三菱製紙
113
富士フィルム
112
ダイキン工業
108
東芝
105
大日本印刷
100
石原産業
94
シャープ
92
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<2002年～2007年> （件数）
大日本印刷
197
パナソニック
158
産業技術総合研究所
136
東芝
133
富士通
99
TOTO
98
住友化学
90
電力中央研究所
89
旭化成ケミカルズ
86
科学技術振興機構
76
富士フィルム
75
ダイキン工業
67

表 2 出願人別特許出願件数
表２ 出願人別特許出願件数
出典：特許庁 特許出願技術動向調査報告書
出典：特許庁

特許出願技術動向調査報告書

光触媒はその酸化分解力および超親水性の機能から空気浄化、水浄化、
抗菌・殺菌など応用範囲が広く、さまざまな分野で製品開発がなされ市場
に投入されていった。しかし、光触媒の効果として消臭、VOC 除去、殺菌
などその効果が実感として不明瞭なこともあり、十分な光触媒効果のない
製品、いわゆる「まがい物」が市場に流通し、光触媒の信頼性を損ない健
全な市場形成を阻害する要因になっていた。そこで、経済産業省が主体と
なって光触媒製品の酸化チタン光触媒をベースにした性能評価試験方法に
ついて JIS 標準化への規格づくりが 2002 年度から開始され、2008 年末ま
でに JIS 標準化が完了した。また、並行して ISO 標準化が進められ逐次制定
されつつある。
さらに、2007 年度から可視光応答型光触媒の性能評価方法について独
立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が主体となって
その標準化が進められている。また、光触媒工業会によってこれら JIS 標準
化方法によって試験された光触媒製品の製品規格が制定されつつある。
これらの標準化活動によってまがい物の排除がなされ、健全な光触媒市
場が進展されていくことが大いに期待できる。

◆将来展望

2007 年度から「循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト」
（NEDO プ

ロジェクト）がスタートし、特に高感度の可視光応答型光触媒の研究開発
およびその製品開発が進められている。このプロジェクトの成果により、
蛍光灯の照明でも消臭、VOC 除去などの空気浄化、ウイルスや雑菌類の殺
菌・抗菌など実用的に十分な光触媒効果が得られ、特に室内用途への展開
が期待されている。
また、今後の有望な用途として上記可視光応答型光触媒による室内の空
気浄化・殺菌・抗菌、農業分野、水質浄化、土壌浄化などが期待される。
このような新しい事業分野への拡大および世界的な拡大により、光触媒
産業は今後も大きな発展が期待されている。
特に、発展途上国に見られるように今後は世界的にも生活環境を改善し、
快適な生活環境を確保することが重要な課題となっており、その環境浄化
技術として光触媒技術はますます普及していくことが予想される。
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環境共生化学の目指すもの

化学なくして「ものづくり」はあり得ない。環境への影響を考慮しつつ持続可能な社会
を目指す化学技術、化学産業の新しい体系が提唱されている。
「グリーン・サステイナ
ブルケミストリー」だ。産総研は「環境共生化学」として 3 つのカテゴリーで技術開発と
体系化を進めている。

約 15 年前、米国で化学品の生産から使用、廃棄までの過程の環境負荷を
抑制し、かつ生産効率の向上を目指して「グリーンケミストリー」の概念が
提唱された。一方、欧州ではリサイクルを用いた資源の有効利用などによ
る持続可能社会の実現を目的に「サステイナブルケミストリー」が打ち出さ

中岩

勝

（なかいわ・まさる）
独立行政法人 産業技術総合研究所
環境化学技術研究部門 研究部門長

れている。これに対してわが国では環境影響を考慮しつつ持続可能な社会
と、それを支える化学産業の進むべき方向を明らかにするために、両者の
コンセプトを取り込んだ「グリーン・サステイナブルケミストリー（GSC）」
が提唱されている。現在、GSC ネットワークが化学系学会などにより組織
され、GSC 文部科学大臣賞などを通じた活発な普及活動を展開している。
また国家技術戦略の一環として経済産業省より GSC 技術戦略が公表されて
いる（図 1）。
GSC とは、簡単に言えば「環境に優しいものづく
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りの化学」である。環境破壊の主因のように言われ
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ることもある化学だが、およそすべての製造業の
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基盤として、化学なくして「ものづくり」はあり得
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GSC をより広くとらえ、
「環境共生化学」という概念
には技術の目標を大きく次の 3 つのカテゴリーに整
理している。
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技術戦略マップ 2009：グリーン・サステイナブルケミストリー分野より
http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/kenkyu_kaihatu/str2009/2_4.pdf

図1

1．再生可能資源を利用する材料・プロセス技術
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環境化学技術研究部門では長期的視野も取り入れ、
として技術開発および体系化を進めている。具体的
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グリーン・サステイナブルケミストリー概念図

2．環境負荷物質の排出を極小化する反応・プロセス技術
3．化学プロセスの省エネ化を可能とする分離技術

これらを具体的な技術にブレークダウンし、分離、合成、転換等、化学
および化学工学を主たるツールとして産業技術の研究開発を進めている。
実際の研究課題は多岐にわたるが、以下にその一端を紹介する。

◆バイオテクノロジーと化学技術の融合

1．再生可能資源を利用する材料・プロセス技術
本課題は、原料を石油などの化石資源からバイオマスなどの再生可能資
http://sangakukan.jp/journal/
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源とした化学体系の構築やバイオ材料由来の高機能プラスチックの開発な
どである。
バイオマスを原料とする化学品製造、いわゆるバイオ（マス）リファイナ
リーの技術開発は欧米が先行しているが、当部門ではバイオテクノロジー
と化学技術の融合によるバイオマス化学体系の構築に向けた取り組みを進
めている。例えば、バイオエタノールから基幹物質を製造・利用するため

の基盤技術の開発などである。後述の 3. にも関連するが、実発酵液から
90％以上にバイオエタノールを濃縮できる無機膜を開発し、炭素数 2 〜 4
の基幹化学物質の化学製品製造プロセスを提案している。原料としてはエ
タノール以外にもグリセロールを有望な候補と考え、その低級オレフィン
等への化学変換技術およびバイオ変換技術の開発を行う。
別の課題としては、高機能化されたバイオベースプラスチックの開発が
挙げられる。糖から発酵で生産されるアミノ酸等を用いて付加価値の高い
コスト競争力のある耐熱性材料のポリアミド系樹脂などについて、バイオ
マスからのモノマー生産・重合までの一貫したプロセスを研究対象とし、
単独重合体の利活用と成形性を向上させた共重合体等の研究を進めている。
さらに製品基準の確立を目指し、生分解性・再生可能原料使用率（そのプ
ラスチックがどれくらいバイオ由来かを定量的に示す「バイオプラスチッ
ク度」とも言える指標）などの評価法の国際標準規格作成に貢献している。
これは、古美術品の年代測定等に利用される炭素の同位体分析の技術を応
用するものである（図 2）。
高機能バイオベースプラスチックの製造技術の確

バイオマス由来製品

立とともに、長期的にはプラスチックのモノマー化
技術のようなリサイクル基盤技術の開発を行い、コ
ストの低減と環境負荷のさらなる低減により市場の
拡大を目指している。

14Cが存在

について研究を進めている。酸化反応を含むプロセ
スは全化学プロセスの 30％を超えると言われ、工

CO2

2

海洋資源
廃棄物の利用

植物による光合成

モノマー
添加物
(充填物)

14C/12C:

収穫、発酵
化学処理

1 x 10-12

石油由来製品
モノマー
添加物
(充填物)

技術の開発を目指し、環境負荷の小さい酸化剤を用
いる反応技術および反応効率を高めるプロセス技術

14CO

廃棄物

微少量の

副生廃棄物の極小化を実現する化学反応システム

14C

現代の大気圏

再生可能原料由来
高分子材料

2．廃棄物、環境負荷物質排出の最小化

海洋への溶解

宇宙線照射
14N

石油原料由来
高分子材料

14Cが存在しない
14C

半減期 5,730年

加速器質量分析による１４C濃度測定によるバイオマス由来原料利用率の測定方法

図2

放 射性炭素

C によるバイオマス由来原料

14

図２ と石油由来原料の違いの測定
放射性炭素 14Cによるバイオマス由来原料と
石油由来原料の違いの測定

業的にも非常に重要であるが、一方で環境に最も影響を及ぼ
すプロセスでもある。特に精密化学品や医薬品の製造過程で

革新的酸化

は、多様な官能基を有する物質を区別し選択的に酸化するこ
とが求められるため、環境負荷の大きい、ハロゲンや重金属
酸化剤を用いる酸化法が使用されている。
産総研では反応後に水以外の共生成物を生じないクリーン

過酸化水素 ＋ 触媒
水以外の副生物なし

な酸化剤である過酸化水素を酸化剤とし、有機溶媒も用いな

塩素など

い環境に優しい選択酸化技術を開発している。重要な酸化技

不純物

術であるオレフィンの選択酸化やアルコールの選択酸化につ
いて、高活性・高選択性・長寿命触媒を開発し、製品への転
http://sangakukan.jp/journal/
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する 新触媒の開発に成功
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可能

過酸化水素を酸化剤とした、環境に優しい
図 3図３
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化率 50％以上、反応選択率 90％以上、過酸化水素の利用効率 80％以上を
目指している（図 3）。実用化のめどを得るには新規の触媒を開発し、10 回
以上の触媒再使用を実現することが必要である。

3．エネルギー効率の向上・温室効果ガスの排出量削減
本課題は、分離膜を利用した省エネルギー気体製造プロセス技術の開発、
産業部門消費エネルギー低減のための化学技術の開発などが含まれる。深
冷分離法や吸着法および吸収法などの現行の気体分離技術は、エネルギー
消費が大きいことや操作が複雑であるなどの欠点を有している。原理的に
省エネルギー性に優れ、操作が簡単な原子レベルふるい膜を気体分離技術
として実用普及するための開発を、水素分離・酸素分離などを対象として
行っている。それらの具体的用途として期待される燃料電池用の水素製造・
精製システムと、酸素富化燃焼システムの実用化を通じて、省エネルギー
型高効率分離プロセスの実現が期待される（図
原子レベルふるい膜による
高効率分離・精製

4）。水素分離膜については、パラジウム（Pd）系
新エネルギー
CO2

最高水準の水素透過量の膜を開発している。ま
た、安価な非 Pd 系膜についても研究を進めて

各種化学原料

各種原料・
燃料

金属膜が知られているが、単位面積当たり世界

化学製品

電子部品
酸素

6 mm wide

発電

バイオマス
水素

いる。酸素分離膜については常温使用の膜とし

50 mm wide

原油

て分離性に優れる分子ふるい炭素膜を開発中で

自動車燃料

CO2

CCS

ある。耐水素脆性および実ガスへの耐性を考慮
し 1,000 時間程度以上の膜寿命を達成すること、

図4

および圧力スイング吸着法（PSA 法）での水素製

原子レベルふるい膜を用いた分離・精製プロセスの高効率化
図４ 原子レベルふるい膜を用いた分離・精製プロセスの高効率化

造コストと比較して優位性のあるシステムも企業との共同研究などを通じ
て開発している。

◆ 3 つの「R」をシステム化

われわれが環境共生化学と位置付ける研究課題の一端を紹介したが、こ

れらの研究開発は、ものづくりの入り口（原材料）から出口（廃棄物、排熱
の有効利用など）までの過程を物質利用、エネルギー利用の両面から守備
範囲にしている。これら要素技術の組み合わせにより、循環型社会に必要
な、3R（Reduce, Reuse, Recycle ＝節約、再使用、再利用）をシステム化し
たいと考えている（図 5）。巨大な化学コンビナートにおいて、個々のプロ
セスの生産効率を上げ、同時に再生可能原料の割合を増やす。その過程で
はできるだけ廃棄物・副産物や排熱を出さな
いようにし、どうしても出るものについては

長期的には
脱化石資源

●参考文献
・独立行政法人産業技術総合研
究所．きちんとわかる環境共
生化学．白日社，2010．

非化石資源
ユーティリティ

別のプロセスの原料やユーティリティーとし
て再使用する。最終的に残る廃棄物や排熱は、
トータルの効率やコストを勘案しつつ分離技

多様な
原料

z グリーンサスティナブルケミストリー
z 省エネルギー
z 物質･エネルギーのカスケード利用

術やヒートポンプ技術でクオリティーを上げ

基礎素材
高機能素材
廃熱最小化

内部での
３R徹底

再利用する。このような日本発の化学技術体
系により、産業競争力の強化と世界的な環境

化学コンビナートなど

問題解決へ貢献したいと考えている。
http://sangakukan.jp/journal/

温暖化ガス排
出最小化

図5
図５

23

廃棄物最小化

低炭素社会の構築に向けて

低炭素社会の構築に向けて
産学官連携ジャーナル Vol.6 No.6 2010

特集

グリーン・イノベーション

未来のエネルギーシステム

共著

環境の著しく異なる世界のさまざまな人々が等しくエネルギーの恩恵にあずかれるよう
にすることと、地球温暖化問題に向き合うこと−−未来のエネルギーシステムの在り方
を決める 2 つの条件である。低炭素社会を目指すわが国は、エネルギーに関して新しい
社会のモデルが求められている。こうした課題の実現を目指すため、東京工業大学は
2009 年 9 月、
「先進エネルギー国際研究センター（略称 AES センター）」を設立し、産業
界、官の世界とも連携して研究を進めている。

私たちは今どういう世界に生きているのだろうか。世界の人口は約 68 億
人で、そのうち 25 億 4,000 万人が急速な経済発展を遂げつつある中国とイ
ンドにいる。世界のエネルギー需給は、今後この人たちの暮らし方に大き
く左右されることになるが、経済発展に伴って急速に膨らむことは明らか
だ。一方で、使いたいときに好きなだけ電気など質の高いエネルギーを利

柏木

孝夫

（かしわぎ・たかお）
東京工業大学 ソリューション
研究機構・大学院理工学研究科
教授、先進エネルギー国際研究
センター長

用できる先進国がある。日本もその一員だ。ところが、世界のおよそ 16 億
人は今も電気のない生活を送っている。
「未来のエネルギーシステム」を考
えるとき、その在り方を決める条件の 1 つは、こうしたさまざまな環境に
置かれた人々が等しくエネルギーの恩恵にあずかれる「衡平性」をどう担保
していくかである。
もう 1 つの条件は、言うまでもなく地球温暖化問題にどう向き合ってい
くかである。2009 年 12 月にデンマークのコペンハーゲンで開かれた第 15
回気候変動枠組条約締約国会議（COP15）では拘束力のある京都議定書に
代わる新たな合意はできなかったが、その 1 年前の 7 月に開かれた洞爺湖
サミットの首脳宣言に盛り込まれた「2050 年までに温室効果ガスの排出を

高木

靱生

（たかぎ・ゆきお）
東京工業大学 ソリューション
研究機構 特任教授

世界全体で 50％削減する」という目標は、国際的にほぼ共有されていると
言ってよい。温暖化の原因等について科学的な議論は残るとしても、温暖
化を回避するための「低炭素社会の実現」が、未来のエネルギーシステムを
決めるもう 1 つの条件であることに大きな異論はないだろう。低炭素化は、
温暖化だけでなく化石燃料枯渇に対する懸念からも要請されている。
この 2 つの条件は複雑に絡み合っている。COP15 でポスト京都議定書
の合意ができなかった大きな理由が、途上国と先進国の間で温暖化に対す
るこれまでの責任とこれからの負担をだれが背負うのかについての対立軸
だったことを見れば明らかだ。このことは、言い換えれば、過去・現在・
未来を通じた各国間の「衡平性」をどう担保するかをめぐる意見の対立とも
言える。

◆日本の取るべき道

こうした条件を前提にして、これから私たちはどのようなエネルギーシ

http://sangakukan.jp/journal/
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ステムを構築していくべきなのだろうか。
未来のエネルギーシステムを考える上でまず確認しなければいけないの
は、
「二者択一」
「あれかこれか」の議論は成り立たないということである。
「自然エネルギーか、原子力か」
「集中電源か、分散電源か」という単純な選
択はあり得ない。化石エネルギーから非化石エネルギーへの流れが進む中
で、ドイツのように脱原発の路線をとる国もあるが、すぐに実現できるわ
けではない。原子力発電所はいったんつくれば 30 年間は使うことになる。
エネルギー消費が今よりずっと少なく温暖化の問題もなかった昔の不便な
生活に戻るという選択があり得ないとすれば、全体最適化、社会コストミ
ニマムという観点から、2050 年までは原子力や化石燃料の高度利用を基
盤にしたメガインフラの上に、地産地消の再生可能エネルギーを中心とし
たエネルギーシステムが乗る形にするのが、日本の取るべき道であろう。
そのとき、家庭や商店街、オフィスなど身近な暮らしにかかわるエネル
ギーシステムでは、再生可能エネルギーを最大限取り入れることが課題に
なる。製造業など産業にかかわるエネルギーシステムでは、原子力や化石
燃料の高度利用などを中心としたメガインフラが主導的な役割を果たす。
少なくとも 2050 年までは、これが未来のエネルギーシステムを展望する
際の「ビジョン」であると考えている。

◆ソリューション研究

世界に先駆けて日本がいち早く「低炭素社会」への道筋をつくり、そのノ

ウハウと技術の蓄積を世界に展開していく。それが途上国をはじめ世界の
理解を得られる「衡平性」実現の道であり、世界全体の利益「地球益」を最大
化することにもつながる。そして、日本の成長戦略にもなるはずだ。求め
られているのは、これまでの社会の単なる延長ではなく、低炭素社会とい
う新しい社会のモデルを打ち立てるパラダイムシフトである。
もとより、こうしたビジョンを実現していくための現実的な「ソリュー
ション」を打ち出すことは容易ではない。特に、エネルギーシステムはそ
の構築に時間がかかり、いったん出来上がれば急な方向転換が難しい社会
インフラである。従って、未来のエネルギーシステムのグランドデザイン
を描くことは喫緊の課題である。このため東京工業大学は昨年 9 月、私た
ちが中心になって学内に「先進エネルギー国際研究センター（略称 AES セン
ター／ AES ＝ Advanced Energy Systems for Sustainability）」を設立し、産
業界や政官はもとより海外とも本格的に連携した開かれた研究体制で社会
的な課題の実現を目指す「ソリューション研究」として、このテーマに取り
組んでいる。
このビジョンを実現する有力なソリューションが、電力と情報通信技術
（ICT）の一体化によってリアルタイムにエネルギーの需給調整をする電力
ネットワークのスマート化である。さらにそこから発想を広げれば、
「エネ
ルギーのインターネット」とも呼べるエネルギー・ICT ネットワークの姿も
見えてくると私たちは考えている。

http://sangakukan.jp/journal/
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◆想定していない逆潮流

現在の電力ネットワークは、水が上流から下流へ流れるように、発電所

でつくられた電力が家庭やオフィス、工場などの需要者側に向けて一方向
に流れるのが基本である。従って、太陽光発電や風力など需要者側でつく
られた不安定な電力を、逆方向に電力ネットワークに流し込む逆潮流は本
来想定していない。このため、逆潮流が発電設備容量の 7％程度以上にな
ると、高品質の電力を安定的に供給するのは困難になる。日本の電力会社
10 社の総発電設備容量は 2008 年度で約 2 億 3,890 万 kw だから、太陽光発
電などの再生可能エネルギーによる電力が 1,700 万 kw を超えると現在の電
力ネットワークでは対応が難しいということになる。鳩山首相が打ち出し
た「2020 年までに温室効果ガスを 1990 年比で 25％削減」という目標を達
成するために必要な真水削減分（海外からの排出権買い入れなどを除く）を
15％とした場合、その実現の方策として全戸建て世帯数（2,700 万戸）の約
3 軒に 1 軒、1,000 万世帯に 3.5kw の太陽光発電を普及させることが 1 つの
案として検討されている。しかし、これは現状の電力ネットワークの能力
を大きく上回り、安定的で高品質な電力供給ができなくなるリスクを背負
うことになる。
ただ、需要者側でつくられる太陽光発電などによる電力をこれからのエ
ネルギーシステムの中に最大限取り込むことは、低炭素社会の実現にとっ
て不可欠である。電力と情報通信の一体化によって電力ネットワークのス
マート化が実現すれば、需要者側で発生する発電量と電力消費をリアルタ
イムで把握し、需要者と供給者の間で、また需要者同士の間で電力を適切
にやり取りしてその需給バランスをきめ細かく調整できるようになる。こ
うしたスマート化を進めるためのカギとなるのが、需要者ごとに太陽光発
電などの発電量に応じて電力消費や系統からの電力供給を効率的に制御す
るスマートメーターであり、必要に応じて余剰電力を貯蔵する蓄電池であ
る。
スマートメーターが設置されれば、需要者側の発電状況や電力消費量が
きめ細かくモニタリングでき、効率的な家電機器の使用や電気自動車の充
放電なども可能になる。家庭単位はもとより、地域単位の電力の相互融通
などにも道が開かれ、エネルギー利用の大幅な高効率化が実現する。ス
マートハウス、スマートコミュニティーである。

◆情報通信技術、交通システムとの融合

スマート化に欠かせないもう 1 つのカギとなる蓄電池だが、家庭用電源

から充電できるプラグインハイブリッド車や電気自動車が大きな役割を果
たすことになろう。いずれも実用段階に入ったところで、搭載されている
リチウムイオン電池の蓄電容量は今のところ数〜 10 数 kwh である。リチ
ウムイオン電池は 1kwh 当たり 20 万円と高価なことが普及の壁となってい
るが、プラグインハイブリッド車などの普及とともに今後は低コスト化が
急速に進むと考えられる。仮に 20kwh の電池を積んだ電気自動車が普及す
るようになれば、広さ 150m2 の住宅が、それぞれ 2 日分の電力を蓄える能
http://sangakukan.jp/journal/
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力を持つことになる。
一般家庭の多くのマイカーは、太陽光発電が最も盛んな昼間に駐車場に
とまっていることが多い。この余剰電力を夜間、それぞれの住宅用に使う
ことができる。さらに、これらの車の蓄電池がスマート化された電力ネッ
トワークにつながれば、地域間で電力を融通することもできる。不安定な
太陽光発電による逆潮流の問題も小さくでき、再生可能エネルギーを最大
限導入することに大きく寄与することになる。また、車に搭載された GPS
（衛星利用測位システム）の位置情報が携帯電話を通じてスマートネット
ワークに送られれば、スーパーマーケットや工場などの大型駐車場も巨大
な電力貯蔵施設として効果的に使えるようになるだろう。至る所を走り回
る車に光センサーを付けておけば、地域単位の天候変化をリアルタイムで
とらえることができ、刻々変化する太陽光発電の発電量を地域単位で予測
することもできる。
エネルギーと情報通信技術（ICT）、交通システムが融合したエネルギー
ネットワークをいち早く実現することが低炭素社会への近道である。こう
した融合が進み、将来的に電力の自由化が進めば、例えば住宅メーカーや
情報通信企業などが各家庭にスマートメーターを取り付け、家主と契約し
て太陽光発電の電力の売買を行うといった新しい産業も生まれる。イン
ターネットの普及に際して多くのプロバイダーが活躍したように、エネル
ギーサービス・プロバイダーが活躍する。そうした時代が来れば、
「未来の
エネルギーシステム」の姿はさらに豊かなものとなるはずだ。

http://sangakukan.jp/journal/
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EV or not EV, that is a question

ミスター “リチウムイオン電池” 西美緒氏による、世界初の同電池開発秘話と、市場への
視点。

早坂隆著『世界反米ジョーク集』
（中公新書クラレ）に次のような話が紹介
されている。
ある時、フランスの考古学会がパリ郊外の地中 200 メートルの所から、銅製
のケーブルのようなものを発見したと発表した。そして学会は、これは約 2000
年前にフランスに電話があったことを意味すると結論づけた。

西

美緒

（にし・よしお）
ソニー株式会社 社友
株式会社アルゴグラフィックス
監査役

続いて、中国の考古学会が北京郊外の地中 300 メートルの所から、同じく銅
製のケーブルのようなものを発見したと発表した。そして、学会は、これは約
3000 年前に中国に電話があったことを意味すると結論づけた。
最後に、アメリカの考古学会がワシントン郊外で地中 500 メートルまで採
掘したが、しかし何も発見することができなかった。そして学会は、これは約
5000 年前にアメリカに携帯電話があったことを意味すると結論づけた。

世界一とか世界最初が好きなアメリカらしい話だけれど、そうだとすれ
ば、携帯電話を駆動するための電池がすでに 5000 年前に存在したという
ことになる。電池は出土しなかったのか？

従来、バグダッド近郊の遺跡

で発見されたもの（図 1）が世界最初の電池（約 2000 年前）とされ
ていた。これを復元して、銅製円筒内にワインビネガーを入れた
ところ、0.8 〜 0.9V の電圧を示したという。ところが、図 1 をさ

アスファルト封口
土器

かのぼること 3000 年前にアメリカに電池があったということに

銅筒

なるのか？
鉄棒

◆ 19 世紀の発明

これらの電池は別として、近代的な意味での初めての電池はボ

ルタ電池で、1800 年に登場した。その後、ダニエル電池（1836）、

組成不明の電解液
アスファルト

鉛電池（1860）、ルクランシェ電池（1864）、酸化銀電池（1883）、

図1

バグダッド電池

乾電池（1888）、ニッケル−カドミウム電池（Ni-Cd、1899）とい
うように、次々といろいろな電池が発明された *1。
この年代記を見ると、現在実用化されている主要な電池のほとんどが 19

*1：記載されている年数は開発
ないし実用化された年数。

世紀の発明であることが分かる。現在、最先端技術とされる燃料電池でさ
え、その原理は 1839 年に見いだされている。20 世紀の発明には水銀電池
（1942）があるが、この電池は公害の問題から日本では製造禁止となって
http://sangakukan.jp/journal/
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いる。従って、われわれは、電池に限って言えば、長い間、19 世紀の技術
に頼ってきたということになる。
時代が下がって、1980 年代後半になると、ポータブル電子機器が戸外
で使用される機会が多くなり、その電源として、使い捨ての一次電池より
充電可能な二次電池の方が好まれるようになった。しかし、当時の二次電
池（Ni-Cd や鉛電池）はエネルギー密度が小さく、長時間駆動させようとす
ると、電池の図体（ずうたい）を大きくせざるを得なかった。そのため、電
池は、
「重い」
「大きい」
「短時間しか使えない」という三重苦から逃れられな
かった。鉛やカドミウムのような重金属の公害問題も大きなハンディだっ
た。
このような状況下で、新しい、高性能の二次電池への要求が高まったの
は当然の成り行きで、それに応えて登場したのが、ニッケル水素二次電
池（NiMH、1990）であり、リチウムイオン二次電池（LIB、1991）だった。
LIB は諸特性で NiMH を凌駕（りょうが）し、携帯電話やノートパソコンの
電源として不可欠のものとなっていった。さらに、LIB の性能向上は目覚
ましく、現在では、1991 年発売当初の 3 倍以上のエネルギー密度に到達し
ている。

◆他社がやっていない新しい電池

ソニー株式会社が LIB の開発に着手したのは 1980 年代の半ばのこと。当

時、ソニーが製造していた電池は、乾電池、酸化銀電池などの一次電池の
みだった。しかし、二次電池への要求が高まる中、ソニーも社内製品に役
立つ電池として、二次電池を開発せよとの号令が盛田昭夫会長（当時）から
下された。しかも、
「他社がやっていない新しい電池をやれ」という注文付
きだった。そのため、Ni-Cd や NiMH は最初からわれわれの視野に入らな
かった。
高エネルギー密度の電池を作るには、理論上は金属リチウム（Li）を負極
に使用すれば良いのだが、金属 Li は安全性やサイクル特性の点で問題が多
かった。この課題を克服するべく考えられたのが、Li をほかの材料と複合
化して使うというものだった。例えば、アルミニウム（Al）と Li は自由な割
合で合金を作れるので、Al/Li の複合負極を用いると、Li は Al に入ったり
（充電に相当）出たり（放電）できるので、金属 Li の代わりとして使える。し
かし、試作してみると、
「充電に時間がかかる」
「サイクル特性が悪い」など
の課題が実用化を阻んだ。
そのほかの電極をいろいろ試してみた結果、カーボン（C）と Li の複合化
物が最も成績が良かった。ところが、Li/C 化合物を実際に製造（しかも大
量に）することは大掛かりな装置を必要とし、安全面からも非常に難しい
ことが分かった。では、どうすればいいのか。
そこで出てきたアイデアが、負極には C を単体で使用し、Li は別の部材
に持たせようというものだった。例えば、電解液中に Li を溶かしておいて、
充電によって Li を負極に移動させて、Li/C を作るという方法が考えられる。
だが、これだと、大量の電解液を用意しないと容量の大きい電池が得られ
http://sangakukan.jp/journal/
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ない。つまり、エネルギー「密度」を大きくするという目的にはかなわない。
残る Li の供給元は正極しかない。ソニーは酸化銀電池を製造していたが、
その正極にはわれわれ独自の材料、AgNiO2 という化合物を使用していた。

この物質は、NiO2 で構成される層の間に Ag が挿入された構造をしており、
Ag はその層間を出入りできるという特徴を持っていた。それなら、Ag の
代わりに Li を持ってきて、LiNiO2 とすれば Li を出し入れできる化合物がで

き、正極として使えるのではないか。さらに、Ni に近い性質の Co を使った
LiCoO2 も可能なのではないか。

そこで、LiCoO2 を正極に、C を負極にした電池システムを試作して二

次電池として特性を調べたところ、非常に良い結果が得られた。この
LiCoO2/C 二次電池の原理を図示すると図 2 のようになる。充

電時には CoO2 層間の Li が抜け出して、負極側に行き、C の層
間にドープされる。一方、放電時には、C 層間の Li が抜け出て

元の正極層間に戻る。それ故、充放電反応は、正極／負極間
を Li イオンが移動するだけという単純なものであり、われわ
れはこの電池を、従来の金属 Li 電池と区別するために、リチ
ウムイオン二次電池と名付けた。
LIB は電圧が高い（平均電圧 3.7V）ので、水溶液は電解液と
して使用できない（水が電気分解されてしまう）。故に、有機
溶媒が電解液として使われる。有機溶媒は可燃性なので、LIB
には常に安全性という課題がついて回る。そこで、ソニーで
は有機溶媒をゲル化することによって固体として扱えるよう
にし、それを電解液として使用するポリマー電池の実用化も
1997 年に行っている。

◆電気自動車（EV）の動力源

近年、地球温暖化や化石燃料の枯渇などの問題から、電気

図2

リチウムイオン二次電池の原理

自動車（EV）やハイブリッド車（HEV）が注目を集めており、LIB もその動力
源として検討が進められている。ソニーは 1992 〜 98 年に日産自動車株式
会社と LIB を用いた EV の共同開発を行っていて、実証試験にも成功してい
る。その成果は 1995 年出版のマイクル・クライトンの SF『ロスト・ワール
ド』
（『ジュラシック・パーク』の続編）に言及されていて、次のような記述
がある。
『ジュラシック・パーク』の騒動から 6 年後に例の島の再調査を始
めることになり、調査員たちは環境保護のために EV を使うことにしたとい
う設定の下、次のような説明がある（Nissan 以外の固有名詞はいずれも登
場人物）。
His other concern was the batteries themselves. Thorne had selected
the new lithium-ion batteries from Nissan, which were extremely efficient
on a weight basis. But they were still experimental, which to Eddie was
just a polite word for “unreliable”（下線は西）
.

http://sangakukan.jp/journal/
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この from Nissan というのはおかしい。LIB を入手したというのだから、
相手先は Sony、つまり from Sony とすべきではないのか。最初、筆者（西）
は「from Nishi-san、つまり “西さんから”」と勘違いし、
「ああ、オレもずい
ぶん有名になったものだ」と思ってしまった。また、unreliable という表現
もいただけない。
このプロジェクトは 98 年に会社の方針により、一方的にソニーが中
止し、日産には大迷惑を掛けてしまった。もし、続けていたら「今ごろ
は・・・」と思ってしまうが、今更嘆いても詮方（せんかた）ないか。

◆長距離は大量輸送手段

EV と HEV で は 電 池 に 対 す る 要 求 が だ い ぶ 異 な る。EV は BEV（Battery

EV）とも言われることから分かるように動力源が電池のみであるから、航
続距離を大きくするために、エネルギー密度の大きい電池が求められる。
それに対し、HEV はガソリンエンジンを併せ持っているので、電池が空に
なってもエンジンで走ることができる。それ故、エネルギー密度はあまり
重要視されない。それより、エンジンを効率よく使うことによってガソリ
ンのエネルギー効率を最大にしようというのが狙いだから、エンジンに負
担がかかるとき、つまり発進時だとか加速時などは電気走行になるので、
電池にはパワー（すなわち、大電流放電）が要求される。
LIB は上にも述べたように、容量など不断の改良が進められてきた。現
在もさらなる性能向上を目指して、高容量の正極・負極活物質、不燃性電
解液、固体電解質などの開発も行われており、今後もますます LIB は進化
を続けるものと思われる。
ところで、現状の LIB よりさらにエネルギー密度を大きくしないと、
BEV が成り立たないのかというと、筆者は必ずしもそうは思わない。そも
そも EV が必要となってきたるゆえんは、上述したように二酸化炭素排出削
減と化石燃料枯渇（EV ならばエネルギー源の選択肢が広がる）の問題でしょ
う。だから、長距離旅行をするのならば列車やバスなどの大量輸送手段の
方が、1 人を運ぶという観点ではエネルギー効率がはるかに良い。東京か
ら大阪に行くのに、EV を使わず新幹線を利用する方が「エコ」と言えるの
ではないか。
車社会であるから、自動車をなくすことはできないだろう。しかし、EV
はタウン・カーとして、100 〜 200km 程度走行できれば十分なのではない
か。その考えが受け入れられるのなら、LIB は現状でもその能力は十分あ
る。もっとも、エネルギー密度が低いと電池重量が大きくなり、電池自身
を運ぶために自身が消費するエネルギーが大きくなるというジレンマに陥
るから、電池性能が良いに越したことはないのだが・・・。

http://sangakukan.jp/journal/
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リチウムイオン電池

リチウム金属負極に有効なセパレーター
安全性高め、優れた特性引き出す
電気自動車で東京から大阪まで 1 回の充電で走行できる程度にまでリチウムイオンのエ
ネルギー密度を高められる材料は、現時点ではリチウム金属負極とされている。しかし、
それを用いた電池は安全性に問題があり、使用されてこなかった。筆者は三次元規則配
列多孔構造を有するポリイミドセパレーターの開発に成功。リチウム金属負極が抱える
この課題解決に挑戦している。

当研究室（首都大学東京大学院・金村聖志研究室）では、これまでにリチ
ウム電池に関する基礎から応用までの研究を行ってきた。研究には 2 つの大
きな流れがあり、その 1 つは界面をその場分析する手法を開発し、実際の電
極材料に応用する研究である。もう1 つは、新規の材料を合成し、実用化す
るための開発研究である。これらの研究を通して 50 近い会社との共同研究
を行ってきた（2010 年度も 20 社以上と共同研究あるいは技術指導を行う）
。
その成果として LiFePO4 正極材料については住友大阪セメント株式会社から
事業化されつつある。また、多くの共同出願の特許を取得してきた。

金村

聖志

（かなむら・きよし）
首都大学東京大学院
都市環境科学研究科

教授

◆課題は安全性

最近の研究の中で最も先端的であり、実際に事業にするべく研究を行っ
ているテーマの 1 つに、リチウム金属負極を用いたリチウム二次電池用の
セパレーターに関する研究がある。電気自動車で東京から大阪まで 1 回の
充電で走行するには、500 〜 700Wh kg − 1 のエネルギー密度が電池には求
められている。この数字を達成するには負極材料として 1,000mAh g − 1 の
容量を有する材料を使用することが必須となる。この目標値を達成できる
材料がリチウム金属負極である。
しかし、リチウム金属負極を用いた電池は安全性に問題があり、使用さ
れてこなかった。その最大の理由は、リチウム金属負極を用いた電池を充
電するとデンドライト状のリチウム金属が析出し、セパレーターを突き
破って正極と短絡を起こし、その結果電池が必要以上に充電された状態と
なり、電池が最終的には発火する点にある。図 1 にリチウムデンドライト
の写真を示す。
そのため、デンドライトを抑制するための多くの研究がなされ
てきた。われわれも 20 年近くこの研究に取り組んできたが解決
策が見いだせないままの状況にあった。

◆三次元規則配列多孔構造

最近になり NEDO（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構）のプロジェクトから研究予算を頂くことができ、この
研究に本格的に取り組めるようになった。その結果、図 2 に示す
ような三次元規則配列多孔構造を有するポリイミドセパレーター
の開発に成功した。この膜は、孔が均一に空いており、1 つ 1 つ
http://sangakukan.jp/journal/
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 型的なデンドライト状リチウム金属
典
の電子顕微鏡写真

図1 典型的なデンドライト状リチウム金属の電子
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の孔の大きさもほぼ同じである。加えて、ポリイミド
で作製されているために機械的な強度も三次元的に強
く、デンドライト状態のリチウム金属の発生を機械的
および電気化学的に抑制し、その結果、優れたリチウ
Silica particle
550 nm
280 nm
1.5 μm
ム金属負極の充放電特性を引き出すことができること
Pore diameter / nm
1330
390
200
Porosity / %
85
80
72
が分かってきた。既に、A4 サイズ程度の膜の作製方
Mean diameter of
350
100
50
法についても研究を進めており、実用に近い大きさの
connecting window / nm
セパレーターの作製を行える状況になりつつある。
図2 三次元規則配列多孔構造を有するポリイミドセパレーターの
図 2 三次元規則配列多孔構造を有するポリイミドセパレー
電子顕微鏡写真と孔径
この新規に開発したセパレーターを用いて充放電を
ターの電子顕微鏡写真と孔径
行うと、図 3 に示すように、3,000 回近くの充放電を
実用レベルの電流と容量で行うことができることが分かってき
た。もちろん、幾つかの基礎的な解釈の部分での問題（サイエン
スの問題）を残しており、それらの解決が必要となるが、基本特
性としては十分な性能である（技術的には問題はほぼ解決されて
いる）。膜の厚みや孔の大きさ、セパレーターとしての電気化学
的な機能を今後 1 年程度で最適化し、実用レベルの三次元規則配
列多孔構造を有するセパレーターの開発研究を進めていく予定
である。もちろん、リチウム金属負極を用い、このセパレーター 図 3 三 次元規則配列多孔構造を有するポリ
イミドセパレーターを用いて行ったリ
を使用することで、既存の電池に比較してどれほど高いエネル
チウム金属負極の充放電サイクル特性
ギー密度が実現されるのかを実際の電池を用いて実証していく。

◆セパレーターをポリイミドで作製

リチウム金属負極に有効なセパレーターを開発したことは、現在既に実
用化され商品となっているリチウムイオン電池の安全性を高めることにも
役立つ。リチウムイオン電池では負極に安全な黒鉛材料が使用されている
が、低温下や電気自動車などで使用される大きな電流値での充電により、
黒鉛負極上にリチウム金属が析出することが知られている。この場合にも、
析出したリチウム金属は電池の短絡の原因となり、黒鉛負極を使用したと
しても電池が安全な状態でなくなる。
そこで、ここで開発したセパレーターを用いることで、万が一そのよう
な現象が起こっても電池を安全な状態に保つことができる可能性がある。
従って、本研究で開発したセパレーターはリチウム金属負極のみならず、
そのほかすべてのリチウム電池に使用できるセパレーターでもある。今回
のセパレーターはポリイミドで作製したが、ほかのポリマーを使用するこ
とももちろん可能である。
しかし、ポリイミドのような耐熱性に優れたセパレーターを使用するこ
とで、高温環境下においても電池の安全性を確保することができ、電池が
劣化することはあっても爆発することはないように電池を作製できる。こ
の点においても、これまでのセパレーターよりも優れたものとなっている
可能性がある。この点については今後検討をしていく必要がある。
これらの研究成果を基にして、解決するべき幾つかの基礎的な課題はあ
るものの、今後の研究により実用的な新規セパレーターを開発し、役立て
ることができればと考えている。
最後に、ポリイミドセパレーターの作製において、JFE ケミカル株式会
社から供給いただいたポリアミック酸を使用しており、ここに感謝を述べ
る。
http://sangakukan.jp/journal/
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リチウムイオン電池

ナノ粉体製造装置、電極材料のベンチャー
高出力、急速充電を目指す
筆者らは、リチウムイオン電池向け電極材料の開発などを行うベンチャー企業を設立。
コアの技術は、均一な形状のナノ粉体を短時間で大量につくれることだ。従来より高出
力、急速充電可能な電池を目指している。

◆はじめに

福井大学ではこれまで、エアロゾルを加熱処理する技術で電子材料をは

じめとする機能性粉体の合成と焼結特性に関する研究を行ってきた。この
技術をベースに産学で連携して科学技術振興機構の独創的シーズ展開事業
大学発ベンチャー創出推進の委託を受け、その成果を基に株式会社ナノリ

荻原

隆

（おぎはら・たかし）
福井大学大学院 工学研究科
材料開発工学専攻 教授

サーチを設立した。現在は、ナノ粉体の製造装置およびリチウムイオン電
池向け電極材料の開発を中心に企業活動を行っている。開発した技術は、
均一な形状のナノ粉体を短時間で大量製造できるのが特徴であり、リチウ
ムイオン電池の電極材料に使用すると従来よりも高出力で急速充電に対し
て高い耐久性を有した電池が実現できる。
平成 18 年からは、リチウムイオン電池の電極材料の粒径制御および製造
効率を向上させる技術とランニングコストや製造中の CO2 を削減させる技

術の開発に取り組んでいる。また、リチウムイオン電池用電極材料のほか
に、半導体、誘電体用の酸化物および金属ナノ粉体の開発を行い、この技
術を工業生産システムまでスケールアップし、ナノ粉体の量産化に関する
基盤技術を確立した。

◆ナノ粉体高速製造装置

福井大学で開発した技術は、数ミクロンのエアロゾル空間に金

属成分を閉じ込めて、火炎中で熱処理しながらナノ粉体を連続製
造する技術（エアロゾルナノ加工技術）であり、大量のエアロゾル
を短時間かつ高効率で熱処理するガス燃焼炉と捕集技術を融合し
てナノ粉体高速製造装置を開発した。この技術を機械メーカー、
材料メーカーと産学で連携しながらスケールアップの技術的な課
題を研究して、量産装置を世界で初めて実現した。
開発した製造装置（図 1）は、エアロゾル発生器、ガス燃焼炉お
よび回収装置で構成されている。噴霧する液滴径を変えることで、
粒子のサイズを制御することが可能であり、都市ガスをはじめと
するさまざまなガスを使用することで、低コストでナノ粉体が製
造できる。ガス燃焼炉には数本のガスバーナが一定の間隔で設置
されており、エアロゾルがガス燃焼炉内の高温雰囲気を通過する
http://sangakukan.jp/journal/
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と、均一に熱分解されて、目的の酸化物あるいは金属のナノ粉体が得られ
る。本装置がほかの装置に比べて優れている点は、製造時のリードタイム
を大幅に短縮したほかに、電気加熱に比べてエネルギーコストを 10 分の 1
まで削減したことにある。現在の装置はさらに数回のスケールアップと改
良を行い、2,000kg/ 月の製造能力までに到達した。

◆リチウムイオン電池用電極材料

ナノリサーチでは、電池メーカーと共同で電気自動車向けリチウムイオ

ン電池の正極材料および酸化物負極材料の量産を行っている。これらの材
料の特徴は 10 〜 100nm の 1 次粒子からなるナノ構造多孔体である。これ
をリチウムイオン電池に用いると、正極と負極との間のリチウムイオンの
拡散速度が非常に速くなり、高速充放電が数分で可能となるほか、高速充
電および大電流発生時に受ける正極材料への衝撃にも強くなるため、連続
高速充電に対する耐久性が高まり、電池寿命も長くなることが期待できる。
そこで、この技術で正極材料を大量製造して、正極材料の性能を検証し
た。マンガン系正極材料を製造し、ラミネートリチウムイオンセルを試作
して大型電池を組み立て、電気バス、電池駆動路面電車による性能評価試
験を行った。その具体例として、路面鉄道用の大型電池（図 2）に
用いたところ、出力密度で 4,500W/kg まで到達し、従来のリチ
ウムイオン電池では耐えられない 600A の大電流放電に対しても
数十秒間以上耐えることができた。この電池を電気バスの動力に
活用したところ、ディーゼルバスの燃費に対して 56％の省エネ効
果を図ることができた。また、マンガン系正極材料の弱点である
高温耐久性も、製造工程の中に Al（アルミニウム）などの金属イオ
ンドープを均一に行うことで解決した。
当社のナノ粉体製造技術は原料水溶液の濃度、粘度などの制約
を受けることがなく、さらに、二次粒子の粒径も 0.1 〜 10μm ま
での範囲で制御できることから、リチウムイオン電池用途のほ
かにもさまざまな電子材料、触媒等に使用する酸化物や合金な

図2

路面鉄道用の大型電池

どのナノ粉体を提供している。技術的には、ガス燃焼炉の温度を
1,500℃まで達成させることが可能であることから、アークプラズマなど
の高温技術を使わずに、結晶性に優れた高品質の酸化物や従来法では得ら
れない酸化物のナノ粉体を低コストで製造することを目指している。

◆おわりに

現在、ナノリサーチはエアロゾルナノ加工技術によるナノ粉体の生産活

動を通して、環境・エネルギービジネスを積極的に展開している。リチウ
ムイオン電池は今後、気候変動対策として電気自動車、ハイブリッド電気
自動車、電力貯蔵等への展開が期待されており、大きな需要が見込まれて
いる。われわれが提供する電極材料はこれらのリチウムイオン電池の用途
に適しており、電気自動車（乗用車）、電気バス、太陽光発電等の電力貯蔵
等の普及と低炭素社会に実現に貢献できるものと確信している。
http://sangakukan.jp/journal/
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リチウムイオン電池

発火に至るメカニズムを探る

エネルギー密度をより高め、コストを下げることを目標に世界のリチウムイオン電池
メーカーはしのぎを削っているが、温度上昇を極力抑え、発火の危険性を小さくする「安
全性」も大きな課題である。ひとたび発火などの問題が起きれば、業界に及ぼす影響は
計り知れない。安全性を中心に研究を進めてきた山木準一・九州大学教授にポイントを
聞いた。

−−−−「低炭素社会」への模索と連動して、リチウムイオン電池が話題になっ
ています。
山木 リチウムイオン電池はこの 15 年で急速な進展を示し、携帯電話や
ノートパソコン、デジタルカメラ、カムコーダなどの携帯機器への適用は
もとより、不得意とされてきた高出力を要求される電動工具にも使用され
るようになってきた。また、出力特性の改善とともにハイブリッドカーや
これより電動走行時間を長くできるプラグインハイブリッド電気自動車、
電池だけを搭載したピュア電気自動車の販売も開始されつつある。
本格的に事業展開されている小型電池に限れば問題点はないように見え
るが、さらに電池の高性能化に対する要求は大きい。また、プラグインハ
イブリッド電気自動車やピュア電気自動車に用いる電池については、さら
なる電池の改善が必要である。

山木

準一

（やまき・じゅんいち）
九州大学 先導物質化学研究所
先端素子材料部門 エネルギー
材料分野 教授

聞き手・本文構成：

登坂

和洋

（本誌編集長）

−−−−先生は、NTT の研究者だった 1990 年代前半、リチウム電池の安全性
評価手法と基準を新しく決めたそうですね。同電池の研究が熱を帯びてい
る割には、その安全性が話題になることが少ないように思います。
山木 リチウムイオン電池の事業化に対する課題は大きく分けて、①エネ
ルギー密度および出力密度の増大 ②発火などの安全性に係る問題の解決
③安価な電池の実現 ④基礎的課題の解決−−の 4 つになる。このうち「安全
性」は地味な研究であるが事業化にとって最も重要な研究である。安全性
が確保されていて当然との考えもあり、公表される研究結果も多くはなく、
忘れられがちである。しかし、ひとたび発火などの問題が起きた場合、電
池およびそれを使っている産業界に大きな影響を及ぼしかねない。
私は 30 年余りリチウムイオン電池の研究に携わっているが、安全性の評
価を主なテーマにしたのは 1990 年ころからだ。
1970 年代からリチウムイオン電池二次電池（充電可能な電池）正極活物
質の研究が盛んに行われ、TiS2 などの硫化物や NbSe などのセレン化物、
V2O5 などの酸化物が検討された。負極にはリチウム金属を用いる構成で、
リチウム（金属）二次電池の研究開発である。この負極に用いるリチウム金
属は問題点が多く、充放電寿命が短いことや安全性を電解液材料の変更に
より解決する必要があった。これらの問題点があるものの、1988 年から
1989 年春にかけては、多くのリチウム（金属）二次電池の報道があり、す
http://sangakukan.jp/journal/
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ぐにでも事業化されるような状況であった。しかしながら、1989 年夏に
NTT の携帯電話に使用していたモリエナジー製の MoS2 リチウム（金属）二
次電池が発火し、事態は急変した。小さなコイン型電池は別として、単三
などの比較的大きなリチウム（金属）二次電池の安全性に心配が出てきて、
ほとんどの開発が中断された。
当時、私はこの事故の原因究明と並行して、アブユーズ試験（くぎ刺し、
圧壊など）をもとに発火の危険性を評価する手法と基準を確立した。
−−−−その基準は、現在でもパスするのが難しい「ドコモ基準」として電池業
界では知れ渡っています。
山木 NTT ドコモではこの事故を教訓にリチウムイオン電池の使用に先立
ち、多くの安全性試験を行うとともに試験法の改善にも取り組んでいる。
この発火の事故から半年後の 1990 年にソニー・エナジー・テック（現ソ
ニーエナジー・デバイス株式会社）の安全なリチウムイオン電池の商品化
の報道があった。この電池は、正極に LiCoO2 を負極にハードカーボンを用
いた電池であり、リチウム金属を用いていない。負極ではリチウムイオン
が炭素層間に出入りすることで、充放電が生じるため、リチウム金属負極
での問題点も解決でき、充放電寿命が長く安全性にも優れた電池である。
−−−−その後、九州大学に移られました。
山木 九州大学に来たのは 1997 年。ここではリチウムイオン電池の発火
に至るメカニズムや、温度上昇時の電解液・正極・負極の分解発熱挙動な
ど安全性にかかわる基礎的な研究を行っている。この研究には「示差走査
熱量測定」や質量分析を用いている。この方法は、従来のアブユーズ試験
では理解できなかった安全性の基礎を材料面の挙動にまで掘り下げること
ができる。この研究の過程で、2002 年に新規電解液としてジフルオロ酢
酸メチルを発見した。この物質は、温度上昇時の分解発熱量が少なく、電
池発火の危険性が小さい。
一方、温度を上げていくと分解発熱が起こるが、電池は密閉されている
ので発熱のメカニズムが解明できていない。私は 2006 年、負極表面に形
成される保護膜の温度上昇時の安定性について検討し、負極の発熱機構に
ついて考察を深めた。この研究をさらに進める必要がある。
−−−−展望は？
山 木 現 在、 正 極 活 物 質 に LiCoO2 や LiMn2O4、Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2、
Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2、LiFePO4 を、負極に炭素や Sn 系非晶質 Li 合金を、電
解質には電解液やゲルポリマー電解質を用いた電池が販売されている。ま
た、事業化には至っていないが、多くの新規正極および負極の研究が行わ
れている。
近年、電力貯蔵やプラグインハイブリッド電気自動車用のリチウムイオ
ン電池の研究が活性化している。特に電気自動車分野では、米国や欧州、
韓国、中国、台湾などとの国際的な競争が激しくなっている。その前提は
発火の危険性のない安全な電池。電池の安全性に関する学術基盤の構築と
新規材料の提案を行いながら、将来の素晴らしい発展を夢見ている。
−−−−ありがとうございました。
http://sangakukan.jp/journal/
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日本のライフイノベーション創出に必要な要件とは

人口減少、超高齢社会を迎える日本で、次世代の基幹産業として医療、健康、医療機器
などへの期待がかかる。政府の成長戦略におけるライフイノベーションである。京都大
学大学院医学研究科薬剤疫学教授の川上浩司氏は、基礎研究、技術力向上に加え、臨床
研究と治験を一体化させた IND 制度や、医療機器を用いた臨床研究（開発）を一元的に
行う IDE 制度を導入して薬事制度を改革することが必要と訴えている。

◆ライフイノベーションの必要性

日本の人口は現在約 1 億 3,000 万人であるが、30 年後には 9,000 万人台

となることが予想されている。さらに、日本は保健衛生、医療の向上の成
果から、世界史上まだどの国も体験したことのない、未曾有の超高齢社会

川上

浩司

（かわかみ・こうじ）
京都大学大学院医学研究科
薬剤疫学 教授

を迎えることになる。納税人口が現在に比べて少なくとも 4 分の 3 以下に
なり（税収の低下）、さらに医療や介護の必要な高齢社会となったとき（社
会保障費用の増大）、日本が国民の社会保障を維持していくためには、さま
ざまな改革が必要であることは論をまたない。少なくとも人口が減る日本
が税収を維持していくためには、国際的な基幹産業を育成し、外貨をしっ
かりと稼いでいくことは重要である。新興国からの追い上げや国際的な生
活環境の変化から、現在の日本のけん引産業である自動車産業が必ずしも
30 年後に日本のけん引産業であり続けるかは疑問である。そのため、われ
われは、次世代の基幹産業が何かをしっかりと見極め、持続的なイノベー
ションの可能性を育て投資を続けていかなければならないのである。
さて、次世代の基幹産業として有力な候補であるのが、医療、健康や医
療用品である。日本人の長寿や健康観は世界からも高く評価され、また、
医薬品創出の能力も現時点では日本は世界のトップクラスにある。われわ
れが日本の強みを生かしていくためには、新規の医薬品や医療機器を創出
し、世界に発信していくこと、超高齢社会の中で健康の価値や質の高い医
療を提供できるという実力を世界に示すことは重要である。健康の価値と
いう意味では、日本で高齢者が健康で幸せな生活を送れるためのありとあ
らゆる努力をすれば、国際社会に対してその方法論やコンテンツを輸出す
ることができるのみならず、世界の富裕層が日本に移住する、あるいは別
荘を設営するようになるかもしれない。ひいては、彼らによって日本の税
収も上昇し、また教育の観点からも英語による初等教育に協力していただ
くことができれば、日本が苦手とされている国際的視野を持った人材の育
成にも役立つであろう。

◆臨床試験制度と医薬品、医療機器開発の振興

しかしながら、日本においては、医薬品や医療機器を開発するために必
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要な臨床試験に係る制度は諸外国に大きく遅れをとっている。臨床試験は、
大きく分けて 3 つの立場から議論されることが多い。
（1）製薬企業の立場か
ら、治験を活性化、迅速にしていかなければならないという立場 （2）大
学等研究機関の立場から開発型の臨床研究であるトランスレーショナルリ
サーチを推進していくという立場、そして（3）国民の安全を守るという規
制当局から見た立場である。わが国において、薬事法とは医薬品企業を製
造、販売・流通の面から規制するものであり、
（1）と（3）を中心に設置、運
用されてきたものの、
（2）も含んでこれら 3 つすべてが齟齬（そご）なく円
滑に進むようにするためには整備されていない。いまでも治験と（未承認
薬の）臨床研究は違う制度で実施されており、このダブルスタンダードは
非常にややこしく時間のかかる開発環境をもたらしてきた（図 1）。米国等
では、臨床研究と治験とを一体化させた
Investigational New Drug（IND）制度が存在
し、スムーズな医療応用化が行われている。
IND 制 度 の メ リ ッ ト は、 臨 床 試 験 が Good

医薬品としての承認・保険収載
（厚生労働省）
医薬品医療機器総合機構
にて審査、認可

先進医療などの届出
開発を進行
（スポンサーに
よる事業化）

医療行為としての
応用化（普及なし）

Clinical Practice（GCP）のもとで実施される
ために、日本で言うところの臨床研究のよ
うな初期段階の臨床試験のデータもすべて
将来的な薬事承認に使用できるというとこ
ろにある。知的財産の観点から考えると、
医薬品開発は完全な特許−マーケット対応
型のビジネスであるにもかかわらず、IND

反復する業としてのとりあつかい
（薬事法）

法的規制なし（医療行為）
あるいは厚生労働省に届出

企業が開発・
研究者がベンチャー起業・
「医師主導型」治験

研究シーズ（医薬品候補）

「治験」

制度がないと臨床試験のスタートから終了

研究機関・大学病院などで
公的資金を用いて開発

「（未承認薬の）臨床研究」
図1

わが国における臨床試験の現状

までに回り道を含めて時間がかかり、特許
の取得から実用化後の商業年数が減少してしまう。必然的に、大学などの
研究機関で研究された成果の応用化を、臨床研究ののちに製薬企業が開発
を継承するインセンティブも失われている。もちろん、IND 制度が患者の
安全、健康保護の観点から重要であることは言うまでもない。
また、医療機器の開発においては、医薬品を想定した薬事法の取り扱い
に医療機器がなじみにくいという背景があり、さらに、医療機器 GCP の
発令以降、企業で試作した医療機器の候補品（プロトタイプ）を大学等で
臨床研究として実施することが困難となった。医療機器の臨床試験は、使
用者である医師の経験、技術や医療機関のレベルによって影響を受けやす
く、また、同じ医師でも訓練によって医療機器の適正使用が行えるように
なる（ラーニング・カーブ）といった特徴もあり、プロトタイプを用いた
臨床研究を試行錯誤して行っていくことが必須である。米国においては、
Investigational Device Exemptions（IDE）制度で一元的に医療機器を用いた
臨床研究（開発）が規制によって管理、支援を受けているため、弾力的にプ
ロトタイプを用いた臨床研究が行われている。
米国の IND、IDE 制度においては、大学等研究機関が開発した技術の初期
開発を担うベンチャー企業があり、ある程度の成功が見込めるようになる
と、製薬企業等がライセンスを受け、国際的に販路を有する製造販売承認
http://sangakukan.jp/journal/
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を取得する（図 2）。このように各セクター

ライフ・イノベーション

IND / IDE

がバトンリレーすることによって医薬品、
医療機器は開発されていく。これに対して
医薬品行政当局（FDA）は国民の健康を守る
ために科学的審査をしているが、FDA は特

Fee




別会計で運営されており、連邦政府からの

Fee


予算ではなく受益者つまり申請者からの手




数料で多数の審査官を雇用している。申請








手数料に関して、ベンチャーに対しては産
業振興の観点からディスカウント料金が適
うに、科学的審査にはディスカウントしな

図2

いが申請費用で差をつけることによって、









用され、大学は無料となっている。このよ



米国における医薬品行政と社会・産業との関連

薬事観点からの大学への開発支援を行っているのである。
わが国において、ライフイノベーションを推進していくためには、基礎
研究、技術力向上はもちろんのことであるが、クリティカルには IND、IDE
制度を導入して薬事制度を改革しない限りその実現は非常に困難である。
IND、IDE 制度においては、規制当局も治験、臨床研究にかかわらずすべて
の臨床試験の審査を行うため、審査当局の経験値も向上しやすく、大学等
研究機関に対する薬事的観点からの開発支援も間違いなく促進するであろ
う。

◆医薬品、医療機器開発段階におけるレギュラトリー
サイエンスとは

スナック菓子の包装紙の裏面に表示されている食品原料となる植物の標

記には、わざわざ「遺伝子組み換えではない」という記載があることがある。
これは、消費者から見ると遺伝子組み換えの農作物は安全ではない、危険
なのだという印象を持つことになるのが日本語の難しさである。私は、こ
れは科学の及んでいない領域に対する一種ののろいの言葉だと思っている。
つまり、科学的あるいは経験的に安全性が担保されているのならばよいの
だが、
（1）科学的根拠のない、あるいは（2）その根拠がきちんと伝えられて
いない場合（上記の例の場合には、遺伝子組み換え作物）は、忌避すべきも
ののようにこの商品はそうではないのですよ、と書かれているのである。
ここで重要なのは、
（1）については、科学的根拠がないのならば解明のため
の研究をきちんと行うということである。この場合には遺伝子組み換え作
物の安全性を検証するための研究を立案、実行することになる。
（2）は、科
学コミュニケーション、また特に医療の分野ではヘルスリテラシー（健康
情報）と言われる分野であり、科学、医学の研究成果をきちんと伝えてい
くための作業となる。レギュラトリーサイエンスの領域は、狭義には（1）
の部分の科学ということになろうが、
（2）の部分をもきちんと理解した上で
科学研究の成果を施策立案者、行政実行者、生産者、そして社会に伝え、
根拠に基づいたアクションへとつなげていくことが必須であろう。いずれ
http://sangakukan.jp/journal/
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にせよ、新しい社会医学分野としての振興が望まれるところである。
レギュラトリーサイエンスというと、和訳直訳すると規制科学や評価科
学と訳されることから、規制をしてイノベーションの確度を落としてしま
うような印象を与えることもあるが、これはまったくの誤りである。例え
ば、再生医療などに用いられる新規性の高い細胞を医療応用化する場合、
その細胞が本当に目的臓器を形成するのか、がん化しないのか、感染症の
リスクはどうなっていくのかといった懸念事項をクリアしない限り、規制
当局からの承認を受けることはできない。そのため、研究開発の各段階に
おいて、同じ時間軸でその評価系も構築し、動物実験や臨床試験データか
ら安全性の情報を取得していく、またその科学的結果を行政・規制のガイ
ドラインへと反映し、承認を迅速化していくという考え方は、国際的にも
推進されているところである。よって、先進的な研究にしっかりと安全性
等の裏付けを与えることによって、そのゴール（社会での使用）を明確にし
ていくことは、イノベーションの確度を高めていくために大変に重要であ
る。インフラ基盤としての共通認識として、行政からの支援が必要と考え
る。

◆おわりに

地球上には住むことのできるあらゆるところに人はおり、健康用品、医

療用品はあらゆるところで使用が可能である。自動車における道路という
基盤に相当するのが、医療用品においては人体そのものなのである。故に、
日本発の商品は世界中で最も大きな潜在購買層を持っていると言える。も
ちろん、工学製品や電気製品とは異なり、安全性にかかわる医薬品や医療
機器については、その担保のための規制が重要であり、前出のように、人
類は薬事規制を確立、強化してきた。その上で、日本の医薬品産業、医療
機器産業は、国内需要や日本の医療保険制度のみを対象とするのではなく、
地球上に住む人類を対象として、新たなイノベーションを創出していくべ
きなのである。これは基幹産業として日本の国益に資するという観点から
のみならず、世界の公衆衛生の向上、健康の増進という観点からも有益で
ある。
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製薬産業競争力強化の課題

アジア戦略、ドラッグラグ解消、未承認・適応外薬解消支援

新薬創出力で世界 3 位のわが国製薬産業にとって競争力確保につながる課題を整理し
た。大手企業では売り上げ、利益とも国内より海外の方が多いが、今後アジア諸国で確
実に地歩を築く必要がある。そのための 1 つの方法が「医薬品医療機器総合機構」の承
認の価値を高めることである。ドラッグラグ解消も業界が抱える大きな課題の 1 つだ。

◆国際競争力から見た製薬産業

仲谷

昨年末に閣議決定された新成長戦略−基本方針−は、環境、健康、観光

博明

（なかたに・ひろあき）

の 3 分野においてわが国産業の国際競争力を強化し、国力を増強すること

日本製薬工業協会

で国民生活の向上につなげていくことを目指している。

常務理事

そして、ライフイノベーションの項に医薬品関連の記述がある。抜粋す
ると「日本発の革新的医薬品の研究開発を推進」
「産官学が一体となった取
り組みや、創薬ベンチャーの育成を推進し、新薬の研究開発・実用化を促
進する。その前提として、喫緊の課題であるドラッグラグ解消のため、治
験環境の整備、承認審査の迅速化を進める」である。
製薬企業が国際競争力を持つということは、他社に先駆けて、世界の患
者が待ち焦がれている新薬を創出することである。
新薬創出は、莫大（ばくだい）な資金と膨大な時間がかかることから、ど
この国でも担えるという仕事ではな

主要国別オリジン新薬数
（2005～2008年の世界売上上位各100品目）

い。日本製薬工業協会のシンクタン

2005年

ものがある（図 1）。米国が 1 番多く、
次いで英国、日本の順になっている。
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る。また、海外展開を盛んに行ってい

2007年

新薬を創出できる国は世界で数ヵ国
しかなく、その中でも日本は世界第
三位の新薬創出国である

すなわち、新薬創出力では世界の 3 番
目に位置しているわが国製薬産業であ

2006年

4242

OPIR）の報告に、世界での売上上位
100 品目がどこで創出されたかを見た

49

50

クである医薬産業政策研究所（以下

注：創出国不明の品目および検査・診断薬（2008年1品目、2007年4品目、2006年5品目、2005年5品目）を除く（結果に大きな影響はない）。
出所：©2010 IMS Health. IMS World Review・IMS LifeCycle、Pharmaprojectsをもとに作成（転写・複製禁止）。
出典：医薬産業政策研究所． 「研究開発型製薬企業の国際競争力と成長戦略」リサーチペーパー・シリーズNo.49 （2010年3月）

争力を備えていると言える。

図1

新薬創出国として世界に貢献する日本

◆アジア展開に向けた課題

しかし、各社のパイプラインは枯渇してきており、現状では、将来にわ

たってこのような海外での売り上げを確保し続けることが難しくなってき
ている。早急に明確な将来ビジョンを確立し、その実現にまい進すること
http://sangakukan.jp/journal/
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が急務となっている。その際、日本の製薬企業が出遅れている BRICs、中
でもアジア諸国が収益基盤となるよう戦略展開することが重要と考える。
アジア諸国で地歩を確実に築く必要性があるという点は、企業のみなら
ず国にとっても極めて重要であり、インドでのスズキ自動車の成功が示す
ように、現地のニーズに対応しかつ高品質であることが必須となる。
医薬品を海外展開するにあたり重要な点は、自国における審査業務を通
じて高い性能・品質を確保できていることを証明することと、そのことを
進出先も認めていることと考える。例えば中国では、導入する医薬品の品
質につき、米国食品医薬品局（以下 FDA）承認医薬品にはアドバンテージを
認めているが、医薬品医療機器総合機構（以下 PMDA）の承認品目には認め
ていないと聞く。また、2 カ国以上での承認実績を要件としている台湾に
おいても、FDA 承認があればそれ以外の国での承認実績を求めていないと
のことである。
日本の製薬企業が、日本の患者に対するのと同様に、アジアの国々の患
者により良い医薬品を届けたいと考えた時、スピード感は劣るが、米国で
の承認を取得することを先行させれば足りる。しかし、国家の成長戦略と
して考えた時には、PMDA 承認医薬品であれば FDA 承認と同等の性能・品
質であると認められるよう、PMDA の存在意義を高めることが極めて重要
である。
FDA は、長きにわたり現地でのニーズに対応した支援活動を行い、性能・
品質面での信頼感を勝ち得てきたのである。短期間で成果を得るのは難し
いが、10 年後を見据えた国家戦略として取り組むべき課題である。
そのほか、わが国での創薬活動の国際競争力を高めるためには、臨床研
究・治験実施体制の強化・整備が極めて重要である。中でも、創薬の仮説
をヒトで検証する早期臨床試験（Proof of Concept：POC）実施体制の整備
は、わが国が世界の主要創薬国の地位をより強固なものにする上で極めて
重要な課題と言える。残念ながら、国内医療機関の体制や PMDA の体制等
の問題もあり、この段階の試験のほとんどを欧米で実施しているのが現状
である。まずは、最新のテクノロジーと評価指標を用いた早期臨床試験が
できるよう、医療機関等の実施体制の強化・整備を急ぐべきである。

◆ドラッグラグの短縮

わが国での創薬基盤が整備され、加えて、PMDA での承認を取得したこ

とが諸外国でも高い評価を得られるようになれば、多くの製薬企業が競っ
てわが国での医薬品上市を急ぐようになる。このことは、わが国の患者が
求めている医薬品をいち早く供給することであり、ドラッグラグの短縮に
つながることとなる。
ドラッグラグすなわち世界のある国で初めて発売された医薬品が自国で
発売されるまでの期間を、世界での売上上位 100 品目で見てみると、米国
は約 1.2 年であるのに対し、日本は約 4.7 年となっている。先進 8 カ国の中
でも 7 番目のフランスが 2.2 年という状況を考えるとわが国においては突
出して長く、政府がドラッグラグの解消を喫緊の課題ととらえていること
http://sangakukan.jp/journal/
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もうなずける（図 2）。
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請するという考えを持っていたこ
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ドラッグラグおよびその構成要素

とが挙げられている。
今後、ドラッグラグをより短くしていくためには、製薬企業、医療機関、
国のそれぞれが、協力して、あるいは独自に、強い意識を持って取り組む
ことが必要である。具体的には以下の取り組みが必要と考える。
まず、製薬企業が日本を含んだ国際共同治験を実施することである。ま
た、医療機関においては、治験実施体制の整備が重要だ。日常診療に忙殺
されている医療担当者にとって、治験という追加的業務に余裕を持って取
り組めるような体制の整備こそがまず必要な事項である。もちろん、国と
して取り組まなければならない課題も少なくない。治験を含む臨床研究基
盤の整備、承認に関連するさまざまな事項の効率的実施につなげる PMDA
の体制整備、さらには、出口である薬価制度面からの整備がある。
すでに、十分とは言えないまでも、それぞれの課題解決に向けた取り組
みが行われている。中核病院、拠点医療機関、グローバル臨床研究拠点の
整備等に着手されてきているし、PMDA でも審査人員の増員をはじめとし
て各種改革が進められている。薬価制度についても、本年 4 月より、新薬
創出・適応外薬解消等促進加算が試行的とはいえ実施された。誌面の関係
http://sangakukan.jp/journal/
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から詳細については触れないが、この加算制度が導入されたことで、わが
国の市場としての魅力度は高まり、ドラッグラグの短縮に向け大きな成果
につながると期待している。
繰り返すが、これまで取り組んできたさまざまな仕組みが、一定の成果
を上げつつも、十分とは言えないことから、さらなる改革、拡充を求めて
いきたい。

◆患者のニーズに応えるもう 1 つの道

ドラッグラグは時期の遅れこそあれ、いずれは患者に薬が届いている。

それとは違い、放っておけばいつまでも患者の手に届かないかもしれない
医薬品、すなわち未承認薬とか適応外薬といった問題がある。特に適応外
薬についての患者のニーズは大きい。
これら、未承認薬、適応外薬の解消は製薬に携わる企業にとっての社会
的使命でもあることから、日本製薬工業協会では、会員会社 69 社を社員と
する一般社団法人未承認薬等開発支援センターを昨年 5 月に設立した（図
4）。このセンターでは、社員か
らの会費を原資として、医療上

未承認薬等開発支援センター

の必要性の高い未承認薬・適応
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有

発する企業に、上限 5,000 万円

学会・
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必要と認められた未承認薬を開

治験推進支援
導入契約支援
助 言
開発戦略立案支援
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言を行う。まずは、未承認薬使
用問題検討会議が開発が必要と
した 44 成分の内、昨年 3 月末時
点で開発着手されていなかった
14 成分につき資金援助も含め支

厚生労働省／医薬品医療機器総合機構
出所：中央社会保険医療協議会薬価専門部会資料

図4

未承認薬等開発支援センターの機能

援を予定している。
また、厚生労働省では、昨年 6 月から 2 カ月間にわたって学会、患者会
等から、未承認薬および適応外薬の開発の要望を募集した。その結果、未
承認薬 89、適応外薬 285 の要望が寄せられた。これらにつき、医療上の必
要性につき有識者会議が評価し、国が開発要請することとなる。現時点で
はどの程度の数になるか予測が付かないが、これらの医薬品開発について
もセンターは支援していくことを考えている。センター設立に携わった 1
人として、ライバル企業が開発する未承認薬でも費用の一部を支援すると
いうこのスキームが世界に例を見ない画期的なものと自負しており、有効
に機能し、多くの未承認薬等が少しでも早く患者の手に届くようになるこ
とを期待している。

http://sangakukan.jp/journal/

45

産学官連携ジャーナル Vol.6 No.6 2010

特集 2

ライフ・イノベーション

冬虫夏草から新薬が生まれようとしている

リード探索で産と学が連携した日本発の創薬事例

国際的な製薬会社のノバルティスが、冬虫夏草に起源を持つ免疫抑制物質 FTY720（フィ
ンゴリモド）について、米国食品医薬品局（FDA）と欧州医薬品庁（EMEA）に多発性硬
化症治療薬として承認申請し、FDA は医薬品優先審査をすることになった。FTY720
を生んだのは藤多哲朗京都大学名誉教授と企業 2 社。リード探索段階で大学の研究者と
企業が連携した日本発の創薬の取り組みだ。

冬虫夏草の代謝物に起源を持つ日本発の新薬が、20 年の歳月を経て日の
目を見ようとしている。FTY720（フィンゴリモド；図 1）がそれだ。産と
学が連携してリード探索を進め、その後、企業の再編やメガファーマへの
導出など、大きな曲折を経て、多発性硬化症 *1 の新しい治療薬として出番
を待っているのだ。

谷田

清一

（たにだ・せいいち）
財団法人京都高度技術研究所
産学連携事業部
医工薬連携支援グループ
アドバイザー

◆ FTY720 の誕生

薬の歴史は自然界に潜む有効成分の活用にはじまる。野

マイリオシン

生動物の世界にも、植物の葉や樹皮などを薬のように摂取
する行動は知られているが、有効成分を取り出す知恵は、
言うまでもなく人類にしか備わっていない。現代の薬作り

スフィンゴシン

は、生命科学の最先端技術を駆使して行われているが、天
然の有効成分を活用する流れは、今も絶えることがない。
ペニシリンが実用化されて以来、感染症を抑える天然成
分の獲得競争が続いたが、この流れは 1960 年代に入って
様変わりする。天然成分を感染症以外の疾患にも活用する
機運が高まり、それが 1970 年代後半から 1980 年代にかけ

FTY720（フィンゴリモド）

図1

FTY720 および関連物質の構造

て大きな流れを形成する。新薬リードの供給源が、きのこ類にまで拡大し
たのもこのころだ。
冬虫夏草というきのこがある。昆虫が夏季になると植物に変身するよう
に見えることからこう呼ばれてきたが、つまりは昆虫に寄生するきのこの
仲間だ。昆虫にとっては病原菌だから、
「夏草」への変身は宿主昆虫の死を
意味する。昆虫の体内には感染に抵抗するメカニズムが備わっているはず
だから、
「夏草」はこの菌が昆虫の感染抵抗性を打ち破った結果にほかなら
ない。ここに何らかの物質が介在することは容易に想像できる。中国では、
冬虫夏草が古くから薬膳（やくぜん）料理の食材として用いられてきたが、
これを見てもこの種のきのこがわれわれの健康に有用な物質を作る能力を

*1： 多 発 性 硬 化 症（multiple
sclerosis）：中枢神経系の慢性
炎症性脱髄疾患で自己免疫疾患
の 1 つに数えられる。脳、脊髄
（せきずい）、視神経などに病変
が起こり、視力障害、小脳失調、
四肢まひ、感覚障害、歩行障害、
病的反射など、多彩な神経症状
を呈し、再発と寛解を繰り返す。
日本では特定疾患に認定されて
おり、いわゆる難病の 1 つ。北
米、北欧、オーストラリア南部、
ニュージーランドに患者が多く、
罹患（りかん）率に人種の差異が
著しい。罹患のピークは 30 歳
ごろで、多くは 50 歳までに発
症する。女性の発症率は男性に
比べて高い。

秘めているという期待を抱かせてくれる。この冬虫夏草なしに、FTY720
は語れないのだ。
公表されている資料（化学と生物 46:259-284 など）によると、1980 年
http://sangakukan.jp/journal/
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代後半に、吉富製薬（現、田辺三菱製薬）が新しい免疫抑制剤の開発に乗り
出し、京都大学薬学部の藤多哲朗教授、台糖との連携が組まれる。活性物
質は、試験管の中で系統の異なる 2 種類のマウスのリンパ球を混ぜて人工
的に免疫反応を起こさせ（混合リンパ球反応）*2、それを抑える強さを目印
として追跡された。こうして、1994 年に藤多らは、ツクツクボウシの幼
虫に寄生する冬虫夏草（ツクツクボウシタケIsaria sinclairii ；写真 1）の培
養液から免疫抑制物質を取り出すことに成功する。ISP-1 の識別番号が付

ライフ・イノベーション

*2：混合リンパ球反応（mixed
lymphocyte reaction）： 系 統
の異なる 2 種類のマウスから脾
細胞を取り出して混合培養する
と、T 細胞が活性化されて IL-2
などのサイトカインが産生され、
細胞の増殖が促される。この一
連の反応は、体内で起こる免疫
反応を反映しており、試験管の
中で簡便に免疫反応が再現でき
る。免疫抑制剤のスクリーニン
グにしばしば用いられる。

された活性物質は、1972 年にカビの
仲間（Myriococcum ）から発見されて
いたマイリオシン（myriocin；図 1）と
呼ばれる抗真菌抗生物質と全く同じ
ものと判明するが、毒性が強く実用
化にはほど遠いものだった。そこで、
マイリオシンの構造変換が試みられ、
大幅に毒性が軽減された FTY720 が生
まれる。

◆企業再編の荒波

薬作りには、大きく分けてリードと

写真 1

呼ばれる先導的な物質を探り当てる

ツクツクボウシの幼虫に寄生する冬虫夏草
（出典：化学と生物 46:259-264, 2008）

段階と、それを磨き、薬に育て上げる段階がある。前者は、いわばゼロか
ら 1 を生み出す段階であり、大半が失敗に終わる。失敗の山を築きながら、
文字通り万に一つの可能性に賭けて粘り抜くことが強いられる。個の力や
独創力が光り輝く段階と言える一方で、研究者は失敗慣れやあきらめや逃
避に陥りやすく、頭脳やスキルもさることながら、観察眼の鋭さや粘り抜
く力が試されると言ってよい。他方、後者では、組織の力がものを言う。
メンバーの能力を統合するリーダーの資質やマネジメント、チーム間・組
織間の連携の密度などが試される。FTY720 はゼロから 1 を生み出す過程
で学と産が緊密に連携した事例だ。
忘れてならないことがもうひとつある。企業が再編のうねりに飲み込ま
れて、紆余（うよ）曲折を繰り返したことだ。まず、吉富製薬。かつて武
田薬品の傘下にあったが、のちにミドリ十字と合併する（1998 年；ウェル
ファイド）。その後、三菱東京製薬と合併（2001 年；三菱ウェルファーマ）
し、そこへ田辺製薬が加わって、2007 年に現在の田辺三菱製薬が誕生す
る。次に台糖。1950 年、台湾製糖の新会社として台糖が発足した。1955
年にファイザー社と提携し、製薬部門を分離して台糖ファイザーを創立。
2005 年には新三井製糖、ケイ・エスの 3 社が合併して現在の三井製糖に至
る。FTY720 は、2005 年に免疫関連医薬の分野で世界のトップを走るノバ
ルティスへ導出されるが、このノバルティスにしても、チバとガイギーが
合併し（1971 年）、さらにサンドと合併（1996 年）して誕生したものだ。以
上は、各社のホームページから沿革をたどってみたものだが、とにかく目
まぐるしいばかりだ。
http://sangakukan.jp/journal/
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研 究 課 題 が 社 内 で 右 往 左 往 す る こ と は、 よ く あ る こ と だ。 し か し、
FTY720 のように企業が丸ごと M&A のうねりに飲み込まれ、しかもそれが
1 度や 2 度ではないとなれば、話は別だ。志半ばで消え去る憂き目にあう
テーマがあまたある中でそれを免れ、ブロックバスターの期待を担って認
可を待つ FTY720 の姿は、ほとんど奇跡に近いと言っていい。研究現場の
執念が並外れていたことは想像に難くないし、そこには何人もの立役者が
いたに違いない。もちろん、卓越したマネジメントに支えられていたこと
は言うまでもないだろう。
いずれにせよ、薬作りは、万に一つの可能性に賭ける極めてギャンブル
性の強いものだ。ブロックバスターの誕生物語を知れば知るほど、
「意味の
ある偶然」というのか、度重なる幸運に恵まれない限り、成功はあり得な
いという結論を抱かざるを得なくなる。FTY720 の開発にも、おそらくは
幾度か幸運の女神がほほ笑んだことだろう。新薬開発の成功例を分析して
もあまり参考にならないとしばしば指摘されるのも、幸運の女神の気まぐ
れを分析し予測することができないからだ。ただ確かなのは、周到な準備
ができていない限り、幸運の女神はほほ笑んでくれない、ということだ。

◆標的分子

筆者が免疫学関連の学会で FTY720 の発表に出会ったのは 14、5 年も前

になるだろうか。その時、えたいの知れないモノに遭遇した気分を味わう
一方で、その魅力に強く惹きつけられた。当時、免疫抑制剤の分野では、
カルシニューリン阻害剤 *3 が脚光を浴びていたころだから、それらと全く
違った、それでいて「よく効く」作用物質が登場したことは明らかだった。
FTY のコードを藤多・台糖・吉冨のイニシャルと読み解いて面白がったの
もその時だ。それ以来、筆者は FTY720 に注目し、その進ちょくを外から
見守ってきた。
ただ当時、FTY720 の標的分子は皆目分からず、それが明らかになるた
めには、その後の生命科学の進展を待たなければならなかった。分かって
しまえばこんな話になる。FTY720は体内でスフィンゴシンキナーゼによっ
てリン酸化される。リン酸化された FTY720 はリンパ球表面のスフィンゴ

*3：T 細胞：免疫応答の中核を
なす細胞で、T リンパ球とも呼
ばれる。骨髄の造血幹細胞から
分化した前駆細胞が胸腺内で成
熟したのち抹消のリンパ組織に
移 行 す る。 末 梢（ ま っ し ょ う ）
血中のリンパ球の 70 〜 80% を
占める。細胞表面に T 細胞受容
体と呼ばれる特有の受容体を発
現しており、役割によって数種
類に分類される。ヘルパー T 細
胞は、B 細胞に抗原特異的な抗
体産生を促す。キラー T 細胞は、
ウイルス感染細胞を見分けて破
壊する。制御性 T 細胞は、ほか
の T 細胞の機能を抑制する。

シン 1 リン酸（S1P）受容体に結合し
てそれを内在化させる（図 2）。その

H2N

スフィンゴシン

結果、二次リンパ節や胸腺からの成

OH ・HCI

OH
OH

熟 T 細 胞 *4 の 移 出 が 阻 ま れ、T 細 胞
の体内移動が妨げられて免疫反応

FTY720

スフィンゴシンキナーゼ

が抑えられる。記せばこうなるが、
これら一連の機序が分かったのは、

OH

H2N

スフィンゴシン 1 リン酸（S1P）

ISP-1 の発表から 10 年後のことだっ

H2N OH
H2N
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た（Nature 427:355-360, 2004）。

P
O

OH

P
O

OH

OH
OH

FTY720リン酸
（（ ）FTY720-P）

薬効に結び付く標的分子を定め
て、それに作用する物質を薬に導く
のが近ごろ主流のアプローチだ。し
http://sangakukan.jp/journal/

Ｓ１Ｐ受容体に結合

図2

FTY720 は体内でリン酸化され S1P 受容体に結合する
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かしそうではなしに、期待される生理活性を前提に有効成分を薬に導くプ
ロセスをたどったのが FTY720 だ。天然の物質を相手にする研究では、こ
のような、いわば古典的アプローチが普通に行われてきた。このやり方に
は、われわれがいまだ遭遇したことのない未知の分子や予想もしない生命
の機序があらかじめ囲い込まれていることがあり、そこが魅力でもある。
有効成分が特定された後は、標的分子を探り当てるためにケミカルバイオ
ロジー *5 の手法が駆使される。FTY720 は、このようにして S1P 受容体に
たどり着いたのだった。
だからといって、想定外の分子に副次的に結合することが全面的に否定
されたわけではないだろう。FTY720 は低分子化合物だから、これはむし
ろ宿命とも言えるものだ。副次的な結合は、しばしば副作用として有効性

ライフ・イノベーション

*4：カルシニューリン阻害剤：
免疫抑制剤であるシクロスポリ
ンやタクロリムスの作用標的が
カルシニューリンであることか
らこのように呼ばれる。カルシ
ニューリンは T 細胞の機能に不
可欠で、カルシウム依存性プロ
テインホスファターゼ活性を有
する。
*5：ケミカルバイオロジー：細
胞の表現型や細胞レベルの反応
などに影響を及ぼす化合物を見
いだし、その標的となるタンパ
ク質を同定し、機能の解析を通
じて未解明の生体応答に光を当
てる科学分野を指す。

に水を差すのだが、時には薬の効果を引き立てることもあるらしい（Nature
462:7272, 2009）。ノイズがシグナルを際立たせ、創発を促すことはよく
知られていることだから、薬の世界においても、弱いノイズが付加される
と体内で主作用が引き立つことがあるかもしれない。

◆おわりに

多発性硬化症と言えば、天才的女流チェリスト、ジャクリーヌ・デュ・

プレから音楽を奪ったことでも知られる。16 年にも及ぶ闘病の末に 42 歳
で他界したのだった。彼女の弾くエルガーに、忍び寄る病魔の呟きを聴き
取るのは筆者だけだろうか。
しかし近年、この難病との闘いにも少しずつ光が射してきた。多発性硬
化症に有効な治療薬の開発が欧米の製薬メーカーを中心に加速しているの
だ。その中で、FTY720 が粘り強く成長を遂げ、多発性硬化症の飲み薬と
して出番を待っている。ノバルティスが米国食品医薬品局（FDA）と欧州医
薬品庁（EMEA）に多発性硬化症治療薬として承認申請したのは、2009 年
12 月のことだ。これを受けて FDA では医薬品優先審査（priority review）を
実施するという。承認されれば、ブロックバスターに成長することが確実
視されている。日本発の新薬が世界中の多発性硬化症患者に福音をもたら
すことを、期待を持って見守りたい。

http://sangakukan.jp/journal/
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冬虫夏草から新薬が生まれようとしている

直感でテーマ設定 「培養」
「免疫抑制測定」は連携企業

冬虫夏草の代謝物に起源を持つ新薬 FTY720（フィンゴリモド）が 20 年の歳月を経て日
の目を見ようとしている。ノバルティスが米国と欧州で多発性硬化症の治療薬として承
認申請を行った。F は藤多哲朗京都大学名誉教授、T は台糖、Y は吉富製薬。リード探
索段階でこれら産学が連携して開発した免疫抑制物質だ。多発性硬化症は難病の1つで、
北米、北欧、オーストラリア南部などに患者が多いと言われる。承認されれば世界中の
患者に福音をもたらすことが期待されている。なぜ冬虫夏草なのか、どういう経過で企
業と連携したのか。藤多氏が FTY720 の誕生物語を語る。

Q1

企業との共同研究のきっかけ、リード段階での産学共同に至った背景

藤多

を教えてください。

まず、医療を志向した研究テーマへのチェンジである。昆虫寄生菌・

冬虫夏草類縁菌から免疫抑制活性物質を分離しようと思ったのは徳島大
学生物薬品化学講座での研究経過を踏まえ、新天地・京都大学へ移った
時。
「所変われば品変わる」と考えたことから始まった。昭和 60 年（1985

藤多

哲朗

（ふじた・てつろう）
京都大学 名誉教授
財団法人生産開発科学研究所
学術顧問

聞き手・本文構成：

登坂

和洋

（本誌編集長）

年）7 月、井上博之先生の定年退官の後を受けて京都大学の薬用植物化学
講座を担当することになった。学期の途中であったため講義は故上田伸
一助教授（当時）がしてくれていたが、悩みは教室運営と研究テーマをど
うするかだった。京都と前任地徳島の間を何度も往復したが、完成した
ばかりの大鳴門橋をマイカーに荷物を積んで渡りながら、
「よし、冬虫夏
草をやってみよう」と思った。
冬虫夏草について造詣が深かったわけではない。現徳島大学薬学部長・
生薬学教授の高石喜久氏が私の助手時代、木材腐朽菌トリコデルマポリ
スポラムの代謝産物の研究で共に苦労をしていた。この同名菌が免疫抑
制剤・シクロスポリンを生産していること、また、昆虫に寄生する真菌
類に私たちが取り出した化合物と類似の物質が存在すること、などは当
然知っていた（後日シクロスポリン生産菌名は菌分類学上の見地からほ
かの属名に変更された）。
免疫学に関して全くの素人と言える天然物化学者が「冬虫夏草の免疫
抑制成分の研究」をテーマに設定したのは、その周辺を化学的に研究し
ていた者の直感と勘だけだ。強いて言えば、コオモリガ科の幼虫に菌フ
ユムシナツクサタケが侵入後、1 年間共生し子実体を発生させるという
記述を読んで、菌が寄生している間、幼虫の免疫様作用を抑制している
のではないかと、想像した。
免疫と言えば、農村医学の坂東玲芳先生のお手伝いで、栽培菊農家の
接触性皮膚炎原因物質の探索をしていた。接触性皮膚炎はツベルクリン
反応と同じで IV 型アレルギー。また、大阪大学山村研究室ご出身の螺良
英郎先生（徳島大学第 3 内科教授・呼吸器科）と家庭的にお付き合いさせ
http://sangakukan.jp/journal/
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ていただき受けた影響は計り知れない。
そのころ、台糖株式会社研究所の遠山良介博士が、井上先生、武田美
雄博士（当時、徳島大学薬学部助教授、現同大学名誉教授）の指導でク
チナシの種子イリドイドの食用色素研究をしていた。京大の教授室で遠
山博士から、これからのテーマを尋ねられたので、
「冬虫夏草をやってみ
たいんだが・・・」と言うと、
「台糖はスエヒロタケの抗がん多糖・シゾ
フィラン生産の経験から菌の培養は得意です。全面的に協力しましょう」
と言う。私たちの研究室は菌の培養と免疫抑制測定の手段を持っていな
かったので、これで、培養の連携企業は確保できた。あとは免疫抑制測
定をどうするかであった。
私と遠山博士は、それぞれ別途に免疫に関心を持っている企業研究所
を探した。その結果、遠山博士の釣り仲間を通して探り当てたのが吉富
製薬だった。同社の免疫化学部門は京大の先輩の故萩原孝亮（萩原武美
雄）氏（11 回 26 年卒）が立ち上げたところで、そこでは新進気鋭の東北
大学薬学部出身の千葉健治博士が頑張っており、われわれのドン・キ
ホーテ的研究テーマに興味を示した。萩原先輩の豊富な知識と遠謀深慮
に引きずり込まれるものがあった。先輩の趣味、コイ・フナ釣りの際に
は、新刊の JBC と Nature を持参しているのではないかと思ったほどであ
る。
こうして昭和 61 年（1986 年）4 月、私が「研究指導、活性物質の構造
決定、誘導化、合成」、台糖が「培養、活性物質の単離」、さらに吉富製
薬が「免疫抑制活性測定」という役割分担で、共同研究が本格的にスター
トした。
Q2

藤多

共同研究の経緯は？
私たちの免疫抑制剤の研究は、シイタケの栽培に大きな被害を与え

た菌類トリコデルマ属菌や入手可能な冬虫夏草類縁菌の培養エキスの検
討から始まった。

Isaria sinclairii
ツクツクボウシタケ *

フィンゴリモド
(FTY720) * *

（出典）

*
**

清水大典著：原色冬虫夏草図鑑．誠文堂新光社．1994．
Ｘ線結晶解析図．旧吉富製薬研究所．
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そこで台湾のツクツクボウシに寄生する菌の培養液から、シクロスポ
リンの 3 倍近い免疫抑制活性を示す ISP-I を単離することができた。言う
までもなく、その培養および免疫抑制活性物質 ISP-I の抽出単離は台糖で
行われた。本研究の初期、その構造研究や誘導体への変換は、京大薬学
部薬用植物化学講座の職員（当時助手、井上謙一郎博士・岐阜薬科大学
名誉教授）・院生・教室配属 4 回生、台糖研究所研究員（佐々木重夫博士
ら）により行われた。それらの免疫抑制活性は吉富製薬により測定され
た。
その構造は、すでに 20 年ほど前にメルク社やイタリアの研究者たちに
より抗カビ活性物質として報告されていた。しかし、免疫抑制について
の記述はなく、さらに ISP-I はシクロスポリン、タクロリムスと異なる作
用機序で作用していることが分かってきた。
吉富製薬も台糖も企業であって、学問的な興味のみには付き合ってく
れなかったが、種子化合物 ISP-I はシクロスポリンやタクロリムスと作用
機構が異なることから最初大変興味を示したくれた。
しかし、研究をさらに進めるためには、大きな問題が立ちはだかって
いた。ISP-I の難溶性である。両電解質・アミノ酸型の ISP-I ならびにその
誘導体は水にも有機溶媒にも難溶で生物試験をする濃度を得ることが困
難であった。当然、よほど顕著な薬効がなければ医薬品として成り立た
ない。吉富製薬は撤収の考えを漏らしているとも聞いた。
そこで私は、可能な限り ISP-I の官能基を変化・修飾しようと提案し
た。その 1 つがアミノ酸構造の ISP-I のカルボン酸基を還元してアミノア
ルコール構造に変えることであった。1 分子中に酸・塩基をもって中和
されている状態から、酸性が無くなって塩基性に変化した。それによっ
て、酸性水、有機溶媒に対する溶解性は良くなり、幸運にも免疫抑制活
性も保持していた。後になって分かったことだが、化学構造が変わるこ
とによって作用機構も変化していた。また、このころから吉富製薬の合
成研究者も積極的に参加してきた。
この化合物をリード化合物として FTY720 が生まれてきた。また、作
用機構はアミノ酸構造の ISP-I と異なりスフィンゴシンのアゴニストとし
て作用することが分かってきた。スフィンゴシンは古代から疑問を人類
に示すスフィンクスと関連している。それは生体反応の鍵でありながら
その意味が明確でなかったことから名付けられたと聞いている。
Q3

藤多

共同研究の知的財産の扱いは ?
藤多・台糖・吉富の 3 者の共同研究により開発された FTY720 の知

的財産は関係者にその寄与に応じて配分されるべきと考える。国立大学
の場合は基本的に日本国民に還元されなければならないと考える。
Q4

藤多

現在の製薬業界をどうみていますか。
グローバル化、製薬企業の再編によって製薬企業の規模が大きくな

り、巨大利益を生み出す医薬のみを追いかける傾向がある。難病、奇病
http://sangakukan.jp/journal/
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は自己免疫疾患が多い。これらの症例数は生活習慣病よりもはるかに少
ない。しかし、これらの治療に役立つ免疫抑制剤や再生医療の開発が望
まれる。
人類は宇宙に浮かぶ地球船の乗客の 1 人である。船は太陽をはじめ多
くの宇宙の力によって運行されている。ほかの多くの乗客（生物）と仲
良く、また船の環境を守ることが人類の幸福につながる。現在の「独占、
強欲」から「思いやり、寛容」の時代へ変わるべきであると考える。
Q5

藤多

多発性硬化症治療薬として FDA に承認申請しましたが、ご感想は。
大変うれしい。自己免疫疾患の難病の進行を止め、治療、予防につ

ながることを切望している。京都大学退職後、お世話になった摂南大学
薬学部の河野武幸教授（専門：免疫化学）が病態モデル・実験動物を使っ
て、FTY720 の自己免疫疾患（重症筋無力症、1 型糖尿病、アトピー性
皮膚炎）に対して著明な効果を示すことを明らかにした。これらの結果
が人類の難病を解決する治療法に結び付くことを心から願っている。冬
中夏草は地球上の四季、生物、陰陽の意を含んでいるが、セレンディピ
ティも持っているように感じられる。
−−−−ありがとうございました。
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体内埋め込み型医療機器の MR 適合性試験の
実施・事業化の試みと将来展望

クリップ、ステント、留置カテーテル、血栓フィルターなど体内埋め込み型の医療機器
が増えている。心臓ペースメーカーなど電源と接続されたものもある。こうした機器を
体内に有する人が磁気共鳴画像化（MRI）検査を受けると、機器と磁気の間の相互作用
が懸念される。筆者はその適合性試験の実施と事業化に取り組んできた。

磁気共鳴画像化（MRI：Magnetic Resonance Imaging）と体への負担の少
ない低侵襲治療の普及に伴い、最近は体内に埋め込まれた医療機器を有す
る患者が MRI 検査を受ける機会が増えている。このような MRI 検査におけ
る医療安全を確保するために、われわれは体内埋め込み型医療機器の MR
適合性試験の実施と事業化に取り組んできた。

黒田

輝

（くろだ・かがやき）
東海大学 情報理工学部
情報科学科 専任教授
財団法人先端医療振興財団
クラスター推進センター 専門役

◆異なる MRI との相互作用

MRI は 0.2 〜 3.0 テスラ（テスラは磁力線の密度を表す単位で 1 テスラ＝
10,000 ガウス）程度の強い静磁界とメガヘルツオーダーの高周波磁界を
使って体内の原子核（主に水素原子核）のエネルギー状態を励起するととも
に、核の位置を勾配磁界によってエンコードすることにより人体の断層を
撮像するための装置・技術である（図 1）。
体内に人工的な埋め込み物があると MRI の磁界との間の
B1（高周波磁界）
相互作用が懸念され、試験・評価の重要性が古くから指摘
されてきた。わが国では平成 20 年になって厚生労働省か
ら脳動静脈奇形手術用クリップの MR 適合性に関する基準
BG（勾配磁界）
B0（静磁界）
が提示され、その後体内埋め込み型医療機器についての試
験・評価の必要性が著しく高まってきた。体内埋め込み型
機器にはクリップのほかステント、留置カテーテル、塞栓
（そくせん）コイル、血栓フィルター、人工骨のような受動
的な（電源と接続されていない）ものから、深部脳刺激装置、
心臓ペースメーカー、内腔型 MRI コイルのような能動的な
図 1 MRI 装置と使用される磁界
（電源と接続された）ものまで実にさまざまなものがあり、
MRI との相互作用が著しく異なる。
しかし現在のところ国内には対応規格も試験機関もなく、米国 FDA（Food
and Drug Administration）のガイドラインである ASTM（American Society
for Testing and Materials）規格を部分的に参照しているのが現状である。
受動的な体内埋め込み型機器の MR 適合性試験に関して ASTM には F205206（磁気変位力）、F2213-06（磁気トルク）、F2182-09（発熱）、F2119-07
（アーチファクト）という 4 つの規格がある。これらの規格はある程度詳細
に試験方法を定めているが、試験実施のための装置や具体的な手順は、試
験者が規格から読み取って準備・実施する必要がある。試験装置は特殊で
入手・製作が容易ではない上、細かなノウハウは試行錯誤的に獲得するも
http://sangakukan.jp/journal/
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のが少なくない。このため時間的制約を含めて一般的な病院施設では実施
が困難な場合も多い。また近い将来、能動的機器のように現在の規格の範
疇（はんちゅう）を超える対象物についても適合性を問われる可能性がある。

◆物理的背景を検討

このような背景をかんがみ、われわれは平成 18 年ごろより規格に記載さ
れた試験方法の物理的背景を詳細に検討し、試験装置を試作するとともに、
MR 適合性試験を実施できるよう技術・方法を確立してきた。図 2 はこれま
での成果物としての試験装置群である。さらに平成 21 年には装置・技術・
方法を民間企業である Bio View（バイオビュー）株式会社（本社東京）に移転
し、MR 適合性試験を事業化するとともに、医療機器メーカーからの受注
を得るに至った。
4 つの規格のうち F2052-06（磁気変位力）では、対象物の磁化率と静
磁界磁束密度の勾配の相互作用により対象物が引きつけられる力を扱う。
(a)
F2213-06（磁気トルク）では、対象物の磁化と静磁界の相互作用によって
生じる回転力を測定する。F2182-09（発熱）では、対象物の導電率と高周
波電磁界の相互作用による電流誘導に伴うジュール熱を測定する。また、
F2119-07（アーチファクト）では、対象物の磁化率・導電率と静磁界・勾
配磁界・高周波磁界の相互作用による磁界の乱れの結果生じる画像の乱れ
(a)
(b)
を測定する。これらの試験はまさに電磁気学の問題そのものである。この
ような試験事業におけるわれわれの強みは、電磁気学およびその一応用分
野である MRI を専門とする大学教員と、MRI による動物試験を業とするベ
ンチャー企業が結び付いて、基礎原理の検討から独自の MRI 環境を使った
試験の実施までを一貫して行うことができる点である。
このような試験の重要性を理解し、研究開発ならびに事業化の支援を行っ
ている先端医療振興財団の先見性も重要である。また平成
(c) 21 年度に科学技
(a)
(b)
術振興機構にご支援いただいたシーズ発掘試験では、特に試験装置・技術
が複雑な「磁気トルク試験」ならびに「発熱試験」に的を絞り、これまでの研
究室レベルの試作装置に改造を加え、さまざまな被検体に対する MRI 適合
性評価試験が実施できるよう試験技術・装置を整備することができた。

(b)

(b)

(c)

(c)

(d)

(d)

図2

◆世界の標準器の可能性

現在、わが国における MRI 適合性評価試験の本格的実施機関はわれわ
れのグループだけであるが、今後アジア諸国をはじめとして同様の試験
機関が現れてくる可能性がある。またこの分野で先行する米国でも ASTM
の 4 規格の歴史は浅く、FDA のガイドラインとして認められたのは一昨
年のことである。さらにこれらの規格の守備範囲は限定的であり、IEC
（International Electrotechnical Commission）に よ る 規 格 化 と 並 行 し て
ASTM 規格自体の改良も進められている。
このような中、今後の展開としてわれわれの目指すところは、IEC 規格
の策定ならびに ASTM 規格の改良に積極的に参画するとともに、試験装置・
技術の標準化にも尽力することである。特に日本独自の高精度な加工技術
を駆使した試験装置は世界の標準器となる可能性を秘めている。また現行
規格でカバーしきれない能動機器に対する試験装置・技術の確立も重要で
ある。われわれの強みを生かして、今後この分野で世界をリードするよう
努力を重ねていきたい。
http://sangakukan.jp/journal/
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 RI 適合性評価のための
M
試験装置概観
（a）磁気、変位力測定装置
（b）磁気トルク測定装置
（c）発熱測定装置
（d）アーチファクト測定装置

産学官連携ジャーナル Vol.6 No.6 2010

特集 2

ライフ・イノベーション

わが国における医療機器のデバイスラグと福島モデル

福島県では産学官連携プロジェクトを活用して医療機器に関する大学の研究成果を地元
の中小企業が事業化する例が相次いでいる。事業多角化を目的にした異業種からの参入
が中心だ。その産業創出手法は福島方式と呼ばれる。そのキーパーソンが報告する。

医療機器開発研究プロジェクトの多くは、優れた研究成果が生まれても、
ゴールである商品化を視野に入れていない。産学官連携といってもそれぞ
れの目的や役割が異なるので研究成果の評価や責任がクリアになっていな
い。欧米で新しい医療機器が次々に誕生するのは、医学と工学が融合し、
そこで熟成されるからである。わが国の研究プロジェクトの成果が海外で
医療機器として認可されている事例も多数認められる。デバイスラグの問

尾股

定夫

（おまた・さだお）
日本大学 工学部 教授
福島県立医科大学 特任教授
スウェーデン王立ウメヲ大学
名誉博士

題とあわせてわが国の医療機器産業創出の在り方が問われている。

◆出口を重視した事業体制

福島県では医療機器産業の創出、集積を目的に、平成 14 〜 16 年度に文

部科学省「都市エリア産学官連携促進事業（一般型）」、18 〜 20 年度に同「発
展型」に取り組んだ。17 年度が空いているが、このときは県が独自に「う
つくしま次世代医療産業集積プロジェクト」を推進し、
「発展型」につなげ
た。
都市エリアプロジェクトでは、Haptic（触覚）技術をコアとして、臨床現
場における触診の定量化のためのデバイスの開発と次世代機器への展開を
目指した研究を行い、数多くの研究成果を上げている。同プロジェクトの
特徴は徹底的に「出口」、すなわち事業化を目指したことである。事業統括
の福井邦顕日本全薬工業代表取締役社長（当時）と、事業化担当の小林利
彰ジョンソン・エンド・ジョンソン須賀川事業所長のリーダーシップが際
立っていた。
ヒアリングが毎月行われ、2 〜 3 カ月ごとに事業化推進会議が開催され
た。進ちょく状況が厳しく問われた。
「その結果では、論文になるかもしれ
ないがビジネスになるかどうか疑問」
「試作品は商品化に程遠い」
「このよう
な商品が売れますか」
「あなたの研究成果を医療機器会社が注目すると思い
ますか」
「このレベルの研究成果では、税金ドロボウと言われても仕方ない」
などなど。会議は毎回、4 〜 5 時間に及んだ。

◆研究者の意識の変化

3 人の研究リーダが戸惑いと反発を覚えたのは事実である。しかし、1 年

ぐらいたつと、研究の目的とビジネスの目的との融合を理解できるように
http://sangakukan.jp/journal/
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なり、研究手法にも影響を与えるようになった。新しい見方が生まれたこ
とは大きな発見であった。
プロジェクトの最終年度末までに商品化レベルに到達できない場合でも、
新たな要素技術が生み出されデバイスに活用した事例が数多く見られた。
さらに、国際的なビジネス展開を目指して、米国やドイツの国際医療機器
展示会に 4 〜 5 回参加した。研究成果のオリジナリティーや要素技術レベ
ルの高さが内外から注目を集め、参加した中小企業も反響の大きさに大変
驚いたようだった。
都市エリア産学官促進事業「発展型」を通じて形成された「福島モデル」の特徴は以下
の 3 つに集約される。
（1）産の論理を適用したこと
（2）要素技術を追求したこと
期間内で壮大なテーマの成果を出すことが困難と想定されたため、核となる要素
技術を抽出し集中することで成果を目指した。結果として、事業化の早期化や事
業可能性の拡大ばかりでなく企業との協業拡大につながった。
（3）連結ピンの存在があったこと
異なるパラダイム（目的、使命、役割、業務推進方式等）を有する産学官を結び
温度差を解消した。目的を共有化しベクトルを統一することで組織間のコンフリ
クトを排除しパワーを集約することができた。
※事業推進会議資料抜粋

◆世界初の医療機器用デバイス

都市エリアプロジェクトは研究成果の数多くの医療

機器用デバイスや要素技術が内外の企業に移転され
た。その中には、世界初の医療機器や医療機器用デバ
イスなどが多数ある。その一例を示す。
① 走査型 Haptic 顕微鏡（日本大学・P&M 社：写真 1）
は、細胞やがん組織をセンシングして弾性特性を 1
ミクロンレベルでイメージングする世界初の顕微
鏡装置である。福島県内の中小企業からスウェー

写真 1

走査型 Haptic 顕微鏡

写真 2

カフなし連続血圧計

デンの大学に販売されるなど、内外の再生医学や
バ イ オ 分 野 で 注 目 を 集 め て い る。2009 年 11 月、
日刊工業新聞社主催のモノづくり連携大賞を受賞
した。
② カフなし連続血圧計（日本大学・福島県立医科大
学：写真 2）は世界初のデバイスで、大学病院での
治験データを基に企業に技術移転される。
③ 医療福祉用ロボットハンド（福島大学）は世界初の
立体カムで構成されているのでトルクが大きく、
小型化にも優れている。立体カムの要素技術は内
外から注目されている。
http://sangakukan.jp/journal/
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◆連携の枠組みを継続

都市エリアプロジェクトは平成 20 年度末で終了し、研究成果の一部は県

の「平成 21 年度うつくしま次世代医療産業集積プロジェクト」に継続され
た。
県の事業とは別に、都市エリアで構築された産学連携の枠組みを参加メ
ンバーがその後も任意で維持している。かつての「事業統括」を中心とした
会議（研究リーダー、事業化担当責任者、事業コーディネータ：7 名）を現
在も手弁当で毎月開催し、研究成果のビジネス化についての進ちょく状況
やデバイスラグを解消するための方策などについて議論を行っている。

◆県立医科大学に医療工学講座

平成 22 年度から新しい産学官連携の事業がスタートした。福島県が福島

県立医科大学に「医療工学講座」を開設したのである。同大学附属病院と連
携して医療機器の臨床テストを行い、事業化を促進するのが目的である。
具体的には、臨床試験に必要な条件やその安全性、信頼性などをチェック
しながら、
「承認」につなぐ橋渡し的な役割を担う。医科系大学の臨床系に
シフトした形で開設された工学的な研究機関としては、わが国で最初の機
関でもある。筆者が同講座の教授を兼務する。
上記の新プロジェクトを支えるため、県は同学内に「ふくしま医療—産
業リエゾン推進室」を設けた。わが国では珍しい試みだが、スウェーデン
やフィンランドなどでは医療機器の開発研究と商品化を目指す治験体制が
一体化しているのが普通である。
医療機器産業は医学と工学の融合土壌から生まれる高付加価値産業であ
る。福島モデルから生み出された新しい医療機器用デバイスや独創的な診
断技術、脳内血管治療用デバイスは、米国、ドイツ、スウェーデン、ノル
ウェーなどの企業から福島大学や日本大学工学部に技術移転の申し入れが
ある。ぜひ、福島県をバイオメディカル産業の拠点とし、世界に発信でき
る新しい医療機器を生み出したい。
米国カリフォルニア州のシリコンバレーやサンディエゴのバイオメディ
カル産業のように、日本でも医療産業集積地ができれば、医療機器開発研
究から治験レベルまでの一貫した医療工学体制を構築できる。そうなれば
デバイスラグの解消も可能で、医療機器産業を創出するスピードも今まで
以上に速くなる。

http://sangakukan.jp/journal/
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長崎県の官民組織が上海から医療旅行誘致へ

海外からの観光客を増やす方策の 1 つとして、健康診断・治療を主目的としたメディカ
ル・ツーリズム（医療観光）が注目されている。長崎県内で実証実験が行われた。

長崎県は蘭学以来の西洋医学発祥の地として世界的な医療水準、全国有
数の医療規模を持っている。また、本県は観光資源が豊富で観光立県を目
指している。こうした伝統と条件を生かし、長崎県内の官民が連携して、
中国の上海からのメディカル・ツーリズム（医療観光）の誘致を目標とした
実証実験を、平成 21 年 7 月から実施した。上海市を対象としたのは、同市
と本県は地理的、歴史的にも長く深い縁を持っているからである。内閣府・
内閣官房による平成 21 年度「地方の元気再生事業」採択事業として行った。

小澤

寛樹

（おざわ・ひろき）
株式会社アンド・メンタル
代表取締役
長崎大学大学院 医歯薬学総合
研究科 教授（精神神経科学）

◆人材養成が課題

事業の実施に当たっては官民各団体から成る連合企業体「ナガサキ・ウェ

ルネス・ポート推進協議会」を設立した。基本方針等を策定後、まず本格
的な現地調査に入った。数回に及ぶ現地調査でツアー内容を企画検討し、
催行への協力者、協力団体を確保。12 月初旬に検診を担当するクリニック、
長崎でのツアー催行旅行社の担当者等による上海での事前説明
会を開催。ツアー参加者募集を開始した。
平成 22 年 1 月に参加への申し込みが 9 名に達し、1 月 29 日
（金）〜 2 月 1 日（月）の 3 泊 4 日の行程を実施した。ツアー行程
内容は長崎市内のリゾート施設宿泊、PET/CT 検診、長崎市内
と雲仙等近郊の観光地散策等を含む。ほとんどの参加者は長崎
を初めて訪れるということもあり、変化に富む美しい山々や海、
新鮮な食材を使った食事、PET/
CT による検診などの各予定を十

上海説明会

分満喫して、全員無事に帰国の途
に就いた。今後の課題としては、
受診者と医療担当者間のコミュニ
ケーションを円滑に取り結ぶため
の医療通訳者や、医療と観光双方
で申し込みや日程構成や送迎・随
行等のきめの細かい旅行業務を行
うツアー・アテンダントの養成、
そしてそれらのマネジメント体制
の構築などが挙げられる。
http://sangakukan.jp/journal/
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中小企業と専門学校の産学連携
−大阪産業創造館がマッチング−

専門学校は、産学連携の主体となることが少なかったが、大阪産業創造館は仲介役とし
て専門学校と中小企業の連携を進めている。学校のシーズを企業で事業化する連携と同
時に、学校のニーズと企業のシーズを結び付けるという、双方向のベクトルで取り組ん
でいる。

◆可能性有する連携主体

産学連携の主体は大学や研究機関に限ったことではない。
「学」の世界に

は現場力、実践力を養い各分野のスペシャリストを育成する専門学校とい
うプレーヤーが存在する。少子化や大学の専門化といった厳しい要因があ
り学校間の競争は激しいが、専門分野での技術・知見、即戦力となる人材

竹内

心作

（たけうち・しんさく）
財団法人大阪市都市型産業振興
センター 大阪産業創造館
経営革新支援プロジェクト
プランナー

の養成、学校間のパイプでは、ほかの教育機関にも劣らないポテンシャル
を有している。
専門学校がこの高い潜在能力を持っていながら、産学連携の主体となる
ことが少なく、とりわけ中小企業と相互に連携するという取り組み事例が
わずかだったのには、次のような理由が考えられる。連携にかかる資金の
不足、専任担当者を置いていないこと、長期的な連携ビジョンが確立され
ていないことなどである。そして最も大きな要因として「連携して新しい
ものを創造する」という動き出しがそもそも緩慢であったということが言
えよう。

◆産学連携の好循環へ

大阪産業創造館 *1 は、上記のような阻害要因を取り除き、企業と結び付

けることが新しい産学連携の分野を生むと考え、仲介役として大阪府下専

*1：大阪産業創造館
http://www.sansokan.jp/

門学校と中小企業のマッチング事
業に着手した（表 1、写真 1）。
本 事 業 の 特 徴 は、
「 学 」の 研 究
シーズを企業で事業化するという
一方向のベクトルではなく、上述
と同時に「学」のニーズと企業側
のシーズ（各社のサービス、商材、
システム等）を「ビジネス提案」と
いう形で結び付け、双方向のベク
トルにアレンジしたことである。
これにより両者のニーズとシーズ
が効率的に活用され、お互いの強
みが有機的に結び付いた補完関係
http://sangakukan.jp/journal/

【専門学校と中小企業マッチング事業の概要】
1．事業主体
大阪産業創造館（財団法人 大阪市都市型産業振興センター）
2．事業名
パートナー双方向募集 “ドリームタッグ”
3．枠組み・仕組み
・参加専門学校が大阪産業創造館を通して「ニーズ」と「シーズ」を発表。
「ニーズ」の例：学校の知名度を上げたい、授業で使える新商品が欲しい、など
「シーズ」の例：学生の若いセンスやアイデア、各専門分野での技術、知見、など
・中小企業が上記ニーズに対しては自社のサービスや商品を「ビジネス提案」、シーズ
に対しては自社の経営課題を解決すべく「ソリューション要望」として書類を作成し、
大阪産業創造館に提出。
・大阪産業創造館が中小企業と面談し、案件をブラッシュアップ。寄せられた案件を
整理し、体系化した上で各専門学校に提出。
・各専門学校が案件の内容を審査し、面談する企業を選定。
・大阪産業創造館が間に入り、面談スケジュールの調整、当日のコーディネート。

表1
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を構築することが可能になった。
具体的には、ある専門学校が有するシーズ「栄養の
分野で学んだ学生たちとの新メニュー開発」に対して
は、多店舗展開する飲食店がオファーを出した。一方、
専門学校の抱えるニーズである「卒業生とのつながり
を維持できるアイデア」に対しては、SNS（ソーシャ
ル・ネットワーキング・サービス）をシステム構築で
きる企業が名乗りを上げた。
また事業を実施していく中で中小企業、専門学校と
もに「連携したかったが、方法が分からなかった」と
いう潜在的なニーズが存在していたことにも気付かさ
れた。

写真 1

専門学校と中小企業のマッチング風景

◆専門学校ならではの成果事例

本事業には福祉、デザイン、調理、建築などそれぞれ専門分野の異なる

10 校が参加した（表 2）。中小企業の側からすると連携でき
るフィールドが広く、成果事例に関してもさまざまな領域か
ら報告がなされた。
専門学校のシーズを活用するパターンとしては、シャン
プーなどの容器製造会社がバンタンデザイン研究所大阪本校
と若者向けデザインの容器を共同で開発を開始した事例、ネ
イルアート用の粉粒体販売会社が大阪デザイナー専門学校と
新しい画材の研究を進める事例などが出てきている。

● 参加専門学校一覧
・ECC 国際外語専門学校
・大阪デザイナー専門学校
・大阪バイオメディカル専門学校
・大阪保健福祉専門学校
・大阪リハビリテーション専門学校
・中央工学校 OSAKA
・辻学園調理・製菓専門学校／辻学園栄養専門学校
・バンタンデザイン研究所 大阪本校
・ビジュアルアーツ専門学校
・ホスピタリティ ツーリズム専門学校 大阪

また専門学校のニーズを満たすパターンでは、学校がオー

表2

参加専門学校一覧

プンキャンパスで配布するノベルティーを、交流を通じて
知った雑貨製造会社から導入した事例、卒業後独立開業する学生向けの財
務講座をコンサルティング会社が受け持つなどの事例が挙がっている。
専門学校との産学連携は、事業化までのスピードが速いことが特徴であ
る。今後さらなる成果の確認が期待できる。

◆今後の展開

専門学校を取り巻く環境は、変化のただ中にある。今後は高校生へのア

プローチに加え、社会人や留学生をより意識した展開が必要になる。また
出口としての就職、キャリア形成の支援にも注力しなければならない。
今回、専門学校を主体とした産学連携事業に取り組み、潜在的なニーズ、
可能性の掘り起こしには寄与できたように思うが、連携主体の変化に応じ
てプログラムも変化し続ける必要がある。
このスキームが中小企業の支援機関や団体などによって活用、ブラッ
シュアップされ、産学連携の輪が大きく広がることを願っている。
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緑豊かな地球への回帰に挑む
〜コケのチカラが都市の砂漠化を救う〜

苔（コケ）の一種、スナゴケの建築物の人工緑化用植物としての高い適性に着目し、そ
の人工培養技術を実用化している大阪府立大学発ベンチャー企業がある。ビルの屋上な
どに利用できる緑化ユニットとして販売している。

当社は、大阪府立大学大学院生命環境科学研究科の村瀬治比古教授（当
社取締役）により、2004 年 4 月に設立された大学発ベンチャーである。既
存の人工緑化植物（芝・セダム等）の抱える課題を解消し得る “コケのチカ
ラ”をもって都市を冷やすことで「ヒートアイランド現象の緩和に貢献する」
ことを目指している。これまで続けてきた研究開発の成果に息吹を与える
形で、ついにスナゴケの人工培養技術を実用化。開発した緑化ユニット
「COOL MOSS：クールモス」で、商業・オフィスビルや工場などさまざま
な用途に対応した本格的な事業展開を進めている（写真 1）。

山下

和貴

（やました・かずたか）
株式会社ヴァロール
代表取締役社長

◆緑のネットワーク形成

近年の目覚しい経済成長は、人類に多大な経済的利益をも
たらす一方、豊沃（ほうよく）な大地と緑の空間を瞬く間に奪
い、都市の風景を無味乾燥なコンクリートジャングルに変貌
（へんぼう）せしめた。その代償として地球温暖化や生物多様
性喪失など、さまざまな環境問題に直面しており、特に都市
写真 1
圏においては、ヒートアイランドのように局地的な異常気象
が発生するなど、その影響たるやますます深刻さを増している。そこで、
地球市民たるわれわれには、
「人と自然の調和」を視野に入れた「環境共生都
市」への回帰が求められている。その実現に向けては、行政・企業・市民
が緊密な連携を図り、
「緑のネットワーク」を形成して
1．物理的環境改善効果
いく必要がある。
周
辺
効
果

◆屋上緑化の効果

環境緑化は、地上緑化と建造物緑化とに大別され
るが、景観緑三法（工場立地法等）により、一定規模
の敷地に対する緑化義務が法的に強化される中、特
に大都市圏の施設等では、地上だけで緑地面積を確
保することが極めて困難な状況となっている。緑地
の増進は植物の光合成活動による CO2 固定にとどま
らず、多様な環境改善効果をもたらすものであり、
その代表的な導入効果の体系を示す（表 1）。

直
接
的
な
効
果

・夏季の室温の上昇抑制／騒音の低減

2．生理・心理効果
・豊かさ・安らぎ感の向上
1．建築物の保護効果

経
済
的
な
効
果

・酸性雨や紫外線などによる防水層などの劣化防止
・建物の膨張・収縮による劣化の軽減
2．省エネルギー効果
・夏季の断熱，冬季の保温
3．未利用スペースの利用による宣伝・集客の効果
・イメージアップ／従業員等の厚生施設

社
会
的
な
効
果

都
市
の
環
境
改
善
効
果

1．環境低負荷型の都市づくりに貢献する効果
・都市気象の改善（ヒートアイランド現象の緩和）
・省エネルギーの推進（エアコンにかかる電力の低減等）
・空気の浄化（CO2，NOx，SOxの吸着等）／雨水流出の遅延・緩和
2．自然共生・資源循環型の都市づくりに貢献する効果
・都市の快適性の向上（うるおい，安らぎ感の創出）
・リサイクル資源の有効利用（下水汚染，廃コンクリート等）

表1
http://sangakukan.jp/journal/
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屋上緑化（当社施工例）

屋上緑化の効果（出典：国土交通省）

表１ 屋上緑化の効果（出典：国土交通省）

建物緑化の需要予測
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（単位：㎡）
1,000,000

◆スナゴケの特徴

当社が緑化用途に採用しているスナゴケ（砂苔）とは、キボウシゴケ科シ
モフリゴケ属に分類され、日射量の豊かな砂地や岩面に群落を形成する。
水分を含むと茎葉体が広がって鮮やかな緑となり、蒸散するとそれを上方
に巻き込んで耐乾燥性を高める。このように保水状態に即して形状を変え
ることができる能力が、乾燥しやすい立地における生育を可能にしている
と言える（写真 2）。
すなわち、耐乾燥性と好日性に優れた特徴を持っており、
これが、植物の用途としてはとりわけ過酷とされる建造物緑
化に利用されるケースが飛躍的に増加しているゆえんである。
また、根がなく土壌が不要であることから、大幅な軽量化
につながっており、これまでの屋上・壁面緑化マーケットに
新たな地平を拓くものとなっている。
写真 2

◆コアコンピタンス

 ゾスナゴケ（Rhacomitrim
エ
canescens brid）

自然環境において需要に応えるべく増産を進めるには、大
規模圃場等が不可欠となるが、コケ育成には数年という長い年月がかかる
上、気候の影響により収穫量が安定しない等の課題を抱えていた。そこで、
当社は、研究開発を進めながら、事業の根幹を成すコケの高速大量培養技
1．物理的環境改善効果
術（特許登録済み）を磨いてきた。
周
・夏季の室温の上昇抑制／騒音の低減
辺
効 2．生理・心理効果
当社は、閉鎖系生産ならではのメリットを生かし、次のような優位性を
果
・豊かさ・安らぎ感の向上
形成するに至っている。
直
接
1．建築物の保護効果
1．生産期間をわずか 4 カ月に短縮している
的
・酸性雨や紫外線などによる防水層などの劣化防止
な
経
2．品質管理の要諦（ようてい）であるバラツキ抑制を実現している
効
済
・建物の膨張・収縮による劣化の軽減
果
的
●参考文献
2．省エネルギー効果
この技術優位をマーケティングにおける最大の武器として需要開発に努
な
効
・夏季の断熱，冬季の保温・ 山 下 和 貴．STOP THE 温 暖
化！〜 “緑豊かな地球への回
果
めており、本年度において、既に生産能力をしのぐ受注を獲得している。
3．未利用スペースの利用による宣伝・集客の効果
帰” に挑む植物工場．SHITA
それを見越して、今夏より生産能力を 5 倍に高めた新工場を稼働させる
・イメージアップ／従業員等の厚生施設
シンポジウム 2010．
・ 山 下 和 貴． 高 収 益 LED 植 物
1．環境低負荷型の都市づくりに貢献する効果
ことになっているが、これは遊休施設を抱える企業に対してプラントを販
都
工場の可能性．農業情報学会
市
・都市気象の改善（ヒートアイランド現象の緩和）
社
2009 年度研究発表会．
の
売することによる委託生産方式を採っているところに大きな特徴がある。
会
・省エネルギーの推進（エアコンにかかる電力の低減等）
・Jai-Eok PARK; Kazutaka
的
な
効
果

環
境
改
善
効
果

YAMASHITA; Haruhiko
・空気の浄化（CO2，NOx，SOxの吸着等）／雨水流出の遅延・緩和

MURASE. Study of
effective lighting
・都市の快適性の向上（うるおい，安らぎ感の創出）
methods for Sunagoke
建造物緑化分野の市場規模は、大手調査機関のマーケットリポートによ
moss culture. JSABBES
・リサイクル資源の有効利用（下水汚染，廃コンクリート等）
conference in Fukuoka,
ると、年間 500 億円前後と推計されている。また、昨今の環境トレンドか
表１ 屋上緑化の効果（出典：国土交通省）
2009.

◆事業展望

2．自然共生・資源循環型の都市づくりに貢献する効果

ら注目を集めているマーケットであり、将来性が大変豊かな分野とされて
いる（表 2）。
建物緑化の需要予測
当社は、地球温暖化という社会問題の解決に貢献するこ （単位：㎡）
1,000,000
とを事業コンセプトに高らかに掲げ、生産能力を凌駕（りょ
800,000
うが）する潜在需要の顕在化に精力を傾けた上で、その実
600,000
現のために「植物工場」をもって他社の遊休施設の再生に
400,000
もつなげるというアプローチで、一定の採算性の確保に成
200,000
果を上げている。
0
今後も、さまざまな連携を通じて生み出すスナゴケ緑化
2008
2009
2010
2011
2012
ユニット「COOL MOSS」の普及をもって、
「緑豊かな地球へ
表 2 屋上・壁面緑化の需要予測
（出典：矢野経済研究所）
の回帰」に貢献できれば、これに優る喜びはない。
表２ 屋上・壁面緑化の需要予測（出典：矢野経済研究所）
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中小企業の「産学連携」活用法

福島電機が太陽光発電関連機器を製品化
財団法人神奈川科学技術アカデミー（KAST）は県内の企業や大学の連携促進を担ってい
る。ここで紹介するのは KAST の知的財産活用促進コーディネート事業で携わったもの
である。先端技術を目指しながらも、連携の中で学んだ公知の技術を、足元の経営に役
立てていく中小企業のたくましさを教えてくれる。

電子機器製造業の福島電機株式会社（神奈川県川崎市）が、新規事業分野
の太陽光発電関連機器の新製品を相次いで開発し、事業化している。学生
向けの学習キットやエンジニア向け太陽電池パネルシミュレーターだ。こ
の 2 〜 3 年、大学から依頼された試作品製造を通じて習得した太陽光発電
の知見や技術と、本業である一般エレクトロニクス技術を組み合わせてつ

雨森

千恵子

（あめのもり・ちえこ）
財団法人 神奈川科学技術アカデミー
イノベーションセンター
産学協働グループ 主査

くったオリジナル製品だ。平成 20 年度から大学とモジュール開発で共同研
究を行っているが、事業化に時間がかかるのは確実。そこで、大学と連携
した月日で学んできたことを詰め込んで、
「今日の飯のタネ」になる製品を
さっさとつくり出したわけである。

◆東京工芸大学の研究テーマとの出会い

大学との連携がスタートしたのは平成 18 年。財団法人神奈川科学技術ア

カデミー（KAST）が、太陽光発電に関する装置の「試作」をしないか、と提
案した。同社が新しい事業を探していた時だった。KAST が同社に引き合わ
せたのは、東京工芸大学工学部 *1 でパワーエレクトロニクスを専門とする
松井幹彦教授であった *2。
当時、まだ大学の特許出願は少なかったが、松井教授は特許出願を果た
していた。同教授が教育、研究と並ぶ大学の使命である「社会的な貢献」に
理解が深い点も協働するにはぴったりであった。また、過去に同研究室で
勉強した中国や韓国の研究者との交流が盛んで、自然エネルギーの利用に
関する情報が集まっていた。
福島電機に依頼したのは、松井教授オリジナルの最大電力点追尾機能
（MPPT）が付いたバッテリー充電器の実験回路作製と実装だった。同社に
とって、パワーモジュールは初めてだったので、既存の製品や研究に関す
る論文の比較、シミュレーション、パラメータの検討など、研究に入り込
んでの勉強が必要であった。平成 19 年度には、太陽電池パネルから変換し
た直流を家庭と同じ AC100V に変換するパワーコンバーターの試作に移っ
た。シミュレーションと実際の動作の違いを埋めるのに苦労したが、実用
化できるという手応えを得た。
そして平成 20 年度、KAST のコーディネートの下、
「試作企業」ではなく
「共同研究企業」として独立行政法人科学技術振興機構（JST）の地域ニーズ
http://sangakukan.jp/journal/
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*1： 東 京 工 芸 大 学 は、 昭 和 52
年までは東京写真大学という名
称だった。その歴史を象徴する
ように、芸術学部と工学部の 2
つの学部で構成されるユニーク
な 大 学 で あ る。 神 奈 川 県 に は、
厚木キャンパスが立地する。同
大学の産学連携は、平成 19 年
度に独立行政法人工業所有権情
報・研修館から大学知的財産ア
ドバイザーの派遣を受けたこと
で大きく進展し、知財ポリシー
策定、職務発明規程整備などの
知的財産に関する体制を固めた
後、20 年 度 に 産 学 連 携 ポ リ シ
ーを策定、産学連携委員会が本
格始動した。
*2：KAST の「 知 的 財 産 活 用 促
進コーディネート事業」は、大
学の研究に実用化への道筋を
つけること。簡単に言えば、企
業が興味を持って「自社で導入
できるかちょっと検討してみよ
うか」と振り向いてくれるとこ
ろまで持っていくことを目的と
している。この時は、松井教授
の研究を実用化したいと応援し
て い た た め、 資 金 と と も に 試
作 企 業 を コ ー デ ィ ネ ー ト し た。
KAST の福島電機訪問は、財団
法人川崎市産業振興財団の協力
による。
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即応型（平成 20 〜 21 年度）へ東京工芸大学と一緒に応募することになった。

◆競争的資金の獲得と製品開発

同社は川崎市の補助金を活用したことはあったが、国の競争的資金への

申請は初めて。府省共通研究開発管理システム（e・Rad）への登録、
「研究
機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づ
く体制整備などを、技術部長が自ら整えなければならなかった。マンパ
ワーの少ない中小企業ではこうした業務が大変である。
見事採択された課題は「個人住宅用太陽光発電のための小型高効率 AC モ
ジュールの開発」。技術的には、平成 18 年度に経験した MPPT と、19 年度
に経験したパワーコンバーターを合わせたもので、部屋ごとに設置できる

【福島電機株式会社】
昭 和 32 年 設 立。 従 業 員 は
45 人。テレビ放送関連機器
の加工組立からスタートし、
心電計やベッドサイドモニ
ターなどの医療機器の受託
製造、プリント基板実装の
大量生産などに業務範囲を
広げてきた。テレビ放送の
分野でデジタル化への移行
に伴って獲得した画像圧縮
や信号処理のノウハウを生
かし、携帯電話やパソコン
分野にも進出してきた。

中規模太陽光発電システムを目指すことになった。
とはいえ、一般的にこうした産学共同の研究開発は、すぐにはビジネス
に結び付かない。採択されたテーマで目指す製品は、技術開発のほかに、
家庭用コンセントにつなぐための許認可といった課題もある。

◆太陽光発電の仕組みを学ぶキット

そこで、すぐにビジネスに結び付く製品として 2009 年 9 月に代理店を

通じて販売を開始したのが学生向け学習キットである。名称は「太陽光発
電・充電学習システム SPL − 31」
（写真 1）。太陽電池パネル
から取り出したエネルギーを電気に変換し、回路を通じて
電池に充電するという流れを勉強するためのもので、最も
苦慮し工夫を重ねたのはテキストの内容だそうであるから、
目新しい技術を使ったものではない。1 台 40 万円を切る価
格設定で、高等学校や高等専門学校、大学を対象に今年は
数百台の販売を目指す。
福島電機の福田嘉明技術部長は「大学との連携が 4 年にな
り、今では連携で培ったものを弊社の事業の新しい柱の一

写真 1

太陽光発電・充電学習システム SPL-31

本に育てていこうとしている。産学連携を続けていると知
識を得るばかりでなく、その分野の先まで見えてきて事業化アイデアにつ
ながるものだと実感した」と語っている。その言葉通りアイデアは次々と
わいてきて、本年に入り太陽光発電関係の第 2 弾、エンジニア向け太陽電
池パネルシミュレーターの販売を開始した *3。

◆太陽光発電を事業の新たな柱へ

太陽光発電は成長産業であるが、工場用や家庭用は大企業が力を入れて

いる。福島電機は教育現場や開発現場に製品を投入して徐々に認知度を高
め、将来は太陽光発電周りの各種システム開発・製作の受託にまで事業を
広げる戦略だ。認知度向上のため「soldio」というブランドをつくった。そ
のロゴマークは、デザイナーでもある福島利樹常務がデザインし、初めて
の商標登録も行った。近々、第 3、第 4 のオリジナル製品を市場投入予定
で、ブランド戦略に弾みをつける。
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*3：実際の太陽電池パネルを使
って発電し関連機器（コンバー
ターやバッテリーなど）のシミ
ュレーションをしようとすると、
天候に左右される。屋外で疑似
太陽光を用いる方法（ランプを
照射）もあるが、場所を取り装
置が大掛かりになる。このシミ
ュレーターは、太陽電池パネル
と同様の電圧・電流特性で安定
発電をする装置である。想定し
ているユーザーは太陽電池応用
機器の設計・開発をする企業や
大学・研究機関。大手企業の研
究所からの引き合いが比較的多
いという。
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「天文台のあるまち」三鷹からの発信
〜人財育成で科学を文化に〜
大朝

東京都三鷹市が地域の大学・研究機関と連携して開いている市民講座は、市民＝人財育
成の場である。その 1 つ、市内にある国立天文台との協働では、科学映像クリエータ、
科学プロデューサを養成している。これまでに計 63 人が修了し、地域のさまざまなイ
ベントの企画・運営に携わっている。目指しているのは「科学を地域の文化に」だ。

摂子

（おおあさ

せつこ）

三鷹市企画部企画経営課 副主幹／
NPO 法人三鷹ネットワーク大学
推進機構 事務局次長

◆三鷹ネットワーク大学とは？

三鷹ネットワーク大学は、国立天文台や国際基督教大学をはじめとする
15 の教育・研究機関と三鷹市が NPO 法人を設立して運営する「新しい地域
の大学」であり、
「民学産公」協働の取り組みである（写真 1）。
2009 年度の実績では、1 年間で 148 件 591 コマ（1 コマは 1.5 時間）の
講座等を企画・実施し、延べ 1 万 1,000 人を超える人々が参加している。
受講者アンケートによる講座の満足度は平均で 85％。2010 年 3 月末現
在で約 4,600 人の登録受講者は、20 代以下 13.1％、30 代 18.2％、40 代
20.4％、50 代 15.3％、60 代 15.8％、70 歳以上 10.0％（無回答 1.9％）と、
各年齢層にバランスが取れた年齢構成となっていることに特徴がある。
受講者登録時に、関心がある分野についてアンケートを行っているが、
約 28％が「天文学」を選択している。また、上記 148 件 591 コマのうち、
61 件（約 41.2％）92 コマ（約 15.6％）が天文学や数学、物理学や生物学な
どのサイエンス系講座である。特に、国立天文台と協力して開催している
「星のソムリエみたか・星空案内人養成講座」や「アストロノミー・パブ」な
ど、市民と研究者がかかわりを持ちながら展開する講座は、市民 “人財” 育
成のための、新たな形式の学びである。

◆国立天文台「宇宙映像利用による科学文化形成ユニット」で
進める人財養成

教育・研究機関の最先端の知を地域社会に生かす試みとしては、国立天
文台との協働が典型的な例と言えるだろう。三鷹市は 2007 年 7 月から、
国立天文台の科学技術振興調整費「宇宙映像利用による科学文化形成ユニッ
ト」
（科学文化形成ユニット）を連携自治体として支援し、その採択に合わ
せて、地域再生計画「科学技術・科学文化によるまちづくり・ひとづくり
プロジェクト」を内閣府に提出して取り組んでいる。前述の「星空案内人養
成講座」等での人財育成はこの地域再生計画の一環であり、
「天文台のある
まち三鷹」として、
「科学文化でまちづくり」を目指す三鷹市の、未来に向け
た取り組みである。

写真 1 三
 鷹ネットワーク大学
（上）外観、
（中）教室、
（下）ラウンジ

◆「科学映像クリエータ」
「科学プロデューサ」の養成

「科学文化形成ユニット」で養成される人財は、
「科学映像クリエータ」と
http://sangakukan.jp/journal/
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「科学プロデューサ」の 2 種類がある。
「科学映像クリエータ養成コース」で
は、国立天文台の特徴的な知財である豊富な宇宙コンテンツを使った映像
制作を行える人財として 10 回程度の座学と 3 カ月間の修了制作が課される
プログラムである。また、
「科学プロデューサ養成コース」は主に、宇宙映
像に関するさまざまなニーズに対応し、実際に契約や導入支援等を含めた
営業要員としての活動が可能になることを習得すべきスキルとして設定し
ている。科学プロデューサとしての基礎知識を習得する「科学プロデュー
サ入門」と営業や起業の基礎を学ぶ「SOHO 起業講座」の両講座を 17 週間に
わたって履修するほか、ビジネスプランの作成や実習が課せられるプログ
ラムである。
2009 年度末の段階で、科学映像クリエータは 2 期 18 人が、また科学
プロデューサは 5 期 45 人の計 63 人が修了している（表 1）。科学映像クリ
エータでは、プラネタリウム番組の映像 人材養成のカテゴリー（コース等）
養成修了者数（3 年目）
を手掛けたり、科学関連のウェブや冊子
科学映像クリエータ
18 人
のデザインを担当するなど、作品を発表
科学プロデューサ
45 人
する機会が増えつつある。また科学プロ
合 計
63 人
デューサは、国立天文台が主体となって
表 1 科学文化形成ユニット修了生実績等
開催している「東京国際科学フェスティ
バ ル 」や、 フ ェ ス テ ィ バ ル に 協 力 し て
2009 年度から開催している「三鷹の森 科学文化祭」の中で、さまざまな
イベントの企画・運営に携わるなど、活動が芽生え始めている。

5 年間の目標
36 人
72 人
108 人

◆三鷹市が目指すもの

三鷹市自治基本条例では市民の定義を「市内に住み、又は市内で働き、
学び、若しくは活動する人」としている。地域再生計画での人財育成で養
成された人財には、養成修了後も「在活市民」として、三鷹市に深くかか
わって活動することが望まれている。地域社会と一般市民が「科学文化形
成ユニット」修了生に求める要素は、科学を正しく理解しているだけでは
なく、分かりやすく伝えることができる人財であり、自分たちが活動する
だけではなく市民や地域の産業界の活動を支えることができる人財であり、
科学を「専門家のため」だけではなく「市民／地域社会のため」のものにでき
る人財である。
昨年度から始まった「三鷹の森 科学文化祭」のメーンイベント「みたか
太陽系ウォーク」は、三鷹市の地図に 13 億分の 1 に縮尺し
た太陽系の軌道図を乗せたマップを使い、商店会等の協力
のもと、各惑星等のエリアに分かれた店舗を巡りながら、
太陽系の大きさを実感するスタンプラリーである（写真 2）。
三鷹市と三鷹ネットワーク大学の共催で開催したこのイベ
ントの企画やマップ等の制作には、複数の修了生がかかわ
り、地域ニーズに合わせた科学文化の醸成に一役買ってい
る。彼らの活動はまだ芽吹いたばかりだが、三鷹という土
壌にしっかり根を下ろし花を咲かせ、果実を実らせる活動
へと育ってもらいたいと願っている。
写真 2
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高齢化日本一の村から さわやかな“高周波”の風

高周波回路の受託設計・開発などを行うアイラボラトリーの拠点は群馬県南牧村。
「高
齢化率日本一」の同村から、元気でさわやかな声を贈ります。

◆人口 2,700 人の群馬県南牧村

私が住んでいる南牧村（なんもくむら）は、群馬県の南西部に位置する人

口 2,700 人ほどの小さな村です。面積の約 90％が森林で自然に恵まれたと
ても良い環境です（写真 1）。私が現在の夫と一緒になるために一大決心を
して東京から南牧村に移ったのは平成 15 年の秋、ちょうどそのころにモス

市川

古都美

（いちかわ・ことみ）
アイラボラトリー

ラのようなガが異常発生してとても怖かったのを覚えています。その 2 年
後、平成 17 年の国勢調査で三重県紀和町
と並び「高齢化率日本一」となりました（高
齢化率 53.4％）。現在では高齢化がさらに
進 み、65 歳 以 上 が 人 口 の 56.49 ％（ 平 成
21 年 4 月 1 日現在）です。

◆夫婦で二人三脚

夫は平成 11 年に、生まれ育った南牧村

で事業を始めました。屋号はアイラボラ
トリー *1。業務内容は高周波回路 *2 の受託
設計・開発です。
最初は 6 畳のプレハブ 2 棟。1 つは事務
所、もう一方を実験室として使っていた
ようです。畑の真ん中にあるその 2 棟の
プレハブ小屋は夏は暑く冬は寒かったと
聞きました。40 歳を目前にした夫には大

写真 1

変過酷な職場であったに違いありません。

南牧村

私が南牧村に来る少し前に事務所が新しく建てられ、広く快適な環境に
なっていたのは本当に良かったと思います。私自身も東京では高周波回路
の仕事に携わっていたので、夫の助手としてすぐに二人三脚で仕事をする
ことができました。

◆群馬アナログカレッジでの出会い

その後、アイラボラトリーでは受託設計・開発以外にも高周波回路に関

係するコンサルティング、講演、執筆などさまざまな活動をするようにな

*1：アイラボラトリー
URL：http://www1.sphere.
ne.jp/i-lab/

*2：高周波とは一般的に周波数
の高い振動や波動を言い、この
周波数帯の回路を高周波回路と
呼 ぶ。 携 帯 電 話、GPS、 無 線
LAN、キーレスエントリーシス
テムなど、電波を利用したさま
ざまなシステムの中に高周波回
路が組み込まれている。

りました。産学官連携によるアナログ技術人材育成事業における活動もそ
http://sangakukan.jp/journal/
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の 1 つです。平成 17、18 年度、群馬県、群馬大学、産業界によるコンソー
シアムが、経済産業省の産学連携製造中核人材育成事業を活用してアナロ
グ技術人材育成に取り組みました。その成果を引き継ぎ、19 年度からは県
が群馬大学、産業界と連携して同技術者育成の講座「群馬アナログカレッ
ジ *3」を実施してきました。私たちは平成 17 年度のカリキュラム開発にか

*3：群馬大学が運営委託を受け
て各種講座を実施。
URL：http://www.el.gunma-u.
ac.jp/gain/

かわり、18 〜 21 年度の講座では夫が講師として、私は実習の助手として
参加をさせていただきました（写真 2）。
実習を通じて受講生同士の絆（きずな）も深まり、講座終
了後には自然と修了生と講師のネットワーク *4 もでき、定期
的に交流会を開催するまでになっています。
第 1 回の講座の修了生である小山誠氏を中心に、今では友
人・知人の技術者も参加するようになりました。交流会を重
ねるごとに参加者も少しずつ増え、毎回新しい出会いがあり
ます。私はここ数年のいろいろな人との出会いに多くの刺激
を受け、新しい活動を始めました。1 つは、尊敬する技術者
にインタビューをしてウェブ上に掲載すること。もう1つは、
昨年から当社のホームページ上で教材の販売を始め、売り上
げの 5％を群馬県内の児童養護施設などに寄付をすることに
しました。年齢や立場の異なる人たちと接することで、新しいア
イデアが生まれるのだと実感しました。やりたいと思ったことを
すぐに実行できるのも個人事業の良いところです。
群馬大学ではアナログカレッジの経験をもとに、アナログナ
レッジ養成拠点 *5 としての新しい活動も行っています。アナログ
回路はキーの技術であるにもかかわらず、日本では技術者の絶対
数が不足していると言われています。当社が得意としている高周
波回路もアナログ回路の一部です。このような人材育成活動から、

写真 2

高周波回路講座の座学風景

群馬アナログカレッジの募集人数は各講座
とも 15 名。企業に入社して 3 〜 10 年程度
の中堅電子回路技術者が対象です。高周波
回路の基礎理論と各種回路の基礎知識につ
いて座学で学んだ後、各種高周波回路（ス
イッチ、アンプ、フィルタ、ミキサ、検波
回路、発振回路）の設計、実装、調整、評
価を受講生各自がすべて 1 人で行います。
高周波回路への理解を深め、現象を論理的
に理解することで受講生の実務能力が高ま
ります。

多くの優秀なアナログ技術者が日本で活躍する日が訪れるかも知
れません。

*4：アナログエンジニアネット
ワーク
URL：http://www.el.gunma-u.
ac.jp/gain/analogen/

◆家族を感じながら仕事をするということ

事務所から歩いてすぐのところに夫の実家が、その目と鼻の先には弟家

族の家があります。息子が生まれたばかりのころ、事務所の片隅に寝てい
る息子の顔を見ながら仕事をしていました。息子が成長してからは、仕事
で忙しいときには夫の母に息子の子守をお願いしています。事務所の窓か
らふと外を見ると、近くの畑で母が採れたてのトマトを息子に食べさせて
いるところや、息子がシャベルで土を掘っている姿を見ることがあります。
天気の良い日はそこに近所の人も集まり、畑の周りで井戸端会議に花を咲

*5：群馬大学では、平成 21 年
度文部科学省科学技術振興調整
費 の 支 援 を 受 け、
「デジタルを
活かすアナログナレッジ養成拠
点」を立ち上げ、群馬大学が実
施機関となり、今後幅広い分野
のアナログ技術者に向けた人材
養成を実施。
URL：http://cs3.el.gunma-u.
ac.jp/AnalogKnowledge/

かせます。雪の日には息子がめいっ子たちと一緒に雪だるまを作っていま
した。事務所の窓から見えるいろいろな風景、のんびりとした良い環境で
仕事をさせていただいているなと、日々家族に感謝しています。
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連載

ニュービジネス創出・育成に向けた銀行界の役割

第3回

銀行の産学官連携への取り組み状況（その2）
全国銀行協会
金融調査部

連載第 3 回目は、第 2 回目に引き続き、全国銀行協会（全銀協）正会員 *1 へのアンケート
結果から、銀行における産学官連携の取り組み状況を概観する。今回は、銀行から見た
産学官連携の課題、銀行が連携において期待されていると考えている役割、および銀行
が連携の中でできると考えている対応等について紹介する。

*1：都市銀行、地方銀行、信託
銀行、第二地方銀行協会加盟銀
行など。

◆産学官連携の課題

銀行が考えている課題としては、アンケートにおいて産学官連携の取り

組みを行っていると回答した銀行（109 行）のうち、半数以上の銀行から
「大学のシーズが分かりづらい」
（84 行）、
「専門的技術や当該技術の事業価
値を評価する者が不足している」
（77 行）という点が挙げられ、連携を推進
する上でのハードルとなっていることがうかがえる。
また「共同研究後の事業化が難しい」という回答も 56 行からあり、上述
のハードルを越えて連携がスタートしても、事業化にはもう 1 つ越えるべ
銀行が考えている課題

きハードルがあることが分かる（図 1）。

（銀行数：複数回答可）
44行

①

84行

②
77行

③
45行

④

56行

⑤
8行

⑥
0

10

20

30

40

50

60

70

図1
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（回答）
①企業ニーズが分かりづらい
②大学のシーズが分かりづらい
③専 門的技術や当該技術の事業価値を評価する者が不
足している
④共 同研究等を開始するに当たり、大学と企業との連
携先を見つけるのが難しい
⑤共同研究後の事業化が難しい
⑥その他

〔全銀協アンケート結果から作成〕

銀行が考えている課題

◆銀行に期待される役割

銀行が「銀行に期待されている」と考えている役割は複数回答であるもの

の、
「産と学の仲介」が 82 行から挙げられており、1 番多くなっている。そ
の内容は、連携の窓口となって橋渡しの役割を果たすことのほか、ニーズ
とシーズのマッチングや目利きなどであった。
また、金融面の支援に関する期待や、企業経営に関する支援などの期待
が示された。
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◆銀行等の対応

（1）銀行の対応

銀行が自ら「期待されていると考えていること」と、銀行が「対応可能と
考えていること」を比較すると、
「産」と「学」の仲介（マッチングなど）、顧
客ニーズの把握、人材育成、ビジネス創出の支援、事業販路拡大支援、金
融面の支援など、おおむね一致しているように見えるが、個別銀行の回答
を比較すると、
「期待」と「できること」は必ずしも一致していない。
例えば「産」と「学」との仲介については、
「期待」と「対応可能」の双方に挙
げる銀行が比較的多かったものの、回答内容をより詳細に見ていくと、
「対
応可能」という回答の中でも、シーズ・ニーズ双方に関する高度な専門知
識が必要なマッチングやコーディネートを可能とする明確な回答は多数で
はなく、
「産と学が直接コミュニケーションを取る場の提供」等が念頭にあ
る回答も含まれている。
そのほかの項目については、例えば金融面の支援（資金提供）では、可能
という回答と困難という回答が混在しており、銀行の取り組み状況によっ
てまちまちであることがうかがえた。
アンケート結果からは、産と学をつなぐ立場で産学官連携を推進してい
くことが可能と考えている銀行が多く、まずはこうした仲介の取り組みを
地域の実情や銀行の方針に従って着実に拡充することが、産学官連携のす
そ野を広げる上で重要であると考えているようである。

銀行に期待されていると考えること

銀行に対応可能と考えること

⇨
「産」と「学」の仲介（ニーズとシーズの
マッチング、コーディネーター、環境づ
くり）
⇨顧客ニーズのくみ上げ
⇨人材育成（目利き）
⇨ビ ジネス創出の支援（事業・技術・経営
の把握、評価、アドバイス（経営・事業
化構想、事業計画支援））
⇨事業拡大支援（企業紹介、販路拡大）
⇨金融面の支援
⇨人材提供
⇨地域貢献、地域経済活性化
⇨当事者意識

⇨
「産」と「学」の仲介（ニーズとシーズの
マッチング、コーディネーター、環境づ
くり）
⇨顧客ニーズの発掘
⇨人材育成（目利き、コーディネーター）
⇨ビジネス創出の支援（事業・技術・経営
の把握、評価、アドバイス（経営・事業
化構想、事業計画支援、リスクコンサル
ティング））
⇨事業拡大支援（販路拡大）
⇨金融面の支援
⇨人材提供
⇨地域貢献、地域経済活性化

（注）個別銀行ごとに、その取り組み内容も含めて回答を見ると、
「期待されていると考える
こと」で挙げる取り組みが、必ずしも「対応可能と考えること」として挙げられていると
いうわけではない。
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（参考）産学官の関係者に対する銀行の期待
今回のアンケートでは、産学官それぞれの活動主体に対して、銀行がどのようなことを期待しているかについても聞
いている。回答は個別の事情が明らかではないことなどから、やや抽象的で一般的に指摘のある内容かもしれないが、
実際に何らかの連携に係る取り組みを行っている銀行が現場で感じていることをお伝えする機会もあまりないので、本
誌面を借りて、ご参考までに紹介したい。
（1）各主体への共通の期待
銀行が各主体に共通して期待することは ①中長期的な視点をもって産学官連携に取り組むこと ②情報発信および ③連
携推進に必要な人材の育成、となっている。
このうち②と③は、前述の「◆産学官連携の課題」において銀行が考えている「大学のシーズが分かりづらい」等の課題
解決につながるものでもあり、関係者が意欲的に協力することによって、ニュービジネスの創出・育成に向けた産学官
連携が推進される可能性が示されている。
また、産と学に対して「積極的・意欲的な取り組み」という姿勢・意識の変革も挙げられており、産学官連携は広がっ
てきているものの、産学当事者の積極的な取り組みがあれば、さらなる連携拡大の可能性が示されている。
（2）企業への期待
企業に対しては、課題の明確化、新技術・新商品開発、技術力の向上、マーケットニーズの反映、などが挙げられて
いる。これらは、産学官連携に特有の課題ではないものの、産学官連携による事業の成功のために必要な事項であると
考えられる。なお、これは主として地域銀行から出されており、中堅・中小企業に向けた期待であることがうかがえる。
（3）大学等への期待
大学等に対しては、相談窓口の一本化、学内連携体制の充実、事業ビジョン策定への積極的関与、事業化を意識した
研究、などが挙げられている。大学等は、企業の目線にも配慮することにより、連携への可能性が高まり、有望なビジ
ネスの創出につながっていくと考えられる。
（4）政府等への期待
政府・関係機関に対しては、助成金・補助金制度の運用改善、税制措置の拡充などが挙げられている。現在の諸制度
を使いやすく改善することや、さらなる措置を行うことにより、産と学との取り組みを後押しすることへの期待が高い。

（2）業界団体の対応
全銀協として行うことができると考える取り組みとしては、銀行から「連
携事例の情報発信」
「広域的な連携支援」および「関係省庁への要望活動」な
どが挙げられている。
全体的に、インフラ整備に係る要望活動や、会員銀行への情報発信に関
する事項が多く挙げられている。
全銀協としてできると考えられること
⇨連携事例の情報発信、共有
（情報の一元集約、成功事例の周知）
⇨広域的な連携支援（企業ニーズ情報・大学等シーズ
情報のデータベース化）
⇨交流会開催、販路開拓支援
⇨金融面の要望活動（制度資金、保証制度の拡充）
⇨税制面の要望活動
⇨連携インフラ整備の要望活動（予算確保など）
⇨他の金融・経済団体等との連携
⇨関係省庁の活動などの情報発信
⇨銀行の取り組みなどの情報発信
⇨銀行への意識付け
⇨研修・講演会の実施

次回は、有識者へのヒアリングやアンケート結果等を踏まえた、ニュー
ビジネスの創出・育成に向けた産学官連携における銀行の果たすべき役割
について見ていくこととしたい。
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産学官連携ジャーナル
2009.4.15〜5.14 ——————————————
・特集：熱い「水」技術とビジネスの課題
海外水循環システム協議会設立の狙い

・イベント・レポート：第 8 回産学官連携推進会議
オープンイノベーション促進型の連携モデルを探る
（2009 年 7 月号）

中村裕紀（2009 年 4 月号）

・連載：工学部離れは本当か？（後編）
工学部進学を選ぶ高校生は誰か

・特集：熱い「水」技術とビジネスの課題
東工大発ベンチャー企業 エレクトラ
太陽光を利用した低消費電力の淡水化装置

濱中淳子（2009 年 7 月号）

2009.8.15〜9.14 ——————————————
・特集：問われる「医」応える「医」
工学、薬学系等の技術者向け「医学」公開講座
〜イノベーション起こす東京女子医大の医工融
合教育〜

松永栄一（2009 年 4 月号）

・特集：熱い「水」技術とビジネスの課題
低圧で従来の 10 倍長持ちする水処理膜
新谷卓司（2009 年 4 月号）

2009.5.15〜6.12 ——————————————
・巻頭記事：簡潔、スピード、透明性
京都大学 産官学連携で攻勢

岡野光夫・小林 純（2009 年 8 月号）

・特集：問われる「医」応える「医」
鹿児島県指宿で産学官連携の “医療・健康都市”
プロジェクト
〜 2011 年春から九州初のがん粒子線治療〜

登坂和洋（2009 年 5 月号）

・連載：若手研究者に贈る特許の知識 基礎の基礎
第 4 回 外国で特許を取る

本田知章（2009 年 8 月号）

秋葉恵一郎（2009 年 5 月号）

・
『産学官連携の「質」の向上方策に関する調査研究』
の概要

・特集：熱い「水」技術とビジネスの課題
海外水循環システム協議会設立の狙い

谷口邦彦（2009 年 8 月号）

中村裕紀（2009 年 4 月号）

2009.9.15 〜 10.14 —————————————
・英科学誌 Nature が映し出す日本の力

2009.6.13〜7.14 ——————————————
・特集：産学官連携の新たな挑戦
インタビュー 細野秀雄・東京工業大学教授
材料科学の “新大陸” を発見
研究にオール・オア・ナッシングはあり得ない

松尾義之（2009 年 9 月号）

・特集：「起業」の心得 炎のベンチャー経営③
バイオエタノールは「エネルギーの地産地消」戦略
鈴木繁三（2009 年 9 月号）

細野秀雄（2009 年 6 月号）

・特集：「起業」の心得					
平成 20 年度「大学発ベンチャーに関する基礎調
査」から得られるもの

・連載：工学部離れは本当か？（前編）
「工学部離れ」という錯覚
濱中淳子（2009 年 6 月号）

藤川 昇（2009 年 9 月号）

・特集：産学官連携の新たな挑戦
成長力強化のための高度人材の活用
−平成 21 年度補正予算案のポイント−
文部科学省 科学技術・学術政策局
研究振興局

注目記事

2009.10.15 〜 11.13 ————————————
・連載：産学連携による高度理系人材育成（上）
統計から見る博士課程卒業者の就職状況
技術系産業で確実に増加

基盤政策課

研究環境・産業連携課

（2009 年 6 月号）

府川伊三郎・百武宏之（2009 年 10 月号）

・巻頭記事：日本の iPS 研究：総力戦に備えたクロ
スセクションの組織づくりが急務			
〜直近 1 年を振り返って〜

2009.7.15〜8.14 ——————————————
・特集：多芸多才 繊維の素顔
国立大学唯一の「繊維学部」
信州大学はなぜ守り続けているのか

横関智一（2009 年 10 月号）

・特集：「起業」の心得 炎のベンチャー経営③
バイオエタノールは「エネルギーの地産地消」戦略

白井汪芳（2009 年 7 月号）

鈴木繁三（2009 年 9 月号）
http://sangakukan.jp/journal/
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2009.11.14 〜 12.14 ————————————
・特集：問われる「医」応える「医」
鹿児島県指宿で産学官連携の” 医療・健康都市”
プロジェクト
〜 2011 年春から九州初のがん粒子線治療〜

2010.2.13 〜 3.12 —————————————
・特集：実用化への志と喜び−語り継ぐ昭和の産
学連携
アモルファス合金 官の支援「委託開発」で大企
業と連携
増本 健（2010 年 2 月号）

本田知章（2009 年 8 月号）

・特集：実用化への志と喜び−語り継ぐ昭和の産
学連携
ピッチ系炭素繊維 哲学を持った研究と企業の優
秀なキーマンとの出会い

・特集：「起業」の心得 炎のベンチャー経営③
バイオエタノールは「エネルギーの地産地消」戦略
鈴木繁三（2009 年 9 月号）

・巻頭記事：世界の水問題とナノテクノロジー
輪郭を現し始めた水危機と技術の使命

大谷杉郎（2010 年 2 月号）

・特集：問われる「医」応える「医」
鹿児島県指宿で産学官連携の “医療・健康都市”
プロジェクト
〜 2011 年春から九州初のがん粒子線治療〜

今田 哲（2009 年 11 月号）

2009.12.15 〜 2010.1.14 —————————
・特集：日本初− 2 つの物語
「合成 1 号」ビニロンの工業化
−先駆的な産学連携事業−

本田知章（2009 年 8 月号）

2010.3.13 〜 4.14 —————————————
・特集：産学連携に関する平成 22 年度予算
文部科学省 研究成果をイノベーションにつなげる

梶谷浩一（2009 年 12 月号）

・連載：産学連携による高度理系人材育成（下）
求められるのは、企業が育成できない人材
−博士の好循環に向けて

文部科学省

研究振興局

研究環境・産業連携課

（2010 年 3 月特別号）

府川伊三郎（2009 年 12 月号）

・特集：産学連携に関する平成 22 年度予算
経済産業省 研究開発と人材育成の側面からの支援

・特集：日本初− 2 つの物語
インタビュー 九州工業大学特任教授 山川 烈氏
理系初のマネジメント教育 誕生秘話
−起業率日本一への道−

経済産業省

産業技術環境局

大学連携推進課

（2010 年 3 月特別号）

・特集：産学連携に関する平成 22 年度予算
科学技術振興機構 さまざまなフェーズの産学連携
支援を目指し新規事業と 2 タイプが始動

山川 烈（2009 年 12 月号）

2010.1.15 〜 2.12 —————————————
・連載：高齢社会対策で日本は世界のリーダーになれる
産学連携から見るシニアビジネス（上）
アンチ・エイジングからスマート・エイジングへ

独立行政法人科学技術振興機構 イノベーション推進本部
産学連携展開部

事業調整担当（2010 年 3 月特別号）

2010.4.15 〜 5.14 —————————————
・特集：ハードディスク革命 岩崎俊一博士の 30 年
磁気記録の研究を追究して生まれたテーマ
−研究費に「成果」で応え社会貢献−

村田裕之（2010 年 1 月号）

・特集：希望の低炭素社会
低炭素社会づくり研究開発戦略
革新的環境エネルギー技術の開発と社会システム
の変革

岩崎俊一（2010 年 4 月号）

・特集 2：図書館のビジネス支援
課題解決型サービスとして広がる

谷 広太（2010 年 1 月号）

山崎博樹（2010 年 4 月号）

・巻頭記事：大型産学官連携プロジェクト成功の
カギ
事業期間中に企業主導のシナリオをどう描く
医・薬・工と産をつなぐ医療用次世代ナノキャ
リアの示唆

・特集：問われる「医」応える「医」
鹿児島県指宿で産学官連携の “医療・健康都市”
プロジェクト
〜 2011 年春から九州初のがん粒子線治療〜
本田知章（2009 年 8 月号）

木村俊作・谷田清一（2010 年 1 月号）

※産 学官連携ジャーナルの発行日（原則毎月 15 日）から
次の発行日までの 1 カ月単位で、アクセス件数の多い
記事をリストアップした。
http://sangakukan.jp/journal/
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★新薬開発の分野でもオープンイノベーションが日常語になりつつあるようだ。

製薬にも新たな波

基盤となる特許を軸に自己完結型の研究開発が進められてきたこの世界にも、新
しい波が押し寄せてきたことは確かだ。その背景には、製薬会社の新薬創出力が
限界に達していることが挙げられる。米国 FDA の新薬承認件数を見れば、2004
年以降、ベンチャーのシーズに由来する新薬が製薬会社のそれを上回り、この傾
向は今も続いている。日本では、ベンチャーが製薬会社に大きく水をあけられて
いるようだが、それでもここ数年、大手製薬会社にベンチャーやアカデミアの
シーズを囲い込む動きが見られる。このような機運が、アカデミアに潜むシーズ
を掘り起こし、社会還元を後押しする力になることを期待している。
（編集委員・谷田 清一）

★ 発明と発見、どちらが由緒正しい言葉かご存じだろうか。発明という言葉は、

芭蕉の弟子向井去来の書にあるそうだから、1700 年ころには日本語にあった。
一方の発見は、森鴎外の『大発見』があるので 1900 年あたり。実に 200 年の差が
ある。今の日本では、発見の方が尊ばれ、発明は実用・応用として低く見られて
いる感なきにしもあらず。しかし、しょせん発見は存在するものを見つけること。
一方の発明はこの世に存在しないものをつくることだから、価値は決して低くな
い。先日、東京大学工学部の教授が「存在しないモノをつくろうとしているのに、
申請書がなかなか理解してもらえない」と嘆いていた。つくることと物事を明ら
かにすることは明白に異なる。産官学連携も、創造＝発明に近い行為であること
を再確認したい。
（編集委員・松尾 義之）

産学官連携は
創造であり発明

★今月号の特集では正面から取り上げていないが、介護・福祉はライフイノベー

市場経済を超えた領域

ションの柱の 1 つである。
「高齢社会で有望な市場」
「補助金が見込める」としてこ
の分野に参入する異業種企業が少なくない。しかし、介護・福祉は労働集約型産
業であり、従来のビジネスモデルが通用するのかどうか。市場経済を超えた領域
で取り組まなければならない課題も多い。NPO、市民の活動にも期待がかかる。
教育、子育て、あるいは地域の環境対策なども同様だ。これまでの「産・学・官
プラス民の連携」という枠組みでとらえ切れなくなっているのではないだろうか。
研究者の研究成果は小さくないと思うが、今後、大学の産学連携部門がこうした
地域連携にどうかかわり、大学の「知」の役割をどう可視化していくのか。課題は
大きい。
（編集長・登坂 和洋）
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