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巻 頭 言

「眠っていたり埋もれている優れた研究シーズを、イノベーティブな製品化へと橋渡しでき
ないか」「民間の開発ニーズに学の知恵を付加して、次世代産業の創造・創出を目指す」。産官
学の連携を軸にしたこうした取り組みは、まさに日本の未来を創造する FUTURE CENTER
そのものである。その意義は、人類にとっても日本にとっても大変大きなものであり、種々の
領域で「壮大な研究の加速」が、今こそ求められている。

価値ある成果を出すためにはまず、「人間・地球の本来的なニーズは、一体何か」「これから
の 50 年、100 年先の人間の未来はどうなる」「その戦略的な、攻略すべき領域とは何か」につ
いて深く突き詰めることが必要である。しかし、残念ながら日本としてまだまだ一体感を持っ
てやっているとは思えない。

これには、やはり「理想と現実にある矛盾」へ果敢にアプローチすることが欠かせないし、
矛盾を超えなくては、また矛盾に頓挫していては、本当のイノベーションを創出し得ない。と
はいえ、個別にアプローチするのではリスクが高く、頓挫しがちとなる。

連携・共同の研究なら「異種の知」を通じて「知の格闘」を繰り返して、思考に深み・広が
りが増す。さまざまな知が融合してとっぴなアイデアが生まれ、突然難問がブレークスルーす
ることもある。

実は弊社は 5 年前、ナノ磁性鉄粉の製造技術と特殊な絶縁コーティング技術によって複合材
料を開発した。創出したのは、製造リードタイム 30%短縮・形状 30%縮小化・コスト 30%カッ
トのいわゆるイノベーティブなリアクトル製品である。15 年以上、自社内で悶々とシーズを
研究していたが、他の研究機関との共同研究でニーズの開拓に成功し、一挙に日の目を見るこ
とができた。

これからの研究は、単に純粋の基礎領域だけでの発見でなく、「複雑な系」で、かつ時間軸
を考えた「未来の、人間の、バリューポートフォリオ」によって「われわれはいつまでに何を
すべきか？」を形にしていくことであると思っている。

自分の専門の枠を超えて広げ、果敢に複雑な系を迅速にひもといていく、こんな叡智を集め
た熱血のチームプレーが必要であろう。

新時代の研究人・技術人の活躍の場は、いまこそ飛躍的に広がった。

■これからの価値ある研究体制とは？

小澤　正俊
おざわ　まさとし
大同特殊鋼株式会社　代表取締役会長
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特 集 1

　材料科学の“四番バッター”ともいえる細野秀雄・東京工業大学教授が、4本目のホームラン
をスタンドに叩き込んだもようだ。それが、C12A7（12CaO・7Al2O3）を触媒とした新しい
アンモニア合成法だ。言うまでもなく、現行のハーバー・ボッシュ法（1903年）は空気中の窒
素ガスを原料にしたアンモニア合成法で、そこから窒素肥料が作られ、人類の発展に大きく貢
献してきた。人類史に名前を刻むこの有名な手法が、“細野法”に置き換えられる可能性があ
るという。100年の歴史が本当に変わるかどうかは今後にかかっているが、少なくとも変換効
率においてしのぐ可能性は高いと細野教授は自信をのぞかせる。
　1本目のホームランであるIGZOによる高性能透明薄膜トランジスタ（TFT）の方は、いよい
よアモルファスシリコンTFTを駆逐しつつあるようだ。スマートフォンや大型液晶テレビの高
精細化が進み、IGZOの優秀な性能がますます必要とされており、世界のトップメーカーが採用
の方向になびいているらしい。そこで気になるのが特許やその他の知的所有権だ。市場規模が
10兆円と非常に大きいため、もし支配的な契約などが認められれば大変な金額になりうる。も
ちろん簡単にはいかないのが世の常だが、細野教授が少なくみても数千億円の知的財産価値を
生み出したことだけは、間違いないであろう。
　実は、2本目のホームランであるC12A7の半導体化・金属化・超伝導化という成果の延長線
上から、今回のアンモニア触媒が出てきた。それはまた、3本目のホームランである鉄系超伝導
体研究の、いわばプラスαのテーマとしてでもあった。
　まるでドラえもんのように次々と新しいモノを作り出す秘密はどこにあるのか、あらためて
細野教授にお聞きした。
� （聞き手・本文構成：松尾義之）

1982年3月�東京都立大学大学院博士課
程修了（工学博士）、1982年4月名古
屋工業大学助手、1988年9月～1989年
8月�バンダービルト大学�博士研究員、
1990年2月～�同大学助教授、1993年6
月～�東京工業大学助教授、1999年10
月�同大学�教授。
1999年10月～2004年9月�科学技術振
興機構（JST）�ERATO「細野透明電子
活性プロジェクト」総括責任者、2002
年10月～2007年3月�文部科学省�21
世紀�COE�東工大｢産業化を目指したナ
ノ材料開拓と人材育成｣拠点リーダー、
2004年10月～2010年3月�JST�ERATO
「透明電子活性」、ERATO-SORST「透
明酸化物のナノ構造を活用した機能開拓
と応用展開」研究総括。2010年3月～
内閣府�最先端研究開発支援プログラム
（FIRST）「新超電導および関連機能物
質の探索と産業用超電導線材の応用」中
心研究者。

Essential for life、そんな研究をしたい
細野秀雄　東京工業大学　応用セラミックス研究所／フロンティア研究機構　教授

細野秀雄博士の研究作法
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特 集

◆ IGZO はすでに商品のレベル

―　細野先生が発見発明された透明酸化物半導体の IGZO ですが、シャープが大々的な宣
伝をしていますね。でも、あの技術は確か、サムスンに最初に特許使用を認めたので
はないのですか？

細野　IGZO はライセンス先の一つであるシャープが商標登録し認められてい
るようですが、学会でずっと前から定着している名称が商標になっていいものか
疑問に思っていますが、それは別にして、この技術はすでに商売のタネになって
いて、特許を含め、企業・関連機関間で壮絶な闘いが展開されています。ただ、
一部の新聞が「画期的半導体特許をサムスンに先行供与」と報道したのは間違い
です。あの裏には韓国における私たちの特許裁判があって、その裁判に私たちが
勝ったので、正式にサムスンにライセンスしたのです。どこにも制約されない一
般実施権を出しただけで、たまたま最初の契約がサムスンでした。「先行」では
ありません。今は LG にもシャープなど日本企業にも、中国の企業にも同様に出
しています。

この物質は、ついにこうした商品レベルまで到達したということです。エレク
トロニクス業界の開発部門の人でも、まさか酸化物が透明半導体になって実用化
されるとは夢にも思っていなかったと思います。僕らが 1995 年に電子移動度の
大きな透明アモルファス酸化物の物質設計の指針と実例を国際会議に報告し、高
性能透明薄膜トランジスタ（TFT）をつくったのが 2003 年（結晶 IGZO）と
2004 年（アモルファス）。特にそこからの展開が速かったですね。
―　スマートフォンや液晶テレビなどのディスプレー技術ですから、IGZO の適用分野は、

とてつもなく大きいと思います。

細野　1995 年当時はアモルファスシリコンが全盛でした。あまりにも強いもん
だから腹が立って、半導体国際会議で酸化物の話をしたわけです。そのとき、「細
野さん、あんたの来るところじゃないよ。これはガラスの学会じゃないんだ、半
導体だよ」と言われたのです。

そのころ、「あなたの夢は何ですか」と聞かれて、「世の中からアモルファスシ
リコンをなくすことです」と答えたことがありました。でも最近は言わないです
よ、もう往時の強さはありませんので。

◆超伝導およびその関連化合物

―　FIRST（最先端研究開発支援プログラム）では何をテーマに掲げられたのですか。

細野　超伝導をメインにしていますが、「超伝導およびその関連機能の探索」と
して、超伝導以外のこともいろいろやっています。その中の一つで一番分かり
やすいのがアンモニア合成触媒です。FIRST の研究費は、政権が変わったこと
で当初計画の 90 億円から 30 億円に減らされたんですが、それに伴う研究提案
の再提出が要求され、それについて「この触媒の研究は超伝導の研究とは関係
ないからカットすべきだ」というコメントがついていたのです。それでも「僕
が責任を持つから」と周りを激励して精力的にやりました。そうしたら 3 年目
の FIRST の中間評価書に「これは特筆に値する成果である」と書いてあるわけ。

産学官9月号.indb   5 2013/09/10   13:54:26



Vol.9  No.9  20136

研究ってそういうもんですよ。必ずしも評価者の見通しどおりになるわけではな
い。われわれが結果を出せばいいんです。
―　このアンモニア触媒というのは、現在のハーバー・ボッシュ法をなくそうという野心

的試みのようですね。

細野　ハーバー・ボッシュ法はとんでもなく大した方法なんです。当時、窒素
と水素からアンモニアが合成できるとは熱力学的にも明確でなかったのに、作
り出したわけですから。でもわれわれの方法は、効率で上回れるんじゃないか
と期待しているんですよ。これは C12A7 というセメントの物質で作りました。
C12A7 は実は電子を入れると透明金属になって超伝導になるんだけれども、触
媒作用もあるんですよ。炭酸ガスを室温で分解できるという論文も８月末に掲載
されました。

FIRST の初めから、これを狙っていたのです。あのときはわれわれが鉄系超
伝導物質を発見したばかりで、世界中でブームになっちゃった。でも、総合科学
技術会議の議員になられた橋本和仁さんから「細野さんは全部を超伝導にしては
ダメ。あなたには、もっといろんなことをやってもらわなくては困る」というコ
メントをいただいたのです。僕はもともとそのつもりだったし、科学技術振興機
構（JST）の理事長だった北澤宏一先生もやりたいことやったらいいよと言って
くれました。入り口が広いといろいろなことができるんですよ。

そもそも僕が鉄系超伝導を見つけたのも、別の透明酸化物半導体から派出した
研究において、副産物としてなのです。今度は逆で鉄系超伝導を看板にしておい
て、C12A7 の触媒作用のほうを見つけてやろうと思っていたわけです。
―　本当の狙いは看板とは別だった……。

細野　テーマに「関連機能」という言葉を入れておいたのはそういう理由です。
新超伝導物質および関連機能物質の探索としておいた。そもそも、画期的な超伝
導物質は、見つけようと思ったってそう簡単には見つからないんですよ。特に臨
界温度（Tc) の高いのは非常に難しい。

銅系から鉄系までだって、20 何年もかかっているんです。銅系超伝導だって
見つけようと思って見つかったんじゃないですからね。ただ、見つけた本人とし
ては、研究をやらないわけにいかない。でも、それだけで討ち死にするわけにも
いかない。
―　そこでプラスαを用意された。

細野　そうです。プロジェクトのロゴを「スーパー（超伝導のこと）プラスα」
にした。このプラスαが重要なんですよ。材料の研究って、初めに狙っていても、
どんどん変わっていくことが多いから、視野をあまり狭く絞らないほうがいいと
思いますよ。
―　そこに、細野先生という超一流の科学者の達観みたいなものがあるわけですね。

細野　研究室の中でさえ言わないような話もあります。研究って、人に全部説明
できるようになると、大体終わりなんですよ。結果が出てくると裏付けも説得力
もある。しかし、初めの段階では言えないのです。言っても仕方ない面があるの
で、とにかくやってみて、この辺だろうという見当をつけていく。そのあと、実
験的証拠を出していき、全体の筋道が描ければほぼ完成です。
―　お金を出す側からすれば、先生みたいにきちんと結果を出してくれる研究者は、間違
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いがなくていいですよね。

細野　僕だって提案書はそれなりに、怒られない程度にはきちんと書いたんです
よ。でも、決してそれが全てではない。隠し玉を用意しています。

◆人を信用して、人に任せる

―　細野ドラえもんのポケットからは、いつも何かが出てきます。ところで、欧米の研究
プロポーザルは結構きちんと書かれているようですが。

細野　ただ、秘密がきちんと守られているかどうかは分かりませんよ。JST の創
造科学技術推進事業（ERATO）など、日本の基礎研究がうまくいったのは、研
究者を信頼して任せたからです。「あなたを信用しているから自由にやってくだ
さい」で、うまくいったんだと思います。その真逆が審査委員会方式で、審査員
全員が納得するような提案なんて、そうはないでしょう。むしろ、初めから結果
が読めるものがほとんどではないでしょうか。
―　「ネイチャー」や「サイエンス」などの論文誌もピアレビュー万能主義でやってるから、

画期的に新しい成果はめったに出てこないと感じます。

細野　確かに最近多くないように感じますね。やっぱり流行を追いかける論文が
主流になっている。ブランドになり過ぎて、硬直化している面もあるかと思います。
―　ゲノムが典型例ですが、バイオ関係はアメリカやイギリスがあれほど膨大な金をつぎ

込んでも、大した成果は出てこなかった。僕はその一因は審査過程にあると見ています。
審査をがちがちにやり過ぎてしまった。

細野　でも、9 割ぐらいはそれでいくしかない。そして 1 割ぐらいを、人に任せ
るものにしたらいいと思う。ERATO は、プロジェクトに名前を付けて、研究
者個人の責任に委ねた。研究は誰がするかといえば、基本的に人が全てなんです
よ。「それを言っちゃあ、おしめえよ」と寅さんが言うかもしれないけど。

ただ、基礎研究というのは、形の上では成功したことになっていても、成功す
る確率はそんなに高くないんですよ。

そのこともあって、いったい僕は代表として、今まで研究費をいくらもらって
きたのかなと思って累積計算してみて驚きました。なんと橋が 1 つできる額を
いただいているのですよ。
―　研究者 1 人の科学研究費の累積で橋が 1 つできますか。

細野　僕は、ERATO のときに 18 億円出してもらったんです。その後の発展研
究 SORST で 10 億円、そして FIRST で 32 億円支出してもらった。私が代表
としてやった研究プロジェクトを合計すると 60 億円なんです。あるところで土
木の人の講演を聞いたら、この橋は 60 億円ですって。果たして僕は、この大き
な橋１つより高い価値を生み出せただろうか。税金の重みをつくづく感じます。
それにきちんと応えていかねばならない。
―　いえいえ、60 億円なんて、IGZO で軽く元をとっていると思いますよ。まわりのイ

ノベーション部分をカウントすれば 100 倍、1000 倍にもなるでしょう。世界のディ
スプレー市場って、もう年間 10 兆円とかの規模かもしれませんから。

細野　だから、正直なところ、少し気が楽になったんです。先日、JST の人が「負
債はないです」と言ってくれました。
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―　加速器は何百億円、何千億円かけて作っています。

細野　あれは材料の研究じゃないし、自然界の真理を求めるものです。
―　国民１人当たり 60 円。細野先生に 60 円出し、こんなに素晴らしい成果が生まれた

と思うと、僕個人はすごくうれしいです。

細野　東京工業大学で一番有名な発明がフェライトなんですよ。1930 年代、戦
前の発明です。でも戦後はそれだけ大きな発明はないんです。
―　フェライトは、TDK という会社として残っていますね。

細野　やっぱり、大学の看板となるような新しい発明・発見を生み出さないとい
けないですね。学生や若い研究者のアイデンティティーに結び付くような研究を
目指さないといけない。60 億円いただいたから言うわけじゃないけれど、非常
に僕は責任を感じます。

IGZO（結晶＆アモルファス）の薄膜トランジスタは私たちが最初に創り出し
たものなので、特許という社会に見える形としても残しておきたいんです。不戦
敗の形で裁判を終わらせるわけにはいかない。僕らが研究から製品化までつなげ
るところ、そして特許にまつわる係争までやったという、全ルートを目に見える
形に残しておきたいのです。そうすれば、後の人も、どんなところで失敗する可
能性があるのか分かるだろうと思います。

◆ C12A7 は分子表面から徹底的に攻めた

―　アンモニアの合成触媒は、どの辺りから、どう生まれたのでしょうか。

細野　私は化学の出身ですから、若いときからアンモニア合成には興味がありま
した。数年前、IGZO が大体実用になるめどが付いたころ、今はアメリカの会
社にスカウトされた野村研二君と話したことがあります。ある学
会から透明ディスプレーの解説を書いてくれと頼まれていまし
た。そんなとき、野村君が「先生、透明ディスプレーは何の役に
立ちますかね」と話し掛けてきました。真面目に考え直してみる
と、要するに、ただ面白いだけかな、と思い至りました。

結論は、Better life、よりよい生活に役立つだろうということ
でした。でも、僕はサイエンスを Better life のためにやってき
たわけじゃない。Essential for life が目的で、そんな仕事をし
たい。人間が生きるために本質的に役に立つ仕事をしたいという
非常に強い欲求があるんです。それは何かと考えていたときに、
そういえばアンモニア合成では、100年間触媒が変わってないな、
と気が付いたのです。それがきっかけです。アンモニアは肥料と
して人口増を支えてきました。ハーバー・ボッシュ法は人類を救っ
た非常に立派なアンモニア合成法です。それが、もう 100 年たっ
ている。いくらなんだってそろそろ新しいものが出てもいいじゃ
ないか。ちょうど誰もやっていないし、僕らの近くには触媒屋も
いたので、やってみることに決めたんですよ。

もちろん勝算もある程度ありました。なぜアンモニア合成が難
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しいかと言うと、空気中の窒素分子が三重結合でできていて、これを切らなくて
はならないからです。でも、これが切れてしまえば後は簡単にアンモニアができ
る。三重結合を切るにはどうしたらいいか。結合の手が 3 本あるから、電子の入っ
てない 3 つの反結合性軌道に一つ一つ電子を入れてやれば、順に消えていくはず。
それをするには、窒素に電子をものすごく与えやすい物質を使えばいい。そうす
れば結合の手は切れるはずです。高校の理科みたいなもんです。

そうした物質の一つにアルカリ金属があります。イオン化しやすい元素で、す
ごく電子を与えやすい。ところが、窒素とは反応して化合物を作ってしまいます。
今求めているのは、触媒的に回らなければならない。窒素を切ってまた元に戻ら
ないといけないわけです。そのためには、窒素に電子を与えやすく、しかも化学
的に安定という 2 つの性質が必要です。「化学的に安定で、なおかつ電子を極め
て出しやすい」が目標です。
―　矛盾しているみたいですね。

細野　普通は矛盾します。ところが、僕らのやってきた C12A7 に電子をドープ
したエレクトライドは、この条件を満足するんです。そのこと自体はもう数年前
に論文として報告していて実は、そのいい応用例を探していたのです。そこで、
よし、これでアンモニア合成をやってみよう、となりました。原亨和さん（東京
工業大学応用セラミックス研究所教授）という触媒の専門家のところに行ったら、

「先生、アンモニア合成をやるって本気ですか。あれはたたりがあると言われて
いますよ」って言うんです。アンモニア合成といえば触媒化学の最高峰みたいな
もので、それ故に討ち死にした人もたくさんいる。そのため、最近はもうみんな
敬遠して誰もやってないと言うんです。でもその原さん自身は、アンモニア合成
に魅せられて、この世界に入った人なんですよ。
―　夢を捨てきれない大人がいた。

細野　本気ですかと聞くから、本気だと答えたら「じゃ、やりましょうか」とな
りました。それがちょうど FIRST が始まる前。
―　FIRST 前の成果リストには、確かに入ってないですね。

細野　入ってないです。空気中で安定なエレクトライドの大量合成法を開発して、
この後ずっと続けて研究していました。ポイントは最表面で、触媒は表面の構造が
左右するからです。表面においてもバルクと同じような構造をとる条件をきちんと
探しました。基礎研究をきちんとやりました。表面に原子の構造が出てくる条件を
押さえておいたので、触媒に応用してできないはずがないと思っていました。

なぜかと言うと、触媒というのは、失敗するときは表面がダメなのです。バル
クと違うからダメだったという言い訳になるのが常なので、初めの 3 年間、表
面をきちんと調べたのです。こうして、もううまくいかないはずはないという形
で退路を絶ち、約 1 年半、決死の覚悟でやりました。そして何とかうまくいっ
たんです。
―　表面の構造がきちんと出ているような条件を決めていった。

細野　その表面の論文が出たのが 2011 年。だから、2009 年ぐらいから表面の
研究を始めました。
―　表面が出ないというのは、どういうイメージでしょうか。
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細野　C12A7 というのは、カゴの構造をしているんですよ。そのカゴの中に電
子が入っている。表面をバンと割ると、カゴが壊れ、電子がいなくなって最表面
は絶縁体になってしまう。だから見かけ上は電子が全体にはあるけど、カゴが壊
れた表面だけを見たら電子のない状態になっている。当然、触媒作用もなくなる。
これでは役に立たないので、適当な温度に温めてアニーリングするのです。する
とカゴが回復して内部と同じようになる。もっとも、最初は、そもそもこうした
条件があるのかないのかも分からず、探したわけです。これは非常に地味な仕事
でした。

表面をきちんと再構成する条件を求めたら、最表面まで電子が
来ていることも分かったのです。

表面観察と言うと、普通は、グラファイトみたいにきれいに劈
開する物質でしかやりません。C12A7 のような劈開しない物質
なんか、表面科学の対象じゃないんです。研究室の若い人からも、

「先生、そんなの無茶ですよ。劈開もしないのに、STM（走査ト
ンネル顕微鏡）で見えるわけないじゃないですか」って言われて
しまった。「そうなんだ、しまった」と僕もテーマを出したあと思っ
たわけ。でも、撤退するわけにいかないから、できるところまで
やってみようということになり、戸田喜丈君（現・特任助教）が
3 年頑張ってくれて、きちんと見えるようになった。

これが C12A7 の模型です。ここのカゴの中に電子が存在でき
るんですよ。この単結晶を超高真空の中で割ると、表面のカゴが
壊れて電子が存在できなくなり、絶縁体になってしまう。しかし、
もう一回加熱するとカゴが修復して、最後まで電子がここに来る。
ということは、近くに窒素分子が来れば電子を供与できるわけ。
この状況を探したのです。
―　走査トンネル顕微鏡 STM で見た。

細野　そうそう。結局、急がば回れでした。その前の 5 〜 6 年は STM を見ない
でやったもんだから、うまくいった反応もあるし、うまくいかない反応もあった。
今度は 3 年かかったけれども、学生の頑張りもあって、表面が見えるようになっ
て、うまくいかない理由がなくなった。実際、一発目からそこそこのいいデータ
が出たのです。

しかし、論文を投稿すると、今度は、審査員に理解してもらえず、却下、リジェ
クトとくるわけです。
―　画期的過ぎて専門家でも重要性が分からないのですね。

細野　鉄系超伝導の時も最初は却下と言ってきました。確かに前提の説明が不十
分で誤解を与えやすいが悪い部分もあったんです、そういうところは直し、必要
なデータは取り直して、もう一度論文を仕上げていきました。
―　それでも、まったく新しい世界ですから、根本のところはやり合うわけですね。

細野　そうです。もう一回違う角度からのデータを取って説得していく。そして、
やっと理解してもらうと、今度は態度がガラッとひっくり返って、「こんな画期
的な論文はない」となって、解説記事まで書いてくれたのです。本当に劇的でし
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た。仕方のない面もあるのですよ。初めは何を言っているか分からないし、こん
な触媒は昔からあるアルミナと同じじゃないか、いったいどこが違うんだと思い
込んでしまうのです。審査員が目の前にいて、黒板を使って１時間くらい説明で
きるなら簡単なんですけど、論文審査は、審査員が秘密になっているので、意思
の疎通に時間がかかってしまうのです。

◆普遍的な事実を追い求める

―　前回お会いしたときもそうなんですけど、細野先生の化学・ケミストリーには、普通
の化学者や材料化学者が持ってない独特の世界観があるように感じます。

細野　いや、そんなことはないと思います。僕はそんなに奇妙な手を使ったこと
はないです。むしろいつもオーソドックスなんですよ。

C12A7 にしても、複雑そうに見えるでしょう。でも、要素で分解していくと
意外と単純なんです。この物質で電気が流れるようになったのは、このカゴ部分
の中に電子が入ってトンネル効果で抜けられるかどうかだけなのですよ。電気が
流れるのは、量子力学のトンネル効果が起こっているからだけです。セメントみ
たいな物質では、トンネル効果は起こらない、トンネル効果は特殊な現象だとみ
んな思い込んでいる。そんなことはないのですよ。トンネル効果なんて、いろい
ろなところで起こっているんですよ。
―　セメントの中でも起こっている。

細野　うまく料理してやれば、どこだって起こるんですよ。
だから、物理現象を具体的なモノの中でどういうふうに実現するか、です。物

質というのは、物性とか原理をその中に入れ込んでいく舞台なんです。自分のコ
ンセプトに合った一番近い物質を探し出してくればいいわけですよ。
―　社会で使われるようになる材料の条件とは、何ですか。

細野　まずは優れた性能を持っていること。でも材料はエクセレントだけでは勝
てない。材料というのは、その上にユニークさがなければダメなんです。

もう一つ、われわれの IGZO が典型例ですが「使わざるを得ない」というケー
スがあります。IGZO なんていう材料は、基本的に、みんな使いたくなかった
のです。みんなが半導体はシリコンだと思ってる中で、酸化物のような汚い材料
を使うのは抵抗があった。それでも使わざるを得なかったのは簡単で、誰が試し
ても初めからアモルファスシリコンの 20 倍の性能が出たからです。いいとか悪
いとかじゃなくて、やらざるを得なくなったんですよ。材料自体がよくて簡単に
作れたので、あっという間に普及したのです。

それから、私はアカデミアの人間ですので、新しい学問領域が開くことに最大
の価値を置いています。つまり、新しい学問領域が開けて、新しい機能があって、
新しい応用があること、この 3 つがそろうことが必要だと思います。

私の超伝導プロジェクトですが、このコアメンバーには物理学者を一人も入れ
なかったのです。意識的にそうしました。超伝導は物性物理の領域ですが、物理
学者をメインに据えると、全体がその物理学者のために働くようになって、肝心
の新しい物質が出てこなくなることを危惧しました。
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もちろん物理の人には相談によく乗ってもらうことにして、実際にやるのは化
学の研究者だけにした。世界で初めての「固体化学屋が先導する超伝導プロジェ
クト」なんですよ。これをやってみたかったのです。
―　先生からアイデアが出てこないなんてことはあるんでしょうか。

細野　いや、いつも出てこないんですよ。たまに出てくるだけですよ。夜中に思
い付いて、朝に考え直すと全然ダメだったり。本当にいいアイデアはめったに出
てこないですよ。大阪大学におられた村井眞二先生が非常にうまいことをおっ
しゃっています。「研究室の定常状態はうまくいかないことである」って。これ
は卓見です。こんなわが意を得たりと感銘受けた言葉はありません。いつもうま
くいってる仕事なんて画期的な仕事じゃなく、予想されたことをやってるだけな
んですよ。

◆科学技術の種をまく国、日本

―　確かにそうですね。ただ、これは僕の偏見なんですが、たまにしか出ない画期的な研
究成果をピックアップしていきますと、特に工学の応用では、ここ十数年ぐらい、新
しいものはみんな日本から出ているんですよ。

細野　確かにそうかもしれませんね。中国に抜かれたとか言っていますが、画期的
な成果をみればやっぱり日本は強いですよ。超伝導なんかもほとんど日本発ですし。
それを改良するのが中国ですよ。中国が改良が得意なのは理由があるようです。

中国の知人が、「細野さんは、中国では絶対に成功しない」と言うんです。な
ぜかというと、すぐに権威に盾を突いてひっくり返そうとするからですって。中
国では権威に逆らっちゃダメで、権威におもねて論文を書いて偉くなっていくの
だそうです。だから、中国の論文って大筋でみんなそのようです。欧米の研究室
のトップのやり方を踏まえて、その改良をする論文が多い。韓国もそうだけれど、
世界的な権威の上に乗って続きをやる。でも、日本だって欧米だって、それをひっ
くり返してやろうと頑張るじゃないですか。
―　それは科学技術の醍醐味（だいごみ）ですからね。

細野　科学の歴史から見れば、それだけ体制が自由だということですよ。画期的
な科学的成果が出てくることと、その社会体制は無縁じゃないという気がします。
権威におもねるか、権威をひっくり返すのか。僕は、ひっくり返そうとする中か
ら新しいものが生まれてくるんだと思います。そういう意味では、材料や物質の
世界では、中国からはいまだ画期的な成果は出ていない。ただ、日本から出たも
の、欧米から出たものを、あっという間に改良して性能を上げてしまう力を中国
は持っている。これはダントツです。

日米半導体摩擦があった 1980 年代、ヨーロッパが種をまき、アメリカが育て、
日本が刈り取ると言われました。「落穂拾い」だと言う人もいます。
―　向こうが捨て去ったものを活かす力が、確かに日本にはあります。

細野　それはともかく、半導体摩擦から 20 年、30 年たって、日本は本当に種
をまける国になったんです。これを忘れてはいけないんですよ。
―　ありがとうございました。
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アモルファス酸化物半導体
フレキシブルなディスプレー実用化へのブレークスルー

この分野の細野教授の初期の大きな業績は以下のようなものである。
（１）2003年5月＝透明酸化物でポリシリコン並みの高い移動度を持つTFTを実

現／安定化ジルコニア単結晶上に、単結晶のIGZO薄膜を積層（米国科学誌
Scienceに掲載）

（２）2004年11月＝透明で曲げられる高性能（アモルファスシリコンの10倍の移
動度）なアモルファス酸化物TFTを実現／PET上にアモルファスのIn2O3‐
Ga2O3‐ZnOを積層（英国科学誌Natureに掲載）

 ■ポリシリコン並みの高い移動度 

（１）の Science 掲載に際して科学技術振興事業団（現・科学技術振興機構＝
JST）が発表したのは「高性能透明トランジスターを実現―透明酸化物半導体：
InGaO3(ZnO)5 膜を用いて―」と題するプレスリリース（2003 年 5 月 22 日）
である＊１。同事業団の事業名が主語になっている。

『科学技術振興事業団　創造科学技術推進事業　細野透明電子活性プロジェクト（総括責
任者：細野秀雄東京工業大学応用セラミックス研究所教授）は、「反応性固相エピタキシャル

細野秀雄博士の研究作法

早分かり　細野博士の世紀の発見・発明
――東工大と JST の発表資料にみる「研究成果」の変遷

公的支援の対象となる研究開発の内容を、いかに簡潔に分かりやすく読者に伝えるか
は、小誌にとっても常に気を配っている点である。細野秀雄教授のここ 3～ 4年の研究
成果についていろいろ調べたところ、東京工業大学のホームページの「最近の研究成果」
欄が――ある程度系統だって知るには――とても分かりやすい内容であることが分かっ
た。これは同大学が、ニュースとして発表したもの（プレスリリース）を同欄にアップ
したものである。
さらに時間をさかのぼって各方面に当たってみると、2009 年以前は科学技術振興機

構（JST）ホームページの「プレスリリース」の資料が比較的理解しやすい解説となっ
ている。これは、細野教授が、JSTの創造科学技術推進事業（ERATO）「細野透明電子
活性プロジェクト」（1999 年 10 月～ 2004 年 9月）とその継続の戦略的創造研究推進
事業発展研究（ERATO-SORST)「透明酸化物のナノ構造を活用した機能開拓と応用展
開」（2004 年 10 月～ 2010 年 3月）の研究総括を務めたからで、この研究から多くの“世
紀”の発見、発明が生み出された。
JSTや東工大がニュースとして発信した資料から、二つのことが言える。一つは、こ

れらのプレスリリースが細野教授の研究の“入門講座”になっていること。もう一つは、
支援機関や大学が研究の成果を外に向けてどう発信してきたかの変遷が分かることだ。
そこで、本稿では、誌幅の都合で ERATO、ERATO-SORSTの時代に絞って、プレ

スリリース等で細野教授の研究成果を追ってみた。以下、「アモルファス酸化物半導体
IGZO」「セメント（C12A7）」「鉄系超伝導」の 3分野に分けて整理する。
� （本誌編集長　登坂和洋）

＊ 1 
http://www.jst.go.jp/pr/
report/report320/index.
html
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透明酸化物電界効果型トランジスターの構造

法」により育成した「InGaO3(ZnO)5 単結晶薄膜」を電子移動層に用い、また「酸化ハフニュー
ム（HfO2）」をゲート絶縁層に用いた「透明電界効果型トランジスター（FET）」の作製に成
功した。この FET は、酸化物半導体でありながら、現在実用化されているポリシリコン並み
の特性を持ち、また素子自体が透明であるという特徴がある。FET は、電子回路を構成する
基本的な素子であり、この成果は、透明酸化物光・電子回路実現への大きなステップとなる
ことが期待される。

従来の良く知られている ZnO や SnO2 のような酸化物半導体では、酸素が容易に結晶か
ら抜けるため、電圧を加えない状態でも電流が流れてしまい、電子の移動度も他の化合物半
導体に比べ１桁以上低かった。

同プロジェクトは、透明酸化物半導体である In2O3、 Ga2O3 と ZnO から構成される
InGaO3(ZnO)5 という層状構造をもつ化合物が、構造的に酸素の欠損が生じ難いことに注目
し、同プロジェクトが独自に開発した「反応性固相エピタキシャル法」を用いることにより、
緻密で平滑な単結晶薄膜を効率的に作成することに成功した。こうし
て作成された薄膜上に、HfO2 をゲート酸化膜として使って FET を作
製することで、オンオフ比が約 10 ６、チャンネル内電子の移動度が
80cm2/Vs という、従来の酸化物半導体 FET のトランジスター特性
を１～３桁向上し、現在使用されているポリシリコン並みの特性を実
現した。本材料は、ポリシリコンと違い透明であることから、次世代
の表示素子として期待される有機 EL の駆動などへの応用のみならず、
光・電子回路等の全く新しい用途展開が期待される。

本研究成果は、平成 15 年５月 23 日付の米国科学誌「サイエンス」
に掲載される。』

以上が発表資料前半の“本記”で、このあと細野プロジェクトが独自に開発した「反
応性固相エピタキシャル法（R-SPE）」による単結晶薄膜およびそれを使ったトラン
ジスタの製法、開発したトランジスタの特徴／開発の意義などを解説している。

この中では「透明電界効果型トランジスタ（FET）」という用語が使われてい
るが、この FET と TFT（冒頭の細野教授の業績「透明酸化物でポリシリコン並
みの高い移動度を持つ TFT を実現」）の関係は次のようなものである。TFT とは、
電界効果型トランジスタ（FET）の中で、ガラス基板上などに成膜された半導体
膜を活性層として用いる薄膜トランジスタのことで、平面ディスプレイ類を駆動
するスイッチ素子として不可欠なデバイスである（2004 年 11 月に科学技術振
興事業団が発表した「透明で曲げられる高性能トランジスタを実現―フレキシブ
ルなディスプレイへのブレークスルー―」の「背景」の項の解説）。

 ■透明で曲げられる高性能トランジスタ 

2003 年 5 月の発表資料は、お茶の間感覚からするとやや難度が高かったが、
2004 年 11 月の（２）の Nature 掲載に際して JST が発信した情報はかなりか
み砕いたものになっている。「透明で曲げられる高性能トランジスタを実現－フ
レキシブルなディスプレイへのブレークスルー―」（2004 年 11 月 22 日）と題
するプレスリリースである＊２。

次に引用するのはその冒頭部分である。

『JST は、独自に見出した「In-Ga-Zn-O 系アモルファス酸化物半導体」を活性層に用いる
ことで、ポリエチレンテレフタラート（PET）など軽量で曲げられるプラスチックフィルム

＊ 2 
http://www.jst.go.jp/pr/
info/info131/index.html
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の上に、高性能透明薄膜トランジスタ（TFT）を作製する事に成功した。活性層に用いたア
モルファス酸化物半導体は、アモルファスシリコン、有機半導体に比べて、10 倍以上の電子
移動度［～ 10cm2/(V･ 秒 )］を有し、飽和電流、スィッチング速度などのトランジスタ特性
が 10 倍以上に向上する。

今回の成果は、室温形成と高性能という相反する要求を満足する初めての材料の実現であ
り、現在関心を集めているフレキシブルなディスプレイ実用化に向けての、大きなブレーク
スルーとなる可能性が高い。この研究成果は、戦略的創造研究推進事業継続研究（ERATO-
SORST）の「透明酸化物のナノ構造を利用した機能開拓と応用展開プロジェクト」（総括責任者：
細野秀雄東京工業大学フロンティア創造共同研究センター教授）によるもので、11 月 25 日
発行の英国科学誌「Nature」に掲載される。』

簡潔にまとめられている。製造方法などの技術的なことを省き、電子移動度や
トランジスタ特性などの性能を端的に示していることや、市場性などにも触れて
いることが分かりやすさにつながっている。上記の本記に続き、「背景」「今回の
成果」「今後の展開」「論文名」の項目で詳しく解説している。
「今回の成果」を読むと、1 年半前の 2003 年春の成果を含め、これまでの研究、

成果の流れがよく理解できる。今回の成果を生んだ ERATO-SORST のプロジェク
トは、透明酸化物の機能材料としての可能性を探索した ERATO「透明電子活性プ
ロジェクト」の継続研究として推進しているものであると述べたあと、こう書いている。

『ERATO では InGaO3(ZnO)4 という透明酸化物半導体の単結晶薄膜を容易に合成できる
プロセスを考案して、その薄膜を用いて TFT を作製することで、透明なトランジスタとして、
従来よりも１～２桁高い性能を実現した（Science, 2003）。』

ここまでは、発表資料にも記述があるように、2003 年に Science に発表さ
れた成果である。これが、その後どう展開し、今回の成果に結び付いたのか。発
表資料はこう続く。

『しかしながら、このプロセスでは 1000℃という高温を必要とするため､ 透明酸化物半導
体のポテンシャルを初めて実証することはできたが、プラスチック上に高い性能の TFT をつ
くるという実用上の課題に応えることはできなかった。そこで本継続研究では、新たな発想
でこの実用的な課題に取り組み、アモルファス透明酸化物半導体という、これまで TFT の活
性層として全く注目されていなかった物質を採用することで､ PET などのプラスチックフィ
ルム上に薄膜を容易に形成でき、かつアモルファスシリコンや有機トランジスタを活性層に
用いた TFT よりも約 10 倍優れた高性能を実現することに成功した。』

単結晶 IGZO 薄膜からアモルファス IGZO 薄膜への進化に伴い、 IGZO も
InGaO3(ZnO)4 から a- InGaZnO4 へと変わっていった。

セメント（C12A7）
セラミック材料の新しい可能性を拓く

この分野の細野教授の初期の大きな業績は以下のようなものである。
（１）2002年10月＝半導体（電子伝導）を実現（Natureに掲載）
（２）2003年８月＝室温大気中で安定なC12A7無機エレクトライドの合成に成功

（Scienceに掲載）

フレキシブル TFT シート
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（３）2005年２月＝室温大気中で安定なエレクトライドの迅速効率的な大量合成法を開発
（４）2007年４月＝金属伝導を実現／酸素イオンを電子で完全置換
（５）2007年６月＝超伝導を発見（0.4K）

 ■結晶の中にナノオーダーの籠 

（１）の Nature 掲載の成果を紹介したのが、科学技術振興事業団（現・JST）
の「絶縁体セラミックスを半導体に変えることに成功」（2002 年 10 月 3 日）と
いうタイトルのプレスリリースである＊３。

以下にその前半を掲載する。

『科学技術振興事業団の創造科学技術推進事業「細野透明電子活性プ
ロジェクト」（総括責任者：細野秀雄東京工業大学応用セラミックス研
究所教授）は、代表的な絶縁体であるセラミックスを半導体に変えるこ
とに成功した。アルミナ（Al2O3）と酸化カルシウム（CaO：生石灰）
は、私たちの身の周りにあふれ、環境にも極めて優しい物質であり、陶
磁器やセメントなどのセラミックス材料として広く使われている。今回、
これら材料から構成される物質 12CaO・7Al2O3 中に存在するナノオ
－ダーの籠の中に、水素マイナスイオンを導入し、光を照射して電子を
発生させ、この電子を閉じ込めることで、同セラミックスを半永久的に
電気伝導性をもつ半導体に変えることに成功した。このセラミックスは
透明であることも特徴である。また研究では、水素のマイナスイオンを
導入した 12CaO・7Al2O3 に光を線状に照射したところ、照射部が導
電性を持つ電気配線を形成することに世界で初めて成功した。―（中略）
―この研究成果は、材料をナノ構造から見直し工夫することにより、古
い材料であるセラミックスに新機能を発現させたものであり、セラミッ
ク材料の新しい可能性を拓くものである。本成果は、同プロジェクトの
細野秀雄リーダと林克郎研究員らによって得られたもので、平成 14 年
10 月 3 日付の英国科学雑誌「ネイチャー」で発表される。』

プレスリリースはこのあと、透明な半導体は透明電極材料として広く使われ、
今後デバイスへの展開も期待されていること、酸化カルシウム（生石灰）や酸化
アルミニウム（アルミナ）などの典型的なセラミックスの成分のみで構成される
物質は、決して半導体にはならないというのが常識であったこと――について触
れたあと、研究の内容をさらに詳しく解説している。

『本研究では、セメントの原料にも使われている 12CaO・7Al2O3 の結晶構造が、ナノメー
トルサイズの籠（ケージ）からできており、その中に、通常では不安定なマイナスイオンを
高濃度に包接できる特性に着目した。この性質を利用して、水素のマイナスイオン（通常の
水素はプラスイオン）をケージ内に包接させ、紫外線を照射することで、水素マイナスイオ
ンから電子が放出され、その電子はケージ中にトラップされる。ケージ中にトラップされた
電子は、動き易い性質をもっているので、絶縁体だった同材料が、光照射により電気伝導性
をもつ半導体に変換されたことになる。

照射する紫外線の強度によって、生じる電気伝導度を制御する事ができ、また室温付近で
は、半導体としての性質は、半永久的に保たれ、約 400 度 C に加熱すると元の絶縁体に戻
すことができる。更に、この物質は半導体状態に変化しても可視域に強い光吸収は生じず、
透明性を維持したままである。こうした性質を利用して、光で微細なパターンを三次元的に
書き込むことができるので、透明な電子回路や光メモリーなどへの応用が期待できる。』

＊ 3 
http://www.jst.go.jp/pr/
report/report261/index.
html

合成された室温・空気中で安定なエレクトライドの構造の模式図
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この成果の最大のインパクトは、私たちの身の周りにありふれた物質であるセ
ラミックスの「新しい可能性を拓いたこと」である。

それを可能にしたのが、「セラミックスのもつナノ構造を巧く活用して」、「透
明半導体のような機能性材料を創ることができることを示した」細野教授らの研
究である。

 ■室温、空気中で安定なエレクトライド 

冒頭に示したセメント（C12A7）関連の業績のうち（２）の Science に掲載
された成果を紹介したのが、科学技術振興事業団の「室温・空気中で安定なエレ
クトライドの合成に成功」（2003 年 7 月 30 日）と題するプレスリリースである＊４。

以下、その導入部の概要を紹介する。

『科学技術振興事業団・創造科学技術推進事業（ERATO）細野透明電子活性プロジェクト
（総括責任者：細野秀雄東京工業大学応用セラミックス研究所教授）は、東工大応用セラミッ
クス研究所と山梨大学クリスタル科学研究センターの協力を得て、室温・空気中で安定なエ
レクトライドの合成に世界で初めて成功した。

結晶といえば、食塩のように陽イオンと陰イオンが結びついたイオン結晶が、その代表で
ある。こうしたイオン結晶の中で、陰イオンの占めるべき位置を電子が占める物質は 1974
年に合成され、エレクトライドと命名された。電子は負の電荷をもつという点では陰イオン
と同じであるが、質量が小さく量子力学的に振舞うという点で陰イオンと異なるため、エレ
クトライドはユニークな性質を示すことが、知られている。しかしながら、これまでに報告
されてきたエレクトライドは、アルカリ金属のクラウンエーテル化合物で、最も安定なもの
でも -40℃以上では分解し、また空気に曝すと反応してしまうなど、熱的にも化学的にも不安
定なため、応用の道が閉ざされていた。

同プロジェクトの細野リーダーと松石聡研究員らは、12CaO・7Al2O3 (C12A7) というセ
メントの原料になっている物質の構造が、C60 と類似のケージ（籠）構造を有し、その中に酸
素イオンを包接することに着目し、これらの酸素イオンの全てを化学処理によって電子に置
き換えることで、空気中でも 300℃程度まで安定なエレクトライドを初めて合成した。合成
されたエレクトライドは、濃緑色の固体で室温 100 S・cm-1 という高い電気伝導度を示す。

これまでエレクトライドには、ディスプレイ等の冷電子放出源、赤外線検出素子、還元試
薬など興味深い応用が期待されていたが、今回の成功で応用の可能性が初めて現実的になっ
た。また、数センチメートルの大きさの単結晶も得られているので、応用研究だけでなく、物
性研究も飛躍的に加速されるものと期待される。

本研究成果は 8 月１日付けの米科学誌「サイエンス」に掲載される。』 

これに続いて、「エレクトライドとは？」「これまでのエレクトライドの研究」
「本研究グループのアプローチ」「本研究成果のインパクト」について図を使いな
がら解説している。

以下に引用する「本研究グループのアプローチ」（一部）を読むと、2002 年
10 月の「絶縁体セラミックスを半導体に変えることに成功」（Nature に掲載）
という研究成果からのつながりがよく分かる。

『アルミナセメントの構成成分の一つである 12CaO・7Al2O3 (C12A7) の構造は、直径
約 0.4 ナノメートル（nm）のプラスの電荷を帯びたケージ（籠）が立体的に積み重なって
構成されている。そして、ケージの中にはそのプラス電荷を中和するために、酸素イオン（O2-）

＊ 4 
http://www.jst.go.jp/pr/
report/report340/index.
html
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が包接されている。このような緩く束縛された酸素イオンは、" フリー酸素イオン " と呼ばれ
ている。研究グループは、このフリー酸素イオンの存在に着目し、これを通常の条件下では
不安定な活性マイナスイオンで置き換えることで、新しい機能の発現を狙ってきた。

その結果、O －イオン（通常の酸素イオンは O2-）で置き換えた物質は、酸化しにくい金属
の代表である白金さえ酸化してしまう超酸化力を示し、H －イオン（通常の水素イオンは H+）
を包接した物質は、紫外線を照射すると、光の当たった部位だけに電気が流れる状態に変わ
るなどの新しい機能を発見（昨年 10 月 Nature 誌）してきた。

今回は、フリー酸素イオンを究極の陰イオンともいうべき電子で 100%置き換えることを
試みた。具体的には C12A7 の単結晶を金属カルシウムの小片とともに、ガラス管に封入し
加熱することで、ケージからフリー酸素イオンを 100%引き抜き、代わりに電子をケージ中
に包接することに成功した。』

 ■石灰とアルミナの化合物に超伝導を発見 

セメント（C12A7）の業績のうち、（５）の「超伝導を発見（0.4 Ｋ）」は、
東京工業大学が「セメントが超電導体化」というタイトルで 2007 年 6 月 13 日
に発表している＊５。

『本学フロンティア創造共同研究センター　細野秀雄教授、独立行政法人理化学研究所河
野低温物理研究室　河野公俊主任研究員らの研究グループは、石灰とアルミナから構成され
る化合物 12CaO・7Al2O3（C12A7）が、超電導を示すことを発見した。

石灰（カルシウムと酸素の化合物．化学式 CaO）と酸化アルミニウム（アルミニウムと
酸素の化合物．Al2O3）は、教科書類にも記載されているように、電気を流さない代表的な
絶縁体である。これらの複合酸化物である 12CaO・7Al2O3 ( 以下 C12A7) も良質な絶縁体
であり、また、アルミナセメントの構成成分として広く使用されている。C12A7 結晶はナ
ノポーラス構造をとり、直径 0.5nm の籠の中に、酸素イオンが包接されている。研究グルー
プでは、これまでに、籠中の酸素イオンをすべて電子で置き換えることにより、室温・大気
中で安定な、C12A7 エレクトライド（エレクトライド：電子が負イオンとして振舞うエキ
ゾチックな化合物）を実現し、室温付近では、金属的な電気伝導を示すことを見出してきた。
今回、C12A7 エレクトライドが、低温（約 0.4K）において、電気抵抗がゼロとなる超電導
状態に転移することを発見した。』

C12A7 結晶はナノメートルサイズの籠（ケージ）からできていて、その籠は、
通常では不安定なマイナスイオンを高濃度に包接できる特性がある――細野教授
の C12A7 の最初の成果（絶縁体であるセラミックを半導体に変えることに成功）
は、この特性に着目したことから生まれたが、その研究が次々と新たな展開を見
せたことが分かる。

リリースでは「今回の発見が、超電導発生機構の解明に新たな知見を与える」
ことなどが述べられている。

研究資金、論文の掲載誌等は以下の通り。

『本研究成果は、文部科学省科学研究費　学術創成研究費の補助を受け、東京工業大学フ
ロンティア創造共同研究センター細野秀雄教授、同大学応用セラミック研究所　川路均准
教授、独立行政法人理化学研究所河野低温物理研究室　河野公俊主任研究員の共同研究に
よるもので、米国化学会誌 J.American Chemical Society に「Superconductivity in an 
inorganic Electride 12CaO･7Al2O3:e －」というタイトルで速報として掲載された。』

＊ 5 
http://www.hyoka.koho.titech.
ac.jp/eprd/recently/research/
research.php?id=133
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鉄系超伝導
新しい高温超伝導物質を発見

この分野の主な業績は以下のようなものである。
（１）2006年７月＝４Ｋの超伝導を発見
（２）2008年２月＝32Ｋの超伝導を発見
（３）2008年４月＝高圧条件下でTc上昇（43Ｋ）を確認
（４）超伝導エピタキシャル薄膜を報告

 ■第３の超伝導物質 

ここでは、世界中で一大研究ブームを巻き起こすきっかけとなった（２）の「32
Ｋの超伝導を発見」（2008 年２月）からみてみよう。JST が「新系統（鉄イオ
ンを含む層状化合物）の高温超伝導物質を発見――高温超伝導材料の新鉱脈の発
掘――」というタイトルで 2008 年２月 18 日に発表している＊６。

このプレスリリースは、まず、JST 基礎研究事業の一環として、細野教授ら
は、新系統の高温超伝導物質（鉄を主成分とするオキシプニクタイド化合物
LaOFeAs) を発見した、と述べている。

次いで、「経緯・意義」という項目を設け、超伝導の説明、超伝導研究の歴史、
細野教授らの研究の成果が紹介されている。

これまでの超伝導研究として、超伝導物質には金属系超伝導物質と銅酸化物
の系統があり、前者は 39K が最高の転移温度、後者は発見当初の転移温度は約
30K だったが現在では高圧下で約 160K まで上昇していることが記されている

（ちなみに、本リリース最後の用語解説に転移温度の「Ｋ（ケルビン）」がある。
すなわち「温度を表す単位。通常使われる温度の単位である℃（摂氏）とは次の
関係式で結び付けられる。C = K － 273.15　水の融点は、273.15K、液体窒素
の沸点は、77K（-196℃）に当たる。」）

これに続くのが、本研究の紹介である。

『今回発見された新高温超伝導物質 LaOFeAs は、上記金属系超伝導物質、銅酸化物系超
伝導物質とは異なる第 3 の新しい超伝導物質系であり、新規超伝導物質としては 30K を超
える高い転移温度が特徴です。LaOFeAs は、電気絶縁性である LaO 層と金属的伝導を示す
FeAs 層が交互に積層された結晶構造を持つ層状化合物です。純粋な LaOFeAs は、低温に
しても電気抵抗がゼロとならず、超伝導は示しませんが、酸素イオンの一部をフッ素イオン
で置換することで超伝導を示すようになります。転移温度はフッ素イオン置換量に依存し、
フッ素イオン濃度が 11 原子％の時、転移温度は 32K にまで上昇します。この転移温度は、
従来見出されていた鉄系超伝導体の転移温度をはるかに凌駕するものです。さらに、ごく最
近の予察的な実験データでは、転移温度が 50K 程度にまで上昇することが示唆されています。
また、LaOFeAs と同じ結晶構造を持つ数多くの類型化合物群が存在することから、物質定
数の最適化などにより、更なる高温化が期待されます。よって、本成果は、高温超伝導材料
の新鉱脈の発掘であると考えられます。 

本研究成果は、米国化学会誌「J. American Chemical Society」のオンライン版に速報
として掲載されます。』

＊ 6 
http://www.jst.go.jp/pr/
announce/20080218/index.
html
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プレスリリースはこのあと、本成果が JST の ERATO-SORST「透明酸化物
のナノ構造を活用した機能開拓と応用展開」プロジェクトによって得られたこと
を明記し、さらに、「研究の背景」「研究内容と成果」「今後の展開」について図
も活用し解説が続く。

「今後の展開」の中で、
・ 細 野 教 授 の グ ル ー プ は、 同 系 統 の

LaOFeP が超伝導物質であることを一
年半前に既に発見・報告しているが、そ
の転移温度は５K 程度と極めて低いもの
だった

・今回、その組成の一部を変更することの
みで、転移温度が一挙に向上した

・本系統の化合物の、元素の入れ替え、フッ
素の置換割合の調整など今後探索すべき
条件は数多い

――ことなどを述べている。
細野教授らが発見した第 3 の超伝導物質（高

温超伝導物質としては、銅酸化物系に次ぐ第
2 の）の可能性の大きさが、研究ブームを引
き起こすことになるのである。

 ■ Science の 2008 年 10 大ブレークスルー 

この論文の超伝導研究に与えたインパクトがいかに大きかったのか。そのこと
について、東京工業大学が 2009 年 1 月 7 日に「鉄系高温超伝導物質の発見が
世界的なブームを巻き起こす」というタイトルで発表している＊７。

この資料では、細野教授の研究グループが 2008 年 2 月「米国化学会誌」に
オンラインで発表した「鉄系高温超伝導物質の発見」（鉄系の化合物が絶対温度
32 度と高い温度で超伝導を示すことを発見）が一大研究ブームを世界中に巻き
起こしていることと、Science 2008 年 12 月 19 日号は「2008 年の 10 大ブレー
クスルー（Breakthrough of the year）」の一つに鉄系高温超伝導物質の発見を
選んだことなどを紹介している。

まず、研究ブームの現象として以下のようなことを挙げている。
・2008 年 2 月の学会論文発表の後、鉄系高温超伝導物質の研究に取り掛かる

研究者が続出。さまざまな発表が行われている
・論文の引用の驚異的な多さ
・2008 年 6 月以降、鉄系高温超伝導物質をテーマとする国際学会が毎月 1 回

を超えるペースで開催されている。物理学および化学の研究分野で鉄系高
温超伝導物質が世界的なブームとなっていることを裏付ける

＊ 7 
http://www.hyoka.koho.titech.
ac.jp/eprd/recently/research/
research.php?id=35

超伝導転移温度の年度推移
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論文引用について、プレスリリースでは次のように書かれている。

『学会論文の影響力は通常、元の論文（原論文）がその後の論文でどのくらい引用された
かで測定される。細野教授らが 2 月に発表した原論文を引用した学会論文の数は、2008 年
12 月中旬の時点で 250 件を超えた。この引用件数は通常では考えられないくらいの、もの
すごく多い件数である。いかに多くの研究者が鉄系高温超伝導物質の研究に精力的に取り組
んでいるかの証拠と言える。』
（このリリースにはないが、後にトムソン・ロイターは、「鉄系高温超伝導物質の発見」に

ついて、「2008 年、最も引用された論文」と発表した。）

一方、Science の「2008 年の 10 大ブレークスルー」の多くは遺伝子工学や
分子生物学などのバイオ分野に関するもので、物理学および化学に関するものは
鉄系高温超伝導物質の発見だけだった。2008 年の物理学／化学界で最もエキサ
イティングな話題は「鉄系高温超伝導物質の発見」だったという。

また、細野教授の研究グループも精力的に研究を続けていることを紹介してい
る。以下、リリースの記述である。

『2008 年 4 月には高圧下で超伝導転移温度が 43K まで上昇することを日本大学文理学部
の高橋博樹教授らと共同で明らかにし、英科学誌「ネイチャー」に掲載した。この温度は金
属系超電導物質で最高の転移温度を示す二ホウ化マグネシウムの 41K を凌ぐものであった。

続く 6 月には、鉄の電子そのものが超伝導電子となっていることを東北大学高橋隆教授ら
と共同で見出した。鉄は従来は超伝導と相性が悪く超伝導を壊すと考えられてきた材料であ
り、驚くべき発見である。

9 月には、エピタキシャル薄膜の作製に成功した。超伝導デバイスの作製には薄膜化が不
可欠なだけに、エピタキシャル薄膜の作製は重要な成果だ。』

以上、「アモルファス酸化物半導体」「セメント（C12A7）」「鉄系超伝導」の
3 分野に分けて 2009 年までの細野教授の研究成果を、プレスリリースでみてき
た。時系列で追ってみると、研究が次々と展開していく醍醐味（だいごみ）がそ
れなりに味わえるのが面白い。

また、限られた件数ではあるが、研究成果の説明責任と情報発信（第三期科学
技術基本計画でその強化が求められた）という点でも前進していることがうかが
える。
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JST「委託開発」で実用化
生体親和性ポリマーを活用した
長寿命人工股関節

産学官連携で開発を進めた、生体親和性ポリマーを活用した長寿命人工股関節は、
2010 年に製造販売承認を厚生労働省に申請し、2011 年に Aquala® ライナーと
して認可を取得した。科学技術振興機構（JST）の「委託開発」を活用して実用
化された成功例である。Aquala® ライナーを搭載した人工股関節の 2012 年の売
り上げは約 50 億円。約 90%が欧米製品で占められていた国内の人工股関節市場
に変革をもたらす、日本発の革新的な大型製品だ。

■開発の背景

医療技術の進歩と生活環境基盤の整備による平均寿命の増進とそれに伴う高齢
者人口の増加によって、日本は世界のどの国もこれまで経験したことのない超高
齢社会をつくり出している。国内の要支援・要介護者数は約 500 万人（2010 年）
と急増しており、このうち 20 〜 30%は運動器官の機能障害が原因であること
から、その対策が可及的速やかに求められている。人工股関節置換術は疾患や骨
折などにより機能を失った関節を人工関節に置き換える手術である。痛みを取り
除き、歩行能力を回復させる優れた手術として確立している。しかし、人工関節
の寿命は一般に 15 〜 20 年と言われており、手術を受けた患者は、生涯のうち
に人工関節の入れ換えの手術（人工関節再置換術）が必要となる可能性がある。
再置換手術は初回手術より難度が高く、高齢により手術が受けられず寝たきりに
なる場合や、将来の複数回の再置換手術への危惧から人工関節置換術を適用でき
ない若年の場合など制限も多く、回避しなければならない重要な課題である。従っ
て、人工関節の長寿命化（長期耐用化）が社会的にも医学的にも強く求められて
いる。

■開発コンセプトと人工股関節への応用

生体の関節軟骨は、体重の数倍の負荷を受け続けるにもかかわらず、少なくと
も数十年にわたり関節面を保護し、その潤滑機構を改善している。人工股関節の
構造、形状は、生体本来のものに近付くように設計されているにもかかわらず、
関節面に関してそのような試みは全く行われていない。われわれは、生体関節軟
骨表面で潤滑性を担う数ナノメートルのリン脂質分子層に着目し、生体親和性リ
ン脂質ポリマー、2- メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン（MPC）ポ
リマーを用いて人工関節の表面に関節軟骨類似構造を構築させた。これにより、
生体関節の優れた潤滑機能を人工関節の設計に反映させることができ、人工関節
の耐用年数が飛躍的に向上すると考えた。このアイデアを具現化するため、人工
関節の関節面を構成する架橋ポリエチレン（CLPE）表面に光開始表面グラフト
重合により MPC ポリマーを固定化する技術を開発した（図 1）。この処理により、
CLPE 表面に厚さ約 100 nm の MPC ポリマー層が形成すること、CLPE 表面

京本　政之
きょうもと　まさゆき

京セラメディカル株式会社 
研究部／東京大学大学院 
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関節機能再建学講座
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もろ　とおる
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が疎水性から親水性に変化すること、それにより動摩擦係数が 10 分の 1 以下に
低減する特徴を見いだした。水和潤滑機構を獲得した人工股関節の実現は世界初
で、わが国が誇るべき先端技術である。

■ MPC ポリマー処理 CLPE の摩耗特性

人工股関節置換手術後、比較的短期間から始まる関節面の摩耗に誘引される骨
溶解とこれに続発する人工股関節の弛み、すなわち固定不全は再置換手術が必要
となる深刻な合併症である。手術後の歩行運動を再現する股関節シミュレーター
試験（ISO14242-3 規格）で、人工関節の摺動による摩耗粉の産生抑制効果を
評価した（図 2）。MPC ポリマー処理 CLPE（MPC-CLPE）ライナーの摩耗量
をその重量変化で検討すると、MPC-CLPE ライナーの摩耗量は未処理 CLPE ラ
イナーに比べて著しく少なかった。CLPE 表面に形成した MPC ポリマーによる
水和潤滑ゲル層が低せん断性を発揮して潤滑機能を果たすことにより、高い耐摩
耗特性の獲得に至ったと考えられた。また、試験に使用した潤滑液から摩耗粉を
回収して解析をしたところ、MPC-CLPE ライナーからの摩耗粉発生数は、未処
理 CLPE ライナーからのそれに比べ、約 1%以下にまで低減されていた。人工股
関節周囲の骨溶解は摩耗粉の量に依存した生体反応であることから、MPC ポリ
マー処理による弛みの抑制を期待させる重要な知見となった。

図 1　生体関節軟骨を模倣した MPC-CLPE（Aquala®）ライナーを擁する人工股関節
生体関節軟骨の構造を模倣した表面ゲル層をCLPE 表面に創製し、水和潤滑という潤滑機構を獲得する。

図 2　人工股関節シミュレーション試験による MPC-CLPE ライナーの摩耗特性
(A)�ヒトの歩行周期を模擬する人工股関節シミュレーション試験機、(B)�重量測定による摩耗量の評価、(C)�血
清から分離回収した摩耗粉の SEM観察。試験は、ISO14242-3 規格に準じて行なわれ、約 10～ 15年分に相
当する（1.0�x�107 サイクル）の歩行を模擬している。
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■産学官による開発プロジェクトと臨床への応用

本開発は、「深刻な合併症である弛みを阻止し、再手術不要の生涯型の人工股
関節を実現したい」という医師・患者側のニーズと、「日本独自の生体親和性ポ
リマーとそれを用いた表面処理技術」というシーズがマッチングした日本発の医
療機器に関するものである。東京大学で進められていた医工連携研究に株式会社
神戸製鋼所の医療材料部門（現在の京セラメディカル株式会社）が参加して体
制づくられた産学共同開発プロジェクトは、2005 年に科学技術振興機構（JST）
の委託開発に採用されたことで臨床への応用が加速的に進められ、2007 年より
臨床試験（治験）を実施した。その良好な治験結果に基づき、2010 年に製造販
売承認を厚生労働省に申請し、2011 年 Aquala® ライナーとして認可取得、実
用化した。

この経過をたどれば分かるように、医工・産学官連携による基盤研究と日本の
「ものづくりの力」を結集することによって企業化に至っている。これまでに、
8,500 症例（2013 年 7 月末現在）を超える患者に使用されており、医療の現場
における期待も高い。現在も継続した臨床成績（有効性、安全性）を評価するた
め、治験症例に対する追跡調査を実施中である。既に、最長で術後 6 年が経過
しており、その成績は非常に良好である。また、世界へ広く情報発信していくた
め、多施設共同の大規模臨床試験（AQUALA study；国内の基幹大学を中心に
約 20 施設）も開始した。

国内の人工股関節市場は約 90%が欧米製品で占められていたが、Aquala® ラ
イナーを搭載した人工股関節の 2012 年の売り上げは約 50 億円に達した。これ
までの市場に変革をもたらす、日本発の革新的な大型製品となっている。本年中
には、骨との固着を改善した新しい人工股関節製品への搭載も決まっており、水
平展開によりさらなるシェア拡大が期待できる。また、欧州、米国など、人工股
関節の主要な市場への数年以内の販売を計画している。さらに、この技術を発展
させた次世代の人工関節材料の研究開発（戦略的イノベーション創出推進プログ
ラム［S- イノベ］）も開始しており、これを実現することでわが国の医療機器産
業の国際競争力を復活させ、さらに強化することに多大な貢献を確約するもので
ある。

Aquala® ライナーは、再手術不要の生涯型の人工股関節の実現を成し遂げる
可能性が高く、患者・家族に対してはもちろん、社会に対しても多くのメリット

（労働人口の社会復帰や介護費用を含む医療費の大幅削減）を有する。Aquala®

ライナーを搭載した人工股関節は、医療イノベーションをもたらす日本発の長寿
命型人工股関節として、国内はもとより、広く海外においても用いられることを
確信する。
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情報通信技術（ICT）の進歩は、利用者におけるコンピュータシステムの利用
形態を大きく変えた。これまで個別に導入されてきた多くのシステムは、今日、
信頼性、可用性、保守性などを兼ね備えたクラウドシステムとして、従来のもの
よりも低価格で提供されるようになった。中でも、センサネットワークシステム

（Sensor Network System）とソーシャルネットワーキングサービス（Social 
Networking Service）の 2 つの SNS は、前者は交通、エネルギー、医療など
のさまざまな社会システムとして、後者はネットワークを利用した情報交換・交
流のサービスとして、われわれ人間社会を支える基盤技術となっており、その重
要性は今後ますます高まっていくものと考えられる。

他方、農業生産は気象環境の変化、圃場の条件や状態、市況などに左右される。
これらの中で、圃場の温湿度、日射量、土壌温度、土壌水分等の環境情報は、播
種（はしゅ）、施肥、防除、収穫等の農作業の適期判断や作物の生育診断・品質
評価に資する極めて重要な情報であり、その収集・利用技術の高度化が求められ
ている。一方、国民の食の安全・安心に対する関心の高まりや諸外国との競争激
化などを受けて、農業に対する国民の理解と意識改革の重要性がこれまで以上に
増してきている。これには農業生産に関連する情報の公開や戦略的な農政改革に
より、国民に支持される新たな農業への転換が不可欠である。

著者らは、昨年より、経済産業省平成 24 年度「成長産業・企業立地促進等事
業費補助金」支援の下、これらの課題の克服を目的に、上で述べた 2 つの SNS
の農業における利活用を検討する実証実験を行っている。この事業では、農業の
IT 化をはじめ、その実現を支える農業 IT 人材の育成ひいては農業 IT 企業の立
地も目指す。本稿では、その一端をこれまで行ってきた実証実験の成果も示しな
がら紹介させていただく。

 ■モニタリング装置とデータ通信装置を結ぶ 

図 1 は圃場環境情報モニタリングシステムの構成とウェブブラウザーによる計
測データの表示例を示したものである。モニタリング装置は、環境計測用センサ、
ワンチップマイコン、環境計測用基盤を防水防塵ボックス内に収納して製作したも

農林水産業の IT 活用

2 つの SNS が切り拓く新たな農業の展開

農業における情報通信技術利活用の可能性を探る九州大学と九州先端科学技術研
究所の取り組み。ポイントは一般の農家でも導入しやすいシステムの開発を目指
している点だ。圃場の温湿度、日射量、二酸化炭素濃度、土壌水分、土壌温度を
センサで自動計測し、そのデータを携帯電話やスマートフォンで見られるように
する。使っているモニタリング装置、データ通信装置は電子部品を除き、ホーム
センターなどで入手可能な部品で構成されている。Facebookを活用した情報の
公開・収集・交換のネットワーク化も目指している。

岡安　崇史
おかやす　たかし

九州大学大学院　農学研
究院　環境農学部門　生
物生産工学研究室　准教
授

有田　大作
ありた　だいさく

公益財団法人九州先端科
学技術研究所　生活支援
情報技術研究室 室長
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のである（図 1(a) 参照）。その構造は単純で、電子
部品を除き、ホームセンターなどでも十分に入手可
能な部品で構成されている。計測項目は温湿度、日
射量、二酸化炭素濃度、土壌水分、土壌温度とした。
データ通信装置は、市販の LAN コンバータと 3G/
Wi-Fi ルータを防水防塵ボックス内に収納したもの
で、PoE（Power over Ethernet）を介して上記モ
ニタリング装置と接続されている。ハウス内の環境
情報は 5 分間隔（任意に設定可能）で自動計測され、
3G 通信回線を介してデータベースに転送・保存され、
パソコン、携帯電話、スマートフォンのウェブブラ
ウザーを用いて、いつでも、どこでもグラフや表と
して表示することができる（図 1(b) 参照）。

他方、ハウス内には天窓（側窓）制御装置、換気・
循環扇、暖房器、二酸化炭素発生装置、潅水制御装
置等のさまざまな装置が既に導入されている場合も
多い。これらの装置はハウス内の制御パネルを用い
て自動あるいは手動で制御できるようになっている。

一般に、装置の稼働状態確認は、農家による見回
りによって行われており、制御装置の故障、動作条
件の設定ミス、電源の入れ忘れ等により、正常に装置が稼働せず、作物に被害が生
じたという事例も報告されている。このような事故を未然に防ぐ方法として、モニ
タリングシステムの導入は有効であると考えられる。つまり、現在のハウス内環境
情報に問題が生じていれば、それをシステムが直ちに感知し、農家にメール等で知
らせるシステムを構築できる（実際に市販されている多くのシステムは本機能を実
装している）。さらに、ハウス内環境の変化に対応した農作業内容や環境制御装置
の動作条件設定の最適化、ハウス見回り回数の見直しによる労働コストの削減にも
役立つ。事実、今回の実証実験でも、冬場の暖房器の稼働状態や二酸化炭素濃度の
監視、ハウス見回り回数の削減に非常に役立ったとの回答を複数得ている。

また、計測された環境情報は全てデータベースに保存されているので、現在の
環境情報を過去の情報や他の農家の情報と比較し、自身の農業生産技術の改善に
利用できるのではないかとの期待も大きい。そのためにも農家への普及が進み、
さまざまな利活用技術が検討されることを願っている。

 ■ Facebook で情報を公開・収集・交換 

図 2 に農業 SNS システムの構成と農業 SNS 交流グループの活用事例を
示す。農業 SNS システムは、農家、一般市民、IT 関係者、学識経験者等が
Facebook 上で自由に情報を公開・収集・交換できるシステムとして開発を行っ
た。Facebook は、現下、世界最大の SNS であり、実に 10 億人を超える利用
者を有する巨大なコミュニティスペースで、農業に関するさまざまなグループや
ページも多数存在する。著者らが 2012 年 12 月から運用を開始した、農業 SNS

 

 

図 1 圃場環境情報モニタリングシステムの構成と計測データの表示例 

 
  図 1 　圃場環境情報モニタリングシステムの構成と計測データの表示例
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交流グループ＊１は、2013 年 8 月 20 日時点で 372 名の参加登録があり、現在も
参加者数が増え続けている。

農業 SNS システムの構成は図 2(a) のように 2 つの SNS を組み合わせたもの
になっている。センサネットワークシステムについては、本稿でもすでに述べた
ように、圃場に設置したセンサの情報をデータベー
スに蓄積し、農家がいつでも閲覧できるようなシス
テムが、研究段階のものから製品となっているもの
まで数多く存在する。また、ソーシャルネットワー
キングサービスについては、Facebook やブログな
どを通じて情報発信し、消費者と交流を行っている
農家が数多く存在する。

農業 SNS システムは、これら２つの SNS を組み
合わせ、環境情報や生産履歴などを農業 SNS 交流
グループに投稿できる機能を提供している。この機
能を利用することで、農家は農業生産に関わる情報
を自由に投稿・公開することが可能である。２つの
SNS を組み合わせる利点としては、センサネット
ワークシステムに対しては、収集した農業情報を消
費者へのアピールにも利用することによる情報の価
値の増大、および農業情報の投稿を待っている消費
者が存在することによる情報取得動機の維持向上が
挙げられる。一方、ソーシャルネットワーキングサー
ビスに対しては、農業情報をコンテンツとして利用
することによる消費者への訴求力の強化、および生
の農業情報を公開することによる消費者からの信頼
度の向上が挙げられる。図 2 の例でも分かるように、
農家が投稿した記事に対して、参加者との交流が活
発に行われている様子が分かる。その他にも、同グ
ループでは、農業生産技術や農産物に関する話題、
農業に関わるセミナーや勉強会に関する情報提供、農業の機械化や IT 化の新し
い取り組みの紹介などさまざまな情報がほぼ毎日投稿されており、参加者間で活
発な交流が行われている。

以上のように、消費者をはじめとするステークホルダが農業生産現場の様子を
見る（知る）ことや、農家と直接会話することなどかつては難しいことであったが、
ソーシャルネットワーキングサービスの活用によって、それがいとも簡単に実現
できるようになった。このようなコミュニケーションの深化は、農家との信頼関
係の構築や農業さらには食に関する正しい知識の習得だけにとどまらず、国民に
よって支持される新たな農業への転換の原動力にもなっていくものと期待される。

本稿では、農業における 2 つの SNS の利活用法について、著者らの研究内容
を中心に紹介させていただいた。今後も農業における 2 つの SNS のさまざまな
利活用技術について研究・開発を行っていきたいと考える。

  図 2 　農業 SNS システムの構成と農業 SNS 交流グループの活用事例

 

図 2 農業 SNS システムの構成と農業 SNS 交流グループの活用事例 

＊ 1 
農業 SNS 交流グループ（https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/376615189087086/）：公
開グループであるので Facebook
利用者であれば参照可能だが、記
事を投稿するためには参加登録が
必要である。
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2013 年 7 月 1 日の朝、筆者は黄金岬に立ち、例年よりも多い暑寒別岳の残
雪に遅い夏の訪れを感じながら、沿岸に停泊する 16 隻の小型漁船を見つめてい
た。午前 8 時、16 隻の小型漁船が一斉に動き始めた（写真１）。今年度のナマ
コ桁曳き網漁のスタートである。新
星マリン漁業協同組合留萌地区なま
こ部会が資源管理に iPad を導入して
今年度で 3 シーズン目となる。全 16
隻のナマコ桁曳き網漁船に、専用に
開発したアプリケーションをインス
トールした iPad が搭載されており、
リアルタイム情報を活用した操業支
援と資源管理が行われている。彼ら
こそ、IT 漁業のパイオニア「北のナ
マコ漁師」である。

 ■残すべき資源量を定める 

北海道産のマナマコは、中国での需要拡大により 1999 年度以降単価が上昇を
続け、2010 年度には 1999 年度の 5 倍を超える単価となった。当然のように漁
業者の漁獲意欲は増大し、過度の漁獲による資源枯渇を危惧した稚内水産試験場
は、2007 年度から資源量推定に基づく資源管理に取り組み始めた。ここでの資
源管理は、資源量を把握し、次年度に残すべき資源量を定めてから、その差分を
当該年度の漁獲可能量とする考え方である。資源量推定を行うため、稚内水産試
験場は漁業者に漁獲情報を記録してもらうためのノートを配布し、小型漁船に位
置情報を記録するための機材を設置した。これらの記録を回収することで資源量
推定が可能となったが、致命的な問題があった。ナマコ桁曳き網漁の漁期はわず
か 2 カ月足らずであり、資源量推定の結果は漁期終了後に漁業者に届けられた
のである。

漁獲物と同様、情報にも鮮度が求められた。この課題を解決すべく、公立はこ
だて未来大学、東京農業大学、稚内水産試験場は、それぞれの立場で、リアルタ
イム資源量推定システムの開発に取り組んだ。

農林水産業の IT 活用

広がるＩＴ漁業の輪
―リアルタイムで情報収集・解析―

公立はこだて未来大学の「マリンIT・ラボ」は、ITの導入による持続可能な沿岸
漁業（IT漁業）の実践に地域と一体となって取り組んでいる。水産業と情報技術
を融合させた新たな研究分野を「マリンIT」と名付けている。

和田　雅昭
わだ　まさあき

公立はこだて未来大学
情報アーキテクチャ学科
教授、マリン IT・ラボ長

 写真１ 　ナマコ桁曳き網漁の解禁と同時に動き始めた小型漁船
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公立はこだて未来大学は得意とするエンベデッドシステムの技術により、小型
漁船の位置情報をリアルタイムで収集するセンサノード「ユビキタスナビ」を開
発した。また、ユーザインターフェースの技術を駆使し漁業者が漁獲情報を入力
するための「デジタル操業日誌」（図 1）と小型漁船の位置情報を共有する「marine 
PLOTTER」（図 2）の 2 つの iPad アプリケーションを開発した。

稚内水産試験場は漁獲情報と位置情報を用いた資源量推定手法を確立し、東京
農業大学はクラウドコンピューティングの技術により、漁獲情報と位置情報を管
理し、資源量推定アルゴリズムを実装した。その結果、リアルタイム資源量推定
システムが具現し、marine PLOTTER により資源密度や漁獲圧力などが可視
化され、漁業者主体の資源管理に活用されている。

 ■リアルタイム水温観測システムも 

リアルタイム資源量推定システムは、公立はこだて未来大学マリン IT・ラボ
の代表的な研究成果であるが、本学、東京農業大学、稚内水産試験場の連携によ
る IT を活用した水産業支援の取り組みは 2004 年度にさかのぼる。北海道の主
要な水産業であるホタテ養殖では、突然発生する大量斃死（へいし）が大きな問
題となっていた。夏季に発生する冷水塊がその主要因であると考えられており、
稚内水産試験場は記録式の水温計を用いて観測を行っていた。しかしながら、記
録式の水温計では斃死に至る水温変化の過程を把握することができても、斃死を
未然に防ぐことができない。ここでも、やはり情報の鮮度が求められていた。

この課題を解決すべく、漁業者向けの小型安価なリアルタイム水温観測システ
ムの開発に取り組んだ。公立はこだて未来大学はエンベデッドシステムの技術に
より、多層の水温情報をリアルタイムで収集するセンサノード「ユビキタスブイ」
を開発し、東京農業大学は水温情報を管理し、インターネットで配信するサイト
を構築した。そして、稚内水産試験場はリアルタイム水温観測システムがホタテ
養殖だけではなく、コンブ養殖にも有益であるとして、数多くの漁業協同組合を
直接訪問し水温情報の活用を呼び掛け、導入の手伝いをした。その結果、リア

  図１ 　デジタル操業日誌   図２ 　marine PLOTTER
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ルタイム水温観測システムはノリ養殖やサケ定置網にも活用されるようになり、
2012 年度にはインドネシアのハタ養殖にも導入された。

 ■リアルタイムの運航情報配信 

マリン IT・ラボの取り組みは水産分野だけではなく、海洋分野にも広がって
いる。大阪湾では、毎年 4 月から 12 月までの漁期にサワラ流し網漁が行われて
いる。長さ数 km の流し網が南北に複数張られ、関西と九州を結ぶ長距離フェ
リーの航路はこれと直交することから、しばしば長距離フェリーによる流し網の
切断事故が発生していた。そこで、全 14 隻のサワラ流し網漁船にユビキタスナ
ビを設置し、航海士へのサワラ流し網漁船のリアルタイム位置情報の提供を開始
した。航海士は marine PLOTTER を活用し、サワラ流し網漁船の航跡から流
し網の位置を推測することで最適な航路選定を行い、輻輳（ふくそう）海域での
安全操業と安全航海が実現している。また、山口県周防大島町では、町営渡船の
運航管理を目的として全 4 隻の渡船にユビキタスナビを導入し、町民へリアル
タイムの運航情報を配信するサービスの構築に取り組んでいる。さらに、沖縄で
は 2012 年度までに 20 基以上のユビキタスブイがサンゴ礁保全を目的として導
入されており、現在は 100 隻を超えるダイビング船のモニタリングにユビキタ
スナビを導入する計画が進んでいる。

 ■シンボルのマリン IT フラッグ 

2013 年 2 月 22 日、マリン IT・ラボは「マリン IT 分野の開拓と情報を活用
した持続可能な沿岸漁業の先駆的取組み」により北海道の科学技術分野の発展
に貢献したとして、2012 年度北海道科学技術賞を受賞した。一部の漁業者と
数名の研究者でスタートした IT 漁業の取り組みはいつしか仲間を増やし、その
活動はマリン IT と呼ばれるようになった。そして活動の和は組織を超えた輪と
なり、国境を越えて環を作りはじめている。IT 漁業の取り組みのシンボルとし
て作成したマリン IT フラッグは、多くの小型漁船に掲げられている（写真 2）。
このように、情報を収集
する大学、情報を解析し
意味を持たせる水産試験
場、情報を活用する漁業
者（漁業協同組合）が一
体となり、それぞれが自
らの立場で最善を尽くす
チームワークこそがマリ
ン IT・ラボの強みであ
る。今後も独創的な発想
で、社会に貢献し得る研
究に取り組んでいきたい
と考えている。  写真 2 　小型漁船に掲げられているマリン IT フラッグ
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特 集特 集 2

 ■はじめに 

東日本大震災によって甚大な被害を受けた東北地方では、震災から 2 年半経っ
た現在もまだまだ「復旧」途上である。この震災によって発生した農業の問題点は、
日本の農業の抱える本質的な課題が、短時間に顕在化したものと捉えることもで
きる。すなわち「就農者の高齢化」「地域過疎化」「輸入農産物との競争激化」と
いった根本的課題は震災前から存在しており、「農地の再整備」「被災農地の復旧」
だけでは、農業の再生・復興、ひいては日本の農業問題は解決しないと考えられ
る。このような状況の中で情報技術、とりわけ「センシング」「アクチュエ－ショ
ン」等による農業の高度化には大きな期待が寄せられている。

東北地域の産学官で組織した「東北スマートアグリカルチャー研究会」による
農業への IT 融合の試みを紹介する。植物工場を「環境制御型」とすると、われ
われが取り組んでいるのは既存の農地を活用した「環境付随型」農業で、低コス
ト、低消費エネルギー、消費者参加型が特徴である。

本研究会は ①農業法人、農家などの農業関連組織 ②地域ソフトウエア企業、
電子デバイスメーカー、通信キャリアなどの IT 関連企業 ③東北大学農学研究科
／工学研究科、東北学院大学、鶴岡工業高等専門学校など学校関連組織が連携し
て運営している。

 ■汎用デバイス導入による低コスト化 

農業の IT 化については、とかく植物工場に注目が集まりがちである。もちろ
ん中長期的な視点での先進技術の研究開発は重要であるが、農業 IT を産業化す
る視点では、これだけで短期的に国際競争力を得ることは困難であると思われる。
これらは基本的に農産物の生育に適した環境すなわち温度、湿度、日照を最適化
することが基本であり冷暖房や照明を必要とする場合が多い。震災復興需要や
TPP 関連で潤沢に農業の IT 化に補助金等の公的資金投入が可能であれば「国内
産業」として生き残ることができようが、補助金が永久に続くわけではない。従っ
て、植物工場では日本の農業を、今後の伸張が期待できる発展途上国向けの産業
に育てることが困難であると考える。

農林水産業の IT 活用

中小農家でも使える低コストのＩＴ支援
―東北スマートアグリカルチャー研究会の取り組み―

産学官のネットワーク組織「東北スマートアグリカルチャー研究会」は、東日本
大震災の被災地の農業復旧を支援するため、中小農家でも使える低コストの農業
支援ITシステムの開発に取り組んでいる。植物工場のように環境を「制御」する
のではなく、既存の農地を活用し低コスト、省エネルギーを実現して競争力を高
めるのが狙いである。

菊池　務
きくち　つとむ

東北スマートアグリカル
チャー研究会　副会長／
トライポッドワークス株
式会社 代表取締役常務／
東北大学大学院工学研究
科　IIS 研究センター特任
教授
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一方視点を変えると、昨今の IT 産業においてコモディティ化は周知の事実で
ある。これは「汎用デバイスをベースとした製品」による低コスト化という潮流
である。これに伴い大手メーカーだけでなく地域企業においてもさまざまなデバ
イスを取り込んだシステム開発が可能となってきている。

本研究会ではこれらの環境変化に加え、IT 化がまさにこれからという農業分
野においては、フィールドによるさまざまな実証試験、農業従事者と一体となっ
たシステム（農産物や地域・気候に適合したシステム）開発が必要との認識から、
ビニールハウスや露地栽培向けに低コストの農業 IT システムの確立を目指して
いる。

 ■定点型センサーネットワークシステム 

ここでは、本研究会のプロジェクトの一つである「定点型センサーネットワー
クシステム」を紹介する。実証試験圃場は、宮城県内の農業ベンチャーの圃場（大
崎市）、職住分離を余儀なくされた被災農家の 2 圃場（石巻、蔵王町）、東北大
学農学部雨宮キャンパス圃場、そして 8 月 5 日に新たに開設した研究会専用圃
場（仙台市）の 5 カ所である。

図１にシステムの概要を示す。
センサー群としては、学術機関の指導を受け地域

IT 企業がコモデティ部品で試作した「温度、照度
センサー」「ハウスの空調開閉用モータを制御する
接点アクチュエータ」、会員であるセンサーメーカー
から貸与を受けた「温度、照度、湿度センサー、EC（電
気伝導度）センサー」、購入した「外気温、降雨量、
風向、風速センサー」および地域 IT 企業が開発し
たネットワークカメラがある。これらに、Wi-Fi、
Zigbee、特定無線（920MHz）のインターフェー
スを持たせ、センサーステーション経由および直接
にクラウドに存在するデータベースサーバーと接続
している。これらクラウド上のサーバーデータを利
用するアプリケーションは、ウェブアプリケーショ
ンならびにスマートフォンアプリとして地域 IT 企
業が開発を行っている。

図２は、これらセンサーおよびアプリケーション
の画面である。

今後は、これらシステムのさらなる廉価設計と量
産企業との協業を進める。同時に、センサー群によ
るデータの蓄積を進め、これら「ビッグデータ」を
農業関連学術組織と農家との連携によって有効に利
用していく予定である。   図２ 　定点型センシングシステム（機能試作）　事例

図１ システム全体図
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図２ 定点型センシングシステム（機能試作） 事例

  図１ 　定点型センサーネットワークシステム
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新しい成形加工で琥珀の用途拡大
―『あまちゃん』に負けない久慈のブランド力探る―

NHK 連続テレビ小説「あまちゃん」の舞台のモデルは岩手県久慈市。この地域
はわが国最大の琥珀（こはく）の産地である。採掘から加工、小売りまで手掛け、
琥珀の博物館も運営している久慈琥珀株式会社が岩手大学などと組んで、そのま
までは加工できない琥珀のかけらの新成形技術の開発を目指している。

東京の生活になじめず、自分らしさを失ったヒロイン・アキが母親の故郷・岩
手県に移り住んで海女になり、たまたまご当地アイドルとして注目されたのを
きっかけに東京に戻りアイドルとしての活躍を目指す――人気の NHK 連続テレ
ビ小説「あまちゃん」の舞台は架空の町だが、モデルになっているのは岩手県久
慈市＊１で、小袖海岸など主要なロケ地周辺は連日、多くの観光客でにぎわって
いる。久慈は国内最大の琥珀産地である。琥珀は樹木の樹脂が土砂などに埋もれ
て化石化したもので、磨くと神秘的な輝きを放つ。古代の昆虫等を封じ込めた琥
珀は珍重され、学術的にも価値が高いという。琥珀の採掘から加工、小売まで手
掛け、琥珀の博物館も運営している久慈琥珀株式会社が大学と組んで琥珀に関す
るユニークな研究に取り組んでいる。新田（しんでん）久男常務取締役にその狙
いについて聞いた。

―　久慈地域の琥珀の特徴は？

新田　ロシア、ドミニカなど海外の主要な琥珀産地が採掘しているのが 2,000
万〜 4,500 万年前の新生代古第三紀の地層であるのに対し、久慈地域ではおよ
そ8,700万年前の中生代白亜紀の地層です。この地層が隆起しているためですが、
地層が古い分、琥珀がもろく、割れやすいという特徴があります。

―　大学との共同研究は、そのままでは宝飾品などに使えない小さな琥珀のかけら等につ
いてのプレス加工のようですね。

新田　当社は幾つかの産学（産学官）連携プロジェクトに取り組んでいますが、
その一つが「“久慈琥珀”粉末の高品位・効率的な新成形技術の開発」です。一
般的に、加工できないかけらや、ひびの入った琥珀はいったん粉にして熱と圧力
で固める方法が知られています。ロシア、ポーランド、バルト三国等で 1990 年
代前後から盛んに行われていたようです。当社は、この圧粉成形技術を独自に開
発し、加工しています。成形したものは、大型あるいは一定の形の琥珀製品、万
年筆・ボールペンの軸、時計の文字盤などになります。しかし、現在の成形技術
では、1 度プレスすると冷却するのに 1 〜 2 時間必要で、1 日に 3 回しか作業
ができません。品質のばらつきもあります。製品になるまでの歩留まりは 50％
前後という状態です。特に、ボールペン等の軸は棒状に成形したあとで、ドリル
で穴を空けてパイプ状にしているので、この穴あけ工程でひび割れや亀裂が発生
しやすいのです。

＊ 1 
岩手県の北東部に位置する久慈
市は、東側の太平洋沿岸は海岸
段丘が連なり、三陸復興国立公
園の北の玄関口。西側は遠島山
など標高 1,000 メートル以上の
山嶺を有する北上高地の北端部
である。東京から新幹線を利用
する場合、二戸駅で降り、新幹
線リレーバスに 1 時間 10 分ほ
ど揺られると JR 久慈駅に着く。
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―　そうした成形技術の課題を解決するために大学等と連携するのですね。

新田　そうです。今回、共同で研究開発を進めるのは岩手大学工学部機械システ
ム工学科の清水友治准教授と、粉末プレス成形の生産技術に多くのノウハウを持
ち実績もあるポーライト株式会社（埼玉県さいたま市）です。同社は粉末冶金製
品の専業メーカーです。この金属粉末の成形技術とノウハウを久慈琥珀の粉末に
適用して成形機の開発、琥珀粉末成形の最適条件を探ります。岩手大学には、プ
レス成形に関する解析と材料評価技術や、ばらつきの多い材料に対し、安定した
最適成形条件を見いだすための設計技術があります。従来、棒状の成形品加工と
穴あけの２つの工程が必要だった万年筆・ボールペン等の軸について、「後方押出」
と呼ばれる成形法を用いて、1 工程でパイプ形状にすることを目指しています。

―　「後方押出」法によりパイプ形状の成形が実現すれば、生産性が大幅に向上しますね。

新田　現在、ボールペンの軸の注文は多いのですが、当社の生産が追い付かず、
需要の 30 〜 40％しか応じられない状態です。生産体制が整えば、こうした文
具部品としての需要が拡大できると考えています。このプロジェクトの一連の研
究開発により、生産性の向上だけでなく、琥珀成形品の高品質化、琥珀のかけら
等の利用率向上も目指しています。この研究開発は科学技術振興機構（JST）の「復
興促進プログラム（マッチング促進）可能性試験」に採択（2012 年度）されて
います。

久慈琥珀株式会社　新田久男常務取締役
（琥珀で作った球体オブジェの中で）

―　いろいろな産学共同研究を進めているとのことですが。

新田　久慈産の琥珀は、他の産地の琥珀にはない、特有の物質を含んでいます。
この新規物質は 7 年ほど前に見いだされ、クジガンバロール（kujigamberol）
と名付けられています。専門家による基礎的な研究では抗アレルギーや抗炎症活
性があるのではないかと推定されています。岩手大学の農学部木村賢一教授と共
同で、この新規物質を生かした化粧品と日用品の開発を目指す産学連携プロジェ

産学官9月号.indb   34 2013/09/10   13:56:20



Vol.9  No.9  2013 35

クトにも取り組んでいます。この研究は JST の「復興促進プログラム（A-STEP）
シーズ顕在化タイプ」を活用しています。

―　NHK の連続テレビ小説「あまちゃん」の人気で、久慈地域の観光客は大幅に増えてい
ます。御社の琥珀博物館も連日、団体客でにぎわっていますね。

新田　ありがたいことに琥珀製品の売り上げは伸び、生産が追い付かない状態
です。いずれ「あまちゃん」ブームは去るでしょうが、その時のためにも琥珀
の需要の多角化を進めたいと思っています。いい時期に、大学等との共同研究
開発ができることは幸運です。東北経済連合会の支援で、久慈琥珀の新しいブ
ランド戦略の検討にも乗り出しますが、これも久慈琥珀の新展開を探るユニー
クな研究です。

―　新しいブランド戦略とは？

新田　従来、琥珀製品の売り上げの 40％ほどは観光地、つまり旅館の土産物売
り場等で販売されています。「おせんべいなど加工食品の土産物の隣に琥珀製品
を並べていていいのか」「ほぼ独占なのに、『量り売り』のような売り方はもった
いない」という問題意識が背景にあります。

―　それは興味深いですね。琥珀でも、久慈という地名が頭につくと、地方の特産品のお
土産という印象が強いですね。

新田　当社は、採掘に従事している者が 7 〜 8 人、工場で加工している者が 11 人。
このほか、外部にも加工を委託（5 人）しています。販売では直営店が 20 店あ
ります。このほか、レストランやリトアニア館、体験採掘場などを運営していま
す。地方ではそれなりに雇用を生み出している企業ですが、研究開発に勢力的に
取り組んでいるのは、ブームに乗るのではなく、長くやっていける産業にしたい
のです。新しい産業を創り出すというくらいの思いで取り組んでいます。

―　ありがとうございました。

（聞き手：本誌編集長　登坂和洋）
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研究の現場から

―　研究を始めるようになったきっかけは？

私は大手金属会社でレアメ
タル、レアアースの研究をし
ていましたが、転勤が嫌で会
社を辞め、親がつくった会社
に入りました。“家業”は、海
に生息する魚介類を陸上で飼
育・養殖する装置を専門に製
作したり、輸入しています。
ここで魚や水のことをいろい
ろ勉強しました。アクア・アー
トといった新しいことにも取
り組んでいたとき、当学園（学校法人加計学園）の理事長に声を掛けていただ
き、2002 年から岡山理科大学で閉鎖循環式の養殖の研究を始めることになりま
した。

 ■カリウム、ナトリウムなどから好適環境水 

―　なぜ真水をベースに海水魚を育てるのですか。

ここで研究を始めるには、大きな課題がありました。本学のこのキャンパス
は海から 30 キロメートルも離れた丘陵地にあることです。海水を運べば１トン
6,000 円かかります。人工海水は１トン１万円もします。実験には合わせて数百
トン規模の水槽などが必要です。しかもその一定量を毎日新しい海水に入れ替え
なければなりません。一研究者が負担できる金額ではありません。

そこで新しい発想で、淡水をベースに、海の魚が生息できる“水”をつくるこ
とから始めました。海水にはおよそ 60 の成分が含まれていますが、少なくとも
その中のどの成分がどれくらい含まれていれば、海の魚は生きられるのか、とい

岡山理科大学　准教授　山本俊政

海水に依存しない養殖システムの確立
海から離れた山村地域でも、真水をベースに海水魚を育てられないか――こんな
ユニークな発想から、海水でも淡水でもない、第3の水を作り出した研究者がい
る。岡山理科大学工学部の山本俊政准教授だ。魚の浸透圧調整に関わるナトリウ
ム、カリウム、カルシウムの3つの成分に着目し、その最適な濃度を特定。この
3成分のわずかな濃度の電解質を淡水に加えるだけの、世界一安い“海水”だ。
「好適環境水」と名付けている。この水を使った養殖の研究が進んでいる。拠点
は岡山市の丘陵地にある同大学「生命動物教育センター」。山本先生にこの研究
を始めるようになった背景や研究の進展状況について語っていただいた。
 （聞き手・本文構成：本誌編集長　登坂和洋）

山本俊政氏
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■ ■ 研究の現場から

う問題意識です。海水を参考にしないで、ゼロベースから積み上げる方法や消去
法などいろいろ試みました。そして、魚の浸透圧調整に関わるナトリウム、カリ
ウム、カルシウムの 3 つの成分に着目し、その最適な濃度を特定。2006 年 12
月に 4 つの特許を出願しました。私は「好適環境水」と名付けています。海水
でも淡水でもない、第３の水です。

好適環境水はナトリウム、カリウム、カルシウムのわずかな濃度の電解質を淡
水に加えることで生み出されます。これを利用すれば、海水の無いところでも、
真水を使って海水魚を育てることができます。海水魚を飼育するための世界一安
い“海水”です。特許出願時に比べると、われわれの好適環境水は進化しています。

 ■ 3 年前に「生命動物教育センター」 

―　好適環境水を開発してから「生命動物教育センター」開設までの経緯は？

好適環境水を使って養殖の実験に移りました。
第 1 ステップは 500 〜 5,000 リットルの水槽で予備実験を行いました。飼育

したのはトラフグ、ヒラメ、マダイ、シマアジ、クエです。養殖ができそうだと
いうことが分かりました。

第 2 ステップとして 2007 〜 2009 年、もう少し大きな水槽で飼いました。水
族館からもらった水槽や、自分たちで設計・製作した手作り水槽でこの第 2 ステッ
プを支えました。2008、2009 年ごろにはわれわれのユニークな研究はメディ
アでも報道されるようになり、さまざまな業種の多くの企業から共同研究開発の
出資の申し出がありました。しかし、こうした資金提供の話は全て断り、理事長
の英断で大学（学校法人）が 3 億 5,000 万円出して専用の研究施設をつくるこ
とになりました。

それが、2010 年３月に完成したこの「生命動物教育センター」です。床面積
は約 1,200 平方メートル。一番大きな水槽はクロマグロ蓄養槽（140 トン）で、
海水を使わず海水魚を養殖する閉鎖循環式としては全国最大級の水槽です。この
水槽と種苗生産室を含めセンター内の水槽の容量は合わせて 370 トンになりま
す。このセンターでの実験が第 3 ステップです。

 ■ウナギとトラフグの 2 つに絞る 

―　養殖の実験は順調のようですね。

昨年から魚種をトラフグとウナギに絞り込みました。2012 年７月 28 日、当
センターの好適環境水で養殖したトラフグ 52 尾を岡山市中央卸売市場に初出
荷し、残りの 2,300 尾が出荷待ちとなっています。今年は 2 年目です。ウナギ
の出荷は今年からで、シラスウナギ 1 キロから成ウナギ約 800 キロの生産の見
通しが立ち、現在、出荷がほぼ終わったところです。この 2 つに絞った理由は、
生産効率がいいことと、高く売れることです。

このセンターでは、18 カ月水の入れ換えをしていません。というのは、好適
環境水の pH は７でアンモニアがほとんど発生しないためです。ろ過も簡単です。
多くの魚を入れられるのも好適環境水の特徴です。2003 年度トラフグ生産試験
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における生産密度は１立方メートルに 45 キロを達成できました。同じ容量の水
に、水族館は 5 キロ、養殖でも多くて 10 キロ程度です。さらには無投薬の魚が
生産されました。

 ■水産白書に盛り込まれた陸上養殖 

―　先生の研究はアカデミアの従来の発想からは決して出てこないものですね。

私のように工学部の教員が魚の養殖を研究しているケースは他にないでしょ
う。水産は農学部の先生が研究していますが、魚工場の概念は水槽設備を利用す
ることから化学工学、流体力学、熱力学、分析化学などが必要不可欠となります。
これらの技術は工学部の学問エリアにあります。しかし工学部は魚をつくる発想
はありません。一見、相いれない方向性の異なる分野に見えますが、科学の進歩
の行く先は「科学の力により人類を豊かにすること」に変わりはありません。あ
えて分野の垣根を越え、技術を結集すれば新たな技術が創出します。これからの
アグリビジネスは、水産のみならず異業種との密なる連携がキーワードになると
思います。

かつてわが国における水産業は、国を支える基幹産業として長きにわたり君臨
してきました。現在、乱獲による資源の枯渇、漁業規制、漁業就労者の高齢化に
より危機的な状況にあります。このような状況の中で、水産庁は今年 7 月 1 日
に「水産白書」を公開しました。その中ではじめて陸上養殖（閉鎖循環式魚類養
殖）への取り組みが盛り込まれました。これらの背景には高生産性が期待できる
ことや、生産場所に限定されず震災に強い魚工場の利点が注目されたものと考え
ます。水産白書に示される国の方針は、東日本大震災により傷跡が残る東北地方
への福音になるはずです。さらには東南海大地震への備えになると確信し、早期
目標達成に向け全力を傾注する所存です。

―　ありがとうございました。

好適環境水によるシラスウナギの養殖
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10 回目の開催は 400 余りの展示
イノベーション・ジャパン 2013 ～大学見本市＆ビジネスマッチング～

●概要
イノベーション・ジャパン2013
～大学見本市＆ビジネスマッチ
ング～
会期：2013年8月29日（木）～
　　　30日（金）
会場：東京ビッグサイト
　　　（東京都江東区）
主催：科学技術振興機構（JST）、

新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）

共催：内閣府、文部科学省、　
　　　経済産業省
特別協賛：野村證券
入場料：無料

独立行政法人科学技術振興機構（JST）は 8 月 29（木）、30（金）の両日、東京・
江東区の東京ビッグサイトで、大学等の研究成果の見本市である「イノベーション・
ジャパン 2013 〜大学見本市＆ビジネスマッチング〜」を開催した。本年で 10 回
目の記念開催となった。169 機関から 402 課題の研究成果の紹介が行われた。

初日の特別講演には東京工業大学の細野秀雄教授を講師に迎えた。講演のテー
マは「材料科学から見たイノベーション創出に向けて」で、立ち見がでるほどの
盛況であった。

特別講演会場ではこのほか、上海交通大学国家大学科技園主任の曹兆敏氏の「地
域発展における大学サイエンスパークの役割について」と題する講演（JST 特別
セミナー）や、「大学発新産業創出拠点プロジェクト（START）セミナー」「産
学共同実用化開発事業 事業説明会」が行われた。START セミナー後の名刺交
換会は行列ができるほどの活況であり、多くの方に産学交流の場を提供すること
ができた。

さらに昨年同様、独立
行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構

（NEDO）が同じ会場で
「ビジネスマッチング」
を開催した。

また、29 日に会場内で
内閣府等の主催による「第
11 回産学官連携功労者
表彰授賞式」が行われた。

■開催結果概要

１．大学等の展示について
大学見本市の展示数は 402 課題と昨年に比べ大幅に増加、出展機関数も 161

から 169 となった。引き続き日本全国の多くの大学に関心を持たれていること
がうかがえる。

展示ブースは、「情報通信」「ラ
イフサイエンス」「医療」「装置・
デバイス」「ナノテクノロジー」

「環境保全・浄化」「低炭素・エ
ネルギー」「マテリアル・リサ
イクル」「シニアライフ（高齢
社会）」「防災」の 10 分野に分
けた。 細野秀雄教授による特別講演

●大学見本市とは
　全国の大学等の技術シーズ
を一堂に集め、企業へ紹介し、
産学連携の推進・技術移転の
きっかけとなる場を提供する
ことにより、産業活動が活性
化されることを目指している。
　新技術の展示会を柱として
おり、研究シーズと産業界を
マッチングさせるイベントと
しては国内最大規模である。
　なお、本イベントをきっか
けとして、共同研究などに進
展したマッチング率は、各年
度約10～30%に達している。

●ビジネスマッチングとは
　NEDO事業に関わる大学お
よび研究機関の研究成果の実
用化に向けたマッチングを実
施することにより、日本の産
業競争力強化に資することを
目的としたイベントである。
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２．JST ショートプレゼンについて
本年は展示会をサポートする企画として、大学見本市出展者が 5 分程度で技

術内容を紹介する「JST ショートプレゼン」を、上記 10 分野で計 120 件実施した。
プレゼンテーションは非常に好評であり、多くの来場者が聴講した。今後、マッ
チングへ進むことが期待される。
３．JST ブースについて

本年は JST ブースを拡充させ、
JST 発の事業成果である「JST 事業
成果展示（13 件）」、関連法人によ
る「JST 関連法人ブース（11 件）」、
JST における震災復興の取り組み
である「震災復興関連展示（3 件）」
を新たに行った。
４．ビジネスマッチングの開催

支援先企業・研究者による研究成
果展示を 60 件、プレゼンテーショ
ンを 60 件行った。

また、併せて NEDO 活動紹介および NEDO 支援事業成功事例デモンストレー
ションを NEDO セミナー会場、NEDO ブースにてそれぞれ行った。
５．第 11 回産学官連携功労者表彰授賞式の開催

29 日の午前中、特別講演会場にて、第 11 回産学官連携功労者表彰授賞式を
開催し、内閣総理大臣賞をはじめ、11 の賞が 14 件に授与された。

■まとめ

会場が東京ビッグサイトへ変
わったことによる影響、今夏の猛
暑による影響が懸念されたが来場
者は延べ 2 万 1 千人以上となり、
昨年同様に多くの産学マッチング
の機会を提供することができた。

新 た に 取 り 組 ん だ JST ブ ー ス
で の JST 事 業 成 果 展 示 で は、 株
式会社モリタ製作所の「歯科臨床実習用ヒト型患者ロボットシミュレータ

（SIMROID）」によるリアルなデモンストレーションが人気を博した。また、同
ブースの震災復興関連展示では、JST 発の事業成果が震災からの復興促進に貢献
している様子がうかがえた。本イベントの注目度は高く、文部科学大臣や経済産
業副大臣らが会場視察を行っている。

科学技術イノベーションを柱にした成長戦略が求められている今の日本におい
て、10 年目を迎えた本イベントは、さらに大きな役割を担うことを期待されている。

（古賀 希望：独立行政法人科学技術振興機構 
産学連携展開部 産学連携支援担当 主査）

株式会社モリタ製作所によるデモンストレーション

JST ブースの様子
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内閣総理大臣賞に
超高速光伝送システムの実用化

第11回産学官連携功労者表彰 
授賞式
日時：2013年8月29日（木）
会場：東京ビッグサイト

西1ホール
※「イノベーション・ジャ

パン2013」内
（東京都江東区）

主催：内閣府、総務省、文部科学
省、厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土交通
省、環境省、日本経済団体
連合会、日本学術会議

第 11 回産学官連携功労者表彰

●概要第 11 回産学官連携功労者表彰の授賞式が 8 月 29 日、東京ビッグサイト（東
京都江東区）の「イノベーション・ジャパン 2013」会場内で行われた。この表
彰は、産学官連携活動において大きな成果を収めた事例や、先進的な取り組みを
たたえるもので、2003 年度から毎年 1 回行われている。

今年度の内閣総理大臣賞に選ばれたのは「100 ギガビット級超高速光伝送シ
ステム技術の研究推進及び成果展開」で、受賞者は日本電気、富士通、三菱電機
と東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻教授菊池和朗氏。

同賞を含め 11 賞で合わせて 14 の事例が受賞した（受賞者一覧参照）。

■科学技術政策担当大臣賞は多発性硬化症の治療薬

内閣総理大臣賞を受賞した光伝送システム実用化の基
本技術は、菊池教授が提唱したデジタルコヒーレント
光通信方式。3 社と NTT 研究所は、総務省の委託研究
として、菊池教授の助言の下で先端技術を持ち寄って、
100 ギガビット光伝送用信号処理チップを世界に先駆
けて開発。3 社はこのチップを実装した 100 ギガビッ
ト級光伝送システムの開発を独自に進め、世界初の実用
化に成功した。このシステムは世界各国をつなぐ光海底
ケーブルに採用されている。

菊池教授は授賞式の後のプレゼンテーションで、この産
学官連携は 100 ギガビット光伝送方式の国際標準化をリードするとともに、国際市
場の 50％程度のシェアを獲得する見込みであると述べた。

一方、科学技術政策担当大臣賞は多発性硬化症治療薬。およそ 20 年前、京都
大学教授だった藤多哲朗氏（現 ･ 同大学名誉教授）と企業が連携して、冬虫夏草
から免疫抑制物質を取り出すことに成功、これを構造変換して治療薬（既存薬より
高い有効性）を開発した。この薬は世界初の経口薬で、70 カ国で使用されている。

本誌の関連記事
なお、受賞事例の中には、小誌が記事として取り上げたものがある。

【多発性硬化症治療薬（科学技術政策担当大臣賞）】
・2010年6月号　谷田清一「リード探索で産と学が連携した日本発の創薬事例」
・同号、藤多哲朗�「インタビュー：直感でテーマ設定�『培養』『免疫抑制測定』は連携企業」

【「べにふうき」緑茶の関連（農林水産大臣賞）】
・2008年6月号　「茶の抗アレルギー作用を利用した食品開発　機能性茶の『べにふう
き』栽培が広がる」

【試作コインランドリ（経済産業大臣賞）】
・2013年5月号　戸津健太郎��「MEMS・半導体開発のための共用施設『試作コインランドリ』」
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・同号　本間孝治「株式会社メムス・コア　急がれる新分野のアプリ開発」

【CLBO 波長変換素子（日本学術会議会長賞）】
・2012年9月号　森勇介・吉村政志・佐々木孝友「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―」
� （編集部）

賞名 事例名 受賞者名

内閣総理大臣賞
１００ギガビット級超高速光伝
送システム技術の研究推進及び
成果展開

・日本電気（株）
・富士通（株）
・三菱電機（株）
・菊池和朗　　東京大学大学院工学系研究科　電気系工学専攻　教授

科学技術政策担当大臣賞「多発性硬化症治療薬フィンゴリモド」の開発
・千葉健治　　田辺三菱製（株）研究本部　先端医療研究所　所長
・藤多哲朗　　京都大学　名誉教授
・佐々木重夫　（株）タイショーテクノス　開発部長

総務大臣賞 ネットワーク音声翻訳技術の実
用化

・隅田英一郎　（独）情報通信研究機構ユニバーサルコミュニケーション研究所
　　　　　　　多言語翻訳研究室　室長
・小林照二　　（株）フィート　代表取締役社長
・夏目誠　　　成田国際空港（株）　代表取締役社長

文部科学大臣賞
血管内治療の技術トレーニング
のためのテーラーメイド超精密
手術シミュレータの開発

・福田敏男　　名古屋大学　名誉教授、名城大学　教授
・池田誠一　　ファイン･バイオメディカル（有）　代表取締役
・新井史人　　名古屋大学　教授

文部科学大臣賞 レアメタルフリー LiFePO4 正極
の量産プロセス開発

・岡田重人　　九州大学先導物質化学研究所　准教授
・八田直樹　　三井造船（株）技術開発本部　千葉技術開発センター　技師長
・阿部一雄　　三井造船（株）事業開発本部　LIB事業室　室長

厚生労働大臣賞 「顧みられない熱帯感染症」
創薬研究データベースの開発

・秋山泰　　　東京工業大学大学院情報理工学研究科　計算工学専攻　教授
・北潔　　　　東京大学大学院　医学系研究科　国際保健学専攻　教授
・アステラス製薬（株）熱帯感染症研究チーム

農林水産大臣賞
メチル化カテキン高含有「べに
ふうき」緑茶とそれを利用した
外用剤の開発

・山本（前田）万里　（独）農業・食品産業技術総合研究機構　食品総合研究所
　　　　　　　　　食品機能研究領域長（前所属　野菜茶業研究所　茶業研究領域）
・谷野伸吾　　（株）バスクリン　取締役　製品開発部門担当

経済産業大臣賞
試作コインランドリ　～豊富
な設備とノウハウを提供する
MEMS 開発オープンプラット
フォーム～

・戸津健太郎　東北大学マイクロシステム融合研究開発センター　准教授
・本間孝治　　（株）メムス・コア　代表取締役社長

経済産業大臣賞
マイクロドーズ臨床試験を活用
した革新的創薬支援技術の開
発／事業化

・杉山雄一　　（独）理化学研究所　杉山特別研究室　特別招聘研究員、
　　　　　　　東京大学　名誉教授
・福田睦　　　積水メディカル（株）　代表取締役社長
・山下伸二　　摂南大学薬学部　教授

国土交通大臣賞
地盤のリアルタイム液状化判定
装置（ピエゾドライブコーン）の
開発

・大矢陽介　　（独）港湾空港技術研究所　耐震構造研究チーム
・澤田俊一　　応用地質（株）エンジニアリング本部　地盤解析部　副部長
・菅野高弘　　（独）港湾空港技術研究所　特別研究官

国土交通大臣賞
高性能レーダ（ＸバンドＭＰレー
ダ）によるゲリラ豪雨のリアル
タイム観測の実現

・国土技術政策総合研究所　河川研究部
・眞木雅之　　（独）防災科学技術研究所　客員研究員
・山田正　　　中央大学理工学部　教授

環境大臣賞 風レンズ技術による高効率風車
の開発

・大屋裕二　　九州大学応用力学研究所　所長
・烏谷隆　　　九州大学応用力学研究所　准教授
・内田孝紀　　九州大学応用力学研究所　准教授
・西村秀喜　　（株）リアムウインド　開発部

日本経済団体連合会会長賞 産学垂直連携・共同研究体
「TPEC」の創成

・（独）産業技術総合研究所
・富士電機（株）
・（株）アルバック

日本学術会議会長賞
半導体製造などで使用される高
効率紫外レーザー光源�（CLBO
波長変換素子）の実用化

・佐々木孝友　大阪大学　名誉教授、大阪大学・光科学センター　特任教授
・森勇介　　　大阪大学　教授
・岡田幸勝　　（株）光学技研　代表取締役

第 11 回産学官連携功労者表彰　受賞者一覧
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求められる研究支援について活発な討議

第2回「地域貢献・産学官連携　
強化URA研究会」

日時：2013年7月29日（月）
会場：福井大学文京キャンパス
主催： 東京農工大学、九州工業

大学、信州大学、福井大学

第２回「地域貢献・産学官連携強化 URA 研究会」

●概要「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」（文部科
学省事業）に採択された東京農工大学、九州工業大学、信州大学、福井大学の 4
大学は共同で、新たなネットワークの構築や共通課題の解決、ならびにユニバー
シティ・リサーチ・アドミニストレーター（URA）制度の定着を目的として「地
域貢献・産学官連携強化 URA 研究会」を開催している。第 2 回研究会は、「求
められる研究支援とは何か」をテーマに開催された。

■４大学若手 URA による活動報告

セッション１は、主催 4 大学若手 URA による活動報告であった。東京農工大
学の諏訪桃子氏から論文情報、外部資金情報、特許情報などの定量的指標に基づ
いた研究プロジェクトの立案や大型競争的資金の支援候補者の選定など、全学的
な取り組みについて報告があった。九州工業大学の田
中有理氏は、外部資金の申請支援業務経験を通じ、コー
ディネータや研究協力部門職員との協働体制構築の重
要性、日々の活動から感じている問題点や課題につい
て報告した。信州大学の鳥山香織氏は、学際領域およ
び産学官が研究プロジェクトマネジメントを行う上で
必要な URA に求められるファシリテータとしての役
割について、自身が参画しているプロジェクトの実例
を紹介した。さらに、福井大学の渡邉知浩氏からは、
福井銀行から URA として出向している経緯や金融機
関と連携した URA 活動の今後の展開について紹介が
あった。

■オープンイノベーションの推進および挑戦的な研究への　　　　
インセンティブの付与

セッション 2 では、企業における研究マネジメント
体制や大学の特徴ある研究支援活動について紹介が行
われた。日華化学株式会社の松田光夫氏は、製品売上
高のうち 20％超を発売後２年以内の新製品が占めるこ
とを述べ、こうした攻めの姿勢を支えるためオープン
イノベーション戦略を推進するとともに、知財戦略の
ブラッシュアップ、研究者各人のアイデア、研究成果
を組織全体で共有するため社内発表会開催などに取り
組んでいることを紹介した。

立命館大学の栗山俊之氏は、独立していた産学連携
会場の様子

福井大学・渡邉知浩 URA による講演
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コーディネートや研究プロジェクト企画、研究支援、知的財産マネジメント、お
よびインキュベーション機能を 1 つの部署に集約することによって研究支援の
ワンストップサービスが実現し、外部資金獲得の増加につながっていることを紹
介した。1 部署への集約により、テクノプロデューサーによる教員と職員とが一
体となった積極的なコンサルティング型営業が展開できるようになったという。

大阪府立大学の東健司氏は、新しいテーマにチャレンジする教員や大型研究プ
ロジェクトの中心となる教員に対しインセンティブを付与していること、地元企
業との共同研究活性化のため経済産業省による支援事業の事業管理法人を大学が
担当していること、地域イノベーション研究センターを設立して地域のシンクタ
ンクとして活動していることなど、大学の戦略に基づいた研究支援活動を紹介し
た。沖縄科学技術大学院大学の岡田吉央氏からは、ポスドク配置による研究サポー
ト体制の充実や学生に対する経済支援、知的クラスター形成に向けた研究拠点構
築事業など、世界最高水準の研究を支援する取り組みについて紹介があった。

■ URA に求められる役割についてディスカッション

セッション 3 では、研究者や大学事務経験者、技術移転機関のトップらがそ
れぞれの立場から、URA に期待する役割についての話題提供や URA 人材養成
プログラムの現状について紹介した後、パネルディスカッションを行った。東京
工業大学の秋山泰氏は研究者の立場から、各競争的資金の内容について質の高い
分析と適切なタイミングでの情報提供や会議のセッテング等の調整機能などプレ
アワード機能の充実への期待が述べられた。東京理科大学の角田勝則氏は、研究
者、大学事務職員、技術移転マネージャーを務めた経験から、研究者と企業、大
学各部局と公的機関等との間を「つなぐ」役割を担う URA の重要性について述
べた。

関西 TLO の大西晋嗣氏からは、技術の普及に力点を置く技術移転機関と研究
の発展・深化に力点を置く URA との協働の意義につ
いて述べ、早稲田大学の中島一郎氏は、URA 教育・
研究プログラムの試行的研修会におけるアンケート結
果の報告を行った。これらを通し、パネルディスカッ
ションでは「URA は誰のために働くのか、大学 or 研
究者？」を起点に研究支援活動の在り方について、フ
ロアを交えての積極的な議論が展開され、盛会のうち
に終えることができた。

当日は大雨の中、120 名を超える方々が参加され、
URA に対する期待の高さを改めて認識する研究会と
なった。

 （原田隆：福井大学産学官連携研究開発推進機構 URA オフィス　URA）

パネルディスカッションの様子
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科学技術イノベーションへの道（４）

研究者の直感と古典的研究アプローチ

６．リード探索段階で産学が連携した日本初の創薬

産学官連携に多大な貢献をした成功事例や先駆的な取り組みに対する表彰制度
の１つに内閣府などが主催する「産学官連携功労者表彰」＊ 1 がある。2003 年
度から毎年一回行われており、第 11 回となる今年度の授賞式は 8 月 29 日に東
京都内で行われた。科学技術政策担当大臣賞を受賞したテーマは「『多発性硬化
症治療薬フィンゴリモド』の開発」で、京都大学名誉教授の藤多哲朗氏と企業 2
社の関係者が授賞した＊ 2 ＊ 3。

この多発性硬化症の治療薬は、冬虫夏草から見いだした免疫抑制物質を基にして
いる。冬虫夏草とはいわば昆虫に寄生したキノコである。多発性硬化症は中枢神経
系の難病である。北米、北欧、オーストラリア南部、ニュージーランドに患者が多い。

小誌は 3 年余り前、以下の小特集（2 記事）を掲載した。

●  2010 年 6 月号　
特集『ライフ・イノベーション』の中の小特集『冬虫夏草から新薬が生まれよう
としている』
・谷田清一氏「リード探索で産と学が連携した日本発の創薬事例」
・ 藤多哲朗氏「直感でテーマ設定『培養』『免疫抑制測定』は連携企業」

冬虫夏草は、藤多教授が徳島大学から京都大学に移って、新たに設定した研究
テーマだった。

「直感でテーマ設定『培養』『免疫抑制設定』は連携企業」

免疫学に関して全くの素人と言える天然物化学者が「冬虫夏草の免疫抑制成
分の研究」をテーマに設定したのは、その周辺を化学的に研究していた者の直
感と勘だけだ。強いて言えば、コオモリガ科の幼虫に菌フユムシナツクサタケ
が侵入後、1 年間共生し子実体を発生させるという記述を読んで、菌が寄生し
ている間、幼虫の免疫様作用を抑制しているのではないかと、想像した。

当時、藤多研究室は菌の培養と免疫抑制測定の手段を持っていなかったが、大
学と連携実績のあった台糖株式会社が菌の培養の協力を申し出た。免疫抑制測定
は、つてを頼りに探した結果、吉富製薬株式会社がこの「ドン・キホーテ的研究
テーマ」に興味を示した。こうして、リード（医薬品の基となる先導的な物質）
探索段階で大学の研究者と企業が連携した日本初の創薬の取り組みが 1986 年 4
月にスタートした。

冬虫夏草の代謝物に起源を持つ多発性硬化症の治療薬は、薬づくりの先導的な物
質を探索する段階から大学の研究者と企業が連携したわが国初のケース。研究者
の直感によるテーマ設定、古典的研究アプローチなどによる成功の物語は何を教
えるのか。� （編集長：登坂和洋）

＊１ 
2013 年度の第 11 回の主催は
内閣府と７つの省、日本経済団
体連合会、日本学術会議。

＊２ 
【受賞者】
・ 田辺三菱製薬（株）研究本部先端

医療研究所 所長 千葉健治
・京都大学 名誉教授 藤多哲朗
・（株）タイショーテクノス

開発部長 佐々木重夫
【受賞概要】
田辺三菱製薬株式会社は、京都
大学薬学部の藤多教授、三井製
糖株式会社と共同で、冬虫夏草
から見いだされた免疫抑制活性
を有する天然物を構造変換する
ことによって、自己免疫疾患であ
る多発性硬化症に対して既存薬よ
り高い有効性を示すフィンゴリモ
ドを創製した。フィンゴリモドは、
スフィンゴシン 1- リン酸受容体
の機能をブロックする世界初の経
口治療薬で、現在、日米欧を含
む70 ヵ国以上で使用されており、
多発性硬化症の治療に大きく貢
献している。

＊３ 
このテーマは第 37 回（2012
年度）の「井上春成賞」も受賞
している。
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この研究は製薬業界ではどう位置付けられるのだろうか。谷田氏は次のように
記している。

「リード探索で産と学が連携した日本初の創薬事例」

薬の歴史は自然界に潜む有効成分の活用にはじまる。野生動物の世界に
も、植物の葉や樹皮などを薬のように摂取する行動は知られているが、有効
成分を取り出す知恵は、言うまでもなく人類にしか備わっていない。現代の
薬作りは、生命科学の最先端技術を駆使して行われているが、天然の有効成
分を活用する流れは、今も絶えることがない。ペニシリンが実用化されて以
来、感染症を抑える天然成分の獲得競争が続いたが、この流れは 1960 年代
に入って様変わりする。天然成分を感染症以外の疾患にも活用する機運が高
まり、それが 1970 年代後半から 1980 年代にかけて大きな流れを形成する。
新薬リードの供給源が、きのこ類にまで拡大したのもこのころだ。

その後、製薬企業の再編が進み、台糖、吉富製薬もそのうねりにのみ込まれ紆
余（うよ）曲折があったが、20 年の歳月を経て医薬品になった。田辺三菱製薬
はノバルティス（本社：スイス・バーゼル市）に、日本を除く全世界の開発権お
よび販売権を許諾している。米国では、2010 年 9 月に FDA（米国食品医薬品局）
の承認が下りた。わが国では田辺三菱製薬が 2011 年９月に製造販売承認を取得
した（新発売は同年 11 月）。現在、70 カ国以上で使用されている。この医薬品
の成功要因は何だったのか。再び谷田氏の記事。この中の「FTY720」はこの免
疫抑制物質（薬）の開発中の名称である＊ 4。

「リード探索で産と学が連携した日本初の創薬事例」

薬効に結び付く標的分子を定めて、それに作用する物質を薬に導くのが近
ごろ主流のアプローチだ。しかしそうではなしに、期待される生理活性を前
提に有効成分を薬に導くプロセスをたどったのが FTY720 だ。天然の物質
を相手にする研究では、このような、いわば古典的アプローチが普通に行わ
れてきた。このやり方には、われわれがいまだ遭遇したことのない未知の分
子や予想もしない生命の機序があらかじめ囲い込まれていることがあり、そ
こが魅力でもある。

新薬開発の成功例を分析してもあまり参考にならないとも指摘されるが、周到
な準備なしには幸運の女神はほほ笑んでくれないと、谷田氏は述べている。「ドン・
キホーテ的なテーマ」であっても、腰を据えて取り組める研究環境と、古典的な
研究アプローチ。大学の古き良き時代の幸運な成功例には違いないが、今日、こ
の先駆的な産学協同研究から示唆が得られるのではないだろうか＊ 5。

＊４ 
FTY は藤多氏、台糖、吉富製
薬の頭文字

＊ 5 
なお、藤多氏には 2010 年 11
月号に「多発性硬化症薬の報道
で思う人とのきずな」というタ
イトルでも寄稿していただい
た。
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 （編集長・登坂和洋）

★「URAと産学官連携コーディネーターとはど
う違うの？」と、最近よく話題になる。実際のと
ころ、特に URA の定義付けについて明確な定
めはなく、各大学に委ねている状況と思われる。
私が思うに、両者の違いは、産学官連携コーディ
ネーターは“外”に軸足を置き、企業等との研
究交流を通じた技術移転業務が主、URAは“内”
に軸足を置き、教員研究室により深く関わり、研
究成果の創出業務が主といったところか。将来
的には、“内を固めてから外を攻める”という観
点から、URA が一気通貫して業務を担うかも知
れない。今後、URAと産学官連携コーディネー
ターが共存していくのか、それとも融合していく
のか、動向を注視していきたい。

野口義文  立命館大学 研究部事務部長

★特許法第 35 条の職務発明に関する改正議
論が再び高まってきた。日本経団連によれ
ば、すでに相当落ちてしまった日本の国際競
争力のさらなる低下につながるという認識か
ら特許を受ける権利の原始的な法人帰属を主
張している。その理由は、発明者への対価の
算定の妥当性は最終的に裁判所で判断される
ため、企業は長期にわたりリスクを抱えるこ
とになるというものである。一方、改正が発
明者の創造意欲を削ぐことになればイノベー
ションの創出はもちろん頭脳の海外流出の危
機を招くことになる。法人帰属の場合でも、
発明者が起業を希望すれば独占的な通常実施
権の付与は最低限必要と思う。

鷹巣征行　鷹巣技術士事務所 所長
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