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巻 頭 言

産学官連携の取り組みが本格化して十数年が経つ。当初は、大学および公的研究機関の知を
より効果的に活用するという視点から、技術移転の仕掛けづくりが中心となったが、時ととも
に体験を重ね、その効果と課題を確認しながら、産学官連携は進化し、浸透していった。産学
官連携は一つの鋳型にはまるものではなく、今後も、環境の変化に応じて、イノベーティブに
日々変革を続けていくものと考える。

過去を振り返ると、産学官連携を柱とするイノベーション創出のための仕掛けづくりはかな
り進んできたように思える。TLO、インキュベーターなどの仲介機関が整備され、またコーディ
ネーター、URA といったプロジェクトづくりにおいて触媒的な役割を担う職種も登場し、産
学官連携の現場には新たなプロフェッショナルが育ち始め、そしてノウハウが蓄積されつつあ
る。産学官連携のエッセンスである、異なる組織に属し、異なる体験を持つ人材がぶつかり合
うことにより新たな発想を生み出すという作業は、これらの仕掛けを活用することにより、さ
らに深化する。

一方、世界の産学官連携事情は大きく変化している。例えば、欧米において、社会的課題・
地球規模課題に対する問題意識から、民間が主体となって運営する NPO、財団、団体組織がター
ゲットを絞り込み、課題解決に向けた産学官連携の取り組みに対してファンディングを行うと
いうプラクティスが浸透しつつある。わが国でもその萌芽がある。さらに、グローバル化がキー
ワードになっている。人、資金、ビジネスだけでなく、知識も国境をまたいで展開されている
わけで、日本の産学官連携も一歩踏み出し、その流れをリードしていくものと期待する。

現状をより客観的に把握することは不可欠である。数値目標の達成状況の確認に留まること
なく、産官学連携による直接効果・波及効果が、どのようなメカニズムを用い、またどのよう
な仕掛けを埋め込むことによって得られたのか、といった定性的な分析、事例研究も非常に重
要と考える。昨年の 6 月に打ち出された科学技術イノベーション総合戦略が示すように、経済
成長の原動力としてイノベーションが位置付けられる中、このような研究の重要性は一段と高
まっていく。
「産学官連携ジャーナル」は今年、10 年目に入ったとのことであるが、こうした議論の場が

根付いてきたことは非常に重要である。産学官連携ジャーナルは、常に現場感覚を持ち、体験
談の積み重ねだけではなく、人文社会学的なアプローチ等も活用しながら分析を行っている。
国際的な環境の変化を含め、課題等を関係者が共有することによって、新しいやり方、新しい
モデルが生まれる。産学官連携ジャーナルはそういう役割を担っている。情報の交流を通じて、
チャレンジを生み出す産学官連携に発展することを期待する。

■挑戦を生み出す産学官連携を

原山　優子
はらやま　ゆうこ
内閣府総合科学技術会議議員
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昨年（2013 年）9 月からフィンランドの首都ヘルシンキの Aalto University
で講義と大学院生の研究指導をしている。Aalto University は、Technical 
University of Helsinki とデザイン大学とビジネス系大学が 5 年ほど前に統合し
た大きな大学である。有名な建築家・デザイナー Aalto の名前をとって大学名
にしている。以前からこちらの大学で教えてくれないかとの要請を受けていた
が、昨年 3 月に九州大学を退職したことを機に引き受けることにした。これも
Dean（学部長）の長期戦略の一環である。都内なら 1 カ月の家賃が数十万円も
すると思われるゲストハウスに住まわせてもらっている。一時、日本の家屋は「う
さぎ小屋」と言われたが、この大学は学生寮、食堂も含めてインフラが素晴らし
い。というより、これが普通の大学というものであろう。以前、スウェーデンの
Charmers 工科大学に招かれた際にも同じ
思いをした。

ヘルシンキにきて、日本の大学や産学
連携が抱えている課題が一段とよく見え
る。これまでやって来たことにしがみつい
て研究テーマの新しい展開ができない多く
の日本の大学研究者や将来を見据えた事業
を展開できない日本の企業関係者には、わ
ずか 500 万人の人口（福岡県と同じ規模）
で世界との競争の最先端で生きようとする
小国の勇気が理解できないと思う。Aalto 
University の大学改革に関する最近の取
り組みは人ごととは思えず、大変興味深い
ので、本稿では、それを紹介したい。

 ■日本の講座制への批判 

欧州の主要大学は熾烈（しれつ）な競争にさらされている。国籍を問わず優
秀な研究者を集めなければ、よい学生も集まらない。昨秋、私と同様な形で、
2014 年 1 月から 2 年契約で招聘（しょうへい）される米国の著名な教授が招聘
受け入れの最終決断のために Dean との面接にやって来た。部門の将来の研究
計画、学内の施設などについて打ち合わせを行っていた。その教授と Dean を

世界と戦うために

日本の大学は変われるか
―フィンランドの大学改革、産学連携が教えること―

ヘルシンキのAalto大学で教えるようになっておよそ4カ月。副学長ら大学首脳へ
のインタビューから分かったのは、フィンランドの大学が国際化に対応するため
に進めているラジカルな改革。日本の大学が学べることは？

村上　敬宜
むらかみ　ゆきたか

Aalto 大学（フィンランド）
客員教授、九州大学名誉教授

Aalto University（アールト大学）
アールト大学は、2008 年にヘルシンキ工科大学、ヘルシンキ経済大学、ヘルシンキ芸術大学が合併して設立
された。現在は工学部、経済学部、化学技術学部、理学部、電気工学部、芸術デザイン建築学部の６つの学
部からなっている。大学名は、フィンランド出身の世界的な建築家 Alvar Aalto（アルヴァ・アールト）に由
来しており、写真の旧ヘルシンキ工科大学の建物も Aalto が手掛けたものである。
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交えた議論で大学のシステムのことに話が及んだ。私が話題を持ち出したわけで
もないのに、その教授は日本の大学の講座制を厳しく批判した。最近、自分の弟
子に次のように言ったという。「日本の大学なら君はまだ僕の手伝いをやってい
るだろうなあ」。その弟子もやはり国際的に著名な研究者で、若い時から師とは
独立に自分の分野を切り拓いて、国際的に評価されている。

このようなことがあって、ひと月も経たないうちに、フランスで、ある会社の
Scientific Council Member として、会議に出席した。世界の大学から 6 名の
メンバーが指名されたclosedの会議である。会議の合間の雑談でオックスフォー
ド大学の教授が日本の大学の講座制を強く非難した。このときも私が持ち出した
話題でもないので、生返事で聞いていたが、どうも日本の大学の講座制は世界中
のうわさになっているようである。これでは、外国の若い優秀な研究者が大学教
授としてのポストを目指して日本にやって来ることを期待するのは難しい。別に
外国人に教授になってもらう必要はない、日本の大学は十分レベルが高い、とい
う意見もあるだろう。しかし、現在進んでいる大学や企業の国際化はわれわれの
予想をはるかに超えるものがある。私の狭い分野に限っても、日本は取り残され
つつあるという印象を持っている。世界のトップを走っていたと自負していた日
本の企業があっという間に外国企業に追い越されたように、われわれの目に明確
に映らないうちに事態が深刻になっているのではないだろうか。

オックスフォード大学の教授は、さらに別の問題を指摘した。自分は今日本の
企業から頼まれて研究をやっているのだが、その企業に、なぜ日本の大学に研究
を依頼しないのかと質問したところ、日本の大学の先生は資金を渡しても責任を
持って結果を出さない、企業からのお金を寄付金だと考えている、と言ったとい
う。耳の痛い話である。日本の大学全て、あるいは全ての研究室に当てはまる話
ではないにしても、わが国の企業の日本の大学に対する評価の一端がうかがえる。

 ■大学の組織改革への姿勢 

日本の大学の国際化が待ったなしの状況であることは産学官共通の認識だろ
う。しかし、私は最近、日本の大学が国際化を迫られていることについて、多く
の大学人は何となくそう思っているに過ぎないと考えるようになった。皆が国際
化、国際化と騒いでいるからだが、ヘルシンキから見ると、その割りに危機感が
迫ってこないからでもある。何といっても、フィンランドのような小国と違って、
わが国は世界第３位の経済大国である。この国がちょっとやそっとのことで落ち
ぶれることはないだろう。それほど心配することはない。肝心なところは誰かが
何とかしてくれるだろう――と多くの大学人が受け止めているのではないか。

しかし、日本の大学を世界の中においてみると、そんな生易しい状況ではない。
日本の産業のある分野では、経済成長期には見られなかった国際競争でのほころ
びが顕在化している。日本は国際的に戦える人材が極度に少ない。このことに大
学は大きな責任を負っている。大学もすでにほころびが生じているのではないだ
ろうか。今後、財政的にも日本の大学は厳しくなる。フィンランドより厳しい日
本の高齢化は社会保障費の増加（毎年 1 兆円）をもたらし、他の予算は縮小を
余儀なくされるであろう。
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大学の組織改革等を目的とした競争的資金のプログラムに取り組む大学もある
が、3 ～ 5 年間の支援終了後、組織の継続的な改革に活かしている大学が一体ど
のくらいあるのだろうか。

なぜ日本の大学は変われないのか。組織改革を唱えても多くの場合、骨格や内
臓の手術には及ばず、腫れものの一時的な手術で終わる。骨格や内臓の手術には
教授会が「学問の自由」「大学の自治」という独特の“生命倫理”で抵抗する。
米国の大学は全予算に占める公的な資金援助が少ないので、大学の命は自助努力
で救わざるを得ない。これに対して、わが国の国立大学の教員は自分の大学が倒
産するなどとは夢にも思っていないのである。このような環境で何が起こるだろ
うか。最も可能性が高いのは「現状維持」である。しかも、大多数の教員はそれ
を「安全な選択」と考えている。

 ■ 2008 年に大学法改正 

Aalto University の取り組みは、大変興味深いので、副学長、2
人の副学長補佐（研究担当および産学連携）、工学部長にインタビュー
した内容を紹介することにする。Aalto University は以前からこのよ
うなシステムであったわけではない。大変革が起こったのはわずか数年
前である。フィンランドでは 2008 年に大学法が改正された。EU 統
合とともに域内での大学間の競争は熾烈になり、大学を改革し、魅力
ある大学に変えていかなければ、優れた留学生や若い研究者を集める
ことは難しい。日本には外圧という言葉があるが、EU 域内では外圧
は強力な内圧と同等とも言える。Aalto University は大学法改正の
後、１年をかけて世界中から 200 人ほどの総長候補を探し、その中か
ら Aalto Universityとは関係のない女性研究者（スウェーデン王立工
科大学〔KTH〕の副学長）を総長に選んだのである。選んだのは Board 委員会で、
民間から 2 名、政府から 3 名、大学内部から 2 名からなる。それ以前は、改革な
ど言い出さない、安全な（？）教授―いわば“お友達”―が内部の選挙で学長

（総長）に選ばれていたそうである。

Dean についても同様である。現在の Dean of Engineering はアメリカ人で、
ビジネススクールの Dean はノルウェー人である。以前のように、選挙で選ば
れた Dean ではない。Dean of Engineering がメール会議という制度を導入し
たところ、毎週、木、金曜日は約 60 通のメールが届くという。それらのほとん
どは新しい制度でわれわれは unhappy であるということを訴えるものだとい
う。新しい制度を導入した直後は、4 人に 3 人は制度に反対だったが、年配の教
授が退職し、新たに 130 名の新しい教員を採用したので（全体は 370 名）、現

Aalto University は世界中から有名教授を連れて来て、長期の講義
をさせている。Dean（学部長）の一存で決める。世界の大学と競争
するためだ。私もなんとかその期待に応えるべく、一生懸命講義をやっ
ている。学生には、「君たちは World Best Elasticity Lecture」を
受けているのだと言っている。写真は、ある日の講義の最後の Quiz
の風景。学生がいろいろ質問するので楽しい。

Dean's comment:
Two Board members are appointed by industry and five are appointed by the Finnish 
Government. HOWEVER, two of the five appointed by the Government are nominated 
by the Aalto University Academic Council. The Academic council consists of professors, 
other university staff and students. The board members nominated by the university 
academic council are not necessarily from Aalto University but they are considered to 
represent the interests of faculty, staff and student.
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在は反対・賛成が五分五分にまできたそうである。講座制も廃止した。「以前は、
講座の教授は研究室の“God”だった」と Dean は漏らした。耳が痛い話である。

フィンランドの大学は、発足時にドイツのシステムを導入した。このシステム
がもはや機能しなくなったという。日本とドイツは物事を正確に実行することに
かけては世界のトップである。副学長は言う。「ドイツの大学のシステムはやが
て問題に直面するであろう」と。そういえば、私の分野（金属疲労、破壊力学、
水素脆化研究）でドイツから優秀な若手の研究者が見当たらなくなって久しい。
しかし、こちらの年配教授に聞いてみたところ、講座制が廃止された結果、一人
になってしまい研究にパワーが足りなくなった、と嘆いていた。日本の大学が将
来、講座制を見直すような場合、若い研究者が育ち、同時に年配教授も happy
になれる新しいモデルを発明できるのだろうか。

 ■外国語教育に力 

フィンランド政府が 2008 年に大学法の改正を行ったの
は、このままでは 10 年先、20 年先の国が危うくなると判
断したからだ。インタビューした 4 人ともフィンランドは
EU 内で最も早く高齢化が進んでいると危機感を語った。改
革はすでにかなり進み、あと 3 年もすれば、改革は軌道に乗
ることが確実だと、担当副学長は抱負を語った。改革の 1 つ
は英語の講義の拡大。まだ改革途上であるにもかかわらず、
すでに修士課程は全て英語での講義であるし、学士課程でも
多くの講義は英語でなされている。私の講義は、学士、修士、
博士の学生のまぜこぜであるが、英語での講義で学生らは何
ら問題ない。あと 3 年で教員の 3 分の 1 は外国人になる予定である。このよう
にしなければ、国際的に質の高い学生、優れた教員を集めることができないので
ある。フィンランド語は大変特殊な言語であり、言語から言えばフィンランドは
EU 諸国や世界から孤立している。状況は日本と似ている。フィンランドはこの
ことに危機感を持ち、外国語教育に力を入れている。特に英語に関しては、どこ
に行っても問題ない。全ての年代、階層の人たちとのコミュニケーションが可能
である。そうしなければ、EU 内で取り残されるのである。

全国民が英語を自由に話せることは、自国の文化を失うことではない。自国の
文化と言語に誇りを持っていることはこの国に生活してみると分かる。長年隣国
からの脅威に晒された経験から（ヘルシンキ市内には至る所に広大な地下シェル
ターがある）、非常時には今でも一人一人が立ち上がる気概を持ち、厳しい気候と
自然に培われた独立心を有することがこの小国を誇り高い国に成り立たせている。

 ■自分たちに与えられた権利 

「大学の自治」という言葉がこちらの副学長、副学長補佐、工学部長との会話
で何度か使用された。それを聞いていると、「大学の自治」の意味が日本と彼ら
とでは異なることに気が付いた。外部から干渉されないという意味では共通性を

講義が終わると、学生が熱心に質問してくる。
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持っているが、日本で「大学の自治」と言う場合、自分たちを外部干渉から守る
という意味合いが強い。しかし、ここでは、自分たちで生き抜くための自分たち
に与えられた権利、という意味で使用している。それで、極めて大きな責任を感
じている、と副学長らは異口同音に話した。「われわれはまだ World class の大
学ではない。しかし、問題は明らかになっているし、改革の方向も分かっている、
あとは実行だけだ、必ずやり遂げる」という責任感に満ちていた。「自治」が与
えられた、すなわち Foundation based university になった。それで、産学連
携などは急拡大の動きを見せている。2011 年に建設したという大きな建屋には
世界各国の企業が入居している。Foundation based university になったこと
で自由な決断が可能となった。

 ■日本に留学したい一人の学生 

私の講義を受けている学生の一人が日本で私と同じ専門分
野で修士課程の研究をしたいと言い出した。前から注目して
いたクラスの中で一番優秀な学生（ナイジェリアの留学生）
だ。私は指導できないが、誰かを推薦する予定である。将来、
日本とナイジェリアのかけ橋になってくれることを願ってい
る。まだ、たった一人の学生だが、こうして私の講義を受け
た学生が将来世界のどこかで活躍してくれれば、この上ない
喜びである。

講義の合間に記念撮影。日本で研究をしたいと言ったナイジェリアの学生（写
真最前列の青い服の男性）は、６人兄弟・姉妹の末っ子で両親、兄姉の誰も大
学には行っていない。家族全員が自分が大学教育を受けることを支えてくれて
いると語っていた。もう 2 年も故郷には帰っていないと言う。筆者も心から応
援したい。
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インターネットを流れる情報量は年率 40％で増加していると言われる。従来
の携帯電話からスマートフォンに変えると情報量は 10 倍くらいになる。クラウ
ドコンピューティングは拡大の一途である。こうした通信需要の急増に対応する
ため世界で超高速・大容量光通信技術の研究開発競争が繰り広げられている。そ
の開発・実用化の最前線が毎秒 100 ギガビット級の光通信である。

基本的なことを整理すると、ビット（bit）というのは情報量を測る単位。コ
ンピューターで扱う最小の単位で、「オン」か「オフ」のいずれかを示すとき、
その情報量を 1 ビットという。

これまでの光伝送システムの通信の原理は単純だった。コンピューターや携帯
電話は情報を「0 と 1」の電気信号で発信しているが、光通信は電気信号を光の
信号に変換している。デジタル符号“1”の場合は光強度をオンにし、デジタル
符号“0”の場合は光強度をオフにして情報を伝送している。電気信号を光信号
に変換するのが「送信機」、逆に光信号を電気信号に戻すのが「受信機」、そして
光を運ぶ道が「光ファイバー」である。

こうした単純な仕組みだが、光ファイバーや半導体レーザーの機能が向上した
おかげで、１波長当たり毎秒 10 ギガビット、複数の波長を用いれば毎秒１テラ
ビットもの伝送が商用システムで可能になった。

世界と戦うために

なぜ日本は光通信で勝ち続けるのか
―日本発：100 ギガビット光伝送技術の実用化

なぜ超高速・大容量の光通信が必要か

・通信量の増大に対応するため、日本電信電話（NTT）、日本電気、富士通、三
菱電機の４社は総務省の委託を受け、毎秒100ギガビット光伝送用信号処理技
術を研究開発。結晶としてのチップ（LSI）を世界に先駆けて実用化。

・コア技術は、東京大学大学院工学系研究科の菊池和朗教授が提唱し、原理実証
したデジタルコヒーレント技術。

・チップ開発に先立ち、日本勢はNTT研究所を中心に、毎秒100ギガビット光伝
送システムの世界標準化をリードした。

・日本電気、富士通、三菱電機はそれぞれ同チップを実装した100ギガビット級
光伝送システムを開発、世界に先駆けた実用化に成功した。このシステムは、
世界各地を結ぶ光海底ケーブル網などに採用されている。また開発したチップ
は世界市場の半分ほどのシェアを握る。

・産学官連携による信号処理チップの開発は通信の大容量化、日本の光通信産業
の発展に貢献した。

 （本誌編集長　登坂和洋）
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しかし、光通信はさらなる超高速・大容量の信号伝送能力が求められている。
「毎秒 100 ギガビット級」という光伝送の規模は、詳しくは「100 ギガ× 100

波長」で、伝送される情報量はシステム全体で毎秒 10 テラビット。単位の接頭
辞の「ギガ」が「10 億」を表すのに対し「テラ」は「１兆」。「毎秒 100 ギガビッ
ト級」という光伝送は、既存のシステムに比べ 5 倍以上の容量だという。毎秒
10 テラビットのシステムは、約 2 時間の映画（デジタル）1,000 本分のデータ
を１秒で送れる大きさだという。100 ギガビット級のような超高速大容量の信
号伝送は、光強度だけを利用する従来技術の延長では難しい。すなわち新しいテ
クノロジーが必要となるわけである。

この期待に応えることができるのがコヒーレント光通信技術であるという。
コヒーレント光通信とは光の「位相」と「振動方向」を用いる技術のようだ。

位相とは波の“進み／遅れ”のこと。波がある方向に伝搬している場合、波を進
ませたり、遅らせたりコントロールすることができる。それが位相変調と呼ばれ
る技術だ。コヒーレント通信では波の位相をずらすことによって信号を伝える方
法が使われる。また、光の電磁波は、縦方向の振動と横方向の振動とを、別々な
波として扱うことが原理的には可能である。

コヒーレント光通信技術は 1980 年代に盛んに研究されたが、従来の光通信が
光増幅器の出現や関連機器の機能向上で大発展したため、コヒーレント光ファイ
バー通信の研究開発は 20 年以上にわたって中断されていた。

本稿のテーマであるデジタルコヒーレント光通信方式は、従来のコヒーレント
通信と高速デジタル信号処理を融合した技術である。東京大学の菊池和朗教授が
2004 年に、その有用性を明らかにした。

デジタルコヒーレント光通信方式を用いた毎秒 100 ギガビット級の光伝送を
実用化するためには、その超高速で大量の信号を処理するデジタル信号処理回路
が必要である。

それが、NTT（NTT 研究所）、日本電気、富士通、三菱電機の 4 社が、菊池
教授の基本技術をベースに、総務省の委託研究（2009 ～ 2011 年度）によって
研究開発した技術であり、その後実用化したチップ（LSI）である。

どうすれば大量の情報を高速で送ることができるのか。
それぞれのビットは、光の波の 4 つの位相状態として定義されているという。

波が 4 分の 1 進んだら、例えばそのビットは「0、0」、4 分の 2 進んだら「0、1」、
4 分の 3 進んだら「1、0」、もう 1 つ進んだら「1、1」という具合だ。このよう
に光の振幅を半径とし、位相を角度に対応させた極座標表示をコンステレーショ
ン（星座）という。この 4 つの位相状態に信号を乗せた縦振動の光の波と、別

なぜ世紀の新技術なのか

なぜ信号処理回路なのか
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の信号を乗せた横振動の波とを、同時に送信する。これによって初めて、波長が
非常に近いものでもどんどん詰められる。

100 波を詰め込むためには、50 ギガヘルツぐらいの周波数間隔で詰め込む必
要がある。１ヘルツ当たり毎秒２ビットの密度である。それが、4 つの位相状態
と縦横の振動の利用で初めて実現できた。

詰め込まれた多くのデータは、ファイバー伝送の中では“ぐちゃぐちゃ”になり、
前述のコンステレーションは“真っ黒”になるが、これを情報の受け口で「0、0」

「0、1」というようにもとの姿に復元させる必要がある。その信号処理を行うのが、
4 社が開発した技術／チップなのである。

受信が基本的には重要だが、実は送信側で、ある符号をかけている。その符号
情報を用いて復元するということもやっているという。つまり、チップは送信受
信の両方に使われる。

このチップは約 3 センチ四方のパッケージに入れられた小さな回路だが、その
ゲートの規模は 1 億。ゲートとは、半導体回路、特にデジタル回路の最小単位の
ことである。1 億ゲートというと、スーパーコンピューターのチップに使われて
いるチップと同じくらいの容量である。

菊池教授がこの方式を提唱した当時、業界の関係者は「これはいいね」と思う
半面、「そんなの実現できないだろう」と考えていた。何しろ、スーパーコンピュー
ター並みの回路規模が必要だ。NTT の中でも「開発できたとしても、本当に安
定して動くのか」との見方が多かったようだ。そればかりか、実際に開発に携わっ
た人たちの多くも、使命感の一方、不安は拭えなかったようだ。

光伝送の分野は、世界的にみても、これまで日本の通信事業者やメーカーが世
界標準でリーダーシップを取ってきたし、ビジネスの面でも比較的いいポジショ
ンを占めてきた。100 ギガビット級のシステムが開発され商用化になると、そ
の時代はかなり続くと見られている。こうしたことから、歴史のある日本の光の
技術を廃れさせていいのか、海外との開発競争で負けるわけにはいかないという
危機感が各社にあった。

とはいえ、100 ギガビットのデジタル信号処理のチップの規模は、先に述べ
たように巨大で、幾つもの技術的課題があった。開発には数十億円かかる可能性
があり、企業単独で開発リスクを負うのは厳しかった。しかし、海外との競争は
激しさを増しており、日本のメーカーとしては時期を逸しないように開発を加速

なぜ競合する大手メーカーが手を組んだのか

開発した LSI（写真右側） 回路レイアウト概要
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させる必要があった。NTT などは、国内企業との共同開発を訴えた。

NTT はともかく、一般的に日本電気、富士通、三菱電機といった同業の大手
企業が参画する共同開発プロジェクトで――しかも資金を「官」が出しているの
であればなおさら――実りのある成果を出すのは容易ではない。単にライバル同
士だからということではなく、各社は経営戦略、開発方法などあらゆる面で考え
方、文化が異なるからである。では、なぜこの開発はうまくいったのか。産学官
の関係者が一様に指摘するのは、プロジェクトリーダーを務めた NTT 研究所の
強いリーダーシップだ。

NTT は、もともとメーカーの異なる幾つもの大規模な装置を相互接続させ、
さらに大規模な基幹ネットワークを構築して、通信を運用している。そのノウハ
ウを保有している。NTT がこのプロジェクトのリーダー役となったことで、他
の 3 社のつなぎ役になったわけである。もちろん、プロジェクト推進という字
義通りのリーダーシップも発揮された。

この LSI の開発プロジェクトで、各社の分担を決める際、留意した点がある
という。以下の 3 つだ。

１． 開発できるような機能ブロックに分けた。「誤り訂正符号化処理部」「トレー
ニング信号処理部」「多重化部」「100 ギガ光送信部」「偏波処理部」「伝
送路推定部」「分散補償部」などというように各機能がなるべく閉じた形
にして、3 社に割り振り、責任を明確にした。

２． 機能ブロック間の主信号結合は NTT の役割。開発過程で機能ブロック間
連携が必要になった場合、NTT が取り持つ。

３． 各機能ブロックの間にメモリ（RAM）を設けて信号をチェックできるよ
うにし、どのブロックで不具合が生じているかが分かるようにした。

LSI 開発の機能ブロック概要

なぜ難しいプロジェクトは成功したのか
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また、この開発では各社がばらばらだった開発フローを統一した。このことで
合意するのは、予想外に大変だったという。こうした取り決めを行ったあと、各
社のチェックリストを調整したりして開発を進めた。2011 年にプロトタイプを
つくり、それが、奇跡的というべきか１回で動いた。動作ポイントを見つけるま
では大変なプレッシャーの中での作業であったが、ようやく動かせる条件が見つ
かり実際に動いたという事実は、開発に携わった方々にとっても驚きであった。

上記のようなチップ開発に先立って、日本側は国際標準化への取り組みを勢力
的に進めていた。

この分野の国際標準を定めている機関は、国際電気通信連合の電気通信標準
化部門（ITU-T）、Optical Internetworking Forum（OIF）などである。開発
プロジェクトリーダーである富澤将人 NTT 未来ねっと研究所企画部長らは 100
ギガビット光伝送の信号フォーマットや光伝送装置のインターフェースの標準化
を積極的に進め、国際標準化をリードした。

ITU-T では大きな課題があった。ITU-T が定めた光信号フォーマットの国際
標準である Optical Transport Network（OTN、初版は 2001 年）と、オフィ
スや家庭の LAN（構内情報通信網）などで多く使われているコンピューターネッ
トワークの規格 Ethernet との整合性があまりよくなかったことである。

10 ギガ Ethernet の規格は、電気・電子技術の国際学会 The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers（IEEE）が定めたものだが、そのビット
レート（ビットの規模）は、10 ギガ OTN のそれより少し大きいので、10 ギガ
Ethernet の幾つかのビットを落とさないと、OTN に収容できなかった。

富澤氏らは Ethernet の将来性を見越し、2004 年から Ethernet をビット落
ちさせずに収容できる拡張 OTN を提案。それから 4 年間多数派工作を進め、
2008 年 12 月、ついに 10 ギガ／ 100 ギガ Ethernet と 100 ギガ OTN の収容・
多重化階梯子（ITU-T G.709 および G.sup43）を合意することができた。

拡張 OTN を提案した当初、日本は孤立していたという。欧州の人たちから
は「なんて ridiculous な提案なんだ」とも言われた。欧州は大反対、米国は半々

（AT&T は反対でベライゾンは賛成）、中国は静観だった。
米国通信業者との水面下での攻防、欧州の通信業者との調整など、富澤氏らは

先方までよく足を運んだという。流れが変わったきっかけは、欧州で影響力のあ
るドイツテレコムが、Ethernet が今後重要になることに理解を示すようになっ
たことだった。既存の電話網をある程度断ち切ってでも Ethernet にシフトすべ
きだと考えるようになったのだ。

一方米国では、ベライゾンは AT&T に影響されて反対に回ってしまった。こ
の壁に穴を空けたのはベライゾンと NTT を中心に行った共同実験だった。「標
準化には反対でいいけど、一度、拡張分野で―100 ギガではないが―相互
接続実験をしてみよう」と NTT が提案した。実験したら、うまくいった（この
成果は一部、情報通信研究機構けいはんなオープンラボの成果として知られてい

なぜ日本は国際標準化をリードできたのか
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る）。つまり、互換性があり、市場で通用するということだ。標準化の議論の場
では拡張 OTN には反対であった組織も、互換するというニュースが広まったこ
とにより日本側に傾いてきた。中国側の関係機関とも折衝を重ねた。同国の通信
業者、装置メーカーとも日本の案には賛成していた。

最初の提案から 4 年、100 ギガ実用化の機運が台頭してきた時期に、標準化
合意を間に合わせることができた。

一方、OIF では 2008 年ごろから、100 ギガ OTN 信号を長距離伝送させる
光変調方式の標準化の動きが始まり、最終的に、菊池教授が初めて提唱したデジ
タルコヒーレント方式という革新的技術の採用が決まった。

NTT を除くシステムメーカー 3 社は、開発成果である 100 ギガビット光伝
送用信号処理チップを活用した 100 ギガビット級光伝送装置を開発し、事業化
した。世界 22 カ国をそれぞれつなぐ太平洋・大西洋の光海底ケーブル網などに
使われている。この信号処理チップについては、NTT エレクトロニクス（NTT
の子会社）が生産・販売している。100 ギガビットの世界の市場で、この光伝
送用信号処理チップは 50％程度のシェアを握っていると見積もられている。

この普及の過程で日本側はオープン戦略を展開した。同チップの開発プロジェ
クトのメンバー企業だけが使うという方法もあったが、囲えば囲むほどガラパゴ
ス化する懸念もあり、激しい議論の末、「欲しいという世界の全てのユーザーに
提供可能（ただし、提供する時期はプロジェクトメンバーと数カ月差をつける）」
ということで合意した。

このチップをいち早く広め、デファクトスタンダード（事実上の標準）として
世界の技術を塗り替え、プロジェクトメンバーら日本勢が次世代の開発の「制空
権」を握るという戦略だった。

このプロジェクトのまとめ役の富澤氏は振り返る。
「今回のこの開発を始めるに当たり、私には 3 つの不可能とも思えるミッショ

ンが与えられたと思いました。この 4 社をまとめ、1 億ゲートの LSI を一発で
動かし、世界一のシェアを取る―の 3 つです。どの課題もとても難しいこと
なので、1 つもできるわけがないと最初は思いました。しかし、会社の壁を超え
た技術者同士のクロスオーバーが、不可能を可能にしました。メンバー全員が同
じ危機感を共有でき、本気で意見をぶつけ合うことができる、そういう土壌を諸
先輩方がつくってくれたおかげだと思っています。これからの技術者は、会社経
営の枠を超えて自身の存在価値を高め合う必要があると思いますし、そういった
活動のきっかけ、一例にでもなれば幸いです。」

なぜトップシェアなのか

●参考文献
富澤将人 ; 尾中寛 ; 福知清 ;
水落隆司 .TTC に寄せて 日本
技術力の結晶と世界展開の
一例 :100 ギガ光 COE プロ
ジェクト～総務大臣表彰を受
賞して～ .TTC REPORT.2013,
vol28,No.3,p.8-13．
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 ■はじめに 

企業の国際化というと、一般的には海外市場参入や海外生産展開がイメージさ
れる。しかし、昨今、筆者は日々の実態調査の中で、ものづくり中小企業の経営
者が海外の大学や学会とつながり、さまざまな活動を推進している姿を目の当た
りにしている。言い換えれば、ものづくり中小企業が介在する産学連携の国際化
が生じているのである。本稿ではこうした国際産学連携を志向・実践するものづ
くり中小企業の姿を提示し、その意味を考えていきたい。

 ■国際的なネットワーク・ハブとしての大学 

かつて、ものづくり中小企業の多くは顧客である大手企業との取引の中で、新
たな気付きを得たり、知識を移転されることで、技術を向上させてきた。しかし、
グローバル競争の激化から、大手企業は海外生産を推進している。また、短納期
や低コストを最優先するなど調達方針も大きく変化させている。必然的に、顧客
としての大手企業から、ものづくり中小企業への知識の移転は減少するように
なった。こうした中で、ものづくり中小企業の一部は産学連携を強く志向し、大
学や公的研究機関を新たな知識・技術獲得の窓口とした。筆者はかつて、「科学
的手法の導入」と銘打ち、ものづくり中小企業の産学連携の現状を分析した＊＊１。
実際、共同研究開発を実施するだけでなく、技術者を派遣したり、経営者自身が
博士課程に進学するような事例も数多く存在する。また、産学連携により、大学
から高度人材を獲得するものづくり中小企業も多い＊＊２。

一方、大学には「国際的なネットワーク・ハブ」としての機能も存在する。優
秀な大学教員は国内だけでなく、海外の研究者や企業、学会と広範なネットワー
クを有している。そして、幾つかのものづくり中小企業は産学連携を実践する中
で、そうしたネットワークの一部を自社に搬入している。言葉を変えれば、国内
の大学との産学連携を媒介にして、海外の大学・学会とのネットワークを形成し
ているのである。筆者の研究からは、特に海外市場参入を企図する企業にこの傾
向が強いことが分かっている。以下に代表的な事例を見ていこう。

世界と戦うために

ものづくり中小企業の発展と国際産学連携
―海外大学とつながる中小企業の姿―

グローバル競争の激化、産業構造の変化を背景に大手企業から中小企業への知
識の移転は減少。このため、ものづくり中小企業の一部は産学連携を強く志向
している。共同研究にとどまらず、技術者を派遣したり、経営者自身が博士課
程に進学するなどさまざまな形で大学と関わりを持ち、そのネットワークを活
用して海外の大学、学会等ともネットワークを築いている。産学連携の新しい
姿である。

山本　聡
やまもと　さとし

東京経済大学 経営学部　
専任講師

＊＊ 1 
山本聡．中小製造業におけ
る「測定・解析」技術の導入
プロセスと取引関係の変化．
東京経済大学会誌・経営学．
2013，Vol.278，p.139-168．

＊＊2 
山本聡．“ものづくり中小企
業の発展と科学的手法の導
入：第 2 回 産学連携が測定・
解析能力をもたらす”．産学
官連 携ジャーナル．http://
sangakukan.jp/journal/
journal_contents/2012/08/
articles/1208-07/1208-07_
article.html，（accessed 
2013-12-16）．
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＊ 2 
より正確には、大和合金（板
橋区）35 名、グループの別
会社の三芳合金工業（埼玉
県）90 名である。

＊ 1 
初代社長と大場社長の間は、
大場社長の叔父が社長職を
務めていた。

 ■企業事例 

事例１. 株式会社狭山金型製作所（埼玉県入間市）
狭山金型製作所（従業員数 30 名）は金型およびエンジニア

リングプラスチック関連製品を手掛ける企業である。1964 年、
三代目社長・大場治氏の父親が板橋区成増の金型企業で働いた
後、29歳で創業した。その当時はプレス、プラスチック、ガラス、
ゴム、ダイカストなどあらゆる金型を手掛け、周辺の精密機器
企業向けにカメラやオーディオ、メーターといった機器の各種
部品用金型を製作していた。しかし、初代社長は 43 歳で急逝
する＊ 1。大場社長は私立大学工学部卒業後、25 歳まである金
型企業に勤めていたのだが、狭山金型製作所に戻り、三代目社
長に就任する。

狭山金型製作所の転機は 2001 年に生じた。まず、9 月 11
日のテロにより、米国の大手電機企業が日本企業への発注を停
止する。また、日本と中国の間に貿易問題が生じ、中国は携帯
電話、エアコン、乗用車に 100%の報復関税を課した。これが
主に携帯電話の部品やコネクタ部品の金型を手掛けていた狭
山金型製作所にも大きな影響を及ぼしたのである。大場社長は
自社が世界経済と密接に関連していることに気が付き、海外
市場を視野に入れていった。2002 年には ISO9001：2000 を
UKAS（英国認証機関認定審議会）の下で、英語で獲得し、海
外営業の基盤を構築する。また、2004 年には欧州金型展示会
に参加する。

リーマンショックによる影響から、同社はさらなる海外展開
を志向する。日本金型工業会で経済産業省の JAPAN ブランド支援事業を獲得・
実行したり、シンガポールの商談会ではあるプラスチック金型・成形の企業と
意気投合し、2012 年にはジョイントベンチャー（JV）を設立した。さらに、ス
イスやドイツの企業とも JV を設立する予定である。こうした施策の背景には、
TAMA 協会（一般社団法人首都圏産業活性化協会、本部：東京都八王子市）や
経済産業省、金型工業会、型技術協会や大学と広範なネットワークを有している
ことが挙げられる。

加えて、狭山金型製作所では国内の大学とのつながりから、ドイツのシュタイ
ンバイス大学の大学院生を研修生として受け入れている。すなわち、海外展開を
強く志向する中で、国際的な産学連携も実施しているのである。

事例２. 大和合金株式会社（埼玉県三芳町）
大和合金（従業員数 125 人）＊ 2 は特殊銅合金の開発・製造・加工・販売を手

掛ける企業である。その創業は 1941 年で、当時から合金開発を手掛けていた。
大和合金では自社内に溶解、鋳造、熱間鍛造、熱間押出、冷間引抜、熱処理、機
械加工、材料検査、評価といった合金製造の全工程の設備を有し、素材の一貫
生産を可能にしている。その上で、積極的に合金開発を展開している。10 年

狭山金型製作所の製造現場

大場社長とドイツ・シュタインバイス大学からの研修生
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以上かけて、「NC（ニッケル・シリコン・クロム含有）銅合
金」を開発したこともあり、現在では自動車や航空機、機械な
ど 13 業種、400 社以上の企業と取引をしている。著名な国立
大学教授や大手企業の技術者 OB を招聘（しょうへい）して、
技術勉強会も開催している。

大和合金の三代目社長である萩野源次郎氏は私立大学大学院
理工学研究科を修了後、大手化学企業を経て、1999 年に入社
し、営業を担当していた。あるとき、萩野社長は自社技術が世
界で通用するものだということに気が付く。大手企業 A 社が、

“こういう合金はないか”とある合金を世界中で探していた。
その結果、A 社は自社の希望に合致する合金を米国で発見し
たのだが、それは大和合金が米国に輸出したものだった。こう
した経緯から、萩野社長は広く海外市場にも目を向けるように
なった。同じころ、リーマンショックが生じたことも、萩野社
長の想いを加速させた。板橋区役所、東京都庁、経済産業省、
中小企業振興公社、中小企業基盤整備機構、中小企業投資育成
株式会社、日本貿易振興機構（JETRO）、商工会議所といった
さまざまな公的機関の支援を受け、韓国、香港、ロンドン、デュッ
セルドルフ、ベルリン、パリで開催された展示会や商談会に積
極的に参加していく。その結果、欧州やシンガポール、タイ、
中国の企業と取引し、欧州系の航空機メーカーのランディング
ギア用のブッシュを受注している。また、材料開発も推進し、
多くの特許出願や論文・学会発表を展開していく。萩野社長自身も国立大学工学
研究科から博士号を取得した。

こうした海外取引の拡大や国内の大学とのつながりの延長として、萩野社長は
米国の大学が主催する大型研究プロジェクトに参画し、そのワークショップで報
告している。併せて、大和合金の技術者も国際学会に参加・報告し、新たな技術
開発のための知見を獲得している。

 ■まとめ 

以上、2 社の事例を見た。どちらの企業も、経営者が能動的に政府、自治体、
公的機関、そして、大学とのネットワークを構築してきた。その中で、国内の大
学との産学連携を基盤として、海外の大学とのネットワークを構築している。ま
た、海外市場への参入（≒海外の企業との取引）を強く志向・実現していること
も指摘する必要があるだろう。日本のものづくり中小企業の技術は世界から評価
され、その活動は国境を越えている。それは産学連携に関しても例外ではないの
である。今後は、海外の大学とのネットワークがものづくり中小企業に何をもた
らすか、注視していく必要があると言えるだろう。

※本稿は JSPS 科研費 25780243 および東京経済大学個人研究助成費 13-34 の助成を受けた
ものである。

大和合金の鋳造現場

 米国の大学主催のワークショップで報告する萩野社長
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―　RENKEI のスキームは 2012 年春にでき、2013 年春までに各大学が会費を納入し、
それから具体的に動き出したようですが、日英の大学の連携の背景を教えてください。

進路選択を含め、両国の大学院生が広い視野を持ち、将来、国際的に活躍す
るきっかけにしてもらいたいという願いがあります。このため、Rolls Royce
社、Glaxo Smith-Kline 社、Toshiba Laboratories 社 な ど 日 英 の 大 手 企 業
も RENKEI の準備段階のシンポジウム等に参加しており、今後日英企業に
RENKEI への参画を呼び掛けようとしています。国際産学連携が進展すれば、
日本の大学院を修了した学生が英国の企業に就職しやすくなると思います。英国
でも高学歴者の就職難は日本と同様です。両国の企業文化には違いがあり、例え
ば英国には大手企業の定期採用という慣習はありません。

―　日本の大学にとって、さらに立命館にとってのメリットはありますか。

日本は 18 歳人口が減少しています。大学経営という点では厳しい条件です。
しかし、外に目を向けると東アジア、南アジア、アフリカなどに多くの 18 歳が
います。日本の大学が海外とのネットワークづくりを進め、こうした若者を日本
の大学で迎えられればいいと思います。一方、立命館大学は高い研究力を持って

世界と戦うために

日英の産学が人材育成・社会貢献を目指す

日本と英国の合わせて11の大学は、高等教育機関と経済、社会との連携強化
を目的に、Japan-UK Research and Education Network for Knowledge 
Economy Initiatives（略称：RENKEI）というグループをつくり、2012年3月
から活動を始めている。社会貢献、技術・知識移転、人材育成などの分野で日英
の大学間連携、産学連携の促進を目指す。事務局は、英国の公的な国際文化交流
機関「ブリティッシュ・カウンシル」が務めている。当面の活動分野は博士人
材・若手研究者育成プログラム、大学の社会・地域貢献の在り方に関する対話促
進、産業界との技術・知識移転（共同研究）の促進である。 
　日本の大学の1つ、立命館大学国際平和ミュージアム館長（学校法人立命館総
長特別補佐、立命館大学政策科学部名誉教授）のモンテ・カセム氏にRENKEIの
背景や展望を聞いた。 （聞き手・本文構成：本誌編集長 登坂 和洋）

Monte Cassim
モンテ・カセム

立命館大学国際平和ミュー
ジアム　館長

・Japan-UK Research and Education Network for Knowledge 
Economy Initiatives (RENKEI)のメンバー大学（アルファベット順、
2013年2月現在）
日本：京都大学、九州大学、名古屋大学、東北大学、立命館大学
英国：ブリストル大学、リーズ大学、リバプール大学、ニューカッスル大学、

　　　　サウサンプトン大学、UCL（ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン）
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いますから、本来、もっと海外での開発協力などに生かせるはずです。RENKEI
をきっかけに教職員が外に目を向け、さらなる研究力強化につながることを期待
しています。

―　大学院生には、RENKEI の活動に参加することで、どんな能力を身に付けてもらいた
いと考えていますか。

RENKEI のメンバーの大学は、地球規模の課題解決にチャレンジするという
目標を確認して、4 つの問題意識―― ①文理融合、学際的に、この大きなチャ
レンジを実現するのに必要な普遍的なスキルは何か ②そういう若い方々の創造
力をどう増やしていけばいいか ③彼らが国境を超えて協働できる力をどう与え
ればいいか ④大学で学んだ知識と社会的なニーズをどうつなげていけばいいか
――を持っています。対象は院生だけでなく、若手講師やポスドクも含めていま
すが、こうした面でのスキルアップや、チャレンジを実現するためのヒントをつ
かんでほしいと思います。

―　昨年、日英の院生が参加してサマースクールを開いたそうですね。

このスクールでは RENKEI に加盟している各大学が院生やポスドクを推薦し、
選考委員会が男女のバランス等も考慮して 22 人を選びました。今回のホスト校
は英国側がブリストル大学とニューカッスル大学で日本側は京都大学でした。昨
年の夏はブリストルで実施し、冬は京都で 2 週間のウインタースクール（12 月）
が終わったところです。参加者をグループ分けし、チームごとに夏と春の間イン
ターネット上の会議を月 2 回程度実施し、「都市社会のサステナビリティとレジ
リエンス」をテーマに課題を抽出し、自らの解答づくりに向けて国際協働をして
きました。この院生・若手研究者向けのスクールが RENKEI の具体的な活動の
第一歩です。次年度以降に向けて複数の想像豊かな提案が上がっており、今検討
中です。期待してください。

―　この人材育成のプログラムをどう発展されるのですか。

これは個人的に関心がある者同士で話し合っているレベルですが、波長の合う
者同士で共同研究ができるようなプラットフォームになってほしいと思っていま
す。そのためには研究室同士の研究交流を促進する仕組みづくりがカギです。昨
年 12 月に日本でメンバーの大学の会議がありましたが、今年の 1 月 23 日にも
立命館大学と UCL（ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン）は 2 大学間の協力
協定の下で共同サイエンスシンポジウムをロンドンで行う予定です。在英国日本
国大使館と日本学術振興会、日本商工会議所、大和日英基金などのロンドン事務
所の協力を得て行う企画ですが、このような国際先端共同研究会を、RENKEI
の加盟大学が日英企業の協力を得て定期的に設けていければ意味深いものになる
と思います。

もう 1 つは、何か模範的な取り組みの例をつくるとかシンボリックな事業を
行うことです。立命館の場合、私が今館長をしている国際平和ミュージアムを活
用できたらいいなと思っています。国際平和ミュージアムは 2012 年に 20 周年
を迎えました。博物館の附属研究所をつくることになりました。以前だったら戦
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争の教訓を後の世代に伝えるのが中心で、歴史学、国際関係学や政治・行政学の
研究を視野に置いたのですが、平和を構築しようと思ったら社会全体を対象にし
て知恵を集めなければならない。その企画委員会の議論では、みんなのための
医療（ケア・フォー・オール）や、安全保障・機械工学・ロボットの未来との
リンクといった面白いテーマが出ています。私も Peace、Arts、Culture、and 
Science を提案しました。こうしたことを国際平和ミュージアムの研究所で研究
できるようになれば、今は社会連携機関である国際平和ミュージアムが教学機関
になりもっと大学と密接な関係を持てます。RENKEI の手続きを経て、国際平
和ミュージアムの Peace、Arts、Culture、 Science の国際的な研究を RENKEI
のプログラムに組み込んでもらうことが夢です。

―　課題は何ですか。

もう少し財政的に自立できるようなプログラムにしないと、次の発展が見えま
せん。継続性を考えると、安定した仕組みが必要です。一方、なぜ英国と日本だ
けで連携するのかという疑問、議論があります。このプログラムの優位性はどこ
にあるのか。こうした疑問は当然出ると思います。民主主義の背景があって、島
国で、自分の小さな国以上の経済力・政治力を持っている国同士として親しくなっ
て、世界の秩序維持に貢献することは意味があると思います。ただ、縁があって
英国と連携しているわけで、他の国との連携を排除しているわけではありません。
まず RENKEI で国際連携の基盤をつくり、将来その実績を基に次のステップを
検討すればいいのではないでしょうか。
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 ■北海道大学の国際化と URA が果たす役割 

海外研究者との比較的小規模な研究交流からスタートした日本の大学の国際連
携は、協定校との共同教育プログラムの開発、国際助成プログラムの下での大
型共同研究プロジェクトの実施へと急速に多様化している。この多様化のもと
で、従来の研究支援組織では対応できないさまざまな研究支援サービスへの需要
が生じると予想される。北海道大学では、2012 年から研究戦略担当理事の下に
URA ステーションを配し、国際研究活動促進のための組織的な研究支援基盤の
構築を試みている。本稿では、トリノ工科大学との連携を例に、多角的に発展し
た協定校間の国際交流を紹介するとともに、国際的な研究活動のさらなる促進の
ために URA が果たしうる役割について考察する。

 ■トリノ工科大学 

トリノ工科大学は 1859 年に設置され、現在、教員数約 800 名、学生数約 3,200
名を擁す。世界大学評価機関の Quacquarelli Symonds（QS）大学ランキン
グ工学分野において 100 位以内にランク
インしており、また欧州連合（EU）圏の
第 7 次研究枠組み計画（FP7）のもとで、 
F.E.T（将来および生まれつつある技術＝
Future & Emerging Technology）プロ
ジェクトに参加するイタリア唯一の研究機
関であるなど、イタリアを代表する工科大
学である。工学部メインキャンパスに隣接
する Cittadella Politecnica には、企業の
オフィス・研究施設を収容する Business 
Research Center、イタリア初のインキュ
ベーション施設「I3P」を備え、FIAT、
Ferrari、GM、Telecom Italia 等との大
規模産学連携活動を推進してきた。

世界と戦うために

北海道大学とトリノ工科大学の多角的国際連携

イタリアのトリノ工科大学は産学連携が盛んな大学で、キャンパス内にGM、モ
トローラ、マイクロソフトなどを誘致したリサーチセンターがある。北海道大学
は同大学と連携を進めている。国際的な大学間の連携協定は個人の研究者間の交
流がベースになっているものが多いが、北海道大学の複数の部局が関わる大掛か
りな連携である。

高木　由紀
たかぎ　ゆき

北海道大学　創成研究機構
URA ステーション　特任
助教

田中　晋吾
たなか　しんご

北海道大学　創成研究機構
URA ステーション　特任
助教

工学部メインキャンパスに隣接する「チッタデッラ・ポリテクニカ」。17 万平方メートルもの
広さがある。

170.000 m2 close to the main campus for
research, teaching, services for companies
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2010 年以降は、シーズ・ニーズマッチングを効率的に実施するためのフレー
ムワーク構築を目的とした取り組み「IFE」を実施し、学内研究者の産学連携活
動への参加を促進するとともに、主に中小企業との連携を深めてきた。2013 年
における大学総収入（約 400 億円）に占める産学連携関連収入の割合はおよそ
10％であり、そのうち 85%が委託・共同研究契約、11%が有料のコンサルタン
ト契約である。 

 ■ 4 分野での交流 　

本学とトリノ工科大学は、2008 年の大学間交流協定締結以来、研究・教育を
含むさまざまな活動に取り組む中で複数部局間での交流が進展した。研究面では、
2008 年より情報科学研究科山本強教授が中心となり、本学の全方向デジタル画
像収集技術とトリノ工科大学のワイヤレス通信技術とを融合させた先端 ICT（情
報通信）分野で共同研究を実施した。

教育面では、2010 年から医学研究科玉城英彦教授が中心となり “Ageing 
Society”をテーマに博士課程学生を対象としたサマースクールを 3 年間共同開
講した。また 2013 年からは工学研究院小篠隆生准教授が中心となり “Urban 
Studies for Smart Cities”をテーマにサマースクールを開講している。

また 2012 年 1 月から 2 年間にわたりサステイナブルキャンパス推進本部が
トリノ工科大学、ケンブリッジ大学、アムステルダム自由大学と連携し FP7 の
もとで UNI-metrics プロジェクトを実施した。このプロジェクトの目的は、大
学の諸活動およびキャンパスの持続可能性に関する総合的な評価指標を開発する
ことであり、研究者に加え、本学施設部職員、トリノ工科大学研究推進部（SaRTT）
職員等、幅広い参加者の相互交流が実現した。

さらに上記プロジェクト担当者を介し、URA ステーションとトリノ工科大学
研究推進部職員の連携も進んだ。連携では、イタリア、日本における研究情勢に
ついて情報交換を行うとともに、複雑化する国際助成金情報に関する学内への戦
略的発信、海外からの学内研究シーズに対する問い合わせ窓口の設置、国際契約
に関する法的な支援等、国際化を促進するためにトリノ工科大学で取り組まれて
いる研究支援の先進事例に関する情報を得た。

 ■結語 

トリノ工科大学との交流を進める過程で本学組織内での活動の連携が図られ、
通常であれば入手が困難な国外機関の研究支援体制に関する情報を得る機会もも
たらされた。 URA ステーションでは、今回得られた情報を参考にしながら国際
的な研究活動をさらに支援するための体制構築に向けて貢献していきたいと考え
ている。
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 ■求められる高い志と気概 

日本の教育システムの一番の問題は、高校 3 年間と大学の最初の 2 年間、すな
わち十代の後半というとても重要な時期に、教科書の勉強ばかりをしていること
だと思います。“必修”科目を嫌でも満遍なく勉強しなければならず、試験で点
を多く取った生徒が勝つというシステムなのです。これは言われたことをきちん
とできる人を大量に生産する仕組みで、高度成長期はこれでよかったのです。し
かし 1990 年代からわが国の状況が大きく変わりました。人口も GDP も減少し
始め、毎日同じ商売を地道にやっているだけでは確実に売り上げが下がる時代に
なりました。諸外国に対して日本はコスト競争で勝てなくなりました。中国、イ
ンド、韓国、台湾などの生徒たちは日本人にもましてものすごくよく勉強してい

より強く　より高く

鶴岡から教育、産業創出の成功例を発信
冨田　勝　慶應義塾大学先端生命科学研究所長　

山形県鶴岡市にある慶應義塾大学先端生命科学研究所は高校生を対象にしたユニークな
教育プログラムを実施している。高校生の研究助手や特別研究生の制度、科学コンテス
ト「バイオサミット」などだ。一方、同研究所発のベンチャー企業2社のうち、ヒュー
マン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社（2003年創業）は2013年12月に東証
マザーズに上場。もう一つのスパイバー株式会社（2007年創業）は同年11月に試作研
究施設が完成。同研究所と2つの会社で150～200人もの雇用を生み出している。大学
の知見、科学技術を活用した地域産業創出でもある。冨田勝・同研究所長に教育システ
ムへの思い、地方から日本を立て直す意気込みについて聞いた。
 （聞き手：本誌編集長　登坂和洋）
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ますが、給料は日本人の 5 分の１以下です。だから誰でもできる仕事はみな海外
に行ってしまうのは、当然であり仕方のないことなのです。

従って、日本人は時折、人と違うことをして「勝負」しなければならなくなり
ました。勝負は勝つときもあるし、負けるときもありますが、勝負しなければ必
ず負ける。そんな時代になったのです。それは、会社でも、自治体でも、個人でも、
そして国のレベルでも言えると思います。

私たちはコスト競争で勝てない以上、高くても買ってもらえるような、ものす
ごく良いモノ、良いサービス、良い情報を提供するしか道はありません。

多くの日本人が自己保身と安定を求め、どうやって会社や国に養ってもらお
うかを考えています。今必要とされているのは、自分の力で勝負をして、「会社
や国を養ってやるんだ」という高い志と気概を持った人材です。戦後の日本を支
えてきたホンダ、松下、ソニーなどももとはゼロから勝負をして立ち上げたベン
チャーでした。そんな人材をもっともっと増やさなければなりません。

 ■ 450 を超える大学が取り入れる 

【AO入試】日本の教育システムの元凶は大学入試です。一発のペー
パーテストを課し、マークシートで採点して上から何百人を採る、
といったやり方はまっとうな人の選び方ではありません。大学の
手抜きだと思います。例えば、自由研究で文部科学大臣賞を受賞
したり、甲子園に出場したりしながらテストで 70 点取った生徒
と、朝から晩まで勉強しかしないで 71 点の生徒だと、71 点の生
徒が勝つルールなのです。これ、おかしいじゃないですか。

1990 年に慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（SFC）が、日本
で初めて AO（アドミッションズ・オフィス）入試を導入しまし
た。勉強の成績もカウントしますが、それだけではなくて、課外
活動等で顕著な結果を出した生徒はそれも評価して総合的に合否を決定する、と
いうもので、面接もします。AO 入試を始めたときは、客観性がないとかいろい
ろな批判がありましたが、その 3 年後に東北大学など 3 つの大学が追随して、今
や 450 を超える大学が取り入れています。

試験のために嫌々勉強したものは試験が終わるとみな忘れてしまいます。多く
の大人が「高校・大学時代に勉強したことはすっかり忘れてしまった」と言いま
す。唯一忘れていないのは、興味を持って一生懸命やった授業とか、面白い先生
の授業でしょう。それは本当に一生ものなのです。だから、好きなことに熱中す
ることがとても重要なのです。自由研究、自由プロジェクトを生徒自らが立案し、
計画内容をまずみんなの前で発表、次いで、研究の中間発表、学期末には成果報
告書を提出し成果発表プレゼンテーションを行う――毎学期こういうことをやれ
ば生徒自らどんどん勉強していくでしょう。そういうことを、少なくとも一握り
の生徒にやらせてあげて鍛える必要があると思います。

最近、AO 入試から撤退する大学が結構ありますが、多分それは理念なく AO
入試を始めた大学でしょう。AO 入試を実施することはものすごく手間が掛かり
ます。マークシートだったら一瞬で採点できるところを、書類も読み込む必要が
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ありますし面接も行わなければなりません。そのことが
AO 入試から撤退する主たる理由なのだと推測します。

しかし SFC にとっては、AO 入試は生命線です。AO
入試で入ってきた学生を思いっきり伸ばすことができるカ
リキュラムになっているのです。１年生から希望すれば研
究会（ゼミ）を正式に履修することができ、大学院生と一
緒に研究を始めることができます。よくSFC以外の人から、
基礎がなくてどうやって研究できるんだ、と言われるので
すが、もちろん先端研究をやるためには、基礎的な知識と
か技術が必要ですけれども、それは研究をやりながら必要
に応じて勉強すればいい。そうするとやる気も出るし、勉
強が苦にならないのです。

企業の入社試験っていうのはいわば AO 入試ですよね。しかし大学入試に関し
ては、相変わらずペーパーテストの偏差値を上げることに日本中が躍起になって
いる。何十年も続いたこの教育システムが今の日本を腑抜けにしたのだと思いま
す。この状況から抜け出すためには、大学と高校と受験産業と PTA と教育委員
会と親と子どもたちが、みんな同時に考えを変えないと。

 ■十分に大きくて十分に小さい 

【鶴岡市の可能性】私が、鶴岡市のこの研究所の所長に任命されたのは 13 年前で
すが、ひょっとしたら鶴岡市なら、教育システムの改革ができるのではないかと
思いました。なぜかというと、鶴岡市は人口 14 万人。十分に大きくて十分に小
さな市なのです。十分に大きいので成功例を出せば日本中にインパクトを与える
ことができますし、十分に小さいので一つの研究所でも頑張れば改革することが
できるのです。

【高校生研究助手】鶴岡市には高校が 9 つあります。当研究所（バイオラ
ボ棟）と隣接している山形県立鶴岡中央高校には普通科と総合学科があり
ます。普通科は大学進学を目指す高校の一般的な学科。一方、総合学科は、
国際系とか情報系とか食品系とか被服系など、特化したことを学ぶ学科で、
みんなとても楽しそうです。自分が好きなことを選んでやっていますし、

「偏差値」など大人たちの既成の価値観による「足の引っ張り」もないです
し。こういう元気で、独創性がある生徒に、高校時代に大学に触れてもらい、
将来日本を引っ張っていくような人材に育ってもらいたいと思いました。

13 年前に慶應の研究所が設立されたその時から、隣接する鶴岡中央高校
の先生方に高大連携を呼び掛けてきましたが、なかなか実現することができませ
んでした。こちらもいろいろと工夫して、「高校生のアルバイト」という形で高校
生に研究参加してもらえる仕組みを考えてお話をしました。そして今から約 6 年
前くらいに、校長先生から、単なるアルバイトではなくぜひ教育プログラムの一
環として一緒にやりたいとご同意をいただき、こうして 5 年前に「高校生研究助
手プログラム」の制度がスタートしました。

＜高校生研究助手＞
慶應義塾大学先端生命科学研究所で
は、2009 年から隣接する山形県立鶴
岡中央高等学校と連携して「高校生研
究助手プログラム」をスタートさせた。
研究助手を希望する生徒の中から筆記
試験と面接で選抜し採用する。採用者
は基本的に毎日（平日）放課後に同研
究所に勤務し、その対価としてアルバ
イト代が支払われる。
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【特別研究生】鶴岡中央高校の生徒の研究助手のことが新聞で報道され、
それを見た鶴岡南高校の校長先生からぜひうちの学校とも新しい連携
を、とお声掛けをいただきました。しかし、同校は地理的に少し離れて
いるので放課後毎日来てもらうわけにはいきません。そこで週に 1 回か
2 回、自由研究を応援するという形で「特別研究生」という制度をつく
りました。公募をして、本当にやる気のある生徒を面接で見極めて採用
しました。この制度への参加校はその後広がり、今では、市内の１つの
高専と４つの高校が参加しています。

この応募条件のハードルはすごく高く設定しています。①将来博士号
を取って日本を代表する科学者を目指すこと、②鶴岡を世界的な学術文
化都市にするという気概を持っていること、そして 3 つ目がすごく重要
で、③特別研究生に採用されたらその研究成果を持って AO 入試で大学
を受験すること、としています。これは私の思いを込めました。1 ～ 2
年生と研究はやったものの、3 年生になって受験勉強するからといって研究をや
めてしまうのは本末転倒ですから。

【バイオサミット】高校生が自由研究を一生懸命やって
も、それを発表する機会があまりありません。全国的な
科学コンテストはいくつかありますが、多くは書類審査
がメインのため、決勝に残って人前で発表できるチャン
スはほんのわずかです。それに、サイエンスといっても
宇宙、生物、化学、物理と幅が広すぎると、参加者同士
で話が弾まない可能があります。そこでバイオに特化し
たコンテストをつくりました。「高校生バイオサミット
in 鶴岡」（主催：高校生バイオサミット実行委員会〔山
形県、鶴岡市、慶應義塾大学先端生命科学研究所〕）です。

バイオサミットはポスター発表形式で、第一線の研
究者が審査員となりしっかり評価をして、上位の 13 作
品ぐらいが翌日の決勝発表に進出します。その決勝発表をみんなで見ま
す。高校生たちが楽しそうにやっているのはとてもいいですね。科学技
術振興機構（JST）からも賞を提供していただいています。このコンテ
ストも書類で一次審査はしますが、なるべく多くの高校生に会場に来て
もらって発表してもらうようにしています。

こうしたコンテストは発表して評価されて終わりではないのです。発
表するということ自体が非常にいい経験になるし、もっと学ぼうという動機付け
にもなると思います。

バイオサミットでは、まず 4 分間発表します。原稿の棒読みは駄目で、本当に
自分で考えてやっているのかどうかを、質疑応答などで厳しくチェックします。
顧問の先生があれやれ、これやれといって、生徒がロボットのように行った研究
は評価されません。この研究がいかに楽しく、面白いかを審査員に伝えられるか
どうかがポイントです。どんなにいい研究をしても、ぼそぼそしゃべっている人
は決勝に進出しないのです。研究というのは、結果もさることながら、それをう

＜特別研究生＞
将来、博士号を取ってノーベル賞級の研
究者になりたいという大きな夢を持っ
た高校生を「特別研究生」として受け
入れて全面的に支援する制度。研究生
は、担当スタッフの許可があれば平日
放課後および夏休みなどに研究所に出
入りでき、先端生命科学研究所の実験
機器やコンピュータやデータベースを
利用できる。研究テーマは生徒が自由
に設定し、生命科学に関する研究計画
を立てて遂行する。毎年夏に鶴岡市で
開催されている「高校生バイオサミッ
ト in 鶴岡」での発表や日本学生科学賞
などのコンテストでの入賞、日本分子
生物学会などでの学会発表を目指す。

＜高校生バイオサミット in 鶴岡＞
全国の高校生を対象に、生命科学に関
する日ごろの研究成果を発表したり、
未来のバイオサイエンスのあるべき姿
を議論するサミット。対象分野は生命
科学に関係するあらゆるトピックで、
2011 年度から毎年夏に開催している。
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まく人に伝えることとセットでなければいけません。どんなに素晴らしい大発見
をしても、誰にもそれを伝えられなかったら、何もしなかったのと同じですよね。

　
 ■成功例をつくる 

【産業創出】当研究所を舞台にしたこうした取り組みの狙いは、鶴岡市に教育シ
ステムの改革、地域の産業創出の成功例をつくることです。

市は教育改革だけでなく産業振興にも大きな期待を寄せています。当研究所か
らはベンチャー企業が 2 つ出ております。一つは 2003 年創業のヒューマン・メ
タボローム・テクノロジーズ株式会社。メタボローム解析という究極の成分分析
技術をベースにしたバイオベンチャーで、2013 年 12 月に東証マザーズの上場
を果たしました。鶴岡市で唯一の上場企業、山形県内で 8 つ目の上場企業となり
ました。

もう一つは 2007 年創業のスパイバー株式会社。当研究所の学生たちが起業し
た会社で、強くて伸びる夢の繊維「くも糸」の人工合成に成功しました。2013
年 11 月に試作研究施設も完成しました。この研究所と 2 つの会社で 150 から
200 人ぐらいの雇用があります。鶴岡市の労働人口が、7、8 万人ですから、0.2％
ぐらいを占めます。完全失業率が 0.2％違ってくるということはかなりの数字だ
と思います。

鶴岡市で教育改革や産業振興で成功すれば、日本のたくさんの地方都市が注目
してくれる。日本が立ち直るには、結局地方から立ち直るしかないわけで、鶴岡
市が成功例として貢献できたらいいなと思いますし、きっと本当に貢献できると
いう実感もあります。
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出雲科学館（以下「当館」）は、学校教育（理科学習）と社会教育の拠点施設
として、2002 年 7 月に開館した。理科教育センターと科学館の機能を併せ持ち、
出雲市内の小中学校と連携して児童 ･ 生徒（以下「生徒」）を対象に年間計画に
基づき実験や観察を主体とした“正規の授業”として理科学習を提供する先進的
な取り組みを実施している。科学館と学校が連携した授業への取り組みは、学習
指導要領に博物館等と積極的に連携 ･ 協力を図ることが記されたことからも今後
増加することが予想される。学習指導案の作成や打ち合わせ会、引率教員と科学
館の教諭・講師によるチームティーチング指導、学習評価など、当館での理科学
習について紹介する。

 ■年間２万１千人受け入れ 

小学 3 年生から中学 3 年生を対象に年間 13 単元の理科学習を、午前 ･ 午後に
4 学級ずつ 3 単位時間（45 分× 3）チームティーチングの体制で実施している。

より強く　より高く

出雲科学館と小中学校の協働による
理科学習の実施

中山　慎也
なかやま　しんや

島根県出雲市教育委員会
出雲科学館教諭（出雲市
立第一中学校兼務）

島根県出雲市の出雲科学館と地域の小中学校が協働で、小中学生を対象にした面
白い理科学習を行っている。
会場は同科学館で実験と観察が中心だ。年間計画に基づく正規の授業だという。
児童・生徒の多くが、理科学習に自ら進んで取り組むことができたと感じている。

1 人 1 台の顕微鏡でメダカの受精卵を観察してスケッチをする小学 5 年生
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1 学年当たりの生徒数は約 1,600 人（47 ～ 65 学級）で、年間 2 万 1 千人を受
け入れる。外部委託したバスで学校から移動する。これらの単元は市内の教員で
組織される理科学習内容検討委員会（18 人）によって選定される。観察 ･ 実験
･ 工作などは、学習指導要領に準拠しながら、生徒にぜひ体験させたい独創的で
発展的な内容を含めて構成される。

学習指導案は、当館に所属する教諭・講師（市費）と市内の小中学校の理科担
当教諭（県費）の合計 10 人によって作成する。学習指導要領や解説を基に当館
の人的・物的な学習環境を最大限に生かした内容となるよう、また理科学習内容
検討委員会や引率教員アンケートで提案された意見を参考にしながら熟慮する。
大学・研究所や博物館・科学館などで報告される情報も常に収集し、最新の内容
を取り入れるように随時検討している。例えばこれまでに島根大学、山口大学、
京都大学防災研究所、九州大学大学院、理化学研究所、物質・材料研究機構、国
立科学博物館、日本科学未来館、本田技研工業、村田製作所などの研究成果を取
り入れた授業も実施してきた。

理科学習の前に、引率教員を対象にした打ち合わせ会（表１）を開催している。
生徒が行う観察や実験を引率教員も実際に体験し、技術指導や安全指導の要点
を確認してもらう。2、3 時間目の授業における「導入」と「まとめ」の部分は、
日ごろから理科を担当する教員に特に力を入れて担当してもらっている。これは、
各学校や教員によって学習指導の流れや発表活動の方法などが異なるため、生徒
にとって学校の理科室での活動と変わらない“いつもの授業”として過ごしても
らうための工夫である。実験器具などの細かな仕様は各学校で異なるため、観察
や実験に関する説明について当館の教諭・講師が担当する。打ち合わせ会ではチー

  表１ 　出雲科学館の理科学習における各種打ち合わせ会

時期 名称と主な検討内容 担当者
前年度 12 月中旬～ 次年度の学習指導案の作成 科学館の教諭・講師
前年度 12 月、2 月 教務主任者会

各小中学校の教務主任理科学習の年間計画と学校行事との調整などを行
い、科学館での理科学習が確実に実施できるよう日
程等協議する。

前年度 2 月 理科学習内容検討委員会

理科学習内容検討委員科学館理科学習の単元の検討や学習指導案などにつ
いて協議し、効果的な授業の実施体制を検討する。
※６月、10 月と年間 3 回程度開催する。

4 月初旬 理科主任者会

各小中学校の理科主任
各学校における科学館理科学習の推進役を依頼し、
全単元における指導内容やチームティーチング指導
のより良い方法などについて情報交流を図り、授業
の改善へ向けて協議する。

4 月、5 月 1 学期の理科学習打ち合わせ会

小学校：担任及び理科専科
中学校：理科

引率教員が単元毎の観察や実験の内容を実際に体験
し、生徒への技術指導や安全指導の要点やチーム
ティーチング指導における役割分担の確認などにつ
いて協議する。

8 月、12 月 2、3 学期の理科学習打ち合わせ会
同上

同上
他に、特別支援学級の生徒を対象にした理科学習や不登校傾向の生徒を対象とした理科学習についても担
当者打ち合わせ会を実施している。
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ムティーチング指導における役割について
の細部も確認する。学習の進度を学校でう
まく調整して来館する教員も多い。日ごろ
学校での理科を担当する教員であるからこ
そ、生徒の学習意欲を高める絶妙な導入を
展開してもらえるため、観察・実験の効果
もより一層高まる。なお、学習障がいや多
動傾向など生徒の状況に応じて、引率教員
が生徒への配慮を優先させる必要のある場
合には、当館の教諭・講師で理科学習の全
てを対応する。

 ■実験・観察が主体 

サイエンスホールでの 1 時間目は、生
徒の科学への興味・関心を高めることや 2、
3 時間目の課題への意識化を図ることを主
な狙いとして、大型実験装置を用いた演示
実験を主体とする構成にしている。ただし、
生徒が参加する実験を盛り込む工夫を毎回
加え、例えば中学 2 年生「物質どうしの
化学変化」では水素・酸素の混合気体の燃
焼実験（爆鳴気）を長さ 100 メートルの
ホースで全生徒が体験できるようにした。
あらかじめ座席の下に準備していたホース
を持つように指示され、「面白いことが目
の前で起きる！」と、生徒は敏感に察知す
る。ホール内の雰囲気は点火のカウントダ
ウンで一気に盛り上がる。知識の習得も大切であるが、ドキドキした楽しい体験
が記憶に残ることこそ今後の生徒にとって学習意欲の喚起につながるとわれわれ
は考えている。

2、3 時間目は、実験室で 1 学級当たり 3 人の教員が就き手厚い支援を行う。
基本的に 10 ～ 12 班（生徒 3 ～ 4 人１組）で観察や実験を行う。内容に応じて
最大 20 班（生徒 2 人 1 組）や生徒 1 人で取り組む活動もあり、可能な限り少人
数で体験ができるように最大限の配慮をしている。個別の実験や観察ができるよ
うに器具や装置も十分に準備し、生徒にとって十分な活動時間を確保するよう配
慮している。例えば小学 5 年生「魚のたんじょう」ではライカ社製の双眼顕微
鏡を 1 人に 1 台ずつ全 160 台を用いて、受精当日・2 日目・3 日目・6 日目と 4
つの異なる発生段階のメダカの受精卵を観察し、メダカの餌となる微生物もプレ
パラートを自ら作製して存分に観察する。休み時間にもかかわらず、顕微鏡をの
ぞき続けて席を離れようとしない様子を見て引率教員が驚くほどである。本物の
試料を題材とし、顕微鏡を 1 人で独占できる環境があるからこそである。

全長 100 メートルのホースを用いて、サイエンスホール内の全生徒が
水素の燃焼実験を体験する。点火と同時に生徒の歓声が沸き起こる。
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  表２ 　理科学習を受けた生徒のアンケート回答（2011 年度から 2013 年度）

 ■生徒に“自己肯定感” 

理科学習の評価資料として学習プリントに自己評価欄を設け、生徒からアン
ケート回答（設問は 4 つ）を得ている。理科学習を生徒が自ら進んで取り組む
ことができたと感じているかどうか、一例として先に記した「魚のたんじょう」
と「物質どうしの化学変化」について、その回答を記す（表２）。いずれの単元
においても 97％以上の生徒が、理科学習を「取り組むことができた」と前向き
に回答している。他の単元についても同様の傾向である。生徒が“自己肯定感”
を高め理科学習を積極的に取り組むことができた証しである、とわれわれは考え
ている。

引率教員へも別途アンケート用紙を配付し、学習指導案に記載した目標に対し
て効果的な授業であったか評価してもらう。誌面の都合で割愛するが、引率教員
の回答も好意的であり、次年度へ向けて「このような実験を試みてはどうか」と
いった提案など示唆に富んだ意見も寄せられる。近年、学校現場で授業のノウハ
ウについての相談環境が整いにくくなってきていると聞く機会もあるが、出雲市
の理科関係に限れば、理科学習やその打ち合わせ会を経験することにより教員間
のネットワークも広がっていると感じる。学校現場の教員から気軽に相談できる
環境が生じている。また、年に数回理科教員研修や自主研修（サイエンスサロン）
を実施しているのも、出雲市の理科教育センターとして当館がその役割を担えて
いる証しではないだろうか。

このたびの学習指導要領改定の趣旨を十分考慮し、今後とも小中学校と当館で
役割を分担し合い、それぞれの良さを生かした理科学習を開発し実施し続けてい
くことが大切である。これまでの実践を通して、2013 年度科学技術分野の文部
科学大臣表彰「科学技術賞」理解増進部門を受賞することができた。今後は、理
科学習を終えて学習意欲の高まった生徒に対してさらなる学習機会を当館の社会
教育事業によって適時に提供し、科学才能教育の一翼を担っていきたい。

科学館の学習（サイエンスホールの学習・実験室の学習）は、進んで取り組むことができましたか。

小学 5 年生「魚のたんじょう」

取り組めた まあまあ取り組めた あまり取り組めなかった 取り組めなかった

2013 年 1,511 人（91.1％） 141 人（8.5％）   4 人（0.2％） 3 人（0.2％）

2012 年 1,448 人（86.1％） 219 人（13.0％） 12 人（0.7％） 3 人（0.2％）

2011 年 1,137 人（83.9％） 202 人（14.9％） 14 人（1.0％） 2 人（0.1％）

中学 2 年生「物質どうしの化学変化」

取り組めた まあまあ取り組めた あまり取り組めなかった 取り組めなかった

2013 年 1,110 人（69.2％） 464 人（28.9％） 24 人（1.5％） 6 人（0.4％）

2012 年 1,099 人（68.7％） 465 人（29.1％） 32 人（2.0％） 4 人（0.3％）

2011 年    830 人（65.1％） 409 人（32.1％） 33 人（2.6％） 2 人（0.2％）

旧出雲市と旧斐川町の合併（2011 年 10 月 1 日）により、2012 年度以降に受け入れ生徒数が増加している。
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 １．はじめに 

福島県喜多方市は、会津盆地の北側に位置する人口 5 万人ほどの農業を基幹産
業とする町である。肥沃（ひよく）な土壌と清らかな水、昼夜の寒暖差など豊か
な自然に育まれ、水稲、グリーンアスパラガス、夏秋野菜、そばなどの産地である。
近年は「喜多方ラーメン」「蔵のまち」「そばの郷」「花のまち」として年間 170
万人の観光客が訪れ、観光と農業が融合した魅力ある町が形成されている。

地域の基幹産業である農業を活用した特色ある教育を進めようと、2006 年に
構造改革特区における「喜多方市農業教育特区」を創設し、「喜多方市小学校農
業科」をスタートさせたのである。

 ２．中村桂子氏と小学校農業科 

子どもたちが農業を手伝い、一家の貴重な労働力としてその役割を果たした半
世紀前までは、農業を通して家族や地域の大人との結び付き、不便だが工夫と知
恵に満ちた暮らし、社会や自然とのつながりに満ちた豊かな時間が流れていた。

しかし、今はどうだろうか、塾や習い事に忙しい子どもたち、ゲームやインター
ネット依存、引きこもり、いじめ。人や社会、自然とのつながりが希薄なまま、
追い立てられ、先の見えない時代の中で懸命に生きようとするが、子どもたちの
どこかにゆがみが生じている。

このことに、警鐘を鳴らし、「私たちが失った生き物としての時間の流れ」を
農業で取り戻そうと、「小学校で農業を必修に」と提唱されたのが JT 生命誌研
究館館長中村桂子氏である。長年、生命誌と向き合ってきた中村氏のひとつの答
えとして「コンピュータで株を学ぶより、畑でカブを育てるべきだ」と農業によ
る本当の生きる力を育てることの必要性を訴えていたのだ。

 ３．動き出した小学校農業科 

その中村氏の提唱を受け、具体的な取り組みが始まったのが 2006 年の夏であ
る。「小学校農業科」は、前例のない取り組みなので教科としての枠組みに収ま
らず、構造改革特区を活用し、「喜多方市農業教育特区」として 2007 年度から

より強く　より高く

「小学校で農業を必修に」
喜多方市小学校農業科の取り組み

小学生が授業で農業を学ぶ――2007年度に全国初の取り組みとして市内３校で
スタートした福島県喜多方市の「小学校農業科」は現在、１７校全てで実施され
ている。豊かな心、社会性、主体性を育むことが狙いである。

渡部　通
わたなべ　とおる

福島県喜多方市教育委員会
学校教育課　主査

小杉　一浩
こすぎ　かずひろ

福島県喜多方市教育委員会
学校教育課　課長補佐・指
導主事
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年間 45 時間の授業時数を確保し、全国初の教科「喜多方市小
学校農業科」が 3 校でスタートしたのである。

7 年が経った現在、特区の全国展開、学習指導要領の改訂を
経て「総合的な学習の時間」の中で「小学校農業科」は喜多方
市の 17 校全ての小学校（全児童約 1,900 名）で実施されてい
る。田んぼではコシヒカリやコガネモチ、畑では大豆、小豆、
ジャガイモ、サツマイモ、サトイモ、ネギ、ニンジン、カボチャ、
トウモロコシ、大根、白菜などを泥にまみれ、大粒の汗を流し、
育てている。

小学校の教師だけで小学校農業科の授業を行うことは、大
変困難なことである。「農業科支援員」として、地域の方が無
償ボランティアで農業の手ほどきをしている。学校と農業支
援員の方々、教育委員会が連携しながら実践していくことが
求められた。

始まった当初は、農業科支援員もプロであるが故に、本来子
どもたちにやらせたい作業に手を出してしまうなどの場面が多
く見られた。しかし、最近では、教えるプロ（教師）と農業の
プロ（支援員）が上手く連携しながらやっている様子がうかが
えるようになってきた。また、なぜ小学校に農業科が必要なのか疑問を持つ教
師も多くみられたが、最近は“農業科の授業は大変であるが必要性を感じている”
という割合が増えてきている。子どもたちも良い作物を育てるためにどうしたら
よいか、真剣に考えるようになってきたようだ。

 ４．心を育む小学校農業科 

小学校農業科に取り組む先生方が感じる成果として「地域の人との結び付きが
大きい」「勤労意欲や自然との関わりについて深く考えるようになる」「自分の興
味を持って体験していくことは貴重」などの声が挙がる。また、“自然との関わり”

“作物の成長を体験的に学ぶ”“育て、収穫、食べ、命つなぐ”“生命の素晴らしさ、
尊ぶ”“農家の気持ち理解、尊敬”という点が多く挙げられた。

一方、子どもたちの視点では、「小学校農業科作文コンクール」に自分の言葉で、
体験や感じたことをありのままに表現している。
「私たちは、お米から命をもらっています。お米だけでなく、育てられたもの

を口にするというのは、命をもらって自分の命をつないでいるのだと思います。
だから私の手足は、私だけのものではなく、お米や野菜からいただいた命であり、
それらを大変な思いをして育ててくださった農業をしている方々からいただいた
ものだということを、あらためて感じました。命をもらうことは当たり前ではな
いのです。」

この作文は小学校 5 年生の作品である。命を育てる苦労・喜び、農業の重要性・
感謝の気持ち、農業をしている祖父母に対する尊敬の念などさまざまな想いを垣
間見ることができる。農業によって「豊かな心」「社会性」「主体性」を育み、心
を育てることが最終的な小学校農業科の狙いなのである。

喜多方市立慶徳小学校での農業科授業の様子
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 ５．子どもたちに本当の生きる力を 

小学校農業科は、一連の農作業を中心に学習を進めている。
基本は「なすことによって学ぶ」である。土づくりから始ま
り、種まき、苗の管理、植え付け、除草、追肥、観察、土寄
せ、収穫、乾燥・調整、調理までを行うのである。

農業は、作物という生命を大切に守り育て、その生命でま
た自身の生命をつなぐ、農業は人間が生きるための基本的な
活動である。さらに、作物の栽培は、科学的である半面、気
候や自然環境という不確定要素が関わり、とても複雑で予測
し難い。作物に対する十分な知識と、将来を予測する想像力、
そして何よりも愛情を注ぐことが必要となる。子どもたちの
日常の中に作物があり、数カ月もの間世話をし続けるのだ。

また、多くの方々と関わり、つながることで地域や社会に
自然と目を向けるようになる。自然や環境などを自らの関わ
りとして捉えるようになる。多様な関わりのある農業だから
こそ人間力が育成できるのである。

昨今、全国どこの地域でも学力向上が叫ばれている。学校
では「人間力と学力の基盤」を醸成するために特別活動・道
徳・各教科を横断的に捉えながら計画していくことが重要に
なっている。これをベースに置くことで、深い学びや確かな
学力の土台がより強固なものになっていく。教室で学力向上
を目指すことも大切であるが、実体験に基づく小学校農業科
の経験が「本当の生きる力」を持つ児童の育成につながるこ
とを実感している。

 ６．小学校農業科がもたらすもの 

小学校農業科の実践で、農業を志す児童や、農業高校に進
学したい生徒が増えたかを数値的に表すことは、今のところ
目標とはしていない。むしろ、今後 10 年後、20 年後まで
この取り組みが継続していくことの方が大切である。教育は
人づくりであり、人づくりは地域づくりである。喜多方を愛し、誇りに思う心豊
かな子どもたちが、将来、誰でも分かる成果を出してくれることを祈りたい。

最後に、これらの取り組みが評価され、2013 年 3 月には第 42 回日本農業賞・
特別部門第 9 回食の架け橋賞において大賞受賞という栄誉をいただいた。ただ、
われわれは賞をいただいたからといってさらに特別なことをやらなければいけな
いとは思ってはいない。何よりも重要なことは、今まで実践してきたことを、各
小学校が反省を生かし、確実に行い、連綿と継続するということだ。未来の喜多
方を背負っていく素敵な笑顔の子どもたちをこれからも応援し続けたい。

 （1. ～ 3. は渡部通が執筆、4. ～ 6. は小杉一浩が執筆）

①　豊かな心の育成
児童は、好き嫌いだけで食べ物を残したり無造作に捨

てたりしがちである。農業においては、農作物は単なる
食物ではなく、「いのちあるもの」であり「人のいのち
をつなぐ大切なもの」であることを学習していく。その
中で「いただきます」や「もったいない」など日常生活
の中で使われている言葉の意味について考えさせ、人と
して必要な感謝の気持ちや慈しみの心を育てていく。

また、水田や畑に生きるさまざまな生物と関わり合う
ことにより、人間を含め多くの生き物が共に生きる環境
とは何か，そのためにはどのようなことが必要かなど、
自己中心的な考え方をしやすい児童に、さまざまな立場
に立って考えて行動することの大切さに気付かせる契機
を与えるようにする。

このように、農業活動という直接的な体験を契機に、
さまざまな面から児童の暮らしぶりを見つめ直させ、豊
かな心の育成を図っていく。
②　社会性の育成

農業科においては、種をまき、苗を育て、植え付けをし、
水や肥料の管理、除草、収穫、調理・加工という一連の
活動を通して学習を進めていく。徐々に成長していく作
物は、児童にとってかけがえのないものであり、そのい
のちは児童の手に委ねられている。

このような環境のもと、児童は自分の責任を自覚し、
世話をして農作物を育てていくことになる。農作物の栽
培は、すぐに結果の出ることではなく、数カ月にわたっ
て世話を続けることにより良い結果が出るものであり、
得られる結果は、児童一人ひとりの努力がそのまま形と
なって現れるものである。

このように、数カ月にわたる農作物栽培という具体的
な体験を通し、児童に責任感を持つことや努力すること
の必要性を徐々に気付かせ、目標に向かって取り組むこ
との大切さ、嫌なことやつらいことでも続けることの意
味を理解させ、現代の児童に欠如しがちな社会性の育成
を図っていく。
③　主体性の育成

より良い作物を収穫するためには、事前に栽培する作
物について調べ、その栽培方法や土壌・天候等の自然に
ついて学ぶことが必要であり、栽培過程においても、そ
の時々の作物の様子をよく観察し、疑問点を調べたり専
門家の指導を受けたりすることが必要となる。

一定の目標を設定し計画を立てて取り組み、その時々
に必要な対応策を考える過程には、今求められている主
体的な学習意欲や取り組む態度が必然的に育成されるも
のと考えられる。

喜多方市小学校農業科の狙い
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 ■はじめに 

ジュニアマイスター顕彰は、公益社団法人全国工業高等学校長協会が、資格取得状
況を評価して本協会会員高等学校の生徒を表彰する顕彰制度である。全国工業高等
学校長協会は、主に工業系学科を設置している学校の校長先生方からなる団体で、会
員校の生徒を支援する目的で 94 年前に設立された。2 年前に、公益社団法人として
内閣府より認可され、公益社団法人全国工業高等学校長協会として、設立の目的を引
き継ぎ、ものづくり大会、各地でのロボット大会主催や、検定、標準テスト、海外派
遣研修などのさまざまな生徒支援活動を行っている。会員校は、長期的には減少する
傾向にはあるが、最近は 600 校程度で推移している。

 ■実業高校に資格取得指導を組み入れ 

高校入学については、以前から普通科高校志望が強まり、専門学科高校は個性化
特色化をいち早く打ち出し、工業系学科の教育の充実がさらに求められる時代となっ
た。そのような中で、今までの工業高校の在り方を変え、充実した学校生活を支える
工業高校ならではの施策を実施する必要性を多くの工業高校の校長が考えていた。そ
こで、本協会の中に理事長（原田昭、現・日本工業大学工業教育研究所長）を委員長
とする理念検討委員会ならびに理念推進委員会を設置し、工業教育の理念の検討とと
もに、具体的な施策を考え実施することを決定し、「ものづくり教育の充実」と「資格
取得の充実」を具体化した「高校生ものづくりコンテスト全国大会」と「ジュニアマイス
ター顕彰制度」を2000 年から導入した。

ジュニアマイスター顕彰制度の実施以前には、資格取得指導は、学習指導要領でく
くられる教育課程の外にあり、資格取得指導は本務ではないとの教員の意識もあって、
工業高校生が卒業時にわずかな資格しか持っていない状態であった＊1。

このことを踏まえ、ジュニアマイスター顕彰制度委員会を立ち上げ、資格のリストアッ
プ、点数化を行い、名称も英語とドイツ語の組み合わせで「ジュニアマイスター」（本
協会商標登録）とすることやシルバ－およびゴールドの称号について名称や点数を決め、
実業高校である工業高校の中に資格取得指導を組み入れることを目的に開始した。

工業高校には、機械科、電気科、電子科、情報科、建築科、土木科、工業化学科など、
さまざまな学科が設置されている。資格の数では、電子・情報系の資格・検定が非常
に多く、機械科などの資格が少ないことから、工業高校生たちがチャレンジできる競技

より強く　より高く

工業系高校生資格認定「ジュニアマイスター顕彰」

工業系の高校生の各種資格・検定の取得状況を点数化し、表彰するジュニアマイ
スター顕彰。生徒に自信と意欲を持ってもらうとともに、専門力を向上させるの
が狙いだ。

瀧上　文雄
たきがみ　ふみお

公益社団法人全国工業高
等学校長協会 事務局次長

＊ 1 
ジュニアマイスター顕彰委
員会を立ち上げるに当たっ
て、その当時の協会理事であ
り、初代ジュニアマイスター
顕彰制度委員長であった梅田
政勝先生（当時、神奈川工業
高等学校長）を中心として全
国加盟校への資格取得の調
査を実施した。その結果、幾
つかの学校で成果が認められ
たが、多くの学校では、資格
指導の取り組みは低い水準で
あった。
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＊２ 
資格・レベルの区分表の詳
細については、公益社団法
人全国工業高等学校長協会
の ホ ー ム ペ ー ジ（http://
www.zenkoukyo.or.jp）で
公開されている。

会、作品展示会等の成果も取り入れ、「全ての高校生に自信と
意欲」を合い言葉にこの制度を設計した。事前調査の結果か
らのシミュレーションでは、2 千人には届かないと考えていたが、
初回の認定数は約 4 千人で、予想をはるかに超える結果となっ
た。図１に示すように現在では 1万人を超える認定が行われて
いる。

 ■取得した資格を点数化 

ジュニアマイスターの認定は、企業役員、大学関係者等の有識者で組織される認定
委員会で行っている。この顕彰制度の資格名・レベルの一覧表である区分表＊２につい
ても認定委員会で審議し決定される。

区分表の中で教養系の資格・検定の点数が、社会的評価と異なって低くなっている
ことは、この顕彰制度が工業高校生の専門力を向上させる狙いがあってのことによるも
のである。例えば、電気工事士 2 種が 7点、危険物乙 4 類が 4 点というように、取得
した資格の点数を加算し、30 点以上で認定申請ができる。ジュニアマイスターシルバー
認定は 30 点以上、ジュニアマイスターゴールドが 45 点以上であることから、ジュニア
マイスター30 点は、非常に高いレベルにある。大学生でも取得が困難な資格である応
用情報処理や公害防止管理者に合格した生徒は多数になった。制度設計したときには
考えられないことであった。現在では、最優秀生徒に経済産業大臣賞が授与されている。

 ■学校外からの評価を制度化 

ジュニアマイスターは国家資格のほか各種団体が実施している、工業高校生にとっ
て有意な検定等を認定の対象としている。そのため、資格取得や競技会での入賞は、
学校内の評価ではなく、社会から技術・技能の評価を受けるという意味がある。学校
の閉鎖性や評価の在り方が問題になっているが、この顕彰制度の最大の特徴は、学校
外からの評価を制度化したところである。

大学入試での AO（アドミッションズ・オフィス）入試、推薦や大学入学後の特待
生を判断する材料として、生徒の卒業後を保証することに使われている。現在、中
央教育審議会高等学校教育部会や高大接続特別部会で取り上げられ、大学入試セ
ンター試験廃止後の専門学科の高校生の能力評価につなげられるかを検討している
最中である。

この顕彰制度実施以後、全国にある工業高校の学校経営方針で、「資格取得指導の
充実」が記載されるようになり、工業高校の卒業生がいくつもの資格を取得し卒業し
ていくようになった。このことから、この制度の初期の目的は遂げられたと考えている。

今後は、ジュニアマイスター制度に新たなミッションを付与することが必要になる。
学校教育変革期の中で、さらに、この制度が発展するよう工夫、改善に努めたいと考
えている。
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  図１ 　ジュニアマイスター認定者数の推移
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 ■はじめに 

7 名ものノーベル化学賞受賞者を輩出していることからも明らかなように、日
本は世界有数の「化学力」を持つ国である。この化学力をこれからも維持して
いくためには、世界に通用する化学者の育成が必要不可欠である。化学の道に
進む若者を増やすためには、大学進学前の中学校・高等学校の生徒に対して、
教科書では分からない化学の面白さ、重要さ、そして奥深さを伝え、化学に対
する関心を高めることが重要である。化学グランプリと国際化学オリンピック

（International Chemistry Olympiad=IChO）はそのような若い世代への化学
の普及・啓蒙と、優れた人材の発掘につながると期待される。

 ■ 化学グランプリ 

化学の普及・啓蒙を第一の目的とし、高校生が化学に関する知識と実験技能
を競う大会として、1998 年に「夢・化学 -21」委員会（公益社団法人日本化学
会、公益社団法人化学工学会、公益社団法人新化学技術推進協会、一般社団法人
日本化学工業協会で構成）の事業として「全国高校化学グランプリ」（第 0 回）
が企画され、181 名の参加者を集めて開催された。翌年の 1999 年の第 1 回は、
全国 15 会場で開催され、316 名が参加した。その後、
2009 年から中学生の参加を認め、2012 年から「化学
グランプリ」に名称を変更し、2013 年の第 15 回では
全国 61 会場で 3,481 名が参加する大きな化学コンテ
ストに発展した（図 1）。化学グランプリは「夢・化学
-21」委員会と日本化学会の共同主催で開催されており、
科学技術振興機構（JST）国際科学技術コンテスト支援
事業による支援などを受けて実施されている。なお、化
学グランプリの参加費は無料である。

化学グランプリは化学に関する知識を競う一次選考と
実験を伴う二次選考の二段階で構成されている。毎年、
海の日に実施される一次選考では、基礎化学、物理化
学、無機化学、有機化学の 4 つの分野の大問が出題さ
れる。その内容はおおむね大学の 1、2 年生が学ぶレベ

より強く　より高く

化学グランプリ・国際化学オリンピック
日本の「化学力」支える人材を発掘

世界有数の「化学力」の国、日本。高校生を対象にした化学コンテストの推進を
通じて、中高生に化学の面白さを伝えるとともに、世界に通用する次代の人材を
発掘する。

片山　靖
かたやま　やすし

化学グランプリ・オリン
ピック委員会 委員長
慶應義塾大学 理工学部応
用化学科 准教授
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図 1 化学グランプリの会場数（棒グラフ）と参加者数（折れ線グラフ）の推移   図１ 　化学グランプリの会場数（棒グラフ）と参加者数（折れ線グラフ）の推移
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ルであるが、高等学校では習わない事柄については問題文中
に説明があり、それを理解し、考えれば解答できるよう工夫
されている。2011 年からは記述式からマークシート式に変
更されたが、問題のレベルに大きな変化はなく、平均点は約
3 割である。一次選考は全国を 7 つのブロック（北海道、東
北、関東、東海、近畿、中国・四国、九州）に分けて実施さ
れている。一次選考の成績上位者約 80 名が二次選考に進出
するが、7 つのブロックからは少なくとも 1 名が二次選考に
進出できる。二次選考は合宿形式で実施され、生徒たちは 4
時間にわたって実験を伴う記述式問題に取り組む。一次選考
と二次選考を合わせた総合成績の上位者から、大賞（5 名）、
金賞（15 名）、銀賞（20 名）、銅賞（40 名）が贈られる。
また、副賞として大賞にはノートパソコン、金賞、銀賞、銅
賞にはそれぞれ 1 万円、5 千円、3 千円分の図書カードが贈
られる。また、ブロックによっては、成績上位者に対してブ
ロック（支部）表彰が実施されている。化学グランプリで
の成績は、18 の大学で AO（アドミッションズ・オフィス）
入試および特別選抜入試における成績資料として利用されて
いる。

化学グランプリは国際化学オリンピックの代表候補の選抜
も兼ねている。化学グランプリの成績優秀者の中の高校１、
２年生約20名および7つのブロックから推薦された生徒が、
その次の年に実施される国際化学オリンピックの代表候補として認定される。代
表候補は、2 回にわたる選抜試験で 4 名に絞り込まれ、その後、数回の強化訓練
合宿を受けた上で、国際化学オリンピックに代表として派遣される。

化学グランプリの運営と国際化学オリンピックへの日本代表派遣の実務を担っ
ているのが、日本化学会の教育・普及部門に設置されている化学グランプリ・オ
リンピック委員会である。この委員会は、幹事会と、グランプリ、オリンピック、
広報の 3 つの小委員会から構成されている。幹事会は、各小委員会の委員長と
若干名の幹事、各ブロック（支部）の担当者から構成されており、事業全体を統
括している。グランプリ小委員会は化学グランプリの一次選考、二次選考の実施、
オリンピック代表候補の推薦に関する業務を、オリンピック小委員会は、代表候
補に対する教育支援、日本代表の選抜およびその後の強化、国際化学オリンピッ
クへの派遣などの業務を、広報小委員会は化学グランプリと国際化学オリンピッ
クの広報活動をそれぞれ担当している。

 ■国際化学オリンピック 

国際化学オリンピックは 1968 年にハンガリー、旧チェコスロバキア、ポーラ
ンドの東欧州の 3 カ国によって開催された高校生を対象とする学力試験を出発点
とする、化学の知識と技能を競う国際大会である。旧チェコスロバキアで開催さ
れた第 1 回の参加者数はわずか 18 名であったが、その後、参加者数は徐々に増え、

化学グランプリ 2013 二次選考の様子

化学グランプリ 2013 表彰式・日本代表認定式における野依良治先生
を招いての懇親会の様子
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2013 年の第 45 回ロシア大会では、73 の国・地域か
ら 291 名の高校生（開催年の 7 月 1 日時点で大学や
化学専門学校に所属していない 20 歳未満の高校生）
が参加する大規模な国際大会に発展している（図 2）。

国際化学オリンピックは、毎年 7 月に開催される。
約 10 日間の会期中に、参加者はそれぞれ 5 時間に及
ぶ実験問題（Experimental Examination）と理論
問題（Theoretical Examination）に取り組む。こ
れらの競技はいずれも個人戦であり、1 つの国・地域
当たり4名が参加できる。成績優秀者には金メダル（参
加者の 1 割）、銀メダル（同 2 割）、銅メダル（同 3 割）
がそれぞれ贈られる。これらの試験のほか、エクスカー
ジョン（Excursion）として、スポーツやゲームなど
を通じて開催国独自の文化を体験できるプログラムが
用意されており、参加者はこれらを通じて交流を深めることがで
きる。

国際化学オリンピックは国際審議会（International Jury）と
運営委員会（Steering Committee）によって運営されている。
国際審議会は主催国の責任者 1 名、大会に参加した国・地域の
引率者（メンター）2 名と運営委員会の委員長から構成され、国
際化学オリンピックの試験の実施と管理を行っている。運営委員
会の委員は、国際審議会における投票によって、欧州から 3 名、
南北アメリカから 1 名、アジアから 1 名、環太平洋地域から 1
名がそれぞれ選出される。運営委員会は国際化学オリンピックの
中長期的な業務を管理している。

日本は 2003 年にギリシャで開催された国際化学オリンピックに初めて 4 名
の代表を送り、2 個の銅メダルを獲得した。その後は毎年参加し、好成績を収め
ている（表 1）。また、オリンピック代表生徒の多くが大学の化学系の学科、専
攻に進学しており、今後の活躍が大いに期待される。
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図 2 国際化学オリンピックの参加者数の推移 
 
表 1 国際化学オリンピックにおける日本代表の成績 
年 開催国 金 銀 銅 

2003 ギリシャ 0 0 2 
2004 ドイツ 1 0 3 
2005 台湾 0 1 3 
2006 韓国 1 3 0 
2007 ロシア 0 0 4 
2008 ハンガリー 0 0 4 
2009 イギリス 2 1 1 
2010 日本 2 2 0 
2011 トルコ 1 3 0 
2012 アメリカ 2 2 0 
2013 ロシア 0 4 0 

 
 

  図２ 　国際化学オリンピックの参加者数の推移

  表１ 　国際化学オリンピックにおける日本代表の成績
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 ■はじめに 

国際生物学オリンピック（International Biology Olympiad=IBO）は、各
加盟国内で選抜された高校生を毎年 1 カ所に集めて IBO 大会を開き、生物学の
理論問題および実験問題への取り組みをテストする科学系オリンピックの 1 つ
である。わが国も 2004 年に IBO に加盟して以来、生物好きな高校生たちにチャ
レンジと交流の機会を与えるとともに、国内の中高校生に生物学への啓蒙活動を
行っている。その現状と今後について概要を述べる。

 ■日本の参加 

2004 年、日本に IBO 参加への機運が高まり、同年の第 15 回 IBO ブリスベ
ン（オーストラリア）大会において日本の IBO 加盟が満場一致
で認められた。文部科学省では日本生物教育学会と協議の結果、
国際生物学オリンピック日本委員会（JBO）が立ち上げられた。

2005 年の第 16 回 IBO 北京（中国）大会に日本から初めて参
加した代表生徒 4 名のうち 2 名が銅メダルを獲得した。それ以
降毎年、予選として理論試験を、本選で実技試験を行い、代表選
抜試験で国際大会に派遣する代表４名と次点２名を選抜してい
る。2013 年には 100 の予選会場で 3,149 名が受験し、2014 年
バリ（インドネシア）への出場を目指した。

 ■ 2009 年 IBO 大会の日本開催 

2006 年末、財政上の理由から 2009 年 IBO 大会のキャンセ
ルが報告された。加盟国からは 2009 年大会の開催国候補は現れ
ず、IBO 存続の危機を迎えた。JBO では激論の末、ついに筑波
大学を会場に 2009 年 IBO 国際大会を日本で開催することを表
明し、IBO から受諾された。つくば大会では IBO 史上、最多の
56 カ国から 221 名の代表生徒が参加し、日本の代表生徒のうち

より強く　より高く

国際生物学オリンピック
2020 年日本開催を目指して裾野拡大を

日本は2004年に国際生物学オリンピックに参加し、2005年の第16回北京大会
から代表の高校生を派遣している。こうした活動を通じて、生物好きな高校生た
ちにチャレンジと交流の機会を与えるとともに、国内の中高校生に生物学の面白
さを伝えている。

松田　良一
まつだ　りょういち

国際生物学オリンピック
日本委員会 コーディネー
ター、東京大学 教授

●目的
生物学は 21 世紀の人類の生存を左右する

重要課題である食糧、医療、環境問題に対す
る基幹的な学問である。生物学分野の担い手
の育成は各国の重要課題である。IBO 加盟国
は生物学的才能のある高校生を国内選抜し、
その過程で彼らの生物学に関する才能を伸ば
し、将来の生物科学者を育てることを目的と
している。その過程で各国は生物学教育を国
際比較することにより自国の生物学教育を改
善する上での有益な情報を得ている。
●歴史

1990 年、ユネスコは旧チェコスロバキア
に初回の IBO 開催を要請した。賛同した 6 カ
国（ベルギー、ブルガリア、旧チェコスロバ
キア、旧東ドイツ、ポーランドおよび旧ソビ
エト連邦）は 1989 年 IBO を創設し、1990
年 7 月にオロモウツで第 1 回 IBO 大会を開
催した。プラハには運営責任母体としてコー
ディネーターセンター（IBO CC）が設立さ
れた。現在は、タイ王国カセサート大学の
Poon Kasemsap 教授が第 3 代目の IBO 総
長を務め、IBO加盟国は62カ国を越えている。
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大月亮太君（千葉県立船橋高等学校 3 年生、現京都大学）が日本で初めての金
メダルを獲得した。日本側が提案したサブグループ会議の設置（会期直前に問題
を吟味する数名の国際委員からなる問題検討会議）と生徒の答案成績の統計的解
析が有効に機能し、それが高く評価された。その後も日本の代表生徒の成績は上
昇を続け、2011 年の台北（台湾）大会では 3 個の金メダルと 1 個の銀メダルを
獲得し、国別成績でも 4 位という高い成績を収めた。

 ■ IBO はなぜ必要か ? 

わが国では教育機会の平等と「落ちこぼれ」防止を念頭に教育政策が進められ
てきた。その一方で特定分野における才能の発掘と育成はスポーツ分野あるいは
芸術分野にとどまり、学問分野では国レベルでの取り組みは十分とは言えなかっ
た。しかし、IBO 加盟国では科学技術がその国の産業力の根幹を成すとの認識
から、それを支える次世代層の科学教育に力を注ぎ、生物学における突出した才
能の発掘と育成に並々ならぬ力を注いでいる。科学分野における才能を個人の属
性に帰するのではなく、社会で共有財産として育てていこうという発想である。
日本においても JBO が発足して以来、生物学に関するさまざまな啓蒙活動（日
本生物学オリンピックフォーラム）や国内選抜、代表生徒の特別訓練等を通じて、
中高校生たちに生物学の面白さを伝える新しい流れができた。生物学に傾倒する
ことに社会が価値付けをすることで、それまで生物好きな変わり者扱いされてき
た生徒が自信を持ち、それが人生の転換につながった例が幾つも出てきたことは
誠に望ましいことである。国の内外に広がる同好の仲間のネットワークが構築さ
れ、それを生かした将来の発展も期待される。

 ■ JBO の責任は重大 

多くの IBO 加盟国において国内選抜や IBO における評価が大学進学や奨学金
の受給等に連動しているのに対し、日本では、必ずしも連動しておらず、このよ
うな科学系オリンピックへの参加のインセンティブにつながっていない。東京大
学は高校生時代の多様な能力や実績を評価すべく、2017 年度から入試後期日程
に推薦評価を導入することを決めた。これを契機に多くの大学でも科学系オリン
ピックでの成績が推薦の基準の 1 つになると思われる。

2012 日本生物学オリンピックフォーラム in 岩手 (2012 年 3 月 31 日　岩手大学工学部で開かれた JBO の啓蒙活動 )
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このように生物学オリンピックにおける成績が大学入試と連
動してくると、国内選抜における問題の機密保持等に入学試験
並みの管理体制が求められ、JBO の責任は重大になる。　

しかるに高校や大学教員の JBO 参加はボランティアベース
であり、機密保持や管理体制の向上・厳格化は JBO 関係者に
過重な負担を与えることが懸念される。もとより JBO に限ら
ず、科学系オリンピックを支える国内組織は決して安定してい
るとは言えない。各科学系オリンピック運営母体の組織基盤の
強化と予算の増加、協力している教員に対する高校・大学の評
価等、とるべき対策は多い。

 ■ 2020 年を科学系オリンピックイヤーにして 
  　日本の理科教育を活性化しよう 

オリンピック・パラリンピックが 2020 年、東京で開催されることが決まった。
これに向けて、国内では既に初等中等教育における体育やスポーツクラブへのさ
まざまな強化策が打ち出されている。JBO ではこの 2020 年に向けた取り組み
を理科教育にも波及させるべく、2020 年の IBO 大会の日本招致を目指している。
幸い、2013 年 11 月に開催された IBO 運営会議において 2020 年 IBO 大会の
日本開催が予備承認された。2020 年に IBO 代表生徒になる世代は現在の小学
生たちである。そこで小学生にも生物学啓蒙活動の範囲を広げ、理科教育の強化
につなげていきたい。東京オリンピックと IBO 大会が開催される 2020 年を「ス
ポーツと科学教育の振興を通じて国際親善に貢献する日本の姿勢」を示すメモリ
アルイヤーにしていきたい。

本稿をまとめるにあたり浅島 誠 JBO 組織委員長、石和貞男 JBO 運営委員長、
鳩貝太郎副委員長、山下雅道広報部会主査、齋藤淳一国際部会主査ほか JBO 委
員の皆さん、日本科学技術振興財団の大野 力様にご協力を賜りました。ここに
深く感謝いたします。

2013 年 IBO ベルン（スイス）大会に参加した代表生徒の文部科学
大臣表敬訪問（前列左より真田兼行、下村博文大臣、新宅和憲、後
列左より中村絢斗、横山純士）

2013 年 8 月に開かれた日本生物学オリンピック本選（広島大学）の参加者

産学官１月号.indb   43 2014/01/09   17:01:38



Vol.10  No.1  201444

特 集 2

 ■はじめに 

国際物理オリンピック＊ 1 は 1967 年にポーランドのワルシャワで第 1 回が開
かれ、その後ほぼ毎年開催されている。第 44 回のコペンハーゲン大会には、世
界中から 81 カ国、371 名の高校生が集まった。日本が国際物理オリンピックに
生徒の代表を送ったのは 2006 年 7 月のシンガポール大会のときが最初で、以
後毎年参加している。

国際物理オリンピックへの参加については 2002 年ごろから検討を始めていた
が、2004 年に韓国の浦項で開催された国際物理オリンピックに科学技術振興機
構 (JST) の支援を得てオブザーバーとして参加した。このときの印象は強烈だっ
た。初日の開会式のあと、午後早々に各国の役員（リーダーとオブザーバー）が
一堂に会して主催国が作成した問題について徹底的に議論。その議論の司会を主
催国の若手の物理学者が行ったが、その裁き方のうまさに驚いた。議論の末、夕
刻に問題が確定してから各国語の翻訳に入り、翌朝の試験に間に合わせるために
役員は徹夜で問題と解答用紙の翻訳を完成させるのである。試験は理論と実験の
2 日間だけであとは国際交流、研究所見学などの中身の濃いイベントである。単
なる国際的試験ではなく、若者たちの交流、そして役員たちが物理教育をめぐっ
て国家、民族の壁を越えて議論をする場であるということなのだ。

2005 年の世界物理年を機会に、国際物理オリンピックへ派遣する中高生を選
抜する物理コンテスト「物理チャレンジ 2005」を、物理関係の学会＊２の共催、
岡山県の協力により、同年 8 月 12 ～ 15 日に岡山県閑谷学校で開催した。この
時は 200 名ほどの応募だったが年々増え、今年は 1,400 名ほどが応募した。

 ■全体の流れ 

国際物理オリンピックへの道は、「第一チャレンジ」「第二チャレンジ」「チャ
レンジファイナル」という 3 段階である。毎年 12 月に「第一チャレンジ」の実
験課題が公表される。募集要項にレポートの書き方が詳細に書かれていて、学校
の現場の先生方には好評だ。翌年 4 月～ 5 月が募集期間で応募の登録をする。6
月に実験レポートの締め切り。また 7 月中旬（昨年までは 6 月中旬）に全国 70
ほどの会場で理論課題の一斉試験。実験レポートの成績と理論試験の成績から

より強く　より高く

物理チャレンジ・物理オリンピック
物理の主要テーマに強いが、応用に課題

2006年7月のシンガポール大会から日本が生徒代表を送っている国際物理オリン
ピック。過去8回参加した経験から、日本が良い成績を取るときとそうでないと
きの特徴が次第にはっきりしてきた。日本の教育の課題は？

北原　和夫
きたはら　かずお

特定非営利活動法人物理
オリンピック日本委員会　
理事長
東京理科大学大学院科学
教育研究科　教授

＊ 1 
物理オリンピック日本委員
会ホームページ
http://www.jpho.jp/

＊ 2 
当初の日本物理学会、応用物
理学会、日本物理教育学会、
日本生物物理学会に加えて、
現在は電気学会、日本機械学
会も共催に加わっている。
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特 集

100 名の「第二チャレンジ」参加者を決定。8 月中旬に 3 泊 4 日の合宿形式での「第
二チャレンジ」。そこでは、理論試験 5 時間、実験試験 5 時間を実施するとともに、
研究機関の見学、役員による「フィジックス・ライブ」などの交流プログラムを
実施する。最終日に成績優秀者を表彰する。
「第二チャレンジ」の成績優秀者の中から高校 2 年生以下の生徒を 10 名程度

選抜して国際物理オリンピック派遣候補者とし、9 月から研修を開始する。通信
添削による研修と 3 泊 4 日の冬合宿（12 月下旬）と春合宿（3 月下旬）を実施し、
春合宿の最終日に試験「チャレンジファイナル」によって派遣代表 5 名を決定。
4 月以降さらに通信教育、5 月に 1 泊 2 日の実験研修、7 月直前合宿、結団式を
行いオリンピックに出発、という流れで、約 1 年半の「挑戦」となる。

 ■物理チャレンジの狙いと課題 

上述のように「第一チャレンジ」には 1,400 名ほどが応募し、そのうちの
100 名だけが「第二チャレンジ」に進む。第二チャレンジに残れなかった生徒
たちについてのフォローアップが課題である。また、昨年から「プレチャレンジ」
というプロジェクトを立ち上げて、全国各地の高校と教育委員会と協働して、高
校の生徒や教員に対する研修を始めている。研修プログラムのパッケージ、物理
チャレンジや物理オリンピックの実験装置などを用いて、物理チャレンジへの参
加を喚起する活動である。

2005 年の第 1 回目の「物理チャレンジ」に参加した生徒についてのフォローアッ
プ調査を行った。詳細は報告書＊＊ 1 を見ていただきたいが、物理チャレンジに参
加することによって、物理への関心、研究者像が大きく変化した、という生徒が
4 分の 1 もいるということは重要と考える。もし、このような機会がなければ、4
人に 1 人は新たなサイエンティストの可能性を生じ得なかった、ということだか
らだ。また、2005 年の第二チャレンジに参加した生徒たちのネットワークが今で
も持続していることもわが国の科学技術の基盤として大切なことであると思う。

 ■国際物理オリンピックからみる日本の教育の課題 

物理オリンピックでの実験試験はまず装置が入っ
ている箱を開けるところから始まる。装置の配置図
を書かせるのも問題の 1 つとなる。次に実験値の
扱いについては、問題文には指示がなくても、デー
タ処理と信頼性の評価は必要とされている。一般に
国際物理オリンピックの問題は長文で読んで理解す
るのに時間がかかるが、逆にその分野の知識がなく
ても、きちんと読めばかなりできるようにつくられ
ている。昨年のエストニア大会では水の反磁性の測
定が出題された（写真１）。強い磁石を覆う水の水
面のわずかな変化を観測させるのだが、磁石は引っ
張るものという固定観念があるとそのようにも見え

 写真１ 　2012 年エストニア大会での実験課題
中央の水の入った水槽の中には強力な磁石がある。右の光源からの光が水面で反射し左の
スクリーンに到達する。反射条件から水面の形状を決めて弱い反磁性を検証する。

＊＊ 1 
特 定 非 営 利 活 動 法 人 物 理
オリンピック日本委員会．

“物理チャレンジ参加者の
追跡調査―2005 年の参加
者を対象に―調査研究報告
書”. 物理チャレンジ国際物
理オリンピック 2012 年度
報 告 書 .2012.http://www.
jpho.jp/2012/activity_
report_2012.pdf,(accessed 
2013-12-24).
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てくる。先入観を排除するという科学的方法を問うものだった。実際の測定につ
いても、実験のセンス、「腕」の良さが問われるものだった。

これまでの 8 回の国際物理オリンピック参加の経験から、日本が良い成績を
取るときとそうでないときの特徴が何となく分かってきたように思う。物理学の
主要なテーマの場合は善戦するが、ベトナムのハノイ大会では都市における排気
ガスの大気中分布の問題、デンマークのコペンハーゲン大会におけるグリーンラ
ンドの氷床に関する問題（図１）など物理学の応用や技術の問題になると苦戦す
る。おそらく日本の高校では、物理のコアのテーマについての系統的学修が強調
されるあまり、物理学の視点で身の回りを見ていくということが後回しになって
いるのではないか。また他教科との関連も薄いように思われる。物理オリンピッ
クへの参加は、参加する生徒たちにとって貴重な経験であることは相違ないが、
広く日本の科学教育全般にとっても反省を迫る貴重な経験であると思う。
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この問題では、世界で２番目に大きな氷河であるグリーンランドの氷床(図 3.1(a))につい

て考えてみよう。理想的なモデルとして、グリーンランドを東西の幅2𝐿𝐿、南北の長さ5𝐿𝐿
の長方形状の島とし、地表は海水面と同じ高さにあるとして扱い，完全に非圧縮性の氷

(一定の密度𝜌𝜌ice)で覆われている(図 3.1 (b))。氷河の高さ𝐻𝐻(𝑥𝑥)は𝑦𝑦座標によらず、海岸

𝑥𝑥 = ±𝐿𝐿では値ゼロで，𝑦𝑦軸に近づくに従って増加していき中央の南北の軸(𝑦𝑦軸、分氷嶺)に
沿って最大値𝐻𝐻mをとる(図 3.1(c))。 
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図 3.1 (a) グリーンランドの地図。氷床の広がり(白)、氷のない海岸部分(緑)、および周辺の海(青)
を表している。(b) グリーンランドの氷を𝑥𝑥𝑦𝑦平面上の辺の長さ2𝐿𝐿と5𝐿𝐿の長方形状のものとして

近似したモデル。氷床の最高点𝐻𝐻mに沿う線(分氷嶺)は𝑦𝑦軸に沿って走っている。(c) 氷床

の断面図(𝑥𝑥𝑥𝑥平面)で、𝐻𝐻(𝑥𝑥)の高さ分布(青線)を表す。𝐻𝐻(𝑥𝑥)は0 < 𝑦𝑦 < 5𝐿𝐿の範囲で𝑦𝑦に依存しな

いが、𝑦𝑦 = 0 と𝑦𝑦 = 5𝐿𝐿のところで急激にゼロに落ちる。図を見やすいように、垂直方向の高さは

水平方向に比べ引き伸ばしている。氷の密度𝜌𝜌ice は一定である。 

  図１ 　2013 年デンマーク大会の理論問題：
グリーンランドの氷床 (a) を図 (b)（上面）(c)（断面）のようにモデル化してその形成過程を定量的に説明する。
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一人でも多くの人に、快適な暮らしを
―車いす用の洗えるクッションのデザイン開発―

東京学芸大学が企業と連携して開発し、企業が事業化した新タイプの車いす用
クッション。関係者のどんな思いが込められているのか。

東京学芸大学の複数の研究室と企業３社はポリエステル繊維を立体的に織り上
げた素材（商品名「ウェーブメッシュ」）を活用して、車いす用のクッションを
開発した。車いす利用者の疲労や床ずれリスクを軽減できる。本稿ではこの開発
の経過、プロジェクトが大学の教育現場にもたらした成果等について示す。

■プロジェクトの流れ

このプロダクトの条件となるウェーブメッシュは有限会社三朋（栃木県足利市）
の提供する素材である。「素材の特性を活かした人と環境に優しいものつくり実
践とデザイン」をテーマに、三朋、デザイン会社の萌樹舎（群馬県館林市）、東
京学芸大学（鉄矢悦朗研究室／デザインと古瀬政弘研究室／工芸）の３者による
共同研究が始まったのは 2011 年 8 月だった。

この共同研究では筆者（教員）だけがデザインで参加したのではなく、デザイ
ンや工芸の学生も参加しアイデアを競うとともに実践的なデザイン教育の場と
なった。

当時、筆者は、本学社会連携推進本部で産学連携を担当する部門の長を任され
ていた。大学にある知財をどのように社会還元に結び付けるかをデザインする立
場にあった。その時期に、福祉用具販売・レンタルのキヨタ株式会社（東京都港区）
が、社会連携推進本部を訪れ、本学との産学連携や CSR の可能性などについて情
報交換を行った。社会連携推進本部は大学と企業の出会いの場
でもあるのだ。共同研究のデザイン成果をキヨタの担当者へプ
レゼンテーションするとともに、萌樹舎、三朋につないだ。そ
の結果、キヨタも本学と共同研究契約を結ぶ運びとなった。

2012 年 7 月 2 日、キヨタによって、ウェーブメッシュクッ
ションの体圧分散試験が行われた（図１）。試験は、①いすの
み ②代表的なクッション（ウレタン製体圧分散クッション） 
③ウェーブメッシュクッション――の３つを同条件で比較する
もので、データを圧力分布測定システムＸセンサーで視覚化し
た。③の平均圧力 34.6mmHg やピーク圧力 81.5mmHg とい
う数値は①の半分、②と比較しても劣らない値だった。この結
果、商品化の目標が具体的になってきた。

2012 年夏から量産の始まる翌年 1 月までに、商品化に向け
てキヨタの営業マンらも含め、6 名体制で、病院、福祉施設、
問屋など延べ 20 カ所以上の現場の人々に、ヒアリング調査を

鉄矢　悦朗
てつや　えつろう

東京学芸大学　准教授

図１　体圧分散試験の結果
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行った。ヒアリング調査では「洗えるって素晴らしい」「よく作ってくれた」と
いう業者側の声や「洗いたかったんだ」「座っていて蒸れない」といったエンドユー
ザーの視点からの評価も高かった。

複数の企業と大学研究室の協力関係によってデザインは原案から余分な要素を
そぎ落とし、試作や修正などを繰り返し、今回の車いす用クッションが生まれた。
現在、キヨタがウェーブメッシュクッションを「みるふぃーゆ」という名称で販
売している。

■ウェーブメッシュクッション「みるふぃーゆ」

「一人でも多くの車いす利用者に、体圧分散性
に優れかつ、楽に洗える車いすクッションを届け
たい」そんな気持ちが一つになってこの車いす
クッション（写真１）は生まれた。見た目には何
の変哲もないクッションだが、開発した新形状
の繊維開発素材ウェーブメッシュ（特願 2011-
21055）には繊維の街、足利の技術が込められて
いる。ウェーブメッシュは、ポリエステル繊維を
立体的に織り上げた素材で、通気性が高く、適
度な剛性と弾力性を併せ持つ。車いす利用者の
疲労や床ずれリスクを体圧分散により軽減する
とともに、素材がポリエステルのため、保水性
もほとんどないので、水洗いも乾燥もしやすい。
素材の特性を活かし、今までになかった「洗える」
クッションとなった。

■奨学金創設へ

キヨタは、このプロジェクトをきっかけに、2012 年度より本学の特別支援教
育教員養成課程の学生を対象にした給付型の奨学金を創設した。産学連携の成果
の新しい評価だと筆者は喜んでいる。

■おわりにかえて

デザインとは、多くの場合、人とモノ、機能と空間など、モノゴト複数間の関
係を「より良く」するための行為や結果を示す言葉となっている。ただし「より
良く」と考える「志」の方向が、どちらに向いているかで、デザインは大きく変
わる。「より売りたい」「より目立ちたい」なども志となる場合があるからである。
今回のプロダクトが世に出るまでに複数の企業の「志」を近い方向に寄せること
ができたこと、これが最も大きな成果要因だと考える。

写真１　ウェーブメッシュクッションが中身の「みるふぃーゆ」
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3D プリンターによる医療シミュレーター

心臓の医療用シミュレーターには、形状を正確につくり出す３D プリント技術と、
形状を正確に転写する鋳物の技術が組み合わされている。

株式会社ジェイ・エム・シーは 1992 年に 3D プリンターを用いた試作の請負
として創業した。当時、実用化されて間もない、光造形と呼ばれる 3D プリンター
の持つ可能性に着目し事業を広げた。今から約 10 年前に現在の代表が就任し、
CT や MRI で取得した DICOM ＊１データから頭がい骨や顎などの形を樹脂でつ
くるサービスに注力するようになった。当初はデータも粗く、3D データの編集
に用いるパソコンの性能も十分とは言えず、苦労が多い仕事であった。2006 年
に現在の鋳造部門の基となる会社と合併し、現在の業態（3D プリント、非鉄金
属精密砂型注型、機械加工、設計コンサルティング、医療モデル）
となる 2013 年に、3D プリンターを用いた高い再現性を有した
医療用シミュレーターを開発した。第一弾として開発した心臓の
医療用シミュレーター（写真１）は高い加工自由度と精度を持つ
光造形技術と、その手法で作製した樹脂モデルを母型として、各
種高機能な材料に転写する 3 次元モールド技術を用いている。こ
の工法により、複雑な心臓の心房、心室の内壁、外壁の再現が可
能となる。高い透明度のあるシリコーンモデルと、人体の組織に
近い感触を持つポリビニルアルコール（PVA）ゲルの 2 種類を
そろえている。

■共同研究成果で事業化目指す

医療分野への本格的進出を決意した背景にはリーマンショックがあった。自動
車関連が弊社の売り上げの 60％を超えていたので大きな影響を受けた。今は１
業種の売り上げを 30％以内に抑えるルールを徹底している。

医療用モデルの開発に本腰を入れたのは 2010 年。横浜市の中小企業技術革新
制度の公募に、自社製品の開発を目指し応募したのがきっかけだ。応募する研究
内容はいくつか上がっていたが、考慮すべき条件があった。過去にも、国や市な
どの補助金を受けることはあった。大学や他の企業との共同研究に取り組み、い
ずれも一定の成果を残すことはできたが、研究成果を実務に落とし込むところま
ではできなかった。

今度こそ、「補助金を得るための研究」ではなく、「売れる製品の開発」のため
の研究を行おうと考えた。そこで医療機関などのクライアントから、何度か相談
を受けた医療用のトレーニングモデルに着目した。クライアントとの打ち合わせ
では予算額が抑えられている半面、求められるクオリティーが相当高いという
ケースがしばしばあった。そのため、商談が成立せず、流れた件も多かった。し
かし、それらの流れた件においても、製品の必要性は強く感じていた。感じつつも、
エンドユーザーであるドクターやメーカーの、どのような製品が必要なのか、ど

稲田　誠
いなだ　まこと

株式会社ジェイ・エム・
シー　セールスグループ

写真１　心臓のシミュレーションモデル

＊ 1 
DICOM
D i g i t a l  I m a g i n g  a n d 
COmmunication in Medicine
の略。CT や MRI、CR などで撮
影した医療用デジタル画像とそ
の通信に関する標準規格。
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こまで再現したいのか、その製品のトレーニング効果はどの程度か、それをくみ
取ることは難しかった。そのような経験から、ある程度機能を絞り汎用化した医
療モデルを企画し、販売することができれば、それに対してドクターやメーカー
の具体的なニーズが引き出せるのではないかと考えた。そのニーズを製品に素早
く、的確に反映させることで、最終的には各患者用のシミュレーターの作製を目
指す。苦しむ患者やそれに向かい合うドクターの負担を軽減させるために。

■鋳造技術を生かす

軟質の臓器モデルをつくる際には 3 次元モールド技術を用いる。本技術の開
発には自社のコア技術である 3D プリント技術と鋳造技術、この一見異なる技術
が密接に関係している。形状を正確につくり出す 3D プリント技術、また形状を
正確に転写する鋳造技術を用いて、本技術は開発された。基となった技術は光造
形焼失鋳造法（科学技術振興機構革新技術開発研究事業・平成 16 年度採択課題

「3 次元ナノ・マイクロ光造形による超高精度焼失鋳造法の開発」）である。この
方法は 3D プリンターで高精度な元型を作製し、それをセラミックスのスラリー
で包含する。その後、樹脂を熱分解で除去することで元型の形状が転写された鋳
型を作製する。複雑な形状の場合、通常は鋳型を分割して、組み上げるが、この
方法では、複雑な型組みをすることなく作製することができる。心臓のような複
雑な形状を作製する工法はこの技術から着眼を得たものであった。

市場では軟質ウレタンを用いた詳細な心臓モデルが販売されている。心臓内部
を 3D プリントで作製した樹脂製、外部はシリコーンを用いたもので、中・少量
生産に向いている技術であると言える。弊社の技術は、内外部形状を一括で 3D
プリンターにより出力することにある。これは複雑なデータ処理、造形技術が必
要になる。しかし、作製した樹脂型は使い捨てになるため、少量生産にも向かな
い工法となる。しかし、その半面、型で再現できる形状の自由度や形状の変更が
容易である。そのため、テーラーメイドのモデルを作製する場合に適していると
言える。また使用できる素材も多く、超音波対応や穿刺用途などや再現したい特
性や質感によりシリコーンや、ウレタン、ヒドロゲルなどを選択できることが最
大のメリットである。

3D プリンターは型の成形技術として大きな可能性を持ち、またそれは近年の
ブームにより、目まぐるしく進化している。実験段階ではあるが、軟質の細胞や
ゲルなどの素材そのものを用いて 3D プリンターで作製することも可能となって
いる。そのように考えると、とてもニッチな工法ではあるが、製造コストや素材
の自由度を考えると、有効な工法だと考えている。

■脳動脈瘤シミュレーターを計画

現在、医療モデルでは重要度の高い臓器として心臓のモデルの開発を行ってい
る。第 2 弾として、脳の動脈瘤のシミュレーターを計画中である。将来、腸管、
皮膚、血管、肝臓腫瘍、大動（静）脈、冠動脈、骨、顎などのシミュレーターを
目指す。
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病理組織を用いた可視化遺伝子増幅診断キット

がんに関連した特定の遺伝子の異常増幅を診断するのは、がん治療を支える技術
の 1 つである。高額で操作が難しい蛍光顕微鏡ではなく、一般的な光学顕微鏡で
検出できる「可視化遺伝子増幅診断キット」を開発した。

■はじめに

株式会社常光は 2013 年で創業 67 年を迎えた医療機器（電気泳動装置・電解
質分析装置等）および体外診断用医薬品（リポフォー・アルフォー等）のメーカー
である。臨床検査の分野で一定の知名度を有している。

臨床検査の市場が変化する中で、新たな柱として新分野への進出を模索してい
た時期に技術移転機関（TLO）を介して浜松医科大学の椙村春彦教授らを知り、
そのご縁で将来的に発展の望める病理分野への進出を決断した。

現在までに病理関係の装置として迅速包埋装置（ヒストラ QS、ヒストラ
GT）、迅速脱灰装置（ヒストラ DC）を上市し、多くの病院で採用されている。
ここで紹介する「ヒストラ HER2CISH キット」は科学技術振興機構（JST）の「委
託開発」事業で開発したもので、2007 年に成功認定され、体外診断用医薬品と
して既に販売を開始している。

以下、開発の経緯や製品の特徴について説明する。

■病理組織を用いたがんの研究

HER2 タンパクを分子標的とした治療薬（ハーセプチン）など、いわゆる“ゲ
ノム創薬”により開発された抗がん剤は、特定の遺伝子が過剰に増幅したがんに
対してのみ有効である。従って、がん治療を支える技術の 1 つとして、がんに
関連した特定の遺伝子の異常増幅を高い精度で診断する方法が望まれていた。浜
松医科大学腫瘍病理学講座（椙村春彦教授）では病理組織を用いたがんの研究を
行っており、その研究成果をもとに、弊社ががんの遺伝子診断薬の実用化のため
の開発を実施した。

■一般的な光学顕微鏡で検出

われわれは標識したがん関連遺伝子（HER2 遺伝子）を効率よく染色するこ
とにより、光学顕微鏡を使って、がん関連遺伝子の遺伝子コピー数を検出できる
方法を確立した。別の DNA プローブを作製すれば、他のがん関連遺伝子の検出
に応用することも可能で、ゲノム創薬の実用化を支える技術の 1 つとして利用
が期待されている。

本品は HER2 遺伝子の増幅の検出方法として色素産生 in situ ハイブリダイ
ゼーション法（CISH 法）を用いた CISH 法キットである。この方法はホルマリ

清瀬　慎一郎
きよせ　しんいちろう

株式会社常光　
医薬品開発部　課長
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ン固定パラフィン包埋組織切片上で、通常
のペルオキシダーゼ反応を使用して、光学
顕微鏡下で遺伝子増幅を検出できる。広く
使用されている HER2 遺伝子の増幅の検
出方法として、蛍光 in situ ハイブリダイ
ゼーション法（FISH 法）がある。FISH
法は操作が簡便で、感度が良く、色の識別
がしやすい等の利点があるが、高額で操作
が難しい蛍光顕微鏡を使用することや、蛍
光なので、退色することから、実施後早め
に観察する必要がある等の問題があった。
また、蛍光顕微鏡は暗室にある場合が多く、
同時に数人で観察することや、染色結果を
見ながら意見交換が難しいなどの問題もあった。

本品は一般的な光学顕微鏡で検出できることから、観察が容易であり、同時に
組織形態と遺伝子異常型を観察できる（図１）。染色スライドも半永久的に保存
することができるので、忙しい時を避けて、余裕を持って観察でき、再診断や広
い範囲での情報共有などが可能になる。

■乳がん、胃がんに適用

弊社は現在、HER2 遺伝子増幅を検出する診断薬を 2 種類、保険適用を行い、
製品化している（ヒストラ HER2FISH キット、ヒストラ HER2CISH キット：
図２）。これら２種類の診断薬は乳が
ん、胃がんで適用されている。ヒストラ
HER2FISH キットは簡便な操作を特徴
としている。2007 年度から販売してお
り、数十施設の病院で使用されている。
このキットに続き、2013 年度から主題
のヒストラ HER2CISH キットの販売を
始めて、数施設で販売実績がある。これ
らの製品の国内外での拡販が現在の課題
である。

■他のがん種にも拡大へ

これらの開発で得た技術、経験を応用して、他の種類のがん関連遺伝子や他の
がん種に応用して、新たな遺伝子診断キットの開発を行い、診断薬として承認に
つなげていく予定である。

図１　「ヒストラ HER2CISH キット」の検出原理、染色例
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図２　「ヒストラ HER2FISH キット」と「ヒストラ HER2CISH キット」
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食品中の放射性セシウムを非破壊で高速測定

ダンボール箱や袋入りの食品をベルトコンベアに載せ、サイズ等を入力するだけ
で高速で食品中の放射性セシウムをスクリーニング検査できる。米（米袋）の大
量検査で使われているが、他の用途にも応用可能だ。

■はじめに

福島第一原子力発電所事故の影響で、被災地だけでなく周辺の地域でも農産物、
加工食品等の生産者、流通業者、小売業者から食品中の放射性セシウム濃度を測
定したいという需要が多い。安心・安全を確保し消費者からの信頼を確保するの
が狙いである。

従来、食品中に含まれる放射性セシウムを検査するためには、多くの試料から
一定量をサンプル採取していた。その検査は１サンプル20分以上と時間がかかっ
ていたし、あくまでもサンプルの検査であり、全数・全量検査に対応できていな
かった。

富士電機株式会社（以下「当社」）と、放射線医学総合研究所緊急被ばく医療
研究センターの鈴木敏和室長（現 IAEA ＝国際原子力機関）、高田真志主任研究員、
京都大学の神野郁夫教授は共同で食品中の放射性セシウムを非破壊で高速測定で
きる装置を開発し、当社が食品放射能測定システムとして事業化、販売を開始し
た。その経過と事業展開等について紹介する。

■測定物をベルトコンベアに載せる

開発した本装置（写真１）は、ダンボールや袋入りの測定物をベルトコンベア
に載せ、サイズ・重量を入力するだけでスクリーニング検査をすることができる。
被災地における環境放射線線量の影響を考慮し、遮へい体を設け、高感度検出器
を複数個配置することで高速、高感度測定が可能である。装置は以下のような性
能がある。
①　50 ベクレル /kg のスクリーニングレベル設

定で、100 ベクレル /kg 超えを 99.9％以上の
確率で判定可能。

② 25 ベクレル /kg 以下の検出限界性能で 250
袋／ hr 検査（米 30Kg 袋の場合）が可能。
上記性能は、厚生労働省より示されたガイド

ライン「食品中の放射性セシウムのスクリーニ
ング法」（性能要件：測定下限 25 ベクレル /kg
以下、スクリーニングレベル 50 ベクレル /kg 以
上で基準値 100 ベクレル /kg 未満を 99%判定で
きること）に準拠している。

山田　宏治
やまだ　こうじ

富士電機株式会社　
産業インフラ事業本部　
計測制御システム事業部
放射線システム部長代理

写真１　食品放射能検査システム「NMU2」
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■放射線医学総合研究所と連携

当社は、放射線測定器の開発・製造販売を主な業務としており、放射線医学総
合研究所には、線量計の開発・特性試験や体内放射能測定装置について技術的ア
ドバイス、評価方法についての協力をいただいていた。今回の装置の開発に当たっ
ては、周囲の放射線の影響を少なくし、測定物の微量の放射性物質を計測する必
要があった。体内放射能測定装置、検出器、線源評価等についての技術を活用す
るために共同開発することとなった。京都大学の神野先生には従来、土壌の深さ
分布用測定装置の性能評価等についての協力をお願いしており、本装置の濃度評
価方法についても協力していただくこととなった。

開発に当たっては、専門家ではない作業者を考慮し、操作が簡易で専門知識が
必要ないことや、高速での測定ができることなどを目指した。

福島県で生産された米の全数・全袋検査を実現するために、高速で米袋（30kg
袋）のまま測定が可能な米専用測定装置として先行開発した。

検出器は、2 インチφ× 2 インチの NaI(Tl)（タリウムを含むヨウ化ナトリウ
ムの単結晶）検出器を上側 4 本、下側 4 本の計 8 本使用した。高バックグラウ
ンド線量率環境を考慮してシャドーシールド構造を採用し、検出器周辺の 5cm
厚鉛遮へい体に加え、2 ～ 3cm 厚の門型鉛遮へい体を本体両側に配置し、バッ
クグラウンド放射線が検出器へ直接入射することを防いでいる。また、検出部の
駆動機構を備えており、一般食品への展開として被測定物の大きさに応じ、検出
器の高さを最適な位置に移動できるようになっている。

本装置の性能確認については、30kg 米袋等価のセシウム -137 標準線源を用
いて校正し、さらに Ge（ゲルマニウム）半導体測定装置にて全量測定した実際
の 30kg 米袋との相対評価を実施した。

■福島県内産米の全数・全袋検査

福島県では、2012 年度生産米の全数・全袋検査を実施したため、当社は同年
9 月から福島県内の農協、米流通業者に向け本装置を順次納入し、福島県内で合
わせて約 50 台を納入した（福島県内全体では 150 台以上が稼働）。

福島県内で 2012 年度に検査したのは 1,000 万袋を越えた。引き続き 2013
年度についても全数・全袋検査が実施されている。

本装置は米専用でなく、肉、野菜など多くの食品の検査システムとしても応用
可能である。定型的な梱包された食品の出荷時等について、被測定物のサイズが、
幅 25 ～ 50cm、長さ 40 ～ 100cm、高さ 10 ～ 33cm、重量 5 ～ 30kg であれ
ばスクリーニング検査を実施することができる。

今後、除染事業等が進んで行く中、食品だけではなく、同様の測定原理・構造
等を用いることで、焼却灰や土壌の測定等への展開も期待できる。
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日本弁理士会と自治体の連携による
知財活用等の促進

知的財産の普及・保護・活用の促進のための活動を行っている弁理士会。自治体
との連携は大きな効果が期待できる。

■はじめに

日本弁理士会は、地方自治体との間で協定を締結し、自治体の知的財産関連施
策の実施を支援している。

協定に基づく知財支援は産業振興関連に限らないが、本稿では主に自治体の産
業振興策としての知財関連施策に関する支援について述べる。

■日本弁理士会の公益活動

日本弁理士会会員である弁理士は、知財の専門家として通常業務を遂行するこ
とを通じて知財の保護・活用・普及に貢献している。

一方、弁理士法に基づく法人としての弁理士会は、その社会的責任として知財
の普及・保護・活用の促進のための公益活動を行っている。主な例は、小中高校
の知財教育支援、高専・大学の知財教育および保護・活用の支援、知財セミナー
や相談会等の実施や支援、特許出願等費用援助、知財関連費用の公的助成制度情
報の提供等である。

■地方自治体との連携

このような活動のうち、知財活用等促進の成果を最も期待できるものの一つが、
自治体の産業振興策としての知財セミナー等に対する企画協力および講師派遣等
の支援活動、換言すれば、弁理士会と自治体の連携による知財の普及・保護・活
用の促進活動である。

自治体との連携は、弁理士会にとって、各地域におけるニーズを的確に把握し
て知財セミナーの内容に反映させるとともに自治体の産業振興策に協力すること
により、知財活用の効果的な促進を図ることができ、極めて有用である。さらに
は、受講者募集・会場確保を含めた運営面を自治体に担っていただくことにより、
弁理士会の側はセミナーの内容、講師選定という実質的な面に注力することがで
きるので、自治体との連携はありがたく、かつ効果的である。

■協定に基づく連携

自治体の知財セミナー等に対する弁理士会の支援には、必ずしも両者間の協定
を要しない。

しかし、あらかじめ連携の目的や内容を包括的に取り決めた協定に基づいて支

高良　尚志
たから　ひさし

日本弁理士会 知的財産支
援センター第 3 事業部
部長 弁理士
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援を行うことにより、個別的手続について省
力し得るのみならず、両者間に継続的な信頼
関係が醸成され、弁理士会としては、より質
の高い支援を提供し得、自治体にとっては産
業振興策の効果的な実施を実現し得るものと
思われ、連携の効果が一層高まる。

これまでに弁理士会が知財支援協定を締結
した自治体は、図１に示す通り 17 道県・4
市である（4 道県については協定期間満了）。

知財支援協定の内容は一律ではないが、主
に、産業振興施策としての知財セミナーや相
談会等の実施について両者が協力することお
よびそのための両者の分担を規定したもので
あり、内容は簡潔かつ明確である。

■連携による支援内容

協定に基づく知財セミナーの支援は、一般的には次のように実施している。
自治体は、産業振興策としての知財セミナーの企画の立案および受講者の募集

や会場の確保を含めた全般的なセミナー運営を担う。
弁理士会の支援活動を運営する弁理士による運営組織においては、自治体が要

望する内容を検討してセミナーに反映させるとともに、弁理士会会員または場合
により外部から講師としての適任者を選定し、支援員として派遣する。

実施されるセミナーには運営組織の担当者が出席し、セミナーの運営に協力す
るとともに実施状況について運営組織において評価検討し、今後の支援にフィー
ドバックする。

■おわりに

弁理士会と自治体との連携による知財の保護・活用・普及の促進は、各地域に
おいて、産業の活性化に資するとともにさらなる知財を生じさせてその活用等を
活発化させ、さらには、地域的・内容的により広い範囲で弁理士の貢献が求めら
れることにも結び付くと思われる。

協定に基づく自治体支援を行う弁理士会の一つの目標は、目的達成による支援の
終了であるが、知財制度や社会の変化への対応も含めて支援内容を一層充実・向上
させることにより、支援の継続や再開を要請されることも目指している。

最後に、日本弁理士会としては、知財の普及・保護・活用が十分と言えない地
域がある限り、日本全国の都道府県および市町村の支援要請に応ずる用意がある
ことを申し上げて終わりとする。

図１　地方自治体との知財支援協定の締結実績（2013 年 11 月 7 日現在）

《北海道》
締結日：H20(2008)/5/15
※最初の締結はH17(2005)/6/6
※H23(2011)/3/31をもって満了

《岩手県》
締結日：H23(2011)/10/19
※最初の締結はH17(2005)/6/1

《宮城県》
締結日：H23(2011)/4/1
※最初の締結はH18(2006)/6/26

《福島県》
締結日：H25(2013)/1/1
※最初の締結はH17(2005)/7/6

《栃木県》
締結日：H23(2011)/4/1
※最初の締結はH17(2005)/6/27

《高知県》
締結日：H24(2012)/5/9
※最初の締結はH15/5/19

《鳥取県》
締結日：H21(2009)/7/16
※最初の締結はH18(2006)/5/11
※H23(2011)/3/31をもって満了

《島根県、島根大学及び松江工
業高等専門学校》
締結日：H17(2005)/5/18
※最初の締結はH13(2001)/2/7
※H20(2008)/3/31をもって満了

《福岡県》
締結日：H24(2012)/9/10
※最初の締結はH18(2006)/5/19

《大分県》
締結日： H24(2012)4/1 
※最初の締結はH18(2006)/6/12

《石川県》
締結日：H24(2012)4/1 
※最初の締結はH18(2006)/7/7

《山形県》
締結日：H21(2009)/9/2
※最初の締結はH18(2006)/10/23
※H23(2011)/3/31をもって満了

地方自治体との知財支援協定の締結実績
H25(2013)/11/7現在

《川崎市》
締結日：H25(2013)/4/1
※最初の締結はH19(2007)/3/26

《富士宮市及び富士宮商工会議
所》
締結日：H25(2013)/4/1
※最初の締結はH19(2007)/6/1

締結�：17道県、4市、�の�2

《愛媛県》
締結日：H25(2013)/4/17
※最初の締結はH19(2007)/10/4

《長野県》
締結日：H25(2013)/4/1
※最初の締結はH19(2007)/11/21

《秋田県》
締結日：H25(2013)/6/12
※最初の締結はH20(2008)/3/3

《青森県》
締結日：H24(2012)4/11
※最初の締結はH21(2009)/4/16

《横浜市》
締結日：H24(2012)/4/1

《熊本県》
締結日：H23(2011)/7/4

《土佐市》
締結日：H24(2012)/1/16

《独立行政法人 国立高等専門学校機構》
締結日：H25(2013)/3/14

《九州地区の9つの高等専門学校》
締結日：H24(2012)/12/10
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第４回

連 載 各国・地域の知財課題と日系企業の留意点

韓国
進む法改正、日本との相違点に注意

韓国は日本の企業が進出しやすい地域の一つである。知的財産保護の法制度や構造
は、日本とよく似ており、保護水準もおおむね同程度であると言える。だが、実際のビ
ジネスの現場となると、やはり日本企業にとって問題点が少なくない。

■韓国経済の概観

韓国は人口約 5,000 万人、一人当たり GDP 約 2 万 2,000 ドル（2012 年名目）
であり、市場規模は大きくないが、近年、サムスン電子や現代自動車などの躍進
に伴い、日本の部品素材産業などが韓国に活発に進出している。また、日本食ブー
ムも手伝い、食品流通業の進出も目立っている。

しかし、好調に見える韓国経済であるが、世界不況やウォン高の影響などを受
け、GDP 成長率は、年 3％台に減速しているほか、サムスン電子を除く上場企
業約 500 社の 2013 年上半期（1 － 6 月期）の営業利益は 3.51％減と、中堅財
閥企業はもちろん、ポスコなどの大手財閥企業にも減速感が広がっている。サム
スン電子だけで韓国全企業の営業利益の約 3 割を稼ぐ
という「サムスン城下国」とも呼べる社会構造、人口
ボーナスの終息、日本を上回るスピードで進行する少
子高齢化、中国企業の追い上げなど、韓国経済は、中
長期的に見て不透明感が拭えない。

また、昨今の円安、ウォン高のほか、日韓関係の影
響などもあり、日本企業の投資は、昨年に比べ大幅減
となっている。しかし、一方で、2013 年上半期の対
韓投資（図１）は、過去最大規模であった 2012 年を
除くと、過去の水準と同程度であり、所得水準の向上
や消費者の嗜好（しこう）等を考慮すると、依然とし
て日本企業が進出しやすい地域の一つではあろう。

■日本企業が直面しやすい知的財産上の問題

韓国における知的財産保護の体系は、2011 年 7 月に施行された知識財産基本
法（日本の知的財産基本法に相当）を中心に、特許法、実用新案法、デザイン保
護法（意匠法に相当）、商標法、著作権法、不正競争防止および営業秘密保護に
関する法律（不正競争防止法に相当）等が主であるが、それらの法制度や構造は、
日本とよく似ており、保護水準もおおむね同程度であると言える。

しかし、実際のビジネスの現場となると、やはり日本企業にとって問題点が少なくな
い。そこで、日本企業が韓国において直面しやすい知的財産上の問題をご紹介したい。

岩谷　一臣
いわたに　かずおみ

独立行政法人日本貿易
振興機構 ソウル事務所
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図１　日本の対韓直接投資の推移
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１．営業秘密流出の問題
韓国の不正競争防止および営業秘密保護に関する

法律では、営業秘密流出に対し民事上および刑事上
の救済が受けられる。しかし、特に日本の部品素材
企業において、大口顧客である韓国企業が求める技
術情報の提供を拒むことは現実的に難しく、また、
仮に秘密保持契約（NDA）を結んでも営業秘密の
流出が後を絶たず、顧客企業との取引を優先するか、
あるいは法的措置により自社の技術を守るべきか、
難しいビジネス判断が求められることが少なくない

（図２）。
２．エンフォースメントの問題

韓国におけるエンフォースメントをめぐる環境
は、原告・特許権者に厳しいと言わざるを得ず、例
えば、侵害訴訟における勝訴率 20％（しかも韓国
では和解が少ない）、平均損害賠償額 5,000 万ウォン～ 1 億ウォン程度（500 万
円～ 1,000 万円程度）、無効審判による特許無効率 60％超である。これは、知
的財産の侵害訴訟に集中管轄が設けられていないこと、証拠提出命令が拒否され
るケースが多いこと、無効審判・審決取消訴訟で後の証拠・理由の追加変更が可
能であること等、制度面に起因するものも少な
くない。
３．模倣商標などいわゆる冒認商標の問題

韓国の商標法は、外国で知られた商標を保護
するなど、日本の商標法と同程度の保護水準で
あるが、実際問題として、日本の商標を模倣し
たもの、あるいは、日本企業の商標を勝手に出
願するいわゆる冒認商標が少なくない。特に、
食品・流通業など中小企業が韓国に進出して初
めて発見するケースなどが散見される。
４．模倣品の問題

韓国は、過去、模倣大国などと呼ばれてきた
が、韓国政府は、模倣対策に重点的に取り組み、例
えば、税関での水際措置の強化をはじめ、韓国特許
庁やソウル市等に商標権特別司法警察隊を配置し、
市中での模倣品の集中取締を行う等、模倣品の発生
に対し、一定の対策手法が確立している。そのため、
模倣品の問題は、過去に比して下火になっているよ
うに思われる（図３、４）。

ただし、当然ながら、模倣品が撲滅されたわけで
はなく、個別ケースでの模倣被害は報告されており、
また、観光地などにおいて、模倣品とおぼしき商品
が目に付くことも依然として珍しくない。

図１ 
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図２　韓国企業の営業秘密に関する意識

図３ 
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図３　商標権特別司法警察隊導入前後の取締実績

図４　日本の税関における差止件数の推移
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■特に注意すべき日韓実務上の相違

韓国における特許法は、第二次世界大戦
後、米軍の軍政法令により 1946 年に制定
されたが、軍事革命後、1961 年になって
ようやく韓国国家主権により制定された。
その内容は、日本の特許法をベースに構成
され、その後も、日本で改正がなされると、
韓国でも改正されるという経緯をたどって
きたため、日韓の特許法は、基本的な構造
において一致しており、日本の出願人にも
理解しやすい。

しかし、2000 年半ばごろから韓国独自
の法改正が行われるようになり、また、最
近では、自由貿易協定（FTA）対応や国
際調和のほか、特に米国の特許法を参考に
した法改正が行われており、日韓知財の法
制度が似ているが故に、逆に相違している
点について注意が必要である。細かくは、
誌面の都合上割愛するが、ここでは、特許
法を中心に、比較的相談が多かった事項を
中心にご紹介する（表１）。

■むすび

このほかにも、韓国では積極的な法改正がなされており、特許法では、特許法
条約（PLT）を意識した出願日認定要件の緩和、外国語出願の導入、原文主義に
よる補正の許容などが予定されている。また、商標法においても、韓米 FTA に
対応した音やにおい商標の保護、証明標章制度導入のほか、少額訴訟における法
廷損害賠償金制度、使用意思確認制度、指定商品手数料加算制度が導入され、さ
らに、本原稿執筆時点で商標法の改正立法予告がなされている。デザイン保護法
についても、ヘーグ協定加入とそれに伴う国際意匠出願制度の導入を柱とした全
面改正がなされ、2014 年 7 月から施行される予定である。その他、営業秘密保
護に関しても保護水準引上げのため、法改正や営業秘密保護センターの開設、原
本証明制度の導入なども行っている。

良いか悪いかは別として、このようなスピーディーな対応は、日本側も見習う
点が少なくないと思われ、また、朴 槿惠（パク・クネ）政権の重要施策である「創
造経済の実現」に向け、韓国の知的財産制度は、今後もさらに変化を遂げていく
ものと思われる。

最後に、弊所では、韓国における知的財産に関する情報をホームページ＊１で
提供しているので、ご参考にしていただければ幸いである。

出願段階
・特許請求の範囲の提出猶予制度
・多重引用請求項の禁止（いわゆるマルチクレームの禁止）
・新規性喪失例外の期間（グレースピリオド）が 12 カ月

審査段階

・審査請求期間 5 年
・意見書提出期間内の複数回補正における前の補正のみなし

取下
・最後の拒絶理由に対するいわゆる外的付加による補正の許

容、いわゆるシフト補正の許容
・最後の拒絶理由に対する補正（請求項の削除を除く）によ

り拒絶理由が生じた場合の補正却下
・特許決定（査定）後の分割不可

審判段階

・拒絶決定（査定）に対する再審査制度（前置審査制度の廃止）
・拒絶決定（査定）不服審判請求時における補正の禁止
・無効審判における無効理由・証拠の追加変更の許容
・無効審判請求人適格の制限（登録から 3 カ月経過後は、利

害関係人および審査官のみ）

その他

・特許法における輸出行為の未保護（商標法、デザイン保護
法は輸出保護あり）

・コンピュータプログラム自体の未保護
・間接侵害規定が「その物の生産のみに使用する物」のみ対象
・審査遅延に伴う特許権存続期間の延長制度
・医薬品―特許連携制度

※　本稿は筆者個人の資格で執
筆したものであり、JETRO
としての公式見解などを述
べたものではない。また、
記載内容には十分注意して
いるものの、完全に正確な
内容であることは保証でき
ない。

＊1 
ジェトロソウル事務所知財チーム：
http://www.jetro-ipr.or.kr/

表１　日韓の知財実務において相談の多かった事項
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研究の現場から

私は 1975 年、イラン第 2 の都市マシュハドに生まれ、18 歳まで同国に在住
した。1995 年 4 月に文部科学省国費留学生として来日。1 年間東京で日本語を
学んでから北九州工業高等専門学校の電気工学科の 3 年に編入し、その後長岡
技術科学大学で学び学士号を取得、新潟大学で修士号を取得した。2004年2月に、
福岡県北九州市・学術研究都市ひびきののドイツ国立情報処理研究所（GMD-
JRL）に補助研究員として就職した。以降、早稲田大学大学院情報生産システム
研究科、財団法人福岡県産業・科学技術振興財団の研究員や長崎総合科学大学情
報学部知能情報学科講師を経て、2012 年に崇城大学情報学部情報学科准教授と
して着任し、現在に至っている。

2013 年 5 月には大学発ベンチャーの株式会社フュージョンテク＊ 1 を設立し、
取締役（兼業）を務めている。

 ■日本の「チームワーク」に惹かれる 

世の中で役に立つ工学、特にロボットに関心のあった私は、世界をリードする
日本で勉強したいと思ったことが日本留学の主な理由だ。世界各国でも評価され
ている「一致団結する日本人のチームワーク」という日本の素晴らしい国民的な
特徴も身に付けたかった。母国のイランでは単独行動が主流で、日本でいう「チー
ムワーク」が強調されることは少ない。

人と人の結び付きを大切にしている私には、イランでも放送された「おしん」
（NHK 朝の連続テレビ小説）、「男はつらいよ」「北の国から」などの映画、テレ
ビドラマを見て、日本はとても住みやすい国であると思えた。

 ■さまざまな産学官連携プロジェクトに参画 

これまで私が行ってきた研究は主に 4 つの分野に分類される。それは、「画像処
理」「パターン認識」「ロボティクス」「組込みソフト」の技術とその応用である。

地域イノベーションクラスタープログラム ( 旧知的クラスター創成事業 )、北
九州市新産業創出プロジェクトなど、さまざまな産学官連携プロジェクトにも参
画している。最近では、　熊本県の社会・システム関連産業事業化支援事業を活
用し、ASD 株式会社、エス・ユー・テクノス株式会社の企業 2 社と共同で「10
万円を切る装着型リハビリ支援システム」を開発した（図１）。開発したモータ

崇城大学　准教授　アハラリ・アリレザ

社会のニーズに応える工学と IT の融合研究
崇城大学（熊本市）情報学部情報学科准教授のアハラリ・アリレザ氏は、文部科
学省国費留学生として来日してから約１９年。大学教授として画像処理、ロボ
ティクス分野などの研究、教育に従事している。産学連携や研究開発マネジメン
トを通じて得られた成果を社会で役立てていきたい。

＊ 1 
http://fusiontech.co.jp

アハラリ・アリレザ
崇城大学 情報学部情報
学科 准教授
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■ ■ 研究の現場から

1 個だけで把持動作を実現したセンサレス機構（特許出願済）
を導入し、購入価格や耐久性といった実用性を重視したリハ
ビリ支援システムで、企業が事業化している。

現在、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
の IT 融合による新社会システムの開発・実証プロジェクト

「栄養学的観点に基づいた野菜生産流通情報に関するシステ
ム開発」（図２）に責任者として取り組んでいる。連携相手
は ASD、株式会社ジャパンイズム、熊本ネクストソサエティ
株式会社、株式会社大道学館メディカルサプライで、野菜の
生産項目・流通経過・基礎栄養価と、提供者（飲食店）の調
理による栄養価増減等の情報および消費者のニーズ（必要栄
養価）等を指標としてマッチングさせ、消費者へ料理をレコ
メンドするシステムの開発を目指している。

 ■研究スタイル・方法 

私は、国際社会で活躍できる研究者・技術者を育て、異世
代との協力で研究を活発に発展させていくことに大きな魅力
を感じている。それ故、私の研究は、研究者個人の興味に従
い単独で行うような従来のスタイルではない。幅広い分野の
研究者と共同研究を行い、さまざまな産学官連携の研究開発
プロジェクトに積極的に参画している。専門分野の細分化が
進む実社会において、幅広い分野の知識を身に付けることへの重要性と有効性を
実感しているからだ。特に、研究で得た要素技術をシステム化する過程では、実
社会で活用可能な技術へどのように転換していくかが大事である。連携企業から
得たノウハウやアドバイスを、開発・設計・製作等に反映させることで、リスク
を最小限に抑えることが可能だ。

今後の研究について以下の 3 つの目標を持っている。
第一に、地域貢献を視野に入れ、地域産業をはじめ世界中の多くの企業などで

使われるように、優れた成果を出すこと。第二に、国外の大学や研究機関等との
共同研究や論文誌、国際会議での研究成果の発表を通して、国際社会へ貢献する
こと。第三に、これまでの研究開発で得た経験や知識等を最大限に活用し、社会
に必要とされる技術の研究開発を行い、事業化まで関わっていくことである。

フュージョンテクを設立したのもこうした狙いからである。
20 代前半の夢は、大学の教員になることだった。それを 33 歳で叶えること

ができた。これからは、上述のような目標を常に意識しながら研究活動、ベン
チャー企業経営を進め、国籍、肌の色、言葉等に関係なく、世の中の多くの人々
を幸せにできる技術をより多く開発し、その一部でも自分の手で届けることが夢
である。

図１　装着型リハビリ支援システム

図２　栄養学的観点に基づいた生産流通システム

産学官１月号.indb   61 2014/01/09   17:02:11



62

産学官連携ジャーナル
注 目 記 事

Vol.10  No.1  2014

※ 産学官連携ジャーナルの発行日（原則毎月15 日）から
次の発行日までの１カ月単位で、アクセス件数の多い
記事をリストアップしました。

2013.6.15 ～ 7.14
○特集：多芸多才　繊維の素顔

国立大学唯一の「繊維学部」信州大学はなぜ守り
続けているのか
白井汪芳（2009 年 7 月号）

○連載：若手研究者に贈る特許の知識　基礎の基礎
　第 2 回　特許とは何か？

秋葉恵一郎（2009 年 3 月号）
○特集：ベンチャーだからできること
　創業 10 年で従業員 200 人　
　ノーベルファーマ株式会社
　アンメットニーズ分野で次々に新薬開発

塩村　仁（2013 年 6 月号）

2013.7.15 ～ 8.14
○特集：多芸多才　繊維の素顔

国立大学唯一の「繊維学部」信州大学はなぜ守り
続けているのか
白井汪芳（2009 年 7 月号）

○連載：若手研究者に贈る特許の知識　基礎の基礎
　第 2 回　特許とは何か？

秋葉恵一郎（2009 年 3 月号）
○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～

8 月 29、30 日、会場を「東京ビッグサイト」に
移し開催（2013 年 7 月号）

2013.8.15 ～ 9.14
○特集：多芸多才　繊維の素顔

国立大学唯一の「繊維学部」信州大学はなぜ守り
続けているのか
白井汪芳（2009 年 7 月号）

○免疫学の大革命が始まった！
審良静男（2010 年 6 月号）

○驚異の新素材「アモルファス合金」開発秘話
「音質が素晴らしい、オーディオに搭載せよ」ソニー
大賀社長が決断
増本 健、鈴木耐三（2013 年 8 月号）

2013.9.15 ～ 10.14
○特集：産学官連携の新たな挑戦
　材料科学の“新大陸”を発見
　研究にオール・オア・ナッシングはあり得ない

細野秀雄（2009 年 6 月号）
○特集：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（2013 年 9 月号）

○特集：細野秀雄博士の研究作法
　Essential for Life、そんな研究をしたい

細野秀雄（2013 年 9 月号）

2013.10.15 ～ 11.14
○特集：多芸多才　繊維の素顔

国立大学唯一の「繊維学部」信州大学はなぜ守り
続けているのか
白井汪芳（2009 年 7 月号）

○特集：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（2013 年 9 月号）

○世界が競うイノベーション人材の育成
　－若手後継人材に賭ける各国の現状をみる－

永野　博（2013 年 10 月号）

2013.11.15 ～ 12.14
○特集：多芸多才　繊維の素顔

国立大学唯一の「繊維学部」信州大学はなぜ守り
続けているのか
白井汪芳（2009 年 7 月号）

○免疫学の大革命が始まった！
審良静男（2010 年 6 月号）

○特集：加速するオープンイノベーション
技術の新規用途開発の成功確率を高めるネットの
活用方法
諏訪暁彦、河崎雄介（2013 年 11 月号）
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編　集　後　記 日本の大学への警鐘
　産学官連携プロジェクトを推進し、九州大学・福岡（福岡県／福岡市）を 10 年か
けて水素・燃料電池研究の日本を代表する拠点にされた村上敬宜先生（元九州大学
理事・副学長）にインタビューを申し込んだのは昨年 10 月半ば。先生が 9 月から
ヘルシンキの Aalto 大学で講義と研究指導を行っていることは、返信のメールで知っ
た。水素プロジェクト総括の記事は当面、断念せざるを得なかったが、そのメール
に数行書かれていた同大学の仕組みや講義の様子は興味深く、また、先生が抱く日
本の大学への憂いに共感した。そこで、無理を申し上げて村上先生に執筆していた
だいたのが、本号巻頭の記事である。清清しい文章であるが、同時に、激しく鋭く
問うている。国際化、国際化と言っているが、本当に日本の大学は変われるのか、と。
　第 2 特集「より強く　より高く」の記事から浮かび上がる課題の一つは、それぞ
れの小中高校生の持っている“尖っている”能力をどう育て、磨いていけるかとい
うことだ。数年前に「出る杭を伸ばす」ことが提起されたが、本当に進められるのか。
AO（アドミッションズ・オフィス）入試について考えさせられた。
　小誌は創刊 10 年目に入りました。本年もよろしくお願いいたします。
 （編集長・登坂和洋）

★わが国の臨床研究および産学連携活動への
信頼を揺るがす、高血圧症治療薬臨床研究に
かかる論文撤回問題が発生した。わが国の医
学研究費の約 40％は産業界の支援に基づく
とのデータが存在し、産学連携は医学研究を
支え、イノベーション創出に大きく寄与して
いる。倫理観に欠けるたった一つの行為が、
産学連携全体への不信を招き、優れた医学研
究を失速させかねない。今回の問題が、研究
者一人一人が研究倫理および利益相反につい
ての認識を高め、企業・大学等研究機関は自
らの教育体制および管理体制を見直すきっか
けとなることを期待したい。

飯田香緒里　東京医科歯科大学　
研究・産学連携推進機構　教授
産学連携研究センター長

★今月号の村上敬宜先生の記事は大変興味深
い。わが国では欧米に倣い技術移転を主眼と
した産学官連携の体制整備、クラスター事業
などが実施されてきた。目標は明確であって
も、基盤やインフラ整備ができない状況では、
好結果は期待できない。誰もリーダーシップ
を取れず、大学をはじめ関係者の多くが部分
最適しか考えられない。日本航空、日産自動
車、また、Aalto 大学のように、外部から招
聘された強烈なリーダーでないと改革は難し
いのか。産学連携だけでなく教育ニーズに対
しても不十分と言われている日本の大学のシ
ステム改革に最適な処方箋はあるだろうか？

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

システム改革には強力なリーダーが必要 研究倫理を見直すきっかけに
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