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大学の技術が拓く新市場特集
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1,000 億円市場まで、
育った光触媒
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今日の高速・大容量光通信を
実用化させた肝心の技術
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巻 頭 言

2003 年、三菱電機株式会社・先端技術総合研究所の所長に就任したときに、考えを整理して
作成したイノベーションの概念図を今でも使用している。イノベーションには「持続的イノベー
ション」と「破壊的イノベーション」がある。前者は、強い事業をより強くするもので、製品価
値の持続的向上を目指す。後者はパラダイムシフトを伴うもので、新たな強い事業の創出につな
がる。封書やはがきが E メールに、地図帳がカーナビに、またガソリン車が電気自動車に替わる
のはこの例である。2 種類のイノベーションを目指す研究の他にもう一つ大事なものがある。優
れたアイデアを持続的イノベーションや破壊的イノベーションにつなげるための「基礎・基盤技
術」の蓄積である。イノベーションは世界のどこで創出されるか分からない。すぐにキャッチアッ
プするためにも基礎・基盤技術は重要である。この三つに投入するリソースのバランスをどのよ
うに設定するか、また、イノベーションを創出するために多様な人材を戦略的に育成、活用する
ことが経営者の重要な役割である。特に、イノベーションの芽を創造する人材と事業化までをけ
ん引するプロデューサーの育成と発掘は、わが国の喫緊の課題である。

総合科学技術・イノベーション会議は今年度、司令塔機能を強化する三つの新しい施策――「科
学技術イノベーション予算戦略会議」、「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」、「革新的
研究開発推進プログラム（ImPACT）」――を実行している。ここでも、企業におけるイノベーショ
ンや人材活用の経営手法が役に立つ。

SIP は府省連携・横断型のプログラムで、当会議が課題を特定、予算を重点配分した。特定し
た課題は、革新的構造材料、次世代パワーエレクトロニクスなど 10 テーマで、課題ごとにプロ
グラムディレクター（PD）を選定し、基礎研究から出口（実用化、事業化）までを見据えて推進
する。PD は企業人、大学研究者が各 5 人である。SIP は、前述のイノベーションの分類でいうと、
持続的イノベーションに近いものである。10 勝ゼロ敗を目指している。

ImPACT は、わが国の産業、経済、社会に大きなパラダイム転換をもたらすハイリスク・ハイ
インパクトな研究開発を推進するものである。ここでも「人材」はキーワードの一つで、研究開
発全体のデザイン、マネージメントを担うプログラム・マネージャー（PM）12 人を産業界と大学、
国立研究機関から厳選した。ImPACT は破壊的イノベーションに対応するものである。

これらのプログラムを推進しイノベーションを創出して、グローバルな産業競争力を強化する。
これらの施策がわが国の研究開発モデルのひな形となり、産官学が連携したイノベーションが続々
と創出され、産業規模拡大、税収拡大、財務体質強化、研究開発投資・生産設備投資拡大とつながり、
さらに次のイノベーション創出につながるという持続的経済成長のサイクルが回ることを期待し
ている。

■持続的イノベーションと
破壊的イノベーション

久間　和生
きゅうま　かずお
内閣府 総合科学技術・イノベーション会議 議員
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藤嶋　昭　　
　　　　　　　　　　東京理科大学 学長

1,000 億円市場まで、育った光触媒

　経済政策や科学技術政策で日常的に使われる「イノベーション」の今日的意味とは、いったい何なのだろうか。経済学
者シュンペーターは1911年（実に明治44年！）に“経済活動要素の新しい結合の仕方”と定義したが、果たして現在、新
しい要素なしで、意味ある新しい結合などありうるだろうか。結合に新しさを生むのが新しい要素だとすれば、それは、
新技術ないしはそれが生み出す新しい人間関係（社会）以外にない。イノベーションが「技術革新」と日本語に翻訳され
た理由が、たぶんそこにある。
　一方で、革新技術を自ら生み出せなくなった旧世界からは、組み合わせの妙味に偏重した意見も見られる。例えば、
アップル社的なやり方こそが意義あるイノベーションだといった主張だ。しかし、真に新しい要素なしの新しい結合を言
い募っても、最終的に新しい物や事が創造されるとは思えない。
　それに引き換え、酸化チタンによる光触媒は、まさにイノベーションの好例である。この技術の前に道はなく、この後
に道ができたからだ。それまでにない新たな富が生み出された。新しい市場が創造された。日本発の国際標準もでき
た。現在、光触媒の売り上げは年間1,000億円だというが、波及効果を考慮すれば、そんな額で済むはずはない。例え
ばワールドカップが開催されたブラジルのサッカー場にも、光触媒付きのテント屋根が採用されている。
　この研究分野を開いた科学者であり、しかも応用へのキーパーソンでもある藤嶋昭・東京理科大学長に、その過去と
未来について聞いた。� （聞き手：松尾義之）

1966年�横浜国立大学工学部卒業、71年�東京大学大学
院工学系研究科博士課程修了。神奈川大学工学部講師、
東京大学工学部講師、助教授を経て、86年教授に就任。
03年（財）神奈川科学技術アカデミー理事長、08年（独）
科学技術振興機構�中国総合研究センター長。2010年 1
月より東京理科大学学長。日本化学会賞、紫綬褒章、日
本国際賞、日本学士院賞を受賞。2010年文化功労者。

　本多・藤嶋効果から半世紀

―　本多・藤嶋効果の発見は 1972 年なのですか。

藤嶋　それは「ネイチャー」論文の年で、私自身は 66 年から研究を始めていま
して、最初の論文は 69 年だったと思います。

―　もう 50 年近く前ですね。「本多・藤嶋効果」そのものは、科学の発見だと思います。
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そこから今日のように、光触媒を中心としたいろいろな産業や技術に展開してきたの
だと思いますが、全体の流れをお話しいただけますか。

藤嶋　まず、なぜ酸化チタンを使ったか、です。1966 年に東大の大学院に入っ
て本多健一先生のもとで研究を始めたわけですが、本多先生はフランスに留学さ
れてパリ大学で博士号を取られた方です。電解質溶液の中に二つの電極を入れて
片方に光を当てると起電力が生じるという面白い反応があって、本多先生はその
研究をされていました。パリ大学の物理の先生が 1839 年に発見した現象で、そ
の人の名前をとって「ベクレル効果」と呼ばれています。ベクレルさんはもとも
と銀を使ってやったのですが、その後、世界中の人がより光を感じやすい物質へ
と研究を進め、ちょうどゲルマニウムやシリコンなど半導体の効果を調べる研究
が始まっていました。アメリカのベル研究所などでも研究を始めていました。

しかし、光効果はあるけれど、これらの半導体ではすぐに水に溶けてしまうの
が現実でした。私は特に、ベクレル効果を発揮するもので水に溶けない物質を探
し始めました。

そんなとき偶然、酸化チタンと出会ったのです。本多先生は写真がどうやった
ら写るかなど、東大生産技術研究所の研究室では写真科学の研究が進んでいまし
た。隣の研究室ではどうやれば複写機ができるかといったテーマにも取り組んで
いました。そこの博士課程の方が研究をなさっていたので、何を使っているんで
すかと聞くと、「酸化チタンだよ」という答えでした。酸化チタンも複写機のも
とになる可能性があるので、その最も基本的な単結晶材料で研究をしているとい
う話でした。その単結晶はどこでつくっているんですかと聞くと、神戸の中住ク
リスタルという会社がつくっているという答えで、住所を教えてもらって私は中
住社長に手紙を書いたんです。まだ水の中では世界で誰も使っていない材料なの
で、ぜひ使わせてくださいとお願いしました。

中住クリスタルは、人工宝石として酸化チタンのルチル（正方晶）型単結晶を
作っていました。これはダイヤモンドに近く、透明で、屈折点が大きくて、しか
も酸やアルカリに溶けないのです。ベルヌーイ法という製造法でつくっていまし
た。私は親指ぐらいの結晶を使わせていただいたのですが、それを切るのが大変
でした。

―　硬いからですか。

藤嶋　すごく硬い。ダイヤモンドカッターでしか切れないのです。ともかくそれ
で切って、電極にして、水の中に入れて光を当てる実験を始めたわけです。そう
したら、電極自身が溶けないんですよ。ゲルマニウムやシリコンはみんな溶け
ちゃったのに、溶けない。しかも、表面を見ていたらガスが出ていて、それを集
めてみると酸素でした。水しかないのに、光を当てると酸素が出た。片方に白金
電極をつなげておくと、白金のほうから水素が出たのです。こうして、光だけで
水を酸素や水素に分解できる現象を見つけたわけです。

そこで、水を電気分解するには 1.23 ボルト電圧がかかるはずなのに、全然電
圧をかけなくてもいいという学会発表をしました。そうしたら、誰も信用してく
れないのです。電圧をかけていないじゃないかという質問に、私は「光を当てて
いますよ」と答えました。当時はまだ太陽電池もほとんど知られていないですか
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ら、皆さんは光をエネルギーだと思っていなかったのです。
私は説明しました。「植物の葉っぱの表面に太陽光が当たると、水を分解して

酸素が出て、私たちが吐き出した炭酸ガスを還元して植物が成長している。だか
ら私は葉っぱの中の葉緑素の代わりに酸化チタンを使ったんです」と。でも誰も
信用しないんです。電気化学会や日本化学会で発表すると、逆に「間違ったこと
を言うんじゃない」とやられてしまいました。

でも、私の最初の英語の論文で、葉緑素の代わりに酸化チタンが同じような働
きをしていることを示すことができました。日本語でいろいろな論文を書いたの
は 1969 年です。博士号を取るのは大変でしたが、それでも取れて、神奈川大学
の講師になりました。そして 1972 年に「ネイチャー」に論文を出したのです。

―　神奈川大学にいらっしゃったときですね。

藤嶋　私が出した論文は、水を光だけで分解して酸素と水素を出すという基本的
なもので問題なくパスしました。

そして、次の年が第 1 次オイルショックだったのです。特に石油がなくなる
と大騒ぎして、石油の値段がぐんと上がりました。そのときに、特にヨーロッパ
の方々が私の「ネイチャー」論文を見ていて、石油はなくなっても、太陽エネル
ギーで水から水素が取れるから大丈夫だと言い出した。それを聞きつけた朝日新
聞の科学部の若手記者が大熊由紀子さんでした。

―　大熊さんは有名な科学記者です。

藤嶋　今でも活躍されていますが、彼女が取材に来られて、1974 年の元日の朝
日新聞のトップ記事にしていただいて、皆さんに注目されるようになったのです。

　水素を回収する実験を 1 年間動かした

藤嶋　次に私がやったのは、もっと安い方法を探すことでした。

―　人工宝石とはいえ、やっぱり高価なのですか。

藤嶋　ええ。今でも宝石としてつくられています。私たちは、厚さ 0.1mm くら
いの薄いチタンの金属板を買ってきて、それをはさみで切ってブンゼンバーナー
であぶってみました。

―　酸化物にした。

藤嶋　ええ、表面に酸化皮膜を作った。それでも単結晶とほぼ同じ効率になりま
した。10cm 角のあぶった薄板をずらっと並べて大きな面積にして、屋上で実際
に水素を補集する実験をしました。このとき、酸素は逃がしてしまいました。そ
れをやっていたのが神奈川大学の助教授の時代です。

東大の方から戻れと言われて、本多先生が本郷の工学部教授になられていたの
で、そこで研究を続けることになりました。本郷の屋上で水の分解実験を 1 年
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以上やって、1 日 7 リットルの割合で水素をずっと採り続けました。その結果を
論文にしたのが 1975 年で、これも私にとっては思い出の論文です。アメリカの
電気化学の専門誌に掲載されました。そのときからもう 40 年近くたっています
が、それ以上のものは、まだ世界中で誰もやっていないんですよ。

―　それは効率という意味ですか。

藤嶋　いえ、太陽光のもとで 1 メートル四方の装置で実際に水素をとる実験を
して、1 年以上きちんと働くようなものがまだできていない、ということです。
酸化チタンの持っている半導体としての能力は 3.0 電子ボルト程度で、そもそも、
太陽光の中の 3％しか吸収できません。紫色の波長の光しか吸収できないのです。
7 リットルしか水素が採れないのはやむを得ないことなので、私にとっては一つ
の区切りができました。

これをやった後、東大の五月祭や幾つかの高校の文化祭などで、私の小さいモ
デルを展示してくれました。文部科学省内でも展示してくれて、今でも旧館の展
示したところの壁に私の名前が彫ってあります。今、日本科学未来館でも展示し
ています。太陽光を使って水から酸素と水素をとる安価な方法を実現し、論文を
書いて一つの区切りにしました。

　殺菌、臭い取り、油汚れの分解

藤嶋　エネルギー問題は大事ですが、量がとれないと意味がない。日本の場合は、
土地も狭いし四季があるので難しいです。ということで、エネルギー以外の分野
を考え始めました。光だけで水を分解できるのなら、他のものだって分解できそ
うですよね。ということで、まず、大腸菌などを殺菌ができるかどうか調べてみ
ました。また、微量な物質、例えば、たばこの臭いを取ることができるかどうか。
さらに、徐々にくる油汚れを分解できるかどうか。言い換えると、常に表面をき
れいにできるかどうか。こうしたものをターゲットにして、やってみることにし
ました。

―　でも、その三つは、エネルギーの話と大きく異なると思いますが……。

藤嶋　いや、それは計算してありました。H2O の 1 モル、つまり水 18 グラム
の中に分子がいくつあるかというと、よく知られているアボガドロ数だけある。
6 × 1023 個あるわけですね。それを分解するためには、光の数はそれ以上、少
なくとも 2 倍、4 倍、あるいは 10 倍とかが必要です。ということは、すごくた
くさんの光子の数が必要で、水素を多量に作るのは難しいということです。逆に、
微量で問題になっているものなら、すぐ応用できるはずです。ちょうどそのとき
に TOTO 株式会社と一緒に共同研究ができるようになったのです。同時に、今、
東大教授の橋本和仁さんが私の講師に就任してくれたんです。渡部俊也さん（現・
東京大学教授）が TOTO の茅ヶ崎の研究所にいて、橋本さんと 3 人でディスカッ
ションしました。

産学官9月号.indb   8 2014/09/12   16:25:08



Vol.10  No.9  2014 9

トイレが臭うもとは、菌によって尿が分解してアンモニアな
どができることによるわけで、ほんのわずか。それでも臭う。
だから微量のものが相手になります。そこで、TOTO の得意
な便器ではなく、フラットなタイルの上に酸化チタンを透明に
コーティングして、そこを使って殺菌ができるかどうかやって
みようということになりました。実際、大腸菌を培養しておい
て、光を当てたら、簡単にパッと死にました。これで殺菌がす
ぐできるという話になって、手術室の壁と床にも使ってみまし
た。やってみたら、全部うまく殺菌できました。こうして微量
なものを相手にすればいいという前提が確立したのです。TOTO とは今でも共
同研究を続けています。

次はたばこの臭い。たばこの臭いはアセトアルデヒドとアンモニアが主ですが、
あの臭いは、ほんのわずかでも臭います。臭いを取る方法として、空気清浄機の
中に光触媒を入れることにしました。ハニカム（蜂の巣）型のフィルターの上に
酸化チタンをコーティングして、やってみることにしました。材料は何かと考え
て紙がいいことになりました。紙のハニカム型のフィルターの上に酸化チタンを
コーティングする。これは紙会社に頼まなければなりません。ちょうど三菱製紙
株式会社のそのときの鈴木重芳専務と、私は親しかったのです。そこで出掛けて
行ったのが三菱製紙の中川工場なのです。そうです、いま私たちがいる東京理科
大学葛飾キャンパスのある、まさにこの場所だったのですよ。鈴木専務が「紙は
三菱製紙がやります」と言ってくれた。それがダイキン工業株式会社の空気清浄
機に使ってもらえることになりました。

―　私も科学雑誌をやっていましたので、かつてここにあった三菱製紙中川工場には来た
ことがあります。

藤嶋　ここで光触媒の紙でできたフィルターが作られ、ダイキン工業が使ってく
れて、光クリエールという商品名で 100 万台も出荷されました。今はもう一般
的になっていますけど、当時は光触媒というのが新しい言葉でしたから、空気清
浄機がどんどん出ていきました。

そして次にやったのが、徐々にくる油汚れへの対策です。日本道路公団の人が
来られて、一番困っているのは、東名高速の例えば大和トンネルの中の照明器具
のカバーガラスが、たくさん車が通ると油汚れすることだと知りました。あれを
掃除するのは大変です。そこで、徐々にくる油汚れを取ることができる光触媒ガ
ラスを目指して、研究を始めました。

いろいろなことがありましたが、普通のガラスの上に酸化チタンを透明にコー
ティングしても、最初は効果がありませんでした。悩みに悩んで、ようやく分
かってきたのは、普通のガラスの中にナトリウムイオンが含まれていることでし
た。ソーダガラスですから、ナトリウムがいっぱいある。そこに酸化チタンの透
明な膜をつけて、500℃で焼いて固めても、このときにナトリウムイオンが酸化
チタンの中に拡散してしまうのですね。つまり、チタン酸ナトリウムができてし
まう。チタン酸ナトリウムというのは光触媒特性がありません。それに気が付く
のにしばらくかかりました。しかし、ガラスの上に酸化チタンを透明にコーティ
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ングするには、下地のナトリウムイオンをブロックするシリカ層が必要だと分か
りました。実際、シリカをコーティングして、それから酸化チタンをコーティン
グしたらうまくいきました。これが日本国中の高速道路のトンネル内の照明器具
のカバーガラスに使われていくことになるわけです。

このように、三つをターゲットにしたのです。殺菌、たばこの臭い、油汚れで
す。それがみんなうまくいって、これは面白いとなってきました。

　曇らないガラスから「セルフクリーニング」へ

藤嶋　これらを研究中に、もう一つ大きな発見をしました。TOTO の人と一緒
に研究していて気付いたのは、鏡が曇るということでした。鏡が曇る原因は何か
と考え、最初は目に見えない油汚れがあるからだと思いました。鏡のガラスの上
に酸化チタンを透明にコーティングしておくと、油汚れは取れるので曇らなくな
るだろうと思い、やってみたわけです。そうしたら実際に曇らなくなりました。

ところが不思議なことに、汚れがあるなしにかかわらず、最初は曇るんですけ
ども、しばらく光を当てておくと曇らなくなるのです。そこで、ガラスの曇りと
油汚れは無関係で、酸化チタンの持っている特別な性質だと分かりました。強い
光を当てると、安定で溶けないと思っていた酸化チタンの表面にある TiO の O
が抜けるらしいのです。紫外線を当てると酸素が抜けて、そこに水が来て、水に
なじみやすい表面をつくるらしいと気が付いたわけです。そこで、それが本当か
どうか、単結晶を使って理論面も含めた実験をしました。それが分かって発表し
たのが 1997 年の「ネイチャー」論文です。ここで、水になじみやすくなる超親
水性効果が、酸化チタンの光触媒にあることを示しました。これも非常に重要な
論文になりましたが、これが理由で鏡が曇らなくなっていたのですね。

―　要するに、常に表面が濡れている感じなのですね。

藤嶋　そうそう。水はあるけど、粒にならないのです。粒にならないと光は散乱
しないので、曇らないのです。そういう現象があるのです。この成果は今、自動
車のサイドミラーなどに広く応用されています。雨の日でも運転しやすくなった
のです。トヨタ、日産、本田などに限らず外国車も使っています。交通事故を減
らすことに貢献できていると思います。

次のステップとして、では、たくさんの油汚れがついた場合どうするか、とな
ります。これは、雨が降ればいい。酸化チタン表面は水になじみやすくなってい
るので、雨が降れば常にきれいになるのです。つまり、洗剤がなくても表面をき
れいにできる技術、それを私はセルフクリーニングと呼びました。酸化チタンが
コーティングされていて、そこに太陽の光が当たり、さらに雨が降ればいい。こ
うして、酸化チタンをコーティングしたタイルや、ガラスとか、塗料にして塗れば、
表面が常にきれいになることが分かってきたわけです。それも今世界中で使われ
ています。2014 年、ブラジルでサッカーワールドカップが開催され、新しい競
技場が 12 カ所につくられました。そのうちの 2 カ所に光触媒が使われています。
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―　どこに使われているんですか。屋根か何かですか。

藤嶋　屋根というか、観客席の覆いの部分です。東京ドームと同じ日本の太陽工
業株式会社が受注しました。もっとも東京ドームには光触媒はついていません。
別の施行例に、東京駅八重洲口のグランルーフがあります。
―　丸の内側と対照的な八重洲側のモダンなテラス構造ですね。

藤嶋　あれが光触媒の最近の例です。他にも、つくばエクスプレスの駅とか東京
ビッグサイト前のテント材料はみんな光触媒です。だから汚れていません。テン
ト材料としては世界中が使っています。アメリカではダラスのアメリカンフット
ボール競技場、フランスではポンピドゥー・センター、ドイツではコットンタ
ワーが代表的です。面白い例はエジプトの発掘現場です。2 年ぐらい前、吉村作
治さんが新しい王様の船が見つかったといって掘っていたんですが、発掘現場を
カバーしているテント材料にも光触媒がついていました。涼しくて明るくて作業
をしやすくするためです。

　波及効果は絶大

―　40 〜 50 年前、今日のような姿は想像されていなかったと思います。どんどんいろい
ろなものが生まれ、発明者として感慨深いのではありませんか。

藤嶋　いやいや、本当に徐々に進んできたのですよ。光触媒工業会というのがで
きて、今 150 社ぐらいが加入しているそうです。そういう皆さんにやっていた
だいていますが、まだ市場は 1,000 億円くらいで、そんな大きくないですよ。

―　1,000 億円といったら大変なことだと思います。みんなお金のことを言いますが、テ
ントならカバー面積で比較すべきですね。地上を覆うことを考えたら、軽くて効率が
いいです。

藤嶋　先日、加山雄三さんが川崎市溝の口の KSP（かながわサイエンスパー
ク）にある、私が館長を務める光触媒ミュージアムに立ち寄られました。私は
KAST（神奈川科学技術アカデミー）の理事長を長く務めておりましたので、そ
の関係でミュージアムをつくって 7 ～ 8 年たちます。年間 1 万人ぐらい来てく
れます。ちょうど私がいたときに加山さんが来られました。

――テレビ番組の「若大将のゆうゆう散歩」でしょう。

藤嶋　4 月に放映されたのですが、取材の次の日に秘書の方から電話があり、自
分のヨットに使いたいとおっしゃられたのです。そこで、帆に使いたいと加山さ
んが言っていると会社の人に伝えたら、「それは駄目」という答えでした。

―　なぜですか。

藤嶋　ヨットの帆は風を受けるので柔らかいでしょう。でも光触媒付きのテント
技術はカチカチのフッ素系材料に塗布しているのです。とても残念な話でした。
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―　そうすると、屋根に張ってあるのも結構硬いんですか。

藤嶋　硬いですよ。東京ドームと同じで永久的な建物ですから。

―　そういうことなんですか。ところで、チタンという金属材料も、昔に比べていろいろ
なところに使われるようになっています。一方で、先生のようなチタンの酸化物もさ
まざまに応用展開されています。この符合は、全くの偶然なのですか。

藤嶋　偶然なのですよ。チタンのクラーク数は 10 番目ですから、資源的にたっ
ぷりあって問題はない。安くて安全な材料なのです。

　人工ダイヤモンドで炭酸ガスを燃料に

―　酸化チタンの他に関心を持たれている材料は何ですか。

藤嶋　もう一つ、私たちが世界のトップを走っていると思っているのが、ダイヤ
モンドの電気化学の研究です。宝石としては酸化チタンよりも優れているダイヤ
モンドですが、これも私たち自身でつくっているわけです。

―　人工ダイヤにもいろいろあると思いますが……。

藤嶋　プラズマ CVD 法で大きなダイヤモンド膜を作っています。導電性にする
ためにボロン（ホウ素）を入れた黒いダイヤです。『Diamond Electrochemistry』
という本も書いてエルゼビア社から出版しています。

―　これはエレクトロニクスではないですね。

藤嶋　電気化学、電気分解、電池の科学ですね。ダイヤモンド薄膜で電気分解
をやると、とても面白い現象が起きるのです。JST（科学技術振興機構）の中に
國武豊喜先生と根岸英一先生がやっている「ACT − C（先導的物質変換領域）」
というプロジェクトがあって、そこに参加させていただいています。そこでやっ
ているのが、炭酸ガスの還元です。ダイヤモンド電極を使うと、不思議なことに
炭酸ガスを電気分解で燃料に持っていくことができるのです。それがうまくいく
というのが、つい最近の成果です。

―　効率はいかがですか。

藤嶋　電流効率という点ですごく高いのです。根岸先生が今すごく期待してくれ
ています。

―　複雑な表面反応みたいなことが起こっているのですか。

藤嶋　いやいや、私の場合は単純じゃないと駄目なのです。メタノールとかの溶
液中に炭酸ガスを溶かし込んで、ダイヤモンドを電極にして還元する。すると、
ホルムアルデヒドという有機物燃料ができてしまう。しかも、流す電気の 80％
ぐらいがホルムアルデヒド生成に寄与している。だからびっくりしているんです。
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―　何でそんなことができるんだろう。

藤嶋　ダイヤモンドだからです。ダイヤモンドを使った手品をお見せしますよ。
これが純粋な黒い人工ダイヤモンドです。【秘書の方が氷を持参】ここに硬い氷
があります。硬くてナイフでも切れない。ところが、このダイヤモンドの薄板に
おまじないをかけてやる。すると何と、氷が豆腐のように軟らかくなってスーッ
と切れてしまうでしょう。
―　あれれっ。ペンじゃ無理ですね、こうはならない。

藤嶋　ダイヤモンド板の先が大事なのですよ、これで軟らかくなる。

―　どうしてだろう。

藤嶋　種明かしです。もう一回やってください、手が冷たくなっているでしょう。

―　本当だ。では、この熱が向こうへ伝わっている。熱伝導率の高さが原因か……。

藤嶋　そうです。体温の 37℃がダイヤモンド板の先端部へ行っているんです。
それで氷を溶かしているわけです。

―　なるほど。これは多結晶ダイヤモンドですか。

藤嶋　ダイヤモンドは単結晶でも同じですが、これは多結晶です。

―　面白いですね。有機化学全盛の時代に無機化学の可能性を教えてくれる。何か錬金術
師みたいですね（笑）。

　いろいろ失敗もあった

―　お話を聞いていると、順調に推移・展開してきたような感じですが、何かご苦労はあ
りましたか。

藤嶋　いやいや、うまくいった例だけをお話ししているので、うまくいかなかっ
た例もいっぱいあります。例えば多摩川の近くに住んでいるので、多摩川の水を
きれいにしようとやったことがあるのです。多摩川の石の上に酸化チタンをコー
ティングして置いておいたりしました。でも、うまくいきっこないんですよ。あ
んなに大量の水は処理できないです。

東京湾で漁師の方が使う養殖網に貝や藻がつくのであれがつかないようにでき
ないかなと思ってやりましたが、これも全然駄目でした。いろいろなことをやっ
て、失敗ばっかりやっています。

―　先生は、メーカーの方たちと付き合うコツみたいなものはお持ちなのですか。非常に
上手に見えますけど……。

藤嶋　サンドイッチ方式がいいなと思っています。最初は研究者とディスカッ
ションします。一緒に共同研究をやって、面白いということになりますと、部長
クラスの方が関心を持ってくれます。しかし、さらに上へ上げようというときに、
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部長クラスの人はちょっと慎重になるのです。失敗したら自分の将
来と責任を取らなきゃいけない。そんなときに、私はすぐ「社長に
会いたい」と申し上げるのです。社長に会って「面白い、やろうよ」
となれば、下が分かって、上からも理解されるでしょう。サンドイッ
チになる。私の場合、TOTO をはじめ大体がそうでした。みんな社
長に会って、理解してもらいました。下からだけだと駄目、上から
だけでも駄目です。

―　日本発の光触媒は、国際標準をつくった点でも注目されていますね。

藤嶋　私たちは ISO（国際標準化機構）の規格も全部取っているんですよ。

―　産総研（産業技術総合研究所）の人たちが応援しています。

藤嶋　竹内浩士さんなんかが一生懸命やってくれました。JIS（日本工業規格）
をまずつくったのですが、その目的は、まがいものを防止することでした。光触
媒の造花を置くと部屋の中のたばこの臭いが全部取れますよといって、今でも売
れています。しかし、周囲の臭いは取れるけど、置いたからといって全部が取
れるわけじゃないんです。そこで経産省と一緒に JIS を作る作業をずっとやって
いって、全部確定させました。と同時に ISO もやっていって、それもほぼ全て
確定した。普通の紫外線のものと可視光のものも全て取りました。

―　日本で生まれた科学技術の成果ですから、国際標準も取れてよかったですよね。

藤嶋　本当によかったと思います。ほんの一部だけ中国と一緒に組んだりしまし
たが、全て確定した。

―　日本の発明でも結局は国際標準が取れないままというのは結構あります。さすが藤嶋
先生だ。先生の存在は大きいですね。

藤嶋　いやいや、それは皆さんが一生懸命やってくれたからです。

―　1,000 億円だといっても、やっぱり光触媒はイノベーションだと思います。もともと
なかったところからこうやって大きな産業の山ができているわけですから。これが今、
車や住宅機器に使われていることを考えると、産業としてかなり大きいと思います。

藤嶋　1,000 億円というのはどうやってカウントしているかというと、空気清浄
機のフィルターの 1 枚 500 円とか千円を積み上げているんです。全体の付加価
値としては、もっとずっと大きいと思います。でも、それを 1 枚 1 万円だと言
えないのは、実際のところは部品だからです。

―　高級品を使っているとしたら、かなりの額になります。控え目にカウントして 1,000
億円としておきましょう。それがどんどん増えていく……。今日は興味深いお話、本
当にありがとうございました。
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中沢正隆　　
　　　　　　　　　　東北大学 電気通信研究所 教授／電気通信研究機構長

今日の高速・大容量光通信を実用化させた肝心の技術

　歴史家の仕事は簡単ではない。どこかの国の、次の時代の権力を握った者が勝手に書く話なら別だが、何がどのよう
に起こったのか、正確に遺そうとするのは、たやすくない。科学や技術の歴史もそうであろう。でも、正確な記述は、間違
いなく次の世代への貴重な財産になるはずだ。
　光ファイバー通信という技術は、20世紀後半における極めて大きな技術革新であった。それまでの電気通信の枠組
みの中に、光という別の電磁波を芯として組み込んだからである。では、その光通信の何が最もカギとなる技術であっ
たのか？媒体であるシリカの単モード光ファイバー、光信号の発振器である半導体レーザー、受信器のフォトダイオー
ドと、いずれも必須であったのは間違いない。でもそれだけで今日の高速・大容量光通信が可能になったのだろうか。
　そうではない。技術の展開や経緯を振り返れば、光信号をそのまま増幅するEDFA（Erbium-Doped�Fiber�
Amplifier：エルビウム添加光ファイバ増幅器）に行きつく。このEDFAが決定的な役割を果たした。それが正しい歴
史認識かもしれない。これを発明し、実用化への橋渡しをしたのが、中沢正隆・東北大学電気通信研究所教授（電気
通信研究機構長）だ。貴重な証言に耳を傾け、日本の科学技術の歴史記憶に残したいと思う。�（聞き手：松尾義之）

1980年東京工業大学・大学院総合理工学研究科
博士課程了（工学博士）、同年日本電信電話公社
電気通信研究所入社、99年�NTT�R&Dフェロー、
01年�東北大学電気通信研究所教授、08年�東北
大学Distinguished�Professor、10 年�東北大学
電気通信研究所長、11年�国立大学附置研究所・
センター長会議会長。
IEEE、OSA、電子情報通信学会、応用物理学
会の各フェロー、09 年 度 OSA の�Board�of�
Directors、現在 IEEE�Photonics�Society�Board�
of�Governors。今までに 440 件の論文執筆、
280件の国際会議報告、および 100件以上の特
許を取得。また、小型 EDFA を世界で初めて実
現し、さまざまな光通信技術に応用した業績によ
り、IEEE�Daniel�E.�Noble�Award、�Quantum�
Electronics�Award、OSA�R.�W.�Wood�Prize、
紫綬褒章、日本学士院賞などを受賞。

　スタートは光ファイバー破断点の検出装置

―　先生は最初、現在の NTT の研究所に入られたのですね。
中沢　1980 年に当時の日本電信電話公社の研究所に入社して、配属先は茨城電気通
信研究所でした。博士課程のときに研究していたのは、CH4（メタン）ガスを用いた
He-Ne（ヘリウム・ネオン）レーザーの周波数安定化と、それを用いたアナログの光ファ
イバーコヒーレント通信の伝送実験でした。レーザーが専門だったので、光ファイバー
通信部門への配属には違和感はありませんでしたが、まさか東海村に行くことになる
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とは思ってもいませんでした。同期入社 250 名のほとんどは東京や神奈川の研究所配
属でしたが、僕ら東海村配属組はドクターが 2 名、マスターが 11 名の合計 13 名とい
う小さな集団でした。

私が最初に任された仕事は「F400M」といって、400 メガビット／秒のシングルモー
ド光ファイバー伝送用の破断点検出装置の開発でした。本誌 2014 年 1 月号の記事に
あるように、今日の最先端は 100 ギガビット／秒です。でも最初のころの 1980 年代
は 3 桁も少ない 400 メガビット／秒でした。それでも当時の最高速で、技術としては
すごいものでした。

僕らの一番の課題は、ファイバーが切れたときにどの場所が切れたかを検知するパ
ルス試験器を作ることでした。断線場所がどこか特定できないと修理したり迂回したり
する方法が取れないから、ネットワークを維持できないわけです。この装置は正式に
は OTDR（Optical Time Domain Reflectometer：光パルス試験器）というんです
が、要するに破断点を検出する光のパルス試験器を作ることです。しかし当時単一モー
ドファイバーの OTDR は世界で誰もやった人がいなくて、大変難しいテーマでした。

ではどうやってやるかです。光ファイバーというのはガラスなので、ガラスが固化
して普通の温度に下がるときにガラスが一様にできることはなく、ミクロにみると粒々
状になるのです。だから、そこに光が通ると散乱が起こる。これは非常に弱い散乱で、
われわれはレイリー散乱と呼んでいます。そこで、ファイバーに光パルスを送ってそ
のレイリー散乱をつかまえて、それが来なくなる場所が切れた地点、すなわち破断点
だと判定する装置を作ろうとしたのです。それが僕の最初の仕事で、ちゃんと実現さ
せました。

次の課題は、より遠くまで見るためにはどうしたらいいかでした。普通に考えれば、
一番損失が少ない通信波長帯の光パルスを打ち込めば、一番遠くまで届くのでいいの
です。しかし、そんなパルスをつくろうとしても当時の半導体レーザーはまだパワー
が弱くて、波長 1.5 μm の高出力パルスはできていなかったのです。F400M の中継
間隔というのは 80 km ありました。片方でなく両端から光パルスを打ち込むことにす
るとしても、最低でも 40 km は透過してくれないと話にならない。それで結局、光源
そのものからつくることになったのです。

　エルビウムとの出会い

―　近赤外である波長 1.5 μm の高出力固体レーザーということですね。
中沢　そうです。1982 年に、波長 1.5 μm のレーザーとしてどんな材料があるか、
いろいろ調べていって、エルビウムという材料に行きついたのです。当時、アメリカ
でつくったことがあることは分かりましたが、それは主流のレーザーではなく、また、
日本では一切やっていませんでした。そこで、まずはエルビウムを入れた固体レーザー
ロッドをつくって、レーザー発振させてみることが先決だということになりました。
こういう時、当時の電電公社の研究所はすごかった。予算はあるし、一人一人の研究
者にも余裕がありました。素晴らしく優秀な先輩方がいっぱいいて、いろんなアイデ
アがどんどん出ました。

―　当時の武蔵野電気通信研究所など、良い意味での猛獣のような天才がたくさんいて、しかも優
れた猛獣使いがおられたように記憶しています。

中沢　予算もあって、当時は光源を自分たちでつくろうと思えば実現できたのです。
実際、NEC の鷲尾邦彦さんという固体レーザーの専門家や、HOYA 株式会社の虎渓
久良さんにも参加してもらって、エルビウムの固体レーザーをつくりました。それを
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私たちの研究室に運び込んで、光をファイバーに通して OTDR の実験をし
ました。そうして、障害点の探索距離として世界最長の 130 km という成
果を報告したのでした。

―　それがエルビウム・レーザーだったのですか。
中沢　エルビウムという元素（原子番号 68）が入っているレーザーという
意味です。当時 HOYA は、大阪大学のレーザー核融合用のレーザー開発を
進めていました。それは、ネオジムという材料を入れたガラスレーザーでし
た。そこで私たちがお願いしたのは、ネオジムの代わりにエルビウム元素を
入れたレーザーロッドを作ってほしい、ということです。HOYA の事業部
長さんは大変積極的な人で、「やったことはありませんが、ご協力できるか
もしれませんので、やってみましょう」と言ってくださった。最初、レーザー
ロッドの出来は全く駄目で、レーザー発振もしなかった。しかし、途中から

「OH 基」つまり水を抜くことが重要だと気が付いたのです。これは高性能の光ファイ
バーをつくる条件と同じで、水を抜いてレーザーロッドを作ったら、すごくパワーの
出る波長 1.5 μm の固体レーザーができたのです。

ここからエルビウムとの本格的な付き合いが始まりました。その後、光ソリトンパ
ルスとか光ファイバー中の非線形光学とかいろいろな研究に取り組みましたが、その
基本は、OTDR の中に強いパルスを入れていくと、いろいろな非線形現象が現れてく
ることでした。その意味でも、最先端の単一モード光ファイバーの OTDR の研究に
従事することができて、私はとても運がよかったと思います。1983 年にエルビウム
入りのレーザーガラスロッドができたので、それを線引きすれば光ファイバーになり、
さらにはファイバーレーザーにもなるし、ファイバー増幅器にもなると思いました。
ところが、そうは問屋が卸しませんでした。

というのは、当時のエルビウムファイバーのガラスは、今日のガラスと違うんですよ。
リン酸系といって軟らかいガラスでした。だから、線引きするとすぐにドロドロに溶
けてしまう。400 ～ 500℃で溶ける。それと、光ファイバーというのはコアの周りに
屈折率の低いクラッド層があって、光を閉じ込める二重構造になっていますが、これ
を実現するクラッド材がないのです。しかも、HOYA はレーザーロッドを作る専門家
でしたが、ファイバーを作る部隊ではありませんでした。それでもやってくれと頼ん
で線引きしてもらいましたが、なかなかうまくいきませんでした。

―　阪大のネオジムガラスレーザーは確か、リン酸ガラスの固体レーザーでしたね。
中沢　そうです。レーザーロッドをつくるために、リン酸系ガラスにエルビウムを高
い濃度で入れたのです。リン酸系ガラスには希土類が高濃度に入りますので、10 cm
ぐらいの長さでも大きな利得が得られるのです。

―　なるほど。そのロッドを線引きしたけど、結局駄目だった。
中沢　ちょうどそんな時、MIT（マサチューセッツ工科大学）に１年間留学の話が出
ました。イッペン（E.P. Ippen）先生とかハウス（H.A. Haus）先生というレーザー
関係の有名な研究者が MIT におられ、そこに 1 年行って帰ってきました。そうしたら、
日本の三菱電線工業株式会社の田中紘幸さんのグループが、ネオジウムを入れたシリ
カファイバーをやり始めていたのです。そこでわれわれ電電公社と三菱電線工業は連
携することになり、やがてそれが世界初のエルビウムの光ファイバー増幅器につながっ
ていくのです。

―　それはもうリン酸系ガラスではない。
中沢　ええ、シリカ系ガラス SiO2 です。リン酸（P2O5）は軟らかいですが、シリカファ
イバーは普通の伝送用ファイバーと同じなので、大変好都合です。それに機械的特性
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もリン酸系ファイバーよりも格段に強いです。

―　ベースのガラスよりもエルビウムが効くということですか。
中沢　そうです。発振波長はエルビウムイオンの遷移線で決まるし、光増幅が起こる
波長もエルビウムで決まるので、エルビウムで光増幅するという研究をとことんやり
ました。MIT から戻った 1985 年の秋口から始めて、86 年あたりは盛んにやってい
たんです。そしたら 87 年に英国サウサンプトン大学の連中に出し抜けをくらわされ
てしまったのです。サウサンプトンというのはイギリスの南のところにあって、例の
タイタニックが出発した大きな港町です。あそこに大きな光ファイバーの研究所があっ
て、そこから、エルビウムファイバーによる増幅実験に成功したと発表があったのです。
先にやられた、と思って最初はすごいショックを受けました。ところが、彼らがやっ
たのは実験室の大きな定盤の上で、しかも畳一畳ぐらいの大きな色素レーザーでエル
ビウムを励起するという方法でした。これではすぐには実用化できません。われわれ
が目指していたのは、波長が 1.48 μ m の小型の半導体レーザーを使って、エルビウ
ムを励振することでした。実際に、手の平サイズの非常にコンパクトな光アンプを世
界で初めて作ったのは 1990 年で、神戸の国際会議で発表しました。

―　先にやられたと思って必死になって、数年で完成させたわけですね。
中沢　正確に言うと、彼らの論文発表は87 年 9月で、僕らは89 年 1月にアメリカの雑誌に、
10 dB 程度の増幅実験結果とともに、原理的にこういう増幅器が半導体レーザーでできる
と報告したのです。今日の光ファイバー通信がここまで大きく発展したのは、まさにその時か
らなのですよ。

　光通信の実用化は、増幅がポイントだった

―　そのあたりをお聞きしたいのですが、増幅が最も重要なポイントだったのですか。
中沢　そうです。ご存じかもしれませんが、当時のシリカファイバーは 0.2 dB/km ぐ
らい伝送損失（ロス）がありますので、 100 km 進むと光が 100 分の 1 になってしま
う。だから、太平洋横断なんかまったく無理でした。そこで私が入社したときは、超
低損失フッ化物ファイバーが研究されていました。すごく軟らかい材料ですが、損失
が 0.01 dB/km と 1 桁以上小さい。そういう超低損失光ファイバーの研究が真剣にさ
れていました。ただ、材料が軟らかいので、シリカのような性能が出ないとか、潮解
性があって端面が溶けるとか、いろんな問題があったのです。僕らが考えたのは、そ
ういう新規のファイバーよりは、光増幅器を入れて、損失分を取り戻せばいいという
方向での解決策でした。エルビウムは最初はレーザーとしてつくりましたが、その後
の目標は光増幅器として使うことになったのです。

―　もう一方で、信号の入力そのものを高くする道もあるかと思いますが……。
中沢　もちろんそうです。ただあまり高くすると、光ファイバーのコア径は 10μm
ぐらいなので非線形現象が起こって、信号が信号でなくなってしまうのです。だから、
最適な伝送のパワーレベルは限定されていて、その強度で光を送り出すと、1 中継の
伝送距離は 100 km とかに決まってしまうのです。

―　なるほど、そういうことでしたか。では光増幅ということですが、トランジスタみたいな形だ
と簡単に理解できるのですが、光ファイバーの場合の増幅というのは、イメージがつかみにく
いです。要するに、物質つまり光ファイバーの中で、それに比例する形で光の増幅が起こると
いうわけですか？
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中沢　シリカファイバーの中にまぶしたエルビウムという元素で光の直接増幅をする
んです。ファイバーの中にエルビウム元素を入れると、誘導放出という現象により弱
い光をそのまま大きくできるのです。これをエルビウムによる光増幅と呼んでいます。
問題は、シリカのファイバーの中にエルビウムが入るのかどうか、という点でした。
それはまさに「神のみぞ知る」でした。そして現実には、シリカガラスにエルビウム
がうまく溶けたんですよ。溶けてなければ、今日のような光通信の時代は到来しなかっ
たのです。

―　偶然、つまり、まったくのバイチャンスだったのですか！
中沢　ええ、本当にバイチャンスで、たまたまうまく溶けたんです。シリカというの
は硬い材料で、希土類など大体の材料はうまく溶けないんですよ。しかしネオジムが
溶け、そしてエルビウムも溶けました。もちろんリン酸ガラスやフッ化物ガラスの軟
らかいものには高濃度までもっとよく溶けます。だけど、シリカにうまく溶けるのは
本来はまれな現象であって、われわれは幸運だったといえます。

―　自然というのはなかなかしゃれていますね。
中沢　仕組んだわけではなくて、自然がそうだった。

―　そして、このエルビウム添加による光ファイバー増幅器（EDFA）ができたことで、結局は今
日の光通信が存在している。

中沢　ええ、そういうことです。多くの人は知りませんが。

―　EDFA が実用になったのは何年ごろですか。
中沢　われわれが 1989 年に提案して、90 年から伝送実験が始まって、商用化された
のは 95 ～ 96 年だと思います。

――技術の世界の常識からみると、ずいぶん速いですね。
中沢　めちゃくちゃ速いですよ。ただ、今でも残念だと思うのは、当時はどの会社
でも海外特許を出すのは簡単ではありませんでした。海外特許を維持するのに年間 1
千万円とかお金が掛かるので、ランクをつけて申請するテーマかどうか決めていまし
た。そして結局、このエルビウムの光ファイバー増幅に関して、海外特許を出さなかっ
たんですよ。大変にもったいないことをしたと思っています。結果として世界中の
EDFA はみんなわれわれの特許を使ったので、国際特許にしておけば、すごい特許料
収入が NTT に入ったと思います。日本国内だけでも、かなりの特許使用料を得たと
思います。

―　でも、お金より技術で、世界の光通信の大発展に貢献されたというまぎれもない事実は、人類
の歴史にきちんと刻まれていきます。

中沢　そうですね。それは誇りに思っています。しかし、われわれの貢献って目に見
えにくいんです。どこに使われているのか説明しても、なかなか直感的に理解しても
らえません。EDFA というのは、何かよく分からないという感じです。

　1 万 km レベルの伝送実験が可能に
中沢　それはともかく、非常に小さい光増幅装置（アンプ）ができました。これがで
きたので大規模な伝送実験も可能になりました。例えば 100 km に EDFA を 1 個ず
つ入れて、500 km ぐらいのループ実験ですが、トータルで 5 千 km とか 1 万 km の
光ファイバー伝送実験をしたのです。こうした実験は、それまでは存在しなかったん
ですよ。特によかったのは、われわれが提案した EDFA は、誰がやってもきちんと動
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いたことでした。
われわれの論文には、こうやるとどのぐらいのレベルで蛍光が出て、増幅度が 10

数 dB 出せます、と具体的に書いてありました。そういう論文なので、同じようにや
ると誰でもできたのです。だから、発表した途端に欧米各地で伝送実験が始まり、そ
こから急速に広まって、システムがどんどん高度化していきました。95 ～ 96 年ごろ
のことです。

―　世界規模でそうなった。確かに、90 年代半ばあたりに、光ファイバー通信が一気に加速され
たという記憶が残っています。あの最大の理由が、先生のお仕事にあったのですね。

中沢　そうです、このエルビウムだったのです。世界中で競争しながら新しい通信技
術を作り上げたということです。これは最近よく使っているパワーポイントなんです
が（図 1）、横軸に年代をとって、縦軸にファイバー 1 本当たりの伝送容量をとったも
のです。緑の点線がムーアの法則で、ブルーが商用化の実際の推移です。ここに私た
ちの EDFA があります。EDFA がいいのは、波長多重が可能なことです。これは要
するに虹の通信ですね。色の違う波に違う情報を入れて、 1 本の光ファイバーの中に
100 波とか 200 波を乗せて送れる。そのために大容量化する。これがその線です。こ
の技術があったから、1997 年頃から、世の中はギガビット時代からテラビット時代
になったんですね。これをわれわれは「第 1 のイノベーションの時代」と言っている
んですが、それは EDFA で実現したのです。われわれの報告が 1989 年ですから、進
歩は非常に速く、10 年以内に商用化しているのです。

―　逆に言えば、そのくらい確固たる技術だったのですか。
中沢　ええ。例えば僕らが特許を申請したときも、査定でクレームが一つも付かなかっ
たのです。特許というのは、普通は必ず差し戻しが一回はあるでしょう。ここはおか
しいとか、既知であるとかいって。だけど、この特許は審査官からクレームが付かなかっ
たのです。でも、その後が大変でした。内容を公開して、これに対してクレームを 6
カ月間受け付けるわけですが、そうしたら大手の通信系会社やケーブルメーカーなど、
名前を隠したり、きちんと名乗ったりといろいろでしたが、7 社ぐらいからクレーム
が来ました。それはそうでしょう。われわれの特許が成立してしまえば、EDFA を用
いた新光通信システムが押さえられてしまい、大変なことになるわけですから。海外
に売り出すにしても、日本でつくって売り出すにしても、われわれの特許に引っ掛か
る。7 件か 8 件のクレーム一つ一つに対して、われわれの特許は極めて高い特許性が
あることを説明しました。部厚い資料ファイル
は今でも残してあります。これらのクレームを
クリアして、特許として認められました。こう
して NTT はその特許権を持ったのです。1988
年に出願して確か 97 年に認められた特許なの
で、もう権利期間は終了しました。

EDFA がなければ、従来のように光―電気変
換を用いた中継器を通す必要があるということ
です。50 km か 100 km ごとに海底中継器を
置いて、まず弱まった光信号を電気信号に変え
て、これを電気信号で増幅して、さらに中継器
の中の半導体レーザーで光信号として再変調し
て送り出す。そういう光―電気・電気―光変換
を必ず入れてやっていたことでしょう、EDFA
がなければ。

―　それが光通信でのビジネスになるという話も、

光通信の伝送容量の変遷と新たなる挑戦 

  図 1 　光通信の伝送容量の変遷と新たなる挑戦
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かつて聞いたような記憶があります。どうなったのか不思議に思っていました。
中沢　従来の光中継器はすごく高価で、電気と光の変換器をたくさん入れるので、物
理的にも大きくなり電力も食いました。しかし EDFA になったので、装置も小さく
かつ低消費電力になり、また安くて大容量の光ファイバーと組み合わせて、KDD は
EDFA を用いた新たな太平洋横断ケーブル伝送方式を敷設できたのです。

―　そうか、あの KDD の太平洋横断ケーブルに先生の EDFA が入っていたのか。
中沢　そうです。 深さ 8 千 m の日本海溝にも横断ケーブルが通っていますが、あそ
こでもこの EDFA が今も動いています。

―　なるほど、経緯はよく分かりました。そしてそのエルビウムそのものには、振り返れば、先生
が入社した直後から出会っていた。

中沢　そういう話を知る人が少なくなっているので、最近よく申し上げるのです。
1983 年に、光ファイバーの障害点探索 OTDR の性能を上げるためにエルビウムレー
ザーをつくった。そのときにもうエルビウム元素を考えていたという事実です。世界的
には、サウサンプトンが色素レーザー励起で初めてやったことになっていて、エルビ
ウム元素を光通信に持ち込んだのは彼らだと思われている。でもそうではないんです。

―　色素レーザーというと波長可変なレーザーですが、彼らが使ったのは波長を合わせるためですか。
中沢　そうです。エルビウムを活性化するときに、いろんな励起波長で活性化できる
のですが、彼らは色素レーザーを使ったのです。当時はエルビウムイオンを用いた光
増幅実験であり増幅器のイメージはまったくありませんでした。

―　ということは、彼らはまったくの基礎研究だったのですね。
中沢　そういうことです。われわれの方法が小型装置として素晴らしく成功したので、
では最初に増幅実験をやったのは誰と、過去を振り返るような形で彼らの仕事が評価
されたと思っています。

―　ここ 20 年ほど、みんなそうですね。日本が主導したり、裏で支えてきています。

　ラマン増幅の研究も並行して進めていた
中沢　もう一つお話ししておきたいのは、例えばラマン増幅など、EDFA 以外の仕事
も進めていたということです。光増幅器というのは EDFA だけじゃなくて、実はシリ
カファイバー自体も光増幅器になるんです。光ファイバー自体に強い光ビームを入射す
ると、非線形光学効果の中の誘導ラマン増幅という現象が現れるのです。このラマン増
幅を使うと光ファイバー伝送路がそのまま光増幅器になるのですが、そういったこと
もオルタナティブとして同時に研究していました。半導体レーザーのしかも 1.48 μ m
という励起波長を使ったラマン増幅を研究していたのです。当時それが実用化できな
かったのはラマン利得が小さかったからです。一方で、エルビウムの増幅器に関しては、
英国は色素レーザーでしたが、われわれも最初はアルゴンレーザーというやはり大出力
のレーザーを使って基本実験をしていました。しかしそれも実用化できませんでした。

ところが、1.48 μ m の半導体レーザーをエルビウムの励起に転用したところ、増
幅度が 10 dB 以上のものができたのです。つまり、ラマン増幅を起こさせるための励
起光源が、実はエルビウムを励起するときの励起光源と同じものでよかったのです。
もしもラマンの実験をやっていなければ、これをすぐにエルビウムに使って実験して
みようということにはならなかったのです。1.48 μ m という波長の半導体レーザー
をエルビウム増幅実験の方にもってくれば、ひょっとすると小さい光増幅器ができる
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ぞ、ということになって、やってみたんです。だから、僕らの研究室で二つ
のテーマをやっていたことが幸いだったのです。一つだけだったら、EDFA
は今みたいな形に展開することはなかったんですよ。

こうして EDFA に半導体レーザーを使って、コンパクトな光増幅装置を
作りました。一方で、光デバイス屋さんはその半導体レーザーを高性能化し
て、今ではなんと、ラマン増幅まで実用化されているんですよ。実は私はそ
れも特許にしてありました。そっちの方が EDFA よりも早く書いた特許で
した。これも時代より早すぎて、権利期間はもう終わっています。でもその
ラマン増幅が今では世界中で実用化されているんですよ。

―　面白いですね。
中沢　半導体レーザー励起のラマン増幅とかエルビウム増幅が、私が 30 代
のときに一生懸命頑張ってやっていた仕事なんですよ。両方とも実用化され誇りに思っ
ています。そして驚くことに、最初私がトライしたリン酸系ガラスを用いたエルビウ
ムファイバー増幅器も今では実用化されています。

　ソリトン通信
中沢　ソリトンといって、光ファイバーの中で波形が変わらない波が伝搬できるので、
それを使って通信することを長谷川晃先生がベル研究所で提案されました。われわれ
のグループは当時、EDFA を使って世界で初めてソリトンの伝送をやったんです。当
時は世界中がソリトンで持ちきりでした。だから、われわれは EDFA でも脚光を浴
びたけど、むしろソリトン伝送で世界を引っ張った面があると思うのです。今でも
EDFA よりもソリトンの研究で私を知っている人が多いと思います。

―　ソリトン通信で騒いでいた時期がありますが、今はどうなっているのですか。少しは進んでい
るのですか。

中沢　結論からいうと、当時の段階で技術的には完成しましたが、商用化はされませ
んでした。KDD が EDFA 方式の太平洋横断ケーブルを敷設するときに、ソリトンで
やるか普通の方式でやるかという選択があったのです。ところが、従来の方式でも中
継ができることが分かり、必ずしもソリトンはいらないとなって。だから簡単な方が
選ばれソリトンは日の目を見なかったのです。

―　なるほど。普通の方式でできるんだったら、選ばれるはずがないですね。
中沢　ソリトンでは欧米を含めてすごい研究開発の競争をしました。ベル研究所やブ
リティッシュテレコム（BT）とかが相手でした。学術的には非常に面白いし波形が変
わらなくて性能がいいので、実用化されると思ったんだけど世の中はそうならない。
よくある話ですが、簡単でコストが安いものが世の中に入っていくのですね。当時、
多くの人が、ソリトンが自分の会社に使われていくだろうと思ったんです。会社をつ
くった連中もいました。バブルがはじける前だったので、ベンチャーキャピタルとか
が僕のところにも「会社をつくらないか」とやって来ました。欧米で誘いに乗った人
を何人も知っています。でも結局、EDFA と波長多重を組み合わせた太平洋横断光ケー
ブルシステムができ、ソリトン通信は不要になってしまいました。いい技術がそのま
ま使われるとは限らないのですね。いい経験をしました。家庭用ビデオレコーダーの
ベータと VHS 方式だって、技術だけで決まったわけじゃないです。

―　ええ。技術としてはソニーのベータ方式の方がはるかにいいと言われていました。
中沢　サムソンもソニーもやめた有機 EL の TV も、自発光ですごくきれいだけどソ
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リトンみたいなものです。きちんと大画面で作ろうとすると結構コストは高い。液晶
で 4K、8K ができるなら、当面それでいくということですね。最先端にいる技術者は
つらいと思いますけど。

―　岩崎俊一先生の垂直磁気もそうでした。水平方式もどんどん改良して性能を上げていくので、
なかなか出番が来なかった。

中沢　岩崎先生に聞いたら、垂直磁気に切り替えて研究を始めたのは 50 歳を過ぎて
からだそうです。それで 30 年かかって、いま 80 代でようやく垂直の時代になった。
研究も 50 代までは磁気テープの水平記録をやってきて、極限に行きついて、もうこ
れ以上は水平では駄目だというところまでいったそうです。それで垂直にした。

―　そうなんです。産学連携とかイノベーションとか、今いろいろいわれている中で、単純に「い
い技術を作れば、それがすぐに産業化できる」という非常にシンプルなスキームをみんなが描
くんです。ところがそんなに単純じゃない。実際、日本からいい研究がいくつも生まれている
のに、それがビジネスに行かない。何か別のファクターがあるのですね。

中沢　そう思いますね。

―　特に光分野など、新しい技術が生まれると、必ずそこに日本人の優れた研究があるように思い
ます。

中沢　あると思いますね。

―　日本の研究力はすごいですからね。
中沢　欧米の人は日本の光通信の基礎研究力、デバイス技術力がすごいことを分かっ
ています。そこまでいくには長い時間がかかったわけですけど、そういう理解をして
もらっているのでわれわれのやることに対してきちんと一定の評価をしてくれる。論
文を出せば変な戻され方はされません。

―　それは大きいですね。
中沢　産学官連携功労者表彰で内閣総理大臣賞を頂いたのですが、EDFA を大きく実
用化したのは古河電気工業株式会社さんで、事業部をつくって、EDFA だけでかなり
売り上げたと聞いています。

―　EDFA は日本政府としても誇り高い技術なのですね。

　増大する需要に対応する新しい三つの M
　（スリーエム）の開発へ
中沢　光ファイバー通信の研究は、EDFA と波長分割多重（WDM）でやってきたん
ですが、波長数を増やすとファイバー内のパワーが１W（ワット）以上になります。
するとファイバーフューズと呼ばれるファイバーのコアが溶けてしまう現象が発生
します。このため、2000 年以降ヨーロッパやアメリカ、あるいは日本の国際会議で
100テラ/秒以上のデータが出てこなくなったのです。WDM方式は1本のファイバー
だと最大入力が決まってしまうのです。一方、需要の方は確実に増えています。年代
ごとのインターネットのトラフィックをみると、年率 40％ぐらいの割合で増えている
んです。つまり、20 年後は 1.4 の 20 乗で約 1 千倍になる。20 年後に 1 千倍。とこ
ろが、われわれの光通信のインフラは、たとえ EDFA があったとしても、それを実現
する能力がないのです。

だからいま、産学官連携で NICT（情報通信研究機構）の委託で「第 2 のイノベーショ
ンを実現しよう」と頑張っているのです。一つはコヒーレント通信です。二つめはマ
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ルチコアファイバーです。今までのファイバーは断面を
切ると真ん中にコアが 1 個しかないんですね。その代わ
りに複数のコアを 1 本のファイバー内に配置したらどう
なのということです。

―　そんなアイデアもあるのですか。
中沢　ええ。それから、さらに難しいんですが、三つ目
の M の技術として、一つのコアの中にたくさんモードを
乗せる試みも世界中で始まっています。これはマルチモー
ド伝送というんですが、今までは最もやってはいけない
技術だったんです。

―　なるほど、だから、シングルモードにしたのですね。
中沢　ええ、昔はマルチモードファイバーから始めて、やがてシングルモードファイ
バーになったんです。よくご存じですね。そういう時代を逆転して、今度はマルチ
モードでどうでしょうかというわけです。今そういう時代になってきているんです。
要するに容量を増やしたいので、マルチモードの各モードに違う情報を乗せる。普
通だったらそれをやったら混信してしまうのですが、MIMO（multiple-input and 
multiple-output）という無線の技術があるのです。携帯電話にアンテナを複数積ん
で容量を増やす方法で、2 本積めば容量は 2 倍、4 本積めば 4 倍になる。この MIMO
の技術をマルチモードファイバーに使ってマルチモードが制御できるんです。そうい
う時代になってきています。

それで、多値のコヒーレント通信で 10 倍、マルチコアで 10 倍、マルチモードで
10 倍にすれば、10 × 10 × 10 で 1 千倍だという皮算用なんです。これを産学官でやっ
ています。大学も北海道大学、東北大学、横浜国立大学、大阪府立大学など、いっぱ
い入っています。企業も、NEC、富士通、電線 3 社（古河電気工業株式会社、住友電
気工業株式会社、株式会社フジクラ）など。あと、産総研（産業技術総合研究所）です。
日本から第 2 のイノベーションをやろうと NICT の人と一緒に提案したのです。これ
に国の予算が付いて、この研究を進めています。マルチレベルのコヒーレント通信の
M とマルチモードの M とマルチコアの M で、三つの M の技術“３M”と言っている
んですよ。

―　スリーエムだ。
中沢　スリーエムだけどスコッチテープじゃない（笑）。大昔の光通信は、のろし通信
ですから、1 と 0 のオン／オフでしかないんですよ。ところが今は、光を電磁波とし
て取り扱い、その振幅と位相に情報を載せる直交振幅位相方式なので、星座のように
点が沢山あるコンステレーションといっているんです。昔の光にとって夢のような時
代になりました。

―　星座ですか。第一のコヒーレント通信に関してですね。
中沢　ええ、振幅と位相をきちんと制御すると、例えば 4 × 4 で 16 個の独立した信
号を作ることができます。昔はオン／オフ２の１乗すなわち 21 で 1 ビットでしたが、
それが 24 ですから 4 ビット送れるということです。4 倍性能が高いわけです。これは
無線の技術ですが、これまでは光には使えなかった。なぜかというと、光は周波数が
高いから、このように位相を分割するとそれぞれの時間スロットの中で位相がぐじゃ
ぐじゃになってしまったからです。ところが最近、この位相の乱れを制御する技術が
できました。

実際私の研究室でやっているのですが、世界最高の 2,048 個のコンステレーション
（2,048 QAM 伝送）を先日 OFC（Optical Fiber Communication Conference）

産学官9月号.indb   24 2014/09/12   16:25:22



Vol.10  No.9  2014 25

という世界最大の光通信国際会議で学生が発表して、アジア人で初めて賞をいただき
ました。つまり 2,048 個の点があり、その１個１個が情報になっている。2,048（＝
211）というのは 2 の 11 乗です。つまりこの光を１個打つと 11 ビット送れるという
ことです。そんなとてつもないことをやっているんです。これがマルチレベルのコヒー
レント通信の最先端です。

―次がマルチコアファイバーですか。
中沢　ええ。光ファイバーの断面が普通のファイバーよりも少し大きいですけど、古
河電工が 19 個のコアを入れたものを作っています。普通はコアは 1 個しかないのに
19 個入っている。住友電工は超高性能な 7 コア配置のものを作っています。ここでの
問題は、互いのコアが重なって混信するとまずいということです。これをクロストー
クといい、データが漏れてしまう。フジクラは真ん中に置くコアが一番クロストーク
が大きいから、この真ん中をやめてリング状に並べる方式を採用しています。いずれ
も日本にしか作れていません。

―　こんな時代になっているとは、まったく知りませんでした。
中沢　ここ 4 ～ 5 年で光通信は大きく変わったんですよ。欧米の研究者など、最初は、
マルチコアなんていつ誰が使うんだ、絵空事だろうとか言っていたんです。でも今や
われわれよりも真剣に取り組んでいますよ。こういうファイバーを作る技術はやっぱ
り日本が最高です。このファイバー作りの技術力は他のところにはない。コーニング
がやっとやり始めましたけど、本気でしょうか？ 

―　そして三つ目のマルチモード。
中沢　ええ。MIMO といって、マルチインプット・マルチアウトプットというもので
す。無線で、例えば送る側にアンテナ二つ、受けの携帯電話にもアンテナが二つあると、
普通は混信します。このデータは片方のアンテナだけに送りたいけど、自由空間なの
で漏れてしまい、両方に入って混信状態になります。ところが、MIMO というのはこ
れを混信しない前の状態に戻すことができるソフトウエア技術なのです。同じことを
マルチモードファイバーの中でやる。つまり、違うモードにそれぞれ違う情報を乗せ
ると、それぞれが別のアンテナだと思って、普通は混信してしまうけれど、MIMO で
それを元に戻すことができるのです。だから、従来は一つのモードだけでしたが、今
では断面形状が二つに割れたモードとか、四つに割れたモードとかちょっと信じられ
ないような複雑な高次モードも伝送に用いるようになってきています。特にアメリカ
はこういう信号処理が得意です。

―　確かに米国はソフトは得意ですね。
中沢　ええ、デジタル制御技術といってよく、モードをたくさん使ったいろんな報告
が出てきています。いずれにせよ、今、この多モードの技術とマルチコアの技術とマ
ルチレベルの技術の三つを使った研究が、世界中でホットに進められているのです。
最近はテラビット伝送からペタビット伝送へ進んでいます。NTT とフジクラとデン
マーク工科大学と北海道大学などが、三つの技術をうまく組み合わせて壁を越え、1
ペタビット毎秒という伝送実験に成功しています。

―　そうですか。まだまだ広げる余地がたくさんあるということですね、すごいな。
中沢　そうなんです、光通信ではまだなお、新たにやることがあることが分かったの
ですよ。EDFA はある時点で理想的なものでした。だけど、世の中の流れでいくと、
通信量はなおも増大し続け、このままだと光通信がある時点で飽和してしまいそうだ、
これは困ったぞということで、5 年ぐらい前に産学官連携でこのテーマを 1 年ぐらい
真剣に検討しました。KDDI、NTT を含めて 20 組織ぐらいの人に集まってもらっ
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て動き始めたんです。今度、オーストラリアでやる OECC（OptoElectronics and 
Communications Conference）という会議でも、アメリカもヨーロッパも、この分
野の会議は三つのＭの技術でほとんど占められています。時代が変わってきたことを
実感しています。

―　何よりも挑戦するべきことがある方が面白くていいですね。
中沢　ええ、限界に近づいているけれども、まだ最後じゃない。実は限界はなく「人
智無限」です。この次の 1 千倍をどうするかは、ぜひ若い人にも考えてもらいたい。
そこには想像もしないような次の技術があるんじゃないでしょうか。

―　仙台ですからね。必ずまた出てくるでしょう。
中沢　私のいる電気通信研究所の石碑には西澤潤一先生の「光通信発祥の地」と書い
てありますからね。

　光通信と無線通信の融合

―　伝送システム研究の魅力は何ですか。
中沢　これが面白いのはさまざまな分野の技術が重なってくるところです。さっき言っ
たソリトンはむしろ物理学ですが、非線形偏微分方程式という数学も必要になります。
それから、伝送システムという電気電子工学。それにレーザー工学と、いろんな分野の
研究が伝送技術には入っているんですよ。だから、いろいろ知らないといけないけれど、
ひとたび知ると、それらの技術が本当に融合して面白いことができる。研究していて
楽しいです。一つの細かいところだけではなくて全体を見られるので、とてもエキサ
イティングな分野かなと思います。

―　シャノンのチャンネル容量定理に幾何学である球の最密充填（Sphere Packing）の話が関係
すると聞いたとき、僕はびっくりしました。

中沢　そうなんです。よく話すことに、光通信と無線通信の違いは何かというのがあ
ります。無線通信はシャノンの限界を使った情報理論が成り立つ。ところが光通信は
長い間そんなレベルまでには行かず足元にも及ばなかったのです。基本的にのろし通
信ですから、0 か 1。煙があるかないかで、のろし通信が速くなっただけなのです。
ところが、最近のように光の位相を制御した途端、光通信でもシャノンの限界という
言葉が使えるようになったんですよ。同じ電磁波ですから。そしてやっとわれわれも
一人前になった。無線の人は昔からこんなに面白い情報理論を駆使して通信をやって
いたんです。しかし光通信に今までは深い情報理論は必要なかったように思います。
光通信はここ 5 年ほどで随分変わりました。

―　学問の進歩というのは目を離しているうちにすごいでスピードで進んでしまいますね。
中沢　ええ。光通信は一度成長期を迎えたので、もうやることはないと思う人も多い
かもしれないですが、今また新たな興隆期に入っているんですよ。あんまり知られて
ないですが。

―　そうか。成熟分野を見くびってはいけないんですね。
中沢　そのとおりで、無線がそうでしょう。無線は携帯電話が出る前は完全に枯れた
技術だったように思います。しかし、僕が電電公社に入ったころに背中に背負う携帯
電話ができ、それからショルダーホンになって、どんどん小さくなっていきました。
横軸に年代をとって、縦軸に容量をとればどれだけ小さくなったか分かります。あれ
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で無線は完全に息を吹き返しました。今は携帯電話がなければ生活できません。「スマ
ホと共に生まれ、スマホと共に育ち、スマホと共に死んでいく」時代になりました。
技術の成熟と深化は面白いものです。

例えばわれわれ光技術者は光しか考えてこなかった。一方で無線屋さんは無線しか
考えなかった。でも、アクセス系を考えると、光ファイバーが各家庭に入って、一方
で携帯電話が普及しました。しかし両者のネットワークは分離しているのです。だから、
災害時の復元力＝レジリエンスが弱いんですよ。3.11 がいい例です。だから、今やろ
うとしているのは、無線と光の信号をシームレスにつなぐことなのです。光通信もコ
ヒーレント通信になったので、無線とドッキングしたようなシステムをつくる。専門
分野の人はネットワークの仮想化と言っているんですけど、ソフトウエアでネットワー
クを制御する。だから、光を使うか無線を使うかは問わないことになります。伝送媒
体に無依存なネットワークの実現、そういったことに目を向けた潮流も出始めていま
す。基盤技術だけではなく、もうちょっと高いレイヤーのところも含めて、ネットワー
クが大きく変化していく可能性があります。

―　それが先生の東北大学電気通信研究機構が目指すものでもあるのですね。
中沢　ええ、そうなんです。その方向を狙っているんです。そうすればレジリエント
な回復力のあるネットワークになるので、災害が起こっても光通信の方が駄目になっ
たら無線にすぐ切り替える。逆に無線が駄目になったら光に切り替える。こうすれば
何を媒体として使っているかを問わないレジリエントな通信ネットワークシステムが
できるんです。

―　面白いですね。
中沢　われわれもやっとそういう考え方に行きついたのです。異分野技術の融合がま
すます重要になってきています。光だけやっていればいい時代ではなくなった。無線
屋さんが無線だけやっていたって限界がある。ネットワークは両方使って共存してい
るんだから、その最適解を見つけなきゃいけない。しかしそれを今までやっていない
んです。光と無線は分野が違うので互いに理解し合うのも簡単ではないんです。異なっ
た文化で育った 3 文字略語もいっぱいあります。

―　言葉が違うわけですね（笑）。
中沢　そうです。言葉を理解し合いながら一緒にやろうというのが、3.11 以後なので
す。青葉山（東北大学工学部）に無線で著名な安達文幸先生がおられるんですが、そ
の先生をはじめ無線をやっている先生といろいろ新たな挑戦を始めているんです。

―　ありがとうございました。
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内田毅彦　　
　　　　　　　　　　株式会社日本医療機器開発機構 代表取締役

医療機器イノベーション 四つの死角
医師で、日本人初のFDA（米国食品医薬品
局：Food�and�Drug�Administration）医療
機器審査官を務め、現在は日本で医療機器の
開発をビジネスにしている内田毅彦氏。米国
では、FDA医療機器審査官として仕事をした
後、大手医療機器メーカー勤務、ベンチャー
企業を対象にしたコンサル会社経営など、医
療機器ビジネスの川上から川下までをつぶさ
に見てきた。日本が目指す医療機器イノベー
ションはどう映るのか。
� （聞き手：本誌編集長　登坂和洋）

　業界の川上から川下まで学ぶ
―　内田さんは医師で、日本人初の米国 FDA 医療機器審査官だったそうですね。

内田　はい。実家は病院で、私も臨床医として働き始めました。専門は心臓病で、
医局は東京女子医科大学です。何かスキルを身に付けようと思い、初めに統計
学や臨床研究の手法を学ぶためにアメリカの公衆衛生大学に行きました。そこ
で学位を取った後、アメリカで 1 年間リサーチフェローをやりました。その時
の上司が同じ循環器内科医で、企業のコンサルタントをたくさんしていまして、
よく FDA に行っていました。彼の話を聞いていて、FDA ってすごいところだ
なと感じ、FDA の循環器医療機器審査部長を紹介してもらい、履歴書を送って
面接を受け、働けることになりました。当時、FDA も日本を含めた国際整合を
試みているときで、日本とのコミュニケーションを上手に取りたいと思ってい
たようです。

FDA に入って世界の医療機器を知るにつれ、日本の医療機器産業が海外と比
べるとかなり遅れていることを痛感しました。医療機器の貿易赤字が 6,000 億
円ぐらいあることはよく指摘されますね。ポテンシャルが高いにもかかわらず、
この惨状。これは国益を損ねていると思い、そのころから興味が臨床から医療機
器にシフトしていきました。

―　そこから医療機器ビジネスの本格的な勉強が始まるわけですね。

内田　初めにボストン・サイエンティフィックというアメリカの医療機器メーカー
に就職しました。医療機器では世界のトップ 10 に入ります。その会社の本社でメ
ディカルダイレクターとして、大きなメーカーがどのように医療機器を開発して
製品を世に出しているのかを見ることができました。しかし、医療機器開発で一
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番ダイナミックなのは、大手メーカーの開発過程に乗る以前の、ベンチャーの挑
戦です。ベンチャーの案件のうち、事業化の“確証”が得られたものが M&A な
どを経て大企業に入ってきますので、うまくいく、いかないという一番過酷なと
ころはなかなか見られないわけです。ボストン・サイエンティフィックには 4 年
近くいましたが、思い切って退社し、医療機器で今、世界でほとんど独り勝ちの
状況にあるシリコンバレーに移り住み、そこで小さなコンサルティング会社をつ
くって現地の医療機器ベンチャーなどと仕事をしました。インキュベーターや投
資家ともネットワークが広がりました。2 年ほどですが、シリコンバレーの医療
機器のエコシステムを理解することができました。それで自分の中では医療機器
開発の最上流から最下流の薬事承認まで一通りつながったんですね。

いろいろ考えた結果、日本の医療機器産業をもっと活性化するには、成功事例
を出すことがその一つという結論に至りました。日本の医療機器開発は、人、金、
物の全てが足りません。成功事例がなく経験者がいないので、いくらリソースを
つぎ込もうと思っても空回りする状況が続いてきたのです。そういう中で、自分
が一つでも二つでも成功事例を出し、あそこに持っていったら医療機器が本当に
事業化できるかもしれないと思われるようなオープンな場所を提供していく。お
金、人、そして開発案件が集まるオープンイノベーションの場所というのか、プ
ラットホームというのか、そういう仕組みが必要だと思いました。

　医療機器のイノベーター目指す
―　それで起業されたわけですね。

内田　昨年の春に帰国し、本格的に今の事業を始めたのは昨年の 8 月です。社
名に入れた「機構」という言葉には、いまお話ししたような仕組みづくりへの思
いを込めています。

―　会社が目指しているのは？

内田　私たちは医療機器のインキュベーターを自称しています。日本には大学な
どで新しいものをつくるというモメンタムはあると思っています。「魔の川」「死
の谷」「ダーウィンの海」という言葉がありますが、魔の川は公的研究費などが
利用しやすい環境なので日本は比較的渡りやすいんですね。それで、いろんなと
ころでプロトタイプみたいなものはできますが、そのときに商業化することまで
見通している人はほとんどいない。魔の川を比較的容易に渡り切っても、その後、
大学等を辞めて自分でリスクを取って資金調達して起業家になる方が少ない。ま
た、そうした発明者が起業できるような環境も整っていないのです。これらの研
究の中に絶対に事業化したほうがいい優れたものもあります。眠っている日本の
優れた案件を橋渡しして商業化するのがわれわれの事業モデルです。

―　大学等のシーズ、研究成果の中の事業化できそうなものについて、人、技術、資金な
どを組み合わせるのですか。
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内田　組み合わせが必要なものはそうします。アメリカと日本で承認を取ったサ
イザーは大学のアイデアをもとにわれわれが外部のさまざまな機関とつないで実
用化したものです。その他にも日本の 3 社の技術を使って一つの医療機器を作
ろうということも企画しています。また、日本の研究者が構想し、技術もあって、
プロトタイプは出来上がっているものの、そこから先の事業化のノウハウが自分
たちにはないと言うので、その先生と小さなベンチャー企業をつくってやるとい
うプランも今進んでいます。

　商業化までの全てをプロデュース
―　そのサイザーは最初に製造販売承認を取ったものですね。

内田　はい。これは大学の医師が自ら手掛けられた新しい手術法のために考案し
た手術用具なんです。

この手術は大動脈弁再建術といい、心臓の出口にある大動脈弁が動脈硬化など
で機能しなくなった際に行う手術です。従来の治療法は高額な人工弁を植え込ん
でいました。この場合、もともとの大動脈弁の生理的な動きを制限してしまう他、
機械弁ではワーファリンという管理が大変な薬を生涯飲み続けないといけなかっ
たりといった問題がありました。しかし、この新しい手術では、患者さん自らの
心膜を利用して、より自然な形で弁を作り直します。既に 700 名以上の患者さ
んがこの手術を受けており、近年内外での評価がとても高くなってきている日本
発の新しい治療法です。医療費の高騰に対しても有効であり、患者さんにも優し
い、とても優れた手術法だと考えています。

この大動脈弁再建術で使用する医療機器を、きちっと世界で売り出せるような
薬事基準を持ったものにわれわれが変えて、まず日本とアメリカで承認を取りまし
た。今、中国、欧州、オーストラリアでの承認取得の準備をして
います。当初、事業化のウイークポイントが何なのかを考えたら、
知財があまり強くなかった。一応日本では特許を取れていて、ア
メリカでは特許出願中だったのですが、ちょっとした医療機器の
工夫をしてその知財を強化して、私たちで特許を申請し直したりと
いった作業もしました。このように、先行き見込みがあると目利き
をしたら、付加価値をそこに乗せて、ちゃんと商業化できるところ
まで全てプロデュースする。そういうのが実際の仕事ですね。

―　プロデュースの中身はいろいろですね。

内田　はい。医療機器開発で必要なものは全てやります。知的財産権、契約ライ
センシング、あとは基礎研究に始まり、動物実験、治験、薬事承認までがわれわ
れのテリトリーだと思っています。製造と販売の機能は今のところ持つつもりは
ありません。

―　アメリカの医療機器ビジネスの川上から川下までを体験されたという方は少ないので
すか。

弁尖サイザー・テンプレート「OZAKI VRecSTM」
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内田　そんなにいないと思います。別に全部見なくてもいいんですが、その場合、
自分にないパズルのピースがそばにないといけない。例えば 1 人は薬事の専門
家で、1 人は技術のことが分かり、もう 1 人は医学のことが分かる、というよう
に 3 人で目利きするのならいいんです。アメリカは実際そうしています。

医学の領域があり、それから開発のプロセス。基礎研究があって、動物実験が
あって、治験に時間と莫大（ばくだい）なお金を掛けて、薬事承認。その後、ど
うやって売れるのかというビジネス。それぞれにスペシャリストがいないとなか
なか完遂できません。パズルを全部埋めるようなチーム組成が必要です。

―　アメリカの大手メーカーはどうですか。

内田　大企業もチームでやっています。しかし、日本みたいにそれぞれのスペシャ
リストを探すのも大変だという状況では、最初は一通り経験している人が全体の
ダイレクトをするのが一番だと私は思います。

―　日本の医療機器産業はどうして国際競争力がないのでしょうか。

内田　医療機器に関しては、日本でできないわけがないと思っているのか、先進
国アメリカからあまり学ぼうとしてこなかったように思います。医療機器ってどうし
たらできるんだろうと日本が世界に学び始めたのは最近です。テルモ株式会社
がアメリカのベンチャーキャピタルに 2,500 万ドルの出資をして、アメリカのイン
キュベーターに人を送ったのは今年からですからね。それまで本気で海外に学び
に行った医療機器メーカーはないと思います。だから、なかなか追い付けない。

―　グローバル化が進んでいる自動車やエレクトロニクスなどの他産業とはだいぶ状況が
違いますね。

【ポイント①　“日本でできないわけがない”と閉じこもるのか、世界に学ぶのか】

　必要性から出発
―　先ほど、日本ではプロトタイプくらいまでは作れるという話がありましたが、医療機

器に活用できる要素技術にも優れたものが多いと思われます。

内田　そもそもアメリカでは「医療機器開発では、技術ありきの考えは捨ててく
れ」と言われるんです。医療機器は、医療上の必要性があって、たまたまそこに
この技術が必要だというだけなんですけど、日本は、こんな優れた技術があるん
だけど、どうにかならないかというのが医療機器のものづくりの入り口になって
いる。私は入り口を間違えちゃっているかなとは思っています。果報は寝て待て
じゃないですけど、医療機器産業が活性化されて、日本からさまざまな医療機器
が出ていくと、おのずと中小企業の技術が使われるという順番だと思っています。
今は医療側、すなわちニーズ側のイノベーションを生み出そうという発想が全く
なくて、どちらかというと中小企業の技術だけに焦点を当てて「これからは医療
機器」と叫んでいるようにも感じられます。

【ポイント②　技術のための開発か、ニーズ起点の開発か】
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内田　とはいえ、この 1 ～ 2 年で急速に変わりつつあるのも事実です。積極的
にアメリカに学ぼうという取り組みはだいぶ増えてきました。スタンフォード大
学のバイオデザイン・プログラムという人材育成プログラムは医療機器では一つ
の成功事例です。そこは海外からも含めて年間 10 人ぐらいのフェローだけしか
採りません。2 年間で卒業ですが、全員が卒業するまでに売れる医療機器を 1 個
作れというプログラムなんです。そこには医療機器開発の経験者たちがメンター
として付いて、スタンフォードの病院で、まずは医者が何に困っているのか、半
年かけて探してこいということから始まる。ブレインストーミングをやって、こ
のアイデアは駄目、その理由は、時間がかかり過ぎるから、お金が掛かり過ぎる
から、知財が取れないから、薬事承認が厳しいから――と、いろいろつぶれていっ
て、これならいいよというものを実際にベンチャーをつくり医療機器にしていま
す。そのプログラムは非常に優れていて、結果を出しています。このプログラム
はシンガポールやインドにも移植されていますし、似たようなものがアイルラン
ドにもできました。日本も今やろうとしています。東北大学、大阪大学あたりが
中心になると聞いています。

―　役所が考えているわけですか。

内田　考えて対応しています。

―　東北大学は日本で唯一、医工連携の大学院研究科がありますね。

内田　目線が変わって、成功事例が出始めれば環境は急速に変わると思います。

　土俵は世界
―　薬事法の改正など規制が緩和されている他、特区もあります。規制緩和への期待は？

内田　どうなんですかね。私は規制緩和はあまり影響ないと思っています。とい
うのは、別に日本の土俵で勝負しなくても、いいアイデアがあって、いい技術が
あれば、世界で医療機器を開発すればいいのですから。日本の薬事制度のせいで
医療機器開発ができないと嘆いている人が少なくないですが、それはちょっと違
うんじゃないかなと思います。商品を世界に出していって、逆に日本の薬事行政
に自然にプレッシャーがかかるぐらいがいい。日本発のアイデア、技術なのに日
本だけ使えないというのは問題だと思います。ただ、今のように国内外ともに外
国勢に押されっぱなしだと何の言い訳もできないのですが……。

―　もっと海外に出てもいいはずだと。

内田　はい、そう思います。私たちも医療機器を開発しようとするときに、日本
のマーケットありきで考えないですからね。どうしたら世界に出ていけるかとい
う視点から、まず選びます。

【ポイント③　日本市場 VS 海外市場か、グローバルな市場の中の日本か】
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―　興味深いご指摘です。医療機器を含む医療イノベーションは成長戦略の柱の一つです。

内田　そうした政策というかビジョンや総論は上手なんですけど、今、日本に必
要なのは多分「結果」なんです。確実に結果を出せる施策です。結果は一度に多
くは出せません。一度に“ボン”となると考えるのではなく、成功例を一つ一つ
確実に積み重ねていくことが大事でしょう。サッカーがやっとこのレベルになる
までには、Ｊリーグをつくって、下部組織をつくって、カズが海外に行き、中田
が海外に行き、子供たちがちっちゃいころから野球じゃなくてサッカーを始める
ようになって、こうなっている。いきなりワールドカップで優勝させろよと言っ
たって、幾らお金を掛けたって無理です。

【ポイント④　一度に“ボン”か、成功例を確実に積み重ねるのか】

　ヒーローをつくろう
内田　でも、ここでも変化の兆しがあります。大きな拠点をつくって、そこにま
とめてお金を付けるから、とにかく工夫して結果を出してよねというのは、従来
の広く薄く補助金を配分するという方法から少し変わったと思います。

―　プラットホームをきちんと整備して成功例を積み重ねていくのと、的を絞ってまとまっ
た資金を投入するのは少し違いますね。

内田　それは卵が先か鶏が先かの議論になってしまいますが、私はそのピラミッ
ドを作るために今一番必要なのはヒーローを出すことだと思います。1 個でも 2
個でも輝かしい医療機器を作ることです。ソフトバンクグループの創業者、孫正
義さんのような方が医療機器業界にも出てこないと難しいと思います。

―　医療機器の中でもロボット系はどうですか。

内田　ロボット系は、日本はポテンシャルはものすごくあります。でも、ダ・ヴィ
ンチ（手術支援ロボット）に今、してやられていますでしょう。ああいう上手さ
を身に付けないといけない。あの会社は、芽が出てきそうなベンチャー、競合リ
スクになりそうなロボットを買いあさって、自分たちでいいものだけは使うとい
うような作戦です。だからライバルが現れません。

―　日本の課題、可能性は？

内田　一番乗りにならないと医療機器は意味がない。日本はリスクを取れない。
そして、より安全なものとか、技術的により優れたものというところにどうして
も行ってしまう。その発想から変えなくては。特に高齢化社会から生まれる医療
機器については期待できると思っています。超高齢化社会に一番乗りしているの
は日本なので、そのニーズに日本が最初に触れられる。ここは日本の有利な点で
す。私はアメリカにも勝てる余地があると思っています。負けられません。

―　ありがとうございました。
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大学の産学官連携を一歩前に踏み出す試み
〜四国からの新しい風〜

2013 年 10 月、四国の国立 5 大学は共同で「四国産学官連携イノベーション共
同推進機構（SICO）」を立ち上げた。各大学の産学官連携機能の一部を SICO に
一元化する。従来からある「四国TLO」は間もなくSICOのTLOとして再生される。
目指しているのは「元が取れる大学の産学連携」で、補助金が切れた後は自立化
する。退路を断っての共同事業の背景は？

■四国の産学官連携シーンに何が起こっているのか

四国の国立大学では、TLO（技術移転機関）の機能と大学の産学連携推進本部・
知財本部が有する機能を四国全体で棚卸しする取り組みが始まっている。つまり、
産学官連携機能を持続可能性やパフォーマンス向上の観点から、四国の大学が共
通機能として外部に委ねる部分と、各大学の特殊性や社会的存在としての大学の
観点から各大学に残すべき部分を再整理する試みである。

これを具現化するため、文部科学省 2012 年度国立大学改革強化推進補助金の
「四国 5 大学連携による知のプラットフォーム形成事業」を活用して、昨年 10
月に「四国産学官連携イノベーション共同推進機構（Shikoku Innovative and 
Collaborative Organization for Industry, Academia and Government、以
下「SICO」）」が発足した。

SICO の本部は徳島大学内に設けられ、新たに 4 名の常駐スタッフが配置され
るとともに、香川、愛媛、高知、鳴門教育の各大学にはサテライトが設置され、
各 1 名のアソシエイトが配置された。

後述するように、産学官連携（技術移転）事業における最も大きな課題の一つ
が収益力の改善にあることは多くの識者が指摘するところであり、SICO の活動
においては現在この部分に最大限の注力をしている。幸い SICO は関西 TLO 株

土居　修身
どい　おさみ

愛媛大学 社会連携推進
機構 副機構長

SICO 組織図
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式会社の経営改善に大きな成果を挙げた坂井貴行氏をリクルートすることに成功
し、氏の経験と知見を最大限に発揮してもらい、「もうかる TLO」、「元が取れる
大学の産学連携」に向けた取り組みがダイナミックに動き始めている。

■そもそも何が問題だったのか

わが国では、1995 年の科学技術基本法策定以降、省庁縦割りの弊害ともいう
べき、TLO 政策と知財本部政策の個別展開が行われ、全国の大学は混乱した。
各大学は、産学官連携推進本部・知財本部と TLO の役割分担を十分に整理（一
元化）できず、重複業務の発生が常態化した。

本来 TLO が全面的に担うべき大学の技術シーズの産業移転、ビジネス展開機
能が、大学の産学官連携推進本部・知財本部やそこに所属するコーディネーター
に負わされた結果、産学官連携コーディネーターは「カネを稼いでくる存在」と
して位置付けられ、産学官連携推進本部・知財本部の評価は社会貢献の度合いで
はなく外部資金獲得の多寡で行われるようになった。その結果、本来成すべきで
あった中長期視点での世界で戦えるイノベーションの創出や、直接ビジネスには
つながらないが地域貢献・社会貢献上極めて重要な環境問題、街づくり、防災、
鳥獣被害といった小さなボランティアベースの活動サポート等がなおざりにされ
る傾向が生じた。

そのような中で、足元の定まらない TLO の経営環境は悪化を続け、多くの外
部 TLO が店じまいを余儀なくされ、起死回生を狙った広域 TLO の取り組みも
中途半端な改革に始終したため失敗に終わったケースが多い。本来改革は TLO
の改革だけでできるわけがなく、大学の産学官連携推進本部・知財本部も含めた
川上から川下まで一貫した仕組みと仕掛けの再構築が必要だったことは言うまで
もない。

世界がイノベーションモデルの変革競争のまっただ中にある状況下で、わが国
の産学官連携シーンの低調さは目を覆うばかりである。大学が社会・産業のモデ
ル変革を伴うようなアカデミックシーズを継続的に生み出し、これを円滑にビジ
ネスにつなげ得る持続可能な産学官連携モデルの設計と実践が待ったなしである。
われわれは四国の地からこれを可能とする新しい風を起こしたいと考えている。

■具体的に何をするのか、しているのか

まず何よりも優先されるべきは TLO の経営基盤安定化である。四国 TLO は
間もなく名実ともに SICO の TLO として再生されることになっているが、その
経営基盤を盤石にするため、株主構成と役員構成の見直しに着手しており、これ
は予定通り達成される見込みである。

次いで重要なのは安定化した経営基盤の下での収益向上である。「もうかる
TLO」、「元が取れる大学の産学連携」が持続的に実現されない限り全ては「絵
に描いた餅」となることを強く認識し、大学の発明をもとにしたビジネスプロ
デュース力の向上（人材育成と新規人材の確保を含む）とそのためのシーズの目
利き、外部競争的研究資金の獲得等を妥協なくやりきり、大学には頂いた委託金
以上のリターンを還元する。現在徳島大学の案件を中心に新たな取り組みやルー
ルを試行的に実施中だが、徳島大学から拠出される資金の数倍のリターンが視野
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に入ってきている。今後はこのシステムを愛媛大学、香川大学、高知大学等に展
開していく予定である。

忘れてはいけないのはグローバル展開である。SICO は産学連携に関する海外
のリソースを国内のリソースと同様に捉えている。シリコンバレーや中部アメリ
カ等の海外の大学や団体と強力なタッグを組んで、「国境なき産学連携」を現実
のものとしたいと考えており、現在着々とその布石を打っているところである。

■大学は何をするのか

SICO が大学から生まれる技術的価値（アカデミックシーズ）を経済的価値（ビ
ジネス）に変換する機能を一元的に担うようになれば、大学の産学官連携推進本
部・知財本部（特にそこに所属する産学官連携コーディネーター）は目先のほそ
ぼそとした外部資金獲得活動から基本的に開放される。彼・彼女達は腰を据えて
わが国の真のイノベーションの創出に資するプロジェクトメイキング等に真の力
を発揮することになる。

また、前述したように近年大学（特に地方大学）は地域社会からさまざまな課
題解決に主導的な役割を求められるようになっている（文科省の COC 事業もそ
の文脈で捉える必要がある）。これらへの対応は必ずしもすぐビジネスや大学へ
の資金流入につながるものではないが、地方大学がその存在を許されるためには
必要不可欠な活動である。これまでも多くの地方大学はこれらの要請に真摯（し
んし）に対応してきていると思われるが、いかんせんマンパワーの不足はどうし
ようもない部分があった。今後四国の大学は、SICO の活動により余裕ができた
マンパワーをこれらの地域貢献事業に振り向けることにより、広い意味での大学
の社会連携パフォーマンス向上に大きな成果を挙げることが可能になる。

■おわりに

四国は、共通の風土（四国霊場八十八ケ所等四国が一体となった風土）、適切
な経済規模（イスラエル、シンガポールに匹敵）、共通性の産業構造（素材型産業、
一次産業の比率が高い）を有する。四国の大学が連合して地域密着型の特色ある
新たな産学官連携の仕組みを構築することの意義は大きく、今後のわが国の新た
な産学官連携のモデルになり得ると信じている。

1

各大学にアソシエイトが常駐しています。
お気軽にお声をおかけください。
四国から産学連携の新しい風を起こしていきましょう。

徳島大学 高知大学 鳴門教育大学 愛媛大学 香川大学

井内健介 下方晃博 宮本賢治 土居修身 永富太一
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「いくつになっても、自分のことは自分でやる」
超高齢社会の日本にとって、高齢者が一日でも長く健康的な毎日を過ごすため

に、「自分の面倒を自分が見る」ことは、介護予防の観点からも喫緊の課題といえ
る。それには日常的な身体活動を、余裕をもって自らが行うことのできる「自立
体力」向上が必要である。それが高齢者の「自立」や主観的幸福感へつながり、
一人一人の生活の質を豊かにする。静岡県は「健康寿命日本一の県」（2012 年発表）
であるが、「自立体力プログラム」の目指す方向性は、「健康寿命を一日でも長く」
という理念に合致している。

 ■高齢者筋トレ、指導者養成、能力測定の 3 本柱 

自立した日常生活を送るために必要な身体能力の向上を目的とした“自立体力プ
ログラム”。現在、全国の行政による介護予防事業やデイサービス、健康づくり団
体の取り組みなど、200 を超えて導入されているこのプログラムは、2005 年夏、
静岡大学と羽立工業株式会社（静岡県湖西市）の共同研究によりスタートした。
2006 年、自らの身体を負荷とする高齢者対象の筋力トレーニング「①自立体力トレー
ニング」を発表し、同時に指導者養成を目指す「②プランナー認定講座」を開始。
2009 年、90 歳代でも楽しく参加が可能であり、高齢者の日常生活を反映する能力
が測定できる「③自立体力テスト」（4 項目）を発表した。

この 3 本の柱からなる「自立体力プログラム」展開
が始まり、福祉・健康市場へ参入。その後、2010 年
から「自立体力全国検定」システムを開始。これは高
齢者による「自立体力テストと生活アンケートの総合
分析」から基準を作成し、高齢者それぞれへ ｢体力年
齢の判定｣ 実施に加え、「効果的な体力維持・増進目的
のトレーニングや生活方法」をアドバイスできる方式
である。

現在 ｢自立体力プログラム｣ は、高齢者団体等のイ
ベントで大好評を博すばかりでなく、全国の市町村で
健康寿命延伸のツールとして広がりを見せている。今
後は ｢高齢者対象｣ のプログラムから中高年層への展
開を想定しつつ、新たな測定対象を加えた発展を考え
ている。

大学の技術が拓く新市場

静岡大学＋羽立工業
静岡県発“自立体力プログラム”の開発

健康寿命をどう伸ばすか。日常生活でどう“自立”できているかを測定して認識し、
継続してトレーニングを行うことが大切だ。

中野　美恵子
なかの　みえこ

静岡大学 副学長（学生支援・
男女共同参画担当）／教育
学部 教授

自立体力プログラムの展開（3 本柱）

☆体力テスト

☆トレーニング ☆指導者の養成
　 （プランナー）
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2011年に発生した東日本大震災では約500kmにも及ぶ断層が段階的に破壊し、
東日本の広い範囲が被災した。液状化は、関東 7 都県の 96 市町村で発生したと
され、震央から遠く離れた東京湾沿岸部でも被害が確認された。東北地方沿岸部
では、液状化により道路に噴砂が堆積し、津波避難行動の遅れにもつながった。

 ■防災戦略上の課題 

液状化現象は、密度の低い埋立地盤や旧河道部などで生じる可能性が高い。発
生確率の高い南海トラフを震源とした海溝型地震では、西日本一帯で東日本大震
災を上回る被害が想定されている。地盤の脆弱（ぜいじゃく）な平野部に人口が
密集しているわが国では、液状化被害を未然に抑制することは防災戦略上の大き
な課題である。一方、液状化対策を事前に施した地点では、被害が軽微であった
ことは東日本大震災の重要な教訓である。

 ■森林資源を民家や公共施設の地盤改良にも活用 

筆者は、民間企業＊ 1 と共同で丸太を用いた新しい液状化対策工法を提案して
いる。本工法は、国土の約 7 割が山間地であるわが国の森林資源を積極的に利
活用することを目的に、利用価値の乏しい間伐材などの丸太を地中に打設し、地
盤の密度を増大させることにより液状化を抑制するもので、温室効果ガスの地中
貯蔵や林業活性化などの地場産業への波及効果も期待するものである。

木材の土木分野への活用は、古くは縄文時代から行われ、地下水位以下に打設
された木材は腐朽もなく半永久的に機能することが確認され
ている。また、1964 年の新潟地震では駅舎基礎に打設された
木杭（きぐい）が液状化被害を防ぎ、防災面での木材利用の有
効性も明らかにされた。

本工法は 2012 年度から千葉県、長野県、高知県などの実際
のフィールドを対象に実証実験が開始され（写真 1）、液状化
が生じた千葉県では民家や公共施設の地盤改良にも採用され
た。現在、行政の支援を得ながら大学、企業の共同体で研究開
発を進めており、国土保全と地球温暖化対策を両立し、地域産
業力強化にも貢献できる地産地消型工法の全国展開を目指し
ている。

大学の技術が拓く新市場

高知大学＋飛島建設・兼松日産農林・昭和マテリアル
丸太を活用した新たな液状化対策工法

大きな地震の際、液状化被害を抑制することは課題の一つである。丸太を使った
液状化対策の工法が提唱されている。

原　忠
はら　ただし

高知大学 総合研究センター 
防災部門 教授

＊ 1 
飛島建設株式会社、兼松日
産農林株式会社、昭和マテリ
アル株式会社

 写真 1 　丸太打設液状化対策工法の実証実験（高知市仁井田地区）
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マウスやラットは、実験動物としてさまざまに使用されている。薬効調査をは
じめとし、基礎的情報を得るため血液生化学的検査は極めてよく行われている。
また、遺伝形質の調査、親の食生活等による子への影響に関する調査も行われる
が、このとき、血液のみでなく、子への影響が大きいと考えられる乳汁も重要な
評価試料の一つである。とくに幅広い分野で環境汚染物質、薬物、生理活性物質、
ウイルスなどさまざまな物質等が乳を介してどう移行するかの動物実験への需要
は多いと考えられる。従来はマウスやラット用の有効な搾乳器は種類が少なく、
市場で販売されている搾乳器は高価で、操作が難しいため、専ら授乳し
た子の胃からの採取が主流であった。これを簡単に搾乳できるように製
品化したのが、マウス・ラット用片手持ち搾乳器である（写真 1）。

 ■保存容器への移し替え不要 

本製品は安価で軽量で、誰でも簡便な操作で手軽に搾乳ができる。ま
た、母獣、子ともに安全に乳汁の採取が可能で、乳汁そのものを保存し、
子に与えることもできれば、生体試料としての成分分析をすることも可
能である。そして、装置の洗浄も容易であり、保存容器への移し替えは
不要で、効率の良い搾乳が可能である。本製品を用いた搾乳方法は、対
処動物の乳房の乳輪部周辺を先端がラッパ状に加工されたガラス管で覆
い、他方から吸引器により搾乳管の空気を吸入する事により、陰圧を利
用して簡単に搾乳できる方式である。

 ■新技術説明会がきっかけ 

本装置は開発する段階から、試作品の製作を依頼していた株式会社夏
目製作所（東京都文京区）によって製品化された。実際に事業化に踏み切ったのは、
2011 年度に開催された科学技術振興機構（JST）「山陰（鳥取・島根）発・新技
術説明会」で本技術を発表した後、実験動物を扱う企業や研究機関の関係者から
多くの問い合わせがあり、現場でのニーズが高いと判断したからである。

本製品は搾乳管、陰圧調整管、排気管、接続栓、吸引チューブがセットになっ
ており、株式会社夏目製作所から「KN-591 マウス・ラット用片手持ち搾乳器（特
許 5187628 号）」として販売されている＊ 1。

大学の技術が拓く新市場

島根大学＋夏目製作所
マウス・ラット用片手持ち搾乳器

マウスやラットを使った実験をする目的の一つは、乳を介して母から子へさまざま
な物質がどう移行するかを調べること。従来、母親のマウス等から簡単に搾乳でき
る装置はなかった。

川上　浩平
かわかみ　こうへい

島根大学 研究機構 総合科
学研究支援センター 実験
動物部門 技術専門職員

 写真１ 　 マウス・ラット用片手持ち搾乳器（上）と搾乳の
様子（下）

＊ 1 
株式会社夏目製作所　取扱製
品　KN-591マウス・ラット用
片手持ち搾乳器
http://www.nazme.co.jp/
products/products_detail.
php?no=KN-591&id=85 
(accessed 2014-07-05)
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東日本大震災の被災地で支援をしてきた人々が、2011 年 9 月「南三陸町」を
キーワードに集まり、「さとうみプロジェクト」として活動を始めた（一般社団
法人さとうみファーム：2012 年 6 月に法人化）。さとうみファームは、牧畜を
行いたいと考え、対象として、上質の肉を生産できる可能性があり観光にも使え
る羊を選んだ（写真１）。理事長の金藤克也氏は、養羊の運営ノウハウを学ぶため、
宮城大学の地域振興事業部に相談した。大学は適任者として草地の研究者である
筆者を選び、両者は共同で、被災地における新産業創出を目指すことになった＊１。

 ■キーはワカメとソルトブッシュ 

キーになる素材は金藤氏が選んだソルトブッシュと筆者が選んだ廃棄ワカメで
ある。ソルトブッシュは地中の塩分を吸収し、土壌を良い状態に保つ。いずれの
素材も食塩を含んでおり、フランスのプレサレやオーストラリアのソルトブッ
シュラムのようなプレミアムラム肉を生産できる可能性がある。東日本大震災で
浸水した土地の改良および南三陸町の未利用資源の有効活用になり、雇用創出も
期待できる。

南三陸町の主要な産業であるワカメ養殖で収穫後の廃棄ワカメを長期保存可能
な飼料とするためサイレージを製造した。その結果、ワカメが腐敗することはな
く、かつワカメ入りの TMR（完全混合飼料）の製造が可能となった。

このワカメ入り TMR で飼育した羊肉は、国内産の羊肉と比較して味覚につい
て顕著な差が認められた。「味香り戦略研究所」による分析の結果、ワカメ給与
羊肉は一般的に流通している羊肉と比べ、「味の厚み・ふくらみ」が強く、ミネ
ラルを豊富に含み、しっかりした羊肉の味わいを有しているとの事であった。

ソルトブッシュについては現
在栽培化を進めている（写真 2）。
今後、ワカメにソルトブッシュを
混合したハイブリッド飼料を開発
し、「ソルトブッシュラム」以上
の羊肉「南三羊肉」を目指し、試
験研究を進めていきたい。

大学の技術が拓く新市場

宮城大学＋さとうみファーム
プレミアム羊肉で町おこし

東日本大震災の被災地、宮城県南三陸町で高級羊肉を生産し、雇用創出を目指
す。餌は、地中の塩分を吸収する植物のソルトブッシュと、廃棄ワカメである。

大竹　秀男
おおたけ　ひでお

宮城大学 食産業学部
ファームビジネス学科 教授

＊ 1 
筆者は研究資金を獲得するた
め、科学技術振興機構 JST 復
興促進センターのマッチング
促進プログラムに注目。マッ
チングプランナーと相談した
結果、本格研究を始める前の
可能性試験に採択された。良
好な試験結果が得られたため、
本年 9 月からは本格的な研究
開発を実施する。

 写真 2 　地植えしたリバーソルトブッシュ 写真 1 　羊の飼養風景
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「多機能車いす」の開発は、福祉施設への訪問理美容事業を行っている有限会社
ビューティフルライフの田中晃一取締役社長が「福祉対応型の理美容用車いすを
作りたい」と思ったことから始まった。田中氏は独自に開発に着手したが、2007年、
経済産業省の後藤芳一氏（現・東京大学教授）の紹介で佐賀大学の松尾清美准教
授と出会い、共同研究開発を開始した。

当時、田中氏は、試作機を製作していたが＊ 1、松尾准教授が「リクライニング
すると背や腰の位置がずれること」「従来の車いすの車軸位置では介助者の介助負
担が大きいこと」などを指摘した。体を自由に動かせる人であれば座り直して不
快感を解消できるが、体の不自由な人はそれができず痛みが生じる。そこで、ず
れを生じることなく、違和感なく座位・臥位（がい）を転換できるリクライニン
グ機構を開発することや、車軸位置を前方へ移動し後方への転倒を防ぐための装
置を設置することとなった。

 ■使用者にも介助者にも優しい機器 

2008 年、リクライニングしても腰位置がずれない「ティルト＆リクライニン
グ」を連動させた新しいリンク機構を開発した＊ 2。加えて、ティルト＆リクライ
ニング操作の 1 レバー化や昇降機構、車軸を従来の車いすより前（使用者のへそ
位置）に配置することで省スペースでの旋回を可能にするなど、介助者の操作を
容易にした。また、ベッド等への移乗補助や
座り心地・リクライニング時の安楽性を確保
したシートデザイン＊ 3 など、使用者の快適性
を考慮した工夫も成されている。

開発された車いす＊ 4 は、2012 年に理美容・
福祉の各仕様を発売＊ 5、2014 年 3 月までに
理美容仕様 55 台、福祉仕様 15 台を販売し
ている。

松尾准教授は、福祉機器は「できないこと
をできることにする」、「介助者負担軽減をす
る」ものだという。「ずれの生じにくいベッ
ド」＊ 6 などの研究成果が事業化されており、
精力的に新たな機器の研究開発に取り組んで
いる。

大学の技術が拓く新市場

佐賀大学＋ビューティフルライフ
快適性と介助負担軽減を目指した多機能車いす

リクライニングすると、いすの背もたれと腰、背の位置がずれる。体の不自由な人
は座り直して不快感を解消するのが難しかった。

末安　亜矢子
すえやす　あやこ

佐賀大学 産学・地域連携
機構 知財戦略コーディネー
ター

＊ 1 
経済産業省九州経済産業局
の支援（平成 18 年度「新
連携対策事業に係る補助金
のうち新技術に関する研究
開発に係るもの」）を受けた。

＊ 2 
日本特許第 5433832 号、米
国特許出願 13/129,897（特
許査定）

＊ 3 
意匠登録第 1378191 号、
意匠登録第 1392356 号

＊ 4 
2013 年には第 5 回ものづ
くり日本大賞（経済産業省、
国土交通省、厚生労働省、
文部科学省が連携し、平成
17 年から隔年で開催。「も
のづくり」に携わり、特に
優秀と認められる人材を顕
彰する）で優秀賞を受賞し
た。

＊ 5 
第 8 回 大 分 県 ビ ジ ネ ス プ
ラングランプリ（優秀賞）
の 支 援 を 受 け た。http://
www.yukichi.jp/

＊ 6 
商品名：ミオレット・フォー
ユー、株式会社プラッツ製
造・販売中

医療・介護の現場や災害時にも対応できる
多機能車いす
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小学校高学年の児童の約 5％が夜尿症といわれており、薬物療法が主流であるが、
行動療法の一つである“アラーム療法”も実施されている。3 年前、岡山大学病院
泌尿器科から、アラーム療法のアイデアがあるので製品化できる企業を探してほしいと
いう要望があった。そこで、高齢者介護用尿管理システム等を既に製造販売している
株式会社アワジテック（神戸市）に打診した。ぬれたら警報を出す原理が同一なので、
比較的早く実用化できた。

 ■少量の尿でも検知 

少量の尿でも即座に検知して警報を出し、患者である児童を直ちに
覚醒させる点では高齢者用とは異なっている。競合品を徹底的に研究
し、①無線式にする、②使い捨てオムツとセンサーを一体化にして夜具
をぬらさない、③音と振動で目覚めさせる、④夜尿の量を測定できる
―という特徴を持たせた。学内の倫理委員会に諮り、患者さんを募
集し、症例を重ねてきた。その結果、薬剤に反応しにくい症例、既存
のアラーム装置では使いにくくて使用を諦めた症例に対し、有効率が高
かった。

 ■ 2012 年から販売 

アワジテック社は、あえて医療機器の範疇（はんちゅう）に入れずに
トレーニングシステムとして 2012 年夏から販売を開始し、現在、大病
院から開業医（小児科・泌尿器科）まで全国 167 施設にまで採用さ
れている。また、ネット通販でも入手できる仕組みにした。機器類の価
格を低く抑え、使い捨てオムツ（センサー内蔵）の消費で事業の採算
が取れるようになった。ホームページ上では、詳しい取り扱い方法、患
児保護者・本人からの反響（夜尿症からやっと離脱した朗報等）を掲載している。ま
た、有効症例の学会発表の推進と、展示会に積極的に出展し、本製品の普及に努
めている。

臨床現場からのニーズ、基盤技術を応用できる企業とのマッチング、先行品の分析、
企業の熱意（開発マインドと営業努力）、さらに、臨床医の熱意と患者さんの協力を
得て完成し、徐々に夜尿症市場を席巻しつつある。今後、海外市場へも展開する計
画であるという。

大学の技術が拓く新市場

岡山大学＋アワジテック
夜尿症トレーニングシステムの商品化

子どもの夜尿症対策に、ぬれたら警報を出す仕組みを活用。医療機器ではなく、紙
おむつと組み合わせたトレーニングシステムとして事業化した。

桐田　泰三
きりた　やすぞう

岡山大学 研究推進産学官
連携機構 新医療創造支援
本部 コーディネーター

●謝辞
本商品の臨床研究は、岡山
大学大学院医歯薬学総合研
究科泌尿器病態学 公文裕巳 
教授（兼 岡山大学研究推進
産学官連携機構 新医療創造
支援本部長）、ならびに岡山
市立市民病院泌尿器科 上杉
達也 主任医長の熱心なご指
導のもとで実施致しました。
深謝致します。
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喉頭鏡は、患者に対し気道確保、チューブ挿入、異物除去などを行う際に使用
される医療機器である。しかし、長期間にわたり進化がなく、患者・医療従事者
双方にとって負担が大きく、医療従事者は慣れや経験に頼った使用を余儀なくさ
れていた。

一方、2004 年度の医師臨床研修制度改正により、全ての研修医は一定期間、麻
酔・救急分野で気道確保の訓練を義務付けられ、また、救急救命士の特定医療行
為の拡大により、麻酔科医指導の臨床訓練後、現場での気管挿管を行うことが可
能となった。

これらのことから、全ての医療従事者が、安全かつ容易に扱える新しい喉頭鏡
の開発が必要不可欠であると考え、研究を進めた。

製品化については、徳田工業株式会社（岐阜県各務原市）と共同で開発を行った。
徳田工業は、航空宇宙産業における協力企業として製造を手掛けている企業であ
るが、同社の研究者が私の講演を聴講して医療機器製造にも興味を持ち、後日私
の研究室を訪問された。その際、私が研究し試作品を完成させていた新型喉頭鏡
の計画をお話ししたところ、事業化に意欲を示した。同社が製造と共に「非常に
高精度な NC 切削技術」と「チタン材料に対する確かな知見」を持ち合わせてい
たことから、製品化に向けた生産計画に参加していただいた。

 ■課題はブレード部のデザイン 

従来のグリップはブレード部のコントロールが適切に行えなかったた
め、われわれの共同研究開発ではその課題点の解決を目指した。まず、
三次元 CAD システムでブレードの構造解析、強度解析等をシミュレー
ションし、それをもとにレーザー光三次元造形機（3D プリンター）により、
操作モデルを作成した。またデザイン設計、口腔内での作業性のシミュ
レーション（リバース・デザイニング）も繰り返し行った。

メディカルデザイン手法に基づくこれらの作業により、グリップとブ
レードの形状について感性と機能の両面から最適デザイン設計を行い、
適切な力で、かつコントロール性の良い操作を可能とした新型喉頭鏡が
完成したのである。これにより、把持力の弱い女性医師や、経験の浅い
救急救命士や医師でも安全で容易に使用できるようになり、患者自身へ
の負担も軽減できるようになった。

大学の技術が拓く新市場

名古屋市立大学＋徳田工業
操作性を向上させた新型喉頭鏡

喉頭鏡は古くからある医療機器だが、長い間、新しい考え方が導入されてこなかっ
た。そこで安全で使いやすい新型喉頭鏡の開発を目指した。

國本　桂史
くにもと　かつし

名古屋市立大学 大学院 
芸術工学研究科 教授
名古屋市立大学病院
医療デザイン研究センター
センター長

LARYNGOSCOPE

操作検証
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三重大学
県の政策と連動した地域産業界の海外展開支援

三重県と三重大学地域戦略センターが 2 年前に実施した調査で、台湾にも、国内
外の大企業に技術・部品提供を行っている中堅企業が多く、三重県と類似してい
ることが分かった。同大学は、双方のものづくり系企業が相互補完することで新
たな製品を創造し、世界市場に展開できる可能性を県に提言。ここから三重の産
学官と台湾の産学官との交流が始まった。

三重大学は、三重県内の唯一の国立大学であり、地域を熟知した総合大学とし
て「地域が抱える根源的な課題を地域の自治体、産業界と共に解決する社会連携
体制」の整備、強化を進めている。2011 年度には、学長直轄の地域戦略センター

（Regional Area Strategy Center：以下「RASC」）を設置し、RASC を「司令塔」
とする「地域課題を解決する自治体向けの政策提言と政策実現に向けて本学が総
力を挙げて取り組む体制（地域課題解決の三重方式）」を確立している＊ 1。2013
年度後半からは、「地域課題解決の三重方式」を深化させ、特に産学連携による効
果を高めるために「地域自治体の産業振興政策と連動して行われる地域企業の活
動を支援する機能」の強化を進めている。以下に、その具体的な事例として、地
域企業による海外展開を県内の産学官が連携して切り開いている事例を紹介する。

■三重県と台湾の産業連携の可能性

三重県地域に存在する中小企業の強みの一つとし
て、創業からの事業経験が長く、高い技術を持った中
堅企業が多いことが挙げられる。三重県と RASC が
2012 年度に協力して実施した海外調査では、台湾に
も技術力に優れ、国内外の大企業を相手に技術・部品
提供を行っている中堅企業が多いことが明確となり、

「ものづくり系の中堅企業」が集積している点で三重県
と台湾の産業界が類似していることが浮き彫りとなっ
た。このような両地域の背景分析を受け、RASC は「同
じような経済環境下にある台湾と三重県の産業界が交
流する必要性」を説き、「台湾と三重県のものづくり系
企業がそれぞれ培ってきた技術基盤を相互補完するこ
とで新たな製品を創造し、世界市場に展開できる可能
性」を三重県に提言した。

■三重大学が三重県と連携して取り組んでい
る台湾との産業間連携
台湾と三重県の産業界をつなぎ合わせるには、行政

間の連携関係を構築すること、地域産業の特性を熟知

西村　訓弘
にしむら　のりひろ

三重大学 副学長 / 地域戦
略センター長 / 大学院医
学系研究科 生命医科学専
攻 教授

＊ 1 
地方大学が地域に必要な大
学となるために　三重大学・
地方大学シンクタンクの地域
貢献（本誌 2013 年 2 月号）
参照

年月 内容
2012年7月 鈴木英敬三重県知事による台湾経済産業交流

ミッションに西村訓弘地域戦略センター長が同
行し、工業技術研究院（ITRI）、台日産業連携推
進オフィス（TJPO）、Invest�Taiwanなどを訪問
し交流を開始

2012年7月 三重県とTJ POが産業連携に関する覚書
（MOU）を締結

2012年10月～
2013年3月

三重県からの受託事業として地域戦略センター
が日台産業連携推進実施計画策定に係る調査・
研究業務を実施

2013年3月 台湾機器工業同業公会（TAMI）の招待で、TAMI
主催｢台日機械技術と連携交流会｣にて西村セン
ター長が「目下の国際情勢の中で、台日企業は如
何に連携し新天地を開くか」の演題で講演

2013年4月～
2014年3月

三重県からの受託事業として地域戦略センター
が国際共同研究開発等支援業務を実施

2013年5月～
2014年1月

2013年度地域間交流支援（RIT）事業事前調査
として三重県―台湾の「食品加工分野」での連携
に関する調査を実施

2013年11月 鈴木知事の立会いの下、地域戦略センターと財
団法人資訊工業策進会（台湾）が産業連携に関
する覚書（MOU）を締結

2013年12月 TAMIの協力を得ることで台湾と三重県の工業
機械関連企業の若手経営者による次世代経営者
交流会を台湾台中市にて開催

2014年5月～ 2014年度地域間交流支援（RIT）事業三重県―
台湾【食品加工】を実施

2014年6月 南台科技大学を訪問し、学生交流と産業交流で
連携することに合意

表 1　台湾と三重県の連携に向けた三重大学の取り組み
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したお互いの地域内大学（研究機関）の間の連携関係を構築することが有効であ
る。台湾と三重県の産業連携では、ものづくり系の中堅企業がその主役となるが、
それぞれの企業が持つネットワークには人的にも資金的にも限りがある。このた
め、それを補う意味でも、1）三重県と台湾の行政間で有効な関係（官官連携）
が構築されていることが企業間連携を進める上での安心感と信頼感を与えること
になり、2）企業連携のベストマッチの提案には両地域を代表する大学間（もし
くは研究機関間）の連携（学学連携）が重要なプラットホームになり得る。この
ような両地域間の連携プラットホームを構築するために表 1 に示す取り組みを
実施してきた。

現在、台湾と三重県の地域間連携は次のステージへと移行している。三重大学
では、本学が地域企業と行っている共同研究の中から、自治体の産業振興政策と
連動させることで成長が期待できるものを抽出し、地域企業が抱える共通課題を
行政、大学、企業が連携して解決し、成果の最大化を図ることに取り組んでいる。
このような取り組みは、2 段階の支援で実施しており、上位の支援では、地域企
業が抱える共通課題を協力しながら解決する「共通課題の
解決」を行い、並行して、共通課題の解決で得られる成果
をおのおのの共同研究の実施に反映させる「個別課題の解
決」を下層の支援としている。

このような 2 層構造の支援を、台湾と三重県の産業界
の連携にも適応しており、三重大学が共同研究を行ってい
る地域企業群との間で「産学連携コンソーシアム」を立ち
上げ、「医学的根拠に基づく付加価値の高い新製品の創出」
と「三重県が推進する地域間連携を活用した海外展開」を
効果的に実現する産学官連携による「共通課題の解決」に
取り組んでいる（図 1）。

産学連携コンソーシアムによる台日産業連携推進オフィス（TJPO）訪問
（2014 年 6 月）

図 1　地域自治体の政策と連動した産学連携活動による地域企業の海外展開支援
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米国 NSF の産学連携拠点構築プログラム
―Engineering Research Centers 強さの秘密―

米国科学財団（NSF）が 1985 年から実施している「Engineering Research 
Centers」というプログラムは、産学の大規模な研究開発拠点構築に向けて 10
年間支援するものだが、既に支援が終了している 38 拠点のうち 31 拠点が、そ
の後自立し現在も活動を継続している。その成功の理由は？

米国科学財団（National Science Foundation：以下「NSF」）のプログラ
ム の 一 つ に「Engineering Research Centers（ 以 下「ERC」）＊ 1」 が あ る。
産学連携による米国の世界市場における競争力向上を目的に、NSF の工学局

（Directorate for Engineering）が、拠点大学と連携機関からなる大規模な研究
開発拠点の構築を 10 年にわたって支援するものである。1985 年に最初の拠点
が設置されて以来、2014 年までに 64 拠点が設置された。既に 38 拠点の支援
が終了しており、このうち実に 82％にあたる 31 拠点が今日も活動を継続して
いる＊ 2NSF でも最も成果が出ているプログラムの一つと言われている。

この度、NSF 本部および現在支援を受けている四つの拠点、そして ERC 第一
期生として採択され 30 年近く経った現在も活動を継続する 1 拠点を訪問し（各
拠点の概要は表 1 を参照）、本プログラム全体の推進方針や各拠点の実情を聴取
する機会を得た＊３。本稿では、ERC 拠点が NSF からの支援終了後も自立的に
活動を継続する仕組みをどのように構築しているのか、NSF による運営面も含
めて幾つかのポイントを紹介したい。

中神　雄一
なかがみ　ゆういち

独立行政法人科学技術振
興機構　産学連携展開部
企画課　係長

＊ 2 
http://erc-assoc.org/
content/status-ercs-year

＊ 3 
2014 年 6 月 2 日～ 6 日に
科学技術振興機構（JST）各
部からの調査団を編成し実
施。

＊ 1 
http://erc-assoc.org/
content/welcome-erc-
program

表 1　訪問した ERC 拠点概要一覧

訪問拠点名 中心研究機関 参画機関 技術分野 概要 創設年
（終了年）

Institute�for�
Systems�Research�
(ISR)

メリーランド大学 ハーバード大学 Systems
Research

ERC第１期生６拠点のうち現在も活動中の唯一の拠点。システム研究
で大きな実績を挙げており、現在はコミュニケーションシステム、制御
システム、神経科学と生物工学、マイクロ・ナノデバイス、ロボティクス
等多分野の研究開発を推進。

1985年
（1995年）

Quality�of�Life�
Technology�
Center
(QoLT)

カーネギーメロン大学 ピッツバーグ大学
Biotechnology
and�
Health�Care

高齢者や障害者が自らの意思で行動するのを支援するインテリジェ
ント支援技術や生活環境の実現に向けて、認知、支援型住居、周辺環
境に応じた動作、安全な自動走行技術の4分野で研究開発を実施、
Quality�of�Life�産業の創出を促進。

2006年

Center�for
Ultra-wide-area
Resilient�
Electric�Energy�
Transmission�
Networks�
(CURENT)

テネシー大学

ノース・イースタン大学

レンセラー工科大学

タスケギー大学

Energy,
Sustainability,�
and�
Infrastructure

NSFとDOEの共同ファンディングで設置された、電力システム分野と
しては唯一のERC拠点。高信頼性で高効率かつ低コスト、さらには再
生可能エネルギーと調和的な広域送電システムの構築に向け、広域
送電システムのモニタリング、経済社会的なインパクトも含むモデリ
ング、制御理論、広域駆動技術等を開発。

2011年

Synthetic�Biology�
Engineering
Research
Center�
(SynBERC)

カリフォルニア大学
バークレー校

スタンフォード大学

カリフォルニア大学
サンフランシスコ校

ハーバード大学

マサチューセッツ　　
工科大学

Advanced
Manufacturing

創薬、再生可能エネルギーなど幅広い用途へ活用可能な統合化され
た生物システムの設計に向け、生物から得られる標準化された生体
分子レベルからのエンジニアが利用できるデバイス開発、それに係る
基礎的知識体系の構築。

2006年

Re-Inventing�
the�Nation’s�
Urban�Water�
Infrastructure�
(ReNUWIt)

スタンフォード大学

カリフォルニア大学　
バークレー校

コロラドスクール・オブ・
マインズ

ニューメキシコ州立大学

Energy,
Sustainability,�
and�
Infrastructure

都市の増大する水資源へのニーズに対応するため、経済的で持続可
能な、環境にも配慮した新たな省エネ・省資源型水システムへの転換
を促す研究を、水供給から、都市の下水・排水処理に関わる幅広い分
野までをカバーしながら推進。

2011年
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■採択率 2 ～ 3％の難関

ERC のミッションは、新産業創出や製造プロセス等に革新的変革をもたらす
工学の基盤的知識や工学システムの研究開発を産学連携の下で実施する、分野融
合的な拠点を構築すると同時に、将来の産業界を先導する、創造的でグローバル
に活躍する多様な工学系人材を育成することである。現在「先進的ものづくり」、

「バイオテクノロジーと健康科学」、「エネルギーインフラ」、そして「マイクロ・
エレクトロニクス、センシング、IT」の 4 分野で研究開発を推進している。

NSFは、本プログラムにその全体予算の1％にあたる年間約70億円＊4 を投入し、
各拠点あたり最大で年間 4 億円、10 年間で総額約 30 億円を配分している。本プ
ログラム開始初年度に採択された６拠点を最高に、1991 年から 3 年間にわたっ
て新規採択がない期間があるなど、採択件数は年度によってばらつきがある。こ
れは予算によるところが大きいが、後述するように NSF の長期に及ぶ審査プロセ
スも影響しているものと思われる。

採択率は 2 ～ 3％と難関である。例えばスタンフォード大学の ReNUWIt や
テネシー大学の CURENT が採択された 2011 年の場合、予備審査には 150 件
もの申請があり、そのうち 6 拠点が最終審査を突破したものの、予算枠の都合
で採択に至ったのは結局、上位の 4 拠点のみだったとのことである。

■将来の自立を見据えた拠点構築　

各大学の研究者は申請にあたり、社会・市場に革新的な変革をもたらす工学シ
ステムと、その概念・技術を実証するための 10 年間に及ぶ研究計画の両方を提
案する。社会・市場ニーズを捉えた分野融合的な研究開発を実施し、産業界等
からの積極的な関与を得ながら自立的に発展できる拠点を設計するにあたって、
NSF が重視し、今回訪問した各拠点のプロジェクトリーダーが腐心しているポ
イントは大きく次の４点である（詳細は別表参照）。

①各研究フェーズの成果を工学システムへと統合する研究デザイン
②自立的運営に向けた戦略的な外部資金獲得
③産学連携への多様な主体の参画
④将来の研究開発をリードする人材育成

■ NSF による手厚いハンズオン

今回訪問した拠点のあるプロジェクトリーダーは、申請の段階で各教授の専門
分野を融合する組織構築にエフォートの 50％、産学連携体制の構想に 25％を費
やし、自らの研究構想のために残されたエフォートはごくわずかだったと話して
くれた。研究者にとって ERC への申請がいかに困難でチャレンジングなものか
を物語っている。NSF はこのような実情を踏まえ、研究計画段階から申請者に
フィードバックを行うとともに、毎年度のサイトビジット、そして、厳格な中間
評価を通じて ERC の事業理念・コンセプトを各拠点に浸透させている。

＊ 4 
本稿では単位米ドルあたり
100 円で換算。
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ERC の採択審査は 1 年半から 2 年の長期に及ぶ。プレ申請段階でアイデアの
優位性を審査した後、本申請において大学や連携機関のコミットメント等の評価
を行い、さらには複数分野の専門家によるサイトビジットを通じて絞り込みを行
う。そして、申請者はサイトビジットのレビューを踏まえ最終面接に臨む。この
間の NSF とのコミュニケーションを通じて、ERC の事業理念のみならず本プロ
グラムの約 30 年間にわたって蓄積されたノウハウが各拠点に伝達されているも
のと思われる。

また、毎年 2 日間のサイトビジットで進捗の確認を行うとともに、3 年目、6
年目の中間評価では 5 日間に及ぶサイトビジットを重点的に実施している。経
過年数に応じて、3 年目は組織構築、6 年目は技術の概念実証を評価の主眼に置
いている。また、参画企業や学生を別室に呼んでインタビューを行うなど多面的
なものとなっている。約 20％ の拠点が 10 年間の支援期間終了を待たずに支援
が打ち切られているが、中止の判断があった場合でも学生や研究員の雇用を考慮
し、その後 2 年間は支援を継続する措置が取られている。

■ ERC にみる国力の源泉とは

今回訪問した各拠点のプロジェクトリーダーに ERC のメリットを聞いたとこ
ろ、「NSF から長期間の支援を得ることで現状とは異なる新たな研究に挑戦する

自立を見据えた拠点設計のポイント

① 各研究フェーズの成果を工学システムへと統合する研
究デザイン

　申請者は、自らの研究開発構想を「知識基盤（基礎研究）」「技
術基盤（要素技術開発）」「技術統
合」の3層からなる�Three-level�
strategic�planning�chart（図
1）に投影し、目標とする工学シス
テムが基礎研究の成果や要素技
術をどのように統合し実現され
るのか、さらには各階層の研究
開発がどのように活性化される
のか、NSFに説明することが求め
られる。実用化志向の分野融合
型研究の推進と、基礎研究の充
実を両立させようとするNSFの
意図を強く感じることができる。
　1990年代に導入されたこの
モデルは、産業界等の多くの意
見を取り入れながらブラッシュ
アップを重ねており、各拠点と産
業界等とのコミュニケーション・
ツールとしても有効である。テス
トベッド�は各階層のそれぞれの
研究を連携させる結節点である

と同時に、各拠点の概念実証（Proof�of�Concept：POC)�と
して、産業界への研究開発成果の分かりやすいショーケースの
役割を果たしている。パートナー企業はテストベッドの動向を注
視し、時にアドバイスすることでその拠点全体の研究開発方針
に関与することが可能である。

システム要件

①社会・市場ニーズを
把握し、システム構成や
仕様を定義

知識基盤

技術基盤

技術統合

要素技術

基礎的な知見

Ｅ
Ｒ
Ｃ
：
出
口
か
ら
の
発
想
を
要
求
（
統
合
化
シ
ス
テ
ム
）

通
常
の
研
究
者
：
技
術
シ
ー
ズ
か
ら
の
発
想

④システム構築に
向けて要素技術を

統合

③基礎科学の知見
を実現可能な技術

に統合

②基礎科学の
知見から実用的
な知見に発展

図 1　Three level strategic planning chart
※NSFより入手した原図を JST/CRDS にて一部改変
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機会を得た」との回答が異口同音に聞かれた。また、優秀な学生の獲得の点から
も ERC のメリットは大きいようである。設立から約 30 年、ERC での実用化志
向の新たな研究開発に挑戦した多くの研究者や学生、それに関わった組織に蓄積
された知識や経験、それらのネットワークはわれわれの想像をはるかに超えるも
のである。そして、これらが次の新たな挑戦の原動力として発揮されるとき、わ
れわれは米国の国力を改めて認識することになるのだろう。

初日に訪問した NSF 本部で France A. Córdova 長官から「ERC のようなプ
ログラムでは代表研究者のリーダーシップが最も重要であり、研究業績の優れた
研究者が優れたプロジェクトリーダーになるとは限らない」との発言があった。
ERC は、各分野の優れた研究者を峻別（しゅんべつ）し、そして、真のプロジェ
クトリーダーになるために 10 年間に及ぶ長い鍛錬の機会を提供しているとも言
えるかもしれない。

②自立的運営に向けた戦略的な外部資金獲得
　各拠点がNSFの支援終了後も自立的に活動を継続していく
上で、運営資金の確保は極めて重要である。NSFは、多様な外
部資金の共用を認めつつ、9年目以降の拠点には支援額をそ
れ以前の2／3に減額し外部資金獲得を促している（図2）。
　カリフォルニア大学バークレー校のSynBERCではエネル
ギー省（Department�of�Energy：DOE）から獲得した研究
資金で建物を含む研究インフラや研究活動資金を賄い、ERC
の資金で人材育成プログラム運営費、産学連携等の事務に係
る費用を支出している。テネシー大学のCURENTでもDOEの
ARPA-E＊5から獲得した研究資金を活用しているようである。
　実際、「ERCへの採択が各種研究資金獲得の呼び水になる
ことを期待している」とのコメントが今回訪問したいずれの
拠点からもあった。ちなみに、ERC最初の拠点として1985年
に設置されたメリーランド大学のSRC（Systems�Research�
Center）では、当時のディレクターが州政府に働き掛け運営
資金を獲得し、1992年に常設研究機関としてInstitute� for�
Systems�Research�(ISR)の立ち上げに成功している。

③産学連携への多様な主体の参画
　産学連携に関しNSFとしては、各拠点に企業等が10～25社
程度参画することを望んでいるようである。ERCへの産業界の

参画には会費制を導入しており、金額に応じて研究情報へのア
クセス、特許情報の閲覧、学生へのコンタクト、拠点の研究方針
を決定するアドバイザリーボードでの投票権など、段階的にメ
リットを付与している。
　会費は数十万～数百万円で設定され、今回訪問した拠点
においては最大で5千万円程の収入を得ており、拠点の財務
基盤を強化する上で重要な資金源となっている。
　産業界のメリットとしては、第一に「優秀な学生との交流」、第
二に「企業ではできない研究機会を得ること」、第三に「（競合
企業をも含む）企業間のネットワーク構築」が挙がっており、企
業側はERCに製品化につながる研究成果を直接的には期待し
ていないようである。逆に大学側からは、メンター役を企業に
担ってもらう事で学生の成長につながっている、との声が多数
寄せられた。

④将来の研究開発をリードする人材育成
　NSFは、人材育成を研究開発に並ぶ本プログラムの柱に位
置付けており、各拠点は体制を構築し、大学・大学院における教
育プログラムの開発、近隣の中等教育機関と連携したイベント
の企画・運営等を行っている。また、ERCに所属する学生もボラ
ンティアとして地元の中学生・高校生向けのイベントに参画す
ることが、研究室に所属する際の要件となっている。
　こうしたNSFの人材育成重視の姿勢は、拠点の持続的発展
の点からも合理的であると言える。訪問先の学生からは、ERC
に所属するメリットとしてパートナー企業等へのインターン
シップや実証プロジェクトへの参画、他大学や他専攻の学生と
の交流、企業関係者との実用化に向けたディスカッションなど
が挙げられた。
　一方、論文の生産性がERC以外のプログラムの学生と比較
すると若干低下する点については、学生時代に知識やアイデ
アの幅を広げることが将来的なキャリアにはプラスになると考
えているようである。こうした教育プログラムの実践によって、
ERCを卒業した学生は幅広い知見・経験を備えた人材として産
業界から高く評価され、即戦力として受け入れられている。

���多��資金源

 ERCの資金源は、他省庁、産業界及び大学等、多岐にわたる

 NSFによる支援は、全体の4割程度（NSFが徐々にフェイドアウトする
のが理想）

Center for Research and Development Strategy - JST

������ �学������ ���������� �������ト 0

���1億5500�ド�

図 2　ERC の資金源

●謝辞　この度のERC拠点の
現地訪問は、JST/CRDSシ
ステム科学ユニットにおけ
るERC調査研究の一環とし
て行われた。訪問先のアレ
ンジ、本稿執筆に係る有益
な情報提供に感謝申し上げ
たい。なお、同ユニットに
よる報告書は以下に掲載予
定である。http://www.
jst.go.jp/crds/report/
index.html

＊ 5 
A d v anc e d  R e s e a r ch 
Projects Agency-Energy
h t t p : / / w w w . a r p a - e .
energy.gov/

（JST/CRDS）

産学官9月号.indb   49 2014/09/12   16:26:14



Vol.10  No.9  201450

第２回

連 載 各国の研究開発戦略

EU（欧州連合）
「先進製造」重視し製造業に付加価値

製造業の拠点が人件費の安い新興国に流出するという問題は、日本を含む多くの
先進国に共通するものである。では、それに対するEUの取り組みはどのようなも
のか。

■ EU における製造業の位置付け

欧州委員会の企業・産業総局は、2012 年に、製造業は欧州の GDP（国内総生産）
全体の 16％を占めているという現状を示した上で、それを 2020 年までに 20％
に高めるという目標を掲げた＊ 1。また、Horizon 2020 ＊ 2 の公募文書＊ 3 は「製
造業は欧州の全ての雇用のうち 20%（3,000 万人以上）を生み出している。200
万社以上の企業が携わり、その多くは中小企業である」という状況を指摘した上
で、「製造業は欧州に富や雇用や高い生活水準を生み出す潜在力を持つ。その潜
在力を発揮させるには、コスト削減競争ではなく、高付加価値化の競争に取り組
むべきである。そのための研究開発を進めることが重要である」とした。

■先進製造と Horizon 2020

製造業による付加価値を高める鍵が「先進製造」である。欧州委員会によると、
先進製造とは「最新の科学技術知識や技術以外のイノベーションを用いた、製造
に関する全ての活動（なお、用いられる知識やイノベーションは、既存の製品・
プロセス・ビジネスモデルを改善し、あるいはそれらを創出・普及させるため
のものとする）」と定義される＊ 4。Horizon 2020 においても先進製造技術の研
究開発は重視され、重点対象である六つの「鍵となる実現技術（Key Enabling 
Technologies）」のうちの一つに位置付けられる。

先進製造により、既存の製造プロセスの改善にとらわれない価値創造のプロセ
スを創り・普及させようとしている。そのために研究開発も進められるが、必ず
しも科学技術分野に属する「技術」のみが対象となるわけではない。

■先進製造分野の研究開発戦略

先進製造において進められる研究開発の方向性は、戦略的研究アジェンダ（あ
る分野の研究開発の方向性を規定する文書）という形で示されている。図 1 が、
Horizon 2020 の公募のもとになった戦略的研究アジェンダである。工場のバー
チャル化・ネットワーク化を通じて、工場間の知識共有・動的なサプライチェー
ンの構築を図るとともに、資源効率の向上を重視する点に特徴がある。

この戦略的研究アジェンダは、Horizon 2020 の公募のもとであるものの、欧

山下　泉
やました　いずみ

独立行政法人科学技術
振興機構 研究開発戦略
センター 海外動向ユ
ニット フェロー

＊ 1 
A St ronger  European 
Industry for Growth and 
Econom ic  Recove r y．
http://eur- lex.europa.
e u / L e x U r i S e r v /
LexUriServ.do?uri=COM: 
2012:0582:FIN:EN:PDF

＊ 2 
Horizon 2020 と は、2014
年～ 20 年を対象とした欧州
の研究開発・イノベーション
の枠組みプログラムである。
詳細は、以下を参照されたい。
・ “欧州がイノベーション・

市場化への活動を強化―
新しい研究開発枠組みプ
ログラム「Horizon2020」
―”．産学官連携ジャーナ
ル 2014 年 6 月号．

h t t p : / / s a n g a k u k a n .
j p / j o u r n a l / j o u r n a l _
c o n t e n t s / 2 0 1 4 / 0 6 / 
articles/1406-03/1406- 
03_article.html
・ “科学技術・イノベーショ

ン動向報告　EU 編（2013
年度版）”．科学技術振興
機構　研究開発戦略セン
ター．

http://www.jst .go.jp/
crds/pdf/2013/OR/CRDS-
FY2013-OR-04.pdf

＊ 3 
“ H O R I Z O N 2 0 2 0 　
W O R K  P R O G R A M M E 
2014–2015”． http://
ec.europa.eu/research/
participants/data/ref/
h2020/wp/2014_2015/
main/h2020-wp1415-leit-
nmp_en.pdf

＊ 4 
2014 年 7 月 17 日 の ワ ー
ク シ ョ ッ プ“ Supporting 
advanced manufacturing 
activities at the regional 
l e v e l ： l e s s o n s  f r o m 
practitioners”での説明に
よる。
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州委員会により作られたものではな
い。実は、この背景に産学官連携に
関する欧州の問題意識と工夫とが存
在する。

■欧州の政策主体の問題意識
と対応策
2000 年当時、欧州は研究開発費

の対 GDP 比の低さを問題視してい
た。欧州平均が 1.9％であったのに
対し、米国は 2.7％、日本は 3%であっ
た。その差の内訳をみると、例えば
米国との差の 84%が企業による投資
の差に起因していた。この状況が、
研究開発の成果を製品やサービスに転化する能力の不足に結び付いていると考え
られた。企業による研究開発を促進しなくてはならない―2000 年の「リスボン
戦略」に基づき 2002 年に設定された「EU の研究開発投資を GDP 比で 3%に引
き上げる」というバルセロナ目標の背景には、そのような問題意識があった。

では、欧州はバルセロナ目標実現に向けて何をしたか。重要な方策の一つが、
欧州技術プラットホーム（European Technology Platform：以下「ETP」）の
設置である。ETP とは、特定の技術分野についての研究開発戦略の策定を担う
産官連携の組織である。すなわち、欧州委員会は共通の課題に取り組む主体にそ
れぞれの分野で必要な研究戦略を作らせ、一定の条件を満たした活動には資金的
な支援を行うという仕組みを構築した。

さらに、欧州委員会が特に重要であると認めた ETP をもとにして、戦略策
定の機能に加えファンディング機
能も担う共同技術イニシアチブ

（Joint Technology Initiatives：以
下「JTI」）や官民パートナーシップ

（Public to Private Partnerships：
以下「PPP」）を設置する道も用意
した。長期的なコミットメントと成
果に応じて支援の幅を広げる仕組み
は、産業界を動機付ける装置として
有用であると考えられる。最初の
JTI が設立されてから 7 年目の現
在、5 の JTI と 8 の PPP が存在し、
Horizon 2020 の期間中に政府部門
からは約 140 億ユーロが支出され
る＊ 5。また、民間部門からはそれ
以上の額が出資される。企業からの

図 1　先進製造分野の戦略的研究アジェンダ

図 2　欧州の産学官連携組織の仕組み

欧州技術プラット
フォーム（ETP）

戦略策定の機能

共同技術イニシア
チブ（JTI）・官民

パートナーシップ
（PPP）

戦略策定とファン
ディングの機能

重要性が高いと認
められたETPをもと
にJTIやPPPを設置。
その際、複数のETP
からひとつのJTIを
作るなど、柔軟な構
成が可能。

産業界主導で戦略のプールを作
り、そのうち特に重要なものを枠
組みプログラムにより推進。
→産業界によるR&D投資を誘発

出典：ETPウェブサイト
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研究・イ�ベーション�の�先��

領域1：先進的な製造プロセス
新しいあるいは既存の材料または製品を加工
するための革新的な方法

領域2：応用性のありスマートな製造システム
コンポーネントやシステムのレベルでの革新的
な製造設備（メカトロニクス、管理・監視システ
ムなど）

領域3：デジタル化・バーチャル化され、資源効
率の高い工場

工場デザイン、データ収集・管理、工場の運
用・計画、リアルタイムから長期までを含んだ
最適化

領域4：連携可能で移動性の高い企業活動
ネットワーク化された工場および動的なサプラ
イチェーン

領域5：人間中心の製造
工場における人間の役割の増進

領域6：消費者の意に沿った製造
製造業のバリューチェーンへの消費者の取り
込み（製品デザインから製造関連の革新的な
サービスへ）

��・�の�の�ー��

• 先進的な製造プロセス

• 先進的な製造システムの
ためのメカトロニクス

• ICT

• 製造戦略

• 知識労働者

• モデリング、シミュレー
ション、予測

��・�会

• 未来の製品の製造

• 経済的な持続可能性

• 社会的な持続可能性

• 環境的な持続可能性

出典：「未来の工場」の戦略的研究
アジェンダ

＊ 5 
欧州委員会ウェブサイト . 
http://europa.eu/rapid/
press-re lease_MEMO-
14-289_en.htm、　http://
europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-13-1159_
en.htm
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コミットメントが得られた産学連携プログラムが育っている＊ 6。
以上のような仕組みをまとめたものが図 2 である。

■先進製造分野の ETP と PPP

先進製造の分野では、2004 年に Manufuture という ETP が設立され、2006
年に初めての戦略的研究アジェンダが公表されている。そこでは、新興国との競
争、技術ライフサイクルの短期化、環境問題などを前提に、高付加価値の新しい
製品・サービスや新しいビジネスモデルの創出、新しい製造工学・科学の創出、
世界レベルの製造業創出のための研究・教育インフラの転換、といった課題につ
いて産業分野横断的に取り組むべきだとする。

戦略策定の活動が認められた結果、2008 年には「未来の工場（Factories 
of Future：以下「FoF」）」という PPP が設立されるに至った。FoF では、
Manufuture の戦略を洗練させ、それに従ったファンディングを行う。FoF の
策定した上述の戦略的研究アジェンダ（図 1）は欧州委員会のプログラムである
FP7（第７次研究枠組み計画）や Horizon 2020 の戦略となり、欧州委員会か
らも資金を受け入れつつファンディングを行うという構図である。この戦略的研
究アジェンダを受けた Horizon 2020 の 2014 ／ 15 年分の公募テーマが表 1 で
あり、対応関係がみられる。

■まとめ

EU には、戦略立案に特化した ETP が 41 あるとともに、JTI や PPP というファ
ンディングの仕組みもある。そして、FoF をはじめとする先進製造の取り組み
はその中に位置付けられる。これは、イノベーション・エコシステムとして注目
に値しないか。その含意は、①真にその問題にコミットする集団の問題意識を吸
い上げる仕組みであること、② ①の成果に応じて支援の幅を広げるという形で
企業が動機付けられていること、③多様な戦略策定主体のプールをつくり、長期
的視点からその成長を支援する政策が推進されてきたこと、である。EU の製造
業の空洞化に対する取り組みとは、高付加価値型の製造業の創出に向け、企業に
よる研究開発を組織的・継続的に動機付けるものだといえる。

Center for Research and Development Strategy - JST

�立���人 ��技術��機構 ��開発��センター
2

2014年の
公募テーマ

・製造プロセスの最適化

・効率的な材料利用による複合構造・形状の製造過程

・製造業企業のエネルギー・その他資源の効率性

・労働者にとって魅力的なスマート工場の開発

・製造インテリジェンスを用いた革新的な製品・サービスデザイン

・安全かつ動的な多次元人間・ロボット連携システムのための共生的な人間とロボットの連携

・FoF PPPのプロジェクトのインパクトを増すための補助的な活動

2015年の
公募テーマ

・ICTを活用したモデリング、シミュレーション、分析、予測技術

・製造中小企業のためのICTイノベーション (I4MS)

・個別化された製品のためのカスタムメイドな部品の製造

・機械やロボットの迅速な再構成のための統合ツールにもとづいた柔軟な製造システム

・先進・複合材料のための、先進的な連結・組み立て技術

・持続可能な製品ライフサイクルマネジメントのためのリユーズ・リマニュファクチャリング技術

・製造機器およびプロセスの統合的なデザイン・管理

表1 Horizon 2020の先進製造分野の公募テーマ（2014/15年）

表 1　Horizon 2020 の先進製造分野の公募テーマ（2014 ／ 15 年）

＊ 6 
た だ し、2012 年 の EU28
の 総 研 究 費 の 対 GDP 比 は
2.0％であり、バルセロナ目
標の達成には至っていない。
なお、2000 年当時の加盟国
である EU15 の総研究費の
対 GDP 比は 2012 年現在で
2.1％である。（以上、OECD
統計による）
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北陸有力企業 12 社が MOT 実践報告
PICMET'14 in Kanazawa

技術経営国際会議として世界最大級の PICMET(Portland International 
Conference on Management of Engineering and Technology)'14 が石川県
金沢市の ANA クラウンプラザホテル金沢で 2014 年 7 月 27 日～ 31 日に開催
された。筆者はこの会議の日本招致に関わり、現地側主催者の立場であったので、
その視点から本会議に関する報告をしてみたい。

■ 2003 年から毎年開催

PICMET は、1989 年米国オレゴン州ポートランド市
Portland State University( 以下「PSU」) の技術経営学部
を母体として設立された非営利団体が開催している。1991
年に第 1 回の会議を開催、2003 年から毎年開催している。
西暦奇数年は米国、偶数年は米国外で 7 月下旬～ 8 月初旬
に 5 日間にわたって開催している。米国外開催は 04 年韓国・
ソウル、06 年トルコ・イスタンブール、08 年南アフリカ・ケー
プタウン、10 年タイ・プーケット、12 年カナダ・バンクー
バーに続き6回目の14年は日本の金沢市での開催となった。
米国開催は昨年シリコンバレーのサンノゼを除き全てポート
ランド開催である。

技術経営 (Management of Technology：以下「MOT」)
は、イノベーション実現を中心に企業競争力を向上させるた
めに技術を有効に活用する企業経営の事で、高度技術社会
における新しい経営学として発展している。米国では 1980
年代から注目され、高等教育機関に多くの MOT コースが
作られ企業競争力強化につなげてきた。PICMET CEO で
PSU 学部長の Kocaoglu 教授はこの分野の発展に貢献して
きた世界的リーダーの一人である。

■テーマはインフラとサービスの統合

この会議は世界各国から招致のアプローチがあり、日本への招致活動を開始
したのは 2011 年 8 月初旬のポートランドでの PICMET'11 の会期中であった。
東日本大震災直後の時期で、会議参加の日本人関係者が集まり、日本の復興を
目指すためにも招致をしようとの意見がまとまり、PICMET 本部に提案した事
がスタートであった。欧州、アジア、南米の諸国が招致に手を挙げていると言
われる中、翌年の米国本部視察を経て金沢市での開催が決定、2012 年 7 月バ
ンクーバーでの PICMET'12 で正式発表に至った。日本側準備委員会が組織さ
れ、筆者は丹羽清東京大学名誉教授と共に共同議長として、PICMET 日本支部

PICMET'14
日時：2014 年 7 月 27 日 ( 日 )
　　  ～ 31 日 ( 木 )
場所： ANA クラウンプラザホテ

ル金沢
主催：PICMET-Japan

●概要

基調講演

代表 Dundar Kocaoglu 博士のあいさつ
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と地元の JAIST( 北陸先端科学技術大学院大学 ) がホスト
役を務める形で準備を進めた。幸い石川県、金沢市から
の助成や全国区大企業や地元有力企業から多くの協賛を
得て開催に至り、参加者数約 530 名 ( うち、海外からは
34 カ国約 330 名 )、発表論文数約 380 件という過去最大
規模となった。

コンファレンステーマは、新興国の効果的発展と先進
国の持続的な発展にとって重要で日本が競争力を持つ「イ
ンフラストラクチャーとサービスの統合」に設定、MOT
全般テーマを含めて基調講演と査読論文発表が行われた。
さらに米国本部と議論の結果、日本語特別セッションを
設定、現地有力企業 12 社の MOT 実践報告を日本語で
行うイベントを設け世界へ向けての発信機会とした。現
地 4 企業のサイト訪問にも多くの見学者が集まり、日本
企業の技術的先進性を世界に印象付けることが出来たと
考えている。

PICMET コンセプトに、基調講演を大会場で参加者一
同の中で行い、論文発表は 13 程度の並行セッションで実
施、参加者が宿泊するホテルで開催というものがある。し
かもそのホテルは主要公共輸送機関からの接続で徒歩圏内
という条件が加わる。さらに開催地の魅力として歴史と文
化あふれる都市という条件もある。開催費用面も考えると、
これらを満たせる会場はそれほど多くない。参加者の声を
総合すると、今回の開催はこれら諸条件を満たして充実した学術的議論ができた
と理解され、招致に携わったものとして安堵（あんど）している。

■世界的に企業参加減少傾向

MOT 分野の学会が果たすべき役割の議論が行われた。重要な認識の一つに、
世界的にこの分野への企業参加が減少傾向にあるとの指摘がある。MOT は企
業現場で起きている事を説明できねば学問としての存在意義はなく、PICMET
で は 従 来 か ら Research Paper に 加 え て、Applications Paper(Industry 
Application) というカテゴリーでの論文投稿を奨励しているが必ずしも企業の
関心を高めるには至っていない。これをどう改善するかが近年の議論であり、今
回の会議を後援した日本の関連学会・組織の共通認識ともすべきで、こうしたイ
シューを議論する場としても有意義であった。今後、企業現場での技術経営に関
係した何らかの新たな視点を議論できる、産業界からの成功・不成功を含めた事
例の発表を奨励していくことが一つの方向であろう。

 （井川康夫：北陸先端科学技術大学院大学 副学長 知識科学研究科 教授）

日本語特別セッション

パーティー会場

産学官9月号.indb   54 2014/09/12   16:26:16



55Vol.10  No.9  2014

視　点

産学官連携ジャーナル（月刊）
2014 年 9月号
2014 年 9 月 11 日発行

PRINT　　ISSN  2186 － 2621
ONLINE　ISSN  1880 － 4128

Copyright ©2005 JST. All Rights Reserved.

編集・発行：
独立行政法人 科学技術振興機構（JST）
産学連携展開部　産学連携支援グループ

編集責任者：
野長瀬　裕二
　山形大学大学院 理工学研究科 教授

　

問合せ先：
「産学官連携ジャーナル」編集部
登坂、萱野

〒 102-0076
東京都千代田区五番町 7

K’s 五番町
TEL：（03）5214-7993
FAX：（03）5214-8399

編　集　後　記 歴史に残したい証言
　「物華天宝」は豊かな産物は天の恵みという意味だそうだが、光触媒の第一人者、藤嶋昭
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 （編集長・登坂和洋）

★季節柄、全国で花火大会を目にする。いつ
も気になるのはエンディングである。ナイアガ
ラの滝、連発、大型一発などさまざまである。
　日本再興を目的に、毎年のように投入される
イノベーション政策を追い掛けている。政策立
案、資金投入、実施等のさまざまなプロセスに
関わる人。そして国民。本当に個々の文脈が
共有されているのだろうか。同床異夢の状況に
陥っていまいか。思い、意図は共有されている
のか。互いを理解し、可能性を見極め、関係
性を紡ぎ、個々の潜在能力を最大限に発揮さ
せることができる新たなマージナル（境界）型
人間の出現が今、求められているのではないだ
ろうか。

山本外茂男　国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学
　　　　　　産学官連携総合推進センター 教授

★位置／加速度センサー、WEB カメラ、画
像認識システム、フリーズドライ機器等は発売
当時に比べ性能は格段に上がり、価格は格段
に下がった。それらの組み合わせによる事業
アイデアは無限である。スマートフォンで撮影
した指先の画像と 3D プリンタを活用したオー
ダーメードの付け爪の製造販売に取り組む工
学系の女子大生もいる。これまで新事業開発
といえば、大掛かりなヒト、モノ、カネが必要
と考えられていたが、個人のアイデアがそれ
らを軽く凌駕（りょうが）する。今号の特集で
紹介された産学連携による新製品・サービス
も毎回、完成度が高くなっている。「個人の
アイデア」が大きく化ける時代の到来だ。

岡田基幸　一般財団法人 浅間リサーチ エクステンション
　　　　　センター（AREC）専務理事

／信州大学 繊維学部 特任教授（産学官地域連携）

機器の組み合わせから事業アイデア マージナル型人間の出現に期待

平素より「産学官連携ジャーナル」をご愛読いただきありがとうございます。「産学官連携
ジャーナル」では 9月中旬から 11月中旬までの約 2カ月間、簡単なウェブアンケートを
実施しております。より充実した誌面作りのため、ぜひご協力をお願いいたします。ウェ
ブ（スマートフォン）版「産学官連携ジャーナル」トップページ（http://sangakukan.jp/
journal/）または右のQRコードをご利用下さい。

読者アンケートのお願い
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SCIENCE AGORA 
あなたと創るこれからの科学と社会

11/7［金］-11/9［日］
 10:00-17:00  どなたでも入場無料

会場：東京・お台場地域
日本科学未来館、産業技術総合研究所臨海副都心センター、
東京都立産業技術研究センター、東京国際交流館、
シンボルプロムナード公園、フジテレビ湾岸スタジオ

デザイン : 丹下理恵、田中佐代子（筑波大学芸術専門学群）

独立行政法人科学技術振興機構 (JST)
独立行政法人産業技術総合研究所、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター、
独立行政法人日本学生支援機構、国際研究交流大学村、東京臨海副都心グループ
株式会社フジテレビジョン

http://www.jst.go.jp/
csc/scienceagora/

交通アクセス
新交通ゆりかもめ  「船の科学館駅」東口下車 徒歩5分 ／
「テレコムセンター駅」下車 徒歩4分
東京臨海高速鉄道りんかい線  「東京テレポート駅」下車 徒歩15分
*東京テレポート駅から日本科学未来館まで無料巡回バスが約15分おきに運行
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  *一部、実費をいただく場合があります

サイエンスアゴラは、子ども向けの理科実験、トップ科学者
との対話、市民参加の科学議論など、誰もが参加でき、科学と
社会の関係をつくるイベントです

内閣府、文部科学省、日本学術会議、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人日本学
術振興会、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政
法人海洋研究開発機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、大学共同利用機関法人
自然科学研究機構国立天文台、臨海副都心まちづくり協議会、一般社団法人日本経済団
体連合会、公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館、東京都教育委員会、埼玉県
教育委員会、神奈川県教育委員会、千葉県教育委員会、全国中学校理科教育研究会、全国
科学博物館協議会、全国科学館連携協議会、日本科学技術ジャーナリスト会議、一般社団
法人日本サイエンスコミュニケーション協会、科学技術社会論学会
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