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革新技術の実用化特集

■光触媒利用技術の産業化とその市場

■クロマグロの完全養殖技術の開発と産業化

■国産初の抗体医薬トシリズマブの開発

● 小型加速器ベースの中性子捕捉療法用治療装置の開発

● 技術試験衛星Ⅷ型「きく 8 号」
　GPS 津波計・波浪計・潮位計開発の現状と展望
● 株式会社地圏環境テクノロジー
　世界の水循環を描き出す東大発ベンチャーの挑戦 　　
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巻 頭 言

IT・エレクトロニクス産業は、これまで自動車産業とともに日本の輸出産業を支えてきた。
しかしながら、グローバルな競争がますます激化する中で、近年その役目を果たすのが難しく
なってきている。このまま衰退してしまうか、ここで踏みとどまり攻勢に転じるか、現在まさ
に正念場を迎えている。

熾烈な国際競争に打ち勝つためには、成長領域への事業転換とイノベーションによる新たな
価値の創出が不可欠である。成長領域として日本が注力する環境・エネルギーや医療・ヘルス
ケアなどの他産業と IT・エレクトロニクスの融合によって生まれる新たな市場は、国内のみな
らず、新興国をはじめ広く世界に貢献していくことが期待される。「ものづくりを中核とした
通商国家」こそが、今後も日本が目指すべき姿と考える。

一方、ものづくりに対する関心の低下や学生の理工系離れが懸念される中で、将来の日本の
ものづくり産業を担う人材の育成は喫緊の課題の 1 つとなっている。この課題に対して、IT・
エレクトロニクス産業としては、社会のいかなる変化にも機敏に対応し、自らの努力で全く新
しい分野を切り開くことができる「高度理工系人材」の育成に取り組んでいかなければならない。

電子情報技術産業協会（JEITA）は、産業界の将来を担う人材の育成に重要と思われる施策
について、2011 年に提言を取りまとめた。また産業界の視点に立ち、2009 年度から慶應義塾
大学、横浜国立大学などと連携し、効果的な教育プログラムの開発・実証を目指した実践的教
育プログラム（モデルカリキュラム）を開始した。さらに会員企業の研究開発や製造の第一線
で活躍する研究者や技術者を、中学・高校や東京大学、東北大学、電気通信大学、立命館大学、
大阪大学など多くの教育機関に講師として派遣し、身近な製品の仕組みや IT・エレクトロニク
ス産業の魅力、必要な人材像、技術者としての姿勢など実体験に基づいた講義を行っている。

将来にわたり日本を支えていく人材は、長期的視座に立ち継続的に育成していくことが肝要
である。JEITA は、今後も教育機関との連携をさらに深め、日本の将来を担う「高度理工系人材」
の育成に貢献するとともに、産業競争力の強化を目指していく。

■ IT・エレクトロニクス業界の人材育成

中鉢　良治
ちゅうばち　りょうじ
一般社団法人 電子情報技術産業協会　会長
ソニー株式会社　取締役
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近年、地球レベルの環境破壊が顕在化し、環境の保全と経済活動が調和した循
環型社会システムの構築が求められ、エネルギーや資源の効率的な利用、再生可
能エネルギーへのシフト等が進められている。このような中で今、光触媒技術が
着目されている。光触媒は太陽光や既設の室内照明などを利用して、空気浄化や
セルフクリーニング、抗菌・抗ウイルスといった効果を発揮することができる。
このように、環境に優しい技術である光触媒技術の進展について紹介する。

 ■はじめに 

光触媒は温和（常温常圧）な環境下で反応が進み、繰り返し利用できること、
また反応エネルギーとして永続的に供給される太陽光を利用できることなど多く
のメリットを持つ。代表的な光触媒である酸化チタン（TiO2）では 2 つの特徴
的な現象が知られている。１つは紫外線を吸収することで有機物などを酸化分解
する「分解性」である。1969 年に TiO2 と白金電極を用いた電気化学系に紫外
線を照射すると水が分解されることが報告され（本多 - 藤嶋効果＊＊ 1）、これを
機に光触媒の研究が進んだ。有機物を分解することから、生活環境を脅かすさま
ざまな問題、多種多様な有害化学物質による室内外の環境破壊、院内感染問題、
土壌汚染などへ応用が期待されている。

1995 年には光触媒のもう１つの特徴である TiO2 の光誘起超親水化現象が発
見され＊＊ 2、図１に示すように光照射により水がぬれ広がるという特徴を活かし、
セルフクリーニングや防曇効果へ応用展開されている。

革新技術の実用化

光触媒利用技術の産業化とその市場
酸化チタンと白金電極を用いた電気化学系に紫外線を照射すると水が分解される
―１９６９年に報告された「本多-藤嶋効果」をきっかけに始まった光触媒の研究は、
その後、技術開発が進み、応用範囲も広がっている。

＊＊１ 
Fuj ish ima,  A. ;  Honda,  K . 
Nature.1972,vol. 238, p.37.

岩田　広長
いわた　ひろなが

TOTO 株式会社　環境建
材事業部　技術主査

＊＊ 2 
Wang, R. ;  Hashimoto, K. ; 
Fujishima, A.; Chikuni, M.; 
Koj ima, E. ;  K itamura,  A. ; 
Shimohigoshi, M.; Watanabe, 
T .Nature .1997 ,vo l .  388 , 
p.431.

紫外線照射前 紫外線照射後

  図１ 　光触媒（酸化チタン）紫外線照射による水のぬれ性変化
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 ■光触媒製品 

1990 年代から光触媒を応用した製品が市場投入され始め、現在では、建材・
繊維・空気清浄機など多岐にわたっている（表１）。これら製品はおのおのの分
野で求められる機能を搭載し、道路資材や外装建材では建造物の外観をきれいに
維持する「セルフクリーニング効果」、自動車の排気ガスや工場の排煙などに含
まれる汚染ガスである窒素酸化物（NOx）や硫黄酸化物（SOx）を浄化する「空
気浄化効果」、屋内建材や繊維では「抗菌・抗ウイルス」や「消臭」といった効
果を提供している。

 ■光触媒製品の普及促進に向けて 

現在の光触媒市場は 2011 年で国内約 730 億円と推測されており（光触媒工
業会による推測）、一般の生活用品から内外装建材に至る幅広い分野で光触媒製
品が浸透してきていると言える。また、海外では EU に続き中国を筆頭とした
アジア諸国の技術力も向上し、市場進出も活発化している。光触媒製品の多くは
消費者に直接利用していただくものであり、製品の信頼性確保が重要である。こ
ういった社会背景から、一般社団法人日本ファインセラミックス協会が事務局と
なって光触媒性能の JIS 試験法制定が進められ、国際的には ISO の制定に向け、
活動が推進されている。また 2005 年には光触媒製品の健全な市場形成と普及を
目指し光触媒工業会＊ 1 が発足し、一定の光触媒性能を有する商品の認証制度に
取り組んでいる。制定された JIS 試験法に基づいた製品性能規格および表示方法
の統一基準を定めることにより、消費者に分かりやすく公平な視点から製品を選
択していただけるよう、光触媒工業会において順次、性能規格を制定し製品認証
を進めている。

このように技術の進歩とともにそれを取り巻く環境整備が進み、健全な市場形
成に向けた基盤も整ってきている。

  表１ 　光触媒を応用した製品

＊ 1 
光触媒工業会は、健全な光触媒業
界形成のため、また標準化を推進
すべく、経済産業省の指導のもと、
それまでの国内 2 団体が 2006
年に統合されて活動している。

製品分野 製品類

原料
一次原料 粉体
二次原料 コート材（TiO2+ バインダー）、コート材（TiO2 前駆体）他
中間材料 ラミネートフィルム、フィルター、不織布、紙、ビーズ、板材（鋼板）他

製品

外装材 ガラス、タイル、塗料、フィルム、膜構造体、外装建材、看板他
内装材 壁紙、天井材、ブラインド、タイル他
道路資材 舗装、ブロック、防音壁、遮音壁、照明他
自動車、輸送機器 車両塗装、窓ガラス、ミラー他
浄化機器 空気浄化機、エアコン用フィルター、水処理機用フィルター他
農業園芸 温室資材他
生活用品 家電（照明など）、消費財（スプレー、フィルム）、繊維他
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 ■製品化に向けた技術開発 

光触媒（酸化チタン）膜の実用化には、①光触媒活性 ②透明性 ③膜強度 ④耐
久性の検討が必要である。②については、特にガラスなどの透明基材に応用する
場合に膜厚や酸化チタン粒子径の制御が必要となる。④については、光触媒は有
機物を酸化・分解するため、膜中のバインダーとして光触媒に酸化・分解するこ
とがないシリコーンやフッ素系材料を用いる。また、有機物で構成された基材、
例えば樹脂フィルムに光触媒を直接加工すると、樹脂フィルム自身が酸化・分解
されてしまい、白化による外観不良や光触媒の脱落による性能低下につながる。
従って、有機物の基材には光触媒による酸化分解を防ぐバリア層を設けなければ
ならない。バリア層は基材との密着性など基材の材質ごとの検討が必要であり、
この点は各メーカーが独自に技術開発を進めている。一方、タイルやガラスなど
の無機物は光触媒により酸化・分解されないため、バリア層を設ける必要がなく、
多くの場合直接加工されている。

 ■ハイブリッド化による性能向上 

より良い光触媒製品とするために光触媒の弱点を補完する技術の採用も進んで
いる。例えば、暗所が続いて光触媒の親水性が悪化する場合がある。これに対し
ては親水性物質であるシリカやシリケート系の材料を加える。この結果、いった
ん光誘起親水性の状態になれば長時間親水性を持続することができる。光触媒の
抗菌・抗ウイルス性能についても、夜で日光が差し込まない部屋や蛍光灯が消灯
された場合などでは性能維持が困難となるが、光触媒に抗菌金属を担持させ、暗
所での抗菌・抗ウイルス性も保持している。さらに、明時（光がある場合）には
光触媒と抗菌金属の効果のみでなく、両者が共存することによる相乗効果で高
い性能が確認されている（商品名：TOTO ハイドロセラ・ウォール）。この他、
ホルムアルデヒドなど揮発性有機化合物（VOC）物質の浄化では、より効率的
に浄化を進めるために、VOC 物質を吸着する材料と光触媒を組み合わせて利用
するといった工夫を行っている。

このように光触媒製品ではおのおのの機能展開に応じ、多様な技術との複合化
を図り、性能向上を実施しているところも大きな特徴の 1 つである。

　
 ■光触媒製品の展望 

現在まで光触媒としては酸化チタンが主に用いられてきた。これは光触媒活性
が高いこと、化学的に安定であること、安全・安価であることにより、製品化に
最も適した材料であるためである。しかし一方、紫外線で反応するため、屋外で
は活躍の場が広いが、屋内では紫外線量が小さく応用できる場面も限られていた。

2007 年から 2012 年まで可視光応答性能の 1 桁向上を目標に「循環社会構
築型光触媒産業創成プロジェクト（プロジェクトリーダー：橋本和仁東京大学
教授）＊＊ 3」で研究開発が進められた。材料研究ではナノクラスター状の Cu（Ⅲ）
化合物や Fe（Ⅲ）化合物を酸化チタンや酸化タングステン上に修飾した可視光

＊＊ 3 
循環社会構築型光触媒産業創成プ
ロジェクト成果報告会予稿集 . 独
立行政法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構 .2012.
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型光触媒を開発した。プロジェクト参画メーカーにより、この材料を応用した
建材や空気清浄機が新千歳空港や病院（横浜市立大学附属病院、北里大学病院）
に設置され、抗菌・抗ウイルスについての検証が実施され、高い効果が確認さ
れている。今後、医療関連市場や住宅関連市場をはじめ屋内分野に広く応用が
進むと考えられる。

一方、屋外での利用については建築物の「きれい」を維持するセルフクリー
ニング利用が主であったが、近年、大気汚染問題への貢献が期待されている。
PM2.5 など大気汚染が問題となっている中国のみではなく、欧米や日本でも一部
の交通量の多い地区などではいまだに大気汚染問題が解決できていない。しかし
既に欧米や日本では工場等に汚染ガスの除去装置である脱硝装置や脱硫装置など
の設置や使用する燃料の脱硫、自動車の排ガス対策などが進んでおり、汚染ガス
発生前や発生直後の対策はほぼ限界に達している状況である。このような中、発
生後の大気汚染物質への対策が検討されており、光触媒もその対策の 1 つとして
考えられる。光触媒建材や道路資材は大気汚染物質である NOx や SOx を太陽
光や雨といった自然エネルギーを利用して浄化することができる（図２）。

化石燃料由来のエネルギーに頼ることなく、特別な設備を必要とせず、既存の
建築外装材や道路資材と置き換えて利用するだけで、大気汚染物質である NOx
や SOx を浄化することができるため、今後の普及による環境への貢献が期待で
きる。

  図 2 　光触媒外装建材（TOTO ハイドロテクト）による NOx 浄化
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 ■はじめに 

広域回遊魚であるマグロ類は、国際的な重要水産資源であり世界に８種が知ら
れる。特にクロマグロは美味で希少種のため市場価値が著しく高い。また、特定
の産卵期や産卵場所を有しないメバチやキハダなどと異なり、日本近海へ産卵回
帰するため、放流による栽培漁業対象種としても期待される。200 カイリを排
他的経済水域とする主張が世界的に定着した 1970 年代には、わが国の遠洋漁業
への影響が危惧されたことから、水産庁は沿岸漁業振興策の一環として、クロマ
グロの増殖事業推進を計画した。

この取り組みは、1970 年に近畿大学のほか 6 機関が参画し、3 カ年のプロジェ
クト研究として始まった。当初の方針は、天然親魚からの熟卵入手は不可能と思
われたので、養成親魚からの採卵を目指すものであった。以下の 2 面立てで取
り組んだ。

１．日本列島沿岸へ夏季に来遊する幼魚（ヨコワ）を活け込んで飼育し、養殖
および親魚養成技術を開発する。

２．養成親魚からの採卵が可能になるまで、漁獲されるマグロ類やその近縁種
を対象に、人工ふ化および飼育技術を開発する。

 ■近畿大学の取り組み 

国の最終目標は人工種苗放流による栽培漁業で
あったが、近畿大学でのそれは、種苗生産過程は同
じでも、他の養殖魚と同様に完全養殖を目指すもの
であった。養殖用の種苗には、当初は天然産を使用
せざるを得ない。しかし、近畿大学水産研究所を立
ち上げた故原田輝雄博士は、「いつまでも天然資源
に頼っている養殖に未来はない。養殖魚から親魚を
育て、採卵・ふ化による人工種苗生産で完全養殖を
目指すべき」という方針であった。すなわち、「完
全養殖」とは、天然資源に手を付けず、全過程を人
為管理下で行う養殖と定義でき、人工産稚魚由来の
親魚から採卵できたときに完結する（図１）。

革新技術の実用化

クロマグロの完全養殖技術の開発と産業化
魚の完全養殖とは、養殖魚から親魚を育て、採卵・ふ化という循環を実現すること。
1970年代から多くの研究機関がクロマグロの完全養殖に挑戦したものの撤退。近畿
大学だけは研究を続け、技術を確立した。その産業化は確実に近づいている。

宮下　盛
みやした　しげる

近畿大学水産研究所長・
水産養殖種苗センター長
教授

  図１ 　完全養殖の図
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 ■天然ヨコワの活け込みと親魚養成 

ヨコワを網いけすに活け込む研究では当初の 3 カ年、全参画機関で 1 年以上
の長期飼育ができなかったため、プロジェクト終了とともに本研究から撤退した。
しかし近畿大学では、試行錯誤の末 1974 年から長期飼育・養殖への道を拓き、
同年産群が満５歳となった 1979 年に初の自然産卵、仔魚から稚魚までの飼育に
成功した。しかし、稚魚は 47 日齢（全長 57mm）で全滅し、1980 および 82
年の飼育でも最長記録は 57 日齢（全長 79mm）止まりで、さらにその後 11 年
間産卵が途絶えたことで、技術開発は休止状態に陥った。

魚類における種苗生産では、全長数 cm の稚魚にまで育てれば成功、というの
がそれまでの常識であったがクロマグロには通じず、今日に至る本格的な技術開
発は、1987 年産親魚群が自然産卵を開始した 1994 年以降となった。

 ■人工種苗生産技術開発と３大減耗期 

1994 年には、全長約 5cm の稚魚 1,872 尾を初めて海面いけすに移動
（沖出し）できたが 1 年以内に全滅した。それまでの経過から、完全養殖
を達成するための課題は（1）不安定な産卵、（2）10 日齢ごろまでの初
期減耗、（3）（2）以後数週間にわたる激しい共食い、（4）30 日齢以降に
頻発する衝突死――の 4 つに大別できることが分かった（図 2）。これら
の課題には、水産研究所を挙げて以下の研究と対策が行われてきた。
（1）については、和歌山県串本町大島での産卵が不安定なことから（産

卵年確率約 5 割）、1998 年から奄美大島での親魚養成を開始し、2003 年
以降の安定産卵を実現した。
（2）の 10 日齢ごろまでの初期の大減耗は、現象として浮上死と沈降死

に大別できる。この最大の原因は、遊泳を休止する夜間に起こる沈降死で
あり、体比重と飼育水の比重およびその流動の関係から発生すると考えら
れた。そこで、体比重変動要因の究明および通気量制御法（日中微量・夜
間増強）の研究などにより、当初 10％程度であった生残率を 30％以上に
まで改善させた。
（3）の共食いは餌料不足によって激増し、初期生存仔魚の 80％以上が

減耗する。餌料系列は当初、ワムシ等の動物プランクトン、イシダイ等の
魚類ふ化仔魚、そして魚肉ミンチへと、全て生物餌料であり、特にふ化仔
魚の供給が最大の課題である。最近、ようやく魚肉への移行期である 25
日齢ごろ（全長約 25mm）から使える配合飼料が開発されたが、ふ化仔魚供給
問題は依然として解決されていない。クロマグロは 14 日齢ごろ（全長約 8mm）
からふ化仔魚を摂餌し始めると急激に成長し、18 日齢（全長約 15mm）以後の
摂餌量が激増するので、25 日齢ごろまでのふ化仔魚供給が最重要課題であり、
これに全力を挙げて対応した。
（4）の衝突死は、沖出し以後 90 日齢前後までの中間育成期に多発し、最終的

に全滅に至る。従って、実用種苗を生産し、完全養殖を達成するためには必須の
課題であることから、遊泳に関する生理生態学的諸要因を精査した。

 

 

 
 

図２ 人工ふ化クロマグロの発育段階 
         A:ふ化直後（全長 2.8 mm ）B:2日齢（全長 3.8 mm ） 
         C:10日齢 （全長  7.5 mm ）D:22日齢（全長 30.5 mm ） 
         E:38日齢 （全長 90.2 mm ）F:74日齢（全長 253.0 mm ） 
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B 

  図２ 　人工ふ化クロマグロの発育段階
Ａ：ふ化直後　（全長 2.8 mm ）
Ｂ：2 日齢　　（全長 3.8 mm ）
Ｃ：10 日齢　 （全長 7.5 mm ）
Ｄ：22 日齢　 （全長 30.5 mm ）
Ｅ：38 日齢　 （全長 90.2 mm ）
Ｆ：74 日齢　 （全長 253.0 mm ）
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その結果、全長約 5cm（30 日齢）から 30cm 前後（90 日齢・ヨコワ）までは、
尾びれによる遊泳推進力の発達に対し、遊泳を制御する他のひれの発達が遅いこ
とが分かり、衝突しやすい発育段階であるという結論を得た。そこで、衝突の確
率を低減する目的で沖出しいけすのサイズを大きくした。1994 年に用いたいけ
すは一辺 6m の角形であったが、1995 および 96 年の沖出しで直径 12m の八
角いけすにしたところ、1 カ月後の生残率は 24.9 および 16.4％へと顕著に高ま
り、2 年後に 17 および 35 尾を生存させることができ、少ないながらも初めて
実用種苗の生産に成功した。さらに、5,476 尾の稚魚を生産できた 1998 年の沖
出しには、直径 30m の円形いけすを採用した。

その結果、沖出し 1 および 2 カ月後の生残率を、それぞれ 50 および 30％前
後にまで高めることに成功し、満 2 歳で約 400 尾（体重 5 〜 15kg）を生存させ、
いけす単位での企業化水準を達成した。しかし大型いけすの場合、生産ロットの
生残尾数によっては、収容密度の関係から合理的な給餌作業に支障を来すことに
なる。そこで、夜間電照により 12m 角形いけすで大型いけす並みの生残率を得
られるように改善を図った。

 ■完全養殖の達成 

1995 および 96 年に生産した 2 群は、先述のように生存数が少なかったため
合併飼育したところ、それぞれ満 6 および 7 歳を迎え体重 110 〜 150 および
70 〜 120kg に成長した 2002 年 6 月に、産卵を開始し完全養殖を達成した。得
られた受精卵から飼育した稚魚（人工二世魚）は、2 年後に体重約 20kg に成長し、
試験出荷を行い従来の養殖マグロと変わらぬ市場評価を得た。

 ■産業化の現況 

全長約 30cm のヨコワまでの生残率は、初めて沖
出しが可能になった 1996 年度では卵からの通算で
0.03％であったが、現在、陸上水槽で 3％内外、沖出
し後の中間育成で約 30％、通算で約 1％にまで向上
している。この通算生残率は、マダイやカンパチでの
それぞれ 60 〜 70％および 20 〜 30％などに比べて
いまだ著しく低いが、現在の国内クロマグロ養殖用の
種苗需要数約 60 万尾の１割前後に相当し、完全養殖
の産業化は確実に近づきつつある。

しかし、他魚種の流通種苗サイズが全長 5 〜 10cm
であるのに対しクロマグロでは、衝突死というハイリ
スクから約 30cm と著しく大きい上に、許容飼育密度が他魚種より著しく低い。
そのためヨコワ 7 万尾を生産するには、現段階では、マダイ稚魚 700 万尾以上
に相当する施設が必要であり、量産には、漁業権の管理も含めて産官学の連携が
不可欠である（図３）。

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
図３ 人工ふ化ヨコワ（約 90 日齢）の生産量の推移 

           （近畿大学水産研究所総合） 

    

 
 

  図３ 　人工ふ化ヨコワ（約 90 日齢）生産量の推移
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 ■はじめに 

つい 10 年ほど前には「慢性」という二文字が病名の頭に付けられていた難病
「関節リウマチ」。それは、優れた治療法がないために病状が慢性的に悪化し続け
ることを意味した。新薬開発に進展が見られなかったのは病気の原因が分からな
かったからだ。今から 30 数年前にさかのぼるが、筆者らは自己抗体産生の原因
を解明すべく基礎研究を始め、Ｂ細胞の異常が深く関わっていることを知った。
Ｂ細胞を制御することが自己免疫疾患の根本的治療につながると考え始めたの
は 1981 年ごろであった。その後、大阪大学が、Ｂ細胞を抗体産生細胞に分化誘
導する因子インターロイキン 6（以下「IL-6」）が
自己抗体産生の原因であると報告したことに大きな
衝撃を受け、直ちに同大学と共同研究を開始。この
共同研究の成果である IL-6 阻害剤のトシリズマブ

（アクテムラⓇ）はヒト化抗 IL-6 受容体抗体であり、
国産初の抗体医薬である（図１）。適応疾患である
関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発
性関節炎、全身型若年性特発性関節炎、ならびに
キャッスルマン病に対して著明な治療効果を発揮す
る。日本発の新薬だが、世界90カ国以上で販売され、
難病に苦しむ患者の福音となっている。本稿では、「死の谷」をいかにして乗り
越えたのかを中心に、製品化されるまでの研究開発の軌跡を紹介する＊ 1。

 ■自己抗体出現の原因はＢ細胞異常 

免疫調節作用を有するリウマチ治療薬ロベンザリットの研究に従事したこと
で、自己免疫疾患に興味を持ち、カリフォルニア大学デービス校 M.E.Gershwin
研究室に留学する機会に恵まれた。ロベンザリットは、関節リウマチで機能低下
を生じている抑制性Ｔ細胞を活性化することで自己抗体産生を制御すると考えら
れていた。留学の目的はその作用機序を探求することであったが、思いがけず自
己抗体産生の原因としての「B 細胞異常」を検証する研究に取り組むことになっ
た。筆者は 1981 年帰国、得られた知見＊ 2 をヒントに B 細胞阻害剤の探索を開
始した＊ 3。

革新技術の実用化

国産初の抗体医薬トシリズマブの開発
中外製薬と大阪大学の共同で研究が進められた関節リウマチなどの治療薬トシリズ
マブ（製品名「アクテムラ」）は、わが国初の抗体医薬品である。
販売は世界に先駆けて日本から始まり、現在、90カ国以上に広がっている。
自己免疫疾患の基礎研究開始から30年。開発の道のりは？

＊ 2 
SLE（全身性エリテマトーデス）
の自然発症モデルである NZB ／
NZWF1 マウスでの研究の結果、
B 細胞異常が自己抗体産生の原因
になっていることが示唆された。
この B 細胞異常は胎生期から認
められること、また驚いたことに
胸腺を欠損し、Ｔ細胞が存在しな
いヌード NZB ／ NZWF1 マウ
スにおいても自己抗体産生を伴っ
た SLE 病変が発症した。これら
の知見から、B 細胞抑制が自己免
疫疾患の根本的治療につながるの
ではないかとの発想が浮かんだ。
海外留学での成果がトシリズマブ
の源泉となった。

大杉　義征
おおすぎ　よしゆき

一橋大学イノベーション研
究センター　特任教授

（元 中外製薬 株式会社  
トシリズ マブ研 究 開 発
リーダー）

＊ 1 
トシリズマブの研究開発の軌跡に
関する詳細は本稿文末に記した参
考文献を参照していただきたい。

  図１ 　トシリズマブの分子モデル
　三次元分子モデルは中外製薬株式会社 大田、小林両博士による製作

分子量148,000, Sub-class: IgG1,κ、

遺伝子組換え体 としてCHO細胞で生産

抗体可変領域の三次元構造
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 ■衝撃の学会発表―IL-6 が自己抗体を誘導する 

ヒット化合物が見つからないまま試行錯誤が続く中、大阪大学の岸本忠三教
授らによって「IL-6 が自己抗体を誘導する原因因子である」と発表された。学
会会場に居合わせた筆者はとっさに「われわれが SLE マウスで追い求めていた
B 細胞活性化因子と同じかもしれない。そうであるならば IL-6 阻害剤が B 細胞
異常を改善できる革新的な自己免疫疾患治療薬になる」と直感した。その報告と
は、「心房内粘液腫の患者に認められた、高γグロブリン血症、血中自己抗体出
現、CRP 高値、ESR 亢進、発熱、そして全身倦怠（けんたい）感などの諸症状
が、腫瘍を摘出した結果、きれいに消失した。そして、摘出した腫瘍細胞は大量
の IL-6 を産生していたことから、自己免疫疾患における IL-6 の関与が示唆され
た」というものであった。これは、前述のマウス自己免疫疾患の B 細胞原因説
を裏付ける決定的な発見であった。すなわち T 細胞が存在しなくとも、他の細
胞から IL-6 が過剰に産生されれば自己免疫疾患が発症することが臨床でも明ら
かにされたのである。早速、大阪大学との共同研究で IL-6 阻害剤探索に踏み出
した。1986 年のことである。

 ■産学連携で IL-6 阻害剤の探索 

共同研究が始まり、両者の作業分担など将来計画を話し合った。当時サイトカ
インの細胞内信号伝達の仕組みがほとんど解明されていなかったことから大学側
の興味の対象は細胞内への信号伝達に重要な働きを担う受容体を同定することに
あった。早速、IL-6 受容体遺伝子のクローニング作業に入った。会社側は大学
で同定される予定の受容体そのものを阻害剤として活用することを狙っていた。
すなわち、受容体の細胞外ドメインなら IL-6 をトラップして作用を阻害するで
あろうと考えたのである。　

1 年後に大学側によって計画通り受容体遺伝子が同定され、この成果に基づい
て企業側ではさまざまな長さの可溶性受容体を作製し、阻害活性を調べた。しかし、
IL-6 をトラップしても阻害活性を示すことはなく、逆に細胞内に信号を伝達する
アゴニストとして作用するのであった。

その謎は、大学側によって信号伝達の仕組みの全貌が明
らかにされた結果、見事に解き明かされることになる。そ
の IL-6 の信号伝達様式はユニークであった。IL-6 は細胞膜
上の受容体と結合しただけでは信号を伝えない。gp130 と
呼ばれる第 2 の受容体と会合し、この 3 者複合体が 2 組会
合して六量体になると、gp130 は細胞質内領域でホモ二量
体を形成する。その結果、キナーゼの活性化に始まる信号伝
達系が動き出し、IL-6 の信号が核に伝達される（図２）。同
様に可溶性 IL-6 受容体と IL-6 との複合体も細胞表面上の
gp130 と会合して IL-6 の信号を細胞内に伝達することが判
明した。この研究成果を受けて、 可溶性受容体の医薬品化の
試みを中止した。

＊ 3 
当 時 サ イ ク ロ ス ポ リ ン A や
FK506（タクロリムス）など T
細胞選択的免疫抑制剤は存在し
た。しかし、B 細胞選択的な阻害
剤は世界中どこにも存在しなかっ
た。B 細胞活性化作用を有するリ
ポ多糖体（LPS）によって自己抗
体産生を誘導する方法を用い、各
種化合物の薬効評価スクリーニン
グを開始した。

  図 2 　IL-6 受容体を介した細胞内信号伝達様式
（日本薬理学会誌 126, p.419-425, 2005 より改変）
IL-6 は受容体の領域 D2 と D3 の境界近辺に結合するが、トシリズマブもそ
の近傍を認識して結合し、IL-6 と受容体上で競合的拮抗する。
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 ■ IL-6 阻害剤候補として IL-6 受容体抗体を選択 

その後、低分子合成化合物など、いろいろと考えうる限りの手段を尽くして阻
害剤の探索を試みたが、IL-6 を阻害するモノは見つからなかった。そこで筆者
らは低分子化合物の探索を諦め、崖っぷちで思いついた苦肉の策が IL-6 受容体
に対するマウスのモノクローナル抗体を IL-6 阻害剤として活用することであっ
た。当時は抗体を自己免疫疾患の治療に応用するという＜非常識＞な発想は周囲
から理解を得るのは難しかった。しかも大量生産の方法が確立されておらず、低
い薬価では高い生産コストを吸収することは無理な状況でもあった。それでも諦
めきれず何とか薬にしたいという強い気持ちで多発性骨髄腫の治療薬としての開
発を提案した。広島大学原爆放射能医学研究所（当時）の河野道生らによる「IL-6
は骨髄腫細胞の増殖因子である」との報告に基づいての着想であった。

当時がんの化学療法剤といえばアルキル化剤や代謝拮抗剤などが主流だった
が、非特異的な細胞殺作用による副作用が大きな問題で QOL 改善の観点から有
用性を疑問視する声も多かった。それとは異なり、「がん細胞増殖因子の阻害剤」
という発想は斬新であるとの評価を得て、筆者らの研究提案が社内で承認された。
がん治療薬には高い薬価が期待できるのでコストの問題も解消されるであろうと
考えられた。しかし問題は、手元にあったのはマウスのモノクローナル抗体であ
り、これをそのまま医薬品として利用するのは難しく、使いやすくするためには
抗体をヒト化する技術によって構造を改変する必要があった。1990 年、この先
端技術を開発した英国 Medical Research Council(MRC) から技術指導を受け、
ヒト化抗体の作製に成功した。このヒト化抗体がトシリズマブである。抗原性の
軽減と血中半減期の延長を達成したことで、医薬品開発への道が拓かれた。工場
での大量生産技術の確立にも成功し、非臨床試験での有効性と安全性が確認され
臨床試験へと開発が進められた。

 ■トシリズマブの臨床での劇的効果 

前述のごとく、抗体を自己免疫疾患の治療に用いるという発想は、当時の日本
では受け入れられにくい挑戦的なものであった。ところが海外では時期を同じく
した 1990 年代の初めごろ、TNF αに対するキメラ化抗体インフリキシマブが
関節リウマチに著明な効果を示すことが明らかにされ、1995 年ごろ日本に導入
されることになった。筆者はこれを「黒船の来航」と呼んでいる。その結果、ト
シリズマブの対象疾患は多発性骨髄腫から関節リウマチへと変換した。抗体医薬
が、がん治療薬に限らず他の疾患にも広く応用できるのではないかとの期待が膨
らんだ上に薬価の問題も同時に解決されることが期待できたからであった。

関節リウマチは遺伝的素因に環境要因が加わり発症すると考えられているが、
根本的原因は現在でもなお不明である。以前から炎症性細胞の侵潤を伴う関節滑
膜組織の増生が病態の特徴として知られていたが治療の手掛かりはほとんど得ら
れていなかった。1988 年には血中 IL-6 レベルと関節リウマチ疾患活動性が相関
することが報告され、また血液検査所見や全身症状が、前述の心房内粘液腫と類
似していることからトシリズマブは自己抗体の産生を抑制することや CRP、発熱、
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および倦怠感など全身症状を改善することは予想できたのであったが、果たして
関節症状を改善するかどうか予測できなかった。しかしながら、岸本教授らはレ
ミケードの劇的効果を知って、トシリズマブにもある程度の効果を期待し関節リ
ウマチ患者を対象とした臨床試験が開始された。その結果、既存の関節リウマチ
治療薬（DMARDs）では達成できなかった画期的な治療効果が得られた。

 ■単なる抗炎症剤ではなく病気の根本から効く 

日本で実施された臨床第Ⅲ相試験の 1 つ、「さとり（SATORI）試験＊ 4」の結
果を図３に示した。DAS28 ＊ 5 平均値は 3.95 減少し、1.07 しか減少しなかった
プラセボ群をはるかに凌いだ（図３左）。投与24週後にはトシリズマブ投与によっ
て患者の 98％が有効、あるいは著効と判定されており驚異的に高い有効率が達
成された。特筆すべきは 47.2％の患者が 24 週後に臨床的寛解（DAS28 が 2.6
を下回ったら寛解と判定される）を達成したことである（図３右）。たった 2％
であったプラセボ群を大きく上回った。この結果は、これまでの標準治療薬であ
るメトトレキサートで治療しても十分な治療効果が得られなかった患者さんにト
シリズマブを投与すると、約半数の患者が 6 カ月以内に臨床的寛解（関節の痛
みや腫れがほとんど消えて病気が治癒に近い状態）を達成するという驚くべき結
果であった。

トシリズマブは、数日から 2 週後に効
果が認められるケースもあるが、他の症
例では症状の改善が緩やかにおき、患者に
よっては 3 〜 4 カ月程度の日数を要する
こともある。これは、トシリズマブは単に
抗炎症作用によって症状を改善するだけの
薬剤ではなく、免疫反応の根本に働き、病
気の原因に近いところで作用するからであ
ると考えられている。恐らく、インターロ
イキン 17 を産生する Th17 細胞の分化誘
導に IL-6 が重要な役割を演じるサイトカ
インであることが一因ではないかと考えら
れている＊ 6。

このように IL-6 は、B 細胞のみならず、病因的役割を果たす Th17 細胞の分
化・増殖に重要な働きを演じている。IL-6 は血管新生や破骨細胞の増殖・分化・
活性化など関節病変の発症、および進展にも重要な役割を演じていることも判明
している。また、発熱、食欲不振、慢性炎症に伴う貧血、全身倦怠感などの全身
症状の発現にも深く関わっていることも知られている。

ここ十年間でリウマチ治療は著しく改善し、従来の治療目標は「痛みを和らげ
る、関節破壊を遅らせる」ことであったが、現在では「関節破壊を止める」こと
が目標となっている。さらには運動機能の回復による生活の質の向上、そして生
命の延長にも未来が見えるところまで治療が進歩したと言われている。

＊ 6 
実際、マウスにおいては Th17
細胞が自己免疫病の発症に重要な
働きをしており、IL-6 のシグナル
遮断によって Th17 細胞が減少
し、それに伴って自己免疫病の発
症が抑制されることが明らかにさ
れている。

＊５ 
欧州リウマチ学会の定めた計算式
に基づき算出されるスコアで病気
の活動度を表す指標として用いら
れる。所定の 28 関節について診
察し腫脹と疼痛を示す関節数を求
め、赤血球沈降速度、および全般
症状、それらのそれぞれの値に定
められた係数を乗じたものの総
和。DAS28 スコアが 2.6 以下に
なると臨床的寛解と判定される。

＊ 4 
関節リウマチの標準薬でも効果が
不十分な患者に、同標準薬を対象
薬として行ったトシリズマブの試
験。

  図 3 　臨床第Ⅲ相試験（さとり試験）結果
日本で実施された臨床第Ⅲ相試験（さとり試験）で著明な症状改善が確認された。
左図）疾患活動性（DAS28）はトシリズマブ点滴静脈内注射（4 週間に 1 回）によって顕著に改善した。
右図）24 週後の判定で 98%の患者が有効・著効を達成した。丸印の中の数字は臨床的寛解を達成した患
者の割合を表すが、対照群がわずか 2％であったのに比し、トシリズマブ群で 47%という著明な効果が認
められた。
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特 集

 ■世界 90 カ国で発売され、ブロックバスターの仲間入り 

トシリズマブは日本発の抗体医薬品で大阪大学と共同で研究が進められ、世界
に先駆けて、わが国で発売が開始された。国産の抗体医薬品として日本初であ
り、また、IL-6 阻害剤として世界初である。現在、100 カ国以上の国々で承認
を受け、90 カ国以上で発売されている。単剤で標準治療薬であるメトトレキサー
トとの直接比較試験で優位性を示した初めての生物学製剤である。また、TNF
α阻害剤に対して抵抗性を示す患者を対象
にした試験でも高い有効性が示され、関節
リウマチ治療における新しい有用な選択肢
を提供するものである。図４はロシュ社の
開示資料に基づいて作成されたが 2012 年
には 800 億円の売り上げを達成している。
2012 年の欧州リウマチ学会においてトシ
リズマブは TNF α阻害剤の 1 つヒュミラ
との直接比較試験で有効性において優ると
報告された。使い勝手の良い皮下製剤の発
売も間近に迫っている。このような好材
料を背景として 2013 年にはブロックバス
ターとなり、2、3 年後のピーク時の売り
上げは 2,000 から 3,000 億円に達するだ
ろうと期待されている。

 ■産学連携が成功を導いた 

産学連携がトシリズマブの成功を導いたことは疑いのない事実である。大学側
の成果を企業側が活用し、新薬の開発につながった。予想通りにはうまくいかな
かったことも多かったが、その都度、企業と大学側の共同作業で原因を突き止め
乗り越えることができた。企業単独ではとても完遂することは不可能な難題も多
く、例を挙げれば受容体遺伝子の同定、信号伝達の解明などは最先端の知識と技
術を駆使しなければ成し得ない課題であり、多数の研究員の参画を必要とする。

さらに、大阪大学を中心とした国際的な幅広いアカデミアのネットワークを活
用し、常に最新の情報を手にし、またその時々のバイオテクノロジー、遺伝子
操作マウスなどの先端技術が駆使されてトシリズマブ開発が進展した。それら
が IL-6 の生理的意味を明らかにし、さまざまな疾病の病因を解明し、そして、
IL-6 の活性を中和する抗 IL-6 受容体抗体がこれらの病態を改善することが証明
されるに至った。企業秘密だといって企業内で研究を完結させようとする向きも
多いが、産官学の連携により研究のスピードと質を上げることで新薬の開発競争
に打ち勝つことができる。競争に負けては何も残らない。研究には銀メダルはな
いのである。多くの企業は共同研究をすれば、その成果は両者で分配しなければ
ならないので半減するが、単独で実施すれば成果は独り占めできると欲を考える。
しかし、大抵は競争に負け利益を手にすることができない。成果が半減しても勝

  図 4 　アクテムラの売り上げ推移

スイスフラン（百万）

ロシュ社の開示情報を基に作成

アクテムラの世界売上推移
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者になるためには躊躇（ちゅうちょ）することなく産学連携の道を選ぶべきでは
ないか。トシリズマブのケースを例にしても、単独で IL-6 阻害剤を探す道を選
択していたと仮定すると、低分子化合物は未だ合成されないまま IL-6 阻害剤探
索は中止終了していたであろう。

トシリズマブの経験から学んだことを一点付け加えておきたい。産学で共通の
興味を持つ研究課題は両者共同して解決に向け努力するのは当然であるが、大抵
の場合大学の目標と企業のそれとは異質の内容なので、業務分担してそれぞれが
別々に担当し実施することが産学連携の成功につながるのだと思う。

 ■終わりに 

筆者らが自己免疫疾患の基礎研究に着手してからおよそ 30 年の歳月が経って
ようやくトシリズマブが関節リウマチの治療に用いられるようになった。根本的
治療薬の開発を目指し B 細胞阻害薬の探索を進める中、IL-6 と巡り会い、IL-6
を阻害できるのは抗体しかないと悟り、ヒト化抗体トシリズマブの開発を思いつ
いた。驚いたことに IL-6 というたった 1 種類の分子をブロックするだけで難病
と言われ治療が困難であった関節リウマチの病状が顕著に改善することが明らか
になっている。IL-6 が原因と考えられる疾病は前述の関節リウマチ、若年性特
発性関節炎などの他にも数多く存在し、しかもそのほとんどに適切な治療法がな
いことから今後の適応症拡大の研究に大きな期待が寄せられている。
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小型加速器ベースの
中性子捕捉療法用治療装置の開発

難治がんや再発がんの治療法として期待されているホウ素中性子捕捉療法。これ
までは研究用原子炉を使って臨床研究が行われてきたが、筑波大学などの産学官
連携プロジェクトチームは、小型の加速器を使って中性子を発生させて治療を行
う“加速器ベース”の装置開発に取り組んでいる。

■はじめに　

日本人のがん患者数増大と超高齢化に対して、非侵襲的で患者の負担が少なく、
かつ、生活の質（QOL）の高い放射線治療の重要性が高まっている。放射線治
療は近年、最新のコンピューター制御技術を組み合わせた X 線治療（強度変調
放射線治療、サイバーナイフ等）や、粒子線（陽子線、重粒子線）治療技術の確
立により、外科手術に代わる治療として普及し患者数も増加している。しかし悪
性脳腫瘍などの浸潤がんや多発性がん、放射線治療後の再発がんに対する治療法
では外科手術、抗がん剤治療を含めていまだ確立できていない。これら難治が
んや再発がんの治療法として期待されているのがホウ素中性子捕捉療法（Boron 
Neutron Capture Therapy、以下「BNCT」） である。

BNCT は、がん細胞に選択的に集まるホウ素（10B）化合物を治療直前に患者
に投与し、病巣部に中性子線を照射することによってがん細胞内のホウ素と中性
子が核分裂反応を起こし、放出される粒子（アルファ線とリチウム原子核）によっ
てがん細胞を選択的に破壊する治療法である。図１に BNCT の原理を示す。放
出される 2 つの粒子の飛程は 10 μ m 程度と短く、この距離はちょうどがん細
胞径と同等であることから、2 つの粒子はがん細胞の細胞核を破壊して止まり、
隣接する正常細胞には届かない。発生する粒子（アルファ線とリチウム原子核）
は殺細胞効果の高い“重粒子線”であることから、BNCT は“がん細胞選択的
重粒子線治療”とも呼ばれている。

熊田　博明
くまだ　ひろあき

筑波大学 医学医療系
（生命医科学域） 准教授

図１　中性子捕捉療法（BNCT）の原理

写真 2　面積を 2 割ほど大きくした Educooker003

図１ 中性子捕捉療法（BNCT）の原理
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BNCT は治療に中性子を用いることから、これまで研究用原子炉を使って臨
床研究が行われてきた。国内では日本原子力研究開発機構の研究用原子炉 JRR-4
と京都大学原子炉実験所の KUR の 2 つの施設に BNCT 用の医療照射設備が整
備されている。同原子炉を用いてこれまでに悪性脳腫瘍や頭頸部がん、皮膚がん
の一種である悪性黒色腫、肺がん等に対する臨床研究が実施され、優れた治療成
績を収めている。しかし2011年の東日本大震災によってJRR-4は停止しており、
現在国内で BNCT を受けられる施設は KUR のみとなった。また昨今の原子力
事情により新しい原子炉を建設することは困難であり、また、原子炉が薬事法の
承認を受けることも不可能であることから、治療効果が実証されているにもかか
わらず BNCT は医療として確立、普及することができなかった。

この状況に対して、近年の加速器技術の進展により、小型の加速器を使って
中性子を発生させて治療を行う“加速器ベース BNCT”が現実的となってきた。
この加速器ベース BNCT が実現すれば、装置を病院内に設置して BNCT を実
施することが可能となり、また、治療装置が薬事法の承認を受けることも可能
となることから、BNCT の先進医療化、さらには保険医療化も視野に入れるこ
とができ、難治がん、再発がんに対する有力な治療法の１つとして確立できる
と期待されている。さらに日本の BNCT 研究は世界をリードしており、日本の
BNCT 治療装置は、日本の医療産業の再建にも貢献すると期待されている。

■陽子を中性子発生標的材に衝突させる

現在国内外で開発されている加速器ベース BNCT 用治療装置は、加速器を使っ
て陽子を数 MeV 〜 30MeV 程度まで加速し、これをベリリウムなどの中性子発
生標的材に衝突させて 2 次的に中性子を発生させる方式を用いている。この加
速器ベース治療装置の開発で最も先行しているのは京都大学グループであり、同
グループはサイクロトロン型加速器を用い、陽子を 30MeV まで加速してベリ
リウムに衝突させて中性子を発生させている。京都大学グループ以外のプロジェ
クトの多くは、陽子加速に直線型加速器（リニアック）を用いている。国内では
京都大学グループに続いて、筑波大学グループや国立がん研究センター、福島県
の総合南東北病院が、BNCT 治療装置の開発整備を進めている。国外では、英
国（バーミンガム大学）やアルゼンチン、イタリア、ロシア、イスラエルなども
BNCT 用治療装置の開発を進めている。

■産学官連携プロジェクトチーム

筆者が所属している筑波大学では、直線型加速器を組み合わせた BNCT 用治
療装置の開発整備を進めている。この BNCT プロジェクトを推進するため、筑
波大学を中心に高エネルギー加速器研究機構（KEK）、日本原子力研究開発機構

（JAEA）、北海道大学、茨城県と三菱重工業株式会社等の民間企業との産学官連
携プロジェクトチームを 2010 年に発足し、種々の競争的資金を獲得して治療装
置の開発整備に着手した。当該プロジェクトでは、加速器にリニアックを用い、
陽子を 8MeV まで加速してベリリウムに入射し、中性子を発生させる。陽子の
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エネルギーを 8MeV に低く抑えることで、発生する中性子の全体エネルギーを
低く抑えられ、治療装置の放射化と治療ビームに混入する高エネルギー中性子の
割合を低減させている。図 2 にリニアックベース BNCT 治療装置の概略を示す。

治療装置の主体装置である直線型加速器は、茨城県東海村に設置されている大
強度陽子加速器施設（J-PARC）のリニアックの技術を応用して開発しており、
J-PARC を開発した KEK が中心となって装置設計を行い、加速管本体の製作は
J-PARC 用加速器の製作実績のある三菱重工業が担当した。また、このリニアッ
クの製作と並行して、「ベリリウム中性子発生標的装置」、発生した中性子を医療
用に調整する「モデレータ」、そして中性子を病巣に集中するための「コリメータ」
等で構成される「中性子発生装置」の設計・製作を KEK、JAEA、北海道大学、
筑波大学等で連携して実施している。

茨城県は、開発した加速器中性子発生装置を用いて BNCT に関する基礎的、
臨床的研究を実施できる研究拠点「いばらき中性子医療研究センター」（茨城県
那珂郡東海村）を整備した。図３は同センターの加速器室内に製作した BNCT
用リニアックの加速管本体（DTL ＝ドリフトチューブリニアック、RFQ ＝高周
波四重極リニアック）を設置した様子である。

図３ いばらき中性子医療研究センター内に
設置したBNCT用リニアック

図２ リニアックベースＢＮＣＴ用治療装置

リニアック

�子�

中性子発生部

中性子

ビーム照射孔ベリリウム中性子発生標的装置

患者

図２　リニアックベースＢＮＣＴ用治療装置

図３　いばらき中性子医療研究センター内に設置した BNCT 用リニアック
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■医療関連機器の開発実用化

BNCT を実施するためには加速器ベースの中性子発生装置の開発だけでなく、
中性子モニターや治療計画システムなどの医療関連機器の開発整備も必要であ
る。治療計画システムとは、患者の CT 画像データを取り込んで人体の 3 次元
モデルを作成し、照射条件（中性子ビームの入射角度など）を設定して、照射シ
ミュレーションを実施して、その患者に対して最適な治療条件を導き出すソフト
ウエアである。筑波大学では、原子炉ベース BNCT 用に開発された治療計画シ
ステムをベースに、加速器 BNCT にも対応し、さらにユーザーインターフェー
スも洗練した新しい治療計画システムの開発を進めている。また、この治療計画
システムを使って決定された照射位置に、患者を正確、かつ、迅速に固定するこ
とのできる「患者セッティング装置」や、患者に照射させる放射線をオンライン
計測する「中性子・γ線リアルタイムモニター」などの開発も行っている。これ
らの機器は、筑波大学や JAEA、そして地元の中小企業等と連携して開発を進め
ている。これらの医療関連機器は、筑波大学の装置だけでなく、他の BNCT 治
療施設にも導入する計画であり、また、国外の BNCT 研究機関からも注目され
ていることから、将来的に BNCT 分野の世界スタンダード技術として普及展開
させることを目指している。

■つくば国際戦略総合特区

内閣府が主導する国の「総合特区制度」において、国際競争力のある産業の育
成を目的とした「国際戦略総合特区」は、平成 23 年度に全国 7 都市が指定され、
その中の 1 つとしてつくば市を中心とした「つくば国際戦略総合特区」（以下「つ
くば特区」）が選定された。このつくば特区では、ライフイノベーション分野と
グリーンイノベーション分野から４つの先導的プロジェクトが選定されており、
その１つとして「次世代がん治療（BNCT）の開発実用化」として BNCT の研
究開発テーマが設定されている。

■今後の展望

筑波大学を中心とした BNCT プロジェクトの今後の計画は、平成 26 年度まで
に治療装置を完成させて医療用の中性子ビームを発生させ、物理照射実験および生
物（細胞および小動物）照射実験を実施して発生する中性子ビームの医療への適用
性、安全性を確認したのち、速やかに同装置による臨床研究を実施する。これと並
行して特区を活用して関連する規制緩和を図り、医薬品医療機器総合機構との協議
も重ねて、平成 27 年度内に装置の薬事申請に向けた治験を開始する計画である。

当プロジェクトで開発整備する最先端の医療機器は、将来、日本国内だけでな
く欧米およびアジア新興国等にも普及展開することを目指し、日本の医療産業の
活性化にも寄与するものと考える。さらに当該事業は、国外の難治性がん患者を
日本の先端的治療施設に導いて治療を行う医療ツーリズム構想にも寄与するもの
と期待される。
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産学連携でインフルエンザウイルス
診断キットを開発

インフルエンザのような症状の患者でも、インフルエンザ以外のウイルスが検出
されることはまれではない。迅速診断キットが有用だが、インフルエンザ発症初
期では診断は容易ではない。これに対応するため、診断薬メーカーが東京工業大
学、沼津工業高等専門学校の研究者と連携して診断開発キットを開発した。

■はじめに

株式会社ビーエルは体外診断用医薬品、各種研究用分析試薬の研究開発ならび
にこれらのシステム開発の事業を行うために、1991 年に静岡県沼津市に設立さ
れた。さまざまな分析技術をもとに独自の体外診断用医薬品の研究 ･ 開発を行っ
ており、事業化したインフルエンザウイルス、アデノウイルス、RS ウイルス、
結核菌群、大腸菌 O157 などの体外診断用医薬品をグループ会社の株式会社タ
ウンズが販売している。

■インフルエンザ早期診断の効果

2009 年にメキシコで始まった新型インフルエンザ（インフルエンザ A/ 
H1pdm09）の世界的な大流行は記憶に新しい。日本でも被害の拡大が懸念され
たが、米国での死者が 1 万人を超えたのに対し日本では 200 人ほどに抑えるこ
とが可能であった。これは迅速診断キットの普及による早期診断と、抗インフル
エンザ薬による早期治療が行われた効果である。迅速診断キットの果たした役割
は大きく、臨床の現場では必要不可欠なものとなっている。

■発症初期でも測定可能

インフルエンザ迅速診断キットは 1998 － 99 シーズンに初めて日本に導入さ
れ、現在では数多くのキットが販売されている。現在使用されているキットは、
ヒトに感染する A 型および B 型のウイルスを検出することが可能であり、A/
H1pdm09 においても従来の季節性インフルエンザの診断キットが使用可能で
ある。免疫クロマトグラフィー法や酵素免疫測定法などを測定原理としておりイ
ンフルエンザに特異的な抗体を用いて検体中の抗原を検出する。発色粒子として
は、金コロイドや着色ラテックスなどが用いられている。

冬期にインフルエンザ様疾患の患者から分離されるウイルスはインフルエンザ
ウイルスが多いが、アデノウイルスや RS ウイルス、パラインフルエンザ、ヒト
メタニューモなどのウイルスが検出されることもまれではない。インフルエンザ
発症初期においては、臨床症状のみから診断することは必ずしも容易ではなく、
迅速診断キットが有用となる。しかしながら発症初期はウイルスの増殖が少ない
ため、検査結果が偽陰性（インフルエンザであっても陽性にならない）を示す可

芦川　靖
あしかわ　やすし

株式会社ビーエル 事業推
進室 室長／佐賀大学 医
学部 病因病態科学講座　
微生物学分野 客員研究員
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能性も考えられる。また、近年では発症から 6 時間以内の早期に医療機関を受
診する傾向もみられるため、発症初期でも測定可能な迅速診断キットが望まれて
いる。

そこで、より精度の高い診断キットを目指して東京工業大学の大倉一郎教授、
ならびに積極的に産学官連携活動に取り組んでいる教育機関である沼津工業高等
専門学校の蓮實文彦教授らとインフルエンザウイルス迅速診断キットの高感度化
に取り組んだ。

迅速診断キットに求められる要件は、検査を必要とする場面で（ベッドサイド
や空港の検疫などでも）使用可能なことと、特殊な機器を使わないで検査ができ
ることである。例えば蛍光標識を用いればより高感度な検査は可能になるが、専
用の装置が必要となり使用する場所が限
定されてしまう。また、検査にかかるコ
ストも高くなる。

今回、大倉教授、蓮實教授らとの連携
で開発したものは、新たな標識粒子とな
る白金－金コロイドである。本研究は大
倉教授の持つ白金コロイドの製造技術を
応用し、イムノクロマト試薬の高感度化
を目指して東京工業大学からの提案で実
現した。

一般的にイムノクロマト法の迅速診断
キットは、白色のメンブレン上に赤紫や
赤、青色の判定ラインが出現する。判定
ラインの色の濃度は検体中に含まれるウイルス量に
比例し、ウイルス量が少なければ薄いラインとなり、
判定が困難な場合もある。

今回の連携で開発を行った白金－金コロイド粒子
は、金コロイド粒子の表面に白金コロイドを被膜さ
せた黒色の金属コロイドである。白金－金コロイド
は従来の金コロイドと比較して発色強度が高く、標
識物としての視認性に優れている（図１）。白金－
金コロイド粒子は黒色であり、従来の赤紫色の金コ
ロイド製品と比べるとコントラストが明瞭であるた
め、検体に含まれるウイルス抗原濃度が低い場合に
見落としがちだった場合でも、黒色の判定ラインが
明確に見えるようになった。また、従来の金コロイ
ドを用いた迅速診断キットと比較して高感度になったため、より短時間での判定
が可能となったことも特色のひとつである。この白金－金コロイドについては特
許＊１を取得している。

この技術を生かした製品開発が行われ、株式会社タウンズから「イムノエー
ス Flu」「イムノエース アデノ」「イムノエース RSV Neo」として販売されて
いる（図 2）。

図２　白金 - 金コロイドを使用した製品

＊１ 
・特許 3886000 号　金属コロ

イド粒子（特許取得）
・ 特 許 4180531 号　 金 属 コ

ロイド粒子及びその製造方法
（特許取得）

・米国 7713328 号　Metallic 
co l lo id  par t i c les  and 
process for producing 
same（特許取得）

白金-金コロイド

コロイド イメージ
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白金-金コロイド技術

金コロイド

コロイド イメージ

金コロイド
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白金-金コロイド

図１．金コロイドと白金-金コロイドとの比較写真
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図２．白金-金コロイドを使用した製品

図１　金コロイドと白金 - 金コロイドとの比較写真
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■イムノエース Flu

イムノエース Flu は、上気道に感染したインフルエンザウイルス抗原を特異
的に認識するモノクローナル抗体を使用した免疫クロマト法を原理とする試薬で
ある。インフルエンザウイルスの核タンパク質を認識するモノクローナル抗体を
使用することで、A 型および B 型の鑑別検出が可能で、A 型では H1 から H16
までの全ての亜型に対し高い反応性を有している。

標識物に本連携の成果である白金－金コロイドを使用し、従来と比べ低濃度領
域の感度が飛躍的に向上した（図３）。

また感度が上がったため 3 分から判定という非常に短時間での検査が可能と
なり、白金－金コロイドの特性を活かした黒色ラインで判別しやすくなった。ま
た、検体採取用のスワブには刺激の少ない新たな鼻腔用スワブを採用したので患
者負担が低減し、鼻汁鼻かみ液でも検査が可能となった。

■おわりに

白金－金コロイドは、インフルエンザなどの迅速診断キットの新たな標識粒子
である。今回の連携の成果である白金－金コロイドを用いた迅速診断キットは、
既存のキットに比べ迅速、的確に診断を行う上で、有用性の高い製品となった。
今後、他のウイルスにおいても白金－金コロイドを使用した製品の開発を進めて
いく予定である。

図３．イムノエースFlu（白金-金コロイド）と従来品（金コロイド）との性能比較図３　イムノエース Flu（白金 - 金コロイド）と
  従来品（金コロイド）との性能比較
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パネル型ソーラークッカーの開発

ソーラークッカーとは太陽の光だけで調理する道具のことで、エネルギー不足の
国などの支援にも活用されている。平板を組み合わせた構成で、コストの低い「パ
ネル型」の日本での事業化に挑戦した開発物語。

太陽光を集めて熱源とし、それで調理するソーラークッカーが発明されてから
240 年になるが、日々の燃料調達に困っている人々を救うことができる道具であ
ると認識されたのは最近のことではないかと思う。ソーラークッカーは大別して
箱型、集光型、パネル型の 3 タイプがある。文献に残る最も古いものは箱型。だ
いぶ遅れて集光型が現れる。一番形状の簡単なパネル型は実はあまり古いものは
見つからず、定義も平板の組み合わせにより構成された安価なものという漠然と
したもので、他の 2 タイプのように集光方式によって分類されたものではない。
簡単に言ってしまえば集光率、耐久性を犠牲にして価格を抑え、導入しやすいこ
とに重点をおいたものである。

しかしこのパネル型にはとても面白い特徴がある。一度セットしたら、方向や
角度を再調整することなく――1、2 時間置きっぱなしで――調理が完了すること
である。10 年ほど前、このパネル型を使ってみたことがある。11 月の初旬ごろま
では日本の太陽高度でも十分使えた。しかし冬場はやはり調理温度まで上がらな
かった。「日本でも 1 年中使えるパネル型ソーラークッカーがあれば、教材として
もレジャー用品としても魅力がある」と思った。

■置き方を変える

しばらくして、栃木県佐野市の教育委員会から、中学生がサマーキャンプで使
える安価なソーラークッカーを提案してほしいという依頼を受けた。

急きょ 1 メートル角の段ボールでプロトタイプをつくり、使ってみたところ、
夏場の太陽なら楽に 1 合のご飯が炊けることが分かった。問題は冬場でも調理で
きるものにすることだった。これに対処するには季節に
よって形状を大きく変える必要がある。しかし、筆者は、
クッカーの形状は変えず、置き方を変えることで対応し
た。集光はどの程度得られているか、無調整でも 1、2 時
間高い集光率を維持できるという長所が得られているか、
段ボール表面の凹凸が集光率に影響していないかなど、レ
イトレーシングのソフトウエアを使って確認し、形状を
チューンアップした。これによって形が定まった（写真 1）。
ただ、中学生は大型のカッターを扱うことには慣れておら
ず、工作時に大きなけがをする危険性があるので、あらか
じめカットしたもので教材化することになった。

中條　祐一
なかじょう　ゆういち

足利工業大学　自然エネ
ルギー・環境学系　教授

写真 1　Educooker（エデュクッカー）002
　　　　　プロトタイプ（夏と冬のセッティング）
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■ 1 年中 2 合まで炊ける

製品化の話を持ちかけてくれたのは昭和理化学器械株
式会社で、価格や性能など教材としての必要条件を熟知し
ており、販路にも精通しているという強みがあった。また
近隣の企業とも幅広く交流しており、その紹介により大木
紙業株式会社の協力もすぐに得られた。大木紙業には再
三、段ボールの厚み、素材の変更、表面の吸湿性の改良等
の提案をいただいた。現在は面積を 2 割ほど大きくして 1
年中 2 合まで炊けるパネル型を製品化し、この 2 月に「ぐ
んまの環境新技術・新製品」に選定されている（写真 2）。

■課題は耐久性

これを気に入ってくれた何人かの仲間が海外で紹介してくれた。一番の課題は
耐久性であることが分かり、素材を樹脂（段プラスチック）に変えることまでは
すぐに思いついた。段ボールに貼付されているアルミ蒸着フィルムは過酷な条件
下ではすぐに酸化してしまい、反射率が落ちる。これも改善したいと思い、やは
り昭和理化学器械の紹介でアルミ箔の大手、東洋アルミニウム株式会社を当たっ
た。すでに東洋アルミニウムでは屋外で使用する耐候性の高い素材を持っていた
が、さらに反射率を極力上げるという協力まで得られた。ところがこれを大きな
面積に貼付するという方法が見つからない。この技術を持っている企業、東名技
研株式会社を紹介してくれたのも東洋アルミニウムであった。

■反射面の劣化がない

試作品が数十個仕上がったのは 2012 年の夏だった。半年以上使い続けても反
射面の劣化は全くない。解析を繰り返し、形状については世界標準となっている
SolarCookIt という製品より何割も集光率の高い性能が得られている。

一番の利点は太陽高度の大きな変化に対応できることであり、できれば日本と
同様の緯度の国々で使用してもらいたいと思っている。ネパールの FoST という
NPO が「鉄板でつくったものを登山客に貸し出したいのでデザインを使用するこ
とを許可して欲しい」と言ってきた。もちろん快諾したが、畳めないのだからさ
ぞかし登山客は運びにくいだろうと思う。これも耐久性を考えての苦肉の策と思
われ、新型を早く紹介できればと願っている。困っている人を救えるまで、もう
あと少しというところまできた、と感じている。

写真 2　面積を 2 割ほど大きくした Educooker003
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GPS 津波計・波浪計・潮位計開発の
現状と展望

高知工業高等専門学校の寺田幸博教授らの研究グループによる「GPS 津波計」は、
3.11 の時に釜石沖のブイの観測データが気象庁よりも早く津波を捉え、警報値
を上方修正したということで話題になった。2012 年 10 月 24 日から、同高専
を含む産学官の共同研究グループが技術試験衛星Ⅷ型「きく 8 号」（ETS-VIII）を
用いて GPS 津波計からのデータ伝送実験を行っている。GPS 津波計のさらなる
沖合展開と被災地域の通信網寸断に対する対策が狙いである。

■プロローグ

2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震による津波は、2 万人にのぼる死
者行方不明者を出し、2 年を経過した今も避難生活を強いられている多くの方々
がいる。起稿に当たって、犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、
被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げたい。

GPS 津波計を開発してきた研究者にも、多くの教訓と解決すべき課題が提示
された。とりわけ、「データの続きを見せよ」と「もっと沖合に設置せよ」が重
要であった。大震災発生時には、既に国土交通省港湾局が GPS 波浪計として全
国に 15 基を配備し、リアルタイムでデータが公開されていた。各種マスコミで
報じられたとおり、釜石沖の GPS 波浪計のリアルタイム観測値は 6.7 ｍを示し、
気象庁はこのデータを含む複数のデータを根拠に大津波警報を最大級に引き上げ
た。残念なことに、第 1 波の観測データを発信した後、被災地域の停電によっ
て通信網は寸断され、それ以降のリアルタイムデータが発信されなくなった。た
だ、観測データそのものは高台に設置された基準局において、バックアップ電源
の下、完全な津波波形が保存されていた。また震源域を含む海域への設置が強く
望まれ、GPS 津波計を配置する際の離岸距離を伸ばすために、GPS 精密測位法
のさらなる改良が喫緊の課題となった。現在、この 2 つの課題の技術的克服に
めどが立ち、実用化のための取り組みを展開中である。

■ GPS 津波計の開発経緯

津波の発生を止めることはできないが、その襲来の予
測と情報の適切な伝達によって、被害を少なくできる。
この視点で津波防災システムが構築でき、正確な観測値
に基づく津波の検知・伝達・監視によって避難・誘導に
活用できるようになれば、津波災害の可能性がある住民
に計り知れない安心感を与え、地域発展の基盤として大
きい貢献が期待できる。このための開発コンセプトを図
1 に示す。「いつでも、だれでも、どこからでも」このデー
タにアクセスでき、防災の三助（自助、互助、公助）に

寺田　幸博
てらだ　ゆきひろ

高知工業高等専門学校　
環境都市デザイン工学科
教授

図１　GPS 津波計開発の目指すもの
 

図１ ＧＰＳ津波計開発の目指すもの 
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役立てられるシステムである。また、日本だけでなく世
界の大洋上に多数設置してネットワークで結べば世界的
な災害軽減にも貢献できる。

筆者は、阪神・淡路大震災の被災者である。その惨
状を目の当たりにして、それまでに培ってきた自身の
技術を地震防災のために役立たせたいと考えるように
なった。ほどなく、東京大学地震研究所の加藤照之教
授と面談の機会があり、写真１に示すブイを洋上に設
置して津波を観測するシステムを開発するスタートを
切ることができた。すなわち、従来の加速度計測ブイ
方式や海底水圧センサー設置方式とは全く原理を異に
した津波計を考案し、GPS 津波計と名付けて開発を推
進することになった。

その基本原理は、海面の動きに追随できるように設計製作したブイの最上部に
GPS アンテナを取り付け、アンテナ位置の鉛直方向精密測位結果の時系列デー
タを海面高の変位とすることにある。計測されたデータには、秒単位で変化する
波浪および半日単位で変化する潮汐（ちょうせき）を含むことから、これらをフィ
ルタリングし、数分から数時間の周期で変化する成分を抽出して津波データとし
ている。このことは、開発できた GPS 津波計が幅広い周波数帯域を持つ海面高
の変化を 1 つの測器で精度良く観測できることを意味し、実用化への大きい技
術的特徴となった。

実用化においては日常的な活用の可否が重要なポイントとなる。波浪、潮汐、
高潮、水温、洋上風などの情報を発信でき、漁業活動や海運などの海にかかわる
地域の経済活動の支えとなる海洋観測ステーションとしての機能も備えることに
した。この点に注目したのが、独立行政法人港湾空港技術研究所の永井紀彦元理
事である。防波堤防や港湾施設の設計施
工のために不可欠な波浪データの常時観
測機を研究していた。本開発の成果を活
かし、波浪観測に加えて津波発生の非常
時にも機能することを目指して、国土交
通省港湾局の GPS 波浪計として導入す
ることに尽力された。

開発に当たって、国内３カ所の海域を
実験サイトに設定した。1997 年に東京
大学地震研究所油壺地殻変動観測所のあ
る相模湾で最初の基本機能実験を実施し
た。続いて、大船渡市沖の外洋での実用
化実験、観測システムとしてのリアルタ
イムデータ公開の機能を全て備えた室
戸岬沖での実証実験へと展開した。こ
れらの一連の実験を通じて、図２に示す
2004 年の紀伊半島沖地震津波など、い
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全長 17 m，直径 4.5 m，重量 38 トンの GPS 津波計設置工事の状況。全長 380 m，重量

79 トンのチェーンで 27 トンのダンフォース型アンカーに係留。 
 

写真 1　GPS 津波計の設置
全長 17m、直径 4.5m、重量 38t の GPS 津波計設置工事の状況。全長 380m、重
量 79t のチェーンで 27t のダンフォース型アンカーに係留。

 

 
図３ 室戸岬沖 GPS 津波計で観測した紀伊半島沖地震津波 
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線で示したシュミュレーション結果が良い対応を示している。このことから，GPS 津波計

による観測データを用いて震源と津波の初期状態が推定可能になり，観測値で検証した再

計算によって各地の海岸到達高さを正確に予測することができる。 
 
 

図２　室戸岬沖 GPS 津波計で観測した紀伊半島沖地震津波
波形図の横軸は、2004 年 9 月 6 日の午前 0 時からの 1 時間を示している。図の縦軸は 1 目盛り 20cm である。
青線が観測値であり、10cm 余の津波が観測できている。また、赤線で示したシミュレーション結果が良い対
応を示している。このことから、GPS 津波計による観測データを用いて震源と津波の初期状態が推定可能になり、
観測値で検証した再計算によって各地の海岸到達高さを正確に予測することができることを実証した。
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ずれもその波高が 10cm 程度の津波を数件観測し、その精
度と機能を実証的に示すことができた。これらの結果に対し
て、国土技術開発賞最優秀賞、日本産業技術大賞特別賞およ
び全国発明表彰発明賞を受賞したことは、開発成果の社会的
認知が得られたと認識している。

■課題の克服

被災地域の通信網寸断への対策の基本は、観測された津波
データを、全世界に向けてリアルタイムに発信することがで
きる――被災の無い――地域に送ることである。これには、
通信衛星の利用が期待でき、技術試験衛星Ⅷ型「きく８号」
を利用して図３に示す通信システムを構築した実験で、良好
な結果が得られた＊１。将来、「きく 8 号」と同等以上の基本
性能を有し、さらに通信速度の早い「防災等に資する次世代
情報通信衛星」が実現されれば、本課題は全面的に解決され
ることになる。

GPS 津波計のさらなる沖合展開のた
め、測位法の RTK 法の改良と新たな測
位アルゴリズムの導入の 2 つに取り組ん
だ。RTK 法では測位誤差を引き起こす
対流圏の影響の補正をより良くすること
により、100km を超える離岸距離での
測位の安定性を確保した。また、洋上の
ブイの GPS 観測データだけで測位する
単独測位法の検討を進めた。周期が秒単
位の波浪については超精密単独変位計測

（PVD）法、周期の長い津波・潮汐の観
測には、国土地理院の電子基準点データから精密暦（衛星の軌道と時計）を求め、
洋上のブイで測位する超精密単独測位（PPP-AR）法を開発した。これらの新し
い測位法は、図４に示す室戸岬沖 GPS 津波計実験システムに適用してデータを
公開中＊２であり、継続的に良好な結果が得られている。

■エピローグ

GPS 津波計の開発を産学官連携で進めて実用化に至ったのは、①研究対象と
した技術のエクセレンスと発展性 ②良き研究パートナーと市民の協力 ③継続的
な公的研究費の確保――による。これらのいずれかが欠けても実用化は成し得な
かった。この幸運とご協力いただいた多くの方々に深く感謝している。今後も、
さらなる技術開発をもって防災情報社会資本整備の礎を築きたい。

＊ 2 
http://www.tsunamigps.com/

 
図４ 技術試験衛星「きく 8 号」を用いた GPS 津波計データ伝送実験 

 
GPS 津波計で計測された津波データを，通信衛星「きく 8 号」を経由して，津波被害対

象外地域として設定した茨城県に送り，ここから被災地に送り返す通信実験システム。 
 
 

GPS 津波計で計測された津波データを、通信衛星「きく 8 号」を経由して、
津波被害対象外地域として設定した茨城県に送り、ここから被災地に送り返
す通信実験システム。

図３　技術試験衛星「きく 8 号」を用いた GPS 津波計データ伝送実験

 

 
図５ 室戸岬沖実験システム（科研費基盤研究(S)21221007） 

図４　室戸岬沖実験システム（科研費基盤研究 (S)21221007）

＊１ 
http://www.jaxa.jp/projects/
sat/ets8/index_j.html および
http://www.nict .go. jp/
press/2012/10/25-2.html
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世界の水循環を描き出す
東大発ベンチャーの挑戦

地球表面には、水圏（海洋）、気圏（大気）、地圏（陸域とその近縁の気圏・水圏）
を巡る水の大循環がある。
東京大学工学系研究科の登坂博行教授は、このうち地圏における水などの動態を
捉える技術である地圏水循環シミュレーションソフトを開発し、2000 年に大学
発ベンチャー「株式会社地圏環境テクノロジー」を設立。現在までに約 500 件
を超える解析を行った。

■起業と社会的ニーズ

株式会社地圏環境テクノロジーは、2000 年 9 月にスタートした。当時は多く
の問題が新世紀への課題として取り上げられる時期であり、水問題も最重要課題
の１つであった。そんな中、ちょうど大学で開発され、幾つかの事例で使われて
いた地圏水循環シミュレーション技術があったので、そのノウハウを大学内で埋
もれさせず社会に普及し、水問題に対処する母体をつくることを目標に起業がな
された。

水問題とは、生活圏の水資源・水環境・水災害に関わる問題であり、人間が生
活し文明を発展させていくために常に対処すべきものである。従来から公共事業
等で行政的に対応がなされてきたが、自然のスケールは大きく複雑で、情報が少
なく、かつさまざまな曖昧さが入るため、全体と局所を同時に見通した適切な施
策を行うのは極めて難しいものである。

弊社の起業時には次のような目標を掲げた。
・統合された陸域水循環解析システムを核として、調査・計測・数理モデリン

グを通じて客観的かつ定量的な自然環境総合評価を国・自治体・企業・個人
などに提供する

・地質・水文・水理・計算機の専門家が相互に密な連携、フィードバックを行
いながら、自然情報を解析・評価し、ノウハウを世界へ普及できる組織

現在、起業から13年が経過し、第三者的評価組織としての形ができつつあるが、
このような組織は世界的にも少数であり、そのあるべき姿については試行錯誤の
日々である。

■地圏水循環シミュレーション技術とは

地球表面には、水が相変化（液・気・固）し、水圏（海洋）、気圏（大気）、地
圏（陸域とその近縁の気圏・水圏）を巡る水文大循環がある。地圏水循環シミュレー
ションとは、図１に示した地圏における水などの動態を捉える技術である。地圏
には、土壌・岩石圏、自然の動植物がつくり出す生態系、人間活動がつくり出し
た人工物があり、その中を大気圏からもたらされた降水が蒸発散・河川流れ・地
下浸透流・湧出流などとして移動し、最終的に海洋に回帰する。

西岡　哲
にしおか　てつ

株式会社地圏環境テクノ
ロジー　代表取締役社長

登坂　博行
とさか　ひろゆき

東京大学大学院 工学系研
究科 システム創成学専攻 
教授
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このプロセスの物理モデルについて
は、理・農・工学の広範な分野でさま
ざまな研究が行われてきているが、従
来の大きな問題として、①陸域水循環
における主役である河川と地下水は本
来切れ目なくつながり相互作用をして
いるが、両者の速度が極端に異なるた
め解析上別々に取り扱われていたこと 
②地表にも地下にも空気が水と同時に
存在するが、取り扱いが難しいことか
ら空気の存在を無視していたこと――
が挙げられる。

当社代表取締役会長であり東京大学
工学系研究科教授の登坂博行は、表流
水と地下水を完全シームレスに解くとともに、
気相や多種の汚染相の動きを追跡する実用的な
地圏水循環シミュレーションシステム（以下

「GETFLOWS」）を開発した＊＊ 1。これによって、
地上に降り注いだ水が場の特性に応じて自然に
浸透・湧出し、河川や地下水を構成していく過
程が時間的、空間的に切れ目なく追跡できるよ
うになった。また、水の動きのみならず、空気、油、
重金属、有機性溶剤等の汚染物質を含めた流体

（多相多成分系流体）のダイナミクスが包括的に
取り入れられた。GETFLOWS は図 1 に示し
たような複雑な自然の姿をなるべくありのまま
に物理的に模倣し可視化するものであり、表１
のような解析に使われている。

■もう１つの自然をコンピューター上につくる

水循環のシミュレーションとは、自然の場（地形、地質、土地利用、気象、人
間活動）を物理的にコンピューター上に表現し（擬似自然）、その振る舞いを再現・
予測することに他ならない。

起業から現在まで、GETFLOWSによる解析例は500例を超える。解析の内容・
種類は表１に示した通りである。解析スケールとしては、実験室の数 cm の試料
の挙動解析から、流域 70 万 km2 におよぶ河川・地下水解析などまである。

ここでは、2009 年に当社の若手技術者が起案し実施した日本列島全体の水・
物質循環モデルのプロトタイプについて紹介しておきたい。一般的な陸域水循環
解析は1つの河川流域に対して行われるが、このモデルは極めて多数の流域をシー
ムレスに含んだものである。その実用的価値はともかく、おそらく日本でも世界
でも初めての試みと考えられる。

図 1　水循環の概念図

＊＊ 1 
登坂博行，小島圭二，三木章生，
千野剛司．地表流と地下水流を
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ション手法の開発．地下水学会誌．
1996，38(4)，p．253-267．
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表 1 地圏水循環解析の内容 

分 類 解 析 内 容 

水資源

評価 

・水資源量解析（表流水・地下水の賦存位置、賦存量推定） 

・貯水･保全計画（ダム建設、地下貯水、水質保全対策） 

・適正利用計画（取水量、揚水量・井戸配置） 

・渇水対策、乾燥地などの水資源確保対策の解析など 

・水力エネルギー賦存量評価 

水災害

評価 

・河川流出・洪水予測、河川改修計画 

・氾濫予測・氾濫範囲予測、事前対策立案、リアルタイム予測 

・豪雨時地すべり、斜面崩壊のリスク評価、土石流対策 

・地盤沈下、液状化対策 

・ハザードマップ整備など事前対策 

水環境

評価 

・湖沼富栄養化と流域対策 

・流域内放射性物質の移動解析 

・地下水汚染、土壌汚染（農薬・肥料など、有機塩素系溶剤） 

・廃棄物処理対策（一般、産業廃棄物、放射性廃棄物など） 

・人工物の環境影響（地表・地下施設、揚水・排水、都市熱環境など） 
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図 2 に示したように、日本列
島を 6 分割し、各ブロックは恣
意（しい）的境界条件を極力排除
するため、沿岸海域まで含めてい
る。地形は水平解像度 1km で表
現し、地下はマイナス 10km ま
でを対象として、数百万個の格
子に分割した。地質は 20 万分の
1 シームレス地質図をベースとし
て、表土、沖積層、洪積層、基盤
の 4 区分とし、土地利用は 1km
メッシュの国土数値地図から入力
した。

シミュレーション結果の一例として、図 3 に関東・中部エリ
アの地下水流動を示した。大地形に従う水流の形が現在の大き
な水系と類似した形で自然に現れ、地表面には河川ネットワー
クが形成され、地下には比較的落ち着いた地下水位分布が地形
と地質に従って形成される。現在利根川の表流水は、江戸時代
からの東遷事業により銚子から太平洋にそそいでいる。しかし
ながら図３の解析結果より、地下水は利根川本来の流路に従い
東京湾に向かっているなど、水循環を理解する上で興味深い点
が明らかとなった。

このような大規模計算は、GETFLOWS のシームレスな解析
手法と大規模並列計算の開発により初めて可能になった。今後、
より精細な格子システムで水系などを忠実に表現し、地質など
の精細化も含めモデルを成長させることにより、県単位の水資
源評価や災害評価、国策としての河川管理や温暖化対策などに
資するものと考えられる。

このような日本列島全体の水循環の計算結果は当社ホームページで公開してい
る＊ 1。

■今後の展開と期待

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災による津波はさまざまな意味でリスクに対
する備えの再考を迫るものとなった。自然は必ずしも予測のできない動きをする
し、現象の起きる時間・規模なども予測は不可能なものが多い。しかし、コンピュー
ター上の自然を利用すると、さまざまな条件を与え将来起こり得る環境変化や災
害の位置・規模を予測でき、事前対策を立てるための定量的資料を提出すること
ができる。

地圏水循環モデルの解析結果は、政府・自治体の最適な水管理運用（スマート
ウォーター）に使われることで、住環境の快適性・安全性に資することができよう。
また、今後は個人情報としての配信も考えられる。参考までに、GETFLOWS によ

図 3　関東・中部エリアの地下水流動
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http://www.getc.co.jp/
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り国土の水循環・環境基盤情報の上で構築される数値モデル活用案を図 4 に示した。

海外の事例として黄河の水循環解析の例を図 5 に示した。

当社は、今後とも世界に先駆けて水・熱・物質循環の先端技術を開発・提供し、
水問題解決のパイオニアになっていきたいと考えている。さらに、大気・海洋シ
ミュレーションとも連成させ、「もう１つの地球」をコンピューター上につくり
上げ、水資源・環境・災害に関する情報発信し、人類の未来に貢献していきたい。

 

地表水・地下水連成解析アルゴリズムを基盤技術
とした水循環変動予測のためのオープン国土モデル

全国流況予報サービス

高速計算サーバ

気象予報データ

ストレージサーバ

インターネット

GIS主題図ライブラリー

降水短時間予報
降水ナウキャスト

湧水や地質等の写真

会員メール

オンデマンド解析サービス

全国を細分化した立体メッシュに独自のデ

ータを組み込むことができる３Ｄ白地図

 

図 4 オープン国土モデル構想 図 4　オープン国土モデル構想

 
 
 

 
図 5 黄河流域の地下水流動  
出典：産業技術総合研究所 「アジアモンスーン地域における人工・自然改変に伴う水資

源変化予測モデルの開発」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5　黄河流域の地下水流動
出典：産業技術総合研究所 「アジアモンスーン地域における人工・自然改変に伴う水資源変化予測モデルの開発」
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前 編

連 載 企業が実感した共同研究の日米比較

大学研究室に社員を派遣

産学共同研究の道しるべとなる記事
　本年1月に閣議決定された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」の柱の1つに「成長による富の創出」があ
り、オープンイノベーションへの取り組みが重視されている。産学連携による共同研究はオープンイノベーショ
ンの代表的な形態である。
　しかし、産学連携による新規事業を成功に導くためには、日本の大学における共同研究と、米国の大学におけ
る共同研究の違いを知っておかなければならない。
　そこで、日米双方の大学の特徴を生かして多くの共同研究を経験し、新規事業開発で成長してきた企業に、具
体的な違いと特徴を語っていただくことは大いに意義がある。
　タカノ株式会社の堀井朝運氏は、日米の産学連携を軸に、地方のばね下請けの町工場を10年間で一部上場企業
に成長させた人物として有名である。
　しかし当初から産学連携を意図していたわけではなく、10年間の約束で社長を引き受け、経営革新を必死で模
索する中から「産学連携」にたどり着き成功している（なお、堀井氏はタカノの経営革新を成し遂げた10年後、
約束どおり相談役に退いている）。
　堀井氏の言によれば、日本の大学では自社の社員を委託研究や共同研究プロジェクトに容易に受け入れてもら
えるので人材育成を兼ねることができる。一方、米国の大学では、まず事業のコンセプトを確立してから共同研
究、委託研究をスタート、終了時のレポートには必ずビジネスの種があるので、研究費がたとえ2,000万円でも
安いと言う。
　今回と次回の2回にわたり、日米双方の大学の違いと特徴を明らかにしていただき、同社がいかにそれぞれの
特徴を活用しながら成長してきたかについて寄稿いただいた。
　これにより、企業が日米双方の大学を活用するポイント、あるいは大学が企業と連携する際の留意点が明らか
になるものと期待される。 （藤川　昇：科学技術振興機構　産学連携展開部　産学連携アドバイザー）

■はじめに

日米の大学と産学連携による共同研究により、多くの新規事業を開発してきた。
この経験から、日米の大学の共同研究の違いと特徴について限られた体験から述
べる。この経験が産学官連携の推進に少しでもお役に立てれば幸甚である。原稿
は今回と次回の 2 回の掲載となる。今回は、主として日本の大学との産学連携
について、次回は米国の大学との産学連携と特徴、大学を活用したイノベーショ
ンの起こし方について述べる。

■日米の大学との共同研究についての比較

日米の大学との共同研究を実施した経験から、それぞれの特徴を比較すると表
１のようになる。

内外の大学と共同研究・開発のスピードを上げ、進捗（しんちょく）をチェッ
クするために、社員を研究・開発のプロジェクトチームに必ず参加させることが
望ましい。

堀井　朝運
ほりい　あさかず

タカノ株式会社
相談役
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表１　日米の産学連携の比較

日本 米国
委託費用 概して安い 概して高い
研究・開発成果 単純に比較はできない テーマや難易度によって違うので比較できない。契約は守る
研究・開発期間 長い 契約通りの期間でほぼ完成する

株式の公開 企業も大学も始めから
目的にしていない 大学はビジネススクールなどを活用して、意識している

プロジェクトチームに社員の
参加の可否 可 可（社員分の費用を引いてくれる）

共同・委託研究の手続き 概して簡単 契約書の締結から始まる（それほど難しくない）
大学とのコミュニケーション 取りやすい 言葉の問題がある
その他 特定の大学に特徴が編重している 地方の州立大学には専門分野で世界一流の特徴を持っている

「中小企業の経営組織改革」　中央経済社（著者作成）

■産学官連携の意義

産学官の連携を行う前に、
イ．産学官の連携は、ある目的達成の手段である。その目的は何か
ロ．産学官が連携して、何のため、どのような活動を行うのか
ハ．産学官の連携活動が、社会や産学官にどのようなメリットをもたらすか
をまず考え、明確にする必要がある。　　　　

■日本の産、学、官のそれぞれの役割

・官（行政）は秩序ある公正な社会のルールをつくり、豊かで平和な住民の生
活を実現するオピニオンリーダーとしての役割を果たすこと。産学官連携
で、地域の政策や産業・経済発展の目標を決め、地域の新たな産業発展のた
め大学と企業との連携を図り具体的な事業振興の支援を行う。

・大学の役割は、国際水準を超える知の提供を行う。
　　教育・・・・・・・・将来のための人材育成
　　研究・・・・・・・・基礎・応用・新技術開発
　　社会貢献・・・・・・絶えず、社会に国際的に優れた知の提供を行う
・企業は国の政策と大学の知を結合し、社会が必要としている事業を起こし、

絶えず高顧客価値の商品・サービスを開発し、国際的な競争を通じて社会に
提供する、事業の業績を上げ企業の存続を図り、雇用を増やし、納税を果た
し社会に貢献する。

■産学官連携の経過

当社は以前、ばね、鋼製イスなどの製造していた。いずれも親会社は１社で下請
生産の町工場であった。経営革新（イノベーション）を起こしたくても人、物、金、
情報、技術、販売などの能力も経営資源も全くない。イノベーションを進め経営体
質を変えるには、大学に知的な分野を何とかお願いするしかなかった。1980年ごろ、
初めて訪問したのが信州大学工学部情報処理科の中村八束教授のところである。当
時は産学官連携などという言葉もなかった。大学は象牙の塔であった。社員１人を
研究室に受け入れてもらい、CCD カメラを使用したキズの検査装置の開発を始め
た。これが、新規事業開発のスタートであり、産学連携のスタートである。

産学官4月号.indb   34 2013/04/11   11:27:56



Vol.9  No.4  2013 35

■産学連携による企業のメリット

ほとんどの新規事業開発を大学に依頼してきて、産学連携は何よりメリットが
あった。

・自社ではできないレベルの研究・開発の可能性がある
・共同・委託研究は企業の固定費を上げないで済む
・そのため事業化のスタートから収益を確保の可能性が出る
・大学からの優秀な人材のリクルートの可能性がある
・プロジェクトチームに社員を参加させてもらうことにより人材育成ができる
・委託研究終了後も大学とのつながりが保てる
・大学のインキュベーションに入れる可能性がある
・他の企業や教授の紹介を受けられ、新規取引のできる可能性がある　
・研究開発投資が無駄にならず抑えられる

■産学連携の実績

産学連携の実績の一部を示せば表２の通りである。

表２　大学と連携の実績と人材育成 （数字は人員を表す）

新規事業名開発 連携大学名他 PhD MS 開発の内容および用途
電磁アクチュエータ 他企業、自社、東北大 金融機器の金銭分類、郵便番号別宛先分類、織機横糸送り
画像処理装置 信州大、ISU、千葉大工、UI 1 (2) パネル、ディスプレイの検査
原子間力顕微鏡（AFM）東京大 エレクトロニクス機器の検査
電磁波検査装置 ISU 電磁波による金属のキズの検査
機能性食品 信州大農 2 (1) 赤い花のそば、ハーブ等の機能性食品、品種改良
レーザー加工機 自社、UI (1) 不良品のリペア、検査
褥瘡防止用センサー

（じょくそう）
北海道大、カナダ VEG 社 褥瘡（床ずれ）防止用品の開発の実験装置

植物育成 明治大農、 特殊な方法による植物育成
現在実行中 信州大理、 1

筑波大工、 1
千葉大医・工、 2
早稲田大ビジ 1

「中小企業の経営組織改革」　中央経済社（著者作成）
表中、ISU は Iowa State University、UI は The University of Iowa である。

■日本の大学との産学連携の手続き

ほとんどの大学に、産学連携の窓口がある。そこを訪問して、大学の資料を請
求し、大学、教授の研究内容など調査して、新規事業開発の基礎研究、応用研究
などの委託内容をかなり明確にし、大学に申し込めば良い。大学は委託、共同研究、
TLO（大学の持っているノウハウを企業に移転する）、大学研究室に社員を派遣
し、養成（修士、博士の資格）を受ける。他に研修等を受ける方法がある。大学
には企業の新規事業のテーマなどはない。新規事業開発は企業の仕事である。ポ
イントは従業員を研究開発チームに必ず入れてもらうことである。これが次回述
べる誘発型新規事業開発につながる。
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後 編

連 載 経営者を奮い立たせる中小企業支援策―地域産業振興の現場から

支援機関にエキスパートを集中すべき

地域産業振興でもカギを握るのは人材だ。自治体や商工会議所は長期にわたって地
域産業界とコミットし、プロジェクトを管理できる人材を育て、配置すべきだ。
国や地方自治体は地域の支援機関に「現場を真に知るエキスパート」を集中させる
べきだ。

■支援現場からの発信

本稿前編では、中小企業支援の実情と経営者の本質について述べた。後編では
さらにその思いを掘り下げる。

大学等の革新技術を基に産学が共同で開発に取り組み、実用化を目指す機運が
再び高まっている。地域産業振興・産学連携の支援機関から見ると、「実用化」
とひと口に言っても、企業と大学、企業同士の利害が絡むので一筋縄ではいかな
いし、成果が出るまでに 10 年、20 年と長い時間がかかる分野もある。iPS 細胞
関連の研究開発は基礎技術の実用化に向けて確かに良い展開をたどりつつある
が、他の分野が iPS 細胞に倣ったからといって必ずしもイノベーションが起こる
ものではない。

大学の研究設備や研究者を補充しても、プロジェクトを管理する人材が機能し
なければ運用は難しい。地域レベルではまだまだその層が薄い。前編でも触れた
が、人事異動により自治体や商工会議所は地域産業界に長年コミットする人材を
確保していないため、地域の産業界との信頼関係すら構築できていないことが問
題である。適正に人材を配してプロジェクトをマネジメントできる人材（プロジェ
クトディレクター）を育てるとともに、重層的すぎる体制を見直し、プロジェク
トディレクターの知見を大いに活用できるようにすべきだ。これらに関しては本
ジャーナル 2012 年 5 月号に寄稿した「地域発イノベーションを左右するプロ
ジェクトディレクターの素養と人選」という記事を参照していただきたい＊ 1。

自治体や支援機関で、産学官連携・地域産業振興に関わっているスタッフの声
をもっと国の政策に反映させることも重要だ。全国を見渡せば聞くべき声、発す
るべき声はたくさんあるだろう。私と同じ思いを奥底に抱える産学官連携・地域
産業振興従事者も多くいるはずだ。政策策定の際には、ぜひとも現場人を集め討
議する場、ヒアリングする場を各地で設けてほしい。

誤解のないように付け加えるならば、審議会による議論がなされていることは
周知の事実である。しかしながら、それらは現場人の感覚からすると、やや遠い
ところの議論になってしまっていたように思われる。中小企業の声を聞く場面も
あったであろうが、そうした場所に出てくる経営者には政治家や官僚との付き合
い方に慣れ親しんでいる方が少なくない。私が思い描くのは、もっと現場レベル
での発信の場である。

岡田　基幸
おかだ　もとゆき

一 般 財 団 法 人 浅 間 リ
サーチエクステンショ
ンセンター（AREC）
専務理事／信州大学 繊
維学部 特任教授（産学
官地域連携）工学博士

＊１ 
岡田基幸．“地域発イノベーション
を左右するプロジェクトディレク
ターの素養と人選～地方・地域の
産学官連携組織を機能不全にしな
いために～”．産学官連携ジャーナ
ル．http://sangakukan.jp/journal/
journal_contents/2012/05/
articles/1205-03/1205-03_article.
html,（accessed2013-03-13）.
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そこで紹介したいのが、経済産業省製造産業局自動車課長の前田泰宏氏がもの
づくり政策審議室長の時に開催されていた「ものづくり地域戦略会議」である。
各地域の所属や肩書によらず実績のある方を探し出し、委員に任命する。討議の
場は霞が関ではなく、その委員が設定した地域由来の現場にする。信頼関係の築
かれた委員のため地元企業からも多数の参加者が呼び込める。最低 1 泊 2 日で
とことん現場からの声を聞き本音で語れる雰囲気、関係をつくり込める。2006
年の開催当時は異例の手法であったが、白熱した意見が交わされる一種異様な会
議であった。これがいま必要なのではないだろうか。

さらには、若者に対するヒアリングもわれわれ支援機関を介して実現できるの
ではないだろうか。財団法人上田繊維科学振興会（AREC）＊２は昨年、上田商
工会議所と連携し若者と地域の中小企業を結び付けるための就職コンパ、略して

「就コン」を開催した。中小企業庁、全国中小企業団体中央会の補助を得た事業
である。セミナー等の一連の企画の一環として立ち上げたイベントで、食事やお
酒を交えながら学生と中小企業経営者らがお互いの本音をぶつけ合うことを趣旨
とした。首都圏での呼び掛けは上田市出身で現在東京都渋谷区に事務所を持つ株
式会社地元カンパニーの児玉光史社長に協力をいただいた。開催日に新宿から上
田までのチャーターバスを走らせたこともあって、早稲田大学、慶應義塾大学、
千葉大学の学生など県外から多く集まった。

学生からは「中小企業が輝いて見えた。その会社を目指そうと思った」という
声に加え、「起業家がどんな視点で考えているか分かった」という声も上がった。
経営者からは「自社の人材確保だけではなく、産業界全体の将来的な人材育成に
つながる」と評価も上々である。

支援機関やコーディネータが力を発揮すれば、企業の人材獲得の裾野を広げる
ことができる。研究者を交えてこうした活動を活発化させることも可能だ。日本
全体でこの動きが加速したらどうなるか、想像するだけで楽しい。これからの時
代、若者の起業家精神、グローバルマインドの醸成を促し、新たな産業の芽を探
していくことも必要だ。世界で唯一の技術を持つ日本の再生の鍵は草の根にある。

■地域を越えた体制づくりと人材の流動化を

実行力の伴った制度づくりと並行して取り組みたいのは、強固な体制づくりだ。
地域の支援機関や商工会議所は、国の各種施策を地域の企業に仲介したり、企業
体の核となって事業をマネジメントしたりするいわゆる管理法人の役目を果たし
ているが、ここ数年、しばしば制度が変わる国の各種施策への対応に四苦八苦し、
人材不足と相まって疲弊してきている。結果的に、管理法人機能が必要な事業に
おいては、その申請が可能な地域が限られてきたのも事実だ。

一方で、産業界の競争の場が世界に移りつつある今、各支援機関が地域で積み
重ねてきた支援の実績と、地域産業振興の成果があまり関係がなくなってきて
いる。AREC にしても同様だ。地域産業振興は、全く別のステージに突入した。
中小企業の新事業展開をみても起業・創業・事業承継と実にさまざまなケースが
出てきている。上田市の事例を挙げれば、企業を定年退職した 2 人（技術畑と
営業畑）と若手経営者がタッグを組んで事業を展開するファブレス型企業が出て

＊２ 
2013 年４月１日に「一般財団法人
浅間リサーチエクステンションセン
ター」に移行。
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きたり、海外に精通した後継者に事業を継承した企業もある。
これからの時代、“特定の国や地域に特化したネットワークを持つ”、“事業形

態にとらわれずファブレス型企業として高い企画力を期待できる”といった、特
殊能力を持つキーパーソンを発掘することで、新たな産業の芽も育つ。大学もそ
れぞれの専門性や独創性を高める努力を始めている。もはや地域レベル、大学単
位で産業を振興していこうという既存の体制には限界があるだろう。新たにイノ
ベーションを興していくためには、人材の発掘と流動化を進め、地域の垣根、時
には業種や分野の垣根を越えて、ジャパンフラッグの下、企業体を組んでいくこ
とも必要となってくるはずである。

■終わりに

そんな面白そうな水飲み場があれば、私は喜んで経営者や研究者を案内する。
中小企業の経営者は体に優しいぬるま湯ばかりを求めてはいない。「そもそも製
造業は借金して設備投資し、付加価値のある製品をつくりだすことが仕事。無借
金経営をするとのんびりしてしまう。借金があればそれがまた活力となる」とま
で言い切れるのが、中小企業の経営者なのだ。彼らには、堂々と世界に打って出
る覚悟がすでに出来上がっている。あとはその熱く元気な心意気をさらに後押し
できる施策と体制をひねり出せるかどうか、である。ここは日本の優秀な官僚の
腕の見せ所である。

そしてわれわれ現場に立つ人間が、施策立案者に良質なプレッシャーを与えて
いくことが、施策の効果を最大化するはずだ。仮に施策が後手に回るようなこと
になれば、支援になど頼らない地域産業振興や中小企業の成功事例がどんどんと
輩出され、国や行政に対する信頼がますます薄れ、支援施策不要論が出てくるか
もしれない。中小企業にパイプを持たない者が独自で施策を仕掛けても、幅広く
効果的な施策にはなりにくい。それを踏まえると、国や地方自治体が責任と覚悟
を持って支援機関に「現場を真に知るエキスパート」を集中させるべきだ。真に
求められる施策の実行に向け、施策立案者と現場が真剣に勝負できる環境こそ、
地域産業振興への近道である。
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大学間の情報交換とネットワーク構築目指す
輸出管理 DAY for ACADEMIA 2013

3 月 1 日、芝浦工業大学豊洲キャンパスにお
いて、大学・研究機関のためのイベント「輸出
管理 DAY for ACADEMIA 2013」（主催：輸
出管理デー・フォー・アカデミア実行委員会、
共催：国際・大学知財本部コンソーシアム [ 以
下「UCIP」]・特定非営利活動法人産学連携
学会・芝浦工業大学・九州大学）が開催された。

輸出管理とは、武器や軍事転用可能な貨物・
技術が、国際社会の安全性を脅かす国家やテロ
リスト等に渡ることを防ぐため、先進国を中心
とした国際的な枠組み（国際輸出管理レジーム）
を作り、国際社会と協調して行っている輸出等
の管理のことである＊１。

2010 年の輸出者等遵守基準の施行を受けて、全国の大学・研究機関は、学内
の輸出管理体制整備への取り組みを始めた。大学には教育という使命があるので、
その性格上研究環境はオープンなものとならざるを得ず、企業等でこれまで積み
上げられてきたさまざまな輸出管理業務のためのシステムやノウハウがそのまま
導入できない場面が多々ある。各大学は暗中模索し、日々の輸出管理の業務を進
めてきた。

このイベントは、大学・研究機関が輸出管理に関する情報交換やネットワーク
構築のため初めて開催するものである。昨年、UCIP が実施したアンケート調査
で課題が明らかになったため、先進的な取り組みを行っている大学と企業のベス
トプラクティスの共有を講演等の主なテーマとした。以下では上記アンケート調
査と当日の概要を紹介したい。

■ UCIP の「大学・研究機関を対象とした安全保障輸出管理に関する調査報告書」

UCIP 法務調査研究部門は昨年、大学や研究機関の輸出管理の実態を把握し、
ここ数年積み上げてきた輸出管理実務のノウハウをわが国全体で共有することを
目的として、全国の大学・研究機関を対象としてアンケート調査を実施した。

このアンケートにより、実際に輸出管理を進めていく際の教育研究の現場の努
力だけでは解決し難い問題が明らかになってきた。これらの調査結果に基づき、
UCIP ではわが国の輸出管理に関する 6 項目の提言――①該非判定支援システム
の整備 ②製品・型番別該非判定データベースの構築 ③政省令等の重層構造のス
リム化、輸出等に係る基本法の制定 ④輸出管理に係るすべての政府機関の総合
窓口の設置 ⑤大学等共通輸出管理センターの設置 ⑥「輸出管理デー」の開催―
―を取りまとめ、関係機関に提出した。提言の 1 つである「輸出管理デー」を
実現するための端緒として、3 月 1 日のイベントを開催した。

＊ 1 
日本では、外国為替及び外国貿易
法（外為法）に基づき輸出管理は
実施されており、規制の対象と
なっている物の輸出、技術の提供
を行う場合は、経済産業大臣の許
可を取得する必要がある。許可
が必要な案件について無許可で輸
出・提供すると、法律に基づき刑
事罰と行政罰が課せられる（経済
産業省安全保障貿易管理ホーム
ページ参照）。

産学官4月号.indb   39 2013/04/11   11:28:00



40 Vol.9  No.4  2013

■ EFA ＊２の講演・討議の概要

文部科学省大学技術移転推進室石田雄三室長補佐の開会のあいさつの後、経済
産業省安全保障貿易検査官室藤代尚武室長から基調講演として、大学における輸
出管理の重要性についてお話しいただいた。ドイツ連邦共和国大使館経済部アク
セル・ゲーナー参事官からは特別講演でドイツの輸出管理の先進的な取り組みに
ついてご紹介いただいた。その後、以下の第1部〜第3部のパネルディスカッショ
ンが行われた。
第 1 部「海外の大学から何を学ぶべきか」

米国、ドイツ、韓国、英国の大学等の輸出管理の現状とベストプラクティスの発表と討議
を行った。

米国のメリハリの効いた研究プロジェクト管理、ドイツの産官学が一体となった輸出管理
への取り組み、韓国のウェブサイト上での該非判定ツール、英国の革新的な留学生政策など、
今後わが国の大学・研究機関が参考とすべき課題が明らかになった。
第 2 部「留学生受入れの際の輸出管理上の課題と対応策」

留学生受入れの際の輸出管理上の課題と対応策について、国内でも最高水準の管理体制を
構築している大学の事例紹介が行われた。会場からも多くの質問が寄せられ、大学や研究機
関において重要課題であることがうかがわれた。輸出管理については法改正や電子ツールの
整備等の課題もあるが、教育研究の現場では体制が着々と整備されつつあることに参加者か
ら驚きの声も聞かれた。これらの先進大学の輸出管理実務が国内の大学・研究機関に水平展
開されれば、法改正を待たずして大学・研究機関の管理レベルの底上げがなされるものと思
われる。
第 3 部「大学等の輸出管理の連携のあり方」

製品型番別該非判定データベースについては、企業実務の観点からデータベースを構築す
る際の留意点をアドバイスしていただいた。大学の輸出管理教育、大学等の共通輸出管理セ
ンター構想については、大学固有の問題を整理した上で、産学連携学会、UCIP 等の関係団
体が協力して取り組んでいくという方向性が確認された。また、わが国の安全保障をより確
かなものとするためには、輸出管理だけでなく、人文科学系の留学生の受入れを一層促進し
ていくことが重要であるとの理解が得られた。欧米先進諸国にとって、日本の魅力は科学技
術ではなく、人文科学、特に日本文学であることが外国人留学生統計データから明らかになっ
ている。

■熱心なディスカッション

このイベントは、実行委員と講師とスタッフが、手弁当、ボランティアで進め、
運営費はほぼゼロであった。大学の連携によるボトムアップのイベントに後援し
てくださった経済産業省、文部科学省、安全保障貿易情報センターほか、多くの
関係団体の皆さまに、この場を借りて厚くお礼申し上げる。

当日は、参加者の積極的な質問により、壇上と聴衆が一体となって熱心なディス
カッションが繰り広げられ、予想以上の充実した会となった。開催後、国内外の関
係機関からの配付物の資料請求も相当数あった。参加者が持ち帰った成果が、わが
国の国際的な学術交流をさらに推進させていくための一助となれば幸いである。

輸出管理 DAY for ACADEMIA を今後ますます実り豊かなイベントにしてい
くために、引き続き皆さまのご支援とご指導をお願い申し上げる。

（松原幸夫・輸出管理デー・フォー・アカデミア実行委員会委員長／新潟大学 教授）

＊ 2 
EFA ＝ Export Control Day for 
Academia

参考 URL： 
「 輸 出 管 理 DAY for ACADEMIA」
の詳細
http://ucip01.ucip.jp/procenter/
project/cockpit/getPage/tools/
accessEx.jsp?Nid=10763&Seq=
-1&Filename=00%E8%BC%B8%
E5%87%BA%E7%AE%A1%E7%
90% 86DAY% E3% 83% 9D% E3%
82% B9% E3% 82% BF% E3% 83%
BC_A4.pdf&LoginHost=ucip-int.
u c i p . j p & L o g i n S e r v i c e =
PROCENTER36

UCIP の「大学・研究機関を対象と
した安全保障輸出管理に関する調査
報告書」
http://www.niigata-u.ac.jp/
profile1/80_export_010/pdf/
201207_hokokusho.pdf#search
='UCIP+ % E8 % BC % B8 % E5 %
87 % BA % E7 % AE % A1 % E7 %
90 % 86+ % E6 % 8F % 90 % E8 %
A8% 80% E6% 9B% B8'

「 輸 出 管 理 DAY for ACADEMIA」
のポスター
http://www.ipaj.org/about_ip/
2013/pdfs/Export% 20Control%
20Day % 20for % 20Academia %
202013.pdf
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「産学官連携ジャーナル」アーカイブ

グリーン・イノベーション
先端技術から地域戦略まで

　「産学官連携ジャーナル」はエネルギー、電池、環境などグリーン・イノベーションについて、
ビジョン、先端技術動向から地域のプロジェクトまで幅広い情報を発信しています。2009
～ 2011 年の特集と記事の一部を紹介します。
　小誌のホームページでは、「特集」のほか、「巻頭言」「連載」「一般記事」など記事の種類
でも検索できます。「記事分類別に読む」からお入りください。 （編集長：登坂和洋）

　2011 年 7 月号　特集 『スマートエネルギー』
記事タイトル：①秋田県大潟村で「地域直流グリッド」実証実験 ②けいはんな学研都市　エコシティ

の実証プロジェクトが本格化 ③地中熱冷暖房システムの現状

●火山地帯の大きな熱エネルギーを利用して発電するのが「地熱発電」だ。日本におけるそ
のポテンシャルはインドネシア、米国に次いで世界第３位である。あまり知られていないが、
もう１つの大地のエネルギー利用方法として、「地中熱利用冷暖房システム」がある。このシ
ステムは前者のように発電するのではなく、100 メートルより浅い地下の熱エネルギーを熱
のまま取り出して冷暖房に利用しようとするものだ。（記事③より）

　2010 年 10 月号　特集 『水素プロジェクト』
記事タイトル：①福岡水素エネルギー戦略会議　産学官による研究開発、社会実証進め新産業育成

を目指す ②福岡市の産学連携施設で九大応用化学チームが研究 ③山梨県　山梨大
学を核に「燃料電池バレー」目指す ④ 5 分でわかる水素エネルギー　2015 年め
どに電気自動車開発 

●水素エネルギーは、地球温暖化対策・脱化石燃料のキーテクノロジーとして、自動車をは
じめとした広範な分野への応用が期待されており、水素エネルギーの実用化を目指し、国内
外で熾烈（しれつ）な開発競争が繰り広げられている。福岡は、エネルギー問題、環境問題
の解決という社会の強い要請を受け、新たな先端成長産業として大きな期待を担う水素エネ
ルギーの実用化に意欲的に取り組んでいる。（記事①より）

　2010 年 6 月号　特集 『グリーン・イノベーション』
記事タイトル：① 25％削減とグリーンイノベーション ②事業化広がる光触媒 ③環境共生化学の目

指すもの ④未来のエネルギーシステム ⑤ EV or not EV, that is a question ⑥リ
チウム電池　リチウム金属負極に有効なセパレーター　安全性高め、優れた特性引
き出す ⑦リチウムイオン電池　ナノ粉体製造装置、電極材料のベンチャー　高出力、
急速充電を目指す ⑧リチウムイオン電池　発火に至るメカニズムを探る

●ソニー株式会社が LIB の開発に着手したのは 1980 年代の半ばのこと。当時、ソニーが製
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造していた電池は、乾電池、酸化銀電池などの一次電池のみだった。しかし、二次電池への
要求が高まる中、ソニーも社内製品に役立つ電池として、二次電池を開発せよとの号令が盛
田昭夫会長（当時）から下された。（記事⑤より）

●リチウムイオン電池の事業化に対する課題は大きく分けて、①エネルギー密度および出力
密度の増大 ②発火などの安全性に係る問題の解決 ③安価な電池の実現 ④基礎的課題の解決
―の 4 つになる。このうち「安全性」は地味な研究であるが事業化にとって最も重要な研
究である。（記事⑧より）

　2010 年 3 月号　特集 『環境都市 5 つのアプローチ』
記事タイトル：①社会資本を長持ちさせる　北九州市　ストック型社会を目指す ②社会資本を長

持ちさせる　観光ナガサキを支える“道守”養成ユニット ③家庭部門の省エネ　
横浜市 環境家計簿で CO2 を可視化 ④コンパクトシティ戦略　富山市　公共交通を
軸とした拠点集中型のまちづくり ⑤地域のエコエネルギー供給システム　飯田市 

“ヒューマングリッド”で効率活用 ⑥森林を活用する　北海道下川町 森林バイオマ
スを利活用

●長野県飯田市は長期の目標として、太陽エネルギーや森林資源の活用を中心とした地域の
エコエネルギー供給計画の策定を目指している。同市では 2004 年から「太陽光発電市民ファ
ンド」による太陽光発電促進の活動が行われている。市民参加で太陽光発電普及を経済サイ
クルに乗せようというユニークな取り組みだ。（記事⑤より）

　2010 年 1 月号　特集 『希望の低炭素社会』
記事タイトル：①エコ・イノベーションできれいな地球を 22 世紀に ②低炭素社会づくり研究開発

戦略　革新的環境エネルギー技術の開発と社会システムの変革 ③まず日本から、低
炭素社会モデルをつくろう

●この難局を打開するには、イノベーション、すなわち『科学技術の変革が、社会・経済・
産業活動に大きな影響を与え、距離・時間・場所の概念を変え、新たな価値を創生すること』
に果敢に挑戦し、課題の解決に積極的に取り組む必要がある。（記事①より）

　2009 年 11 月号　特集 『森林から学ぶこと』
記事タイトル：①「聞く」ことから「つながる」 —森の聞き書き甲子園と学生たち— ②魚を育てる

森　適切な間伐で再生し、森 - 河川 - 海の連環を生かす ③鹿児島大学が社会人の林
業技術者再教育事業

●河川から、フルボ酸鉄など生物に不可欠な栄養素の供給がないのです。これでは生物は育
ちません。こういう沿岸海域で見られるのが「磯焼け」です。海藻などが見られない海の砂
漠化です。（記事②より）
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編　集　後　記 国民との科学・技術コミュニケーション
　家族が離れて暮らす長期間の避難生活の厳しさを伝えるテレビのレポートか
ら。仕事の都合で福島県を離れられない夫を残し、娘たちと日本海側の県で生
活している女性が「最近ショックなことがありました。この子が『わたし、子
供を産めない ･･･』って言うんです」と語る。画面に映るのは母親に甘える４、
５歳の女の子。一方、ラジオでは、福島県在住の女性が、同居する中学生の孫
娘の同級生が「わたしたち、結婚できない」と話していたことを紹介していた。
　どうしてこんなことになってしまったのか。東日本大震災・原発事故の影響
をめぐる「国民との科学・技術コミュニケーション」は、状況が悪化するばかりだ。
簡単に建て直しできる問題ではないが、その重要性について産学官の認識は甘
いように感じる。科学 ･ 技術への信頼、それに携わる人々への国民の理解がな
ければ、人材育成も産学連携の歯車も円滑には回らないと思うからである。
 （編集長・登坂和洋）

★「橋には、入口と出口がある。どちらが入口
でどちらが出口か、見分け方を知っているか。」
神奈川科学技術アカデミーの最高顧問で、東京
理科大学学長の藤嶋昭先生からの問いだ。先
生の監修本「世の中のふしぎ 400」からの出
題だったが、産学官連携活動にしばしば使われる

「橋渡し」という言葉を思い出した。
　橋渡しは双方向に行うものだが、特に大学の
研究成果を産業界に橋渡しする際には、専門用
語を一般の言葉に翻訳するのが難しい。
　問いの答えは、橋名板に橋の名が漢字で書い
てあったらそれは入口、平仮名なら出口。産学
の橋渡しも、渡り始めは複雑でも渡り終えれば平
易、といきたいものだ。

  雨森千恵子　公益財団法人 神奈川科学技術アカデミー
地域イノベーション推進グループ 主査

★文部科学省から毎年産学連携等実施状況に
ついて報告がなされているが、民間企業との
共同研究件数や金額、特許出願件数や実施料
収入などの大学側から見た指標である。大企
業との共同研究では事業に結び付いたかどう
かは見えにくい。「産学官連携ジャーナル」は、
素晴らしい成果や、成果を事業化につなげる
良い仕組みなどを多く紹介してきた。いずれ
も中小企業やベンチャー企業の成果が多い。
事業化は企業に頑張ってもらうしかないが、
下火になっていたベンチャー起業数がここに
きて増えてきたことはうれしい限りである。
成果が問われる現在、産学連携成果が事業化
につながったものを表す指標が待たれる。

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・本誌編集委員長

産学連携成果の事業化を表す指標がほしい 橋渡しの奥深さ
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「最後のひとりになったとしても、私は決してあきらめない。
あきらめなければ道は開けるー。」
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