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●産学官連携ジャーナル

平野

俊夫

（ひらの・としお）
大阪大学 総長

◆国家百年の計
平成 23 年は激動の 1 年であった。東日本大震災と、それに引き続いて起こっ
た原子力発電所の事故、ギリシャに端を発した経済危機や世界各地での政治の混
乱、タイの大洪水など危機に明け暮れた 1 年であった。世界は激しく揺れ動き、
その中で政治や経済の混迷が続いている。日本においてもリーダーへの期待と失
望、科学技術への期待と不信感が交錯している。大学や学界の環境も厳しさを増
している。しかし、このような危機的な状況を魔法のように解決する方法はない。
困難な時ほど基本に戻るのが原則である。わが国が発展するためには物事の本質
を見極める科学・技術の発展と人材を育成しなければならない。
大学は 100 年単位で物事を考えていくところである。社会全体が即戦力を求
める傾向にあるが、大学の使命は即戦力の育成だけではない。すぐには役に立た
ないが、長い目で見て社会貢献できる研究・教育をどれだけ許容できるか、それ
は大学の姿勢でもあり、社会や国の力だと思っている。「100 年先の基盤づくり」
とは、地に足を着けて 100 年単位で物事を進めることの提言であり、それが大
学がすべき社会貢献の本質であると考えている。困難な時であればなおのこと、
理想や夢に向かって中長期的視野に立ち、目の前の課題をひとつひとつ解決して
いくことが、わが国の将来の発展にとって大変重要である。
今後のエネルギー問題や少子高齢化問題など人類が抱える問題を考える時、社
会や大学／学界が考えなければならないことは、これら避けて通ることができな
い問題といかに人類が共生することができるかということに尽きる。地球の資源
には限りがあり、地球の環境無くして人類は生存することができない。自然を人
類が完全にコントロールすることはできない。これらの事実を人や社会は真摯（し
んし）に受け止め、自然災害、老化、病等を克服するのでなく、これらと共生し
て行く道を考えなければならない。多くの「知」が大学や学界には蓄積されてい
る。あるいはこれからも蓄積されて行く。これらの「知」を世の中に還元してい
くことにより、人が生き生きと生き、天寿を全うできる時代を創ることも、簡単
ではないが決して夢物語ではないと思う。どうすれば人は自然災害や病と共生で
きるかを考え、このために科学や技術を応用していくことにより人類の未来は明
るく、平安なものとなるのではないかと思う。100 年先の基盤を築くために、
大学や学界関係者は、わが国はもちろんのこと人類の未来に責任を負っているこ
とをいま一度自覚する必要がある。
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特集

産業界の「博士」活用戦略

産業技術総合研究所のイノベーションスクール
若手博士人材の幅広い活躍のために

・産業技術総合研究所は 2008 年度からポスドクの就業促進を目的とした「イノベー
ションスクール」を開いている。ポスドクを１年間雇用し、産総研での OJT、座学、
企業 OJT を内容とするカリキュラムを実施。
・4 年間で修了したポスドクは約 200 人で、70％が正規就業に至っている。

◆はじめに

大学院で博士号を取ったあと正規就業するまでの間、武者修行のために

大学や研究機関で非正規に雇用される若手研究者は博士研究員ないしポス
ドクと呼ばれている。ポスドクはわが国の研究開発の重要な一翼を担って
いるが、その一方で、正規就業先がなかなか見つからず、高齢化が進むと

小野

晃

（おの・あきら）
独立行政法人産業技術総合研究所
特別顧問

いう好ましくない状況にもある。ポスドクが社会の中で活躍する場を広げ
るためには、産業界や社会に対してポスドクの積極的な採用を働き掛ける
とともに、ポスドク自身にも意識の変革と新たな能力の獲得が求められる。
独立行政法人産業技術総合研究所（以下、産総研）では 2008 年度から
ポスドクのための「イノベーションスクール」を開いて取り組みを行って
きた **1**2。イノベーションスクールは、ポスドクの意識の変革と新たな能
力の獲得に関して次の目標を掲げ、産総研で利用可能なさまざまな機会を
ポスドクに提供している。
・自己の専門分野を越えた広い視野と関心
・異分野の研究者・技術者との高いコミュニケーション能力
・アカデミアにこだわらない柔軟な職業観
・企業の技術開発への理解
・技術経営への理解
・複数の専門領域を持つこと
・異分野、異文化との交流機会の拡大

スクールの開校式（2009 年 4 月）
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産総研イノベーションスクールは若手博士人材をポスドクとして 1 年
間雇用した上で、次章で述べるカリキュラムを実施してきた。過去 4 年
間でおよそ 200 名のポスドクが当スクールを修了したが、平成 24 年４
月１日の時点で修了生の 70％が正規就業先を見つけて巣立っていった。
最近の日本の厳しい就業状況を考えれば、この結果には特筆すべきものが
あろう。

◆スクールのカリキュラム

産総研では基礎研究から実用化までを第 1 種基礎研究、第 2 種基礎研

究、製品化研究の 3 つのフェーズに位置付けている。産学官の連携のも
とに、これら 3 つのフェーズの研究を同時かつ連続的に、一貫した形で
行うことを本格研究 **3 と呼んで実践している。イノベーションスクール
は、産総研が本格研究を行う中で有する産学官連携機能を活用して、研修
生の意識変革と能力獲得を促すカリキュラムを編成している。
カリキュラムの第 1 は産総研 OJT で、自己の専門に近い産総研の研究
現場に配属されて、企業との共同研究などで本格研究を実践する。これに
より産業や社会との関係の中で自己の研究を位置付けることを経験する。
第 2 は座学で、産総研の研究者や企業の研究経営経験者から講義を受
けて視野と関心を広げる。また、異分野の研修生と 10 人程度のグループ
を作って、本格研究に関する論文 **4 の輪講と自己の研究内容の発表演習
を行う。これにより異分野への視野と関心を広げるとともに、異分野
の研究者との議論を通じてコミュニケーション能力を向上させる。
第 3 は企業 OJT で、研修生は企業の現場に 2 カ月ないし 6 カ月間
程度派遣され、研究開発業務等に従事する。これにより企業の動機、
論理、方法、スピードを体験し理解する。

ȝǹȉǯ

これらの研修の結果として、産総研イノベーションスクールは図１
に示すように、若手博士人材が民間企業（産）、産総研（官）、大学（学）

学

という異なる 3 つのセクターのいずれをも経験することで視野を広
げ、産・学・官の連携により研究を進める動機と能力を獲得してわが

、

国のオープンイノベーションに寄与することを期待している。

の
で る

学、

の

のオープンイ

図１

、

で
ーシ ンに

スクールの狙い

◆企業 OJT

スクールのカリキュラムの中で企業 OJT は研修の最も重要な部分であ

る。研修生は全員民間企業に 2 カ月～６カ月間派遣され、企業現場で研究
開発業務等に従事する。受け入れ企業と産総研のスクール職員とが密接な
連携のもとにマッチングを行った。具体的には研修生と受け入れ企業との
事前の面談に産総研スクール職員が同席し、互いの関心事項を確認した上
で契約書を取り交わすなど、きめ細かい事前準備を行ってから研修を開始
した。
研修生を受け入れた民間企業は、これまで共同研究などで産総研と関係
の深い企業が主となったが、受け入れ企業は延べ 137 社に上り、大企業
からベンチャーや中堅企業までさまざまであった。研修生の配属部署は、
http://sangakukan.jp/journal/
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大企業においては研究所や研究センターが多く、企業規模が小さくなると
事業部、生産部、技術部などであったが、いずれの部署においても研修内
容は研究開発だけでなく、関連部署との連携を含めた多様な業務に及ぶこ
とが多かった。
企業 OJT の終了後に受け入れ企業に研修に対する満足度の評価をお願
いした。延べ 113 社からの回答では、研修生に対する受け入れ責任者の
満足度は非常に高く、ポスドクの意欲と能力が企業にとって高い魅力があ
ることが確認された **2。
また研修生に企業 OJT に対する意見や感想を求めたところ、ほぼ全員
が企業 OJT は非常に有意義であったと答えている。研修生が重要性に気
付いた事項は、第 1 に企業活動における「コミュニケーションと連携」
であり、次に「スピード意識と効率化」「コスト意識」が続いた。これら
の体験ができたことは、ポスドクが今後産・学・官のいずれのセクターで
仕事をしたとしても、わが国のオープンイノベーションにとって強力な推
進役になることが期待される。
2012 4 1
193

の

◆就業状況

ポス ク

間
（

産総研イノベーションスクールを修了したポスドクは、過

総

去 4 年間で約 200 名に達する。2012 年 4 月 1 日時点での

ポス ク

間
40.4%

修了生の進路状況を図２に示す。正規就業に至った者の割合

学

ポス ク

間

は全体の 70％であった。民間企業へ正規就業した割合は
40%と正規就業者の過半を占めた。またその中で企業 OJT

）

（

）

総

の

学

に行った先に採用されたケースが少なからずあったことは、
企業による若手博士人材の採用の在り方としても注目される。

69.5%

図２

スクール修了生の進路状況
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産業界の「博士」活用戦略

日本化学工業協会の化学人材育成プログラム
化学産業のニーズに応えるカリキュラムを推進する大学院専攻を支援

・一般社団法人日本化学工業協会は 2010 年 10 月「化学人材育成プログラム」を創設。
化学産業が大学に求める人材ニーズを発信し、これに応える大学院専攻とその学生を
支援するのが狙い。
・同協会を事務局とする「化学人材育成プログラム協議会」を設置し、その参加企業の
寄付金によって実施している。
・化学産業が望ましいと考える博士後期課程の教育カリキュラムを持つ大学院専攻を選
考し、その学生を支援している。

化学産業は、技術力が競争力に大きく影響する産業であるため、研究開
発が重要である。しかし、研究開発を担う人材面では理工学系進学希望者
の減少、卒業者の技術系分野への就職の減少といった傾向が生じている。
特に理工系の博士人材については、産業界が求める博士人材と、大学教育
での博士人材との間にギャップが生じており、これが博士人材の産業界に
おける積極的採用や、優秀な人材の博士課程への進学の障害となっている。
現に、産業界においては、一般に博士課程修了者を、修士課程修了者と
区別せず、「人物本位」で採用を行っている。また、学生の側では、経済
的な負担が大きいことに加え、修了後の就職におけるキャリアパスが必ず
しも魅力的なものになっていないことから、優秀な人材が理工系博士課程
に進学することへの躊躇（ちゅうちょ）がある。
このような傾向が続けば、化学分野の基礎研究力は衰え、やがてはわが
国産業全体の競争力の衰えにつながることが懸念される。

松本

芳彦

（まつもと・よしひこ）
一般社団法人日本化学工業協会
労働部長

◆参加企業が協議会設置

経済産業省の「化学ビジョン研究会」が 2010 年 4 月にまとめた報告
書での提言を受け、一般社団法人日本化学工業協会（以下、日化協）は
同年 10 月「化学人材育成プログラム」を創設した。このプログラムは日
本の化学産業における国際競争力の強化と産業振興の基盤となる若手人
材の育成を目的に、化学産業が大学に求める人材ニーズを発信し、これ
に応える大学院専攻とその学生を産業界が支援するものである。
このプログラムを推進するために、
日化協を事務局として「化学人材育成 表１ 化学人材育成プログラム協議会参加企業（2012 年 4 月 30 日現在）
宇部興産株式会社
花王株式会社
株式会社 ADEKA
プログラム協議会」
（表 1）を設置した。 旭化成株式会社
株式会社カネカ
株式会社クラレ
株式会社クレハ
株式会社ダイセル
実際の支援は参加企業による寄付金を
株式会社トクヤマ
株式会社日本触媒
三洋化成工業株式会社 JSR 株式会社
もとに賄われている。
JNC 株式会社
JX 日鉱日石エネルギー株式会社 昭和電工株式会社
信越化学工業株式会社
プログラムの対象は全国の大学院化 住友化学株式会社
住友ベークライト株式会社 積水化学工業株式会社 DIC 株式会社
東ソー株式会社
東レ株式会社
学系専攻（博士後期課程）で、化学の 電気化学工業株式会社 東亞合成株式会社
日油株式会社
日産化学工業株式会社 日東電工株式会社
日本化薬株式会社
基礎・応用研究と並行して、リーダー 日本ゼオン株式会社 日立化成工業株式会社 富士フイルム株式会社 三井化学株式会社
シップ、コミュニケーション能力に優 三菱化学株式会社
三菱ガス化学株式会社 三菱樹脂株式会社
三菱レイヨン株式会社
れた人材、グローバルな感覚を持った ライオン株式会社
http://sangakukan.jp/journal/
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表２ 支援対象 16 専攻（五十音順）
人材育成など化学産業が望ましいと考える博士後期課
程の教育カリキュラムを持つ大学院専攻を、協議会参
大阪市立大学大学院理学研究科 物質分子系専攻
大阪大学大学院工学研究科 応用化学専攻
加企業および大学有識者による審査委員会で選考して
九州大学大学院工学府 化学システム工学専攻
九州大学大学院工学府 材料物性工学専攻
いる（表２）。
九州大学大学院工学府 物質創造工学専攻
支援内容は以下のようなプログラムを計画、推進し
神戸大学大学院理学研究科 化学専攻
千葉大学大学院融合科学研究科 情報科学専攻
ている。
東京工業大学大学院理工学研究科 物質科学専攻
１．各専攻における優れた取り組みの PR、および学
東京大学大学院工学系研究科 応用化学専攻
東京大学大学院工学系研究科 化学システム工学専攻
生の就職も含めたトータル支援
東京大学大学院理学系研究科 化学専攻
東京農工大学大学院工学府 応用化学専攻
・選定された優れた取り組みを日化協のホームペー
東北大学大学院理学研究科 化学専攻
ジ等で紹介し、支援メッセージを発信
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科 物質創成科学専攻
北海道大学大学院総合化学院 総合化学専攻
・就職相談窓口の設置、企業情報の提供等による学
早稲田大学大学院先進理工学研究科 応用化学専攻
生の就職支援
・学生と会員企業との相互交流のための、研究発表会等の開催
・インターンシップ活性化に向けた産・学の取り組みコーディネーショ
ンの実施
・大学におけるカリキュラム改革への協力
２．奨学金の給付
・支援対象専攻のうち、特に優れた取り組みを行っている専攻に進学す
る者のうち各専攻から推薦された学生に対して、奨学金を支給

◆ 2011 年度にシンポジウム

2011 年度は実質上の初年度にあたり、奨学金支給に加えて、シン
ポジウム（写真１）を開催し、産学官の期待や先進的取り組みを行っ
ている大学院専攻の紹介を行った。参加者は東京、大阪合わせて 170
名強になり、特に大学院の参加者は 70 名と期待の高さが伺われた。
さらに支援を受けている専攻による研究内容発表会（写真 2）も
開催し、協議会参加企業、経済産業省含め約 30 名の参加のもと、支
援専攻教授による研究内容のほかカリキュラムの概要や授業の進め
方などのプレゼンテーションが行われた。プレゼンテーション後の
協議会参加企業との討論では、「研究内容の最終的な用途として意識
しているものは？」「学生の発想を豊かにするためにどのような指導
をしているか？」など活発な質問がなされ、協議会企業の支援専攻
に対する期待の高さが伺えた。

◆産学の交流を促進

写真１ シンポジウム
（東京／2011 年 9 月 9 日）

写真２

研究内容発表会

2012 年度は研究発表会、インターン、就職支援など通じて支援対
（東京／2012 年 2 月 22 日）
象専攻と協議会参加企業との交流機会を設けていく計画である。
大学院専攻からは、このような取り組みを通じて、産学（および専攻間、
学生間）の交流機会の増加、研究発表会による学生の実地訓練の場および
企業との質疑応答による学生のモチベーションアップへの期待がある。
また、各大学院のカリキュラム改革において、先進的な取り組みを行っ
ている専攻の事例・情報を得る機会としても活かしていきたい。
本プログラムがグローバルに活躍する化学人材の育成の一助となるとと
もに、わが国の化学産業の競争力強化に貢献できるように基盤を固めてい
く所存である。
http://sangakukan.jp/journal/
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特集

産業界の「博士」活用戦略

バイオインダストリー協会の産学人材育成事業
将来のイノベーション人材を育成する

・20 年度から 3 年間、経済産業省の委託事業として「イノベーションを担うバイオリー
ダー人材育成のモデルプログラム開発」を行い、23 年度からは自立したプログラム
として展開している。
・①東京工業大学で行う「バイオリーダー特論」という講義・実習、②企業でのインター
ンシップ、③バイオインダストリー協会が行う 2 泊 3 日の「バイオリーダーズ研修」
――の 3 つのプログラムで構成している。

◆人材育成モデル事業（平成 20 年度～22 年度）

平成 20 年度～22 年度に、経済産業省委託の人材育成モデル事業の一

環として、バイオインダストリー協会（JBA）は「イノベーションを担う
バイオリーダー人材育成のモデルプログラム開発」を実施した。産業のグ

森下

節夫

（もりした・せつお）
一般財団法人
バイオインダストリー協会
事業連携推進部 次長

ローバル化や融合領域の重要性が高まっていることなどを背景に、バイオ
産業界が博士人材に期待することのうち、特にリーダーシップにフォーカ
スをあて、これを育成しようとするものであった。以下の 3 つのプログ
ラムで構成した。
1．バイオリーダー特論
2．実践型長期インターンシップ
3．インターカレッジ・バイオリーダーズ
1 と 2 は東京工業大学・生命理工学研究科の正規単位となるコースとし
て実施し、3 は全国の大学院生および企業人材を対象に実施した。本モデ
ル事業を経て、平成 23 年度より自立したプログラムとして実施している
ので、本稿では現在の状況を中心にご紹介したい。

◆バイオリーダー特論／インターンシップ

バイオリーダー特論の修了がインターンシップへの参

加要件であるため、自立化にあたり 1 つのプログラムと
した。引き続き東京工業大学において実施しているが、

表 1 平成 24 年度バイオリーダー特論カリキュラム
コマ
No

度に拡大し、修士課程学生も参加できることとした
・横浜国立大学のバイオ系大学院生も参加できること
とした
バイオリーダー特論は、企業から派遣される講師が「バ
イオ産業オーバービュー」「産業の基礎知識」「演習」の

グローバルネット
ワーク活用による 山崎 達美
研究開発戦略と求 （中外製薬（株） 取締役副社長執行役員）
められる人財

2

バイオ産業の様々 宮田 満
な領域と国際動向 （日経ＢＰ社

3

統計学の医薬品開 小宮山 靖
発への活用
（ファイザー（株） 臨床統計部）

4

知財戦略

5

ものづくりバイオ 小泉 聡司
とリサーチプラン （協和発酵バイオ（株）
ニング演習
バイオプロセス開発センター センター長）

6-7
8

いずれかのカテゴリーで実施する講義・実習である。15

9-10

コマ前後を 4 月～7 月の毎週水曜日の夜（18 時～）に実

11-12

施している。今年度のカリキュラムを表 1 に示す。

講師

1

次の変更を加えた。
・バイオリーダー特論の規模を 10 名程度から 20 名程

講義内容

13-14

医療局

主任編集委員）

秋元 浩
（知的財産戦略ネットワーク（株）
代表取締役社長）

バイオベンチャー 河邊 拓己
創業の実例
（（株）キャンバス

代表取締役社長）

藤田 節
特許出願戦略演習
（平木国際特許事務所
バイオベンチャー
松本 正
起業シミュレー
（（株）レクメド
ション

副所長）

代表取締役社長）
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オムニバス形式の講義・演習であり、1 テーマわずか 1～2 コマの講義
ですぐに多くの成果を期待するには無理がある。大事なことは、この特論
をきっかけにして継続的に産業ニュースをチェックしたり、統計学を勉強
したり、自身の研究のアウトプットを意識したりしてもらうことである。
講義の半年後に実施したアンケートでは実際にこのような継続学習が確認
されており、当初の狙いが達成されていると言える。
また、演習ではグループワークを実施する。学年はもちろんのこと専門
も多少異なる学生同士が、グループワークを通じてコミュニケーション能
力を高めることも狙いの 1 つである。
インターンシップは博士課程学生であれば 2～3 カ月、修士課程学生で
あれば 1～2 週間、企業または研究機関に派遣するプログラムである。研
究室に配属されて実験テーマを与えられることもあれば、調査業務を任さ
れることもある。慣れた大学研究室を離れて社会人の考え方に直に触れ、
以後の学習に活かしていただくことを狙いとしている。
バイオリーダー特論もインターンシップも企業の協力により成り立って
おり、持続的な運営のためには企業側にもメリットのある仕組みを構築す
ることが今後の課題である。少しずつではあるが「よい採用につながって
いる」というような企業側のコメントも出始めている。

◆ JBA バイオリーダーズ研修

「インターカレッジ・バイオリーダーズ」は自立化後継事業として「JBA

バイオリーダーズ研修」と改称し、平成 23 年 8 月 1 日～3 日に幕張セミ
ナーハウス（千葉・習志野）において開催した。企業若手人材と大学院生
が、2 泊 3 日のグループワークを通して技術シーズの事業化企画を行う研
修である。社会人と学生が共に研修を受ける機会というのは他にあまりな
いようであり、本研修の特徴となっている。平成 23 年度の「JBA バイオ
リーダーズ研修 2011」概要は次の通りである。

JBA バイオリーダーズ研修 2011
開催前

メーリングリストによる自己紹介、事前学習ビデオ配信、演習用技術
シーズ（特許）の配布、グループワーク課題（シナリオ）の配布

6:00

9:00

１日目
講
演

２日目

３日目

図１

21:00

24:00

27:00

交流会
26時まで

ファシリテーターによる
ポイントチェック
修了懇親会

研修スケジュール：図１参照

18:00
講
演

中
間
発
表

表彰、講評
修了証授与式

技術シーズをもとに事業計画を作成。

最終
発表会

講
演

昼食

5 名× 6 チームに分かれ、与えられた

朝食

3．事業化企画演習

15:00

夕食

2．事業化企画をサポートする講演・講義

昼食

朝食

1．大企業トップの講演

12:00
昼食

プログラム：

オリエンテーション
開校挨拶

参加人数：30 人

概要

・・・ グループワーク
（総計 約18.5時間）

JBA バイオリーダーズ研修 2011 のスケジュール
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技術シーズは株式会社東京大学 TLO から紹介していただいた未活用特
許を使用した。具体的には、次の 3 つを用い、各技術シーズに 2 チーム
ずつを割り当てた。
技術シーズ１：血小板調整を代表とする幹細胞から特定細胞への分化誘
導とその細胞の大量調整技術
技術シーズ２：ゲノム DNA の網羅的メチル化測定技術
技術シーズ３：ゲノム DNA 上の部位特異的脱メチル化技術
グループワークは全部で約 18.5 時間。２日目の途中に中間発表とファ
シリテーターによるチェックを挟んで徐々に完成度を高め、3 日目午前に
最終発表となる。外部審査員およびファシリテーターが最終発表の審査を
行い、総合優勝チームおよび個人賞を決定し、表彰した。
研修についての感想は、企業若手人材からは「さまざまなバックグラウ
ンドの方と意見交換することができ、たったの 3 日ですが成長すること
ができたと思います」「実際の特許を用いたところは良かった。どこで苦
しむかが分かった」といった声が、そして大学院生からは「普段は経験で
きないような素晴らしい発見が多くあり、知識が広がりました」「企業の
方々とたくさんお話ができたことは大変貴重な経験でした」といった声が
聞かれた。
企業人材でも、研究グループに配属されているうちは、製品を世に出す
という具体的イメージを持てないことがある。技術シーズを評価し、最終
製品になるまでの障壁を予想し、投資とリターンを計算することなどが、
本研修で経験できることである。

◆おわりに

当初は博士人材の育成からはじまり、今では企業若手人材の育成まで幅

広く手掛けるようになった。オープンイノベーション時代の人材育成を目
指して、今後も事業展開していくつもりである。

なお、モデル事業の報告書およ
びこれらのプログラムにご関心
の場合、jinzai@jba.or.jp まで
お問い合わせをいただければ幸
いである。
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特集

産業界の「博士」活用戦略

物事を自己解決する力を
「開発職」に生かす
・社員約 200 名のうち 130 名強が製品開発本部に所属。同本部の中では、ソフトウ
エア開発者が約 80 名、ハードウエア開発者が約 30 名。近年 AV 機器開発の中心が、
半導体やパソコン上で動作するソフトウエアとなっているため、多くのソフトウエア
開発者を必要としている。
・製品開発本部に所属している博士出身者は現在 21 名。物理系と工学系が半数ずつ。
・創業以来、「博士」も含めていい人材がいれば採用している。

田中

剛志

（たなか・つよし）
株式会社ピクセラ
製品開発本部 企画広報室長

株式会社ピクセラ（大阪市浪速区、代表取締役社長・藤岡浩、東京証券
取引所市場第１部、以下、当社）は創業以来、ソフトウエア、ハードウエ
ア半導体設計に至るまで、全ての基幹技術を自社で開発し、事業を展開し
てきた企業である。当社の社員採用方法について、本誌編集部から「『博士』
を積極的に採用していると聞いたが、その実態と理由について寄稿してほ
しい」という依頼があったので、当社の概要と「博士」を多く採用するこ
とについての基本的な考え方を紹介する。

◆会社の紹介

当社は、1982 年に株式会社堺システム開発として設立。当時国内では

珍しかった Mac 向けのプリンタードライバの開発からスタート。画像処
理のソフトウエア開発の技術を生かし、2001 年に MPEG を扱えるデジタ
ルカメラのパソコン向けアプリケーションソフトウエアを Windows/Mac
の両方で開発し商品化した。これはこれまで全世界で 3 千万本以上の出
荷実績がある。

（左）PRODIA 3D 対応デジタルハイビジョン液晶テレビ「PRD-LH132B」
http://www.pixela.co.jp/products/prodia/prd̲lh132b/index.html
（中）PRODIA 電池＆バッテリー対応デジタルハイビジョン液晶テレビ「PRD-LK112RE」
http://www.pixela.co.jp/products/prodia/prd̲lk112/index.html
（右）パソコン向けテレビキャプチャーボード「PIX-DT230-PE0」
http://www.pixela.co.jp/products/tv̲capture/pix̲dt230̲pe0/index.html
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その後、動画処理技術を発展させ、パソコン向けのテレビソリューショ
ンに進出。2005 年には日本で初めてパソコン上でハイビジョン画質のデ
ジタルテレビを録画・再生できるテレビソリューションを開発した。さら
に、その技術を生かし 2006 年には AV 家電向けテレビソリューションに
も事業の幅を広げた。
2007 年から自社ブランド「PRODIA」シリーズとして主に中小型テレ
ビやチューナーを販売している。
近年は Android や iPhone／iPad 向けのソリューションにも事業を展開
している。

◆社員の体制

現在、社員は約 200 名。そのうち、130 名強が製品開発

本部に所属している。同本部では、ソフトウエア開発者が
約 80 名、ハードウエア開発者が約 30 名、その他はデザイ
ンや検証などの人員という内訳である。
ソフトウエア開発者が多いのは、近年 AV 機器の開発の
メインが半導体やパソコン上で動作するソフトウエアと
なっているためである。
製品開発本部に所属している博士出身者は現在 21 名。
分野は物理系と工学系が半数ずつとなっている。

製品開発本部

社内風景

◆ポスドク・博士人材を採用してきている理由

創業者で社長の藤岡は元々物理出身で、論理的な思考を得意とする物理・

数学系の学生を数多く採用してきた。修士の新卒などに限定せず、広く博
士も含めて、いい人材がいれば採用するというスタンスは一貫している。
社会人はこうあるべきという、世間の一面的な見方で評価するのではな
く、例えば数学的な考え方に秀でているなど、その人それぞれの得意分野
が光っていれば、たとえ自己表現が苦手といった側面があったとしても、
積極的な採用をしてきた。開発職では、そういう人の活躍できる場がある
ためである。
また、人それぞれ学業から企業に移りたいと考えるタイミングあるかと
思われるが、単純に学士、修士を修了し自動的に企業に就職するといった
考え方の人よりも、むしろ自分の研究分野を極めたいと考えてドクターに
進学した人の中にこそ、深く物事を考える訓練をしてきている人がいると
考えている。企業で――特に開発職で――最も重要なことは、自分で考え
て物事を自己解決し発展させることができる力である。
そういう意味で、ドクター、ポスドクはそのような力を備えている方が
比較的多いと、当社では考えており、積極的な採用につながっている。
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地域発イノベーションを左右する
プロジェクトディレクターの素養と人選
〜地方・地域の産学官連携組織を機能不全にしないために〜
・産学官連携による事業化の成否を左右するのはプロジェクトディレクター（事業総括
者）の素養。
・プロジェクトディレクターの多くは、企業の各分野の責任者として手腕を振るってき
た方々だが、その知見を生かしきれていない。プロジェクトの体制が重厚過ぎること
が理由だ。
・各地のプロジェクトディレクターが集まった文部科学省主催のシンポジウムでは、プ
ロジェクトの大小にかかわらず出口は「事業化」であるという認識の共有が難しい課
題であることが浮き彫りになった。

岡田

◆はじめに

基幸

（おかだ・もとゆき）

98 年に TLO 法が施行されて以来、日本の科学技術振興の切り札として

期待された「産学官連携」は、「産」と「学」、そして「官」が経験の蓄積
とマーケットの変化に合わせてそれぞれの意識を変革させながら、多くの

財団法人 上田繊維科学振興会
（AREC）理事／信州大学 繊維学
部 特任教授（産学官地域連携）、
工学博士

挑戦を続けている。しかし、一般に企業の新規事業化成功は千に三つ
（1,000 件中 3 件）とも言われており、産学官が連携して取り組んだとし
てもその割合が格段に上がることはない。このことは、産学官連携に携わっ
ているものならば誰もがうすうす気付いていることであろう。
そもそも産学官連携に対しては、多くの知恵が集まりやすく事業化しや
すいというもくろみがあったはずだ。それなのになかなか成功事例が生ま
れないのはなぜか。事業化を阻んでいるものは何なのか。そこには産学官
連携ならではの組織の成り立ちと、プロジェクトディレクター（事業総括
者）の素養が大きく関わっていると思われる。

◆がんじがらめの組織

文部科学省や経済産業省の地域指定の大規模産学官連携のプロジェクト

ディレクターの多くは企業で勤務した経験があり、事業開発や技術開発の
責任者として熾烈な企業競争下でその手腕を振るってきた優秀な方々であ
る。いわゆる猛者、野武士のような方々である。しかしながら、産学官連
携の現場ではその知見が十分に生かしきれていない。なぜなら、産学官連
携組織では企業や研究者、自治体が持つそれぞれの思惑に阻まれ、連携に
よる相乗効果がみられない場合があるからだ。その理由をあえて率直に申
し上げるならば、体制が重層過ぎるのだ。
地域イノベーション戦略支援プログラムのような提案型プロジェクトに
おいては、地域の行政や大学など、産官がイニシアチブを取り申請書を取
りまとめることが一般的だ。このとき、2 つ以上の地域が参加していると、
首長同士の駆け引きが起き、おしなべて当たり障りのない申請内容となる
ことが多い。イノベーションを起こすための計画であるはずが、すでにス
タート時点で革新的ではなくなってしまうこともある。このように産官が
http://sangakukan.jp/journal/
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イニシアチブを取る場合、知事や学長といった体制のトップにいる方々の
相当強い思い入れがなければ、イノベーションはしょせん絵に描いた餅で
しかない。しかし、本業が他にあるトップにそれを求めるのはなかなか難
しいのが実情だ。
さらに、プロジェクトディレクターは採択後にプロジェクトへ参加する
ケースがほとんどであるため、計画に対する思い入れが不足していたり、
複雑な体制の中で動きに制約が出てしまっていたりするケースもある。こ
れでは、プロジェクトディレクターが個別に築き上げたコーディネート力
や知的財産の管理方法、海外販路支援方法といった「戦術」が生かしきれ
ない。そしてこの状況は、スピードと優位性、独自性が求められる国際的
なビジネスにとって致命的とも言えるのだ。

◆地域の現状と課題

地域の実際はどうか。今年の 1 月、文部科学省主催の「地域イノベーショ

ンシンポジウム 2011 in 福岡」において、「地域発イノベーションのため
の事業化戦略について」というテーマで個別会議の座長を務めた。ここで、
福岡県産業・科学技術振興財団 事業総括 大津留榮佐久氏、山口県産業技
術センター 事業統括 倉重光宏氏、関西文化学術研究都市推進機構 総括
コーディネータ 塩山忠夫氏、長野県テクノ財団 事業総括 田多井俊夫氏、
浜松地域テクノポリス推進機構（現、浜松地域イノベーション推進機構）
オプトロニクスクラスター本部 事業総括 星俊治氏にお話を伺った。各地
域とも、プロジェクトの大小にかかわらず出口はあくまでも「事業化」で
あるという認識の共有が難しい課題であることが浮き彫りになった。
このため大津留氏は、自身の立場をファンドマネージャーとして位置付
け、大学の副学長と「先生方のテーマを目利きし、世界的な競争力のない
テーマについては予算をつけない」という合意形成を行ったという。注目
したいのは、先生方の研究は絶対に否定はしないというスタンスながらも、
事業化という出口に対して「3 カ月に 1 回、コーディネータからの諮問を
受けることが 5 年間続く厳しいプロジェクト」であることを先生方にご
理解いただいた点である。先生方もアウトプットを意識して、民間企業の
資金を呼び込めるような研究に取り組むようになった結果、外部資金依存
症からの脱出が図られつつあるという。先生方からの憎まれ役として、予
算と理屈付け、そして評価に論理的に取り組んだことが、大学のトップ層
をはじめとした事業化意識の浸透につながった素晴らしい事例である。
次にスピードと独自性を追求するには、まず国の助成ありき、という体
制づくりも問題としてあがった。星氏はプロジェクトの目的が「事業採択」
にすり替わってしまい、大学がすでに持っているシーズをどう事業化して
いくかに論点が絞られると危惧する。どのような市場ニーズがあるのか、
地域にどのような産業が必要なのか議論がなされていないのだ。そこで、
星氏のもとでは大学の先生が持つ技術についてコーディネータが市場調査
を行い、それに基づいて製品化するターゲットを絞ることから始めたとい
う。そして、絞ったターゲットについて先生に納得してもらった上で集中
http://sangakukan.jp/journal/
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して研究開発を行ってもらうことで事業化が進み、製品化や売り上げの実
績に結び付いた。
大学や行政の意識のずれは戦略に方針がなくなると、大津留氏も憂慮す
る。そこで注目したいのが、多くの地域企業が持っている新たな事業イメー
ジだ。プロジェクトディレクターがこのイメージを具体化していけば、事
業化のスピード化と目的の明確化につながるであろう。そのためには、持
ちうる戦術を動員しながらテーマの選択と集中を進めていかなければなら
ない。これに頓挫すると、製品化や商品化までの期間がさらに長期化して
しまい、営業力や資金力に乏しい中小企業にとっては継続した参画が難し
くなると、田多井氏、塩山氏は口をそろえる。プロジェクトディレクター
には、プロジェクト終了以降も競争的資金の獲得を進め、参画団体を分裂
させない取り組みが求められるのだ。一方で、国としても事業化の方向性
が確実に見えたプロジェクトに対しては、企業が製品化・商品化するため
の支援を考える必要もあろう。
さらに現場の意見として見えてきたのは、テーマに応じたプロジェクト
期間の柔軟な適用である。素材開発に取り組む山口では、ソフトやデバイ
スに比べて開発から事業化までの期間が長いため、事業化の評価の際に
テーマに応じた時間軸の設定が必要だと倉重氏は指摘する。山口クラス
ターでは 10～20 年という時間軸で製品化されるかを評価しているという
が、さらに国としても研究テーマに応じた対応を求めたい。
また事業化を加速するために、大テーマ、サブテーマに分け、後者を競
争力のある若手研究者やベンチャー企業が取り組んでいる事例もある。
テーマや組織の大きさによっては、複数の小さな規模の組織を横につなげ
る働き掛けも有効である。

◆欧州にみるクラスター事例

産業クラスタープロジェクトにおけるヨーロッパの体制は興味深い。駐

日欧州連合代表部によると、ヨーロッパにおける地域の産業クラスターは
競争力、イノベーション、地域発展の重要な原動力とみなされているとい
う。そのため、事業者には「第 7 次研究枠組み計画（FP7）」「結束政策基
金」「競争力・イノベーション基金」といった EU レベルの全面的なバッ
クアップが用意されている。
日本と大きく異なるのは、自国ではなく EU に対してプロジェクトを申
請することだろう。自国内での政治的な駆け引きが減り、事業化に取り組
みやすい。総じて、各地域が意欲的に連携を推し進められるのだ。私が訪
問したドイツザクセン州のドレスデン市でも産学官連携が盛んに行われて
いた。ここでは国際的な拠点として有機系エレクトロニクスが発展してお
り、自動車、飛行機の新素材プロジェクトが展開されている。
アジア地域にも同様の共同体ができると仮定すれば、日本の地域のライ
バルはタイやベトナムのどこかの地域となる。そうなると既成の産学官連
携の体制からは一歩踏み込んだ大胆な挑戦、革新的な議論がなされること
は想像に難くない。共同体構想はさておきながら、今後の産学官連携では
http://sangakukan.jp/journal/
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世界の中の日本、アジアの中の地域を意識して事業化を目指すことで、地
域が変わる大きなチャンスとなることを期待したい。

◆まとめ

東日本大震災以降、ビジネスのグローバル化は加速している。そんな中

では敵はすぐに変わっていくであろう。戦略以前の「仮想敵は誰か」「戦
う場（市場）はどこか」という照準をぶれさせないためにも、今後の事業
化には過去の実績にとらわれず、柔軟に体制を変化させる必要がある。
プロジェクトディレクターの人選も然り。そこで私が提案したいのは、
長年地域に根差した活動をしているカリスマ的コーディネータの活用であ
る。彼らは地域企業からの信頼も厚く、プロジェクト推進に欠かせないコー
ディネート力、プロデュース力に長けている。国のプロジェクト終了後も
自力で資金を稼ぎ出す仕組みを地域で作り出すことができるのだ。これま
でどおり、産学官が一緒になってプロジェクトを考えるのも良いが、地域
の現場に根差すカリスマコーディネータに一任して、地域のプロジェクト
をまとめ上げるのも一手であろう。そして、さらに一歩踏み込んで意見を
言うならば、国には、コーディネータが地域や所属を越えて活動しやすい
よう、大義名分となる肩書を付与することをお願いしたいのである。なぜ
なら、冒頭でも述べたが、もはや県単位ではイノベーションにつながるよ
うな特化した計画は難しいといっても過言ではなく、出てくるテーマと言
えば環境、ライフサイエンス、医療、航空と、まるで判を押したような状
態だからである。複数の産業が絡む地域はなおさらこの傾向が顕著だ。こ
れを打開するにはプロジェクトを地域内で完結させるのではなく、広域連
携を実現していくことが不可欠なのだ。しかし、自治体は地域内でまわる
成果を求めている。それでは、世界を動かすような産業はこの先起こって
こないであろう。この閉塞感を打ち破る起爆剤となるのが、現場でのコー
ディネータ連携であろうと考えるのである。
良くも悪くも、産学官連携コーディネータをたくさん輩出してきた日本。
この役はアジア諸国にはない特殊な業務でもある。だからこそ、コーディ
ネータが国の肩書を持って地域間調整にまい進できれば、全国各地で中身
のあるプロジェクトが排出されるはずである。そしてそれは、日本産業復
活のカギともなりうるのである。
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産学連携に基づく生体吸収性ステントの誕生
・株式会社京都医療設計は、産学連携により世界で初めて生体吸収性ステントを商品化
した。
・生体吸収性ポリマーが材料で、血管内で 6〜9 カ月間強度を保った後、水と二酸化炭
素に分解、おおむね 2〜3 年で体内に吸収され、消失するように設計されている。
・2009 年 6 月から販売開始し、現在ヨーロッパ 11 カ国で販売を行っている。

これまで市販されてきた冠動脈ステントは、ほとんどが金属製で、体の
中に異物として残留する。この欠点をクリアすべく誕生したのが、京都医
療設計が滋賀県立成人病センター副院長

故・玉井秀男医師との連携で、

世界で初めて商品化に成功した生分解性ステントだ。金属に代わる材料と
してポリ乳酸を用いたものだ。

楠本

雅章

（くすもと・まさあき）
株式会社京都医療設計
取締役副社長・臨床工学技士

すでに、ドイツなどで認可され販売されている。

◆開発の背景

20 年ほど前に、滋賀県立成人病センターの故玉井秀男副院長から弊社

の代表取締役社長 伊垣敬二に「体内で分解され、溶けてしまうステント
を作れないだろうか」と、医療現場からの切実なニーズが投げかけられた。
狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患の治療法として急速に普及してき
た PCI（経皮的冠状動脈形成術）。この治療法は、冠動脈の狭窄（きょうさく）
部に特殊なカテーテルを導き入れて、先端のバルーンを膨らませることで
詰まった血管を広げ、金属製のステント（金網状の筒）を血管内に留置
＜会社概要＞

し、狭窄部の患部を内側から保持し続けることである。
しかし問題は、現在使われているステントが金属製であり、半永久的
に体内に残ってしまう点にある。将来的に患者の血管内で炎症が起こる
可能性が否定できないし、すでにステントが入っている箇所に再狭窄が
生じた場合は新たな処置を講じるのが難しくなる。
成長過程にある若年者にステントを入れた場合や金属アレルギー患者
にとっても深刻な問題である。ステント治療の歴史がまだ浅いため、血
管の成長に伴う長期にわたる体内への影響についてはデータが十分でな
い。また、DES（薬剤溶出ステント）に至っては、再狭窄率・再発率の
低下を認めるもののステント留置後の抗血小板薬の長期使用の問題点が
指摘されている。
血管内でステントとしての機能が必要な期間 6～9 カ月維持し、不要
になったころに自然に体内で溶けてしまう生体吸収性ステントの開発
テーマは、企業理念にある「患者が負うリスクを少しでも少なくしたい」
との思いと「治療はデッドエンドになってはいけない」の信念に基づい
たものであった。

株式会社 京都医療設計
は、1985 年に設立し、医療
機器の製造（生体吸収性ス
テントの開発・製造）
、メー
カー（生体吸収性縫合補強
材などの全国販売）
、商社（循
環器に特化した医療機器の
販売）の 3 部門で事業の展
開を行っている。
売 上 高：45 億 円（ 2011
年 5 月 期）、 従 業 員 数：55
名、所在地：京都山科の本社、
京都リサーチパーク工場・
大阪営業所・東京営業所・
ド イ ツ の KYOTO MEDICAL
PLANNING GmbH
企業理念には、『Patients
are Our First Priority（患者第
一主義）』を掲げる。
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◆中心となる技術

生体吸収性ステント素材は、生体吸収性ポリマーであるポリ - L - 乳酸

（PLLA：poly-L-lactic acid）によって構成されており、ペレット状の PLLA
原料を紡糸・延伸して PLLA モノフィラメントに加工し、熱処理成形の後
ステントを作成する。
PLLA ステントは、血管内において 6～9 カ月間、強度を保った後、水
と二酸化炭素に分解、おおむね 2～3 年で体内に吸収され、消失するよう
に設計されている。
ま た、PLLA ス テ ン ト は、 ベ ア メ タ ル ス テ ン ト（BMS：Bare Metal
Stent）に比べステント内に薬剤を混入することが容易であり、薬剤溶出
ステントのプラットホームとしても期待できる。

◆製品の紹介

商 品 名：生体吸収性末梢血管用ステント『REMEDY』

＜製品構成＞

上図のように生体吸収性ステント、バルーンカテーテル、プロテクティ
ブシース、PTFE クリップおよび Y コネクターにより構成され、デリバリー
中にステントがバルーン上で動かないように、PTFE クリップでステント
の近位部を固定保持している。

ステントの拡大写真

＜製品規格＞
ステント
製品番号
REM-PE-5036
REM-PE-6036
REM-PE-7036
REM-PE-8036
REM-PE7.18-5036
REM-PE7.18-6036
REM-PE-5078
REM-PE-6078

ステントデリバリーシステム

径

長さ

厚み

使用
可能径

(m m )

(m m )

(inch)

(mm)

0.009

4.0 - 7.0
4.0 - 7.0
6.0 - 9.0
6.0 - 9.0
4.0 - 7.0
4.0 - 7.0
4.0 - 7.0
4.0 - 7.0

5
6
7
8
5
6
5
6

36

78

外径

有効長
(c m )

7F
7F
7F
7F
7F
7F
7F
7F

100
100
100
100
100
100
100
100

バルーン
径

バルーン
長

5
6
7
8
5
6
5
6

40
40
40
40
40
40
80
80

(mm)

(mm)

適合
GW

Nominal

RBP

(inch)

適合
シース
サイズ

(atm)

(atm)

0.035"
0.035"
0.018"
0.018"
0.018"
0.018"
0.018"
0.018"

7F以上
7F以上
7F以上
7F以上
7F以上
7F以上
7F以上
7F以上

8
8
8
8
8
8
8
8

13
13
13
12
13
13
13
13

◆海外で最初に事業化した背景

開発を進めてきた中で、日本では 1992 年ごろから学会で発表を行って

きたが、あまり評価されなかった。日本の医療現場では、“ 海外製品を偏
http://sangakukan.jp/journal/
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重する傾向 ” があり、ステントの場合はとりわけ顕著で、今回テルモ株式
会社が日本初の薬剤溶出ステントの販売を行うことになったが、それまで
は米国企業が世界市場を独占し日本製品が入り込む余地は全くなかった。
一方欧米では、生体内で吸収されるステントに多くの医療関係者が興味
を持ち、学会発表する機会もたくさんあり、反応も早かった。
アプローチが海外からの方が多かったのと、欧州での販売に必要な CE
マークは、日本・米国の薬事審査に比べて費用・期間面で比較的取得しや
すい。ドイツ・イタリアで治験を行い、2008 年末に世界で初めて CE マー
クを取得し、現在の販売に至っている。

◆販売している国・販売を始めた年月

2009 年 6 月から販売開始し、現在ヨーロッパ 11 カ国（イギリス・イ

タリア・ドイツ・スイス・トルコ・ベルギー・オーストリア・スペイン・
チェコ・スロバキア・リトアニア）で販売を行っている。

◆顧客からの評価

イタリアでの PMS（安全性、効果についての調査）90％が満足している。
症状改善に関する調査（6 カ月 Follow Up）
明白な改善：ABI ≧ 0.9

15 症例（50.0％）

改

12 症例（40.0％）

善：徴候もしくは ABPI が改善

※ ABPI：Ankle Brachial Pressure Index とは足関節部最高血圧
／上腕動脈最高血圧測定のことで、0.9 以上が正常値

◆国内での取り組み

経済産業省の平成 23 年度『課題解決型医療機器の開発・改良に向けた

病院・企業間の連携支援事業』に選定され、中小企業のものづくり技術を
生かした医療機器の実用化を目指して事業を行っている。生体吸収性ポリ
マー技術を用いた生体吸収性ステントの改良および製品化を京都工芸繊維
大学と連携して進めている。
日本の薬事承認審査は、現在 PMDA（医薬品医療機器総合機構）と相談
を行いながら、今夏からの治験実施に向けて準備を進めている。

http://sangakukan.jp/journal/
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フジキンカープグループ（FCG）の産学官連携
―企業・大学の発明、技術を紹介する情報誌発行―

・新技術、新製品開発において大学等との連携に積極的に取り組んでいる。新エネルギー・
産業技術総合開発機構など支援機関の助成事業を活用した製品開発も多い。
・日本テクノマートが行っていた技術取引支援事業を引き継ぎ、企業、大学等の発明、
技術を紹介する情報誌「SO（創）」を 2011 年に創刊した。

フジキンカープグループ（FCG）は常に最先端技術を事業に取り入れる
科学技術創造企業を目指している。中核の株式会社フジキンは宇宙ロケッ
ト関連、半導体製造プロセス関連、原子力設備関連、造船関連などの特殊・
精密バルブ機器や特殊・精密ながれ（流体）機器およびシステム装置の研
究開発・設計・製造・販売・サービスを事業としている。バイオエンジニ

加根魯

和宏

（かねろ・たかひろ）
元 フジキンソフト株式会社
New テクノマート戦略室

アリング分野にも進出しており、「大阪ハイテック研究創造開発センター」
「筑波フジキン研究工場」などを拠点に開発に力を入れている。
フジキンソフト株式会社は最先端技術や ICT（情報通信技術）の有効活
用をはじめ、マイクロエレクトロニクス技術の開発、同応用技術の展開に
も取り組んでいる。
FCG は新技術、新製品開発において大学等との連携にも積極的に取り組
んでいる。本稿では、こうした産学官連携による研究開発と、ここから派
生した技術（特許）取引支援事業を紹介する。

町井

省文

（まちい・よしふみ）
株式会社フジキン
知的財産戦略室

◆研究開発

FCG は東北大学の大見忠弘名誉教授と 1991 年から半導体製造用ウルト

ラクリーンガス供給技術に関する共同研究開発を開始し、これまでに 10
名以上の研究員を同大学に派遣してきた。さらに 1995 年から大見教授と
FCG 技術者との定期技術ミーティングを開催し、半導体製
造用超高純度ガスの供給に必要な新しい精密ながれ制御技
術の創出に取り組んできた。2011 年末現在、65 回の定
期技術ミーティング開催に至っている。この結果、高性能
小 型 メ タ ル ガ ス ケ ッ ト 継 手（Ultimate Perfect Gasket:
UPG）、集積化ガス供給システム（Integrated Gas System:
IGS、写真１）、高純度水分発生器（Water Vapor Generator: WVG）、電子式小型ダイレクトダイヤフラムバルブ
（Electrically Controlled Valve: ECV）、圧力式流量制御シス
テム（Flow Control System: FCS）、高温バルブなどの製品
化に至った。
その成果は、さまざまな特殊材料ガスを純度劣化させる
ことなく安定にユースポイントまで供給することを可能に

写真１

FCS（圧力式流量制御器）を採用した
IGS（集積化ガス供給システム）
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し、必要な時に手元のバルブを開き、使い終わったら手元のバルブを閉じ
るだけで良い水道方式の超高純度ガス供給システムとして世界中の半導
体、
平板ディスプレー、
太陽電池などの製造工場で採用されるに至っている。
2002 年に大見教授は、New Intelligence for IC Differentiation（DIIN）プ
ロジェクトを立ち上げ、自らが設計したクリーンルームを有する未来情報
産業研究館（未来研）という強い開発拠点を東北大学内に建設した。この
プロジェクトでは、学問に基づいた新しい産業技術の創出を目的とし、半
導体デバイス、大型ディスプレー、太陽電池を製造する企業、製造装置企
業、部品、材料、表面処理、加工、計測・制御、建物、インフラ・ユーティ
リティを担当する企業数十社が、全て一貫した技術思想の下に融合一体化
して完全な協力体制で新産業創出に取り組んでいる。
一連の連携に対し、2011 年第 6 回モノづくり連携大賞を受賞した。
【公的機関のファンドによる開発事例】
化合物半導体製造用の有機金属材料供給において、現状の気化器では析出
や流量不安定等のトラブルが頻発しており、長期安定供給可能なシステム開
発が必要とされている。
FCG が世界に先駆け開発した圧力式流量制御器 FCS は、圧力センサーとピ
エゾコントロールバルブによる高速フィードバック制御により、たとえ流量
制御器への供給圧力が変動しても、制御流量に一切影響がなく、安定したガ
ス供給が可能である。多用されてきたガス質量流量計（Mass Flow Controller：MFC）はフィードフォーワード制御のため流量制御器への供給圧力が変
動すると制御流量も変動する。また、ガスの熱移動を利用したサーマルセン
サーを用いるため、その細管部分の温度が他より高温であり、ガスの熱分解・
詰まりの原因となっていた。FCS には温度が異なる部分は存在しない。
これらの特徴を活かし、気化器と組み合わせた小型気化ユニットの開発に
より「有機金属材料の長期安定供給の実現」および「加熱領域が劇的に減少
するため省エネ」を達成できる。また、絶えずガスを流し続けて使うラン・
ベント方式ではなく、水道方式によるガス供給にすることで省資源化が達成
できる。LED 等のような既存光デバイスのコストダウンと品質および性能 ･
歩留まり向上を目指し、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
から平成 22〜23 年度実用化開発費助成金をいただき小型気化ユニット（Liquid Source Control System：LSCS）の製品化を達成した。

◆
「Newテクノマート SO
（創）
」
の創刊
（FCGのテクノマート活動）
1985 年に財団法人日本テクノマート（当時）が日本初の公的な技術取

引支援事業としてテクノマート活動を開始した。FCG は当初より有資格会
員として参画、その後も、大阪を拠点として微力ながら活動を続けてきた
が、創業 80 周年にあたる 2010 年の 4 月に、産学官情報発信基地である
東京・秋葉原ダイビルに、新たに「New テクノマート戦略室」を開設した
（この名称の使用にあたり、
「テクノマート」の商標権を承継された財団法
人日本立地センターにご了解をいただいた）
。
http://sangakukan.jp/journal/
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New テクノマート戦略室は、中
小企業、市民、大学、TLO（技術移
転機関）等の知財活用のお手伝いが
できることを願っている。具体的な
活動としては、知財案件紹介のため
の展示会等への参加に加え、皆さま
の発明や技術を紹介する情報誌「SO
（創）」を 2011 年に創刊し、2012
年 3 月 現 在、 第 3 号（写 真 ２） ま
で発行することができた。
本誌は、大学、企業（ベンチャー
企業）、個人発明家の方々からお預
かりした案件を掲載している（知財
案件の掲載費用、成功報酬等は不
要）。それ以外に、大学等の先生方
や、企業や機関等の皆さまからの寄
稿やインタビュー記事等で構成し

写真２ 超知財戦略情報誌
New テクノマート SO（創）第 3 号

表紙

ている。知財関連業務に従事されている方々だけでなく、科学技術に興味
をお持ちの皆さまにもお読みいただけるような編集を心掛けている。是非
ともご一読頂きたい。今後も、年 4 回の発行ペースで続けていく考えで
ある（発行予定部数は 5 万部）。
国内外に相当数の工場や営業拠点を有し、幅広く、頻繁に企業、大学を
訪問できることは、既存の技術移転機関にはない FCG の強みだと考えて
いる。この強みを活かして、技術創造立国・ものづくり日本国が、元気、
勇気、やる気を取り戻すために、皆さまがお持ちの技術・発明等を活用し
ていただけるように、広くご紹介をさせていただく所存である。
その一方で、海外版情報誌の発刊のご要望もいただいている。海外、特
にアジアでは日本の技術に対しての関心が高く、場合によっては日本国内
よりもスピーディーな連携が可能であり、それが日本の産業界、大学のた
めにもなると考えている（FCG は台湾、台中市の有力私立大学の知財の活
用や導入に関する日本側の窓口にもなっている）。
昨今、多くの大学では、特許出願等の事務的業務の負荷が大きく、移転
や流通の業務が手薄にならざるを得ないとも聞いている。「New テクノ
マート戦略室」では、TLO とは違った視点で、活用（移転）が可能と考
えられる発明（ノウハウ）を見つけるため、大学に対していろいろなサポー
トをしていきたいと考えている。「すごい大発明」に出会う機会はそう多
くはないが、夢を持ち続け、「売れる発明」を見つける目（眼）を持って、
「日はまた必ず東から昇る」その日を願い続けている。
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各地の農水産物を新レシピとともに飲食店に紹介
～東京海洋大・ぐるなびの共同研究事業～
・東京海洋大学と「株式会社ぐるなび」は共同で、各地の農水産物を都市の飲食店に紹
介するセミナーを開催している。
・スタートした 2009 年度からこれまでに取り上げたのは北海道厚岸、島根県浜田市
など 12 産地。「地産都消」の活動と名付けている。

東京海洋大学と外食店舗インターネット検索サービスの株式会社ぐるな
びは、2009 年度から全国各地の特徴ある農水産物を発掘し、都市の飲食
店にそれらの食材と調理手法を紹介・提案する共同研究事業に取り組んで
いる。地方産品を都市での消費に結び付ける「地産都消」の活動と位置付
けている。
具体的には、テーマの産地ごとにセミナーを開催し、産地関係者と都市
の飲食店を結び付けている。毎回集まってもらうのは 40 人前後の飲食店
シェフら。セミナーは ①産地の自治体、生産者等による産品（提案食材
3～4 品）の紹介 ②有名シェフによる新メニューの提案（試食）③素材の
生かし方や調理方法に関するディスカッション――といった内
表１ これまでに開催したセミナーのテーマ・紹介地域
容だ。
【地域産品・メニュー開発セミナー】

◆「水産海洋プラットフォーム事業」の一環

同大学産学・地域連携推進機構は、産学官連携の広域ネット
ワークをつくる「水産海洋プラットフォーム事業」の一環とし
て、農水産品を介した地域振興事業を実施している。まず、
2006 年度から大学祭「海鷹祭」を活用して「水産都市フェア」
を開催し、生産者と首都圏消費者の出会いを創出した（
「地産
都消事業」
）
。生産者・事業者からは市場調査・地域ブランド浸
透の機会として高く評価されている。
こうした中、ぐるなびから相談があったのをきっかけに、両
者の共同研究事業を始めた。同社には、外食産業というリソー
スを活用して産地活性化の事業を推進したいという目的があっ
た。都市の飲食店に新しい食材、レシピを紹介することで外食
業界そのものを元気にすることにもつながる。

◆試食しディスカッション

2009～2010 年度は「地域産品・メニュー開発セミナー」
という名称で合計 8 回のセミナーを開催した（表１）。2 年間
で紹介した産品は合計 27 品、開発レシピは 24 品にのぼった。
2011 年度は内容をさらに充実させた上で、「ふるさと食材活
用セミナー」と改称して 4 回開催した。
2 月 20 日、東京・銀座のレストランで開かれた第 3 回「ふ
るさと食材活用セミナー」のテーマは「北海道」の食材。参加
者は 40 名余りだった。ここでは表２の食材が紹介された。

第 1 回（平成 21 年 9 月） 水産発酵食品
第 2 回（22 年 2 月）

北海道厚岸

第 3 回（22 年 3 月）

島根県浜田市

第 4 回（22 年 10 月）

宮崎県延岡市

第 5 回（22 年 11 月）

青森県八戸市

第 6 回（23 年 1 月）

山口県宇部市

第 7 回（23 年 2 月）

宮城県気仙沼市

第 8 回（23 年 3 月）

東京都八丈島

【ふるさと食材活用セミナー】
第 1 回（23 年 10 月）

島根県隠岐の島海士町

第 2 回（23 年 11 月）

神奈川県平塚市

第 3 回（24 年 2 月）

北海道

第 4 回（24 年 3 月）

鹿児島県南さつま市

表 2 第 3 回 「ふるさと食材活用セミナー」の食材
・釧路定置トキシラズ（鮭）
・海藻ポーク（海藻の成分が入ったアルギットを
食べさせた豚の肉。釧路町産）
・釧路ししゃも（一昼夜調味料に漬け込み、5 日
間で水分を取り除いた “ くん製風味 ”。焼かず
に、そのまま食べられる）
・大豆新品種「ゆきぴりか」を原料にした北海道
味噌（イソフラボン含量が多い大豆）
・鮭醤油「魚々紫（ととむらさき）」（鮭の醤油。
北海道は魚醤の産地）
・やまのいも新品種「十勝 3 号」（粘りが強い「い
ちょういも」と低温でも大きくなる「ながいも」
の人工交配。新たな北海道ブランドの品目とし
て期待される）
・株式会社白糠酪恵舎のチーズ

http://sangakukan.jp/journal/
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セミナーははじめに、公設試験研究機関の北海道立総合研究機構、
北海道経済連合会、北海道釧路総合振興局、釧路市漁業協同組合、
白糠酪恵舎の方々が提案食材を紹介。その後、参加者は食材を並べ
たコーナーで試食したり名刺交換。仕入れの方法などを聞いている
人もいた（写真 1）。
セミナーの後半はこれらの食材を使ったレシピの提案。この日、
新しいメニューを開発したのは和食「恵比寿 笹岡」の笹岡隆次氏。
メニューは「トキシラズと水菜の巻き蒸し」（写真 2）「ししゃもの
酢漬け」「海藻ポーク胡麻風味焼」の 3 品。参加者全員にこれらの
料理が出され、笹岡氏や産地関係者の説明を聞きながら、試食した
（写真 3）。
「トキシラズと水菜の巻き蒸し」には、やまのいも新品種「十勝
3 号」と大豆新品種「ゆきぴりか」の味噌、また、「海藻ポーク胡
麻風味焼」には鮭醤油「魚々紫」をそれぞれ使用している。試食後、
食材の生かし方、レシピなどについての質疑応答、最後に紹介産品
についてのアンケート調査が行われた。

写真１

写真２

セミナー会場の様子

トキシラズと水菜の巻き蒸し

◆「オーライ！ニッポン大賞」受賞

ぐるなびにとっては外食産業の活性化とともにその可能性を探る
機会になっているようだ。担当の同社法人営業部門プロモーション
プランナー（北海道ノーステック財団フード特区推進部 次長兼務）
河口真紀さんの話。
「ぐるなびでは、全国 10 万の加盟飲食店との密な連携実績を活
用し、さまざまな形で地域の振興に貢献する活動を進めてきた。東
京海洋大学との連携事業もその一環。最近では、新規開発された農
畜水産新品種の拡販を支援して、この市場調査やブランディングを
行っている。今後、工業製品などと同じように、一次産品について
もニーズプル型の研究開発が必要と考え、さまざまな研究機関を支援して
いる。地方公設試等の皆さんにも活用していただけると考えている」
一方、同事業について、東京海洋大学産学・地域連携推進機構教授 中
村宏さんは次のように述べている。
「通常の産学連携は大学等研究機関のシーズと民間のニーズの結び付き
を目指す。しかし、一次産品、食の文脈では、各地域の素材というシーズ
と、都会の消費ニーズのマッチングと捉えている。私たちの進める地産都
消活動では、大学の『知』と素材の『地』を生かし、地域（産地）の振興
に貢献するあらゆることを試みようと考えている。産地の皆さまの多様な
相談にお応えしたい」
ぐるなびとの連携事業を含む、同大学産学・地域連携推進機構の水産海
洋プラットフォーム事業において取り組んできた「地産都消事業」がこの
たび、都市と農山漁村のオーライ（往来）の活性化に大きく寄与した功績
で「第 9 回オーライ！ニッポン大賞」（農林水産省・オーライ！ニッポン
会議）の大賞を受賞した。

写真３

試食の様子

（本誌編集部）
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天然素材の『噂を科学する』地域企業密着型研究
・身の回りにあるたくさんの天然素材はさまざまなところで使われているが、ほとんど
研究されておらず、その潜在的に有している機能性、利活用法も、見いだされていな
いものが少なくない。
・天然素材についての「言い伝え」「体験談」「噂」に着目して、研究を進めると新たな
知見が得られる。
・市民、企業人の何げない一言からヒントを得て、未利用天然素材の利活用を進めるの
も産学連携の 1 つの形だ。

私は、天然素材を専門に扱う研究者である。古来から私たちは、多岐に
わたる天然素材を、ある時は、薬として、香料として、染料として、食品
として、抗菌素材として、化粧品として、もしくは、癒し素材として、利
用している。無数とある天然素材の中から、どれに着目し、どのようなア

清水

邦義

（しみず・くによし）
九州大学大学院農学研究院
環境農学部門
森林圏環境資源科学研究分野
助教

プローチで研究を進めていくか。天然素材を題材とした産学連携の成功の
鍵は、そこにある。
私と天然素材研究の始まりは、卒論研究にある。当時の指導教官から、
「パプアニューギニア産樹木抽出成分からの生理活性成分の探索」という
テーマを頂いて以来、一貫して、天然素材の生理活性成分についての研究
に取り組んできた。学部、そして、修士課程、博士課程と、私は、パプア
ニューギニア産樹木であるパンノキ（Artocarpus incisus）という樹木の研
究に取り組み、強力なチロシナーゼ阻害物質や 5 α - リダクターゼ阻害物
質を単離、同定した **１。異国の薬用植物に関する研究を進めながら、あ
る時、ふと、自分の身の回りの天然素材に視線を落としてみると、意外な

１：http://ﬀpsc.agr.kyushuu.ac.jp/sffps/shimizuronbun/
simizuronbun.htm

＊＊

ことに気付いた。それは、身近なありふれた天然素材でさえ、いや、身近
であればあるほど、使われずに、ただただ、廃棄されている天然素材のな
んと多いことか。言い伝えや、噂だけが知られており、なんら科学的なメ
スの入っていない天然素材のなんと多いことか。

◆タケノコの皮から抗菌物質

例えば、福岡は全国一のタケノコの生産地であるが、膨大なタケノコの

皮は、廃棄されるか、堆肥化されているだけである。研究開始当初、その
生理活性に関する論文を検索したところ、皆無であった。しかし、待てよ、
そもそも、私たち日本人は、古来から、タケノコの皮を、おにぎりの包み
などに使ってきたではないか。それは、なぜだろう。容易に推測できるの
は、タケノコの皮に抗菌物質が含まれているのではないかということであ
る。事実、タケノコの皮の抽出物には、抗菌活性が観察され、抗菌物質を
明らかにすることができた **２。
もう１つ例を挙げてみたい。霊芝というキノコは、学名を Ganoderma

２：Tanaka, A., Kim, H.J.,
Oda, S., Shimizu, K., Kondo,
R. Antibacterial activity of
moso bamboo shoot skin
(
)
against
, Journal of Wood
Science, 57, 542-544
(2011).
＊＊
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lucidum と言い、マンネンタケとも呼ばれている（写真１）。古来、中国
では万病に効くキノコとされ、世界中で最も研究されている薬用キノコで
ある。有名なキノコなので、“ 研究されつくされている ”“ 薬効も知られて
いるはずだ ” と思いがちである。しかし、そうではない。
このキノコを、粉末にしてお湯やお酒に入れて、飲まれている方々の感
想を聞くと、新たなヒントを頂くことがある。私が大学教官になりたての
時だっただろうか。ある企業の方が、「お酒を飲んだ後、このキノコのエ

写真１ 霊芝（マンネンタケ）の外観

キスを摂ると、二日酔いにならないよ。おしっこもよくでるばい」と言わ
れたのである。その言葉がヒントとなった。だとすれば、前立腺肥大症に
有効なはずだ、と。そこで、その仮説を元に、研究を進め、活性を示すト
リテルペノイド類を単離し、その効果を、in vitro や in vivo で検証するに
至り、学術論文のみならず、特許の取得に成功した。

◆「産」の何げない一言に注意

このように、科学的エビデンスが不十分である「言い伝え」
「体験談」
「噂」

に着目して研究を進め、その科学的裏付け、換言すると、「うんちく」を
蓄積していくのも、未利用天然素材の利活用法につながる１つの方策であ
ろう。
このような研究は、何げない「産」の一言がきっかけになる場合が多い。
産学連携は、大学のニーズをベースにする方法――従来の、「学」のエビ
デンスをバックボーンとした産業化――に限定せず、たとえ非科学的で
あったとしても、「産」の何げない一言に注意を払い、そこから得られた
ヒントを元に、「学」に落とし込んでいくアプローチも、重要であろう。
特に、いまだ科学的には、不明な点が多く残されている、身近な「天然素
材」を対象とした場合には、実際にその天然素材を取り扱っている方々の
声を聞くのが、近道である。

◆海外のベチバーの使われ方からヒント

実際に、実用化に至った例を紹介したい。ベチバーは、学名を、Vetiveria

zizanioides というイネ科の植物である（写真２）。本植物は、さまざまな
用途に使われている。根は、精油を取るために用いられ、得られた精油は、
ベチバーオイルと呼ばれ、ウッディーな香りを特徴としている。アジアに
広く分布しており、インドネシアでは、広く栽培されている。
私のこの植物との出会いは、2005 年ごろ。久留米市のベンチャー企業
（現、株式会社アカル）の方が、私のところにこの植物を持ち込んだこと
が発端である。最初の一声は、「先生、この根っこを、部屋に置いておくと、
嫌な臭いが、消えるとよ」であった。久留米地区には、株式会社久留米リ
サーチ・パークという中小企業の研究開発を支援する機関があり、そこで
測定した基礎データを携えての訪問であった。

写真２ ベチバーの外観（赤丸：根部）

その素材を研究室に置いておくと、当研究室に在籍していたインドネシ
アの留学生の目に留まり、「先生、これ、母国では、タンスの中に入れて
いるよ。虫から衣服を守ることができるよ」とのこと。現地では、ベチバー
http://sangakukan.jp/journal/
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の根を編んで敷物やランチョンマットのようなものを作ったり、または、
すだれとして使っているようだ。いろいろと話を聞くと、さまざまな用途
があった *１。そこから、研究の発想が大きく広がった。もしタンスにこ

＊
１：ベチバー根のアジア各地
の古来からの利用法
タンスの防虫・抗菌剤として／
すだれ／敷物／アロマ原料

の根を入れておけば、きっと、虫やダニの忌避効果があるだろう。また、
敷物として使用すれば、汗のにおい等を取るような消臭効果があるかもし
れない。すだれとして用いれば、そこから漂う香気成分には、なんらかの
ヒトの生理・心理に及ぼす影響があるかもしれない。そのような発想から
開発された商品を写真３に示した。
天然素材を研究テーマとする場合には、どのような結果が得られるかを
論理的に展開するのは、なかなか難しいのが実情である。しかしながら、
これらの素材を実際に身近においている人たちの感覚、言い伝え、噂を元
に、それを科学的に立証して、エビデンスを付与していく。それによって、
他商品との競争力を獲得していく。これも１つの産学連携の形であろう。
ヤマブシタケ（Hericium erinaceus）というキノコもその１つである（写
真４）。近年、NGF（神経成長因子）の産生を促進するとか、アルツハイマー
の症状を改善する等の機能性が報告されつつある。株式会社阿蘇バイオ
テックの方が、「このキノコを研究してくれませんか」と、相談に来られた。
ヒト実験でのエビデンスが欲しいとのこと。実際のところ、アルツハイマー
症状への有効性や、神経成長因子の産生促進は報告されているが、果たし
て病気だと診断されておらず、でも、気分が晴れない人たちに対しては、
どうなんだろう。いろいろな方と話していくうちに、ヤマブシタケを食べ

写真３ ベチバー関連商品
（上：ベチバーミスト［液体消臭剤］、
下：快適空間［消臭・抗菌・防虫］）

ると、心も元気になりそう、という感想も確認された。そこから発して、
中高年の女性の不定愁訴については、どうなんだろう。そのような好奇心
と、自由な発想により、研究が開始され、不定愁訴が本キノコ粉末を食す
ることによって、改善されることを見いだした **3。本知見を元に、新商
品も開発された（写真５）。
写真４

◆広くアンテナを張って

ヤマブシタケの外観

以上、ほんの数例であるが、私たちが、科学的バックグラウンドではな

く、「産」のほんの何げない一言により、研究を開始した経緯を紹介した。
私たちの身近には、無数の天然素材がある。しかしながら、大部分は、不
明である。というより、ありふれた素材について、研究を行う「動機」を
見いだすことが困難であり、結果として手つかずとなっている。振り返っ
てみると、私にとっては、その動機こそが、「産」の何げない一言だった。
今後とも、「産の何げない一言」にアンテナを張って、科学の力を結集
して、実り多い、「産」および「学」にとって有用な研究に取り組んでい
きたい。

写真５ ヤマブシタケ関連商品
（ヘリセＷ）

＊＊
３：Nagano, M., Shimizu, K.,
Kondo, R., Hayashi, C., Sato,
D., Kitagawa, K., Ohnuki, K.
Reduction of depression and
anxiety by 4 weeks
intake, Biomedical
Research, 31 ( 4 ), 231 237(2010)
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機械振興協会
｢産学官連携センター｣と「ビジネスセンター」の狙い
・機械振興協会は平成 23 年 4 月、「産学官連携センター」を設立し、各地の関連団体・
組織を有機的に結び付ける交流促進、連携強化の活動を行っている。
・これまでに、機械工業図書館のリニューアルオープン、各地の産学官連携活動のキー
パーソンへのヒアリング調査、それを踏まえたシンポジウム開催などを実施した。
・24 年度に創設した「機振協ビジネスセンター」と合わせ、業界における産学官活動
の「情報ハブ」になることを目指している。

■機械振興協会の概要

國井

機械振興協会は昭和 39 年に財団法人として設立された。｢本部事務局｣ ｢経済研究所｣ ｢技術
研究所｣ の 3 つの事業所を有し、｢会館運営｣ ｢経済研究｣ ｢技術研究｣ の 3 事業により機械産業
の振興を支援している。
機械振興会館の ｢会館運営｣ では、約 65 入居団体の約 1,000 人が、相互に連携・交流を図り
つつ事業活動に取り組めるよう、貸事務所、貸会議室、貸ホール等の運営を行っている。また
｢経済研究｣ では、機械産業の経済 ･ 経営に関する調査 ･ 研究と講演会による成果の普及活動等
を行い、｢技術研究｣ では先端的な生産技術の調査研究 ･ 共同研究や加工・計測・試験の受託業
務等を行っている。

機械振興協会は平成 23 年度から一般財団法人
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の体制と機能を示す。「本部」は、機械振興会館
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ジョン」として取りまとめ、業界への一層の貢献

図 1 に機械振興協会の「産学官連携センター」

一般財団法人機械振興協会
企画室
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へと移行した。移行にあたり新協会の在り方を「ビ
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図 1 「産学官連携センター」の体制と機能

小企業等への技術支援を行う同市の「技術研究所」が担当する。つまり、
「産学官連携センター」は機械振興協会を横断的につないだ構成としてい
る。協会の経験とノウハウおよび協会のハードとソフトのインフラを活用
した運営を行い、業界の今後の発展に一層の貢献をしたいと考えるもので
ある。

◆ ｢産学官連携センター｣ の活動内容

図２に「産学官連携センター」の歩みと今後を示す。平成 23 年 4 月の

センター設立にあわせ、従来の「機械工業図書館」をビジネス支援のでき
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図 2 「産学官連携センター」の歩みと今後

装リニューアルした「機械振興会館ホール」
にて、キャラバン訪問先のキーパーソンを全国からお招きし、「産学官連
携センター設立記念シンポジウム」を開催するに至った。各地の活動成果
等を今後の活動に有効活用していただけることを願っている。機械振興協
会は継続し交流の場の提供を行っていきたい。

◆今後の展望

アジア新興国の攻勢など激しい競争の中、市場変化へのスピードある対

応や潜在需要掘り起しによる市場創成が産業界の重要課題となっている現
在、｢産学官連携｣ を活用した製品開発により経営資源を有効利用するこ
とは経営戦略上の重要テーマであろう。まして経営資源の乏しい中小企業
等にとってはなおさらのことである。機械振興協会の「産学官連携セン
ター」では既存組織の活動を補完しながら、全国横断の横串機能を機械産
業分野で果たし、全国各地での現在の活動が相互にシナジー効果を産み出
せるよう業界を支援していきたいと考えている。
本年度からの事業として、既存のセンター機能を補完し個別の案件に機
動的に対応できる ｢機振協ビジネスセンター｣ を創設した。｢機振協ビジ
ネスセンター｣ は、「産学官連携センター」の活動から派生する個々の具
体的な相談案件に対応する組織として位置付け、現場に密着した案件対応
を行うことを狙っている。具体的には、機械振興会館に入居の 3 団体（経
営手法改善研究会、東京ビジネスインキュベーションサポートセンター、
韓国技術ベンチャー財団）が中核となり、協会との協力体制により、おの
おのコンサルティング、東京の営業拠点、日韓技術協力の事業活動を推進
するものである。今後は他の団体とも連携していきたいと考えている。ま
たグローバル時代への対応として、国際化に向けた体制整備を、まず韓国
から開始する。本年秋には、第 1 ステップとして韓国業界団体の韓国機
械産業振興会と共同シンポジウムを計画中である。
当協会は、機械産業界において産学官連携活動の全国横断的な ｢情報ハ
ブ｣ を果たすことを目指しており、上述のような活動により、その実現を
図っていく所存である。
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産学官連携コーディネーターと中小企業の開発力評価
・産学官連携コーディネーターにとって、各支援機関の事業で支援すべき企業、テーマ
を適正に選ぶことが大きな課題。ヒト、カネ、モノの 3 要素で評価する方法ではなく、
1 つの数字で評価する方法はないかと考えた。
・研究開発に必要な、ヒト、カネ、モノの各要因の重み付けを、感性を数値化する手法
AHP 法（Analytic Hierarchy Process：階層構造分析法）によって定量化。これ
をもとに、中小企業の開発力を評価するシステムを構築した。

私は昭和 46 年に製鉄会社に入社し、鉄鋼研究、工場管理など幾つかの
部署で 28 年間勤務した後、平成 11 年に財団法人千葉県産業振興センター
（現在、公益財団法人）に出向し、24 年 3 月まで 13 年間産学官連携コー
ディネーターとして活動した。中小企業の研究開発、新事業創造を支援し

間野

純一

（まの・じゅんいち）
mano
（研究開発＆産学連携支援）
技術士事務所 代表

たコーディネート活動を振り返るとともに、開発に注力した「中小企業の
開発力を評価するシステム」について述べる。
【コーディネート事例：T 社】

◆コーディネーターに至るキャリア

製鉄会社の 28 年間は、鉄鋼研究 12 年、工場の管理部門で自

動車、電機向け薄板製品開発 6 年、そして技術サービス 10 年（そ
の間本社、海外駐在 5 年）。研究時代には、主に 7 件の開発課題
に携わったが、内 3 件がシーズ型課題、4 件がニーズ型課題だっ
た。商品化に成功した課題は、前者で 1 件、後者で 2 件、計 3
件だった。工場管理時代には、研究所が持ち込む案件の実用化研
究開発に携わった。研究設備での実験結果は究極の条件で、工場
での複雑多変な製造条件を加味しておらず、実製品の品質変動
（σ）を考慮していない。従って実製造条件を確立するにはさら
に月日を要した。客先に新製品を売り込む技術サービス時代には、
客先の使用認可を得るために何年間も苦労した。併せて、鉄鋼会
社と自動車や電機メーカーとの中間に位置する中小企業（コイル
センターやプレス屋等）の社長たちから、コストダウンで毎年身
を削る苦労をしていることを聞き知った。

◆千葉県産業振興センターでのコーディネーター活動

同センターが運営する柏市の東葛テクノプラザが当初の拠点

だった。経済産業省のバイタライゼーションプロジェクトに基づ
き、東葛・川口地域新産業創出推進ネットワーク、基盤的技術産
業活性化研究会等の創設活動に携わり、幾つかの案件について研
究開発課題の整理、大学・研究所とのマッチングを進めた。
研究開発構想を有しながら開発人材や資金に乏しい中小企業

T 社は、当時従業員 80
（現在 100）
名ほどの柏市の食品包装用グラビア
印刷機械メーカーで、既に Ar ガス
レーザービームで描画する技術を有
していたが、平成 11 年末に、
「これ
からは固体レーザーの時代だ」と、
東京大学の W 教授に言われた。T
社長はコーディネーターに相談し
て、東京大学、光学機器企業、樹脂
メーカー、海外（イスラエル、米国）
企業等と共同研究体を結成し、固体
レーザーを用いた 64 ビーム印刷機
開発を提案し、新エネルギー・産業
技術総合開発機構（NEDO）のベン
チャーシーズ発掘型国際共同研究事
業に採択された。しかし、12 年の
ドイツ国際見本市で類似製品が出現
し、事業返上を覚悟した。結局、共
同研究体内での激論の末、目標値を
倍加して研究を継続し、年度途中で
カナダ企業の新光学系の採用で 204
ビームの製版機を完成させた。感光
性樹脂は未完成だったが、後年自社
で完成させた。やがて、当該企業は、
機械製造販売から設備のリース＋
ロールの委託加工＋感光樹脂販売へ
とビジネスモデルを変更し、また印
刷適用分野を食品包装紙から電子機
器関連へと広げて、現在も好調を維
持している。
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は、コーディネーターにシーズ人材の斡旋や公的資金取得支援を期待して
いる。そこで、中小企業ニーズを聴取し、適合する大学シーズを探索し、
共同研究グループを作って、公的資金事業に応募する方式を定式化した。

◆中小企業の開発力評価システムの構築
１．動機、作成目的
コーディネート活動を行ううちに、
「支援すべき企業、選定すべきテーマ
の判別方法」や「国、県、センター等の公的助成金事業での、より公正か
つ適正な企業選定方法」を検討したいと思い、そのために、従来の「ヒト（事
業者もしくは企業）
、カネ（資金、若しくは業況）
、モノ（開発案件）の 3
要素の数値を見比べて評価する方法」に代わり、1 つの数字で評価するシ
ステムができないかと考えた。
２．システムの概略フローチャート
そこで研究開発に必要な、ヒト、カネ、モノの各要因の
重み付けを、感性を数値化する手法 AHP 法（図１）によっ
て定量化することにした。手順としては、以下の 4 段階
でシステムを構築した。
（１）開発案件に関するビジネスモデルを作成
（２）対象案件（開発製品・技術）の市場の大きさを積み
上げ方式（確実に取れる市場だけを積算）で算定
（３）各企業のヒト、カネ、モノの総合評価を AHP 法で
行う

図１

（４）各企業のビジネスモデルの妥当性（投資回収）を、

AHP（Analytic Hierarchy Process：
階層構造分析）法の概要

DCF 法（Discounted Cash Flow：収益還元法）で可
否判断
３．対象企業の 16 社の選定
平成 14 年までに関係した企業の中から事業内容、業績、
社長の気質等を把握した開発志向型企業 16 社を選定し
た。評価結果の幅を広げるため 4 つの方向――①上限企
業として、オーナー気質に優れている 3 社、②下限として、
創業間もないベンチャー企業 4 社、他に、③新事業を積
極的に模索している企業 5 社、④従来事業の延長上で向
上を望む企業 4 社――から選び、システムを使って総合
評価を行った。図２に選定企業の特性を示す。AHP 法で
決定した重み付けは、ヒト 0.30：カネ 0.16：モノ 0.54（製

図２

対象とした 16 企業の特性

品 0.75：事業性 0.25）とした。
４．評価結果
このようにして得た総合点：成長性評価指数は、ばらつきはあるものの
ほぼ企業規模（従業員数）と正の相関を有していた（図３）。
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５．リーマン・ショック以後の見直し
平成 20 年秋に発生したリーマン・ショック前後に、
対象企業 16 社中 6 社（３．の②：3 社、③：2 社、④：
１社）が経営破綻したので、システムの見直しを行った。
特に、総合点：成長性評価指数とモノ（製品＋事業性）
との関係において、非破綻企業群 X と破綻企業群 Y と
が 2 層に分離していることが問題で、あたかも Y 群企
業のモノの評価を過度に高くしたように見えた。しか
し、評点付けの時点で、X、Y 群の意識的分別は行っ
ていないので、これは初期の重み付けに問題があると
推定した。ちなみに、総合点：成長性評価指数とヒト、

図３

従業員数と総合点：成長性評価指数との関係

図４

重み付け変更前後の成長性評価指数とモノ：
事業ビジョン＋製品技術力との関係

およびカネとの相関性に問題は無く、X、Y の２群の
企業は 1 層にまとまっていた。
６．最終的な重み付けとそこから見える事項
そこで、総合点：成長性評価指数とモノ（製品＋事
業性）との関係が、X － Y の 2 層に分離しない重み付
け条件を求めたところ、ヒト 0.35：カネ 0.25：モノ
0.40（製品 0.25：事業性 0.75）であることが判明し
た（図４）。この結果は、製品技術としての独自性・
新規性よりも市場ニーズがあること、そして市場を獲
得するための確固としたビジネスモデルを有すること
が、当初認識していた以上に重要なことを示している。
また、リーマン・ショックのような不測の事態に対処
するためには、やはりあるレベル以上の資金的裏付け
を持たなくては成長し難いことを示している。

◆結言

約 13 年のコーディネーター活動では学ぶことが多かった。優れた中小

企業の社長は、常に危機意識を持ち事業改革（イノベーション）に命懸け
で取り組んでいる。T 社長などは、国内はもとより、世界中を駆け回って
新市場の獲得と新技術探索に余念が無い。しかし多くの中小企業はそうは
いかない。そこに、中小企業のために産学連携コーディネーターが活躍す
る場がある。中小企業のテーマは出口（大学等の技術を移転しようとする
コーディネーターにとっては「ニーズ」）の明瞭性、シーズ技術の成功確
率の高さを予測して連携を進める必要がある。これを間違えると企業の成
長性を阻害する危険がある。一方、大学のシーズ発のベンチャーで出口を
厳しく明瞭化してスタートした企業がどれだけあるだろうか？

成功率を

高める工夫はそこにありそうだと、私は感じている。
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連載
第２回

知財制度の現状と課題
意匠制度

デザインによる国際展開
デザインによる国際展開を支援するために、意匠制度に関しては条約加盟や保護対象の
拡大が検討されており、その最新動向を確認する。

◆デザインと意匠
従来、イノベーション論は技術を中心に議論されてきたが、自前主義によ
る垂直統合型のビジネスモデルが行き詰まりに直面し、良い技術の開発が必
ずしも良いビジネスにつながらないことが指摘されている。国際ビジネスに
おいて成功を収めるためには、まず事業構想、ビジネスモデルの構築が必要
であり、近年そのための有用な手法のひとつとして「デザイン思考（Design
Thinking）」が注目されている。
ここでいう「デザイン」とは、意匠法による保護対象としての「意匠（＝
物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合）」をはるかに超える広い
概念であるが、近年、意匠概念を拡大し、保護対象を抽象的なデザインにま
で拡げることが検討されている。

鈴木

公明

（すずき・きみあき）
東京理科大学イノベーション
研究科 知的財産戦略専攻 准教授

◆意匠法の沿革
意匠法は、審査・登録を経て発生する意匠権により工業デザインを保護す
る法制度として昭和 34 年に制定されて以来、デザイン開発力の向上や模倣
対策のため、数次にわたる改正が行われてきた。
より具体的には、平成 10 年に、企業におけるデザイン開発の多様化とデ
ザイン開発への投資インセンティブの向上を目的として、意匠権による保護
強化策として、①創作非容易性水準の引き上げ ②部分意匠制度の導入 ③関連
意匠制度の創設等の法改正が行われ、さらに平成 18 年には、模倣対策強化
と新たなデザイン活動の保護を目的として、④権利侵害に係る刑事罰の強化
⑤意匠の類似範囲の明確化 ⑥画像デザインの保護 ⑦関連意匠制度の見直し、
等が行われた。

◆現行制度の概要
これらの改正の結果、現行の意匠法においては、特許制度とほぼ同様の登
録要件の下で審査を受け、発生する権利の内容は、登録意匠およびこれに類
似する意匠の実施を専有するものとなり、権利期間は登録から 20 年となっ
ている。また、意匠法には、①物品の部分のデザインに関して登録を認める
部分意匠制度 ②本意匠とこれに類似する意匠群それぞれが独自効力を有する
関連意匠制度 ③複数物品にわたる統一的デザインを保護する組物の意匠制度
④登録から最大で 3 年間にわたり意匠が公開されない秘密意匠制度、等固有
の制度があり、工業デザインを効果的に保護する仕組みを備えている。

◆制度利用の現状と問題点
意匠制度の利用状況は減少傾向にあり（図１）、その理由としてリーマン
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ショックの影響と企業戦略の海外シフトによ
る日本市場の相対的地位の低下が指摘されて
いる。
これらを踏まえ、わが国企業の海外市場に
おける競争力を確保するために、海外市場に
おける模倣被害の防止やデザインによるジャ
パンブランドの発信強化などの必要性が認識
されつつあり、わが国企業による国際展開を
支援するために制度面で国際調和を図ること
に対する期待が高まっている。

出典：特許行政年次報告書 2011 年版

図１

◆制度見直しの方向性

意匠出願件数の推移

現在までに、産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会では意匠
制度の見直しの議論が続けられており、現時点で想定される今後の見直しの
方向性として、①デザインによる国際展開の支援 ②デザイン保護における利
便性の向上 ③デザインによるブランド構築の支援 ④明確かつ強い権利による
デザイン保護の実現、の 4 つが示されている。
このうち、①デザインによる国際展開の支援については、以下の、（1）簡
易な手続きによって安価に国際的な意匠権の取得を可能とするヘーグ協定
ジュネーブアクトへの加盟と、（2）デジタルデザイン等の意匠法の保護対象
の国際調和を図ること、により実現するものとされている。

（1）ヘーグ条約
無審査国の条約として成立したヘーグ条
約は、審査国の加盟促進を期して 1999 年に
ジュネーブアクトが成立したが、わが国の
企業等にとっての意匠権の取得対象国のほ
とんどが加盟していなかったことから、改
正の議論には参加したものの、これまで加
盟を見送ってきた。
出展：産業構造審議会意匠小委員会第 14 回配布資料「意匠制度の現状と課題」(2011)
しかし、現在では EU、独、仏、北欧諸国
など、42 カ国・地域が加盟する状況となり
図２ ヘーグ協定ジュネーブアクト加盟国数
（図２）、韓国が 2012 年 10 月以降に加盟予
定、米、中も加盟の検討を行っている状況を踏まえ、わが国も加盟による制
度ユーザーのメリット、国内出願との手続きの違い、加盟に伴う国内法の整
備等を視野に入れた検討がなされている。
（2）デジタルデザイン
欧州、韓国では、グラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）や
アイコン自体が意匠保護の対象となっており、米国では、物品に応用される
表示画像が意匠による保護対象となっていることを踏まえ、わが国でも保護
対象を拡大することが検討されている。
従来、技術に対する補完的経営資源として理解されることの多かったデザ
インであるが、産学官連携を成功させるためには、デザインとその保護に係
る視点が欠かせないものとなろう。
http://sangakukan.jp/journal/
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連載 ■ 被災地における現地基幹大学・臨床心理研究室の役割
第2回

5 年間の無料電話相談ダイヤルを開設
・被災直後の避難所の状況から、被災者の心理的支援のニーズは中長期的課題であると
捉え、向こう 5 年間の無料電話相談ダイヤルを開設した。
・電話相談ダイヤルを知らせるカードの配布では NPO などと連携。仙台市、石巻市、
気仙沼市、南三陸町の各避難所を中心に約 7 千枚を配布した。
・2012 年 2 月末までの相談は 151 件、そのうち継続相談は全体の 17％。

共著

本稿では、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災以降、中・長期的な心理・
社会的支援の一環として、さまざまな NPO と連携して行っている電話相
談の方法とその内容について報告する。震災直後、石巻市の避難所を中心
に始まった支援活動を振り返ると、この 1 年間は長くもあり短くもあっ
た。震災直後から時間の経過とともに、物理的にも心理的にも被災者のニー
ズはさまざまに変化し、それに伴う援助の在り方も柔軟なものである必要

狐塚

貴博

（こづか・たかひろ）
東北大学
臨床心理相談室 相談員

があった。

◆中・長期的な支援としての電話相談の計画

震災直後、私たち東日本大震災 PTG 心理社会支援機構（以下、PTG グルー

プ）は、今回の大規模な震災でどのような心理・社会的支援が被災者の役
に立つかを検討するため、とりわけ被害の大きい石巻市の避難所に出向き
調査を行った。ここでいう調査とは、紙面によるアンケートではなく、被
災地の現状を目で見て把握し、被災者から現在のニーズを直接聞き取るも
のであった。私たちは震災の現状を目の当たりにし、その状況に圧倒され
た。今回の震災は被害の範囲も広くその程度もさまざまであることから、

若島

孔文

（わかしま・こうぶん）
東北大学大学院教育学研究科
臨床心理相談室 准教授

即座に心理的支援を行っていくことより、物資の供給や身体的な安全の確
保の後、徐々に心理的支援のニーズが増えていくことを想定し、中・長期
的な支援を課題とした。具体的課題は、震災後のストレス反応に対する効
率的な心理教育と巡回相談では果たせない継続的な支援の提供、そして
日々各被災地で変動するニーズを捉える方法であった。
その結果、具体的方法として、まず、さまざまな悩みや不安などの心理
的問題に対して向こう 5 年間という長期的な無料電話相談ダイヤルを開
設することを決め、その旨と電話番号・開設時間（022-352-8950：祝日
を除く月・火 11：00～17：00）を記載したカードを 1 万枚作成した。

板倉

憲政

（いたくら・のりまさ）
東北大学
臨床心理相談室 相談員

そして、家族、子育ての心理支援の知識・技能を有し活動している NPO
法人メンタル・コミュニケーション・リサーチという団体が即座にこのプ
ランに賛同し協力を得られた。
そこで、臨床心理士を中心としたチームを作り、仙台市、石巻市、気仙
沼市、南三陸町の各避難所を中心にカードの配布を開始し、約 50 カ所の
避難所で合計約 7 千枚を配布した。この 5 年間という期間は、継続的に
http://sangakukan.jp/journal/
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支援を行うという被災者に対するメッセージであると同時に心理的支援は
中・長期的でなければならないという支援者側に対するメッセージの両方
の意を込めたものであった。

◆電話相談カードを媒介とした避難所での支援

電話相談カードは、われわれが避難所に赴き、主に被災者一人一人に手

渡しで配布した。このような時期にカードを配布する上で重要視したのは、
心理的支援が必要な方に、必要な時期に応じて提供する姿勢であった。こ
のため、配布の際に「今は必要ないかもしれませんが、これから支援が必
要になったらどうぞ」といった言葉を添えた。
さらに、電話相談を紹介するという目的だけでなく、カードを介して被
災者と支援者がコミュニケーションをとることに意味があると考えた。
カードを介して被災者の周囲の状況やニーズの話などから被災者自身のこ
とに話が及ぶことも多かった。つまり、電話相談カードの配布はいわば支
援者と被災者をつなぐコミュニケーションツールとしての機能も果たし
た。例えば、気仙沼市ではカードの配布活動をきっかけに、市議会議員ら
の協力により避難所に簡易カウンセリング・ルームが設けられ、必要に応
じて臨床心理士による面談（カウンセリング）を行うに至った。電話相談
カードを介した支援活動は徐々にテレビやラジオ、新聞、情報誌で取り上
げられ、より広範囲に及ぶ広報活動に変わっていった。現在も新聞による
広報が行われている。

◆さまざまな機関との連携、そしてニーズマッピングの体制化

電話相談カードの配布活動は、石巻市を拠点として支援活動を行ってい

る NPO 法人フェアトレード東北（代表：布施龍一氏）や石巻広域アドベ
ンチャークラブ（代表：櫻井育子氏）の協力もあり、徐々に、現地の学校
の教員やスクールカウンセラー、病院や NPO の賛同が得られ、さまざま
な機関で使用されていった。さらに、資金的、人材的課題から、複数の宮
城県の NPO と連携し、みやぎ連携復興センター（ニーズマッピング）体
制を構築していった。
ここでは、各被災地の避難所や仮設住宅、借り上げ住宅の被災者からの
電話相談に対し、聞き取りによるニーズと支援団体のマッチングを行い、
物資や炊き出しの相談、障害に対する相談、生活習慣に関する相談、ここ
ろのケアに関する相談といった被災者の多様なニーズに応じられる体制と
なった。

◆電話相談の現状

電話相談は臨床心理士が担当し、継続的な相談に応じるため、相談員は

氏名を開示した。また、可能な限り利用者側も非匿名で行い、対面式の相
談を希望する方にはわれわれが現地に赴く訪問援助を行った。電話相談は
主に 1 人の臨床心理士が担当し 1 回線で週 2 回行った。2012 年 2 月末
までの入電回数は 151 件、そのうち継続相談は全体の 17％であり、訪問
http://sangakukan.jp/journal/
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援助は 2 件実施した。
相談の対象者は、電話をかけてきた本人が 48％、家族が 44％、その他、
知人や友人などが 8％であった。相談内容は自分自身や家族のストレス反
応や喪失体験、生活や仕事（今後の不安も含む）、家族関係（同居問題や
関係の悪化、不和を含む）などさまざまであった。メディアによる広報の
影響もあり、相談件数にはばらつきがあり、解釈を誤る可能性があるため、
2011 年 4 月から 2012 年 2 月までの相談内容の推移を 3 カ月ごと（1・
2 月は 2 カ月間のみ）にパーセンテージで示す（図 1）。震災後のストレ
ス反応は時間の経過とともに減少するものの、家族関係の問題や生活・仕
事に対する今後の不安は初期よりも増加していくことが分かる。

図１

主訴の推移

◆最後に

電話相談は現在、月曜日のみに縮小し同様の方法で実施している。今回

の震災は地域により被害の程度がさまざまであるとともに、県外に避難さ
れた方も多い。そのため数カ月後、生活がある程度落ち着いたころに初め
て電話相談を利用し、悲しみや不安、そして震災時のことをやっと語れる
ようになる方も少なくない。このことからも今後の継続した相談活動の実
施が必要とされる。
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加速する国産計測技術の実用化

連載

―知的創造基盤の形成に向けて―

第２回

技術シーズから製品へ

JST 研究成果展開事業先端計測分析技術・機器開発プログラムでは、最先端の研究や
ものづくりの現場でのニーズに応える国産の計測分析技術・機器の開発を推進している。
特にここ数年で製品化に至る成果が出始めており、代表的な 4 例について紹介する。

本誌では、4 月号から 3 回にわたって研究成果展開事業先端計測分析技
術・機器開発プログラム（以下、本プログラム）とその成果について紹介
している。今月号では、本プログラムから製品化に至った主な成果（計
14 件）のうち、代表的な４例を個別に紹介する。
なお、これらをご紹介するにあたり、製品化を担った企業の方に寄稿を
お願いした。この場を借りてお礼申し上げる。

ケース①

菅原

理絵

（すがわら・まさえ）
独立行政法人 科学技術振興機構
産学基礎基盤推進部 先端計測室
主査

極細試料管固体 NMR プローブの製品化

＜チームリーダー＞

株式会社 JEOL RESONANCE
技術部開発グループ第 3 チーム

リーダー

樋岡克哉

固体の試料について核磁気共鳴法（NMR）で高感度・高分解能測定を
行うには、試料管を特定の角度で高速回転させる技術が不可欠であり、回
転速度が高速であるほど良質のデータが得られる。われわれは商用機とし
て世界最高（80 キロヘルツ）の回転速度を誇る固体 NMR 検出器を開発し
2011 年 4 月から販売を開始した。本製品は NMR 研究者から高い評価を
得ており、販売も好調に推移している。
高感度・高分解能固体 NMR では、特殊な NMR 検出器内部の気体軸受
で試料を回転させながら測定する。80 キロヘルツもの高速で安定に試料
管を回転させるには、試料管・検出器共に従来よりもはるかに高い精度で
の超微細、超精密な加工が要求される。実際に本製品を開発するにあたり、
気体軸受の解析、加工技術、品質管理、全てが未知の領域であった。
そこで、本プログラムの要素技術タイプで独自に直径 1 ミリの試料管
と専用の高速回転固体 NMR 検出器の試作に成功していた山内一夫助教
（東京農工大学・当時）とともに、2008 年からプロトタイプ実証・実用
化タイプでの共同開発を開始した。本プログラムを利用することで開発が
加速し、当初 50 キロヘルツであった回転速度を、80 キロヘルツまで高
めた試作機を短期間で完成させた。さらに、実用化開発チームにはさまざ

極細試料管固体 NMR プローブ

まな分野の先端的な研究者も参加し、試作機を実際の研究に使用して多く
の意見出しを行った。これらを開発にフィードバックすることで、高性能
http://sangakukan.jp/journal/
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で使い勝手も良い製品を生み出すことに成功した。
今回製品化した 1 ミリ高速回転固体 NMR 検出器は、世界最高の回転速
度を達成したことによって、固体 NMR 検出器としては最も微量の 0.8 マ
イクロリットルの試料測定も可能とした。この検出器を用いることで、微
細な欠陥部分の解析、天然物や微量合成物・被膜など、固体の微量試料の
解析が可能になると期待されている。

ケース②

光断層装置「フーリエ光レーダー」高機能臨床型の開発

＜チームリーダー＞

株式会社トーメーコーポレーション
新規開発部

部長

加藤千比呂

日本人の中途失明原因の第一である緑内障や角
膜疾患の診断には、前眼部（眼球の角膜から虹彩
および水晶体に至る部分）の異常を詳細に捉える
ことが有効である。従来は、器具の一部を角膜に
接触させてこれらの情報を得ていたが、患者への
負担も大きく、感染症の危険性もあった。
本プログラムの成果を搭載して上市した製品「前
眼部３次元光干渉断層計（OCT）SS-1000 CASIA」
は、レーザー光干渉によって、非接触で前眼部の

前眼部３次元 OCT
「CASIA」

３次元断層像を高速にイメージングする装置で、高速波長走査レーザー光
源を用いた前眼部 OCT としては世界唯一のものである。
本成果は、本プログラムの機器開発タイプで谷田貝豊彦教授（筑波大学・
当時）を中心に得られた試作機を元に、プロトタイプ実証・実用化タイプ
へステップアップする形で開発したものである。この実用化開発の目標は、
高速波長走査レーザー光源型フーリエドメイン OCT の製品化と、将来の
偏光 OCT の製品化を実現させることである。
ここで解決すべき技術的な課題について、製品化の主要課題である高精
度・超高速の光学系の制御や測定に関するハードウエア開発を当社が、最
先端のデータ解析技術の開発を安野嘉晃助教（筑波大学）が受け持ち、そ
れぞれを達成していった。さらに開発全般にわたって大学医学部とも連携
し、臨床的検証や臨床医の意見を反映させた臨床応用ソフトウエアも開発
し、製品に搭載している。
この装置一台で、角膜形状測定から屈折矯正手術、白内障手術、角膜移
植、角膜混濁、円錐角膜の検査・診断、さらに緑内障診断のための隅角解
析や緑内障手術の解析までを行うことができ、前眼部に関わる多くの疾患
に応用されている。
今後は、コストダウンと光源の高速化、侵達度の向上を実現し、世界市
場へも展開する。さらに、本装置のもう 1 つのターゲットである局所複
屈折検出による偏光 OCT の製品化も目指す。
http://sangakukan.jp/journal/
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ケース③

高精度高安定 pH 計測用イオン液体型参照電極の開発

＜チームリーダー＞

株式会社堀場製作所
開発企画センター

学術情報担当部長

野村聡

pH は溶液の化学的性質の重要な指標で、その測定には pH 電極が広く
用いられている。その構成要素である「塩橋」は、異種の溶液を電気的に
安定に接触させるために不可欠である。従来の塩橋は高濃度の電解質溶液
を用いているため、測定の際に試料内に電解質が漏れ出たり、試料によっ
て正確な pH 測定が困難であるなどの問題があった。そこで、イオン液体
を塩橋に用いる革新的 pH 電極の実用化を目指し、本プログラムの要素技
術タイプとプロトタイプ実証・実用化タイプで京都大学の垣内隆教授（当
時）と連携して研究・開発を行った。
本研究・開発では、新規塩橋原理の検証やイオン液体の最適化の研究を
京都大学が、新規塩橋を電極に適用させる検討や実使用側面での評価を当
社がそれぞれ担当した。その結果、従来は測定が困難であった低緩衝能試
料について真値に近い pH を測定できる pH 電極を実現し、2011 年 10 月
に製品名「Pure IL」として発売した。本電極が雨水や河川水などの正確
な pH 測定を可能としたことで、pH に依存する種々の環境指標の理解を
深め、環境研究分野の発展に貢献することが期待できる。また、本塩橋は
測定試料中に高濃度電解質溶液を流出させないため、創薬・高分子研究な
ど、電解質溶液の混入が許されない場合についても pH 測定を実現可能と
するものである。
当社では、「Pure IL」を従来の電極とは異なる、高付加価値電極と位置
付け、これらの研究分野への貢献実績を蓄積することで、その普及をさら

イオン液体塩橋搭載 pH 電極
「Pure IL」

に進めたいと考えている。また、京都大学での本塩橋に関する基礎研究は
溶液化学における新たな知見にもつながることから、本製品の礎となる新
規塩橋の優位性をさらに高めるものである。このような学術的根拠や優位
性に基づいた実用展開を行えることは、企業にとって非常に重要であり、
本プログラムで得られた大きな成果であると考えている。

ケース④

全自動２次元電気泳動・ウェスタンブロッティング装置の開発

＜チームリーダー＞

シャープ株式会社
研究開発本部

健康システム研究所

室長

鵜沼豊

近年、体内のタンパク質に起こるわずかな変化を網羅的に捉え、病気予
防や効果的な診断・治療につなげる研究が、世界規模で注目されている。
しかし、この分野で特に重要な分析法である２次元電気泳動法は分析時間
も長く（数日）、しかも操作が非常に難しいという欠点があった。当社は
２次元電気泳動を完全自動化した製品「Auto 2D」を開発し、2011 年 9
http://sangakukan.jp/journal/
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月にシャープマニファクチャリングシステム株式会社より販売を開始し
た。発表当初より多くの研究者から高い評価を得ており、販売も好調に推
移している。また、本製品は日刊工業新聞社が選ぶ「2011 年十大新製品賞」
も受賞した。
「Auto 2D」は、当社が熊本大学と連携し、本プログラムのプロトタイ
プ実証・実用化タイプでの実用化開発を経て製品化に至った成果である。
これは、荒木令江准教授（熊本大学）が試作機を使用して得られるデータ
や意見と、当社の技術力・ノウハウを盛り込んで開発に成功した装置で、
従来法と比較して格段に使いやすく短時間（約 2 時間）で結果が得られ、
さらに分析精度や再現性もよい製品が完成した。
今後は、
「Auto2D」の更なる普及を目指し、将来的には海外進出も視野
に入れている。また、本プログラムで開発したもう 1 つの成果である、ウェ
スタンブロッティング用タンパク質転写装置についても製品化を目指す。

2 次元電気泳動装置
「Auto 2D」

（執筆：シャープ株式会社 広報部 商品・デバイスグループ 落合平八郎）

◆まとめ

今回は、連載第１回（４月号）で紹介した主な製品化事例（計 14 件）

の中から、本プログラムのプロトタイプ実証・実用化タイプを経て上市に
至った４製品に絞って紹介した。プロトタイプ実証・実用化タイプでは、
実際に製品化を担う企業が中心となり、開発費の一部を負担しながら実用
化開発を進める。開発にあたり、当初からユーザーを巻き込んで装置の使
い勝手や仕様などについても意見出しを行うことに加え、課題を推進する
開発総括からも有望な応用分野等についての助言を行い、完成度の高い製
品に仕上げている。
また、大学発の最先端の技術や知見を取り込むことによって、企業単独
では実現が難しかった独自の製品を生み出す原動力となったと考えられる。
本連載では、ここまで本プログラムで得られた製品と、製品化を促した
仕組みについて紹介してきた。連載最終回である６月号では、製品化に留
まらない開発成果の社会還元を目指す取り組みである「開発成果の活用・
普及促進」についてと、社会・行政ニーズに応える取り組みとしての重点
開発領域「放射線計測領域（平成 24 年度新規）」と「グリーンイノベーショ
ン領域（継続）」について紹介する。

http://sangakukan.jp/journal/
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コーディネータの
力の結集を

★大学以外にも各地の会議所や産業支援機関に産学官連携、起業・創業支援、海
外展開支援等のコーディネータやアドバイザーが配置されている。元花巻市起業
化支援センター勤務で、現在、岩手大学の佐藤利雄コーディネータが先駆者であ
りカリスマ的な存在である。今では、全国各地に、その地域に根差し、各方面か
らの信頼の厚いコーディネータが増えてきている。企業 OB だけでなく、女性、
若手、銀行員もおり、さらには、6 次産業化推進の関係で農林水産省系のコーディ
ネータも現れてきた。コーディネータという職域は日本以外のアジア諸国には見
られない。全国のコーディネータの力の真の結集も日本の産業再生のカギとなり
そうだ。
（編集委員・岡田 基幸）

★産学連携を活用した地域活性化の成功例が増えてきている。ユニークなイン
ターンシップの活用例も多くなっているし、企業人が大学で登壇するケースも頻
繁になってきた。このようなものを総称して「地域密着型産学連携」と呼びたい
と思う。単なる地域貢献ではなく、大学の顔が見える本当の地域貢献だ。ソーシャ
ルメディア等のインターネットの進歩も、その進展に一役買っているが、基本は、
やはりフェース・トゥ・フェースである。デジタルとアナログの新たな組み合わ
せが活発化している。その牽引役や主体も多様化しており、斬新な組み合わせや
奇抜な展開も出てきている。今後の産学連携の 1 つの方向性が見えてきたような
気がする。
（編集委員・松田 一也）

求められる
イノベーション人材とは

★ “ イノベーション人材 ” などという言葉とともに、産学官連携プロジェクトか
ら「事業化」を導くために優秀な人材――連携体をマネジメントできるプロデュー
サー――が必要であるという議論が活発になっている。本号の岡田基幸氏の渾身
のレポートもその 1 つで、ここには多くのヒントが示されている。プロジェクト
リーダー（事業総括者）にはどんな素養が求められ、その知見を生かし切るには、
どういう連携の仕組みが望ましいのか。検証と再構築は待ったなしだろう。本誌
でさらに議論を続けていきたいと思う。一方で、優秀な「博士」を活用しようと
いう産業界の取り組みも見られるようになった。特集の記事は新しい潮流だ。
（編集長・登坂 和洋）
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