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■未来に挑む科学技術イノベーション

相澤

あいざわ

益男

ますお

内閣府総合科学技術会議議員

「産学官連携ジャーナル」が創刊 100 号という節目を迎えた。本誌の創設に携わった者とし
て、関係諸氏のご尽力に心から感謝するとともに、産学官連携プラットフォームがますます充
実、発展することを願ってやまない。
折しも、山中伸弥京都大学教授が、ノーベル生理学・医学賞に輝いた。iPS 細胞の発見から
わずか数年での受賞だ。世界が賞賛したのは、常識を根底から覆した“飛躍的な知の創造”で
ある。しかも、基礎研究そのものに新たな革新をもたらすだけでなく、再生医療や創薬におけ
る破壊的イノベーションを引き起こす可能性が極めて高い。わが国から生まれたグローバルエ
クセレンスを確保しつつ、世界をリードする戦略的な取り組みが重要だ。
山中教授は、2003 年、科学技術振興機構（JST）の「戦略的創造研究推進事業（CREST）
」
の支援を基盤に本格的な研究をスタートし、瞬く間に iPS 細胞の樹立を成功させている。これ
を受けて、総合科学技術会議は、2009 年に「最先端研究開発支援プログラム（FIRST）
」を創
設し、日本発の科学技術で世界をリードする研究者の強力な支援を始めた。山中教授は採択さ
れた中心研究者 30 名の中の 1 人である。研究の立ち上げからグローバルエクセレンスを実現
するまで、一貫して関連府省が連携し支援を続けてきた意義は極めて大きい。科学技術基本計
画推進上の一大エポックとも言えよう。
グローバル時代を迎え、各国はさまざまな危機・課題に直面しつつも、豊かで持続可能な
未来社会づくりに向かっている。その鍵となるのは科学技術イノベーションであるが、社会
の期待は「未来への挑戦」だ。そのため、危機・課題を克服し、未来に挑む科学技術イノ
ベーション政策が、競うように打ち出されている。経済危機への対応を迫られている EU は、
“Horizon2020”を策定し、未来社会の構築、科学技術イノベーションによるグローバルポジ
ションの強化を目指す。アジアの躍進に危機感を募らせるアメリカは、持続可能な成長と質の
高い雇用のために、
“A Strategy for American Innovation”に基づき、
科学技術イノベーショ
ンの国際リーダーシップの復権を図る。持続可能な成長が危ぶまれる日本は、第４期科学技術
基本計画に、
「社会的課題に挑む科学技術イノベーションの一体的推進」を明確に位置付けた。
「震災からの復興、
再生」
「グリーンイノベーション」
「ライフイノベーション」が最重点領域だ。
今、
「知の創造」
「価値の創造」においても、グローバル化がダイナミックに進展している。
世界の活力と一体となった、競争と協調がますます重要な時となってきた。

4

産学官1月号.indb

Vol.9 No.1 2013

4

2013/01/10

9:31:41

特集1
インタビュー

日本のがん研究から標的薬

自治医科大学 教授

特集

間野博行 氏

がん治療新時代

新手法で原因遺伝子を特定
2011 年 8 月、米国で大手製薬会社ファイザーの肺がん治療
薬クリゾチニブ（商品名「ザーコリ」
）が承認された。治り
にくい非小細胞肺がんのなかで、EML4-ALK という変異遺伝
子を持つ患者を対象にした飲み薬である。その後、各国で上
市され、日本でも 2012 年 3 月に承認がおりている。アジ
アでは最初に韓国で臨床試験が行われた。その当時、自治医
科大学の間野博行教授は、重篤な青年の患者をその臨床試験
に送り出した。
「あと 2 週間生きられるかどうか」という状
況だったが、間野教授が２週間後に渡韓したときには元気に
回復し、毎日おいしい韓国料理を楽しんでいたという。
この薬が開発されたきっかけは、間野教授が 2007 年にこの
肺がんの原因遺伝子を発見し、Nature に発表したことだ。
製薬会社が一斉に治療薬の開発に乗り出し、最初に承認され
たのがファイザーの薬だった。治療の標的の発見からわずか
4 年で治療薬が承認されたのは、世界のがん治療薬開発の歴
史で最速だ。この薬の驚くべき有効性が評価されての結果で
ある。
間野教授はがん遺伝子を発見するための新しい遺伝子スク
リーニング法を開発し、EML4-ALK はこの方法で見つけたも
のだ。新しい手法による原因遺伝子の発見は、がん治療にお
ける分子標的療法の可能性を広げ、がん治療の新時代の扉を
開くものと言われている。間野教授に聞いた。

（聞き手・本文構成：登坂和洋）

■患者さんを救える研究をしたい
30 年ほど前、私は内科医としてスタートしました。研修医として最初に診た
方は白血病、血液のがんの患者さんでしたが、治療の甲斐もなく亡くなられてし
まいました。そのとき、病理解剖といって、何が原因で命を落としたかを調べる
解剖を行わせていただきました。その結果、その方を死に至らしめたのは、白血
病そのものではなくて、その治療に使ったお薬のために免疫力が落ちて、それで
全身にかびが生えて命を落としたことが分かりました。
がんの治療法って、こんな形のままでは駄目だと強く思いました。結局、最初
の患者さんでの経験が、その後の私の人生を決めたような気がします。その患者
さんに出会ったおかげで、自分はがん研究をやろうと思いました。それから血液
のがんである白血病とか悪性リンパ腫の遺伝子解析の道に進んでいったわけです。
40 歳になった時、自治医科大学で自分の講座を持つことができました。それ
までたくさん論文を書いたし、遺伝子も新しいものを発見した。しかし、それに
よって患者さんの命が直接救われるようなことは全くなかった。自分がやってき
5

Vol.9 No.1 2013

産学官1月号.indb

5

2013/01/10

9:31:50

たことはそんなに役に立っていないなという、
内心じくじたる思いがありました。
せっかく自分の講座を持ったんだから、しかも医者が臨床をやめてまで研究をし
ているんだから、患者さんを救える研究はできないものかと、その時強く思いま
した。

■「グリベック」と「その他」
がんのお薬って星の数ほどありますが、本当に目覚ましく効くお薬、例えばそ
のお薬を飲むこと、あるいは注射することによって、がんが全てなくなるという
ような薬はほとんどありません。ほとんどないというか、まずない。ただ、当時、
奇跡のようなお薬がたった 1 つだけあって、それがグリベック、化学名はイマ
チニブというお薬でした。
それは慢性骨髄性白血病に対するお薬です。われわれの正常な細胞の増殖をつ
かさどる重要な酵素があります。ABL という酵素ですが、それが染色体転座の
結果、BCR という遺伝子とつながってしまってがんの原因になっています。そ
れが慢性骨髄性白血病です。染色体転座というのは、染色体が一部切れて別の場
所とつながって、異常な染色体ができることですが、ある染色体の切れる断面上
に ABL がいて、別の染色体上の切れる断面上に BCR がいるために、それがつ
ながってしまうと、2 つの遺伝子がくっついて新しい遺伝子になってしまいます。
もともと、その ABL という酵素が正常な細胞を増やす力を例えば 1 だとす
ると、BCR とつながることによってそれが例えば 1,000 とか極端に活性化され
て、細胞の増殖をオンにしっ放しになるような遺伝子ができてしまいます。その
ABL という酵素を抑える、ABL を選択的にブロックするようなお薬がイマチニ
ブ、商品名がグリベックというお薬なんです。それは本当にものすごくよく効く
んですよ。
当時、抗がん剤は世界的にみても、奇跡のように効く「グリベック（イマチニ
ブ）」と「その他」という感じでした。グリベック以外は、
いろいろ組み合わせて、
たくさんの副作用を出しながら、
ある程度効くという一般の抗がん剤です。私は、
どうしてグリベックだけがこんなに効いて、第二のグリベックがなかなか出てこ
ないんだろうと考えていました。そこには何か理由があるはずで、それを見つけ
れば、日本でも第二のグリベックのようなお薬がつくれるんじゃないかと思った
わけです。

■本質的な増殖原因遺伝子
私は、恐らくグリベックが抑えようとしている BCR-ABL という異常酵素が、
その慢性骨髄性白血病の本質的な発がん原因、本質的な異常増殖の原因だからだ
ろうと考えました。いろんな抗がん剤が目覚ましくは効かないのは、それが抑え
ているものががんにとって“ある程度”重要だけども、なくてはならないもので
はないからだ。がんはゲノムの不安定性を利用していろいろ異常なクローンたち
をつくりますから、そういう“ある程度”重要なものであれば、それがなくても
生きていけるようなクローンさえ用意してやれば、がんは乗り越えることができ
6
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る。多分それが一般の抗がん剤治療で起きていることなんです。標的としている
ものが、がんをがんたらしめている本質的なものでないから、がんはそれをエス
ケープする道を探すことができるのです。
だけど、BCR-ABL の場合には、それこそが慢性骨髄性白血病をそれたらしめ
ている増殖原因なので、BCR-ABL を抑えてしまうと、もうがんは死なざるを得
ないだろうというふうに思ったわけです。
もしその仮説が正しければ、われわれに必要なことは、それぞれのがんにおけ
るそういう本質的な増殖原因遺伝子を見つけることだろう。それを見つけて抑え
れば、それぞれのがんに夢のような治療薬がもたらされるだろう。ではなぜ特効
薬ができていないかというと、それぞれのがんにおける本質的な増殖原因遺伝子
が分かっていないからで、何で分かってないかというと、異常遺伝子を見つける
技術が世界にないからだと思ったわけです。その時、じゃあ自分たちの手でそれ
ぞれのがん種における本質的な発がん原因を見つけることができるようなテクノ
ロジーをつくろうと考えました。それは一見遠回りに見えるけど、結局それが一
番近道だろうと。それがちょうど 40 歳ぐらい、ここで自分の講座をつくった時
に思ったことです。

■新しい遺伝子スクリーニング法
そのテクノロジーをつくり始め、3 年ぐらいでがん遺伝子を発見するための新
しい遺伝子スクリーニング法を開発しました。
もともと私は血液内科医ですけど、
人間のがんの死亡の最大の原因は肺がんですから、まず肺がんを解析ターゲット
にしました。肺がんの患者さんの検体を使って、その技術を応用して、本質的な
発がん原因を探す実験を行ったところ、先ほどお話しした BCR-ABL と全く同
じタイプの「細胞の増殖をコントロールしている酵素が、染色体転座の結果、別
のものとくっついて発がん原因になっている」ものを見つけたわけです。それが
今回の EML4-ALK という異常遺伝子です（図 1）
。
それは驚きでした。われわれだけじゃなくて、世界のがんの研究者にとっての
驚きでした。なぜかというと、染色体が切れてつながって、つまり染色体が転座

  図１

肺がんにおける EML4-ALK の産生

ヒト 2 番染色体上には EML4 遺伝子（緑色矢印）と ALK 遺伝子（赤色矢印）が互いに反対向きに存在している。両遺伝
子を含む領域が肺がんの一部の症例において逆位を形成することにより EML4-ALK 融合遺伝子が産生されることが明ら
かになった。
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をして発がん原因をつくるというのは、当時は血液のがん、白血病とか悪性リン
パ腫だけに起きると一般に信じられていて、普通の固形腫瘍――胃がんとか肺が
んとか大腸がんなどのように、かたい塊となって増える腫瘍――にはないという
のが常識だったのです。だから、肺がんのような代表的な固形腫瘍においても、
BCR-ABL と同じような融合型の活性型酵素ができて肺がんをつくるということ
が分かったことは、大きな驚きだったわけです。
それを見つけたときに、最初は、これは本当かなということで、いろんな形で
試しました。症例数を増やしていっても、やっぱり繰り返し見つかるんですね。
だから、これはものすごくまれなイベントをたまたまわれわれがラッキーに見つ
けたわけではなくて、人間の肺がんの中に一定頻度で存在する発がん原因だとい
うことが分かりました。大体、非小細胞肺がんの 5%ぐらいに存在します。

■ EML4-ALK 遺伝子を検証
われわれは EML4-ALK 遺伝子の存在が間違いないことが分かった時、ああこ
の発見はこの遺伝子を持つ肺がんの患者さんたちの命を永遠に変えるだろうとす
ぐに確信しました。なぜならば BCR-ABL と同じだから。もともと正常な細胞
増殖をつかさどる酵素が、
染色体転座の結果、
白血病では ABL が BCR とつながっ
て活性化される。EML4-ALK 遺伝子の場合、ALK と呼ばれるやっぱり正常の
細胞増殖をつかさどる酵素が転座の結果、EML4 とつながって、活性が極端に
上昇して、肺がんの原因になる。グリベックが白血病にとって夢のお薬になった
わけだから、ALK を選択的に抑えるお薬をつくれば、EML4-ALK を持つ肺が
んの患者さんの命を救えると。
それを検証するために、EML4-ALK を肺でつくるようなネズミをつくってみ
ました。そうすると、そのネズミは、生まれた瞬間に胸を開くと、両肺に何百個
も肺がんができていて、われわれの予想は間違いないことが分かりました。この
遺伝子は極端に強いがんの原因遺伝子であるから、ネズミが生まれた瞬間に何百
個も肺がんをつくってしまいます（図 2）
。
EML4-ALK 以外のがん遺伝子を入れてモデル動物をつくってももちろんが
んはできますが、がんができるのは大体生後 3 カ月とか半年ほどしてからです。

図２

疾患モデル動物を用いた治験実験の成功

EML4-ALK を肺選択的に産生するネズミは、生後直ぐに肺がん腫瘤を形成するが、飲み薬として ALK 阻害剤を投与すると、
治療 25 日で肺がんのほぼ全てが消失した。Proc Natl Acad USA 誌（105 巻 19893-19897 ページ）より改変。
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つまり、それが意味していることは、あと 1 個とか 2 個とか 3 個とか、付加的
な遺伝子異常が生じて初めてがんができてくるということ。ところが、EML4ALK は余りに強力なので、もうそれが発現しちゃうとネズミが生まれた瞬間に
何百個も肺がんができてしまう。
がんの研究者は、これまでがん遺伝子はみんな同じような力でがんをつくる遺
伝子だと思っていたけど、実はそれは間違いで、強いのもあれば弱いのもあると
いうこと。弱いがん遺伝子の場合に、それを抑えてもなかなか効かないのは、ほ
かに幾つも集まってがんをつくっているから、単一のものだけを抑えても効かな
いんだろう。それに比べると、EML4-ALK は極端に強いがん遺伝子なので、が
んは恐らくこれに依存してきているだろう。だから、それをたたけば第二のグリ
ベックが肺がんにもたらされるだろうということが予想されたわけです。
実際、ALK 阻害剤を製薬会社につくってもらって、さっきのネズミに飲ませ
ると、肺がんはあっという間に死滅してしまう。ここに至って、われわれの見つ
けたものは、予想どおり、この遺伝子を持つ肺がんの患者さんの本質的な原因で
あって、その選択的な抑制物質、阻害物質は、肺がんの全く新しい、奇跡のよう
なお薬になるだろうと思いました。

■ ALK 阻害剤の開発競争
われわれの研究成果をもとに、世界中の製薬会社による ALK 阻害剤の開発競
争が始まりました。これほどの大ブームはかつてないと思います。ほぼ全ての製
薬会社が ALK 阻害剤をつくっていて、今臨床試験に入っているものだけでも恐
らく 6 ～ 7 種類はあるでしょう。その中で一番最初に米国で承認された ALK 阻
害剤が、製薬会社のファイザーがつくった化合物のクリゾチニブ、商品名はザー
コリです。もう日本でも販売されているので商品名もついています。
少し経過を振り返りますと、われわれは 2007 年に Nature に発見を報告して、
2008 年にネズミの実験結果を「PNAS」という雑誌に報告したのですが、2008
年にはもう臨床試験が始まりました。極端に速いスピードです。2010 年に臨床
試験の初期の成果が発表されました。EML4-ALK が陽性の患者さんにそのお薬
を使うと、奏功率が大体 9 割になるという、圧倒的に優れた治療効果だったん
です。おそらくというより、間違いなく、今地球上に存在する固形腫瘍の抗がん
剤でこれが最もよく効くものです。それが翌 2011 年にはもうアメリカでは承認
されました。2007 年のわれわれの遺伝子の報告からたった 4 年後に抗がん剤が
承認されるというのは、抗がん剤の開発の歴史の上でも最速のスピードです。圧
倒的な短さです。これを超える記録は多分出てこないんじゃないかと思うくらい
ですね。
一般に抗がん剤の開発では、第Ⅰ相、第Ⅱ相、第Ⅲ相の 3 段階の臨床試験を
行います。まず第Ⅰ相で、人に投与しての副作用が出ないかということをチェッ
クして、そこで重篤な副作用が出ないギリギリの投与量を決定して、
第Ⅱ相に入っ
て、薬が効くかどうかを調べます。効くとなれば、第Ⅲ相を大規模にやって、今
までのスタンダードの治療法に比べて少なくとも同等以上の効果があるというこ
とを証明しないといけない。その第Ⅲ相はたくさんの患者さんをリクルートしな
9
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ければならないので、全体で 10 年以上かかるのが一般的です。

■第Ⅱ相までのデータだけで承認
ところが、アメリカの規制当局である FDA（米国食品医薬品局）という政府
機関は、第Ⅱ相までのデータだけで、つまり第Ⅲ相のデータなしにこのお薬を承
認したんです。それは本当に画期的なことで、だからこそ 4 年での承認という
奇跡のようなことが実現したのです。
私はその FDA の人と話すチャンスがあったんですが、彼らは、これだけよく
効くお薬を、例えば第Ⅲ相で二重盲検査、ダブルブラインドというんですが、ク
リゾニチブと一般の抗がん剤とをランダムに――投与する医者も、もらう患者さ
んもどちらの薬か分からないような形で――投与することが、医の倫理に反する
と思わないかと言っていました。要するに、これだけ効く薬があるのに、例えば、
自分が EML4-ALK 陽性だと分かっていた場合に、一般の化学療法のグループに
割り振られるのはおかしいだろうと。生きる権利を奪う行為だということで、第
Ⅲ相をやらないで直接承認したんです。本当に画期的な判断でした。さすがアメ
リカはすごいなと思いました。こうして日本のがん研究の成果が、実際に極めて
短期間、世界最速のスピードで世界で最もよく効く抗がん剤を社会にもたらしま
した。

■ CREST の研究で発見
日本は当初クリゾチニブの臨床試験の対象国になっていなくて、アジアでは韓
国で臨床試験が行われました。そこでわれわれは EML4-ALK 陽性の肺がんであ
ることが分かった日本の青年を韓国に送ったのです。その患者さんはみるみる症
状が悪化するような状態で、飛行機で向こうに行っている間にも投与酸素量を増
加せざるを得ない状況でした。ところが、それから 2 週間後に僕がソウルにお
見舞いに行ったら、もうその患者さんはピンピンしていて、元気に毎日おいしい
韓国料理屋さんを探して回るような状況だったんです。
この EML4-ALK を見つけたときは、科学技術振興機構（JST）の戦略的創造
研究推進事業（CREST）というプログラムでサポートをしていただいていたと
きでした。クリゾチニブによって青年が元気になったのを見たとき、僕は東京の
CREST の担当者に国際電話をかけ、
「こんなになりましたよ」と興奮して伝え
たことを覚えています。それぐらいよく効くお薬だったわけです。
われわれはもっと多くの日本の患者さんを何とか救いたいと思い、ボランティ
アで日本中の主要な臨床施設と連携して、無償で EML4-ALK の診断をする診断
ネットワークをつくりました。そこで陽性の人がいれば、その人たちにソウルで
の臨床試験の情報を教えて、
もし患者さんが行くことを希望すれば、
それをサポー
トするという活動です。
この医師によるボランティアネットワークのキックオフシンポジウムを、JST
の同事業のプログラムの中の「研究加速課題」の支援で開催し、対象患者の方々
をいち早く見つけることができました。JST の支援って、研究者を育てよう、研
10
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究者をサポートしようというのがまず最初にあるような、本当に優れた研究費枠
だと思います。大変感謝しています。
また、このネットワークのおかげで、企業からの寄附などを集めることなく日
本の患者さんを救うというボランティア活動を続けることができました。

■第二世代の臨床試験
少し時間が戻りますが、クリゾチニブの臨床試験の中で、治療で薬が効かなく
なった患者さんが出てきました。その効かなくなる原因もわれわれが世界で初め
て明らかにすることに成功したのです。EML4-ALK という遺伝子の中に新たに
二次変異が生じて、薬が結合できなくなり、耐性になるということが分かりまし
た。それも JST の研究費でサポートしていただいた結果―当時は研究加速課
題だったと思いますけど―です。その結果をもとに、その変異があっても効く
ような第二世代の ALK 阻害剤がすごいスピードでつくられて、今、世界で５種
類の第二世代の ALK 阻害剤の臨床試験が始まっています。
2007 年にわれわれが遺伝子を発見して、2010 年に最初のファイザー社のク
リゾチニブの臨床試験のデータが「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メ
ディシン」という雑誌に発表され、その同じ号に、われわれが最初の薬剤耐性の
原因を発表したんです。2011 年には、その耐性があっても効くタイプの ALK
阻害剤の臨床試験がもう始まっていました。だから抗がん剤の開発もものすごい
スピードになってきています。このスピードには多くの製薬会社はついてこられ
ないですよね。
最初のファイザー社のクリゾチニブが承認された 2011 年に、もう他のメー
カーの第二世代の ALK 阻害剤の臨床試験が始まっていて、2012 年その成果が
報告されています。例えばあるメーカーの ALK 阻害剤なんかは、ファイザー社
のクリゾチニブで効かなくなった人たちの過半数が劇的に効くというふうな優れ
たお薬が出てきたり、あるいは、別のメーカーの ALK 阻害剤ですけど、過去に
ALK 阻害剤を使ったことのない人にそれを投与すると、一人も腫瘍が大きくな
らない、全員が小さくなるという、本当に奇跡のような結果が報告されています。
恐らくクリゾチニブと同じような経過をたどって、極めて短期間の間に承認され
て販売されていくと思います。

■米国との物量の差
私たちが 2007 年に最初に EML4-ALK について報告した後、アメリカのハー
バード大学に呼ばれて講演をしました。その時、彼らのコアファシリティ、次世
代シーケンサーをたくさん入れたような中核施設に連れて行ってもらいました
が、圧倒的な物量の差でした。
私はそのころ日本で次世代シーケンサーを 1 台購入しました。日本で最初に
次世代シーケンサーを導入した研究者の一人だと思います。
ところが、
ハーバード大学のその施設には、
その機械が既に 40 台ぐらいあって、
かつ、そのメーカーの人がいて、一緒にキットをつくっているんです。彼らは 3
11
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年ぐらいアドバンテージがあるわけですよ、一緒にキットをつくっているのです
から。そのキットを使って解析ができます。しかも、1 つのフロアはインフォマ
ティシャン、バイオインフォマティクスの人たちがいて、プログラムをつくり続
けている。必要なところにはいくらお金をかけてでも、インフラストラクチャー
を構築して外国に負けないような体制をつくるというのは、日本には全くない発
想だと思いますね。
日本では、例えて言うと、優れた人が何人かいて、その人が手弁当で 24 時間
仕事をしているような状況です。アメリカはインフラから攻めていく、それで漏
れがないようにして勝負していくという形です。圧倒的な物量の差ですよね。多
くの日本人のがん研究者はこうした実態さえも分かりません。
そのときに思ったことは、ああ僕は新しい技術を使ってやっていて本当によ
かったということ。
同じプラットフォームで同じ勝負をしたら勝てるわけがない。
100 回に１回も勝てない。こんなに物量が違うのだから。われわれは固有の武
器を持たないと勝てません。だから、同じ次世代シーケンサーを使うにも、例え
ば精度が極端に高い解析法をつくるとか、自分たちの知恵を絞ったアプローチが
必要ですね。

■年間 5 万～ 7 万人
先ほど、BCR-ABL を持つ白血病に対するイマチニブがものすごくよく効くと
話しましたが、BCR-ABL 陽性の白血病よりも、EML4-ALK 陽性肺がんのほう
が患者さんが多いんです。毎年、世界で 5 万人から 7 万人ぐらいの人がこの遺
伝子のために命を落としています。10 年間だと 50 万人から 70 万人になり、薬
ができればこれだけの人の命を救うことになります。医者として研究を始めて、
何とかがんの患者さんを救いたいと思ってプロジェクトを進めてきましたが、実
際にこのお薬のおかげでよくなった人が研究室に訪ねてきてくれたり、命が救わ
れたという報告を聞きます。医者・研究者としての人生の中でそういう経験をさ
せてもらえたのは、大変幸運だと思っています。
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インタビュー

日本のがん研究から標的薬

愛知医科大学 教授

特集

上田龍三 氏

難病 ATL に向かう日本人研究者の執念
HTLV- １（ヒト T 細胞白血病ウイルス）によって
引き起こされる ATL（成人 T 細胞白血病リンパ腫）
という難病がある。HTLV- １は主に T リンパ球に
感染し、細胞の染色体にウイルス遺伝子が組み込
まれるので、終生感染が持続する。わが国で 1 年
間に ATL を発症する人は約 1,150 人だが、感染
者（キャリア）は人口の約 1％の約 108 万人にも
のぼると推計されている。
決定的な治療法が無い、この難病の治療薬を、製
薬会社の協和発酵キリン株式会社が 2012 年 5 月
29 日に発売した（製造販売の承認取得は同年 3
月 30 日）
。製品名は「ポテリジオ」
（一般名：モ
ガムリズマブ）
。この薬は、ATL 患者の中の「再
発または難治性の CCR4 陽性」を対象にした抗体
医薬品である。CCR4 というのは、細胞を移動さ
せる物質であるケモカイン（Chemokine）を細
胞表面で受け止めるレセプターの一種。
協和発酵キリンのこの治療薬は、上田龍三・愛知
医科大学教授（元・名古屋市立大学教授／同大学病院長）らの研究成果が元になっている。
上田氏らは 2004 年、ATL の患者の腫瘍細胞に CCR4 が多くの症例で強く発現していることと、
CCR4 陽性の ATL 患者の病状が特に予後が悪いことを発表。さらに同年、協和発酵工業（協和
発酵キリンの前身）の研究所などと開発した特殊な（低フコース）抗 CCR4 抗体が ATL に対
して高い治療効果を示すことを報告した。これをきっかけに治療薬開発が本格化し、2012 年
の承認取得につながった。
上田氏は文部科学省・科学研究費補助金「がん研究に係わる特定領域研究（５領域）
」などを活
用して抗体治療研究を進めた。臨床試験には患者団体等も積極的に協力しており、まさに国を
挙げて取り組んだ難病治療薬開発であり、日本のがん研究の輝かしい成果の 1 つである。

（聞き手・本文構成：登坂和洋）

■日本の病気を日本人研究者が解決する
ATL は、疾患の概念の確立から、原因ウイルスの発見、発症メカニズムの確立、
新たな治療薬の開発まで、ずっと日本人研究者がリードしてきた特異な疾患であ
り、研究テーマです（図１）。
1977 年に高月清博士らが ATL という疾患を初めて提唱されました。1976 年
から 80 年まで私はニューヨークのスローン・ケタリングというがんセンターに
いましたが、血液専門の研究者の間で「日本ですごい白血病が見つかった」と話
題になりました。1981 年、日沼頼夫博士らのグループが――ほぼ同時に、HIV
の発見者の 1 人と言われている米国のギャロ博士も――このウイルスを発見し
ました。
13
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  図１

文部科学省支援による成人 T 細胞白血病リンパ腫（ATL）研究

このころは、
遺伝子のクローニングとかシーケンスができるような時代になり、
がん研究所にいらした吉田光昭博士が HTLV- １の全塩基配列を決定しました。
これによって、日沼博士の言っているウイルスとギャロ博士のウイルスは同一で
あることが明らかになり、HTLV- １という名前に落ち着きました。
当時 ATL の疫学研究も精力的に行われ、HTLV- １の感染ルートの解明が進
みました。九州、沖縄にキャリアが多いと言われ、病気の発見当初は、学・官の
世界では一種の風土病ではないかと捉えていました。しかも、日本固有の疾患と
も理解されていました。
HTLV- １は、主に母親から子供へ母乳を介して感染します。その他、献血や
性交渉でも感染しますが、1986 年から献血者に対する抗体検査が導入され、こ
のルートは阻止されています。
1987 年、長崎県で、キャリアの母親が赤ん坊に母乳を与えない、すなわち「断
乳」の取り組みが始まりました。こうすることで垂直感染としての乳幼児への感
染を減らすことが可能になりました。
そして、有効な治療法が無かったこの ATL に対して、われわれが抗体を開発
し、治療薬開発へと進んでいきました。このように、病気の発見から、病因の確
定、疫学研究と全て日本人の手でやってきて、日本人の病気を日本人が解決して
いくというストーリーがあります。この一連の研究において日本人研究者が世界
をリードしてきたわけです。

■トランスレーショナルリサーチの流れ
図２は抗 CCR4 抗体薬開発の流れです。長年、米国国立衛生研究所（NIH）
にいらしたケモカイン研究の第一人者でインターロイキン 8（IL-8）の発見者と
して知られている松島綱治先生が日本に帰ってこられて、金沢大学医学部の教授
から東京大学医学部に移られた 1996 年ごろから、いろいろなケモカインレセプ
14
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抗 CCR4 抗体開発研究の流れ－１

ターに対する抗体をつくるため協和発酵工業と共同研究を開始されました。で
もなかなかケモカインレセプターの抗体は作製できず、やっと 1999 年に唯一
CCR4 に対する抗体の作製に成功しました。松島教授らはこの抗体がアレルギー
や感染症に対する診断や治療に応用できると大いに期待していました。
私は名古屋大学第一内科に入局以来血液のがん（白血病・悪性リンパ腫）の臨
床研究を行い、ニューヨーク時代からがん抗原に対するモノクローナル抗体の開
発や解析を行っておりました。1980 年に帰国して愛知県がんセンター研究所化
学療法部（当時）においてがん研究を継続していましたが、当時から協和発酵工
業東京研究所とはずっと抗体の研究を一緒に進めていましたので、花井陳雄博士
（現・協和発酵キリン社長）から私に「これ臨床で何か使えるかどうか一緒にやっ
てくれませんか」と話がありました。それで、一緒にこの研究に精力的に取り組
むことになりました。
抗 CCR4 抗体作製に成功した同じ 1999 年に、米国テキサスにある MD アン
ダーソンがんセンターのジョーンズ博士が血液の国際誌 Blood に、T 細胞の一
部のリンパ腫に CCR4 が発現していることを報告しました。
さらに、近畿大学細菌学の義江修教授と松島教授――お二人ともケモカイン・
ケモカインレセプター研究に関する日本が誇る素晴らしい基礎の研究者です――
が、ATL にこの CCR4 が発現しているというのを Blood 誌に報告されました。
このころはもう、われわれもデータとしては持っていましたが、このお二人が論
文として最初に報告されました。
われわれは ATL の細胞や疾患が CCR4 分子とどういう関係にあるかという
ことを in vitro の実験や動物実験を行っていました。この間、臨床抗体薬として
開発するきっかけとなった重要な研究成果が 2 つあります。
まず第 1 の成果を紹介します。当時はまだマウス抗体での実験でしたが、
CCR4 分子は正常細胞ではリンパ球の一部にしか発現しておらず、がんでもリン
パ腫以外にはほとんど発現していませんでした。そこで約 200 名のリンパ腫患者
15
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さんのがん細胞での CCR4 分子の発現を検索したところ、驚いたことに ATL 患
者さんの 90％は CCR4 分子が強陽性でした。さらに、CCR4 が陽性の ATL 患者
と、陰性の患者の予後を比較すると、陽性の人の方が統計的有意差を持って予後
が悪いことが分かりました。このことは臨床的に重要な点で、少なくも臨床での
重症度とか予後の診断に使えることが可能な抗体であることが示唆されました。
第 2 の研究成果は、2003 年に協和発酵研究所で、抗体の中である種の工夫を
すると、ものすごく活性――ADCC（抗体依存性細胞殺効果）活性――が強く
なるということが分かったことです。抗体には、1 カ所糖鎖がくっついていると
ころがあり、この糖鎖を修飾するといろいろな生物学的な活性が変わるというこ
とは知られていたのですが、糖鎖のどの分子がカギを握っているかということは
分かっていませんでした。そこを同社の東京研究所の新川研究員が「これフコー
スですよ。フコースをちょん切るとものすごく抗体価が強くなります」と JBC
（The Journal of Biological Chemistry）に報告しました。この発見は抗体作
製における革新的な特許です。普通の抗体でもそのフコースだけ取った抗体をつ
くると、2 ログ、3 ログ、ログですから 10 倍、100 倍、1,000 倍と ADCC で
の細胞殺効果が強くなります。
ヌードマウスや NOG マウスを用いた in vivo 治療実験でも見事な治療効果が
得られました。さらに、私たちは試験管内で、ATL の患者さん――免疫不全の人
――の ATL 細胞にこの抗体を反応させると患者さんの NK 細胞が自分の ATL 細
胞を殺すということが証明できたんです。これはがん免疫研究にとってもすごい
ことで、そのときに本当に試験管内で患者さんの検体で証明できたんです（図３）
。

������抗����抗�������������������
����������������������� ������
ATL�����������

������
��

SSC-H

����

�� ADCC

CD16

������
����������

75

SSC-H

50
25
0
0

抗CCR4抗���
  図３

NK cell

100

ATL ����(%)

CD25

CD4

CCR4

非ATL������

CD3抗�
������

SSC-H

ATL ������

0.1

1.0

CD16

10
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 性型 ATL の患者さんの新鮮な末梢血液を直ちに抗 CD3 抗体により細胞を分離したところ、
急
CD3 陽性分画の 80%以上が ATL 細胞（CD25 陽性、CCR4 陽性）で占められていた。この
ATL 細胞が CD3 陰性分画にある自己エフェクター細胞（NK 細胞）の存在下で抗 CCR4 抗体を
添加することにより強力な ADCC 活性による顕著な ATL 細胞傷害が観察された。
（上田教授 記）

以上の 2 つの研究成果こそがこの抗体を実際に臨床に持っていこうというこ
とになった重要なポイントでした。協和発酵工業も真剣に、臨床のためにヒト型
の抗体をつくっていくことになったのです（図４）
。
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 999 年ケモカインレセプター CCR4 の N 末端に対するマウス抗体 (KM2160) の作製に旧・
1
協和発酵工業東京研究所にて成功。同研究所で抗体の Fc 部分にある糖鎖のフコースを除去す
ることにより ADCC 活性が増強する技術を確立（ポテリジオ技術）し、特許を取得。2004
年フコース除去キメラ抗体 (KM2760) の作製に成功、その生物学的特性を発表。治療用抗体
としてのフコース除去ヒト化抗体 (KW-0761) を作製し、臨床治験に用いた。（上田教授 記）

■臨床Ⅰ、Ⅱ相で驚くべき成果
臨床試験が始まったのは 2007 年です（図５）
。第Ⅰ相は安全性と薬理動態を
調べるということが主目的。最初の量をどうするかが問題でしたが、0.01mg/
kg から始めました。この量がどのぐらいかというと、普通に今皆さんが使って
いる抗体薬は 1mg/kg ぐらいから 10mg/kg です。0.01 というのはその 1,000
分の１ですから水ですね、言ってみれば。第 1 例目の患者さんには何も起こり
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ませんでした。２例目は急性型 ATL で、ちょっとした悪寒を感じ、一過性に熱
が出て、いわゆるインフュージョンリアクションがありましたが、これらについ
ては何も対処しなくていい程度のものでした。夕方に抗体薬を点滴で投与して、
あくる朝の血液検査で、それまで抹消に 60％ぐらいあった ATL 細胞が１個も
見つからない。全く血中から消えていたのです。１週間後に調べると、ATL 細
胞が数％見られましたが、投与すると翌日からずっと消えてしまい、普通の人の
検査結果と同じようで、ATL が治ったような状態になったのです。このような
治療効果を完全寛解（CR）といいますが、本当に驚きました。
3 例目もすごかった。普通なら 0.01mg/kg の濃度の抗体なんて効かないのに、
見事に効きました。この患者さんは、皮疹があって、骨にまで浸潤していた。1
週間間隔で計 4 回投与し、それから 3 週間後に効果を判定することになってい
るわけですが、そのときは皮疹がまだ少し残っており、骨の浸潤も悪くはなって
ないが、まだ残存している。ですから、
評価としては SD（stable disease）と言っ
て、いわゆる不変、変わりがないという判定でした。その後病状は悪化しないた
め無治療で経過を観察していましたが、1 年たって再評価をしたところ、皮疹は
全く無くなった。骨も治っている。いわゆるリレイドリアクション、
要するにゆっ
くり長くかかって効いている。こういうケースもありました。
この抗体の作用機序は ADCC（抗体依存性細胞殺効果）活性によるのですが、
この ADCC というのは、がん細胞の CCR4 分子と抗体が特異的に結合して、
その抗体に自分の NK 細胞がくっつき ATL 細胞をやっつけて壊すんですね。こ
の第Ⅰ相のときは、
本当はこれほどまで効くとは想像してなかったんです。
フコー
ス除去により 100 倍、1,000 倍活性が強くなったという、われわれのラボ実験
の結果が見事に臨床に反映したんです。ラボデータのコンセプトが臨床で検証で
きたわけです。これをプルーフ・オブ・コンセプト（proof of concept）とい
うのですが、臨床第Ⅰ、Ⅱ相試験（治験）ではこのことが将来実際に薬剤として
成り立つか否かの一番大事な点です。
第Ⅱ相は投与量を週１回１mg/kg を８回投与と増量して行いました。このこ
ろには、臨床試験のことが ATL の患者会などにも知れ渡って、多くの患者さん
に積極的に協力していただき、日本の臨床試験では信じられない 1 年足らずの
速さで登録が終了しました。26 例行い、重篤な副作用もなく、8 例が完全寛解、
5 例が部分寛解（PR）
、つまりほぼよく効いている。あわせて 26 例中 13 例、
50％の奏効率です。再発難治の ATL の患者さんですよ。それで、一刻も早く
ATL 患者さんに届けるために、即刻、希少疾病用医薬品（オーファンドラッグ）
として申請をして、認可を取得することになりました。
臨床第Ⅰ相、第Ⅱ相試験の結果は、ジャーナル・オブ・クリニカルオンコロジー
（JCO）というがんの臨床研究で最も権威のある雑誌に採用されました。このこ
とは、この臨床試験が社会的にも科学的にもインパクトのあるデータだったこと
を示しています。世界的にも臨床第Ⅰ、Ⅱ相研究の結果が共に JCO に掲載され
ることは非常にまれなことです。これも協力いただいた患者さん、治療専門医を
はじめとして医療従事者の協働の賜物と皆さまに心から感謝しています。
われわれアカデミアの研究成果を協和発酵キリンの抗体技術が支援してくれて、
お互いにイーブンの関係で一緒に研究を継続してこられたことに意義があるのです。
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■がん研究のプロジェクト
私のこのアカデミアとしての一連の研究は企業のサポートがあったわけではな
くて、文部科学省がサポートしてくれたんです。文部科学省・科学研究費補助金
「がん研究に係わる特定領域研究」
（2004 ～ 2008 年度）というプロジェクトが
ありました。通称「がん特」です。この 5 領域の 1 つ「基盤研究に基づく体系
的がん治療」領域の代表を私が務めていました。ですから、単に自分が興味持っ
ていたテーマということだけでなく、ATL を国家プロジェクトとして解決した
ということです。ちなみに「がん特」で治療薬までいったのはこれが最初だと思
います（図６）。

抗CCR4 抗体の��し��
再発・難治ATL治療薬としてKW-0761
(mogarulizumab)抗体の承認(2012)
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2000

上 田研究室を中心とした前臨床研究から抗体薬承認に至る研究の流れ
図左下に示したような ATL や PTCL 患者細胞における CCR4 抗原発現検索、低フコシル化
CCR4 キメラ抗体の開発、低フコシル化抗体による ATL 細胞に対する強力な ADCC 活性の解
析などの実験室での前臨床研究、また右側に示したヌードマウスやヒト化マウス (NOG) モデ
ルによる実験動物を用いた前臨床研究、さらに CCR4 分子が抑制性 T (Treg) 細胞に発現して
いることによる免疫学的研究に支えられて、全国の ATL 治療エクスパートによる臨床第Ⅰ相、
第Ⅱ相治験により、2012 年 5 月に再発・難治 ATL への治療抗体薬として発売された。本抗
体はがんに対する抗体薬として世界で 13 番目、日本初の抗体薬である。また、日本での基礎
研究から得られたシーズで、日本で前臨床研究を成し遂げ、第Ⅰ相、第Ⅱ相治験も日本で完
遂し、承認に至った抗がん薬剤は他に例を見ない。（上田教授 記）

これから、臨床の現場でこの抗体薬の“育薬”に努め、患者さんに最適の使用
法を確立する臨床研究が重要です。
私が途中あきらめずにずっとやってこられたのは、やはり日本人の病気、日本
人の命をわれわれの研究で解決したいという思い、モチベーションがあったから
だと思います。それなりに思い入れと歴史があるわけですね。
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日本のがん研究から標的薬

抗体による ATL 治療の時代が幕を開けた
2012年春に上市されたATL（成人Ｔ細胞白血病リンパ腫）治療薬のポテリジオ
は、がんの分野で国内初の抗体医薬品である。研究の成果が医薬品として結実す
る過程で、製薬会社の複数の独自技術や暗黙知はどう活かされたのか。

成人 T 細胞白血病リンパ腫（ATL ＝ adult T cell leukemia/lymphoma）を
治療する世界初の抗体医薬品“ポテリジオ”が登場し、患者に大きな希望を与え
ている。協和発酵キリン株式会社が開発したもので、2011 年 4 月 26 日に承認
申請され、2012 年 3 月 30 日に承認された｡ 迅速な承認の背景に､ 希少疾患の
克服に向けた規制当局の強い思いが覗く｡ がん治療の分野で国内初となる抗体医
薬品でもあり、世界に誇るべき快挙といえる｡ 筆者は､ この抗体医薬品が承認申
請される直前に本誌に寄稿した＊＊１｡ 本稿は、その補遺として、開発の背景にあ

谷田

たにだ

清一

せいいち

財団法人京都高度技術
研究所 産学連携事業部
医工薬産学公連携支援
グループ プロジェクト
ディレクター

る産と学の結び付きやモノづくりに触れてみたい｡

■ポテリジオの標的
まず、CCR4 ＊ 1 から始めよう。ポテリジオと名付けられた ATL 治療用抗体
医薬品モガムリズマブ（mogamulizumab）は、CCR4 陽性 ATL に適応される。
CCR4 は、ケモカイン受容体の１つで、2012 年のノーベル化学賞の受賞対象と
なった受容体分子群“GPCR”＊２の一員だ＊＊２。その名称は、結合するケモカイ
ン＊３の分子的特徴からきている。つまり、CCR4 は、CC ケモカインの受容体 4
ということになる。
前身の協和発酵工業が抗 CCR4 モノクローナル抗体の作製に着手したのは、
今から 10 年以上も前のことだ。ケモカイン受容体遺伝子研究で知られる松島綱
治博士（現・東京大学大学院医学研究科教授）との共同研究が発端だった。そ
の後、上田龍三博士（現・愛知医科大学医学部腫瘍免疫講座教授）らが、CCR4
が ATL 細胞に高発現していることを明らかにし、ポテリジオへの道が拓かれる。
この辺りの経緯は、本号の上田博士のインタビュー記事＊＊３に詳しい。ポテリジ
オが上市された今、CCR4 陽性 T/NK 細胞リンパ腫（PTCL ＝ peripheral T/
NK-cell lymphoma）などへの適応拡大の動きが加速しており、その成否に熱
い視線が注がれている｡
次に、Treg 細胞。CCR4 と関わりの深い制御性 T 細胞
（regulatory T cell）
だ。
獲得免疫研究の分野で近年最大のトピックスの１つと言われる Treg 細胞の発見
は、坂口志文博士（現・大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授・主任研
究者）らによるものだ。獲得免疫の抑制に関わる T 細胞の存在は古くから予測
されていたが、
長らく実態の解明には至らなかった。それが 90 年代半ばになって、

＊１
CCR4（C-C motif chemokine
receptor 4）
白血球の遊走に関与するケモカ
イン受容体の 1 つ。CC ケモカ
インの一員である TARC/CCL17
お よ び MDC/CCL22 の 受 容 体
で、正常組織中では、Th2 細胞、
Treg 細胞、Th17 細胞と血小板
に発現している。ATL 細胞や末
梢性 T/NK 細胞リンパ腫にも発
現しており、前者のおよそ 9 割
が CCR4 陽性である。
＊２
GPCR（G タンパク質共役受容体；
G protein-coupled receptor）
細胞膜上に存在する７回膜貫通構
造を有する受容体。細胞表面のセ
ンサーとして機能し、ホルモンや
神経伝達物質をはじめ、光やにお
い成分に至るまで幅広く細胞外か
らの刺激を受け止め、分子構造を
変化させて細胞内の G タンパク質
を活性化し、連鎖的にシグナルを
細胞内へ伝達する。GPCR はヒト
で 800 種余りが知られ、その半数
は嗅覚に関連する。上市されてい
る医薬品の 4 割近くが GPCR を標
的としており、医薬品ターゲット
としても重要なカテゴリーである。
ちなみに、2012 年のノーベル化
学賞は、GPCR 研究の先駆的業績
で R. J. Lefkowitz と B. Kobilka
に与えられた。

その機能を担う Treg 細胞が発見され、ついに謎が解き明かされたのだった。
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Treg 細胞の機能が明らかにされるにつれて、医療応用への関心が高まりをみせ
ている。Treg 細胞を選択的に抑制して抗がん免疫を正常化し、がんを免疫学的に
抑え込む治療法が現実味を帯びているのだ。Treg 細胞のみを取り除く体外循環シ
ステムの開発を目指す産学官連携研究も始まろうとしている。そして、実はこの
Treg 細胞が CCR4 を高発現していることが分かり、ポテリジオの新たな活躍の
舞台として脚光を浴びているのだ。抗 CCR4 抗体の産学連携と Treg 細胞の発見が、
国内で時を置かずになされ、それが期せずしてポテリジオに凝縮する形だ。
余談ながら、医薬品業界は自己完結のイメージが強く､ そのために「学」との
結び付きがあまり意識されてこなかった｡ 近ごろでは､ この業界を挙げてオープ
ンイノベーションに舵を切りつつあるが＊＊４、薬づくりには､ 昔から産と学の連
携なしに語れない側面があった｡ 連携の多くは、
モノを評価する局面でなされる。
モノの特許の如何が勝敗を決する業界だから､ 特許にアカデミアが関わらない限

＊３
ケモカイン（chemokine）
細胞の遊走や局在を制御するサイ
トカインの一群で、免疫、組織形成、
血管形成、がんの浸潤・転移など、
細胞の移動を伴う生体機能に深く
関わっている。名称は細胞の走化
性を制御するサイトカイン（走化
性 サ イ ト カ イ ン ＝ chemotactic
cytokine）に由来する。分子内に
保存される 4 個のシステイン残基
のうち N 端側の 2 残基のモチー
フ に よ り C、CC、CXC、CX3C
（X はシステイン以外のアミノ酸残
基）の亜群に分類され、ヒトで 45
種以上が知られている。ケモカイ
ンの受容体は GPCR 群に属する。
シグナル伝達機能を有するケモカ
イン受容体がヒトで 18 種知られ、
医薬品ターゲットとしても注目さ
れている。

り､ 産と学の結び付きは表からは見えにくいのだ｡

■モノづくりの現場では
GPCR は医薬品ターゲットとして最も重要視されている分子群だが、これを
認識する治療用モノクローナル抗体をつくるのは、容易ではない。細胞膜を 7
回も貫く構造を取る複雑な分子だから、細胞の外側に顔を出している部分を認
識する抗体をつくらなければ、医薬品として使えない。抗 GPCR 抗体で臨床試
験段階のものがほとんどなかった当時、CCR4 に対する治療用抗体への挑戦は、
一筋縄ではいかなかったに違いない。ポテリジオは CCR4 の細胞の外に飛び出
した N 末端を認識するヒト化モノクローナル抗体だ＊４。同社の独自技術（ポテ
リジェント技術）で抗体分子の定常部位（Fc 領域）からフコースが取り除かれ
ているため、標的細胞を抑え込む力（ADCC ＊５）が飛躍的に高まっている。産
と学の連携に自社の独自技術がエネルギーを吹き込んだ形だ。
独自技術という点では、ポテリジオの製造工程でも同社の発酵技術の力が遺憾
なく発揮されている。科学技術振興機構（JST）のさる会合の合間に、協和発酵
キリンの幹部と立ち話をしていて、次のような話を聞いた｡
動物細胞を培養する際、L- グルタミンが栄養素として欠かせないが、熱や酸
に弱く、溶液中で分解されやすいため、培養中に急速に分解してアンモニアを生
成する。これが細胞に悪影響を及ぼすので、たびたび新鮮な培地と入れ替えなけ
ればならない。ここまでは衆知の事実だが、同社は、抗体産生細胞の大規模培養
で、L- グルタミンの代わりに L- アラニル -L- グルタミンというジペプチドを用
い、ポテリジオの生産効率を飛躍的に向上させたという。このジペプチドは安定

＊４
ヒト化モノクローナル抗体
細胞融合法を用いてマウスの抗体
産生細胞と骨髄腫細胞を融合させ、
単一クローン化して得られるモノ
クローナル抗体を、遺伝子組み換
え技術を用いて、抗体分子内の抗
原と直接結合する部位（超可変領
域）以外の全ての領域をヒト型に
改変した抗体をいう。ヒト化抗体
は約 90% がヒト型となる。
＊５
ADCC（抗体依存性細胞傷害活性
＝ antibody-dependent cellular
cytotoxicity）
標的細胞の表面抗原に結合した抗
体の定常部位（Fc 領域）に、Fc
γ受容体を発現する細胞（NK 細
胞、好中球、マクロファージなど）
がこれを介して結合し、標的細胞
を障害する反応。

性に優れ、細胞培養中にアンモニアを生成することがないので長期間高密度で培
養できる。
「ただやみくもに加えればいいというものではありません。どの程度
加えるか､ さじ加減があるのです」と瞳を輝かせた同社幹部の声がやや上ずって
いて、そこに自社技術への自信と誇りが垣間見えた｡ 同社が長年培ってきた発酵
技術の暗黙知が、ここには山積みされているに違いない｡ ちなみに、L- アラニ
ル -L- グルタミンは、協和発酵キリンの子会社（協和発酵バイオ株式会社）が発
見した枯草菌由来のジペプチド合成酵素を、自社のアミノ酸発酵技術と組み合わ
21

Vol.9 No.1 2013

産学官1月号.indb

21

2013/01/10

9:33:30

せて製造される。その、最初の活用事例がポテリジオだという。

■診断薬の同時開発
以前、本誌にも書いたように＊＊１、近年の傾向として、アンメットメディカル
ニーズに立脚した希少疾患指向の新薬開発が加速している。そこでは、コンパニ
オン診断薬が並行して開発されるのが通例だ＊＊４。ポテリジオは、この点でも国
内初の成果事例といえる。
ポテリジオのコンパニオン診断薬は、やはり協和発酵キリンの子会社（協和メ
デックス株式会社）が開発したものだ。ポテリジオと同じく 2011 年 4 月に承
認申請され、2012 年 3 月に承認されている。ATL が CCR4 陽性か否かを薬物
投与の前に診断するもので、ATL 患者のリンパ節や皮膚などの組織検体を検査
する免疫組織化学法と、血液検体を検査するフローサイトメトリー法の 2 品目
がある。
特筆すべきは、2012 年 3 月の厚生労働省中央社会保険医療協議会総会で、こ
の診断薬 2 品目に、合算で 1 万点の診療報酬が認められたことだ。希少疾患と
いうことで、医療財政への影響が軽微と判断され、この結論に至ったと聞く。従
来、がん関連のこの種の診断薬は、診療報酬の点数が 2,000 点と定められていて、
コストの高い診断薬では採算が合わないケースが多い。これが、がん治療の足を
引っ張る要因のひとつになっているとして、改善を求める声が高まっていた。そ
んな折だけに、
治療薬とコンパニオン診断薬の同時発売が実現した意義は大きい。

■結びにかえて
ポテリジオの開発は、濃密な産学連携によって成し遂げられた。そこには、病
因や病態の解明から治療用抗体に至る、産と学の「知」と「技」と「汗」が融合
した力強い流れが読み取れる。そして、その裏には、親会社と子会社の壁を越え
て保有技術を総動員した巧みな組織運営があった。筆者は、そこに暗黙知の集積
とモノづくりへの執念の見事な結実を見る。薬づくりにも、国柄や組織の風（ふ
う）
、ローカルな視点が反映する。ポテリジオは、そのことをあらためて、強く
印象付けた。
●引用文献
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（accessed2012-12-14）．
**2：義 江 修．“ケモカイン受容体 CCR4 と HTLV-1 感染、ATL 発がん”．日本ウイルス学会．http://jsv.
umin.jp/journal/v58-2pdf/virus58-2_125-140.pdf，（accessed2012-12-14）．
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（accessed2013-01-15）．
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大学の新技術と企業の知恵

融合が拓く新市場

特集

サンメディカル技術研究所 ＋ 東京女子医科大学

患者さんが社会復帰できる補助人工心臓
一心臓外科医の卓抜したアイデアと諏訪の精密加工技術とが結び付き、
手術後に退院・再就職さえ可能にする補助人工心臓が実用化された。
かつてはほとんど死を待つしかな
かった重症心不全の患者さんたちが、
補助人工心臓を体内に埋め込むこと
によって、退院して社会復帰するケー
スが見られるようになった。その補
助人工心臓「EVAHEART」（写真１）
を開発したのが、東京女子医科大学
心臓血管外科の山崎健二主任教授と、
長野県諏訪市にある株式会社サンメ
ディカル技術研究所前社長の山崎俊
一氏だ。米国の IDE（Investigational 写真１ 補助人工心臓「EVAHEART」
Device Exemption）承認および日
本の薬事承認を受け、国産の補助人工心臓として初めて、2011 年に国内販売が
開始された。もちろん健康保険も適用される。この成果に対して、2012 年の第
10 回 産学官連携功労者表彰において内閣総理大臣賞が贈られた。この画期的な
人工心臓はどのような経緯で開発されたのか、またその優れた性能はどこから生
まれているのか、山崎健二教授に聞いた。
（聞き手：松尾義之）

山崎

やまざき

健二

けんじ

東京女子医科大学
心臓血管外科 主任教授

■はじまりはベッドサイド
―

補助人工心臓の研究開発に取り組まれるきっかけは、どのようなものだったのですか。

山崎

私は 1985 年に北海道大学医学部を卒業して、すぐに、ここの東京女子医

科大学（以下「女子医大」）日本心臓血圧研究所（現・心臓病センター）の循環器
外科に入局しました。ここでは当然ですが、心臓の外科手術が主流でした。
そこで手術に明け暮れる生活をすることになりました。入局した当時は、国産の
空気駆動の補助人工心臓が実用化されて、臨床治験に入った時期でした。これに
は 2 種類あって、1 つは東京大学の渥美和彦先生が日本ゼオンと一緒につくり上げ
た拍動型の空気駆動の人工心臓です。もう 1 つは、国立循環器病センター（現・国
立循環器病研究センター）と東洋紡が一緒に開発した人工心臓です。これはニプ
ロという会社に引き継がれ、現在でも使われています。
当時は、どういう患者さんにそうした装置を付ければ救命できるのか、皆目分か
らない状況でした。結局、非常に重症で、手術をしても助からないと言われた患者
さんとか、やはり人工心肺から離脱できなくて厳しい状況になった患者さんに、補
助人工心臓を付けました。今から見れば、付けてももう助からない人に、付けてい
たんですね。そういう状況ですから、結局、多臓器不全とか感染症とかで 1 カ月ぐ
らいで亡くなられてしまうのが現実でした。
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約 1 カ月間、集中治療室で大変な状況が続いて、私も実際に経験しましたが、
入局したての 1 年生はベッドサイドに張り付いていたのです。昼も夜もなく、懸命に
治療するんですが、結局救命できずに亡くなられてしまう。そのころには医師も疲
労困憊（こんぱい）してしまうという厳しい状況でした。
―

女子医大では、渥美先生の人工心臓を使われたのですね。

渥美先生の日本ゼオンのポンプが、どちらかというと東日本で、一方、東洋

山崎

紡のほうは西日本という色分けで治験が進められました。振り返ってみると、この
時の臨床試験は、デバイスが悪いというのではなく、適用が悪かったのです。付け
ても助けられない人に付けていたからです。ただ、当時はそういうことも全然分か
りませんから、手探りの状態でした。そういう厳しい体験をしながら、私自身は「こ
れは大変だ、できればこの領域には関わりたくないな」というのが正直なところだっ
たのです。一般的な心臓手術をやったり、そのための研修を積んだり、あるいは小
児患者さんの心臓手術とかをしたいと思いました。
―

そもそも女子医大は、心臓外科で鳴り響いていたところですから。

■世界人工心臓シンポジウムが東京で開催
入局して 5 年目ぐらいのときに、当時の主任教授であられた小柳仁先生（現

山崎

在は名誉教授）が、国立循環器病センター研究所の阿久津哲造先生と一緒に、世
界中からこの領域の研究者を呼んで、世界人工心臓シンポジウムを日本で開催され
ました。当時のプレゼンテーションは、35mm のスライドが中心で、私はその映写
係を申し付けられ、経団連会館の会場で、丸 2 日間にわたって朝から晩までずっと、
人工心臓の研究に関する発表のお手伝いをさせていただきました。
いろいろな研究者のスライドを見ながら、気付いたことがありました。日本の人
工心臓というのは、常に、左心房から血液を引いて大動脈に戻すという方式でした。
左心房から血液を引き出していくと、左心室に血液が滞ってしまい、その結果、血
栓ができたりして不具合が起こります。一方で、左心室に穴をあけて血液を抜くと
いう方式もあり、その方が成績はいいのです。欧米の人工心臓は、拍動型のタイ
プを臨床応用しているところで、そういった装置はみんな、この左心室から血液を
引き出す方式でした。
―

左心室は血液を全身に送る一番強いところですね。

そうです、一番大事な部屋なんですが、当時の日本では、ここの部屋に穴

山崎

をあけてしまうと、回復したあとで装置を離脱させる時に困るということで、ここは
手をつけずに、手前の心房から血液を引いていたのです。しかし、欧米の装置は、
左心室の心尖部というところに穴をあけて、そこから血液を送っている。こうすると、
左心室の中の血液の滞りがなくなり、血栓もできにくく、それで成績もよいという発
表でした。
それともう 1 つ、足の血管から入れるカテーテルタイプの補助装置の発表が気に
掛かりました。カテーテルの先端に直径 7mm というすごく小さなスクリューがつい
24
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ていて、それを毎分約 3 万回転させる。それで血液を左心室から吸い出して、大動
脈の方に送るのです。ある意味でクレイジーというか、画期的というか、そういう
装置が臨床応用されたという発表がありました。
血液というのは単なる赤い水ではありません。赤血球にいろいろな白血球、そし
て血小板とか血漿タンパク質が混ざり合った液体なのです。赤血球というのは直径
が 8 μ m で、厚さが 2 μ m の大福餅のような形をしていまして、薄い膜の中にヘ
モグロビンという血色素が入っている。そんな構造をしているので、直径 7mm のド
リルが毎分 3 万回転もしたら、それこそミキサーのように、血球が全部破壊されて
しまうだろうと誰もが思っていたのです。ところが、そうしても赤血球はあまり壊れ
ないというデータが登場した。これは衝撃的でした。驚愕する発表でした。本当に
そうなのか、議論が沸騰しました。血球破壊はある程度は起きるのですが、予測よ
り非常に少なく、何百分の 1 とかのレベルでした。この装置で、とにかく救命補助
ができたという発表でした。
これが可能ならば、回転型のロータリーポンプで人工心臓ができるかもしれませ
ん。参加者の多くが、その可能性を実感したのです。ただ、当時のデバイス技術は
未熟であり、毎分 3 万回転をワイヤー駆動でやっていたので、48 時間以上回すと
ワイヤーが切れてしまったのです。これは解決不可能な課題で、結局、この試みは
お蔵入りになってしまいました。
そのときに私が思ったのは、ワイヤー駆動ではなく、駆動モーターと一体化した
ロータリー型のポンプを体内埋め込みでやったら、うまく実現できるんじゃないか、
ということでした。さらに発表を聞きながら、私は、左心室の心尖部から小型の回
転型ポンプを左心室に入れて、それで直接左心室から血液を引いて、それを上行大
動脈に、自分の大動脈弁を通して送る装置ができるのではないか、というアイデア
を思い付いたのでした。
ただ、当時の私は、この領域では全くの素人でした。素人の自分が思い付くよう
なアイデアなど、専門家であればとっくに考えてやっているだろうと思って、2 日間
の発表を全部聞いたんですが、そういうのは出てきませんでした。学会が終わった
後に、自分なりに文献をいろいろ調べてみました。それでも見当たらなかったので、
小柳教授に相談すると、
「君、これは新しいアイデアだよ。特許をすぐに取りなさい」
と言われたのです。それで、どうやって取ったらいいのかも分からない中で、特許
の手続を何とか進めたのです。これが 1990 年です。

■諏訪の精密加工技術と早稲田大学との医工連携
次は、実際にどうやって装置をつくっていったらいいのか、物づくりをどうし

山崎

たらいいのかです。1991 年より、私は手術の合間に、いろいろな医療機器メーカー
にコンタクトを取って、
「こういうことを考えたんだけど、一緒に開発をしてくれませ
んか」と片っ端から連絡していったんですが、
「いや、そんなものはとても無理です」
と全部断られてしまいました。次は、産業用のポンプをつくっている会社にコンタク
トを取って、一緒にやってくれないか聞いてみたんですが、それも全部、
「そんな危
険なものはできません」と断られてしまいました。
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―

確かに難しいでしょうね。

結局どこも引き受けてくれなかったのですが、とりあえずは、とにかくプリミ

山崎

ティブなものでもいいから、何とか形にしたいと思いました。たまたま私の実家が
長野県の諏訪市にあり精密機器を生産していたので、活用を考えました。あの地
域は時計産業のセイコーエプソンを含めて、いろいろな精密機械産業がたくさんあ
る地域なのです。
―

おじいさまがセイコーエプソンの創業者の一人なんですね。

祖父は山崎久夫という男です。彼はもともと諏訪で大和工業という工場を

山崎

やっていました。第 2 次世界大戦のときに服部セイコーが空襲をまぬがれるために
地方に工場を疎開させました。疎開先はいくつかあったのですが、諏訪に疎開した
先が大和工業なんです。ウォッチ部門、腕時計の製造を行う母体となったところで
す。現在、セイコーエプソンの本社がある場所にありました。そこからクオーツの
開発に成功して、セイコー本社は大きく飛躍しました。祖父はかなり早くして亡くなっ
てしまいました。その長男が私の父の壯一で、彼は自分でミスズ工業を起業しました。
時計部品を加工する精密工場です。
―

そのミスズ工業で最初の試作を始められたのですか。

医療機器をつくるなんてことは全く考えずに、ともかく最初の簡単な試作だ

山崎

けやってほしいので、とりあえず時計技術者に旋盤で削ってもらったのです。
こうしてスタートしたのですが、幸運だったのは、早稲田大学との共同研究がで
きたことでした。早稲田大学は女子医大と距離的に近く、この研究所を創設され
た榊原仟【さかきばらしげる】先生の時代から、心臓外科の分野でも工学の知識
が必要だということで連携があったのです。もう亡くなられましたが、早稲田大学
の理工学部長をされていた土屋喜一先生に、小柳先生が「うちの若い者がこういう
のを考案したんだけれども、話を聞いてやってもらえないか」と渡りをつけてくださ
いました。私が訪問してお話をすると、何人か紹介してあげると言われまして、ま
ず梅津光生先生に引き合わせていただきました。
梅津先生は、今は理工学部の生体工学の研究室だけでなく、女子医大と早稲田
大の合同連携研究施設 TWIns の早稲田側のセンター長をされています。その梅
津光生先生は、もともとは循環シミュレーターといって、人の循環を機械的に模倣
するシミュレーターをつくったり、オーストラリアの拍動型の人工心臓のプロジェク
トなどにも深く関わっている方です。そこに生体工学的な評価を出していただける
ことになりました。
あと、流体力学の大田英輔先生。大田先生もすでに退任されましたが、流体力
学の大家で、ジェットエンジンの設計を手掛けられました。人工心臓が専門ではな
いけれども、軸流型のロータリーポンプは流体力学に基づく羽根の設計が簡単で
はなく、いろいろアドバイスをいただいたのです。
さらに、富岡淳先生。富岡先生の専門はトライボロジー、摩擦工学です。軸受け
の潤滑とか摩耗とかを研究されている先生です。土屋先生がこの 3 名の先生につ
なげてくださいました。私は手術のない日に早稲田に行って、研究室に出入りしな
がら、補助人工心臓の特徴を説明していったのです。
26

産学官1月号.indb

Vol.9 No.1 2013

26

2013/01/10

9:34:02

特集

大田先生に言われたのは、とにかくまず物をつくりなさい、ということでした。
つくった物があれば、評価しながら、ここをもっとこうした方がいいとか、そういう
ことはアドバイスできる。でも、物づくりは請け負いませんよ、でした。つくった物
ができたら、それに対してアドバイスをしましょう、ということでした。
―

その物づくりを、ご実家の諏訪でやってもらったわけですね。

そうなんです。つくるにしても、時計工場の片隅でやっていたのでは話にな

山崎

らないから、一応ベンチャーとしてサンメディカル技術研究所という会社を設立しよ
うと、父が立ち上げたのです。従業員 2 名でした。私が「基本的な構造はこういう
形でつくってくれ」とデザインを渡すと、それに基づいて、サンメディカルで、いろ
いろ工夫してつくってくれる。その試作品を検査したり、ポンプ性能をみたり、早
稲田で調べてもらったりと、そういう形で回るようになったのです。
サンメディカル技術研究所が立ち上がったのは 1991 年で、幸いにも私は、93
年にアメリカのピッツバーグ大学に行くことになりまして、ここでロータリーポンプの
人工心臓の研究に特化して研究を進めることができたのです。
―

なるほど、ピッツバーグ大学に行ったことで、心臓外科医としての日々の責務から解放
されたのですね。

93 年から 98 年まで、結局 5 年弱居たのですが、その間は研究に集中でき

山崎

たのです。臨床も人工心臓を付けた患者さんを診たりとか、心臓移植の手術に入っ
たりとかはやりましたが、90％以上の時間を研究に使え、今の装置の仕組みがそ
のときに固まったのです。

■ブレークスルー：拍動型か回転型か
開発の過程で、いくつかのブレークスルーがありました。回転型のポンプ

山崎

というのは、従来の拍動型のポンプと比べ、いくつもメリットがあるのです。産業
界を見渡しますと、液体を送る、送液するというニーズはたくさんありまして、その
90％以上は回転型のロータリーポンプが担っています。逆に言えば、拍動するポン
プの方が珍しく、特殊な用途しかないということです。だったら、どうして人工心臓
が回転型にならないのか、ということです。
回転型ポンプのほうが広く普及している理由の 1 つは、エネルギー効率が非常に
高いことです。小型でも回転数を高くすればいくらでも流量を高くすることができ
るわけですね。つまり、小型軽量高効率であるというメリットがあるのです。しかも、
回転型は弁が要らないんです。
また、拍動型のポンプですと、一方向性の弁が必要になってきますが、そういう
弁も要らない。体内に埋め込む拍動型のポンプであると、血液を入れる袋が膨ら
んだり縮んだりします。そこで、例えば高分子ポリマーのような素材でつくらなけ
ればならない。でも、ポリマーは生体内で経年変化、つまり劣化が避けられない。
年数がたつと組成変化が起きて、ひび割れたり硬くなったりする。しかし、体内に
埋設している場合、交換ができません。しかも毎分 60 回も拍動している。つまり、
ものすごく膨大な耐久性が必要になるのです。もし故障すれば患者さんは死んでし
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まう。そういう限界があるわけです。
―

ほかに問題はありますか。

人工心臓は異物ですが、血液は異物に触れると固まるという性質がありま

山崎

す。異物のところで固まった血栓がはがれて飛んでいけば、血栓塞栓症になる。そ
れから、要求性能として、1 回の拍動で 60 〜 70cc ぐらいの血液を送り出さない
といけないので、ある程度の大きさのポンプで、しかも、それを押したり縮めたり
する機構が必要になります。そういう要件を全部満たしていくと、装置一式はかな
り大きなものになってしまうのです。大きな物を体内に入れると、異物としての体積
も大きいので、そこに細菌が付着して感染症にかかりやすくなる。問題を集約すると、
①血栓塞栓症が起こりやすくなること ②感染症が起きてしまうこと ③装置の耐久
性が極めて限定されてしまうこと―の 3 つになります。
―

以上が、拍動型では解決の難しい問題ですね。

それが回転型ポンプになると、血液が滞留する機会が非常に少ないので、

山崎

血栓塞栓症も大幅に軽減ができますし、人工弁もないから、そこでの血栓の心配
がなくなる。構造的にも非常にシンプルになって、体内で劣化しない材料で構成す
ることも可能になる。装置の寿命が伸びるわけです。さらに合併症という点でも、
装置が非常に小型になるので感染症も起こりにくくなる。あらゆる点で、可能性が
高まるのです。

■漏れても問題を生じない血液シールをつくれ！
―

そうした問題があるにもかかわらず、多くの研究者が拍動型にこだわったのは、やっ
ぱり心臓が実際に拍動しているからですか。

それも 1 つですが、それ以上に、機械的に長期補助ができるロータリーポ

山崎

ンプが製造できなかったのです。それはポンプを回転させる回転軸と軸受けに問題
があったからです。
図 1 が構造図ですが、ローターが回転するためには軸が必要で、その軸のところ
には軸受けが必要になります。軸受けのところには、必ず、隙間ができます。隙間
がないと回転できないからです。そうすると、その隙間に血液が入ってくる。すると、
その隙間の中の摺動（しゅうどう）熱で、血漿タンパク成分が熱
凝固を起こしてしまいます。その結果、熱凝固を起こしたタンパ
クが回転障害を引き起こしてしまう。結局、回転不能に陥ってし
まうというのが一番の問題でした。だから、2 週間連続回転でき
る回転型の血液ポンプというのは、当時は存在しなかったのです。
軸受けの中に血液が入ってこないようにする「血液シール」が

Seal Magnet

実現できなかったのです。ただ、短期使用のものはありました。
人工心肺など、心臓手術をする際に一時的に血液を外に出して、
また身体に戻す装置であれば、数時間くらいもてばいいので、そ
れぐらいなら可能でした。しかし、48 時間以上、もっと言えば 2
週間とかいった単位で連続運転できるポンプはなかったのです。
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この問題に対して、世界中の研究者たちがトライ・アンド・エラーを繰り返し、そ
の試みも、いくつかに集約されていきました。名前だけ挙げると、ピボットベアリ
ング方式、磁気浮上ポンプ、動圧力（ダイナミックプレッシャー）で浮上させる方式
などです。
ただ、それぞれに一長一短があって、全てに優れている方式というのはないので
すね。こうした状況の中で、私がとった戦略は何かというと、
「あくまでも回転軸を
きちんと置いて、それに対して長期信頼性をもって機能する血液シールを実現しよ
う」というアプローチでした。
―

そのために、回転するメカの部分と、実際に流す血液の部分を、きっちりと分ける。

分けて、そこの間を軸でつなぐ。そこに軸受けの血液シールを設置するとい

山崎

う方法です。一番コンベンショナルな考え方だと思います。ただ、どうしても、この
血液シールが実現できなかった。なぜか。産業界で一番よく使われているシールは、
メカニカルシールという方法です。これは回転するリングと固定されているリングを、
互いに摺動させています。つまり、ほんの少し隙間を空けておき、両者のリングが
くっつかずに動き、しかも液体がほとんど漏れない摺動状況をつくっているわけで
す。この摺動する隙間に薄い水の潤滑膜ができて、抵抗なく動くのです。スケート
の刃が氷の上を滑らかに走るのと同じ原理で、スケートの刃と氷の間に水の潤滑膜
ができて、抵抗を少なくしているわけです。2 つのリングの間に潤滑膜を形成させて、
それで回転させるのがメカニカルシールです。ところが、そのメカニカルシールの場
合の潤滑膜というのは、送液する液体そのものが隙間に入って、潤滑膜としての機
能を果たしているのです。
問題は、この液体が血液であることです。血液だと、潤滑膜の部分で熱変性を
起こしたり、あるいは、隙間を通じてわずかながら内部側に漏れ出てしまう。それ
が蓄積していって、回転障害を起こすわけです。だからこの方法はダメだという評
価だったのです。私は、何とか漏れないシールができないか、悶々と考えました。
そして、100％漏れないシールは不可能だけど、開き直って、わずかに漏れることを
前提として、それでも問題を起こさないシステムをつくればいいではないか、と考え
たのです。そのためには、水を循環させればいい。ポンプの内部に滅菌水を循環さ
せて、シールの摺動面からわずかに漏れてくる血漿タンパクを洗い流して、内部のコ
ントローラーの中でそれを濾してしまえばいい。この方法を取り入れると、血液の
シール問題が解決されるだけでなく、副産物もあったのです。
全部液体で満たされているので、熱の問題がなくなりますし、潤滑膜を良好に保
つという点でもよかったのです。水を潤滑させることで、モーターの発熱も取れた
からです。ほかのデバイスだと、身体の中に熱を出すので、どうしても低温やけど
の危険性があったのですが、水を循環させているので、システムの中だけで熱バラ
ンスがとれ、温熱障害がなくなったのです。
それからもう 1 つ、ポンプの寿命を延ばしてくれたのでした。回転型ポンプの寿
命を決定するのは軸受けなんです。私たちの装置では、動圧軸受けを採用していま
すが、水で浸すことで非接触で回転するため、寿命も半永久的なものになったので
す。軸受けの摩耗が寿命を決定しますが、その摩耗自体が起こらなくなれば、ポン
プは半永久的に使えることになるわけですね。ポンプの内部には、故障する要素、
29
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つまり、いろいろなセンサー類とか複雑な電子部品が一切必要なくなりました。
―

すごいですね。

■ JST の委託開発に採用される
この発想を取り入れれば、補助人工心臓が実現できると思い付いて、事業

山崎

化もできるだろうという提案を 1995 年に発表したのです。そのとき、当時の科学
技術振興事業団（現・科学技術振興機構＝ JST）が応援してくれたことに対して、
私は大変感謝しているのです。当時、私はまだ女子医大の助教にすぎず、ピッツバー
グ大学でも単なる研究員でしかありませんでした。全く肩書きのない人間だったの
です。しかも、それを請け負っているサンメディカル技術研究所は、研究者が 2 名
の会社。とてもじゃないですが、国が支援をするような存在ではなかったと思いま
す。そんな段階でこのプロジェクトの可能性を評価してくれて、1997 年、6 年間で
10 億円という大きな委託開発費で「委託開発」課題に選定してくれたのです。
―

それは素晴らしい。JST の担当者は“目利き”だったのですね。

私自身が驚いたんです。絶対無理だと思っていたのに認めてくれたので。も

山崎

う 1 つ、アメリカ社会のよいところですが、年齢にかかわらず、何かきちんと成果
を出したときには抜擢してくれる。ピッツバーグ大学は、私をいきなり准教授に引き
上げてくれて、自分の研究室を持って集中して研究する機会を与えてくれたのです。
それで弾みがつき、最初のアイデアを使って動物実験をしたのが 1996 年、ピッ
ツバーグ大学においてでした。今から思うとビギナーズラックだったと思います。失
敗する要素はいろいろあったのですが、その実験で、いきなり半年も動物が生き続
けたのです。それまでは 3 カ月もたすこともできないと言われていたのに、半年もっ
た。それも最初の実験ですから、素晴らしい成果でした。
最初に私がやったのは、左心室に穴をあけて、軸流ポンプで、血液を左心室か
ら上行大動脈に流すというものでした。しかし、ポイントは、血液のシールが実用
化できたことで、これができれば、遠心型のポンプでも、どんな回転型のポンプ
でも応用できる、ということなのです。将来性を考えると、どんな形状のポンプが
よいのか。当時、人工心臓は、移植にいくまでのせいぜい数カ月のブリッジと考え
られていました。ところが回転型のポンプでも半年もったということになってくると、
最終治療手段として、つまり永久使用というには語弊があるかもしれませんが、長
期の利用が見えてきます。
本当に 5 年、10 年もつようなものを目指そうじゃないかと、どんどん目標が高く
なっていきました。でも、軸流ポンプと遠心ポンプの二兎を追うことはできない。どっ
ちをやったらいいのか決めるには、それぞれの特性を明確化する必要があります。
まず、軸流ポンプは、小型化という点では非常によい。ただし、回転数が毎分 1
万回転は必要で、補助能力としてはかなり小さいところにとどまってしまう。一方、
遠心ポンプは、回転数が軸流ポンプの 5 分の 1 で済む。低回転で済むにもかかわ
らず、ポンプ能力は軸流ポンプの 2 倍ある。より長期の利用を目指す場合、ポン
プの寿命は軸受けの寿命が決定すると見れば、回転数が 5 分の 1 なら、単純に考
30

産学官1月号.indb

Vol.9 No.1 2013

30

2013/01/10

9:34:18

特集

えて 5 倍もつ。もちろん、そんな単純なものではないんですが、回転数が少なくて
済んだほうが負荷は少ない。ポンプ能力も倍あって、回転数が少ないと血球成分の
破壊も少ない。さらには軸流ポンプで必要な後置静翼も不要である。
そうしたことを考え合わせると、永久使用を目指すなら遠心ポンプだろうというこ
とになって、96 年の段階で、遠心ポンプ一本に絞ることに決めたのです。

■どんな性能のポンプをつくるべきかも、分かってきた
―

なるほど。そして、実用化の方に向かったわけですね。ところで、このポンプの羽根の
形状もちょっと面白いですね。

血液のポンプとして考えなければいけないところは、1 つは血球破壊を起こ

山崎

さないことです。薄い膜で包まれた赤血球を破壊しないように、局所的に高いスト
レスのかかるような場所があってはいけないのです。そういう観点が 1 つです。も
う 1 つは血栓症を起こさないということ。血栓症というのは血液が滞る場所に必ず
できてくるんです。ですから、そういう場所ができないようにする。外側のところは
すごく速く動いているので、血栓ができることはまずありません。しかし、回転中
心の近い部分は血流速度が低いので、血栓ができやすい場所なんです。そういう
のが起きにくくなる形状が、この羽根につくり込まれているのです。
―

こういう形も特許になるんですか。

そうです。形状自体も特許になります。具体的には、羽根車の取り付け部

山崎

分が、回転部分のかなり上のほうについていて、そこから垂れ下がる形になってい
ます。途中にえぐった部分があります。なぜこんな形になっているかというと、こう
すると血流が滞ることなく流れるのです。この空いている部分では、血流にはとど
まろうとする慣性力が働きますので、その慣性力と回転する回転中心翼との間に、
高い相対速度が確保できて、血栓形成が回避できるわけです。羽根のついている
場所は、ポンプの血液チャンバーの中でもかなり吸入口に近いところで、流速の高
い領域に持ってきて、回転翼の取り付け部分の血栓形成を予防してくれる。そうい
うデザインなのです。
―

トライ・アンド・エラーで経験的にこの形になったのですか。

そうですね。最初は普通の回転中心ローターから直接羽根が出ているような

山崎

もので、動物実験をすると中心部に血栓ができてしまいました。そういう実験を繰
り返しながら改善してきたのです。
―

その試作をしたのがサンメディカル。

そうですね。素材はチタンという金属ですが、最初は今のような形状になる

山崎

とは技術者も思っていませんでした。ところがやり始めていくうちに、現場の技術
者レベルでさまざまな創意工夫がなされ、複雑な形状も、プログラミングしてブロッ
クから削り出していくことが可能になっていきました。
―

なるほど、技術者のスキルやノウハウも向上していった。素晴らしい話ですね。ここま
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で複雑で高度な形状をゼロからつくっていった。ところで、開発の過程で、大きな決断
をされたということですが、一方をやめて片方に専念する際、迷いのようなものはなかっ
たのですか。

というより、新しい可能性を開く決断をしたわけです。血液のシールが実現

山崎

すると、血液のポンプチャンバーの設計の自由度が飛躍的に高まるんです。もしピ
ボットベアリングでやれば、軸流ポンプに縛られてしまう。また、動圧力を使うこ
とにすると、羽根車の形状の制限があるので、やはり選択肢が狭くなるんです。と
ころが、回転軸問題とポンプ力の設計が完全に切り離されると、血液と羽根車の
隙間の制御にしても、大きな隙間をあけても、ポンプ性能を維持できるようになる
のですね。
回転型の血液ポンプは、回転スピードを上げればたくさん送れます。つまり多く
の流量を確保できる。この点は共通なのですが、設計によって大きな違いが出てく
るのです。図 2 のように、縦軸に圧力、横軸に流量をとった圧−流量曲線によって、
さまざまな回転型ポンプの特性や性能が示されます。回転数を上げていけば、桃
色のカーブから黄、緑、紫のカーブへとシフトしていきます。つまり、流量がどんど
ん増えていきます。しかし、このカーブの傾きは、デバイス間で全く違うのです。こ
特性を示していますが、他のものは、もっと急激に落
ち込んでいきます。
人工心臓で要求されるのは、一般には、100mmHg
の圧力下で毎分 5 リットルの流量、というような条件
です。要するに、血圧 100 で血液を 5 リットル流せ
る性能ということです。それは 1 点での条件なのです

Ꮐቶ䋭ᄢേ⣂セᏅ (mmHg)

こに示したのは私たちのポンプで、非常にフラットな
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が、実は、どんな圧−流量曲線であれば人体にとって
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5

理想的な補助となるのか、そんな問い掛けをした人は、
今までいなかったのです。この点を通る特性曲線はい
ろいろありますが、私は、この図 2 のように、フラッ

10
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  図２

EVAHEART の圧−流量曲線

トなものが最も優れていると考えました。

■自然な形で拍動が出るという副産物も
何が違うのかを説明します。補助人工心臓というのは左心室から血液を引き

山崎

出して、それを大動脈に送り込む装置です。そして、この左心室と大動脈の圧力と
いうのは、人間では常に変化しています。どんな重症な人でも、生きている人の心
臓と血管の中の圧力は、弱くても常に変化しています。
左心室と大動脈の圧力は、心周期によって常に変化していて、それと人工心臓を
組み合わせたときに、どういう補助になるのかを知るのが大事なのです。結論を先
にいうと、非常にフラットな特性を持ったポンプは、弱った心臓と組み合わせたと
きに、非常に高い拍動効果を生むのです。
その理由ですが、いわゆる血圧を測ったときに、
「110 の 80」とか「100 の 60」
とか言いますが、上のほうの 110 とか 100 の値が収縮期圧で、下のほうの 80 と
か 60 が拡張期圧です。これは大動脈における圧力で単位は mmHg です。拡張
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期の圧力が 60 だとすると、大動脈の圧は 60 だけれども、心臓の左心室の圧は、
血液を送り終わっているのでほとんどゼロになっています。そこに圧力差が 60 出て
くるわけです。ところが、収縮期の大動脈圧は 100 だけれど、この場合、心臓の
中の圧力が 100 で圧較差はゼロとなります。そうでないと大動脈弁が開いて血液
を送り出せません。
そうすると、ポンプの圧－流量曲線における圧力とは何な

Ꮐቶ䋭ᄢേ⣂
セᏅ(mmHg)

のか。それは、ポンプの入り口と出口の差、つまり大動脈と

100

左心室の圧力差です。そうすると、圧力差がゼロに近くなっ

ᒛᦼ
EVAHEART

たときの流量がどうであるかが、非常に大事になるのです。

ઁ䈱ഥ
ੱᎿᔃ⤳

EVAHEARTのようなフラットな特性であれば、毎分 20リッ

❗ᦼ

トルもピークフローが得られます。ところが普通のポンプで

0

5

あれば、例えば毎分 8 リットルといった少ない量しか流れな
いのです（図３）。
もう 1 つ大事な点は、回転型のポンプというのは、一定

10
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䊘䊮䊒ᵹ㊂ (L/min)

  図 3

圧−流量曲線：他の補助人工心臓と EVAHEART の比較

回転で一定流量なのですが、人間に付けた時には、すでに述べたように、入り口と
出口で圧力が変化するため、自然な形で拍動流になってしまうという事実です。不
思議な感じを受けると思いますが、回転型のポンプなのに、拍動型のポンプと同じ
補助ができるのです。そうした特性を活かすためにも、血液チャンバーの羽根車の
設計が自由にできないとダメなのです。
―

興味深いですね。拍動型を捨てて連続流型にしたのに、結局つくってみたら、身体と
の関係性の中で拍動性を発揮したとは。

拍動効果が出ることは動物実験の段階で分かりました。でも、実験動物は

山崎

正常な心臓で、正常な心臓はもともと強い拍動を持っていますから、それが単に表
に出てきたのだと思いました。ですから、重症の心不全で、心臓の動きが極端に落
ちている患者さんに適用したら、その効果はかなり減弱するだろうと予想していた
のです。ところが実際に患者さんに応用してみると、かなり高いレベルで拍動流が
実現でき、非常に驚いたのでした。
―

そういう確固たる基礎研究、基本があるから、これだけ長く連続使用できる適用例が
出ているわけですね。

そうですね。今、治験で 18 例と、市販後 72 人の方に入っています。もう

山崎

90 名近くの方に入っていますが、治験ですと平均補助期間が 1,000 日を超えてい
ますから、3 年近い計算です。最長例で 6 年半ぐらいになりますが、体内埋設の
ポンプ部分が故障して交換になった事例は、1 つもありません。長期の耐久性とい
う点では、高いレベルで実現できていると言えると思います。

■残された今後の課題
同時に、臨床応用を進める中で、解決しなければならない課題もはっきりし

山崎

てきました。1 つは、ポンプの内部に血栓はできないけれど、血液を引き出す管と
心臓との隙間のところに、血栓ができることがあるのです。それがポンプ内に引き
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込まれると血栓塞栓症が起きしてしまうので、それを解決する必要がある。
第 2 の課題は、駆動装置が大きくて身体の外にあることです。結局のところ、水
の循環をしなければいけない余計な部分があるので、それだけ大型になってしまう。
容態の重い患者さんであれば、補助人工心臓を付けて楽になって、よかった、よかっ
たとなるのですが、具合がよくなって当たり前になりますと、この大きな付属物を
24 時間持ち運びするのは大変だから、もっと小型で小さくしてほしいという要望が
出てくるのです。コンパクト化は早急に進めていかねばならないと思っています。
―

阿久津先生や渥美先生の時代を思うと、まさに昔日の感がありますね。こういう形で
実際に患者さんに入れられて、それで動いているのが、いまや現実なのですから。と
ころで、完全置き換え型人工心臓は、今どうなっているのですか。

弱った心臓を取って完全に置き換える人工心臓は、あることはあるんですよ。

山崎

あるのですが、やはり長期の耐久性という点で問題がある。それと、完全人工心
臓には絶対的な限界というのがあるのです。私たちの補助人工心臓は左心室補助
人工心臓なんです。左心室の補助をするという方法であれば、感染に対してある意
味で守られているのです。というのは、静脈から入ってくる細菌は、上大静脈と下
大静脈から心臓に戻ってきて、右心房に入ります。そして右心房から右心室に入って、
それから肺動脈を通って左右の肺に送られます。肺というのは人工心臓にとって一
種のフィルターの働きをしていると言えます。肺胞レベルでガス交換される部分はも
のすごく細い毛細血管で構成されているため、細菌とかに汚染されても、フィルター
である肺に全部トラップされてしまうのです。そして、酸素化されて無菌になったき
れいな血液が左心房に戻ってくる。それをポンプに通して全身に送っていくわけで
すから、ポンプに外部から入ってきた菌が直接達することはないのです。
ところが、完全人工心臓は、右心補助と左心補助の両方ですから、右心補助の
場合、身体から入ってきたいろいろな菌に汚染された血液が、直接ポンプに、何の
フィルターもなしに達してしまうんです。つまり、感染に対して極めて防御の弱い環
境になりますから、そういった意味では人工心臓の生命予後を決める三大因子（感
染、血栓塞栓症、装置故障）のうち、特に感染に対して限界があるのです。これ
は宿命的な課題です。ですから私は、心臓はどんなに弱っていても、あくまでも補
助という形でサポートするのがベストであると考えているのです。
―

なるほど。そういうことも昔は分かっていなかったのですね。日本でこのような研究開
発が進められたことを、誇りに思います。先生の補助人工心臓は、重症心不全の患者
さんを社会復帰させているそうですね。

退院されて装置を付けたまま再就職された方もいます。大学を休学されてい

山崎

た患者さんが、装置を付けて復学され、無事に卒業されて就職されたケースもあり
ます。また、退院されて就職して職場結婚された患者さんもいます。かつては、人
工心臓を付けると病院から退院できなかったのですが、このように社会復帰が可能
となったのは喜ばしいことです。
―

今日は、本当に素晴らしいお話でした。どうもありがとうございました。
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大学の新技術と企業の知恵

融合が拓く新市場

特集

日立化成工業 ＋ 山形大学

ダイボンディングフィルム
半導体チップ積層用の高性能粘接着剤
スマートフォンが多機能化するにつれて、微細な電子回路が刻まれた薄いシリコン
チップを 20 層も張り合わせなければならなくなった。それを可能にしたのが、山
形大学と日立化成工業株式会社が開発したダイボンディングフィルムだ。年間売上
高は約 100 億円。2011 年度の産学官連携功労者表彰で内閣総理大臣賞を受賞した
技術はいかにして生まれたのか。

ダイボンディングフィルムの開発に関して、2011 年 9 月に日立化成工業株式

井上

会社主管研究員 稲田禎一氏とともに産学官連携功労者表彰で内閣総理大臣賞を受

いのうえ

賞した。内閣府が用意してくれた紹介文は本稿の概要になるので、
初めに紹介する。

隆

たかし

山形大学大学院 理工学研
究科 機能高分子工学専攻
客員教授

『開発されたダイボンディングフィルムは、柔軟性に優れるアクリルポリマと
接着性に優れるエポキシ樹脂とをナノレベルで制御することにより、薄さ（約
10μm）と高い柔軟性および接着信頼性を同時に実現。粘着性と接着性を兼ね
備えることで、
半導体組立プロセスの簡略化にも大きく貢献し、
現在では世界シェ
アの過半を得て半導体積層技術のデファクトスタンダードとなっている。本技術
は、携帯電話・ノートパソコン・フラッシュメモリ・スマートフォン・タブレッ
ト端末等で採用されており、最新電子機器の小型化・高機能化・大容量化、およ
び普及に対し大きく貢献している。さらに、接着性と柔軟性という相反機能を発
現させる原理解明を行ったことにより、要求される用途に応じた材料を創生する
ことが可能となり、他の用途への展開も進められている。
』

■スマートフォンが多機能化
スマートフォンを分解すると図１のようになる。一番底にある黒い平板に「電
子頭脳」が組み込まれている。それより上の方は主として液晶表示のための光学
系である。平板の厚みは 1 ～ 2mm 程度であり、半導体パッケージと呼ばれて
いる。その断面図を図２に示す。微細な電子回路が刻まれたシリコンチップ（灰
色）の間の絶縁体（黄色）がダイボンディングフィルムである。10 年前にはチッ

  図１

分解したスマートフォン
図１

プは 1 枚であったが、図２下（左）のように 2005 年ごろ
から 2 枚になり、2010 年には 20 枚が積み重ねられる（図
２下右）ようになった。これは、単に話すだけの携帯電話が
電子メール・カメラ・ナビゲーションシステム・音楽のダウ
ンロードと鑑賞などの多機能を備えたスマートフォンに進化
したためである。

������
��������������
��������

多機能化させても大幅に重くなることは許されない。パッ

��������
��������
����
����

ケージを厚くしないで 20 層を積み上げるには、チップとと
もに絶縁体（接着剤）層も薄くしなければならない。2000
年ごろのチップの厚みは 300 μm であったが、数年前から

  図２

半導体パッケージの断面図

図２
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の緩和
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  図３

イナス
図３

ダイボンディングフィルムを用いたパッケージの製造プロセス

30 μm 以下になり、絶縁体層も 10 μm にまで薄くすることが要求された。図
２下（右）のようにおのおのの薄物 20 枚を交互に積み重ねて接着するには多く
の技術的な難題を解決しなければならなかった。ダイボンディングフィルムの登
場によって、簡便にかつ精度よく積層することが可能になったわけである。
ダイボンディングフィルムを用いたパッケージの製造プロセスを図３に示す。
最初ダイボンディングフィルムは粘着テープとして機能し、ダイシング（切削）
の際にウエハを固定する。ロボットがつまみあげたチップの裏には粘着剤として
のダイボンドが付着しており、そのままで積層できる。積層後に加熱するとチッ
プ同士が強固に接着される。従来はチップに接着材を塗布していたが、その工程
を省略できるようになった。ワイヤーボンディングやハンダ接続の際には、高衝
撃と高温に曝される。積層チップにソリやズレが起きないような高接着性が要求
される。
さらに、電子機器として起動させれば、電子回路からの発熱がパッケージ内に
熱歪を生み、チップの破損・断線・ショートの原因になる。電子機器を落下させ
ても同様であり、チップ間の剥離も不具合の原因になる。ダイボンディングフィ
ルムの採用により、熱応力が巧みに緩和され、さまざまな機械的ショックに耐え
うるパッケージを製造できるようになった。

■二段階の相分離
ダイボンディングフィルムはアクリルゴムとエポキシ樹
脂を主成分とし、室温では非粘着（ツルツル）であるが、
80℃付近に加熱すると粘着性を発揮する。さらに高温にす
ると化学反応によって相分離し、図４のようなミクロ相分
離構造が形成される。チップ間のミクロな空間では図のよ

10 μm

10 nm

うな傾斜構造となる。界面近傍に偏析したエポキシ樹脂粒
子中のキャビテーションにより高接着性が生まれる。中心
部のゴム領域が熱応力の緩和につながる。つまり 10 μm
空間での傾斜構造形成が高接着性と熱応力緩和特性を両立
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させている。さらに粒子内外でそれぞれ図４右のようなナノ共連続構造を形成し
ている、つまり相分離が二段階で起こっていて、このナノ構造がナノキャビテー
ションを引き起こすとともにマクロな亀裂成長を阻止して高接着性を発揮する。
上述の反応による相分離は反応誘起型スピノーダル分解と呼ばれている。これ
によれば図４右の共連続構造がチップ間全体にわたって形成され、これによって
こそ高接着性と熱緩和特性を両立できると期待して研究を開始したが、解は図４
にあった。嬉しい
「想定外」
であった。また上述の高接着性の発現メカニズムも
「想
定外」であった。普遍性をもった新規な接着設計概念の樹立の第一歩として位置
付けされる。
『新規材料の誕生は従来技術の外挿上になく、常にその裏には想定
外の飛躍がある』と言われている。今回もそうであった。図３の「ツルツル」か
ら「イナス」までの実に多くの要求性能を 1 つの材料が満足させたことも驚く
べきことである。
「ガッチリ」や「イナス」以外についても幾つかの想定外があっ
た。いずれの想定外も後では解釈・説明できる。そうしながら進めていくところ
に材料開発の面白さがある。

■年間 100 億円
ダイボンディングフィルムは、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
「精密高分子技術プロジェクト」
（2001 ～ 2007 年）において日立化成工業と山
形大学の共同研究によって開発された。年間売り上げは約 100 億円である。冒
頭の内閣総理大臣賞を受賞する直前では、世界の携帯電話の約 70％に採用され
るに至っていた。しかし、最近では、発展途上国向けの低価格・低機能の携帯電
話機が普及してシェアは低下しつつある。低機能品は多段積層を必要としないか
らである。

■研究開発を促進する知財戦略
NEDO プロジェクト期間中に産学連名で数件の特許出願を行った。権利の
100％を産が保有することとした。これは、学側で権利を主張し始めると研究開
発そのものに支障を来すからである。上市された高分子材料については、
添加物
（組
成物）や用途などの周辺特許を含めると計 100 件の出願になるのは珍しいことで
はない。仮に、研究初期段階で産学連名の特許 5 件を出願し、その後 45 件の周
辺特許を産が単独で出願したとしよう。5 件の出願時点で予想できる追加出願も
あるが、そうでないものも多い。市場拡大とともに増えてくる。45 件となること
は誰も予測できない。従って最初の 5 件を出願する際に、産学の間で権利の配分
比率についての妥協点を短時間に見いだすことは不可能に近い。出願のたびに研
究が足踏み状態になってしまう。そもそも生産・販売する能力のない学は権利を
主張しないで技術が公知になれば良しとするのが学の本来の立場でもある。
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大学の新技術と企業の知恵

融合が拓く新市場

オープンソースソフトウエア・名古屋工業大学

「人間」に近づける次世代音声合成方式の提唱
人間のように多様な音声を自在に生成することができる新しい音声合成方式を提
唱し、オープンソースソフトウエアとして普及を目指す。大学の研究の新しい姿、
社会貢献の形の背景は？

徳田

とくだ

恵一

けいいち

名古屋工業大学大学院
工学研究科 教授

■はじめに
近年、劇的に進化する情報化社会において、人と機械の間の滑らかな意思疎通
の実現は重要な課題であり、人間にとって最も基本的なコミュニケーションメ
ディアである音声を用いたヒューマンインターフェースへの期待が高まってい
る。カーナビゲーション、自動電話応答、スマートフォンにおける秘書エージェ
ント、情報家電等、さまざまな場面で音声合成技術を利用した製品やサービスが
登場している。ところが、このような音声インターフェースが広く人々の間で受
け入れられているかというとそうは言い難いのが現状である。
大きな原因の 1 つとして、これまでの音声合成システムでは、あらかじめプ
リセットされた話者の声による読み上げ調の音声を合成することしかできなかっ
た点が挙げられる。音声インターフェースが実社会で広く普及し、日々の生活の
中で多くの人々に喜んで使われるためには、人間のように、さまざまな場面や状
況に応じ、感情表現や強調等を含む音声を自在に生成できる必要があると考えら
れる。
このような問題意識から、われわれの研究グループでは、人間のように多様な
音声を自在に生成することの可能な音声合成方式を目指して、隠れマルコフモデ
ル（Hidden Markov Model: HMM）を用いて音声パラメータ系列をモデル化・
生成する、
新しい音声合成の枠組み
「HMM 音声合成」
を提唱してきた。本稿では、
「HMM 音声合成」について簡単に紹介するとともに、オープンソース戦略によ
る社会貢献の仕組み、今後の展開等について述べる。

■ HMM 音声合成方式
従来の代表的な音声合成技術は、単位選択方式と呼ばれ、事前に収録された音
声データから適切な波形素片（音素＊１等に対応）を選択し接続することで任意
のテキストに対応する音声が生成されるものである
（図１）
。
従来方式においては、

＊ 1
「音素」は個別言語の中で同じ
と見なされる音の集まり。

肉声感のある音声が得られる反面、多様な話者性、感情表現等をもった音声を生
成することが容易でない。これは、
それぞれの話者、
感情表現等をもった音声デー
タを大量に収録・蓄積することが大変困難なためである。また、大量の音声デー
タを保持する必要があることから、携帯電話等の計算資源が限られたモバイルデ
バイスでの実現が困難であるという問題があった。
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それに対して、提案方式では、音声単位を波形データとして直
接、接続するのではなく、そのパラメータ列を統計モデルの 1 つ
である HMM によりモデル化し、その統計量から音声を再合成す
るものである（図２）。これは、これまでに提案した、HMM から
パラメータ列を生成するアルゴリズムである「動的特徴量を用いた
HMM からの音声パラメータ生成法」
、基本周波数（声の高さ）を
スペクトルパラメータと統一的に扱うことを可能とする「多空間確
率分布 HMM による基本周波数のモデル化手法」
、動的特徴量を用
いた HMM の理論を整備した「トラジェクトリ HMM」等の理論
を統合することにより、初めて可能となったものである。
本方式には、a）データに基づいたシステムの自動構築が可能、b）
言語依存性が低く、多言語への拡張が容易、c）統計量に基づいて
音声を生成するため、携帯電話等の限られた計算資源の中で動作可

  図１

波形接続に基づく従来の音声合成手法

  図２

隠れマルコフモデル（Hidden Markov Model :
HMM）を用いた新しい音声合成方式「HMM 音
声合成」

能――などの利点がある。さらに、従来方式には無い大きな利点と
して、HMM の統計量を表すモデルパラメータを適切に変換するこ
とにより、さまざまな話者の声質、感情表現を伴った音声等、多様
な音声を自在に生成できるという際立った特長をもつ。実際に、
「声
をまねる」
「声を混ぜる」
「声をつくる」などの手法を提案し、これ
までになく多様な合成音声を生成可能であることを示してきた。
HMM 音声合成方式では、音声波形の再合成というプロセスが伴
うため、その音声品質には一定の限界があり、従来の単位選択型の
音声合成方式には遠く及ばないというのが通説であったが、近年の
さまざまな改良手法により、HMM 音声合成方式による音声品質は
劇的に向上している。それに伴い、最近では、国内外の最重要の学
術会議において「HMM-based synthesis」
「HMM 音声合成」等

のセッションが定常的に設けられるに至っており、最近では音声合成関連発表の
うち 70 ～ 80%が HMM 音声合成に関連するものであることも珍しくはない。

■オープンソース戦略による社会貢献
図３にわれわれのオープンソース戦略を示す。図中①～⑤のプロセスによって
研究開発と産学連携を同時に推進し、これらの循環自体が社会貢献となるという
ものである。以下、実例を交えながら各プロセスについて説明する。
① オープンソースソフトウエアの公開
関連ソフトウエアをオープンソースで無償公開＊２している。延べダウンロー
ド数は 3 万件を優に越えており、国際的な標準研究基盤ソフトウエアとしての
地位を確立している。

＊ 2
http://hts.sp.nitech.ac.jp/
他

② オープンソースコミュニティの形成
ソフトウエア公開サイトにおいてメーリングリストや掲示板等を運営し、ユーザー
同士の交流をサポートしている。サイトおよびメーリングリスト等は、全て英語で運
営されている。メーリングリストでは、年間数百件（多い年は 800 件程度）のやり
取りがあり、世界レベルのオープンソースコミュニティが形成されていると言える。
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③ 研究拠点としての認知確立
上記のようなオープンソースコミュニティの形成に伴
い、本研究グループは、音声合成研究の世界拠点との認

② オープンソース
コミュニティの形成

知を得ており、方式自体も、国際的な次世代の標準音声

企業
名古屋工
業大学

NHK 教育テレビ「サイエンス ZERO」
、NHK 総合テレ

オープンソー
スソフトウェア

③ 研究拠点としての認知確立
④ 外部資金の導入
– 共同研究（実例：パナソニック，ブラザー，ＫＤＤＩ，
東芝，ヤマハ，など）
– 研究助成金（実例：欧州連合FP7, JST CREST他）
– 奨学寄付金

大学

利用

④ 外部資金の導入

社会貢献の
循環システム

貢献

術紹介も多くなっている。

企業

① オープンソース
ソフトウェアの公開

合成方式として認知されるに至っている。それに伴い、
ビ「クローズアップ現代」等、各種報道メディアでの技

⑤ 実用化・製品化
への展開

個人

大学
大学

拠点としての認知が進むにつれ、オープンソースソフ
トウエアを核とした多くの共同研究、研究プロジェクト

  図３

オープンソース戦略による社会貢献

を行ってきた。特に、欧州連合の第 7 次研究枠組み計画
（FP7）では、本方式を基盤技術とする研究プロジェクトであったため、欧州連
合外にもかかわらず特例的に予算を獲得することができた。
⑤ 実用化・製品化への展開
上記、①～④が循環することにより、実用化・製品化が推し進められることに
なる。実例の枚挙にいとまがないが、代表的なものとして、NTT ドコモ携帯電
話 20 機種以上へ搭載、中国国内カーナビゲーションシステムの約 90%に搭載、
Android OS への搭載等が挙げられる。
なお、本技術および関連ソフトウエアは、さまざまな研究機関や研究者の方々
の協力により発展してきたものであるが、現在、名古屋工業大学の国際音声技術
研究所が中心となって開発を続けている。国際音声技術研究所は、名古屋工業大
学独自のシステムである「プロジェクト研究所」の 1 つであり、外部資金の導
入により運営される。

■最後に
人に優しく自然なヒューマンインターフェースの実現に寄与することを目指し
て提案した「HMM 音声合成方式」とオープンソースソフトウエアを核とした研
究開発・産学連携の展開について述べた。
現在、音声合成だけではなく、音声認識、3DCG によるキャラクター表示等
を統合し、さらに「オープン化」を推し進めることにより、音声対話技術を爆発
的に普及させようとする研究プロジェクトを進めている。幸い、本プロジェクト
は、科学技術振興機構（JST）の戦略的創造研究推進事業（CREST）の研究課題
として採択されており（2012 年 10 月から 5 年半）
、より力強く研究開発、さら
には産学連携を進められるのではと期待している。
なお、本稿は、特許による産学連携の効用を否定するものではなく、それとは
違った形の産学連携・社会貢献の形があることを知っていただこうという趣旨の
ものであることを最後に付記させていただく。
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タッチエンス ＋ 東京大学

最小・最薄・最軽量の３軸触覚センサー
経営環境が厳しくなるなか、下請型の製造業中小企業が、事業の 1 つ FA ＝ロボッ
ト分野の認識・制御の自社製品開発を目指した。しかし、新規事業に挑戦するといっ
ても、新しい技術をゼロから研究する時間も資金もない。そこで大学の技術を活用
することにし、
東京大学から「触覚」に関する先進的な技術を導入し、
新会社をつくっ
て事業化に乗り出した。

タッチエンス株式会社（東京都台東区、
以下「弊社」
）は、
東京大学の研究者の「触
覚」に関する新しい技術を事業化するために、2011 年に設立されたベンチャー
企業である。
人間が機械に指示を与える手段であるスイッチ、
ボタン、
ハンドルや、
将来、家庭にも普及するとみられるロボットの手……。弊社はこうしたヒューマ

丸山

まるやま

尚哉

なおや

タッチエンス株式会社
取締役センサー事業統括

ンマシンインターフェース（人間と機械をつなぎ双方の情報のやり取りをつかさ
どる装置類）で「触覚」を必要とする領域に、自社開発の触覚センサー部品、同
モジュールを製造、販売する。弊社の母体となっているのは、1937 年創業の老
舗金属部品メーカー、株式会社佐竹製作所である。

■新規事業参入のために産学連携
経過は以下のようなことである。佐竹製作所は下請型製造業であるため国内製
造業の空洞化で成長戦略が描けない中、2009 年にはリーマンショックにより赤
字に転落したことで、新規事業への挑戦を決断した。
当時売り上げの 30％を占めていた FA ＝ロボットは、民生用ロボットを取り
込みながら長期的な成長が見込まれる市場であると考え、既存事業とのシナジー
効果も狙い、この分野向けの認識・制御の自社開発製品を目標とした。しかし、
中小企業が新しい技術をゼロから研究し製品に結び付けることはリスクが高く非
常に困難である。お金と時間をかけずに新規事業に参入する方法は、大学の技術
で事業化可能なものを活用することであると考えて、産学連携モデルを進めるこ
とにした。
関東を中心に大学の技術を調査した結果、2 カ月後に東京大学大学院情報理工
学系研究科創造情報学専攻の稲葉雅幸教授の柔軟触覚センサーの技術に出合う。
ロボットの外装を柔らかくできるという開発コンセプト、センサー市場の中で触
覚は大手競合が手を出していないこと、初期投資が少ないこと――という理由だ
けでなく、最後に稲葉教授のお人柄が決め手となり、2010 年の 4 月末にライセ
ンス契約を締結。2 名のエンジニアを採用し、半年後の 11 月には東京ビッグサ
イトでの展示会に製品名「ショッカクキューブ」として出展した。この出展が成
功したことで、触覚センサーへのニーズの強さを確認でき、同時に大きさ・感度
の面での課題も浮き彫りとなった。
ちなみに、
筆者は最初から弊社の触覚センサー
の事業に関わっている。
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一方、同時期に東京大学 TLO から別の触覚センサーの売り込みがあった。東
京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻の下山勲教授の技術であ
り、MEMS（微小電気機械システム）という最先端の技術を使った小型・高感
度を特徴とするセンサーである。JST（科学技術振興機構）の若手研究者ベン
チャー創出推進事業において中井亮仁特任助教が起業を目標に研究開発を進めて
おり、量産化のめどが立ったところであった。このセンサーはショッカクキュー
ブの課題を補完できる魅力的な提案であったが、初期投資額と未知の技術がネッ
クとなり決断できなかった。何度も事業計画を作り直して解決策を模索している
中で、佐竹製作所のメインバンクの 1 つである日本政策金融公庫から「第二創
業を目的とした資本性ローン」を活用したセンサー部門分社化の提案を受けた。
もともと既存事業が苦しい中でリスクを取って挑戦してきたので、分社化の提
案を実行することに迷いはなかった。チャンスと捉え、新たに 2 名のエンジニ
アを採用し、日本政策金融公庫から融資を受けて、2011 年 4 月に新会社のタッ
チエンス株式会社を設立した。これにより、新たに MEMS センサーをライセン
ス契約する障壁であった資金の問題は解決し、もう 1 つの技術面も、この技術
を開発した下山教授と中井特任助教が社外役員として弊社に参画することで解決
する目処が立ったため、東京大学との 2 つ目のライセンス契約を締結すること
に成功した。

■「ショッカクキューブ」と「ショッカクチップ」
最初に手掛けた「ショッカクキューブ」
（写真１）は、三次元方
向の変位が検出できる柔軟な触覚センサーである。ウレタンの柔ら
かい外装。世界初の埋め込み型柔軟触覚センサーである。
センサー自体が柔軟に変形できる。しかもウレタンに覆われてい
るので、つねる、なでるといった動作を加えても、ごつごつした違
和感がない。今後成長が期待される民生ロボット市場などに貢献で
きる。
「ショッカクキューブ」は、CL タイプの量産型デザイン（外装ウ
レタンに自動車業界で実績のある配合を採用し、特性の安定性と量

写真１

ショッカクキューブ

写真２

ショッカクチップ

産性を向上した新製品）の販売を 2012 年 7 月に開始。別の 2 タイ
プの試作品を販売中である。
一方、MEMS センサーの製品名は「ショッカクチップ」
（写真２）
。
高感度で小型（最小・最薄・最軽量）の 3 軸触覚センサーである。
2 ミリメートル角のシリコンチップ上に微細なピエゾ抵抗（変形で
抵抗値が変化する素子）を 3 軸方向に配置することで、3 軸方向の
高感度検知を実現した。従来の触覚センサーは圧力（Z 軸）の検出
が主で、横方向に加えた力（せん断力＝ X 軸と Y 軸）を満足のい
く性能で検出できなかった。
「ショッカクチップ」はこれを実現し
たものである。
ショッカクチップでは、SE07（カンチレバー方式で外装樹脂にエポキシを採
用し、高い耐荷重性を実現）というタイプの試作を販売している。これは、
ロボッ
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トの足裏やフォースプレートなど、高荷重が掛かる場所での使用に適している。
その他 3 タイプの試作販売を目指している。

■低コストの実現に目処
会社設立後 1 年 9 カ月が経過した現在、展示会・学会への出展や全国紙・雑誌
への掲載などによる知名度向上と大手商社が販売代理店として加わったこともあ
り、海外や大学等の研究機関も含めて 100 社以上と打ち合わせを行い、50 社以
上に試作品を販売して量産品への搭載について商談を進めることができている。
短期間で市場から評価を得ることができた 1 番のポイントは製品の魅力。競
合品として多軸の力覚センサーと比較した場合、それぞれ「柔らかい」
「超小型」
という大きな差別要因を持ちながら、数十万円の既存価格帯に対して量産時 2
千円レベルの実現にめどを立てている。ロボットの要素技術の１つではあるが、
この新規性と低コストの実現は将来的に市場全体の進化に貢献することになると
信じている。

■拡大する民生用ロボット市場
一般社団法人日本ロボット工業会の 2008 年度の調査によると、2025 年時点
での国内ロボット市場はおよそ 6.7 兆円と推計されており、この中で家庭用 ･ 業
務用サービスロボットと介護 ･ 福祉用ロボットがそれぞれ 1 兆円を占める。民
生ロボット市場が本格的に立ち上がれる普及価格帯を 1 台 100 万円と仮定する
と、総計で 200 万台の出荷が見込めることになる。
ロボット 1 台には多数のセンサーが搭載されることが想定され、その中で触
覚センサーは、手、足、体で必要となるが、指に搭載されるだけでも両手で 10
個になる。仮にロボット 1 台あたり 10 個程度の触覚センサーとすると、当社量
産単価を前提にすれば触覚センサーの市場規模は 2025 年で 400 億円と推定さ
れる。
また、ロボット以外でもスポーツ、医療介護、自動車、家電といった市場から問
い合わせが多く、多岐にわたる用途で使われる可能性を秘めていると考えている。
以上のように、閉塞感のある中小企業の挑戦は産学連携の活用と幸運も重なり
当初の想定より大きなものとなった。困難の連続であるが、もう少し先に大きな
成功があると信じて挑戦を続けていく。
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川村義肢 ＋ 国際医療福祉大学

歩行理論に基づく脳卒中片麻痺者の
ための短下肢装具の開発
脳卒中後遺症で片麻痺に悩んでいる人の歩行を補助するのが短下肢装具。従来の
装具は関節の動きを止める機能が中心だったが、歩行理論に基づいて歩きやすく、
装具の上から靴が履きやすい新しい装具が開発され、リハビリ現場などに普及し
ている。

脳卒中後遺症による片麻痺者は約 135 万人
（全国民の 100 人に 1 人以上）であり、寝たき

山本

りの 1 番の要因である。社会の高齢化に伴い、

やまもと

この数はさらに増えることが予想されている。

澄子

すみこ

国際医療福祉大学

片麻痺者の多くは歩行障害があり、歩行補助の

教授

ために短下肢装具を使用している。従来の短下
肢装具は安定性を重視して足関節の動きを止め
るものが多く、歩きやすさの点からは多くの問
題があった（写真１）。
国際医療福祉大学の山本らは歩行分析という
手法を用いて片麻痺者の歩行の計測を行い、短
下肢装具に必要な機能を明らかにした。歩行中
には左右の足が床に接地離地を繰り返すが、接

写真１

従来の短下肢装具

地は常に踵から行われる。健常者の歩行では踵が着地してから脛の筋によるブ
レーキをかけながら爪先を徐々に下げて接地が行われる。これによって着地した

安井

やすい

匡

ただし

川村義肢株式会社

足への滑らかな体の移動が可能になる。
片麻痺者ではこの筋の活動が難しいため、
短下肢装具によってこの機能を補助する必要がある。

■足継手に油圧ダンパー
山本らは歩行分析によって明らかになった機能を満たす短下肢装具を目指して
開発を開始した。失われた脚の形態と機能を補塡（ほてん）する義足の場合、部
品のためのスペースは比較的余裕があるが、麻痺した脚を補助する装具では装具
自体を極力小さく、軽くする必要がある。
まず 1996 年から 2 年間、公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具研究開
発助成事業を活用してばねによる補助を行う装具の開発を行った。しかし、開発
品は大きさや重量の点で問題があったため、国内最大の義肢装具メーカーである
川村義肢株式会社との共同研究によって油圧ダンパーを使用した装具の開発が開
始された。この開発では新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）から
2 度にわたって開発助成を受けた（2000 年～ 2001 年、2003 年～ 2004 年）
。
装具で重要な足継手に油圧ダンパーを組み込むことによって、小さい部品で歩行
補助に必要な制動機能を持たせることができた。
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開発した装具を使用した片麻痺者の歩行の改善については、山本が動作分析に
よって客観的な評価を行い、さらなる改善の方向を模索するとともに、国内外の
学術誌への論文投稿および講習会の開催などにより、医療関係者に対して装具に
必要な機能についての知識の普及に努めた。

■歩行指導に活用
短下肢装具は半身が不自由な片麻痺者が身に付けて使用するものであるため、
歩行補助の機能以外にも、片手で着脱しやすいこと、装具の上からの靴がはきや
すいことなど多くの課題がある。さらに、身に付けるものとして使ってみたいデ
ザインであることも重要な要素である。これらについて改良を重ねて開発したも
のが写真の装具 GaitSolution Design（写真２）である。この装具の名前には
「Gait（歩行）の問題を解決する」という意味が込められている。GaitSolution
シリーズは、2002 年の発売開始から徐々に販売数を伸ばし、現在は年間 4,000
具、これまでに合計 1 万 6,000 具以上が国内で販売されている。

写真 2

GaitSolution

Design

関節の動きを止めることが中心の従来の短下肢装具とは違って、歩行に必要
な最低限度の補助を行う GaitSolution の考え方は海外でも徐々に広まりつつあ
る。片麻痺者は発症後、数カ月の入院期間にリハビリテーションの治療を受ける
ことが多いが、特に歩行に関しては理学療法士による歩行指導が行われる。片
麻痺者が退院後に安心して歩行できることは、生活の質（QOL）を高める大き
な要因である。最近は、人の歩行特性を考慮した GaitSolution を歩行指導の
際の治療用装具として使用する施設が増えてきている。歩行分析から生まれた
GaitSolution は、これからの片麻痺者のリハビリテーションを変える可能性を
秘めていると言えよう。
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伊藤光学工業 ＋ 豊橋技術科学大学 ＋ 高知工科大学

カラーユニバーサルデザインのための
色弱模擬フィルタ
日本人男性の約5%を占める色弱者は特定の色の組み合わせの識別が困難だが、こ
うした色覚特性の人を含め、誰もが見やすい印刷物の配色などを進める「カラー
ユニバーサルデザイン」の機運が高まっている。こうした中で、色弱者の感ずる
色彩世界を体験できる眼鏡タイプのツールが開発され、活用が広がっている。

■はじめに
宮澤

近年、あらゆる視覚サインがカラー化する傾向にある。色彩表示は一見したと
ころ、見やすさや情報伝達効率を向上させると思われるが、必ずしもそうではな
い。なぜなら日本人男性の約 5%を占める色弱者は特定の色の組み合わせの識別
が困難であり、一般色覚者には十分に区別可能であっても、色弱者には区別が困

みやざわ

佳苗

かなえ

伊藤光学工業株式会社
技術部／豊橋技術科学
大学 共同研究員

難な「混同しやすい配色」が用いられるケースがよくあるためである。
最近、自治体等で色弱者の感ずる色を色覚シミュレーションソフトウエアによっ
て再現し、公共印刷物の配色設計に応用される状況になった。しかしながら、こ
うした作業は担当者にとっては大きな負担となり、日常的なワークフローへの組
み込みの障害となっている。色覚特性にかかわらず誰もが見やすい色設計「カラー
ユニバーサルデザイン」
（以下「CUD」
）対応の機運が高まる中で求められている
のは、専門的知識を要せず直感的・体験的に色弱者の色識別の不便さを理解でき
る簡易なツールである。そこでわれわれは、眼鏡タイプのツールを装着すること

中内

で色弱者の感ずる色彩世界を体験できる「色弱模擬フィルタ」の開発を行った。

なかうち

茂樹

しげき

豊橋技術科学大学
情報・知能工学系

■産学官連携開発のきっかけと役割分担

教授

当時、色弱模擬フィルタの実現は不可能と考えるのが色覚研究者の間では共通
認識であった。｢何色に見えているか｣ を模擬することは難しい。そもそも自分
以外の他人が世界をどのように見ているかを知ることは原理的に困難である。し
かしながら「色の見分けにくさ」を模擬することは、色覚理論と分光設計技術を
駆使すれば、極めて高い精度で実現できる。こうした
新しい着想により開発は始まった。
開発メンバーには学会等で親交のあった高知工科大
学 篠森敬三教授と、産学連携コーディネータの紹介
で地元企業の伊藤光学工業が加わった（写真１）
。開
発の要となるフィルタ理論設計は豊橋技術科学大学が
行い、それを伊藤光学工業が真空蒸着により光学フィ
ルタ化し、高知工科大学が心理物理学的手法により性
能計測・評価を行った。
最後は「官」
も加わり産学官連携でモニタ評価を行っ
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た。開発には経済産業省から支援を受け 2 年を費やした（2005 年度経済産業省
地域新生コンソーシアム研究開発事業 17C4020「光学薄膜技術と色覚理論の融
合による機能性分光フィルタの開発」
）
。開発中、シンポジウムを 2 度開催し意
見交換を行ったところ 180 名を超える参加者が集い期待の高さを裏付けた。

■色弱模擬フィルタの開発
フィルタ特性は、一般色覚者がフィルタを通してある色群を見た場合と、色弱
者が同じ色群を見た場合の、全ての色の組み合わせに対する色差を計算し、これ
らの色差マトリクスの類似度を表す評価量を、最大化するよう、最適化計算によ
り求めた。この結果、一般色覚者に見分けられる色であっても、一般色覚者がこ
のフィルタをかけると設計通り色が「混同」し、
色の見えは特定の色相（黄－青）
に偏っているように見える。
また、白色保持機能を盛り込んだことで、目への負担が軽減し、フィルタの効
果を持続させる効果を生んだ。設計したフィルタ特性は、真空蒸着技術により
光学フィルタとして実現した。膜材料 SiO2 と TiO2 を交互に異なる厚さで計 30
層程度積層した。作製した光学フィルタは、専用フレームにはめ込み装着できる
ようにした。石原色弱検査表コンサイス版を一般色覚者 88 名に対して実施した
ところ、全被験者が色弱模擬フィルタ装着によって色弱と判定され、提案フィル
タが色弱者の色弁別特性を高精度に再現していることが確認された。

■外部評価とビジネス展開
2007 年に伊藤光学工業が色弱模擬フィルタ「バリアントール」の名称で発売
した（写真２）。翌年にはルーペ型、その後、色弱タイプ別の模擬フィルタを相
次いで発売した。2012 年 11 月までの累計売上本数は約 3,000 セット、国内と
英国に販売代理店を置く。
外部評価として、NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構より CUD 支援
ツール認定、2007 年度グッドデザイン賞（新領域デザイン部門）受賞、2010
年日本学校保健会推薦用品認定、2011 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科
学技術賞（開発部門）受賞、第 9 回産学官連携功労者表彰 経済産業大臣賞受賞。

写真２

色弱模擬フィルタ
「バリアントール」

本開発の技術面もさることながら、社会的意義を開発当初から意識していたこと
が評価された点は非常にうれしかった。
本フィルタの開発により CUD は飛躍的に広まった。印刷、出版、家電、事務
機器、自動車、広告、放送などユーザーの業種は多岐に渡る。阪急電鉄は 2010
年 3 月のダイヤ改正に伴い時刻表や路線図のデザインを一新した。自治体では
公的な配布物の作成や街づくりに活用している。小中高校では学校医らが中心に
なり学校環境の色覚バリアフリーを推進している。教科書も今や CUD が常識と
なりつつある。眼科では色弱者の家族への説明に使われる。大学や研究機関では
授業や実験で利用される。今後さらに CUD の考えが広まっていくことが期待さ
れる。
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チノー ＋ 岩手大学

植物の制御アルゴリズムに学んだ温度調節計
ザゼンソウは、ミズバショウと同じサトイモ科の多年草で、早春に花を咲かせ
る。花弁の重なり方が仏像の光背に似ており、中の花が僧侶が座禅を組む姿に見
えることが名称の由来とされる。このザゼンソウに発熱が観察され、この温度制
御に学んで、大学と企業が温度調節計を開発した。

■はじめに
山崎

株式会社チノーは岩手大学との産学連携により世界

やまざき

で初めて植物由来の制御アルゴリズムを搭載したデジ

悦宏

よしひろ

元 岩手大学産学官連携
コーディネーター

タル指示調節計 DB1000Z を開発した（写真１）
。こ
れは岩手の山野に群生するザゼンソウの知恵、岩手大
学農学部と工学部の知恵およびチノーの知恵が融合し
てできたものである。温度制御に求められる性能およ
び省エネ性が優れているので、モノづくり分野や環
境分野に着実に普及、浸透し始めている。

写真１

 物から温度制御を学んだ
植
温度調節計 DB1000Z

■大学の研究から産学連携へ
平成 12 年、岩手大学農学部の伊藤菊一教授がザゼンソウの
研究に着手し、この植物が発熱し、気温が変動しても自らの体
温を約 20℃に制御していることを突き止めた。さらに、この
草花の体温制御のメカニズムに関する研究を進めた結果、伊藤
教授の指導の下、伊藤孝徳研究員がザゼンソウ温度制御アルゴ
リズムを開発した（図１）。
一方、工学的有用性を検討するために平成 16 年 1 月、工学
部の長田洋教授が研究に加わり、農工連携が効率良く進行し、
平成 18 年秋、
長田教授が制御回路を作成、
性能テストも終えた。
その後岩手大学におけるザゼンソウ温度制御の研究がチノー

  図１

ザゼンソウとその体温および体温制御メカニズム

で検討され、実用化を目指して平成 19 年 8 月から共同研究が始まった。チノー
は、制御技術の豊富な経験と技術開発に強い情熱をもった開発担当者が担当し、
苅谷嵩夫社長が実用化に向かって強い指導力を発揮して産学連携を支えた。
筆者は昭和 37 年に横山工業に入社、合併により川崎重工業に移り、新コスモ
ス電機勤務を経て、平成 13 年 12 月に文部科学省産学官連携コーディネーター
として岩手大学に派遣された。同大学では産学連携部門に 2 年半駐在後、東京
オフィスに 7 年半勤務した。
平成 14 年 3 月、伊藤教授のザゼンソウ研究に感動し、独創的で奥深いこの研
究を産学連携で実用化し社会に役立てたいと思った。この初心を実現させるべく、
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人皆わが師をモットーにコーディネート活動を行った。主な活動は、
①友人、
知人、
企業等にザゼンソウ研究の魅力を PR ②農工連携の進展を見計らって温度調節計
のユーザーが多く出展する展示会で、ザゼンソウ温度制御の評価や既存の温度制
御技術の問題点を聞き、伊藤・長田両教授に報告 ③産学連携が始まり、頻繁に技
術の打ち合わせを行い、意思疎通と相互信頼が深まり、製品開発に結実する過程
での各種調整 ④チノーから要請があったときには販促活動に参加、協力―など
である。

■技術の検証と事業展開
チノーのデジタル指示調節計 DB1000Z は、従来の手法とは異なり、設定値変
更時のオーバーシュート抑制効果、外乱印加時の省エネ効果があることが、実証実
験で確認されている。特にインキュベーター（恒温恒湿槽）で扉開閉時におけるエ
ネルギーロスが半分以下に抑制可能となった。また、燃焼炉制御においても、安定
制御が困難とされていた流量制御、圧力制御でザゼンソウ制御アルゴリズムの有効
性が確認できた。他にもさまざまな分野で応用できることが期待されている。
チノーは平成 22 年春、当該新製品の発売を開始し、DB1000 シリーズの年間
販売台数は 1,000 台以上に達している。チノーはこのザゼンソウ制御アルゴリ
ズムを調節計全機種に搭載していく予定である。
さらに、双方の連携が広がり、4 年前から産業におけるピーク電力の削減を目
指す共同研究を進め、来年にも岩手大学・チノーの連携による新製品第 2 弾が
発売される見込みで、
チノーの業績への寄与が期待されていることも特筆したい。

■産官学連携の成果と大学の社会貢献
前述のように新製品のデジタル指示調節計 DB1000Z は産官学連携の産物で
ある。ザゼンソウ温度制御の研究は、文部科学省や農業・食品産業技術総合研究
機構など支援プログラムに採択された。岩手大学とチノーの製品の共同開発は岩
手大学、チノーのそれぞれの機関の関係部門から全面的な支援があった。
温度制御は、エネルギーを使用する幅広い産業で必要な機能である。ザゼンソ
ウ温度制御がそれらのユーザーから
「省エネができた」
「生産性や品質が向上した」
「新しい技術開発ができた」などと高く評価されれば、わが国の産業の国際競争
力の強化や環境保全に資することになり、岩手大学が目指す社会貢献が実現する
ことになる。
ザゼンソウの人間社会への大きな恵みに感謝し、長い間粘り強く研究開発に注
力された伊藤・長田両教授、伊藤孝徳研究員、チノーの開発担当者、その研究ス
タッフが達成した大きな成果をたたえたい。同時に私は初心を貫き夢を実現でき
たことに安堵（あんど）している。
産学連携をけん引してきた元文部科学省産学官連携コーディネーター、中でも
主に首都圏在住の 10 余名と親交を結んできた。彼らの英知が、私の 10 年にお
よぶ活動の糧でもあった。かかる逸材が大いに活用され、日本に大きなイノベー
ションを興されんことを願う。
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大学の新技術と企業の知恵

融合が拓く新市場

大成建設 ＋ 長岡技術科学大学

補給水の低減を可能にする水族館用脱窒システム
水族館は、水槽容量の 5 ～ 10％の新鮮な海水を毎日補給する必要がある。発生す
る硝酸を薄めるためだ。大成建設株式会社は長岡技術科学大学の研究者と連携し、
補給海水を１％以下にできるシステムを開発し、実用化している。嫌気性バクテリ
アを活用し飼育水中の硝酸を窒素ガスとして除去する脱窒システムである。

■研究開発の背景

西村

にしむら

水族館では魚が排泄するアンモニアを無害化するため、ろ過器の中で好気性バ
クテリアを使って、アンモニア→亜硝酸→硝酸へと変換する。硝酸は生物にとっ
て、アンモニアや亜硝酸ほどではないが、蓄積すると特に無脊椎生物にとっては
有害となる。そこで従来は、水槽容量の 5 ～ 10％の新鮮な海水を毎日補給する

正宏

まさひろ

大 成 建 設 株 式 会 社 エン
ジニアリング本部 統括グ
ループ（エネルギー・イ
ンフラ系）部長

希釈操作により、硝酸濃度を飼育に適した許容値以下に制御してきた。大成建設
では従来、この 5 ～ 10％の補給海水を 1%程度に低減する水処理システムを採
用してきたが、本研究ではさらに補給水を低減するため、長岡技術科学大学に協
力を要請し、
「飼育水の水質を満たしつつ補給海水量を低減するシステム」の開
発に取り組んだ。嫌気性バクテリアを活用し飼育水中の硝酸を窒素ガスとして除
去する脱窒システムの開発である。

山口

■水族館用脱窒システム

やまぐち

本システムの装置構成および処理水経路図を図１に示す。
新規脱窒槽の設置は、

隆司

たかし

長岡技術科学大学
環境・建設系 教授

従来の硝化槽（砂ろ過槽）処理経路に装着する方式とした。処理水経路は、既設
硝化槽の通水経路から飼育水の一部を脱窒槽へ引き込み、硝酸を窒素ガスとして
除去し、処理した飼育水を硝化槽の通水経路へ再流入させるものである。本脱窒
装置は、追加装着型であるため水族館の既設設備に容易に導入可能である。脱
窒槽は、サイズが水槽容量の約 1%であり、1 日当たり水槽容量の約 10%の処理
を行うことで飼育水質の維持が可能である。脱窒槽は
体積１m3 のユニットで、水槽容量 100m3 に対応する
デザインとした。ユニット形式とすることで、水槽容
量が 100m3 を超えるさまざまなサイズの水槽にも、ユ
ニットの連結（並列設置）のみで迅速に対応可能とした。
本脱窒システムの鍵となるのは、耐塩性酢酸資化性
脱窒細菌である Thauera 属などである。本システム
では、この Thauera 属などを保持微生物当たり高い
割合で増殖（全バクテリアの約 20%）させることに成
功した。さらに、微生物固定化技術により有用な微生
50
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物を脱窒槽内に高濃度保持することで、良好な脱窒能を発揮させることに成功に
した。一方、この Thauera 属などを活性化するため、電子供与体として酢酸ナ
トリウムを用いる必要がある。添加する酢酸ナトリウムは、流入硝酸態窒素に含
まれている窒素の量に対して約 1.5 倍の炭素量となるように添加した。
本脱窒システムは、脱窒槽での硝酸除去率が 90%を超え、脱窒により生成さ
れるガスのほぼすべてが窒素ガス（平均 97 ± 1%）であり、良好な脱窒性能を
有する。本脱窒システムを導入した水槽では、魚体密度 3kg/m3、1 日当たりの
脱窒処理水量を水槽容量約 10%とした条件で、飼育水の硝酸態窒素濃度は 10
mgN/L 程度で維持できた（１年半安定稼働。さらなる低硝酸運転も可能）
。こ
のシステムを導入することで
「飼育水の水質を満たしつつ補給海水量を低減する」
ことが可能となった。

■システムの特徴
・補給海水を 1％以下にできる。
・窒素除去率 90％以上で、水槽の水質が向上する。
・脱窒槽容量は水槽容量の約 1％とコンパクトである。
・ランニングコストは、脱窒に必要な薬剤とわずかな動力費である。
・本システムは他の循環ろ過系統と独立して設置できるため、既設の水族館に
も容易に導入できる。ユニット形式であり、多様なサイズの水槽にスピー
ディーに対応可能。

■水族館での実証と今後の展開
3 年以上にわたるラボ研究の後、都
内の水族館のバックヤード水槽におい
て 2 カ月間の実証実験を行い、硝酸態
窒素の目標値５mgN/L をクリアした。
その後、大成建設技術センターのエン
トランス水槽（写真１）において 2 年
以上に及ぶ長期実証を行った。その間、
長期間の無換水で生ずるフミン酸やフ
ルボ酸に起因する黄ばみが発生した

写真１

大成建設技術センターのエントランス水槽

が、生物に影響を与えない範囲の酸化
剤の使用で解決できた。
補給水の低減は、海水料金の節約、水温調整のための電気料金節約のほか、海
水輸送に伴う CO2 発生の削減等、負荷低減につながる技術であり、今後の普及
を期待したい。さらには基本的に技術基盤が等しい陸上養殖への水平展開を検討
中である。
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グローバル戦略

日本・中国の大学が
初の共同学部で IT 人材育成
IT（情報技術）分野で国際的に活躍できる人材の育成に日本と中国の大学が連携す
る。中国・大連市の大連理工大学内に、同学と立命館大学が共同で設立する学部は、
わが国では初の試みだ。

立命館大学情報理工学部と中国・大連市の大連理工大学ソフトウェア学院は、IT
（情報技術）分野で国際的に活躍できる人材の育成を目的として、
「大連理工大学・
立命館大学国際情報ソフトウェア学部」を共同で設立する（2013 年 3 月認可予定）
。
日中の大学による学部の共同設立・運営は日本で初、中国においても国立大学では
初めての試みである。本学部は、中国教育部の制度のもとで大連理工大学内に設置

高田

たかだ

秀志

ひでゆき

立命館大学 情報理工学部
情報システム学科 教授

され、来春の正式認可を前に、2012 年 9 月に大連理工大学ソフ
トウェア学院に入学した一部の学生を対象に、新カリキュラム
での教育が開始されている。
本稿では、本学部の設立の経緯、学部の運営形態と狙い、将
来の展望などについて述べる。

■３分の１を立命館大学の教員が担当
【設立の経緯】大連理工大学は、中国教育部直轄の国立大学であ
り、中国「211 工程」
（重点 100 大学整備計画）
、
「985 工程」の
指定校である。立命館大学とは 2005 年に協力協定を締結し、立命館大学情報理工
学部も大連理工大学の関連学部と 2007 年から交流を行っている。大連市は、中国
政府の東北旧重工業地帯重点振興政策の指定地域であり、特に IT 産業においては
ソフトウェアパークが設置され、中国企業のみならず日・米・韓等の外資系企業を
積極的に誘致している。日本語教育が充実している大学も多く、立命館大学におい
ても、これまで多くの留学生（日本語基準）を受け入れてきた。このような交流を
行う中で、日中共同でソフトウェアの教育・研究を行う新学部の設立構想が浮上し、
2009 年より両大学間で協議を進めてきた結果、設立目的、人材育成目標、カリキュ
ラム構成、設置時期などの合意事項を含めた方向性がまとまり、現在に至っている。
【学部の運営形態】本学部は、中国教育部の「中外合作弁学機構」の基準に則して、
全 144 単位の 3 分の 1 に相当する 48 単位分の科目を立命館大学側の教員が開講
する。入学定員は 100 名であり、内 40 名は 3 年次に立命館大学情報理工学部へ
転入学し、両大学の学位を取得する計画である。
大連理工大学は元々充実した日本語教育が提供されていることで知られている
が、本学部においては、IT 分野特有の日本語表現を扱うための「IT 日本語」科目
を設置し、立命館大学側の教員がこれを担当する。また、理論と実践のバランスに
52

産学官1月号.indb

Vol.9 No.1 2013

52

2013/01/10

9:37:48

特集

長けた人材を育成するために卒業研究を導入し、立命館大学側の教員も指導に加わ
るほか、立命館大学の学生も一定期間大連理工大学に滞在し、共同で研究や企業イ
ンターンシップを行うことも計画している。
さらに、本学部の意思決定を行う共同運営会議や、日常の教学を支える事務組織
も両大学の人員により組織されている。本学部は今後、5 年ごとの見直しを経なが
ら 20 年間に渡って運営されていく予定である。
【本学部の狙い】本学部設立の狙い（図１）は大きく分けて以下の 3 点である。
・IT 分野におけるグローバル人材育成のための教育モデルの開発
・中国東北部をはじめとする東アジア地域の教育研究拠点の形成
・日系企業・中国企業と立命館大学・大連理工大学による国際産学連携
立命館大学情報理工学部においては、活性
化するアジアの IT 産業の動向を踏まえ、
「ハ
ノイ工科大学 ITSS 教育能力強化プロジェク
ト」
（平成 18 ～ 23 年度）と「アジア人財資
金構想・産学連携による実践的 IT マネージ
メント人財育成プログラム」
（平成 19 ～ 24
年度）を実施し、主に留学生を対象とした IT

実験・演習
到達度検証試験

就職支援

卒業研究

新しい IT 教育モデルの開発

IT 人材の育成・供給基地
英語

教育プログラム
① DUDP プログラム
② 短期留学プログラム

FD

日中の商習慣・文化の理解

教育研究拠点の形成

多様なプログラムの実施

日本語

中国語

③ 国際インターンシッププログラム

人材育成のアジアのゲートウェイ
日系企業・中国企業・世界企業への人材供給

④ 大学院進学プログラム
産学連携コンソーシアムの形成

日中の大学・企業による
国際産学連携

専門家教育に取り組んできた。これらの経験
と実績を基盤としつつ、世界に開かれた大学

インターンシップ
客員教授

としての立命館大学の地位を高め、教員、学生、
事務組織の国際化をさらに進展させたいと考

教員・学生の相互交流

ミニ・プロジェクト

寄付講座
冠奨学金

  図１    両大学が設立する新しい学部の狙い

えている。

■中国企業との共同研究も目指す
立命館大学情報理工学部では、
2012 年度より文部科学省の事業として「グロー
バル IT 人材育成リーディングプログラム」を開始し、グローバルな舞台で活躍
する素養を持った学生の育成を強化している。
この事業を推進するに当たっては、
大連理工大学との共同運営学部の環境を最大限に活用し、大連に拠点を持つ中国
企業・日系企業との産学連携による共同研究やインターンシップ、短期留学によ
る異文化交流、日本語・英語に中国語を加えた語学能力の向上を実現していくこ
とが目標である。
現代では社会のあらゆる場面にコンピューターが浸透し、コンピューターシステ
ム無しで成り立つ産業・ビジネスは皆無と言ってもよい。日本を含むアジアの国々
の産業が発展し、世界的な競争力を持続できるようにするには、それを下支えす
る IT 人材を育成する環境の整備が急務である。本学部の設立を契機とし、国境を
超えて普段から異文化の学生同士が学び合い、お互いの立場を尊重しながら勉学・
研究を積み重ねていく環境のもとで多くの国際性豊かな人材を輩出し、ますますグ
ローバル化する社会からの要請に応えていきたいと考えている。

53

Vol.9 No.1 2013

産学官1月号.indb

53

2013/01/10

9:37:53

特集3

グローバル戦略

新エネルギー「ジメチルエーテル（DME）」

国際規格制定に向け日本が中心的役割
ジメチルエーテル（DME）は、天然ガス、石炭、バイオマス、廃プラスチック等
の多様な原料から製造できる新しいエネルギー。最も炭素数の少ないエーテルで、
ディーゼルエンジン燃料に適している。産学官で組織する「日本 DME フォーラム」
はその普及および製造技術、利用技術、標準化などに関する活動を行っている。国
際規格制定に向けて日本が中心的役割を担っている。

■はじめに

中村

なかむら

新エネルギーであるジメチルエーテル（以下「DME」
）の普及・促進を目的と
して、任意団体日本 DME フォーラム（以下「JDF」
）は 2000 年 9 月に設立された。
会員は国の研究機関、大学、財団、一般企業等で構成されており、国の支援も得て、

健一

けんいち

日本 DME フォーラム
規格分科会 主査
三菱ガス化学株式会社

製造技術（貯蔵・輸送を含む）
、利用技術、標準化・規格化等に関して活動を行っ
ている。
本稿では DME の紹介と開発状況、JDF の活動内容、特に燃料用 DME の国
際規格制定に向けた取り組みを中心に紹介する。

■新エネルギー DME とは？
化学式が CH3OCH3 で表わされる最も炭素数
の少ないエーテルである（図１）。容易に液化さ
れ毒性が低いので、エアゾール用噴射剤、発泡剤、
冷媒、溶剤として利用されてきた。物理特性が
LPG 主成分のプロパンとブタンに近く、貯蔵・
取り扱いは LPG の技術が応用できる。セタン価
が軽油と同等であり、ディーゼルエンジン燃料に
適している。

Japan DME Forum
  図１

JDF ロゴマーク

*DME の分子構造
赤丸は酸素、緑丸は炭素、水色は水素

燃焼時に炭素同士の結合がないため、粒子状物質（PM）が発生しない。燃料
に硫黄が含まれておらず硫黄酸化物（SOx）も発生しない。
DME の製造は合成ガス（水素、一酸化炭素）を経由するので、天然ガス、石炭、
バイオマス、廃プラスチック等の多様な原料から製造できる。
合成ガスからメタノールを合成し、次いで脱水する間接法が確立されており、
既に 40 年以上の実績があり、高効率で大型化も容易である。

■ DME 開発状況
わが国では DME が新燃料として有望であることから、2000 年に資源エネル
ギー庁による「DME 戦略研究会」において実用化に向けた課題が整理された。
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2001 年には LPG 業界を中心に、「DME 検討会」においてインフラ転用等の可
能性が検討された。その後利用技術開発（ボイラ、ガスタービン発電、ディーゼ
ル発電、燃料電池、およびディーゼル自動車等）
、普及基盤整備のプロジェクト
が国の支援を受けて活発に実施され、課題がクリアになった。
三菱ガス化学株式
会社を中心とする民
間 9 社は年産 8 万ト
ン の DME 普 及 促 進
プ ラ ン ト を 2008 年
8 月に建設し、2009
年 1 月より供給を開
始した（写真１）。ボ
イラとディーゼル自
動車の利用は商業段
階に入っている。
海外でも多くの国

写真１

DME 普及促進プラント（三菱ガス化学新潟工場内）

で実用化・利用が展開されている。特に中国では石油需要が急増し、エネルギー
安全保障から、石炭の有効利用が奨励され、2009 年末の生産能力は 650 万トン
を超えた。しかし、主用途の LPG 混合で、使用に関する規格・法令、監督制度・
機関が未整備であることから、
事故や不正販売が発生し需要の拡大を妨げている。
その他、スウェーデンでは EU の支援を受けて、バイオマス（製紙工程の黒液）
からの製造と自動車走行プロジェクトが実施されている。韓国、モンゴル、エジ
プト等でも検討を行っている。

■ JDF の活動
製造、利用、規格の各分科会では、得られた会員の成果の報告を行うとともに、
会員以外の方にも公開シンポジウムを開催し成果の公表を行っている。この成果
は、「DME ハンドブック＊１」にまとめられ、内外の DME を検討する方々に情
報を提供している。また、2005 年には北九州市で、2011 年には新潟市でそれ

＊ 1
本篇 : 平成 18 年発行、追補：
平成 23 年発行。英文・邦文

ぞれ県および市の支援を受けて国際会議「アジア DME コンファレンス」を開催
し国際活動・情報発信を行っている。

■国際規格制定に向けた取り組み
日本においては JDF 規格分科会メンバーを中心に 2005 年 11 月に「燃料
用 DME」TS K0011 規格を作成し、公表された。日本および中国、韓国に
おける規格作成の動きを受けて国際規格の作成作業が国際標準化機構（ISO :
International Organization for Standardization）で 2007 年に正式に開始
された。ISO/TC28（石油製品および潤滑油）SC4（分類および仕様）で DME
を取り扱うことが承認され、2007 年 5 月に WG13（品質）が設立された。メ
ンバー国は日本、中国、韓国、フランス、トルコ、ドイツ、ポーランド、スウェー
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デン、インドネシア、カナダ等である。日本からは JDF 規格分科会メンバーを
中心に設立された「燃料用 DME 品質標準化委員会」が対応している。
日本の TS K0011 をベースとして、数回に及ぶ規格作成原案会議を経て原
案が決定 し、ISO 事 務 局 に NWIP（New Working Item Proposal） と し て
2010 年 8 月承認投票手続きに入り、現在（2012 年 11 月）
、品質案が（照会）
段階（DIS）登録待ち、分析案が DIS 投票中である。承認段階（FDIS）の過程
を経て 2014 年第一四半期に ISO 規格として発行予定である。WG13（品質）
、
WG14（分析法）の両 WG の議長（コンビーナ）は日本から選出しており、国
際規格策定の中心的役割を日本が担っている。
なお、中国と韓国では日本の TS K0011 をベースとして、国家規格を策定した。
TS K0011 は 2011 年 11 月に失効したが、2011 年 6 月から JDF メンバーを中心
に JIS 原案作成委員会を設立した。今まで国際規格の役割を果たした TS K0011 の
失効から ISO の成立までの、
規範となる国際規格が存在しない空白を作らないため、
JIS 原案を作成し、2012 年 10 月に経済産業省に申出、経済産業省で付議、日本工
業標準調査会（JISC）において審議を経た後、
2013 年 2 月に告示予定である（図２）
。

Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.
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DME の国際規格
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DME の国際規格
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高速原子間力顕微鏡の海外技術移転とその後
2005 年に米国、ドイツ、日本の企業それぞれ１社とライセンス契約を結んだ安藤
敏夫金沢大学教授の高速原子間力顕微鏡の技術。先端的研究の成果（特許）の海外
への技術移転として注目された。その後、どう展開したのか。

28 番目の承認 TLO である有限会社金沢大学ティ・エル・オー（以下「KUTLO
（キュトロ）
」
）は 2012 年 12 月 26 日で満 10 年となった＊ 1。初期の段階で、TLO
の先駆者である米国スタンフォード大学 OTL の元所長のニルス・ライマース氏に
アドバイザーになってもらった。OTL でも収入で活動経費を賄うようになるのに
15 年間かかったと聞かされていた。KUTLO も悪戦苦闘の 10 年間であった。本
稿では、話題になった高速原子間力顕微鏡（HSAFM）の海外への技術移転と製品
化の「その後」を中心に紹介したい。

■海外の展示会で手応え



平野

ひらの

武嗣

たけつぐ

有限会社金沢大学ティ・エ
ル・オー 代表取締役社長
金沢大学先端科学・イノ
ベーション推進機構 客員
教授
＊ 1

HSAFM は金沢大学理工研究域数物科学系生物物理学の安藤敏夫教授のグループ
が 2000 年に発明した。ナノレベルのものの動態を空気中、
水中を問わず観察できる、
という世界最新の顕微鏡である。これまで研究者が見ることができなかった新しい
世界を観察でき、研究の奥行きに向かって「ギィー」と厚い扉を開くことができる。

10 年間の実績＝発明届け出の
評価件数 750 件、特許出願件
数 430 件、ライセンス契約数
109 件、ライセンス収入 1 億
7,600 万 円、 金 沢 大 学 開 発 研
究促進助成金資金（通称 GAP
FUND）6,900 万 円 の 調 達 な
ど。常勤ライセンシング・アソ
シエイト 4 名。

KUTLO の創成期にこの HSAFM のライセンス活動を始めた。筆者は企業時代
に土木建設機械を扱ったことはあるが、科学用の精密機
械の市場は知らない。そこで世界最大のバイオビジネス
の展示会である Bio2004 San Francisco に展示してみる
ことにした。テレビモニターに映し出した DNA の動く
姿に世界の研究者が驚嘆し「早く売ってほしい」と叫んだ。

DNA 動画の初公開で注目を集めた“Bio2004 San Francisco”の模様

●高速原子間力顕微鏡（HSAFM）とは
原子間力顕微鏡（AFM：Atomic Force Microscope）という顕微
鏡は、柔らかい板（カンチレバー）の先に付いたプローブ（探針）によっ
て試料表面をなぞることで、試料表面の凹凸や物性の情報をナノメー
トルの空間分解能で可視化できる顕微鏡である。AFM は、その測定
原理より、観察の対象や環境を選ばないため、タンパク質や核酸（DNA
や RNA）といった生体分子の構造を生理溶液環境下で観察すること
ができる唯一の顕微鏡である。すなわち、電子顕微鏡法のように、観
察対象を重金属で染色したり、氷の薄膜に埋包するなどの前処理や、
観察対象を真空環境下におく必要がないという優れた特徴を持つ。し
かしながら、従来型の AFM は、顕微鏡を構成しているデバイスの応
答速度が遅いために、1 つの画像を取得するために少なくとも分オー
ダーの時間を要するという課題があった。一方、興味ある生体分子が
機能している最中に起こす構造形態の変化は、一般に秒以下の時間ス
ケールで起こる。
金沢大学安藤敏夫教授は、AFM を構成しているデバイスの特性を
丹念に調べ上げ、AFM の走査速度を律している全てのデバイスの高
速化に取り組んできた。ここでは、単純に高速化を目指すだけではな
く、機能中の生体分子の振る舞いをできるだけ乱さないことも同時に
目指して開発を推進してきた。例えば安藤教授らが開発した動的 PID
制御法（試料の凹凸情報に併せて PID フィードバック制御のパラメー
ターを動的に変化させる技術）は AFM 走査の高速性と低侵襲性を
両立するために非常に重要な貢献を果たし、生体試料のようなもろい
試料でも高速走査できるようになった。1 枚の画像を取得するのに 30
ms 程度の時間しかかからなく、生体分子のような柔らかい試料でもそ
の振る舞いを乱すことなく観察できる世界最高性能の高速 AFM を実
現した。その革新性の高さは、近年の高速 AFM を用いた生体分子の
機能メカニズムの解明が次々と続いていることからも証明される。
金沢大学バイオ AFM 先端研究センターホームページ
http://www.se.kanazawa-u.ac.jp/bioafm_center/j/index.htm
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世界が必要としている顕微鏡であることを実感した。
世界の主な AFM（原子間力顕微鏡）メーカー数社に電子メールで動画を送りマー
ケティングを開始した。しばらくして、米国の業界大手企業が安藤教授の研究室に
来て、HSAFM の実物と DNA などナノサイズの生体動画映像を見た。
「ライセン
スがほしい、すぐ契約したい」として 2 カ月程度で KUTLO 初の国際ライセンス
契約を締結した。2005 年 3 月のことである。続いてドイツの会社、日本の業界大
手企業と次々とライセンス契約をした＊ 2。これらの契約は、企業が KUTLO に多
額の一時金と毎年の特許許諾維持金を支払うというもの。事業化後は、製品売上高
に比例したロイヤルティ収入も見込んだ。

■リーマンショックで開発スローダウン

＊ 2
このあと学術界への貢献が見込
まれるということで、2007 年
の産学官連携功労者表彰で日本
学術会議会長賞を受賞した。ま
た 2008 年 に 特 許 庁 長 官 賞 も
受けた。

しかし、
新商品の開発途上でリーマン・ショックである。顕微鏡メーカー
の売り上げも減少、さらに顕微鏡メーカーは新商品の研究開発費の削減と
なったらしい。各ライセンシーとも契約上の特許許諾維持金の支払いは続
けているが HSAFM の製品開発は遅れていった。会社の AFM 事業部門
全体を他社に売却したライセンシーも出てきた。
金沢大学の HSAFM の特許は合計 10 件、2 つのグループに分かれてい
る。1 つのグループに関しては最初の 1 社のライセンシーに独占的にライ
センスしていた。しかし、リーマンショック後、各企業の独自の都合によ
り HSAFM の商品化がコントロールできない状況になってきた。ライセ

 速原子間力顕微鏡 NanoExplorer (NEX) - Ando
高
model -

ンシーは特許許諾維持金を毎年払い続ければライセンス権を失わない。発明者であ
る安藤教授が、
「世界の研究者が首を長くして待っているのに、ライセンシーの製
品化が遅れていることは HSAFM の技術が研究者に使ってもらえないことだ」と
懸念を示され始めた。
一般的に企業が新製品を発売するには、外観の魅力、製品の汎用性、フルプルー
フ、サービス性、価格競争力、営業・サービス員トレーニング、マニュアル作成、
製品供給生産設備の完備などの準備、条件が必要である。全ての準備が整うには時
間がかかる。そこで、安藤教授は、世界のバイオ分野の有力研究者に HSAFM を
評価してもらうため「安藤研究室モデル AFM」の配置を企画した。マーケティン
グの世界で言う「シーディング（Seeding）
」である。もちろん実費は申し受ける
が、世界の有力バイオ研究者に HSAFM を使ってもらうための苦肉の策であった。
KUTLO は各ライセンシーに理解を求め、ライセンス契約の特例として日本のある
会社に研究室モデルをつくってもらい、欧州 4 件、米国 1 件の研究機関へ配置し
た。4 年前のことである。開発に時間を要しているライセンシーからは強い抵抗は
なかった。むしろライセンシーにとっても形を変えたプレ・マーケティングであっ
たかもしれない。

■方針転換、通常実施権へ、そして製品化が実現
前にライセンシーの 1 社が他社に売却されたことを述べた。この会社に特許グ
ループの 1 つに関して独占実施権を与えていた。M&A の時機と同じくしてこの独
58

産学官1月号.indb

Vol.9 No.1 2013

58

2013/01/10

9:38:58

特集

占権の取り消しを試みた。M&A 時機と重なり新経営陣の判断もあり通常実施権に
変更できた。当然のことながら毎年の特許許諾維持金は 2 桁安くすることで合意し
た。これで製品化の早い企業に追加ライセンスできる体制が整ったのである。しば
らくして日本企業で、これまで研究室に何かと協力的であった株式会社生体分子計
測研究所（RIBM：本社つくば市）に関連特許をライセンスした。2 年半前のこと
である。日本の企業では 2 社目のライセンシーである。
そして、2011 年４月、RIBM は製品化に成功し、発売。2011 年だけでも日、欧、
露の研究機関に HSAFM を納入したのである。研究者がナノレベルの生体試料を
１秒間に 20 から 30 コマを撮影してビデオのように動く生体を観察できるように
なったのである＊ 3。仕様によって価格は異なるが最新技術を搭載した機器としては
違和感のある価格ではなく、学界にスムーズに受け入れられている。2012 年度も
同社の販売は米国向けをはじめ好調で、生産に追われている。KUTLO にはラン

＊３
http://www.ribm.co.jp/
equipment/sub_nex_
jp.html

ニングロイヤルティが入り始めた。欧米のライセンシーが一日も早く開発を完了し
て、年間数百台規模と言われる市場に HSAFM を供給することを期待している。

■共有特許の課題、国の「特許群支援」
筆者は本誌 2008 年 1 月号に「特許法第 73 条 3 項の規制緩和を！」というタイ
トルで寄稿した＊ 4。共有特許を第三者にライセンシングするときの規制である。
しかし、特許法のこの部分は改訂されていない。HSAFM の特許の一部は日本企
業 A 社との共有特許である。共同研究をした名残であるが、共有者の同意なしで
は第三者へのライセンスがままならない。世界の研究者に使ってもらおうと思うが、
共有者の説得・同意の取り付けに「巨大」なエネルギーを費やしている。実施能力
のない大学の発明に対する特例が、長らく待たれている。

＊４
平野武嗣．“特許法第 73 条 3
項の規制緩和を！製品化進め
技術を世のために生かす”．産
学官連携ジャーナル．http://
sangakukan.jp/journal/
journal_contents/2008/01/
articles/0801-06/0801-06_
article.html,(accessed
2013-01-04)

なお、米国、欧州での特許は当初より科学技術振興機構の特許化支援を利用して
いた。加えて 2010 年度からは「特許群支援」として権利化・維持について国から
資金面で支援を受けている。

■ホームランへの期待が支え
TLO業務は、
通常のビジネスと比較して
“Challenging”
なものである。
「営業会社」
ではあるが、商品（特許）については「こんなもの（特許）ができました。売って
ください」と言われる受け身の立場。開発部隊（研究者）に「市場が求めるものを
作ってください」と強く要請できない。大学法人化前に継承した特許出願費用も自
社で調達した。また、上述のように、極めて優れた発明をライセンスしたとしても、
その先はライセンシーの意思にかかっている。
TLO の経営は、OTL のように、強打者によるホームランが数本あれば勝て
る試合である。KUTLO には 9 イニングス（9 年間）まで、
ホームラン収入が入っ
てこなかった。しかし 10 回以降の延長戦でランニングロイヤルティも入り始め
た。外野のフェンス―ボストンの球場フェンウェイ・パークの 11 メートルも
あるグリーン・モンスター―を越えようとしているホームラン案件が数件ある。
これが KUTLO で働く者の心の支えになっている。
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トチュウから高分子機能性材料を

―中国・西北農林科技大学、阪大、日立造船連携―
大阪大学の中澤慶久氏はトチュウ（杜仲）の研究開発・ビジネスを介して中国・西
北農林科技大学との連携を続けている。きっかけは日立造船の杜仲茶事業だが、同
事業の他社への譲渡後は、トチュウの産する高分子トランス型イソプレン（トチュ
ウエラストマー）をゴムなど産業用材料として活用する研究に取り組んでいる。大
阪大学の産学連携制度が舞台である。

Hitz（バイオ）協働研究所は日立造船株式会社と大阪大学（以下「阪大」
）の産学
連携制度により設立したバイオマス資源の産業開発を目的とした協働研究所である。
1999 年に開始した新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」
）の植物
科学プログラムが起源となり、10 年以上の基盤研究を重ねて 2010 年 1 月に共同研
究講座の設置に至った。さらに、事業化推進のため 2012 年 10 月に協働研究所へと

中澤

なかざわ

慶久

よしひさ

大阪大学大学院 工学研究
科 Hitz（バイオ）協働研究
所 所長、特任教授

進化した。同所では、
トチュウ（杜仲）の産する高分子トランス型イソプレン（トチュ
ウエラストマー）を産業用資源植物として創生する技術開発に長年取り組んでいる。
本稿では、高分子機能性材料であるトチュウエラストマーの開発について、阪大
の産学連携の特徴である「Industry on Campus」制度を活用した国際産学官連携
として、中国・西北農林科技大学との関わりを述べる。

■トチュウと西北農林科技大学
トチュウとの関係は、1986 年に造船不況により日立造船が事業多角化に乗り出
したのがきっかけである。因島工場（広島県尾道市）の新造船事業撤退に伴って始
めた新事業の 1 つが「杜仲茶」であった。1993 年、杜仲茶はテレビ番組がきっか
けとなり 80 億円を超える事業に発展した。原料を確保するため中国に杜仲茶工場
を新設した。西北農林科技大学との関わりはこのころに始まる。特定保健用食品開
発のため疫学・民俗学的調査を共に行い、その成果は血圧調整効果を示唆する表示
が許可された消費者庁（当時は厚生労働省が許可）の特定保健用食品（トクホ）第
１号の取得につながった。しかし、経営資源を集中するため、2003 年に小林製薬
への同事業譲渡が決まり、移行期間を経て 2005 年に日立造船の杜仲茶事業は終了
した。杜仲茶事業期間中、トチュウの国際学会を 2 回開催（1997、2005 年）す
るなど、同大学と成熟した関係を築くことができた。著者は杜仲茶事業創生から繁
栄、衰退、譲渡、事業閉鎖を経験し、自らの手で鍵を閉めて事業を終えた。

■大阪大学との研究
2005 年、トチュウエラストマー開発は阪大との共同研究として継続、阪大が研究
拠点となった。この年度は会社経営が厳しく事業部を失った開発は「雌伏」の時期
を迎えた。しかし、NEDO 事業による阪大との共同研究により研究資源が集中した
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ことから成果の加速がみられた。また、受け入れ研究室の大学院生らと共に研究開
発を進める形態となり、このことにより現在につながる産学連携と人材育成の基盤を
構築した。
この国家プロジェクトの成果として、
トチュウエラストマーの生合成研究、遺伝子解析、
遺伝子組み換えによる合成酵素の機能評価、細胞生物学的評価、分析技術の開発
という重要な基盤技術を構築した。これは「生化学の七不思議」とされてきたポリイ
ソプレン（ゴム）生成の謎を解く手掛かりとなり、有用な知財を共同で取得している。

■中国・西北農林科技大学との研究
西北農林科技大学は、中国の国家重点大学、
「985 工程」と「211
工程」の主要建設大学の 1 つだ。西域への農業高等教育の発信地と
して、新疆やチベットなど少数民族の学生、大学院生が学んでいる。
2008 年、ODA（政府開発援助）として NEDO が助成する事業
に採択され、トチュウエラストマーの生産技術開発をカウンターパー
トとして開始した。河南省の山間地で実証生産試験に取り組んだ時
の開設記念石碑が写真１である。この事業は日立造船・西北農林科
技大学・大阪大学の国際産学官連携による運用体制により、トチュ
ウエラストマー生産パイロット装置やエンジニアリング手法を開発
し、事業化につながる評価を得た。

写真１

国際産学官連携の記念石碑

解説：石碑記載者、右より鷲田清一（大阪大学総長）
、張武学（西
北農林科技大学学長）
、小林昭雄（大阪大学教授）
、古寺雅晴（日立
造船常務取締役）
、蘇印泉（西北農林科技大学教授）2008 年当時

■研究開発の現状と展望
2011 年、日立造船はトチュウエラストマー事業への投資を取締役会で決定し、同年
秋に独資法人である日立造船楊凌生物資源開発有限公司を陝西省楊凌区（西北農林
科技大学所在地）
に設立した。同時に同大学中日トチュウ研究所を併設する運用とした。
中国法人の運用は、Hitz
（バイオ）
協働研究所がハブ組織かつ司令塔となって産学
連携による新しい構図で運用を進めている（図

図２ Hitz(バイオ)協働研究所による産学官連携の運用
大阪大学Ｈｉｔｚ（バイオ）協働研究所

１）
。産学官連携の欠点は、ステージゲートが

トチュウ
バイオマス

進むたびにさまざまな問題が発生すること。
具体的な問題解決のためにはアジア人ならで

トチュウバイオマスの安定生産

はの関係構築も要求される。加えて、親会社

西北農林科技大学
中日杜仲研究所

日本（協働研究所）

エラストマー高生産法の確立

生産

の経営変化への布石も必要である。NEDO 事
業はその効果を果たす重要なプロジェクトだ。

日立造船楊凌生物資源開発有限公司

日立造船(株) 事業・製品開発本部
中国（自社法人）

しかし、問題解決には担当者の努力に頼るし

有用物質の生産技術開発

用途開発

かすべはない。Hitz
（バイオ）協働研究所が設

化成品原料

置された意義は、その問題発生時に対応でき
るブレイン数の多さにあると言える。

�ｰ������

社内組織 （連携ﾁｰﾑ→事業部）
企業アライアンスによる
ゴム・エラストマー産業への応用

日中関係の悪化によるさまざまな問題にも

事業体制

バイオマス・エラストマー生産から用途開発まで一貫して実施

直面しているが、トチュウは人類共通の財産
であり、進むべき道も同じである。

高機能��

高機能化学原料への展開

  図１

Hitz（バイオ）協働研究所による産学官連携の運用
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グローバル・ニッチトップの産業用ポンプメーカー
留学生を積極採用、海外企業と提携
事業をグローバルに展開し、世界 60 カ国以上に納入実績を持つ産業用特殊ポン
プメーカーがある。留学生を積極的に採用する一方、同業の海外企業と相次いで
提携し、世界に販売・メンテナンス網を敷いているのが強みだ。

本多機工株式会社（福岡県嘉麻市、以下「弊社」
）は産業用特殊ポンプの設計・
製造・販売およびメンテナンス事業を手掛ける、従業員数約 160 名の企業である。
創業は 1951 年。100％受注生産である。国内はもちろんのこと、グローバルに
事業を展開しており、世界 60 カ国以上に納入実績を持っている。また外国人留
学生を積極的に採用しており、産学連携による製品開発にも取り組んでいる。

龍造寺

りゅうぞうじ

健介

けんすけ

本多機工株式会社
代表取締役社長

■海外の同業企業と提携
従来からプラントメーカーなどを通じて、弊社の
製品は海外にも輸出されていたが、本格的な海外展
開に乗り出したのは十数年前からだ。
私は 1999 年に入社し、2005 年に代表取締役社
長に就任した。米国で 23 年間、レストランの経営・
コンサルタント業に携わった経験を生かし、外国人
留学生を活用し、海外メーカーとの技術提携、アジ
アでの販売・メンテナンスネットワークの確立（海
外 26 社と提携、図１）などを推し進めた。
特に、以下の同業の海外ポンプメーカーと技術提
携・相互販売提携を結ぶことで、幅広いラインアッ

  図１

海外ネットワークの分布図

プを持ち、顧客にトータルソリューションを提供す
る戦略を取っている。
・ミネラルキャスト素材のポンプを手掛けるドイツの Duchting 社
・高圧のロトジェットポンプを製造するアメリカの WEIR 社
・プラスチック・セラミックスポンプで有名なドイツ Friatec 社
・汎用ポンプのデンマーク Grundfos 社

また、アジア諸国・インド地域・中東地域を中心に、メ
ンテナンスまでサポートできるパートナー企業各社との提
携により、現地の声を大切にしたアフターサービスまで行
えるようになった。国内ではキャッチしきれない情報や視
点を得ることができるのも海外ネットワークを持つ利点で
ある。
採用した留学生の母国、当社での配属先、出身大学は表
１の通りである。
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  表１

採用した留学生の母国、配属先、出身大学

・チュニジア	元産学連携推進室 室長 九州工業大学 博士課程修了
（現在はチュニジアにて事業立ち上げ準備中）
・カナダ	北米マーケット担当 名古屋大学 博士課程修了
・中国	国際事業本部所属 福岡大学 大学院卒業（2 名）
	技術本部設計課所属 九州大学 大学院卒業
	流体解析スペシャリスト 九州工業大学 博士課程修了
	技術本部設計課所属 九州工業大学 大学院卒業
・ドイツ	国際事業本部所属 同志社大学 大学院卒業
・スペイン	大阪支店 国際担当 スペインで日本語通訳として活躍
・スリランカ	国際事業本部所属 九州大学 大学院卒業
・アメリカ	国際事業本部所属 西南学院大学留学 学位取得
・タイ	国際事業本部所属 九州工業大学 大学院卒業
・韓国	経営企画室所属 日本経済大学 卒業
※日本人グローバル人材
（ロンドン大学：LSE 卒業、立命館アジア太平洋大学卒業 等）
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外国人留学生の高いモチベーションと挑戦意欲、そして外国人ならではの発想
は、日本人社員の刺激や活性剤になっている。入社しても特別扱いせず、社員と
積極的に交流し会社の価値観を学んでもらうことで、
「本多人」として海外市場
やパートナーと真正面から向き合えるようになる。海外の顧客やパートナーと言
葉の壁をなくすことで、より密接なコミュニケーションが可能になり、
「売りっ
ぱなし営業」から脱却できる。こうすることによって海外ビジネスネットワーク
構築し維持することができている。

■次世代の水質浄化装置
新商品の大容量マイクロナノバブル発生装置（写真１、図２）は大学との連携
で開発したものである。
大容量（毎分 500 ～ 1 万 5,000 リットル）でマイクロナノバブルと呼ばれる
超微細気泡（1 ～ 50 マイクロメートル）を生成し、薬品等を使わず、水分中の
汚れやスカムを分離させることができる次世代の水質浄化装置である。工場排水
や上下水道の水質浄化などで効果を発揮する。オゾンを加えることで、
殺菌・脱臭・
脱色効果もある。エンジン、ガラス繊維、食品などのメーカーで活用されている。
本製品は、別の製品の改良研究中に、偶然ポンプ内で小さな泡（気泡）が発生
することを発見したことから、開発が始まった。弊社は従来から九州工業大学な

写真１

マイクロナノバブルポンプ

ど流体解析の研究が盛んな大学・研究機関と交流が盛んであり、本件で
はマイクロナノバブル（超微細気泡）の発生・供給や流体解析などに協
力していただいた。具体的には、九州工業大学生命体工学研究科の塚本
寛教授（当時）には流体解析のアドバイザーを、同大学情報工学部生命
情報工学科の大橋健准教授には気泡の画像解析を、そして福岡県工業技
術センターの渡邉恭弘先生にはテスト結果の評価にご協力いただいた。
マイクロナノバブルの効果は各分野で立証されていたものの、大規模
処理を可能とする装置はそれまで存在せず、また通常ポンプは 3％以上
の気体含気率の実現が難しかった。しかし、専門家の方々の助力により、
最大生成能力が毎分 1 万 5,000 リットルで、7％の気体含気率を誇る本
製品を完成することができた。

  図２

マイクロナノバブルの効果

弊社が「流体解析」という分野を深く研究し、新製品開発に結び付けていくに
は、大学等の最先端の研究と継続的なつながりを持つことが必要だと思っている。
現在九州工業大学には幹部クラスの社員が博士号取得のため在籍している。

■九州経済連合会国際ビジネス推進室と海外開拓
また、2012 年 7 月に設立され、九州と海外の橋渡し役を担う九州経済連合会
の国際ビジネス推進室（IBC）の支援を受け、海外の新規顧客開拓に取り組んで
いる。これまで単独では入り込んでいけなかったセクターや団体などに共同でア
プローチしている。
特に、成長するアジアに対しては、顧客のニーズを敏感につかみ、新たな市場
開拓を積極的に進める必要があり、産学官が連携する意義が大きいと思われる。
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100 号を迎えた「産学官連携ジャーナル」

“連携人”77 人のメッセージ

月刊「産学官連携ジャーナル」は、おかげさまで 9 年目に入りました。2005 年 1 月の
創刊以来号を重ね、3 つの増刊号を含め、本号で第 100 号になりました。この間、大学等
から企業への技術移転、ベンチャー、知的財産、イノベーションシステム、人材育成など幅
広いテーマについて情報を発信して参りました。
本稿では、これまで掲載した記事の中から、話題になった記事、科学技術イノベーション
を推し進める上で示唆に富む言葉を選びました。なお、過去の記事は全て小誌のホームペー
ジでご覧になれます。登録等は不要です。テーマ、著者、都道府県、記事の種類、発行号
などで記事を検索する機能も充実しております。
（編集長：登坂和洋）

Part 1

連

携
連携の要諦

●失敗を恐れずにチャレンジする人たちが、国内外から参加して生き生きと仕事ができるか、そのよ
うな「場」を作れるか、これこそが日本の「産学官連携」の課題なのである。（黒川清氏、2006 年
1 月号、巻頭言）
●大学が実際に大規模な臨床試験を行うのは非常に難しいのではないかと思います。治験に近いとこ
ろまでインキュベーションして、高額で企業が引き取ってくれるところまでは大学の先生がボランタ
リーワークで行う、あるいは川上の段階から大学と企業の共同研究テーマにする、といった方法があ
ると思います。
（秋元浩氏、2007 年 3 月号、連載『産業界に聞く産学連携』医薬品の研究開発から
製品化まで：産学連携で学に何を期待するか）
●「産学官連携」の特徴の 1 つにスピルオーバー（波及効果）がある。「産」と「学」が当初の目的
を達成すべく「連携」する際に、経済的、社会的、ひいては文化的な付加価値が派生的に生み出され
ることがしばしばある。一部を「産」あるいは「学」が回収することもあるが、多くの場合、受益者
は社会全体であり、公共経済学で言う外部性の問題が発生する。またこれらの派生効果を事前に特定
することは難しい。それがゆえに、個々のアクターの最適化の解と社会的最適の間に相違が生じるの
である。そこで登場するのが「官」である。
（原山優子氏、2005 年 7 月号、産学官エッセイ・産学
官連携とは？）
●産学連携のポイントは、複数ディシプリン融合型のイノベーションを推進する型の研究開発と、担
う人材の育成にあります。なぜかと言えば、産業界における研究開発は、基本的にほとんど融合型で
す。例えば自動車１台製造するのにどのくらいの要素技術が必要かを考えればよく分かります。（山
野井昭雄氏、2006 年 10 月号、連載『産業界に聞く産学連携』産学連携による人材育成の必要性）
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●すでに 10 件のプロジェクトの事業管理機関を担当してきたが、主役の中小企業の経営者が意欲的
であれば、非常に効果的な産学官連携研究開発事業となることを実感している。特に最近の傾向とし
て、開発ニーズを提供した大手企業の技術者が熱心にアドバイスをしている。大手企業の産学連携へ
の関与が、研究者から事業部技術者に変わってきていることや、金融機関の支援もあり、ビジネス性
の高い活動となっている。（大学等技術移転促進）法制定から 12 年経過して、目標に近づいている
との感がある。
（井深丹氏、2011 年７月号、巻頭言・産学官連携で中小企業は元気になる）
●今後地方大学が産学官連携を進めていく上で、人材の外部化が戦略として重要である。限られた体
制の地方大学で、すべて大学内の人材で地域の課題や期待に応えていくことは至難の業である。地方
において大事な戦略は、必要なときに支援してくれる外部の人材を柔軟に幅広くネットワーク化して
おくことであろう。
（小磯修二氏、2010 年 3 月号、地域の課題に向き合う ―地方大学の挑戦―）
●大学の技術を企業にマッチングする産学連携のロジックは昔も今も重要なものである。それに対し
て、筆者の実証研究では、イノベーター企業家同士の産産連携の磁力が、よりイノベーターを惹きつ
けることが判明している。つまり、産産連携が頻繁に成立するようなイノベーターネットワークを形
成し、その「励起状態の雰囲気」に大学の技術シーズを投入し、産学連携の成立を促進するというロ
ジックがカギとなるのである。
（野長瀬裕二氏、2012 年 7 月号、特集『ものづくりの針路とイノベー
ターの役割』ものづくり中小ベンチャー企業の課題と活路）

コーディネートの手法
● CD
（コーディネーター）はヒューマンネット・ビジネスなのである。
（平野武嗣氏、
2006 年 1 月号、
連載『ヒューマンネットワークのつくり方』ヒューマンネット・ビジネスの創造 ―あなたはヒュー
マンネットワークを構築できているか？―）
●「仙台堀切川モデル」の特徴は、大学教員が自治体職員とともに直接地域企業を訪問し、
「何か困り事
はありませんか？」という姿勢
（
「御用聞き型企業訪問」と命名）で、
企業の潜在的な開発ニーズを掘り起こし、
課題抽出、問題設定、問題解決、製品の性能評価、販売、改良までを継続的に支援することであり、私
は
「研究者」の役割のみならず
「コーディネータ」の役割をも担っている。
（堀切川一男氏、
2011 年 11 月号、
特集『平成 23 年度イノベーションコーディネータ表彰』イノベーションコーディネータ大賞・文部科
学大臣賞 次々と開発製品を生み出す新しい地域産学官連携スタイル「仙台堀切川モデル」
）
●地域目線でのコーディネート活動は、まさに仏を作って魂を入れたようなもの。多くの制度が好も
しそうなお題目だけで実は現場に多大の負荷を掛けているのに対し、地域活動は担当者のフットワー
クと熱意によって格段の発展を見た。この地域性と対面性に基づくコーディネート活動は全国でこれ
だけの成功を収めてきたことでもあり、今後も形を変えつつ継承されることが期待される。（村井眞
二氏、
2012 年 3 月号、特集『JST イノベーションプラザ・サテライトの成果を活かす』JST イノベー
ションプラザが開拓した道）

技術移転のツボ
●ライセンス活動は失敗するのが当たり前で、70 ～ 80 社にアプローチして、全て断られることは、
日常茶飯事である。80 社に断られれば、81 社目にアプローチし、それも断られれば、82 社目にア
プローチする。（坂井貴行氏、2011 年 7 月号、連載『関西 TLO の経営改革（第 4 回）』地道な営
業を実践、ライセンス契約成立）
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●大学や研究機関等アカデミックな分野を「川」
、産業界を「海」とすると、弊社（九大 TLO）は
「汽水域」に存在していると言える。大学の産学連携組織との連携は、外部のコンサルティング企業
よりも容易であり、他大学も含めた地域活性化プロジェクトなど九州大学本体で直接対応すること
が難しい案件でも、弊社が窓口（ハブ）となることにより、事がうまく運ぶ場合もある。
（坂本剛氏、
2012 年 3 月号、自立化目指す産学連携機構九州（九大 TLO）の新経営戦略）
●技術移転の本質は、「より地域企業へ、より小企業へ（sell local, sell smaller）
」が原則であり、
一時的なイメージに踊らされることなく、技術を育てることが重要である。
（森下竜一氏、2006 年
5 月号、巻頭言・踊り場脱却に向けた産学官連携活動の重要性）

ベンチャーの法則
●米国で技術力のある VB（ベンチャービジネス）が勃興したのは官の掛け声や補助金ではなく、マ
イクロソフト、インテルなどの成功が次の起業家たちを鼓舞したからである。彼らを鼓舞するのは起
業呼び掛けのイベントでも補助金でもなく、過去の成功事例であることを肝に銘じるべきである。（西
岡郁夫氏、2007 年 2 月号、巻頭言・ベンチャーによるイノベーションのために）
●人の一生涯の人生と VB（ベンチャービジネス）は共通点が多い。
（堀場雅夫氏、2007 年 4 月号、
巻頭言・ベンチャービジネスと産学連携）
●日本では「産学連携」という言葉はベンチャーを入れ忘れることが多いので私は「産ベン学連携」
という言葉を提唱している。大学の技術でベンチャーが生み出した商品化に近づく応用技術や試作商
品を、中堅企業や大企業がベンチャー企業と販売連携、技術提携、資金供給、M&A 等で Win-Win
関係を築いて行くのが現実的である。
（前田昇氏、2008 年 3 月号、海外トレンド・ベンチャーが牽
引する海外のクラスター 「産学連携」から「産ベン学連携」へ）
●従ってハイテク・ベンチャー企業を成功に導くには、イノベーターを越えて、いかにマジョリティ
を取り込むかを工夫する必要がある。しかし、多くのベンチャー企業にとって、販売対象をイノベー
ターからマジョリティに移行させるのは非常に難しい。
（大滝精一氏、2009 年 2 月号、特集『独創
技術

事業化への苦闘と陶酔』キャズムを乗り越える）

●大学発ベンチャーとして初の米国でのⅢ相試験にたどり着けたのは、人材が一番大きな理由だと考
えている。
（鍵本忠尚氏、2008 年 1 月号、連載『九州大学発創薬ベンチャーが世界を目指す（前編）
』
米国で最終の臨床試験〔第Ⅲ相〕実施中）
●（大学発ベンチャー）育成環境の課題の 1 つは、新産業創出のための公的資金投入の仕組み（ファ
ンド）が、うまく機能していないことである。コア技術を核とする新産業創出では、有力な差別化技
術を創るための初期投資を、いかに効果的に行うかが極めて重要である。
（南部修太郎氏、2011 年
10 月号、日本版エンジェルの創成が日本の新産業創出を活性化する！）

産業・地域を元気に
●産学官連携を推進している一企業として、次のことを期待したい。まず、地域の活性化をあげたい。
これは欧州の大学に多くの例が見られ、我が国でも京都、浜松の各企業群への、京都大学、静岡大学
の長期にわたる技術的支柱としての役割が知られている。次に、我が国の産業振興への寄与をあげた
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い。このために、英国で始まった近代特許制度の理念であり、我が国の特許法第 1 条にも記載され
ているように、発明奨励の目的は、産業の発展であることを産学官ともに改めて認識したい。（庄山
悦彦氏、2005 年 12 月号、巻頭言）
●日本は世界有数の長寿国であり、がんや認知症をはじめ、数々の生活習慣病予防が急務となってい
る。中国やインドなども 20 年ほど経つと、同じ状況を迎える。今のわが国の疾病予防への取り組みは、
アジア諸国の見本になる。この分野の研究成果は人類に貢献するだけでなく、同時に、わが国の大き
な輸出産業にもなり得るのだ。
（吉川敏一氏、2012 年 3 月号、巻頭言・疾病予防は有力産業）
●地方国立大学の特徴として、出身地への就職志向（特に公務員志向）が強いことがある。まちづく
り担い手論から考えると、
「今」だけを見れば地元大学の在学生を担い手として考えることは有効で
あるが、長期的に見れば、U ターンしてジモトに就職する現在他地域の大学生こそが、実は、ジモ
トのまちづくりの中心的な担い手候補者である。
（矢部拓也氏、2011 年 12 月号、特集『市街地対
策・まちづくり

学の貢献』
「まちなか研究室」へのインターンシップ、登録制度の提案 ―まちづく

りの担い手をいかに U ターンさせるか―）

Part 2

イノベーション
問われるシステム
●イノベーションを日常の中で生み出すことは容易なことではない。何よりも自由で多様な発想とこ
れらを融合させる環境づくりが大切である。特に固定化された組織ではイノベーションを生み出すこ
とは難しい。常に組織の変革を行い、人材を流動化させていくことが必要である。米国のシリコンバ
レーにおいて盛んに新しいビジネスが起こるのは、人種、国境を越えた有能な人材が常に流入し、切
磋琢磨（せっさたくま）を伴ったコミュニケーションの中から新しいイノベーションが生まれている
からに他ならない。
（小島順彦氏、2008 年 1 月号、巻頭言・新産業イノベーションを目指して）
●クリエイティビティーとイノベーションは違います。クリエイティビティーというのは誰にでもあ
るんでしょうけれども、イノベーションはそういうわけにはいかない。社会的な修練が必要です。イ
ノベーションというのは文化なり何なりの集合体の上に乗っかってできること。やる人々の修練だけ
でなく、それを組織する人がそれなりの考え方と実行力を持ってないとできないですね。
（林主税氏、
2009 年 6 月号、特集『産学官連携の新たな挑戦』修練を積んだ人がイノベーションを起こす）
●現在のわれわれには、技術を生み出す供給サイドという従来型の取り組み以上に、出口サイドから
見たイノベーションシステムの再構築が求められている。それには、まず日本のあるべき将来像をビ
ジョンとして描き、広くコンセンサスを取り、ビジョンを実現するために必要な技術領域を定義し、
これを開発するための基礎研究を方向付けることが必要である。
（小川紘一氏、2011 年 4 月号、特
集『イノベーションシステムに欠けているもの』技術・ビジネスモデル・政策の三位一体型イノベー
ションシステムを必要とする時代の登場）
●科学者の知の創造活動への公的支援を確保しつつ、科学に裏付けられた技術革新をイノベーション
創出に結び付ける「メタナショナル・イノベーションパイプライン・ネットワーク」の構築を提唱する。
メタナショナル能力とは、それぞれの国を基盤としつつも地球規模の視座を持ち、行動をする能力と
定義される。
「メタナショナル・イノベーションパイプライン・ネットワーク」構築で欠かすことが
できないことは、言うまでもなく「人材育成」である。
（柘植綾夫氏、2011 年 5 月号、巻頭言・日
本新生に必須な産学官連携の深化を ～科学技術・イノベーション・教育の三位一体推進政策の提唱～）
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●グローバル競争がますます熾烈化するなか、天然資源の乏しいわが国が将来にわたり国際競争力を
維持、さらには成長・発展させていくためには、イノベーションの創出による産業競争力の強化が必
須であり、その鍵は、いかに優秀な人材を育成・確保できるかにある。
（川村隆氏、2012 年 6 月号、
巻頭言・高度イノベーション人材育成の必要性）
●“ことづくり”とは、これまでの製造者視点での“ものづくり（ビジネスの入口論）
”とは反対のマー
ケット側からの視点で、ものづくり・品質づくり・ビジネスづくり（ビジネスモデル・シナリオ・戦
略・企画・デザイン・サービス）を見直すことであり、ビジネスの出口論である。この“ことづくり”
を担う人材に求められるのは、市場を理解し、顧客経験とビジネスモデルの双方をデザインできる能
力である。（長島徹氏、2012 年 10 月号、巻頭言・世界でビジネスに勝つための“ことづくり”人
材の育成を）
●日本は課題先進国であり、温暖化のみならず多くの困難を抱えている。これらを同時に解決するた
めに、所得倍増計画、日本列島改造論に代わる新たな国づくりの方向性を示すビジョンをつくる必要
がある。しかも、それは、政府が産業を興し国民の暮らしを良くするという従来のものではなく、地
域で暮ら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ない。私は、こ
のように地域ごとに快適な暮らしを実現しようとする社会をプラチナ社会と呼んでいる。プラチナ
とは次世代のキーワードである高齢者、生態系、低炭素の 3 つの輝きを表している。
（小宮山宏氏、
2010 年 1 月号、巻頭言・「プラチナ構想ネットワーク」の推進）

課題に向かう
●大学などの研究者がどんなにいい災害対応ロボットを開発しても、企業がそれを事業化し、世の中
に送り出して実用化されないと、“役に立つ”とは言えません。（略）しかし、企業が生産を始めるだ
けでは、実用化に向けて歯車が 1 つ回るだけです。社会で役立てるためには、ロボットを操縦する
オペレーターと、メンテナンスする人が欠かせません。まあ、メンテナンスはメーカーが担当すると
しても、オペレーターが決定的に重要です。特にオペレーターが日ごろトレーニングを積んでおくこ
とが大切なのです。
（小栁栄次氏、2011 年 8 月号、『災害対応ロボット・イノベーションに向けて』
「想定」は仕様書、欠かせないオペレーターの訓練）
●地域結集型のプロジェクトで「製品化」まで至らなかったものが、当社が取り組むようになって実
現したのはなぜか。研究者が目指している「もの」と、生活者が求めている「もの」には大きな溝が
あることに気付くことができるかできないかの違いだと思う。
（鈴木堅之氏、2012 年 6 月号、
「足
こぎ車いす」
に学ぶ医療イノベーションの法則 ―大学発ベンチャー TESS 快走の秘密を一挙公開―）
●現在日本を含め、世界経済が危機的状況に直面している。政治家やマスコミは、このような日本経
済の危機に直面するたびに、「日本には高い技術力がある」と繰り返してきた。確かに、現時点では、
高いレベルの技術力があることは、周知の事実であるが、果たして、この技術を活かせる社会構造に
なっているであろうか。また、10 年後も 20 年後も高いレベルの技術を生み出し続ける国になって
いるであろうか。この点についての議論は遅れている。（山本貴史氏、2011 年 11 月号、巻頭言・
分岐点に立たされた産学連携）
●テクノロジー・ベンチャーから大企業への迅速な技術移転を政府が下支えすることはもはや国家的
課題である。MIT で開発された軍事ロボットを開発製造する大学発ベンチャーが安価なお掃除ロボッ
トを市場投入したように、環境・介護・防災など低コスト高品質が求められる一般市場への民製品投
入も可能になる。
（瀬戸篤氏、2011 年 9 月号、特集『深化する産学官連携とイノベーションの課題』
日本にテクノロジー・ベンチャーを育てる国家戦略を）
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●部長クラスにしても研究者クラスにしても、今の企業の人は、ロードマップを作っています。とこ
ろが、そのロードマップというのは、上司から「何年までにやれ！」と言われて、「それなら何年ま
でにできますよ」と応えた形のロードマップでしかないのです。
（略）しかし、本来のロードマップ
というのは、そうではありません。研究開発にめどを付けるまでには、どのあたりに技術的に大変な
ことがあって、そこを解決すれば次に進めることができ、また、ある段階まで開発すればどこどこま
で行く、というのがロードマップです。
（川合知二氏、2012 年 9 月号、特集『新産業創造』技術の
解決課題を軸にロードマップを描け）

知財戦略
●世界一の研究をすることがあって、初めて、世界一の知財立国になれるのです。次は、その研究を
世界一に役立てること、日本からいいベンチャーが生まれる、いい商品が生まれるよう進めることで
す。そして、産学連携関係者の隅々にこの目標を浸透させるという「知財の風土改革」を起こすこと
です。
（荒井寿光氏、2007 年 2 月号、日本を知財立国世界一へと推進）
●大学の特許出願力は低下してしまっている。特許紛争やベンチャー設立の経験から、基礎発見をイ
ノベーションにつなげていくためには、以前の JST 有用特許制度のような財政基盤がしっかりした
組織による強い支援制度の構築といった、イノベーション創出を支援する新しい“政略”が必要と強
く思う次第である。（森勇介氏・吉村政志氏・佐々木孝友氏、2012 年 9 月号、特集『新産業創造』
イノベーション創出に向けた特許戦略 ―CLBO 結晶の特許紛争で学んだこと―）
●日本は以前、国際標準化という面ではアジアで唯一、欧米と対峙（たいじ）してきたが、近年は韓
国、中国の躍進により、5 極化の様相を呈してきている。しかし、本来はアジアが将来的にまとまる
方向が望ましい。なぜなら国際標準化組織においては通常、1 カ国だけの意見は通りにくく、欧州や
南北アメリカなどの他の地域も近隣諸国での意見調整を活発に行い、国際会議において意見を強めよ
うとしているからである。この意味で、日本は米国型の戦略よりも欧州型の戦略を志向し、アジア地
域の意見の調整役として活動するべきである。（平松幸男氏、2010 年 8 月号、各国の技術標準化
戦略と日本への示唆）

歴史に学ぶ
●（産学官連携モデルとして）東工大の例を１つ。武井武先生が東工大におられたときのフェライト
のお仕事です。磁性微粒子を使っていろいろものができるぞと、フェライトそのものの開発をしまし
た。戦前から戦中にかけての当時、特許権そのほかを全面的に取っていたのはヨーロッパのフィリッ
プスという電機会社でした。発明された武井先生のところに、技術のノウハウはすべてありました。
大変な時代に、東京電気化学工業 ( 現在の TDK) の創立者、齋藤憲三さんと二代目社長の山崎貞一
さんがパートナーとなり、これが大変効果的に生きて、フェライトが開発され商品になり、今の時代
を迎えています。
「組織と組織」の対応ではなく、「人間と人間」との非常に強い絆で難関を乗り越え
ていけます。
（相澤益男氏、2005 年１月号、新春対談・新時代の産学官連携を語ろう）
●日本人には“宮大工技術”
、
“たたら製鉄技術”
、
“西陣織”
、
“漆塗り”など、元来新しい技術に興味を
持ち自らの工夫で丁寧なものづくりをし、さらにはきめ細かなサービスを提供する DNA が宿っている。
このように考えると、これまで産業界で愚直に築き上げてきたものづくりの能力と、大学の高い研究能
力がうまく連携することにより、特徴ある「日本型産学連携社会」が醸成され、グローバルに日本がリー
ダーシップを発揮できるのではないかと、勇気がわいてくる。
（古池進氏、2006 年 9 月号、巻頭言）
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●実は、この炭素繊維は産官連携の代表例である。昭和 34 年、大阪工業試験所（現、産業技術総合
研究所）の進藤昭男博士がポリアクリロニトリル（PAN）繊維を熱安定化してから黒鉛化すると高
強度の炭素繊維が得られるという基本技術を発明し、PAN の重合と紡糸技術を持つ当社がライセン
スを受けて世界で初めて商業生産につなげた。今で言うところの、オープン・イノベーションである。
（榊原定征氏、2009 年 1 月号、巻頭言・科学技術が地球を救う）
●昭和 46 年「アモルファス合金の研究」を学会等で発表しても、企業からの共同研究の申し込みは
皆無の状況であった。昭和 50 年代に入って、アモルファス合金の研究成果を一般新聞と共同通信に
発表することを積極的に行った。その結果、大学の研究成果が国内外に広く報道されるようになり、
国内企業からの大学訪問が急増し、また外国企業（米国、西ドイツ等）からの問い合わせが相次いだ。
（増
本健氏、2010 年 2 月号、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）

● 20 年前「地域共同研究センター」として全国の大学に誕生した産学連携組織は、いま産学連携本
部などとして形を変えつつ管理運営組織の一角を占めるまでに成長した。その組織内にはネットワー
ク形成機能、知的財産の管理・保護機能、そしてベンチャー企業育成機能を包含し、さらに産学連携
研究のためのラボラトリー運営機能をも担っているケースが多く見られる。TLO 組織との融合も進
み、大学内部組織化や完全提携型に移行している。しかし、産学官連携業務がまだ完全に大学のミッ
ションとして大学内で認知されるところまで成熟していないところに問題点が残っている。
（荒磯恒
久氏、2010 年 2 月号、連載『産学官連携 15 年（後編）』地域、グローバルを融合したイノベーショ
ンの創造）
●近代科学が普及した明治維新以降において、わが国の産学官連携には 3 つの潮流があった。第 1
の潮流は、「官のための産学官連携（明治維新期）」である。殖産興業を目指す国の政策のもとで、
官学や官営工場を設けて経済発展に努めた。第 2 は、「産業のための産学官連携（高度成長期）」で
ある。産業発展を目指して企業と大学が密接に連携した。第 3 は、「米国モデルの移植（1980 年代
後半以降）」である。大学発ベンチャー、知財重視などである。（後藤芳一氏、2011 年 9 月号、特
集『深化する産学官連携とイノベーションの課題』大阪大学・共同研究講座

産学官連携「第 4 の

潮流」に向けて）
●日本化学繊維協会と繊維学会は同年（平成 2 年）、繊維学会長を団長とし産学官で構成する繊維欧
米調査団を結成し約 2 週間にわたって欧州、米国の主要な繊維工学、衣服工学の学部や学科を持つ
大学を訪問調査した。欧米では繊維は食と同じ重要な分野、どこの国でも「なぜ日本では繊維学が大
学から消えていくのか理解できない」と一様に聞かれた。
（白井汪芳氏、2009 年 7 月号、特集『多
芸多才

Part 3

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）

研究開発
科学技術の深遠
●中国の古典に工の字の上の横一本棒は天の与えてくれたもの；資源とか気象の雨・風・太陽光など
を示し、下の横一本棒は地の上の人と社会を示し、この天の賜を有効利用して地の上の人と社会に幸
せをもたらすのが工であるという意味を込めているという記載があると教えられた。西洋の科学技術
の発生の多くが武器にあったのと大きく異なっている。つまり東洋の科学技術は工の字で示されるが、
人間と社会への貢献を基調としていることがかなりはっきりしている。
（西澤潤一氏、2006 年 7 月
号、巻頭言）
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●従来の科学が求めてきたのは、真理の探究であり、実証論的帰納法に基づくアプローチ、すなわち、
人類の未知の課題を「解く」ことが科学の目的であった。このアプローチは、社会がどう変わろうと
も、科学の基本構造として変わることはない。変わったのは、この構造そのものではなく、科学技術
のもう一つの構造が必要になったことである。
（石川正俊氏、2005 年 5 月号、産学官エッセイ・産
学連携の未来）
●我々研究者は本来、ノウハウとして片付けられていた技術や技能を科学的に解明し、さらにその対
策を探ることを使命としてきた。つまり技術の研究は、言わばノウハウのような暗黙知を、形式知に
いかに解き明かすかの仕事をやってきたとも言える。とはいえ、残念ながら依然として多くのノウハ
ウは残されている。特に数式やシミュレーションといったもので表現できない現象を語るのに、ノウ
ハウという表現は便利であるし、誰もがノウハウの存在に納得してしまう。
（中川威雄氏、2005 年
3 月号、巻頭言・コーディネートのノウハウ）
●工学の研究では、ある目標値を超えない限り、その技術は人間社会に貢献しない。そのレベルを
「貢献限度レベル」と私は呼んでいます。その根拠もきちんと説明できる目標値です。貢献限度レベ
ルを研究者自身がきちんと定めておかなければ駄目です。手書きの数字の読み取り率の目標が 97％
以上というとき、ある方法で 85％ぐらいまでしかいかないとしたら、その方法論は捨てなければい
けません。今まで一生懸命研究してきてもあえて捨てて、違う考え方、違う方法を見つけ出さなけ
ればならない。（森健一氏、2012 年 9 月号、特集『新産業創造』日本語ワープロ開発に学ぶイノベー
ション）

研究の作法
●よく「挑戦的なテーマはオール・オア・ナッシング」と言う人がいますが、それを聞くと「ああ、
この人は本当の研究をやっていないな」って思います。そんな研究などあり得ないからです。一生懸
命やっていると、必ず新しい考え方やヒントが出てくる。物質は多面的だから、ある面で切ったら見
えないかもしれないけど、別の視点で切れば、必ず新しい顔を見せてくれるんですよ。材料科学を縛
るのは、世の中のために役に立つ、それを目指すことだけです。すぐに役立たなくても構わないけれ
ども、いずれ必ず社会の役に立つことをする、それを目指すのが材料科学の最低条件なんですね。（細
野秀雄氏、
2009 年 6 月号、特集『産学官連携の新たな挑戦』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）
●毎日毎日、今までと連続しつつも、予想外の新しいことがどこかで起きる。それが新しい技術
革新になるわけです。今までのことを総合して、だからこうしようというのは、私はイノベーショ
ンじゃないと思う。コンピューターを使って資料を集めるのは誰にでもできることです。誰も予
測しなかった発見は膨大な資料と議論から生まれるものではないのです。（略）菌類からコレス
テロール低下薬を探した前例はなかったし、将来もこんな泥臭いことをする研究者は出てこない
だろうと信じていました。（遠藤章氏、2011 年１月号、誠心誠意取り組んで、失敗しても悔や
まない）
●自分で作った結晶の特性を自分で調べる。こういう条件で作った結晶はこういう性質である、それ
を作り方にフィードバックして、こういう性質を持たせるには次は温度を何度まで上げなければいけ
ないといったようなことがわかる。そういうことをくり返して納得した結晶ができたとき、
それを使っ
てデバイスを作る。だから、デバイスだけをやろうという人にとって、結晶－物性－デバイスをすべ
て関連付けて研究することは一見遠回りで、効率的ではないように感じられるかもしれませんが、そ
れらは相互に密接に関係していて、独立に考えることはできません。（赤﨑勇氏、2011 年 4 月号、
青色 LED 実現への道

未到の領域「われ一人荒野を行く」）
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●産業界の人と一緒に研究するようになり新しいアイデアがどんどん出てくるようになったのです。
それは異分野、特に産業界の人とのインタラクションの過程で出てくることが多いのです。さらに重
要なのは、応用分野に対してのアイデアだけでなく、基礎的な、学術的な事柄に対してもアイデアが
浮かんでくるようになったのです。
（橋本和仁氏、2011 年 4 月号、特集『イノベーションシステム
に欠けているもの』社会的課題解決と研究者の役割）
● SiC（シリコンカーバイド）のデバイス開発の仕事は、エネルギーや環境負荷低減に関するもので
すから、特許を押さえて一企業とだけで実行できるものではありません。そのため、幾つもの国家プ
ロジェクトの立ち上げに関与して、国レベルでの展開を図ろうとしました。
（松波弘之氏、2010 年
12 月号、低炭素社会支えるシリコンカーバイド

デバイス実用化への道を切り開く）

導くもの
●垂直磁気記録方式という研究テーマは、
（略）磁気記録の基礎的な研究を段階的に追究していく中で、
おのずと見つかっていったものです。いわば、水平の研究を極限まで突き詰めていく中でそれ以外に
方法はないという形で出てきたテーマです。そのため垂直記録の原理、記録媒体、磁気ヘッドはすべ
て新しい発想に基づくものになりました。まさに日本の独創技術と言えることを、私は誇りに思って
います。
（岩崎俊一氏、2010 年 4 月号、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―）
●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。
（審良静男氏、2010 年 6 月号、免疫学の大革命が始まった！）
●有機ホウ素化合物は反応性が弱いので、水があっても全然反応しない。溶媒の中の水不純物といっ
た程度ではなく、水そのものの中でも分解しないくらい反応性が低いのです。そういう優れた特徴が
ある。しかし、有機ホウ素化合物は、パデュー大学の研究者仲間が言っていたように、安定な化合物
だから有機合成には使えないというのが大方の意見だったのです。
（略）僕は、分解しないという長
所を生かして、有機ホウ素化合物を使った新しい有機合成の研究をしたいと考えました。1965 年に
アメリカから北海道大学に戻り、この研究をスタートさせたのです。（鈴木章氏、2011 年 9 月号、
人生を決めた 2 冊の本）

Part 4

大学・人づくり
大学の役割
●大学は従来タイプの教育・研究にとどまらず、社会的な問題解決のための教育・研究を積極的に進
めなければならない。大学は、「象牙の塔」から「開かれた大学」へと転身しなければならない。（清
成忠男氏、2007 年 3 月号、巻頭言・産学連携・大学の課題）
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●（米国では）大学を中心とする学術界は日本以上に厳格なものとして存在する反面、多様な経歴や
文化を背負う者が出入りし、自由な討議が行われる。こうした側面があってこそ、大学の異質な科学
的知見の幅が広がると考えるようになった。
（岡田依里氏、2007 年 7 月号、海外トレンド・大学の
科学研究と産学のマインドセット ―米国の事例―）
●かつての華やかな映画産業は衰退し、撮影所というシステムは徐々に崩壊、いまやほとんど以前の
ようには機能していません。では次の時代のために一体どこで映画人を育てるのか、今のままで映画
業界はよいのか、という問題が提起されます。そこで登場するのが大学です。
（安藤紘平氏、2009 年
5 月号、
特集『育て新人 コンテンツ産業新潮流』産学連携でハリウッドに挑む ―新しい映画人材育成）
●電気自動車とこれまでの内燃機関自動車の違いを技術的側面で見ると、1 つは利用する科学的知
識がより広範囲に及ぶことである。第 2 に、使う技術の選択肢が増えることである。そして第 3 に、
応用技術が大きく発展する可能性を秘めているということである。これらのうち、まず第 1 の科学
的知識という点では、これまでの車では機械工学の知識が主だったが、これに加えて電磁気学、量子
力学等の知識を基盤とする物理学の総合的な成果が必要となる。
（清水浩氏、2010 年 11 月号、特
集『発進

次世代自動車』次世代自動車と大学の役割）

●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。（平野俊夫氏、2012 年 5 月号、巻頭言・
国家百年の計）
● 21 世紀に入っての（欧州の）産学連携の取り組みの最前線では、大きく 2 つの潮流が見られると
いうことである。1 つは、大学が「アントレプレヌーリアル・ユニバーシティ（起業家精神を持った
大学）
」へと自己変革しようとしていることである。もう 1 つは、地域において「新世紀都市」とも
言われるポスト工業化時代の新たな都市集積のハブとしてのリサーチパーク形成の志向が見られ、そ
の中心的役割を担う大学のプレゼンスが、急速に高まっていることである。（田柳恵美子氏、2009
年 11 月号、海外トレンド・21 世紀の大学像への模索

欧州の産学連携に見る 2 つの大きな潮流）

●大学時代の学習熱心度は、卒業時の知識・能力獲得程度に影響を与える。その知識・能力の量が、
現在の知識・能力獲得程度につながり、ひいては現在の地位も規定する。直接的ではないが、こうし
た間接的な効果が大学時代の学習にはある。大学時代、熱心に学習していた者ほど、社会に出てから
活躍する可能性が高いということである。（濱中淳子氏、2008 年 4 月号、連載『新しい技術者像
を探る』工学系卒業生のキャリア形成（上）大学時代の過ごし方と技術者の地位）

育てる力
●日本の技術者は国際標準のエンジニアと同等である、と主張するには、その能力についても同等性
の裏付けがなければならない。エンジニアに求められる complex な課題に対する対処能力、換言す
れば知識応用力、問題分析力、デザイン力、評価力、公益・法規・環境・倫理への責任力、チーム力、
コミュニケーション力、プロジェクトマネージ力、継続学習力のすべてにわたって、世界標準に欠け
ることがあってはならない。
（大橋秀雄氏、2009 年 3 月号、連載『新しい技術者像を探る』日本の
技術者、世界のエンジニア）
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●大学は、未来の社会を築くことに役立ってくれる人々を育てることが使命である。そして、社会を
実際に動かし、その働きを持続発展する役を担う産業界がその人々を受け止めて活躍の場をつくる。
そのことは今も昔も変わらない。しかし、それが単純な人材の引き渡しではなくなってきたのは、終
身雇用制による産業界が、従来の OJT によって人を育成する方法を大幅に変えつつあることから分
かる。産業そのものが多種多様になり、さらに１つの企業における仕事も大変多様で複雑になると同
時に、変化も激しくなった。そこでは、結局さまざまな仕事に容易に対応でき、創造的に仕事を遂行
できる能力を持つ人が強く期待されている。（白井克彦氏、2009 年２月号、巻頭言・新しい人材
育成の道をつくろう）
●何年か経てば、今の若者が我々の立場になる。だから、若者には立派に成長して欲しい。そうい
う若者に今、最も大切なことは、これまでの自分の居た社会とは異なる社会に身を置いて、「様々
な経験をしながら、真摯にものを考え、自らを磨くことである」と私は思っている。
（金澤一郎氏、
2011 年 1 月号

巻頭言・若者に今最も大切なこと）

●競争社会の中で共通の物差しが無いまま、点数主義化して論文数などで評価する傾向にある。論文
の数が目標になり小振りな研究になれば、創造性などに逆効果をもたらすのではと危惧している。人
材を育てないと研究成果も出ないので、研究はいわば教育の一環で派生するとも言える。上手くいか
せて自信を持たせられるように、良いテーマや適切なアドバイス、設備の利用や情報の活用が自由に
できるオープンな環境づくりを心掛けている。ニーズに応え具体的に役立つものを実現し、社会に役
立つことに誇りや喜びを感じてもらうように学生を教育している。
「良い子ぶりっこ」より「役に立
つうれしさ」を大切にし、有用な人材を育て、新産業の種になるような技術が大学から生まれるよう
にしていきたい。
（江刺正喜氏、2012 年１月号、マイクロシステムにおける産学連携）

時代が求める
●現在の複雑で不透明な時代においては、１つの学問で現実の問題に対応することが困難な場合が増
えている。よって、領域・分野横断的な問題解決アプローチが重要になってくる。同じように、大学
においては学部・研究科の縦割り、官庁においては省庁の縦割りでは現実の問題に対応できない。
昨今、
領域間・分野間などの研究資金の配分や、その方式の決定、プログラムオフィサー間の調整などを役
割としてプログラムディレクターが活躍し、これらの溝を補っている努力が見られるのは好ましいこ
とだ。これにより、研究課題の不必要な重複の排除や制度間の調整など、わが国の競争的研究資金全
体の有機的な運用強化が期待されている。
（安西祐一郎氏、2008 年 2 月号、巻頭言・産学官連携
の在り方）
●既存の知識を伝授するだけでは大学として極めて不十分である。社会で現実に遭遇する局面では、幾つ
もの要因が輻輳（ふくそう）した状況での対応が求められる。そこでは、状況を正しく分析する力とその先
の変化を読み取る先見性が要求される。このような状況での経験を積み重ねることで、より困難な状況に
対応できる力を蓄積していくことができる。このように自ら成長して行くことができる人材――これこそグ
ローバル化した時代におけるリーダー――に必要な基礎力こそ大学教育の中核でなければならない。
（小畑
秀文氏、2012 年 7 月号、巻頭言・グローバル人材の育成と大学教育の在り方 －迫られる自己変革－）
●現場に行って、現物を見て、現実の解決方法を考えるというマイスター的な人材を養成することが
必要ですから、大学にはそういう場になっていただきたい。机の上でどうのこうのというのではなく
て、いわば“大学工場”というものがこれからの地方大学の一つの在り方ではないでしょうか。今の
時代、
なかなか現場に行きたがらない。パソコンをたたいて喜んでいるというふうになりますからね。
（鈴木修氏、2012 年１月号、白熱討論
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●今目指しているのは、農と工の両分野が分かる人材です。例えば、農の分野の食料とか環境の専門
家であると同時に、工の分野の電池とかエネルギー問題にも一定以上の知見のある人間です。両方分
かる人材は少ない。しかし、行政、企業、あるいはいろいろな研究所などで方針を決めるときに、広
い知見が求められます。
（松永是氏、2012 年１月号、連載『東京農工大学の産学官連携（第 5 回）
』
オープンイノベーション・ラボ生かし研究大学の機能強化）
●文理対話能力をもった理系の人材が社会を考えて科学技術を推進し、文理対話能力をもった文系の
人材がその産業化と社会化を進める。それぞれの人材が対話し、連携することで、科学技術は科学の
世界にとどまらず、社会的課題を解決することに向かう。これが高等教育の目指すべき方向であろう。
（山内進氏、2012 年 11 月号、巻頭言・文理共鳴 ―文理の対話と連携）

理系女性のミカタ
●土木技術者女性の会には、さまざまなスタイルの技術者がいるので、当会でそのようなロールモデ
ルと接しているうちに、気が楽になり、何とかなりそうと前向きな姿勢になることも多い。当会の本
質的な役割はそのようなところにあり、会が擁する多様な人材こそが、会の宝であり会員サービスの
源なのである。
（桑野玲子氏、2012 年 8 月号、特集『学ぶ・働く
女性の会

理系女性のミカタ』土木技術者

30 周年、働きやすい環境づくり、地位向上の活動も）

●新しいものづくりの展開にあたり、女性の視点、考えの導入に対する要請は高い。しかし、専門職
たる機械系エンジニアの育成は一朝一夕にはならない。（山本創太氏、2012 年 8 月号、特集『学
ぶ・働く

理系女性のミカタ』機械系女性エンジニアの育成とネットワークづくり ―日本機械学会

Ladies'Association of JSME の活動―）

伝える
●異分野融合による研究開発を進める場合、必要なことは説明責任だと思います。まあ、それほど堅
苦しく考えなくてもいいのですが、要は自分が考えていることを、分野の違う人にちゃんと理解して
もらえる言葉で話せなければいけません。
（田中耕一氏、2005 年 9 月号、対談「質量分析計をめぐ
るノーベル化学賞受賞エンジニアと医師の産学連携の実際」）
●今、われわれがパソコンに期待しているのは演算能力のスピードではない。多くの機能の中で、最
も利用頻度が高く、重要視されているのは、インターネットや E メールに代表される快適な相互通
信の環境、コミュニケーション機能である。しかしながら、計算機能中心で進化してきたコンピュー
タは、コミュニケーション機能を最適化する道具ではないのである。
（原丈人氏、2005 年 11 月号、
コンピュータの次世代基幹産業は何か？ そして世界のどの国が主導するか？）
●社会の成熟化に伴い、科学や技術はブラックボックス化し、わたしたちは便利さと引き換えに、科
学や技術のプロセスを五感で感じる機会を失ってきた。しかしながら、科学や技術のもたらす結果を
一方的に享受するだけでは、科学離れ問題や科学リテラシー不足などの社会的リスクを回避すること
はできない。ならば、ブラックボックスを少しだけ開けてみて、科学や技術のプロセスを五感で感じ
ることができる場を、この地域につくることはできないだろうか。
（大草芳江氏、2009 年 10 月号、
科学と地域社会つなぐ社会起業家 ―特定非営利活動法人 natural science―）
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中小企業の「サポイン応募」を大阪府立大が支援
中小企業の技術の高度化を公的資金で支援する事業の 1 つに経済産業省の「戦略
的基盤技術高度化支援事業」がある。英語の「Supporting Industry」を略した「サ
ポイン」の通称で広く知られている。だが、企業にとっては狭き門。そこで、大
学の産学連携部門がその応募を支援する。

■はじめに
わが国の製造業の競争力の源は中小企業の高い基盤技術である。
経済産業省は、
中小企業がその技術力を活かし大学や大企業と連携して新製品・新技術を開発す
ることを資金面で支援する事業を行っている。
「サポイン」の通称で広く知られ
ている制度だが、中小企業の中にはこれに応募するための研究戦略づくり、事務
処理などが得意でない企業が少なくない。このため大阪府立大学は、中小企業の
「サポイン」応募をトータルにサポートする取り組みを、サポイン・キャンペー
ンと称して 2012 年度から展開している。同年度に新たに設置したリサーチ・ア
ドミニストレーションセンターが中心となって行っている。

■なぜ、大学が支援するのか

安保

あんぽ

正一

まさかず

大阪府立大学 理事・副
学長、地域連携研究機構
機構長、リサーチ・アド
ミニストレーションセン
ター長

＊ 1
平成 24 年度サポインの公募
（中小企業庁ホームページ）
http://www.chusho.meti.go.jp/
keiei/sapoin/2012/0416senryaku_
koubo.htm
＊ 2

サポインの正式な名称は「戦略的基盤技術高度化支援事業」

（Supporting

＊１

Industry ）である。
複数の中小企業者、最終製品製造業者（大手企業等）
、大学、公設試験研究機

22 の技術分野
（中小企業庁ホームページ）
http://www.chusho.meti.
go.jp/faq/faq/faq02_mono.
htm#q2

関等が協力し、鋳造、鍛造、切削、加工、めっき等の 22 技術分野＊２の向上につ
ながる研究開発から試作までを支援する。支援は最大 3 年間で約 1 億円の委託
事業（初年度上限 4,500 万円）
。ただし経費の 3 分の 2 以上は中小企業が使用す
るものとする。なお 2013 年度から約 5,000 万円（初年度上限 2,300 万円）の
小企業枠が設定される予定である。
ここで重要な点は、開発計画だけでなく、

本学が中小企業のサポイン応募を支援する
目的は、従来の下請型から R&D 型に脱皮し、
ことである。R&D 型の企業が増えることは、
大学の研究成果の受け皿が増え、卒業生の活
躍の場も増え、これが地域、さらには日本経
済活性化に貢献するものと考える。サポイン
は手段の１つであり、採択が目的ではなく、中
小企業育成という視点で取り組むものである。
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プレ・サポイン
（事業化を前提とした
技術戦略策定支援）
Ａ：事業戦略が明確な企業

共同研究・受託研究

Ｂ：事業戦略が不十分な企業
自治体等から推薦を受ける

ものづくり関連中小企業
後継者育成セミナー
共同研究・受託研究

１～３年間

１～３年間

サポイン支援期間

ポスト・サポイン

（研究・開発支援）

（事業化支援）

■研究開発支援
大阪府立大学（研究）
大阪府立産業技術研究所（開発）
その他大学、研究機関

（
サポイン応募）

かつ収益を上げる中小企業を数多く輩出する

１～３年間

■必要資金への対応（立替等）
■事務支援（進捗管理・報告等）
■その他、相談への対応
（技術者教育支援、人材派遣等）

事業化

事業化スケジュールを明確に示すことである。

大阪府立大学が管理法人として進めるサポイン・キャンペーン

最終目標は

その成果を利用した製品等の売り上げ見込み、

事業開発促進プログラム
大手企業による事業化だけでなく、
中小企業自ら事業化するための支援

■新規顧客・新規販路の開拓支援
自治体、商工会議所等のネットワーク活用

■資金調達の支援
金融機関、MOBIO※１等との連携
補助金応募※2への支援

※１ MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）
※２ 地域イノベーション創出実証研究補助事業

図１ ⼤阪府⽴⼤学のサポインへの取り組み
図１ 大阪府立大学のサポインへの取り組み
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■大阪府立大学のサポインへの取り組み
サポインへの取り組みを図１に示す。支援期間は最大 3 年。これまでは、こ
の 3 年間でいかに新技術開発を行うかに注力してきた。しかしその成果が必ず
しも事業に結び付いているとは言えない。理由はさまざまであるが、技術課題設
定時点での事業戦略の甘さ、開発後のサポートの弱さが大きく影響していると考
える。そこでわれわれは、プレ、ポストを含めたトータルな支援を展開する。
１. プレ・サポイン
このプレ・サポインでの取り組みが最も重要である。この段階でいかに研究・
技術戦略と経営戦略を練っておくかが成功のポイントである。ここでは 2 つの
ケースがある。
①戦略が明確な企業
事業戦略やロードマップが明確であり、それに基づいた新技術開発であるならば、そのた
めの研究開発に集中すればよい。まずは大学と共同研究等を行い、めどをつけた上でサポイ
ン応募を支援する。

②戦略が不明確な企業
新技術アイデアがあっても、事業戦略としての検討が不十分である場合、そのまま大学と
共同研究しても実にならないケースが多い。そこでわれわれはまず、ものづくり関連中小企
業後継者育成セミナーを企画した。
これは、新技術で事業拡大を希望する中小企業の後継者を対象とし、各企業の課題分析、
経営分析等に基づき、どの技術で事業を成長させるかをロードマップとして作成するセミナー
である。地域の自治体や商工会議所と連携して中小企業後継者を募集し、大学教員による座
学と企業への個別指導により、約 1 年をかけて事業戦略を明確にした上で、サポインへの応
募を支援する。

２. サポイン期間中
大学による研究支援、提携先の大阪府立産業技術総合研究所等による開発支援
に加え、管理法人としての事務支援、また経費への相談（立て替え等）にも対応
する。さらに終了後の事業化を見据えて、技術者の教育支援、人材派遣なども行
う予定である。
３. ポスト・サポイン
開発成果は大手企業に採用されるだけでなく、中小企業自ら事業化
することも重要である。われわれは、サポイン終了後の研究開発サ
ポートに加え、新技術を定着させるための社員教育支援、新たな事業
化資金としての各種補助金申請支援、地域自治体や商工会議所のネッ
トワークを活用した顧客や販路の新規開拓支援を行う予定である。

■おわりに
表１は、これまでの本学と中小企業との共同研究から発展したサポ
イン採択事例である。サポイン・キャンペーンは本年度より開始した
ものであり、特に中小企業の戦略や人材育成支援まで含めた取り組み
が成果を上げていくよう、大学を挙げて取り組んでいく。

表１

平成 23 年度テーマ一覧
（前年度からの継続テーマ含む）

■高機能マイクロ水力発電装置に用いる
高効率タービン（トルネードタービン）
の開発
■高効率有機薄膜太陽電池のプリンタブ
ル量産化基盤技術の開発
■高 発光効率かつ高耐久性蛍光分子骨
格を用いた薄膜白色光源用高分子電
界発光型青色発光材料および色素増
感太陽電池用波長変換材料の開発
■モバイルディスプレイの高機能化に資
する高効率な有機二次電池用正極活
物質の開発
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地域産業振興に果たす産学官連携の役割
―課題共有が出発点―
産学連携の１つの方向は、地域の中小企業の技術的な課題解決。大学だけでなく、
公設試験研究機関や金融機関も参画して地道な活動が展開されている。これまで
の成果と課題を整理し、提言する。

■はじめに
2004 年の国立大学法人化以降、各大学に知的財産部門が設置され、大学の第
3 の使命とされる社会貢献を目指した「産学連携」が一斉に推進されることになっ
た。当時、企業に対する大型特許訴訟が数件あり、多額の実施料収入を期待した
「バラ色の知的創造サイクル」を描いたものであった。当初は産学連携とはいう
ものの、大学、企業ともに自身の利益にばかりこだわり、同床異夢の状況であっ

高橋

たかはし

富男

とみお

東北大学高度イノベーショ
ン博士人財育成センター
事業推進主幹

た。しかし、次第に産学連携が、雇用の創生、地域産業振興に結び付くことが注
目されるようになり、公設試験研究機関（以下「公設試」
）や地元の金融機関も
参画して地道な連携活動が推進された。こうしたことにより中小企業の活路を切
り拓く成果も見られ、産学連携の目指すひとつの方向が見えてきた感がある。そ
の傾向は東日本大震災直後から一層顕著になった。そこで、地域産業振興に焦点
を当てて産学連携の在り方を見てみたい。

■コーディネート事例の分析から
産学官連携コーディネーターの体験を中心とした報告書が文部科学省から発行
されており、その中に紹介されている事例を参考に、これまでの地域連携の成果
を整理してみたい。
１．地域ネットワークづくり
何をやるにしても相手とよく知り合うことが第一歩である。特に地域の中小企
業が大きなウエートを占める地域産業振興を目的とする場合は、大企業相手の共
同研究とは異なり、地域の関係者がお互いに知り合う場が必要である。当初は大
学の教員が先導する形でネットワークをつくり、企業関係者が特定のテーマを持
たずに勉強会に集まるという形が多く見受けられた。しかし、この形では大学側
へ研究費が入らず、企業側は自社の課題解決に結び付きにくいために次第に停滞
していった。
現実に困っている問題を解決するという基本目的に立ち返り、自治体関係者が
コーディネーターとして間に入って技術相談への効果的なシステムが形成されて
きた。中小企業の経営者は多忙でメールやインターネットをする暇がないはずで
ある。宮城県の「KC みやぎ推進ネットワーク」や神奈川県の「かながわ産学公
連携推進協議会」などはその例である。また、自治体の事業団や金融機関が主催
してニーズ／シーズのマッチングを促進する仕掛けができてきた。山形県の「産
学金連携横町」はその 1 つで、金融機関が入ることにより、技術相談のみならず
78
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経営に関する相談も可能となった。産学金連携横町では開設後の半年間で 200 件
を超す相談が寄せられて共同研究に移行した例も見られている。
地域産業振興に向けた活動の場合は、単なる技術課題にとどまらず企業が抱え
ている経営課題（技術課題を含む）の解決が必要であり、総合的な視点で問題解
決を推進する体制の構築が望まれてきた証であろう。いずれにしても、このよう
な活動は推進母体がその目的を認識した上で高い志を持って進める必要があり、
推進組織や担当者に依存する度合いが大きい。また、状況の変化により目的機能
が変わるためにそれに合わせたシステムに変遷していく必要がある。
２．出前サービス
中小企業にとって大学は「敷居が高い」と言われているため、大学側から企業
へ出かけていく出前方式により成果を挙げている例が見られる。仙台市産業振興
事業団と東北大学工学研究科堀切川一男教授が実施している「御用聞き型企業訪
問」があり、多くの成果が報告されている。兵庫県立大学が公設試や県内の商工
会、中小企業家同友会と連携して、
「よく分かる出前セミナー」を開催して、地
域企業に新しい技術を紹介し、企業が自主的に課題解決に取り組むように活性化
を図ってきた。セミナーと並行して前出の「御用聞き型企業訪問」のように、あ
らかじめ企業ごとの真のニーズを把握した上での個別の技術相談対応にまで進展
するやり方を採れれば満足度向上に結び付くはずである。
３．関連公募事業等への共同研究プロジェクト申請
地域にある企業の技術と大学や高専の研究成果を組み合わせて、自治体や支援
機関の支援プロジェクトに申請することも地域発展への寄与が期待できる。この
場合は、産側の事業戦略および学側の研究ポテンシャル、ならびに官側の研究開
発に対する予算措置などの情報を持っているコーディネーターというよりもプロ
デューサーが必要である。一人では無理であればそれぞれに精通しているメン
バーと連携すればよい。岡山大学、徳島大学、公設試、県内の企業が連携して、
伝統技術である藍染技術と先進技術を融合する形で 2007 年に経済産業省の「地
域資源活用型研究開発事業」に応募し採択された。結果的に頭書の研究開発成果
が得られた。
成果の事業化には研究開発の数倍から数十倍もの資源とエネルギーが必要であ
るが、最終目標を達成することが肝要である。

■地域産業振興に向けた産学官連携の問題点
１．学側中心、課題の共有化不足
これまで地域振興を目指した産学官連携は、知的クラスター創成事業（文部科
学省）や産業クラスター計画（経済産業省）など、さらには多くのコーディネー
ターの努力のもとにネットワークづくりによる事業創生支援などが推進されてき
た。しかしながら、産業振興や雇用創生といった観点からみるとその成果は小粒
なものにとどまっているものが多い。その原因として、企画者と推進担当者が異
なるか相互の意思疎通が不十分であり企画者の意図が理解不足であること、目的
や方針が産学官（自治体）の関係者間で十分に認識されて共有化されていないこ
と、さらに産業化を強力に推進する体制が弱かったこと――などが挙げられる。
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学の知の活用が前面に出るシーズ指向での企画となりがちであるために、大学
関係者が企画したものに自治体と産業界が乗っかる形が多かったのではないか。
それだと、採択後の推進段階でも学が中心となり競争的資金の一種に位置付けら
れかねないためにコーディネーターも口出しが難しい状況になる。さらに、屋上
屋を架す委員会組織による形式的な運営形態となり、誰も責任を取らないことに
なる。産業の創生や事業化といった出口への注力部分が不足していたことが挙げ
られるが、ここ数年は事業化を明確に狙った国のプロジェクトが立ち上げられて
いることは好ましいことである。
一方、課題解決が前面に出たケースがある。2011 年 3 月 11 日に発生した東
日本大震災によって、被災地では産学官連携の様相が一変したと言っても過言で
はない。復旧と復興に向けて大学等も一斉に動いた。学側が保有しているハード・
ソフトを惜しみなく利用して被災地の救済に向かったのである。
効果的な動きをするには自治体との連携が必須であるが、地元のコーディネー
ター役の活躍もあって自治体と学側が見事に連携する形が随所に見られた。しか
も、学側はいわゆる手弁当でもあった。岩手大学の調査によれば、
「震災復興の
ために求められる産学官連携は早期に成果が得られるものであり、特に被災企業
からは従来よりも高品質なものや斬新的な新商品を市場に投入して操業停止期間
中のマイナスを埋めるものが欲しい。そのためには時間と経費をかけられないた
め、地域内にこだわらずに広域にわたる他大学の知の活用が必要」とのこと。東
日本大震災の復興では、各県庁や市役所の庁舎内に本部を設置して、自治体が描
いたグランドデザインをもとに関係者が課題の共有化やロードマップの認識の下
で取り組んでいるが、実効性のある産学官連携のパターンとして推進されること
を期待したい。
２．産学官トップの地域戦略共有化不足
わが国では地域によっては、産学官の長で構成される産学官連携推進のシステム
があるが、残念ながら地域戦略の共有化が十分でない。自治体関係者が 1 ～ 2 年
で異動になるため、肝心の課題提起までに至っていないのが実情ではなかろうか。
2005 年に福祉国家や ICT 産業振興として有名なフィンランドを訪問した際に
感心したことがあった。各自治体と大学関係者、
企業側の方々から説明を受ける機会が多くあっ

フィンランドに見る産学官連携

医療･福祉制度

た。フィンランドにおける産業クラスターに関

課題提供
地域のありたい姿

する詳細な内容は多くの資料が出されているの
でそちらを参考にしていただきたいが、どの市
を訪れても同じような内容の話を聞くことがで
きた。それは、大学の学長・副学長、自治体の

地域振興策
通信システムｅｔｃ

自治体

大学等

日常的な
産学官連携

企業・
ベンチャー等

副知事や副市長クラス、ベンチャーを含む産業
界の経営者クラスと強力なネットワークができ
ていて、明確な地域戦略のもとに課題や問題に

研究開発

ついて日常的に議論し、情報交換をしながら迅
速解決を図っていることだ。こうした地域戦略

インキュベーターを用意

の共有化をフィンランド技術庁（TEKES）も
バックアップしている。同国では単なる「モノ
80
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づくり」ではなく「コトづくり」を指向した仕組みができていることを示している。
単一シーズに依存するのではなく、総合力を活かす仕組みである。
３．シーズ指向
産学連携はどちらかと言えば学側からのアプローチが多く、大学の知を事業化
できないかという「シーズオリエンテッド」の形が多かったのではないだろうか。
そのことに多くの関係者がエネルギーを消費しているように思える。社会のニー
ズや地域のニーズ（潜在ニーズを含めて）から地域産業振興に向けた課題を明確
にして、産学官連携でそれを解決するというパターンにシフトする必要がある。
そのためには、ニーズ側である自治体や産業界がイニシアチブを取って積極的に
学側に働き掛ける動きが求められる。そのためには、自治体側の事業団や公設試
に所属するコーディネーターが積極的に前に出ることである。

■提言
地域産業振興を狙った産学官連携がコーディネーター各位の努力により成果が
出てきている。より大きな成果につなげるための要素として次の点を挙げておき
たい。
・学側のシーズから市場を探索するのではなく、地域の課題解決のためのシー
ズ抽出・組み合わせによるスピード感のある連携が必要である。
・自治体、学、産それぞれの責任者による強力なネットワークの形成により、
課題の認識と共有化とそれぞれが抱えている日常的な問題について情報交換
ができ、常に動ける体制が望ましい。
・コーディネーターにとって単なるモノづくりではなくコトづくりを指向した企
画推進が望ましい。特に自治体側や産側からの強力な働き掛けが重要である。
地域連携で実効があがる産学官連携のスキーム

都道府県

企画設計から推進まで連携
（Ｐｒｏｄｕｃｅ

学の知財の技術移転
個別技術相談
共同研究･受託研究

＆

Ｐｒｏｍｏｔｅ）

計画策定
（地域ニーズ対応）
主体：自治体
協力：産、学、金

方 針
グランドデザイン

従来型産学連携

●参考資料
・文 部科学省．産学官連携の新
たな展開へ向けて－産学官連
携コーディネーターの成功・
失敗事例に学ぶ－．2009．
・岩 手 大 学 地 域 連 携 推 進 セ ン
ター．東日本大震災における
産学官連携への影響調査報告
書～産業支援の観点からの調
査結果～．2012．
・笹 野尚．地域発のノウハウを
織り込んだフィンランドの産
業クラスター政策．産業立地．
2009,Vol.48,No.6,P.37-43

学の
シーズ

産の
シーズ

大型
プロジェクト

金の
シーズ

地域の
フィールド

関係者の共通認識とコーディネーターのマネジメント力
地域連携で実効があがる産学官連携のスキーム
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わずかなエネルギーで快適に暮らせる超高断熱住宅
住宅の高気密高断熱の性能を追い求める過程で出会った大学の教授。「ヨーロッ
パで可能なことが長野でできないはずがない。挑戦しよう」との教授の熱い思い
に共感し、共同研究を行ってきた。

北信商建株式会社（通称「ホクシンハウス」
、本社：長野県飯綱町、社長：相
澤英晴、以下「弊社」
）は長野県を中心に事業を展開している住宅建築会社であ
る。床下に設置した暖房器によって全館暖房する家造りに特化し、過去 20 年間
に 1,800 棟を超える住宅を供給してきた。高気密高断熱住宅のパイオニアとし
て知られる。
「断熱・気密・換気・暖房」の 4 つの基本性能を追求した独自開発
の FB 工法が全国初の最高ランク気密住宅認定（認定機関：一般財団法人建築環

相澤

あいざわ

英晴

ひではる

北信商建株式会社
代表取締役社長

境・省エネルギー機構＝通称 IBEC）を取得。さらに太陽熱を暖房・給湯に利用
する FBS 工法（IBEC のソーラーハウス認定工法）
、FB ソーラー（IBEC の環
境共生住宅認定）を開発するなど、少ないエネルギーで快適に暮らせる家造りを
目指してきた。その究極の形は「無暖房住宅」であると捉え、信州大学の山下恭
弘名誉教授と共同研究を行ってきた。

■山下教授の思いに賛同
「無暖房住宅」への挑戦は、スウェーデンの建築家ハンス・エーク氏の無暖房
住宅セミナーがきっかけだった。
「無暖房住宅」とは、建物の断熱や換気性能等
を高め、日射を効率良く取り込むことで、極寒の気候下でも人体や家電、照明等
の生活熱や太陽熱で快適に暮らせる住宅である。このセミナーのパネリストとし
て参加されていたのが山下教授だった。
当時、山下教授は、企業や大学等の研究者らが参加する「信州の快適な住まい
を考える会」の会長であり、他の先進国に比べてレベルの低い日本の住宅の省エ
ネ水準を向上させたいとの思いで、
断熱を強化した住宅について研究されていた。
演壇で語られた「ヨーロッパで可能なことが長野でできないはずがない。挑戦し
よう」との熱い思いに弊社は賛同し、商品化に向けての開発に取り掛かった。

■通年の実証実験

厚さ40ｃｍ

４倍の断熱材厚さ
厚さ10ｃｍ

「FB ソーラー無暖房住宅実験棟」は、延べ床面積約 44 坪
の 2 階建。外壁と天井にセルロースファイバーを吹き込んだ
400mm の断熱層（写真１）を施工。屋根のソーラーパネルで
不凍液を温め、給湯利用すると同時に、冬は床下で暖房として
活用する「FB ソーラー」システムを設置。開口部は木製トリ
プルサッシとしており、熱損失係数 Q 値が 0.75W／m2K と、
次世代省エネ基準（Ⅲ地域）の 3 分の 1 以下の極めて高い断
82
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熱性能で、竣工時の気密測定では、C 値が 0.2cm2／m2 であり、次世代省エネ
基準の 5.0cm2／m2 をはるかに超えた気密性能であった。
年間暖冷房負荷シミュレーションによると、実験棟の超高断熱仕様では、次世
代省エネ基準に比べて暖房負荷が約 18 分の 1 と算出された。長野のような寒冷
地では冬場の冷え込みが厳しく、生活熱と窓からの日射だけでは暖房エネルギー
の全てを賄うことが難しいが、FB ソーラーによる床下の放熱量を加えることで
実質的な暖房負荷をゼロにすることが可能となった。
しかし、実際の住宅で冬季の室内温度を 18℃以上に保ち、夏季にはオーバー
ヒートにならないことを実証した上で商品化したいと考え、実証実験を山下教授
と共同で行った。
発熱用の電球を付けた人体模型や照明・家電製品を実験棟に設置し、時間帯に
よってそれらの動作をコンピューター制御することで 4 人家族が実際に生活して
いる状態を再現。室内外の温湿度やエネルギー消費量などを計測し、検証
を行った。
測定は年間を通して行った。冬季は、特別な暖房器具を使用することな
く、生活熱と FB ソーラーで得られる太陽熱だけで 20℃以上の室内環境
を保てる結果となった。夏季は、南側に軒やベランダを出し、東西の窓に
オーニング（日よけ）等を設置して日射を遮る工夫を施し、北側の窓から
夜間の冷えた外気を取り入れることで、エアコンの電気代がわずか 1,887
円で、夏の間中、家全体を 27℃前後に維持することができた。
通年の測定による実証を得て、
2007 年に「FB ソーラー無暖房住宅」
（写
真２）として販売開始。同時に FB ソーラーを搭載せずに断熱強化を図っ
た「無暖房住宅仕様」をラインナップに追加。いずれもごくわずかな暖房
エネルギーで家中を快適に保つことができる。また、環境配慮の一環とし
て現在では、セルロースファイバーの原料となる古新聞の回収小屋を県内
の各展示場に設け、リサイクル資源の循環の取り組みも積極的に行い、地
域社会に貢献している。

写真２

FB ソーラー無暖房住宅の外観

■コスト抑制が課題
普及の課題は、いかにコストを抑制しながら性能を向上させられるかだ。建設
段階から壁の断熱層を室内側に付加し、セルロースファイバーの吹き込み工法を
採用するなど建設コストの抑制を図ってきたが、本格的な普及にはさらなる取り
組みが必要だ。
当社では、室内の間取りやデザインなどは自由に選べる一方で建物本体の大き
さや形を規格化することで、性能の確保とコスト減を図った提案型企画住宅「グ
リーンシードハウス」を 2008 年に商品化。建物外周部を決めることで、自動車
の燃費のように事前に建物の冷暖房費を明示でき、なおかつ建設コストも簡単に
表示できる。このシステムをもとに、エネルギーと価格の「見える化」を図り、
積極的に超高性能住宅の普及推進に取り組んでいきたいと考えている。
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連載

産総研の東日本大震災復興支援

被災地の中小企業に対する
第３回
研究開発支援
東日本大震災後、産業技術総合研究所は復興支援として、被災地域の中小企業に
対する研究開発支援を実施した。

■はじめに
被災地の復興には、被災地企業の短期的な回復だけではなく、中長期的な成長
と雇用の確保が欠かせない。産業技術総合研究所（以下「産総研」
）は、従来は大
企業・大学との共同研究が中心であるとともに、東北地域の企業や公設試験研究
機関（公設試）
・大学との連携・共同研究は活発ではなかった。しかし今回のよう
な未曽有の災害から被災地が復興するためには、産総研がこれまで培った研究能
力を生かし、被災地の企業を支援することが重要な使命と判断し、被災地企業が
求める新製品の開発や製造工程の改善、および本地域の将来の成長分野となる再
生可能エネルギー分野の共同研究を開始した。被災地の企業を直接訪問し、企業
のニーズを聞き取って、全産総研から最適な研究者とのマッチングを行い、公的
研究資金等も活用しながら多くの被災地企業との共同研究を企画・実施している。

■対象企業の選定と訪問
震災後 1 カ月で、産総研は震災前から東北センター＊２がリストアップしてい

後藤

ごとう

浩平

こうへい

独立行政法人
産業技術総合研究所
産学官連携推進部
産学・地域連携室＊１
＊ 1
中小企業支援、技術相談、公設
試連携の担当室。
＊ 2
仙台市にある産総研の地域拠
点。産業分野からの環境負荷を
減らすことを目指した研究開発
を行う研究ユニット（コンパク
ト化学システム研究センター )
と、東北 6 県との産学連携を担
当する東北産学官連携センター
を有する。

た東北地域の重要な中小企業 80 社を精査し、共同研究歴、中小企業庁選定の「元
気なモノ作り中小企業 300 社」や受賞歴、経営者の成長や地域に対する考え方
や取り組み、
技術への姿勢などあらゆる点を基に、
約 30 社まで絞り込んだ
（図 1）
。
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提案締切 (サポインの場合8月31日)
↓
審査ヒアリングの準備と出席
: 訪問先

図1: 企業とのマッチングから共同研究プロジェクト提案
■訪問時の企業の反応
絞り込んだ企業を対象に、産総研のイノベーションコー
ディネータ＊３と産業技術指導員（指導員）＊４、合計 10 名

技術相談における産業技術指導員の役割

が被災地を訪問した。

相談者

6 月初旬、ようやく交通機関や宿泊施設が整い始め、被

産総研ＨＰ技術相談フォームへ入力

災地企業が復興に向けた開発等を意識する頃合いを見計ら
い、指導員等は企業への訪問・ヒアリングを行った。実際

担当窓口：産学・地域連携室
回
答

相
談

の訪問に当たっては、公共交通機関の途絶、近隣に宿泊施
設が無いといったことだけでなく、打ち合わせの最中にも
余震に見舞われるなどの苦労が伴った。中でも沿岸地域を

産業技術指導員
（各分野の専門家）

共
同
研
究
の
ネ
タ

秘
密
保
持
契
約

共
同
研
究

研
究
実
施

公的研究資金
提案支援

訪れた際には、遺体安置場やがれきの山など被災の実態に
直面させられた。訪問先企業の状況はさまざまで、工場の

研究者

高台への移設や県外への移転を検討している会社もあっ
た。しかし、
地震や津波による甚大な被害にもかかわらず、
研究開発に関しては積極的な企業がほとんどであった。あ
る企業に訪問した指導員は、経営者からぜひこの企業にも

図２ 産業技術指導員の活動
図2: 産業技術指導員の活動

会ってほしいと言われ、他社にも案内されて予定外のヒア
リングを行うことも度々あった。

＊ 3

■公的研究資金への共同提案

＊ 4

ヒアリングにより開発ニーズを聞き取った企業について、指導員等は全国の産
総研の研究者とのマッチングを行い、複数の共同研究が成立した。しかし、研究
テーマが定まっても、資金の乏しい中小企業にとって、本格的な開発に多額の自
己資金を投入することは困難である。そこで、公的研究資金獲得の意欲がある企
業と共に、資金への応募を行った。ちょうど、平成 23 年度からは被災地企業を
対象とした各種研究開発支援制度が公募された。連携先企業はものづくり系が多
いことから中小企業庁戦略的基盤技術高度化支援事業（以下「サポイン」
）＊５が
主な応募制度となった。
応募に向けては、つくばを主とする産総研全体の研究者が連携先となったた
め、企業と研究者の開発会議や提案書の作成等のために、産総研研究者と指導員
はつくばと被災地を何度も往復しながら提案準備を行った。研究の背景、研究計
画、事業化計画、政策効果、波及効果などを何度も検討するのである。時には相

産総研の、産学官連携を行う
コーディネータ。

指 導 員 は 産 総 研 の OB 研 究 者
や企業経験者等で、各自の専門
分野で優れた研究歴を持つ。同
時に、技術相談窓口での対応を
担当しており、企業のさまざま
なニーズに日々接する立場にあ
り、ニーズを解決するべき技術
課題に“翻訳”することに長け
ている。相談内容に研究開発要
素が含まれる場合は、適任の産
総研研究者を選び出して、主に
中小企業とのコーディネートを
行って共同研究に結び付けた
り、公的研究資金への提案支援
やプロジェクトマネジメントま
で手掛けている（図 2）
。
＊ 5
中小企業による、ものづくり基
盤技術の高度化に資する研究開
発から試作段階を支援する制
度。

手企業と地元の公設試が産総研東北センターに来訪してつくばセンターと九州セ
ンターの産総研研究者とテレビ会議で議論することもあった。
これらの被災地企業と産総研研究者とのマッチング、共同研究プロジェクトの
企画立案、提案準備、関係者への説明等の活動の結果、平成 23 年度二次募集から
24 年度までのサポインに特定被災地企業との提案では 13 件の採択を得た（図 3）
。
中でも、従来 2 件しか採択の無かった東北地域の企業との共同研究テーマの
採択が、今回 8 件と大きく増加している。この他にも、平成 24 年度の JST 復興
促進プログラム＊６では 26 件
（マッチング促進 11 件）
が採択されている。さらに、

＊ 6
JST による、全国の大学等の革
新的技術シーズを被災地企業に
おいて実用化し、被災地復興に
貢献することを目的とした研究
開発支援事業。マッチング促進
は、企業との連携テーマプログ
ラム。
http://www.jst.go.jp/
fukkou/about/index.html
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公的研究資金を活用し、被災地中小企業との共同研究により
地域の産業復興を支援。
21年度採択 12件
22年度採択 42件

23年度採択 32件

北海道 ★★●

▲：当初予算 1件

◎◎■

△：補正予算 11件
★：当初予算 25件

青森

☆：予備費
17件
●：一次公募 13件(被災地4件)
○：二次公募

5件(被災地5件)

石富新
川山潟

☆■

（被災地向け)

特定被災区域

秋田

岩手

山形

宮城

△

☆

福島
福井
兵 京
長野
庫 都 滋 ☆■●●■
★
群 栃 茨
長 佐 福 山 島根 鳥取 ☆ ☆ 賀
◎ ● 岐阜 山梨 馬 木 城
崎賀 岡 口
●
★
▲★
■
■
△ 埼玉△
広島● 岡山 ■
千
■
★☆☆◎ 葉
大 奈 三 愛知 静
◎
阪
★☆
東京
大分
香川☆☆ △★良 重 ☆☆ 岡
●
●
愛媛
◎■
神奈川
熊本
△●
■■
★
★★◎
徳島
■■
★☆ 宮崎
●
■
高知
和歌山

★○○○◎
◎
○◎■

◎：三次補正 14件(被災地6件)
24年度採択

■：当初予算 22件
(被災地2件)

サポインに加え、平成24年度
JST復興促進プログラムにも、
26件採択

沖
縄
◎

鹿児島

静岡

★◎
■■■

東京

△△△△★
★★★☆☆

△△★★★★★
★☆☆●●●○
◎◎■

群馬

★■■■

サポインの採択状況
図3: 図３
サポインの採択状況

公的研究資金の活用には至っていないものの、被災地企業との共同研究を企画・
実施しているものは増加しており、今年度上半期だけで昨年度最終の共同研究件
数を大きく上回っている＊７。これらの共同研究が、
将来の企業の事業化への貢献、
ひいては被災地復興につながることを期待している。

＊ 7
昨 年 度 : 22 件 → 今 年 度 上 期 :
35 件

上記のような被災地企業の復興支援は、現在もなお続いている。とりわけ福島
県においては、産総研の再生可能エネルギー研究開発拠点＊８を、平成 26 年度に
郡山市に設立する。この拠点を軸として、福島県をはじめとする被災地の企業を
支援するため、当該地の大学、公設試、自治体とも連携していく予定である。

＊ 8
http://www.aist.go.jp/aist_
j/press_release/pr2012/
pr20121106/pr20121106.
html

■まとめ
今回の企業訪問や、その後の本格研究ワークショップ＊９で面談した多くの被
災地企業からは、震災によって失ったビジネスや取引先との事業を、産総研との
共同研究によって開発した新たな製品・サービスでカバーしたい、将来のビジネ
ス・成長事業にしたいという強い意欲が感じられ、産総研関係者は身の引き締ま
る思いで、
被災地企業の研究支援を行っている。しかし、
研究開発の実施に当たっ

＊９
産総研の各地域センターで開催
される、産総研全体のシーズで
地域との産学官連携を進めるた
めの公開ワークショップ。今年
度の開催については、下記参照。
http://unit.aist.go.jp/raipl/
honkaku_ws/

ては多くの研究資金を必要とするため、資金不足により、企画段階にとどまって
いるものが少なくない。被災地企業との共同研究の計画を実施するためには、政
府によっていましばらく十分な公的研究資金が支援されることが不可欠である。
産総研は保有する知識・情報・技術、そして人材を活用して、今後も被災地の復
興と成長を支援していきたいと考えている。
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視

点

補助人工心臓の開発ものがたりを聞いて
★補助人工心臓「EVAHEART」を開発され
た東京女子医大の山崎健二教授に話をお聞き
し、深い感動を覚えた。とともに、心臓移植
の問題を思い出した。わが国初の移植は、札
幌医大の和田寿郎博士らによって 1968 年に
実施されたが、疑義が生じ、長くタブーだっ
た。臓器移植法が制定され、心臓移植が普通
に行われるようになるのは、実に 30 年以上
も後である。この間、希望する患者は海外に
行った。ここに至る議論の中で感じたことは、
日本は、リスクを負ってでも患者を助けたい
という医師の思い・試みを、国民の合意形成
につなぐのが苦手だなということ。再生医療
でも、日本は臨床に応用する際の倫理面の議
論が遅れていると言われる。

「いつでも、
だれでも、
どこでも」
に応える
★新年を迎えた。明るい話題の年にしたいもの
である。規模の大小にかかわらず、自ら新たな
アイデアを出し行動するのが経営者の習性であ
る。 顧客ニーズをしっかり捉えた企業は成長す
る。「いつでも、だれでも、どこでも」を満足さ
せ、社会に足りなかった「もの」 や 「こと」を
提供することが企業として大切だと、急成長し
た企業の経営者が教えてくれた。これまであま
り参加していなかった人がイノベーションの主役
になることは、社会のスケールを大きくする。日
本を変える鍵は「地域」「女性」「若者」 の
参加にある。「いつでも、だれでも、どこでも」、
産学官連携や共同研究をしやすいシステムの創
出が重要である。

松尾 義之  株式会社 白日社 編集長／科学ジャーナリスト

編

集

後

記

山本 一枝 株式会社ウェザーコック 専務取締役

おかげさまで 100 号です

2002 年知的財産基本法制定、2003 年文科省・大学知財本部整備事業開始、2004 年

国立大学法人化――。その翌年の 2005 年１月に小誌は創刊されました。否が応でも研究
成果の利用促進に大学関係者の関心が高まった時期でした。それから丸 8 年。３つの増
刊号を含め本号が第 100 号です。毎月さまざまなテーマの記事を掲載することができた
のも、読者の皆さまの励ましのおかげです。100 号記念号の巻頭言は創刊当時、小誌発
行推進委員会の委員長を務めていただいた相澤益男先生（総合科学技術会議議員）にご寄
稿賜りました。また、3 つのインタビュー（がん研究で輝かしい成果を挙げた上田龍三先
生、間野博行先生、補助人工心臓開発で内閣総理大臣賞を受賞された山崎健二先生）を掲
載しました。いずれもブレークスルーについて詳細に述べられています。
スマートフォンが生活もビジネスも役所の仕事も変えつつあります。そのスマホ市場
で日本企業の影が薄いことは、方向感覚を掴めないわが国の産業界の象徴でしょうか。
2013 年は、産業界の奮起に期待します。企業が挑戦し国際競争に勝ち抜かなければ、科
学技術イノベーションは前に進みません。要は企業が変わり攻める気概を持つことです。
いまさら言葉にするのも恥ずかしいですが、自己変革がなければ成功体験は凋落の原因に
もなります。変化し続けるものが生き残るのです。本年もよろしくお願いいたします。


産学官連携ジャーナル（月刊）
2013 年 1 月号

2013 年 1 月 15 日発行
PRINT
ONLINE

ISSN  2186 － 2621
ISSN  1880 － 4128

Copyright ©2005 JST. All Rights Reserved.

（編集長・登坂和洋）

編集・発行：

問合せ先：

編集責任者：

〒 102-0076
東京都千代田区五番町 7
K’s 五番町
TEL：
（03）5214-7993
FAX：
（03）5214-8399

独立行政法人 科学技術振興機構（JST）
産学連携展開部 産学連携グループ

高橋

富男

東北大学 高度イノベーション博士
人財育成センター 事業推進主幹

JST 産学連携グループ
齋藤、登坂

87

Vol.9 No.1 2013

産学官1月号.indb

87

2013/01/10

9:39:52

産学官連携ポータルサイト

産学官の道しるべ

全て無料

http://sangakukan.jp/

http://sangakukan.jp/journal/
15
MOT

http://sangakukan.jp/shiendb/
DB
約2,800
約 1,900

グループ

「産学官連携ジャーナル」は独立行政法人 科学技術振興機構（JST）が発行する
「産学官連携ジャーナル」は独立行政法人 科学技術振興機構（JST）が発行する
月刊のオンライン雑誌です。

月刊のオンライン雑誌です。

URL: http://sangakukan.jp/journal/
URL: http://sangakukan.jp/journal/
●最新号とバックナンバーに、登録無しで自由にアクセスし、無料でご覧になれます。
●最新号とバックナンバーに、登録無しで自由にアクセスし、無料でご覧になれます。
●個別記事や各号の一括ダウンロードができます。
●フリーワード、著者別、県別などからの検索が可能です。
●個別記事や各号の一括ダウンロードができます。
●フリーワード、著者別、県別などからの検索が可能です。
問合せ先「産学官連携ジャーナル」編集部

TEL： 03
（5214）
7993
FAX：03
（5214）
8399
E-mail：journal@sangakukan.jp
問合せ先 「産学官連携ジャーナル」編集部

TEL: 03（5214）7993 FAX: 03（5214）8399
E-mail: journal@sangakukan.jp
産学官1月号.indb

88

2013/01/10

9:39:54

