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■フォトニック結晶と光産業への貢献

佐藤
さとう

尚

たかし

株式会社フォトニックラティス

代表取締役社長

株式会社フォトニックラティス（以下「当社」）は、東北大学の研究室で開発された光学材料技
術を基に設立したベンチャー会社である。この材料は、フォトニック結晶と呼ばれ、周期的な凹
凸形状をもつ光学多層膜という特異な構造からなる。偏光子や位相板などの光学素子として利用
することができるが、従来の素子とは異なりさまざまな複合化による機能向上が可能となる。現在、
光通信、光ディスク、検査装置など、さまざまな産業分野で実用されている。
発明者である川上彰二郎東北大学名誉教授（当社取締役ファウンダー）は、当初（1997 年）
よりこの技術の産業応用に対するポテンシャルの高さを認識していたが、実際の会社設立は科学
技術振興機構のプレベンチャー事業に採択されたことが大きな後押しとなった。
プロジェクト終了時、川上を中心に 2002 年 7 月に当社を設立した。創立日は、ベンチャー会
社として独立していくという意味を込めて、7 月 4 日を選んだ。当時、川上研究室のメンバーで設
立メンバーの一人でもあった私は、ベンチャーの道に進んでいくことに不安もあったが、それ以上
に、この技術を開発していくことの楽しさと、新しい道を進んでいく、わくわく感が強かった。
フォトニック結晶は応用範囲が広いというメリットがある一方で、本当にビジネスになる応用
を見つけ出すのに苦労し、時間を要した。フォトニック結晶という基本の技術は設立当時と今と
で変わらないが、光学素子のみの事業からフォトニック結晶を利用した計測機器の事業まで、幅
を広げてきた。この応用力、開発力が当社の強みだと思う。樹脂レンズやガラス、光学フィルム
などの複屈折率の面分布を瞬時に測定できる装置は、一昨年に販売台数が累計 100 台を突破し、
認知度も着実に上がっている。
技術系ベンチャー会社の多くが苦手とする経営、営業についても、多くの方のご支援をいただ
きながら、われわれも着実に力をつけてきた。代理店との販売ネットワークを確立し、少人数な
がら、全国、さらには海外でも販売ができるようになっている。
設立から 12 年がたち、お客様をはじめ、製造や販売の協力会社、株主、大学・諸団体など、
多くの方々に支えられながら成長してきたことを実感する。これからも世の中で使われていく新
しい製品開発を進め、光産業、地域産業に、微力ながら貢献をし続けていきたい。
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金ナノ粒子で化学の新地平を切り拓く

春田 正毅（はるた・まさたけ）
ハルタゴールド株式会社取締役兼 COO、首都大学東京教授、中国
科学院 大連化学物理研究所 特聘教授。1947 年岐阜県に生まれ、
1970 年名古屋工業大学を卒業、1975 年京都大学大学院工学研究
科工業化学専攻博士課程を修了。1976 年大阪工業技術試験所に入
所し、1987 年に金の触媒特性に関する論文を発表した。2001 年
に産業技術総合研究所に移ったのち、2005 年より首都大学東京教
授。2002 年触媒学会賞、2010 年日本化学会賞、2012 年 トムソン・
ロイター引用栄誉賞、2014 年 中日文化賞などを受賞。

金の指輪やネックレスは、さびることもなく、いつも輝きを保っている。金が化学的に不活性な
金属だからだ。その不活性な金をナノメートル（10 －9m）サイズの粒子（ナノ粒子）にすると触
媒作用があることを初めて発見したのが、春田正毅氏だ。1982年（論文発表は1987年）のこと
だった。最初はこの発見を疑う研究者も多かったが、実証データに支えられて論文引用数も増え、
2012年にはトムソン・ロイター引用栄誉賞を受賞するまでになった。一昨年、春田氏は金ナノ粒
子触媒を商品にして、首都大学東京発のベンチャー企業、ハルタゴールド株式会社を立ち上げた。

「出会い」をきっかけに起業
―

ハルタゴールドの設立に至る経緯をお聞かせください。

春田 2000 年にケープタウンで第 1 回の
「金の科学・技術・応用に関する国際会議」
が開かれました。その発端が金の触媒作用の発見なのです。それまでは「金の科
学・技術」という言葉も中身もなかったのですが、これからは触媒分野などで「金
の科学・技術」が重要になるということで、国際会議が開かれました。そのとき
世界中から集まった研究者や金の製錬会社の人たちから、金触媒の比較参照用の
サンプルがあると便利だ、
という話がでました。それに賛同して、
まずはボランティ
アで金触媒サンプルを実費で配給しようということになりました。サンプルを使
いたいという人は結構多かったのですが、サンプルを持続的につくっていく体制
がなかったので、結局ストックがなくなった時点で配給できなくなりました。
このとき、この仕事はボランティアより、むしろベンチャー企業の形でやった
4
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方が長続きするのではと思いました。人手のある会社組織ならサンプルをすぐつ
くれるからです。
首都大学東京に大学発ベンチャーを支援する制度ができたとき、コーディネー
ターの人と議論するうちに、
ベンチャー企業を前向きに考えはじめました。ただ、
そういうことをやりだすと、たいてい現場にばかり負担をかけるし、それを避け
ると私自身の研究がやれなくなります。それで逡巡（しゅんじゅん）していたの
ですが、コーディネーターの中によくやってくださる方がいました。ああ、この
人が社長をやってくれるならベンチャー企業をやってもいいなと思いました。
―

ハルタゴールドの代表取締役兼 CEO になられた柴田徹さんのことですね。

そうです。ベンチャー企業は、スタートのときには、結局、研究者が力を

春田

出さなければいけないので、学者としての道が断たれるようなやり方をしてもう
れしくないなと思いました。両立したらいいなと思っていたので、それには私の
仕事が減るタイプの人が望ましかったのです。柴田さんはそういう点ではぴった
りでした。
―

業績はいかがですか。

2013 年 7 月にスタートし、今、3 年目に入っています。思ったほど客が

春田

増えたというわけではないのですが、地道な伸び方をしています。金触媒研究の
発展形態によく似ているなと思います。金触媒の研究も、論文の引用数は、最初
はゆっくり伸びて、ある時点で爆発的に読まれるようになりました。ハルタゴー
ルドも似た歩みになるのではないかと思います。
―

どのようなところから引き合いがあるのですか。

当初は中小企業が多そうだと想定していたのですが、大企業が結構来てい

春田
ます。

ここでは触媒性能を比較するための金触媒サンプルを売っています。企業から
問い合わせがあると、私が選んだベストの 7 種類の金触媒（金触媒の担体がそ
れぞれ異なる。それぞれ 2 グラムで 2 万 8 千円）を勧めます。それを購入して
いただきます。企業の場合には、それを使って結果がよかったら、こういうもの
をつくってくれませんかと特別注文が入ってきます。それが比較的高い確率で成
功しています。大企業の特別注文が収入の 1 位を占めています。
ちなみに、第 2 年度の昨年度は 1 千万円の売り上げが目標だったのですが、
成績はわずかに及ばないぐらいでした。少し急な上昇カーブに乗せたいと思って
いますが、まだですね。

ベンチャー企業の立場と研究者の立場
―

学術研究とベンチャー企業の経営とでは、ずいぶん勝手が違うのではないでしょうか。

春田

ベンチャー企業はお金をもらいますから、売った触媒の性能が維持されて
5

Vol.11 No.4 2015

産学官4月号.indb

5

2015/04/02

17:09:40

いるかどうかをちゃんと調べておかないといけません。買ってか
ら 1 年たって使ったら、カタログ通りの性能が出なかったとい
う話になると困ります。そういう意味で、ベンチャー企業もきち
んとした仕事をやらないと信用を獲得できないなと思います。
学術的な研究というのは、
最先端を走らなければいけないので、
これはこれで大変です。ただ、学術的な研究にも参照触媒という
のが必要です。参照触媒は皆さんが世界で一番信用を置いている
人、あるいは会社がつくれば一番いいんですね。これまでのとこ
ろは、ハルタゴールドと言えばすぐ信用してくれますが、その信
用を守るために、いつでもちゃんとしたものをつくるための研究
も必要なのです。
私も皆さんの役に立ちたいなと思っています。私にできること
となると、皆さんが苦労しなくてもいいように、金触媒の参照サ
ンプルをつくることだなと思います。研究の最先端を切り開く役
割のほかに、サポート役に回って、皆さんが金触媒でいい結果を
得るチャンスを増やせたらと思っています。
―

自身で発見したものが世の中に広まっていくというのは、研究者としてうれしいこと
ですね。

そうですね。理想的な姿の一つとして考えているのは、ハルタゴールドの

春田

参照サンプルを使って新しい化学プロセスができることです。そうなれば今まで
せいぜい 100 グラムとかで売っていたのが、キログラム単位、トン単位になっ
てきます。これはベンチャー企業としては大きい仕事です。あるときそういう話
が次々出てくると、直線的な上昇じゃなくて、桁がどんどん変わって指数関数的
に売り上げが増えてくると期待しているのです。そういうチャンスを含んだ事業
じゃないかと思います。
いま、参照サンプルを一つ 2 万 8 千円で売っていますが、それが高いと感じ
る人もあるんですね。でも参照サンプルには、代表的な反応に対する性能や詳し
い物性データが付いています。材料よりもむしろ情報を買っている部分があるん
ですね。
もし自分でつくるとしたら活性の高いものをつくるのは難しいし、仮に自分で
つくったものの性能が多少でもいいとなっても、論文にするには、電子顕微鏡を
使って金粒子のサイズを調べるとか、比表面積を調べるとか、吸着特性を調べる
とかしなければいけません。でも参照サンプルにはそういうデータが全部付いて
いるので、参照サンプルを使っていいデータがでれば、すぐ論文を書けますよね。
これは実験室における研究のスピード化に役立つと思います。

広がりを見せはじめた金触媒の用途
―

金触媒は、現在、どのような分野で使われているのでしょうか。
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大規模に金触媒を使っている例はまだそんなにありません。一番大きな用

春田

途は 2008 年にスタートした旭化成ケミカルズ株式会社のメチルメタクリレート
（プラスチックの原料）合成プラントで、年産 10 万トンです。これが金触媒で
動いています。化学プラントでも結構大きな方ですね。
―

そのプラントでは触媒はどれぐらいの量が使われているのですか。

キログラムのオーダーだと思いますが、それ以上かもしれません。2008

春田

年から使われるようになったのですが、ずっと性能が落ちずに働いているそうで
す。そんなに持つと、外注される側としては商売にはならないんですけど（笑）
。
あとは小さな用途で鉱山の防毒マスクに金触媒を用いています。従来の触媒で
すと、例えば 150 グラムぐらい必要だったのが 30 グラムで済みます。それか
ら、日本のメーカーが、半導体製造工場で使う有毒なアルシンのようなガスのセ
ンサーに使っています。ただ、ガスセンサーなので使う量はわずかです。
そのほか環境浄化の分野では飲料水の浄化ですね。これはアメリカのデュポン
社が熱心に研究をやっています。ヨーロッパではディーゼルエンジンの排ガス浄
化用として研究されています。どちらも金単独ではなくて、パラジウムと金とを
組み合わせて使っています。水の浄化は実用化されると規模が大きいんです。た
だ本格的な実用化に入るまでには 3 年から 5 年ぐらいかかるんじゃないでしょ
うか。

最初は疑いをもたれた金触媒作用の発見
―

金触媒については、まず特許を出されてから学会発表されたと聞きました。これは当
時としては珍しいことだったのですか。

春田 1979 年のオイルショック後に、サンシャイン計画などのナショナルプロ
ジェクトが本格化しました。国のお金を使って研究開発するのなら、論文より先
に特許を取ることが大事ですよ、というのが一つのルールになり始めたころでし
た。私もその考え方に納得していたので、学会の日程から逆算して学会発表の直
前に特許出願しました。
でも、特許を取るまでの 1 年半は何度も再現テストをやりました。金に触媒
作用があるといったら、やっぱり文句をつけたい人はたくさんいるからです。そ
こで、ちょっと怪しいという人がいたら、いつでもその人の前で見せられるとい
うところまで自分でデータをそろえ、特許を出した後、学会発表しました。
学会で発表をしたときは、ちょっと異様な雰囲気でしたね。金に触媒作用があ
るというぐらいならまだしも、白金よりいいとなると話は別なんですね。一酸化
炭素（CO）の酸化は、白金だと 150℃以上の温度が必要なのですが、金の場合
には－76℃でも反応が進むのです。片方は温めなきゃいかん、片方は冷やしたっ
ていいというので、インパクトは大きかったですね。
―

2000 年頃から論文の引用が急に増えたということですが。
7
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金の触媒作用を見つけたのが 1982 年、それから 10 年たった 1992 年に

春田

松下住設機器株式会社（現パナソニック株式会社）で、トイレの臭い分解用とし
て実用化されました。それまでは、あれは本当かなとか言っていたのが実用化さ
れたので、やっぱり本当だったんだ、ということですよね。そこで皆さんが注目
し始めたのです。
その後、金触媒に関する論文の数は直線的に増えてはいたのですが、爆発的に
ということはなかったんです。しかし、1995 ～ 96 年に、特定の官能基だけを
選択的に酸化する選択的酸素酸化に金触媒が使えることを、われわれが発見した
んです。
これには化学産業の人はびっくりしました。ひょっとしたら金触媒で今までの
プロセスがもっと単純になるんじゃないかというので、そこから金触媒の選択的
酸化の研究がぐんと進みました。われわれが気相での選択的酸化、イタリアの研
究者が液相での選択的酸化を発表しました。そこで論文の数が指数関数的に上
がって、その後、年間 2 千回ぐらい引用されるようになりました。

金ナノ粒子から金クラスターへ
―

金触媒の今後の可能性としてどんなものが考えられますか。

ハルタゴールドに限って言えば、金ナノ粒子から金クラスターへというの

春田

が公式のアドバルーンです。直径でいうと 2 ナノメートル（nm）
、原子数でい
うと 200 個以内の非常に小さな集団（クラスター）の触媒特性を研究しています。
金原子 147 個でちょうど正 20 面体ができるのですが、それより小さい金原子
55 個、直径が 1.6nm ぐらいのもの、それから金原子 13 個、外接円で 1.1nm、
内接円だと 0.8nm ぐらいの直径のクラスターです。このあたりを対象に触媒特
性を調べていますが、そのくらいのサイズになって初めて触媒活性が出て、そう
じゃないときには有効な触媒活性は出ないという結果が出ています。例えば金原
子が 55 個以下、147 個以下の小さなクラスターのときのみプラスチックの原料
ができるとかです。そういうのを寸法特異性といっていますが、幾つかの例はも
う見つかっています。今まで困難だった反応が金クラスターでやれたら一躍脚光
を浴びると思います。
―

大きさの制御は技術的に確立されているのですか。

幾つか成功例が出ていますが、確立まではいきません。

春田

まだ金原子 55 個とか 147 個だけというふうに選別してはつくれません。金
原子 200 個以下とか、150 個以上とか、というようにばらつきを持ったものし
かできていません。しかし研究の中で、例えば金原子 147 個のクラスターだけ
が有効となれば、それが 20％入っているものの方が、10％しか入っていないも
のより性能はいいはずなので、つくったものを調べていって、性能のいいものだ
けをつくっていけば、必然的に見つかってくると思うのです。
147 個の金原子で構成されているものをどんぴしゃつくって、それから調べ
8
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るという方法論もあるのですが、この方法論は時間がかかると思います。まず有
望なものの集団を見つけて、そこから一番有効に働いているものを見つけるとい
う方がゴールは近いと思います。

金触媒研究を支えてくれた
戦略的創造研究推進事業 CREST
―

金触媒研究の研究資金はどうなっているのですか。

現在は、ほとんど首都大学東京が出してくれています。研究者としては一

春田

番ありがたい状況です。実際の実験装置はほとんどありますから、あとはアイデ
ア勝負の研究です。
外部資金では、以前にいただいた科学技術振興機構（ JST）の「戦略的創造研
究推進事業 CREST」がありがたかったです。ちょうど私が首都大学東京に移っ
た翌年からスタートできて、5 年間、年間 1 億円をもらいました。これは非常に
役立ちました。というのは、そんなに研究の方向を縛るものではなくて、研究の
位置付けとして、基礎研究に貢献し、同時に社会的な貢献も期待できるというの
で選んでもらったからです。研究総括の新海征治先生に本当に自由にやらせても
らったので、オールジャパンの体制で金触媒研究ができました。
それまでは「金ナノ粒子」だったのですが、そのときに「金クラスター」を
キーワードに、専門分野の違う人たちを日本中から集めて研究をやりました。そ
れがあったからこそ、世界でまだトップレベルの研究を日本が維持できているん
です。あれがなかったら金触媒の歴史は英国とスペインに移っていました。
―

金クラスターのような基礎研究で、産業にブレークスルーを起こすとしたら、産学官
はどういうふうにしたらいいのでしょうか。

純粋に研究の挑戦性とか革新性とか、そういう観点で税金は使うべきだと

春田

思います。
日本の企業は結構お金を持っているので、方向がはっきりしてきたら一気に資
金を投入してきます。そこに大学や国公立の研究所が入る必要はないと思うんで
す。大学や国公立の研究所は新しいコンセプトを生
み出すような、あるいはコンセプトにつながるよう
な研究を促進していくといいと思います。
もう一つは 30 代の研究者の研究環境です。今は
雇用期間が 5 年ぐらいになっている人が多く、パー
マネントになっている人は少ないですよね。研究費
も当たるといいけど、当たらないと大変で修羅場に
なります。私の世代は、ドクターを取って研究所に
入った後は、研究所にいる限りはプロジェクトに関
して研究費はあったし、ある意味では自由にやって
いたんですね。金触媒の研究も、金をやるという理
9
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屈は全く立たないのに、たまたま金の触媒作用がありそうだという現象にぶつ
かったからやっただけなんです。でもそれでこういう結果になったわけですね。
大阪の研究所（前大阪工業技術試験所）はそういう研究が結構できた研究所で
した。今を時めく炭素繊維は進藤昭男氏が開発されましたし、透明導電膜、酸化
インジウムは勝部能之氏です。ああいうクラスのものを大学や国立研究所が狙わ
なきゃいけないと思います。成功したら市場は何千億円にもなり、経済のインパ
クトだって中途半端なサイズじゃないです。
現に日本で生まれてきた成果があるわけですから、若い研究者が研究しやすい
環境を整えて、そういうのをもう少し狙うべきじゃないかと思います。


（取材・構成：編集部）
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活力を生かした中小企業の産学連携

特集

カサイ＋長岡技術科学大学

機能性材料を用いた放射性セシウム除去技術の開発
福島第一原子力発電所の事故によって汚染された地域の除染は、今なお緊急の課
題である。産学が連携し、それを官が支援してこの課題に挑んだ成果の一つが、こ
こで紹介する放射性セシウム除去技術である。

■放射性物質除去技術開発のきっかけ
株式会社カサイ（以下「当社」）は創設以来、配管加工、装置組立、配管施工
を主な事業としてきた。特にプレハブ工法による高精度、
短工期の施工を実現し、
多くの仕事をこなしてきた。2006 年頃から水処理関係の装置組立の依頼が増え、

笠井

かさい

信一

しんいち

株式会社カサイ 代表取締役

これに対応するため、水環境事業部を立ち上げた。
水環境事業部では先進技術を導入した装置の開発を進めていたが、他社との差
別化を図るため、独自の排水処理技術開発の道を模索した。2009 年 9 月からは、
長岡技術科学大学の小林高臣教授との共同研究を開始し、小林教授の得意分野で
ある機能性材料と当社の装置との組み合わせによる新規排水処理装置の開発を
行っている。また、同大学の技術開発センタープロジェクトに参画し、大学内に
開発拠点を提供していただいている。
放射性物質除去に関する技術開発のきっかけは、
福島第一原子力発電所事故だっ
た。事故発生の半年後、当社の水処理技術に関心を持った福島県いわき市のある
区会長が、井戸水等の放射性セシウム対策への協力を小林教授に依頼してきた。
筆者も福島の現状を聞き、われわれの専門外ではあったが、
「これも何かの縁」と、
小林教授と共にこの依頼を引き受け、放射性セシウム除去技術の開発に着手した。
幸いにも開発当初より、福島工業高等専門学校の内田修司教授、押手茂克准教
授、羽切正英准教授が当研究グループへ協力してくださった。現地情報の提供だ
けでなく、実証試験や分析、評価を担当していただき、技術開発の上で非常に役
立った。

■繊維型放射性セシウム吸着剤「K2AQUA-Cs」の開発
放射性セシウム吸着剤の開発に際し、水中に溶けている放射性セシウム（溶存
態セシウム）に着目した。原発事故から既に１年が経過し、環境省は、溶存態セ
シウムはほぼ存在しないとの見解を示していた。しかし当研究グループは、溶存
態セシウムが一定量連続的に自然界に流出し、それが農作物への放射性セシウム
濃度の増加を引き起こす主な原因になっていると推測した。そこで従来提案され
ている、固体として存在している放射性セシウム（懸濁態セシウム）を積極的に
除去する方法はとらず、受動的に溶存態セシウムを吸着する方法がよいという考
11
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えに至った。
この考えを基に小林教授は科学技術振興機構（JST）の研究成果最適展開支援
プログラム（A-STEP）の助成を受け、河川、沼に設置する繊維型放射性セシウ
ム吸着剤「K2AQUA-Cs」
（図１）を開発した。
K2AQUA-Cs の性能を確認するため、河川への設置を試みた。河川水の放射
性セシウム濃度は検出限界以下であることが調査済みだったので、吸着効果を確
認できないのではとの懸念もあったが、驚いたことに１週間で約 1500 ベクレル
（Bq）/kg 以上の放射性セシウム吸着を確認した。泥による物理吸着もあったが、
水洗浄や超音波洗浄で吸着剤から懸濁態セシウムを除去しても放射性セシウムが
存在しており、溶存態セシウムを吸着していることが確認できた。さらに、放射
性セシウムの吸着量は経過時間につれて増加していき、1 カ月で約 6000Bq/kg
に達した。放射性セシウム濃度が高くなり過ぎる懸念が出たため、現地での実証
試験を中止したが、長期にわたり、K2AQUA-Cs は溶存態セシウムを吸着可能
なことが分かった。
この結果を基に福島県除染実証事業へ実証試験を提案し、採択された。実証場
所は福島県内の農業水路だった。そこで吸着実験を行い、水中の放射性セシウムが
継続的に吸着されることを確認した。実証後、除染スクリーン施設に、排水に含ま
れる放射性セシウム除去装置として導入された。これらの活動が評価され、当研究
グループは長岡技術科学大学と共に 2014 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
科学技術賞をいただいた。

  図１

左：繊維型放射性セシウム吸着剤「K2AQUA-Cs」 右：吸着剤断面の走査型電子顕微鏡（SEM）の画像

■焼却飛灰に含まれる放射性セシウムの除去技術
放射性セシウム吸着剤の開発を行う際に、放射性セシウム溶液をサンプルとし
て用意する必要があった。そこで福島工業高等専門学校といわき市で取り組んで
いた焼却飛灰処理の研究で発生する放射性セシウム溶液をサンプルに利用しよう
と考えた。しかし、いわき市の焼却飛灰はさまざまなところで報告されているよ
うな水への溶出が少なく、使えないことが分かった。そこで薬品を使わずに放射
性セシウムを抽出する技術を開発した。その結果、水では溶出しない放射性セシ
ウムを 70％以上除去できる抽出効率の高い方法を開発できた。
思い掛けない結果であったため、JST コーディネーターに相談し、実用化へ向
けて JST 復興促進プログラムの助成を受けた。そのプログラムで 1 日に 100kg
の焼却飛灰を処理できる装置を作製し、福島県内自治体の焼却施設において実灰
12
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による実証試験を行った。除去率は 90％以上となり、スケールアップによる除
去率向上も確認された。2 施設から発生する異なる性質を持つ焼却飛灰に対して
も同等の除去率を示した。この結果は多くのメディアで紹介された。
現在、低濃度放射性焼却飛灰（8000Bq/kg 以下）は福島県内に 19 万トン以
上仮置きされている。保管容量も足りない。この抽出技術と吸着剤を組み合わせ
れば、図 2 に示したように、放射性物質の保管量を体積比 1/100 程度まで減容
可能である。処理灰の放射性セシウム濃度は 1/10 になり、なおかつ放射性セシ
ウムの再溶出はほとんどないため、震災以前と同等の扱いができる可能性が示唆
される。

可燃ごみ
剪定枝葉木

焼却施設

焼却飛灰
Cs濃縮率 20~30倍

焼却場で保管

Cs低減化処理
Cs分離・安定化処理

Csを溶出させる
溶出Csは吸着剤で回収
Cs分離回収カラム

再資源化
（埋設処理）

保管量の大幅削減
主灰＋安定化焼却飛灰の
全Cs濃度
800Bq/kg以下
（溶出Cs 不検出）

  図２

焼却飛灰の安定化処理と放射性セシウム（Cs）回収システムの流れ図

■今後の展望
これまで当社は河川や焼却飛灰からの放射性セシウムの除去を行ってきた。そ
の経験から、中間貯蔵施設建設に伴い、安全に、かつ減量して保管する技術の開
発が課題となっていると感じる。現在、開発してきた技術を現場に合わせた性能
のものにするべく、鋭意、研究中である。
空間線量の低減だけでなく、生活環境での放射性セシウムの除去技術が必要と
されている。開発した放射性セシウム吸着剤が飲料水や浄水場、プールなどで安
全な水を利用するための技術として広く使われることを期待している。また、
図 2 にも示した生活ごみ焼却飛灰問題を解決するため、JST の助成を利用して、
A-STEP で開発した水熱処理装置のスケールアップを図り、実用化へと進めて
いきたい。
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活力を生かした中小企業の産学連携

パパラボ＋静岡大学

２次元色彩計で、さまざまな「色」を
より忠実に再現する
自動車塗装の色合わせは、ベテランでも難しい。今ある測定器では誤差が生じやす
いし、目視も、感じる色に個人差が避けられない。この課題を解決するため、色を
数値化して定量化する装置が開発された。

■メタリック塗装の色を定量化する
自動車塗装の「色」を調べる装置として、これまで、マルチアングル分光測色

加藤

計が用いられてきた。しかし、
この装置でメタリック塗装の色を調べた場合には、
反射によって、人の目の評価と一致しにくい結果が出るという問題がある。さら
に自動車塗装は静電塗装方式をとるので、メタリック塗料中の光輝材が意図に反

かとう

誠

まこと

有限会社パパラボ
締役

代表取

して整列することがある。こうなると、マルチアングル分光測色計による測定結
果の誤差は、さらに大きくなる。また、近年、自動車のボディーは、軽量化によ
る燃費改善のために、
従来の鋼板から軽量素材への転換を行っている。その場合、
下地の違いにより塗装色が異なって見えるという問題が発
生しやすい。
このように、塗装の色を調べる方法は大きな課題で、マ
ルチアングル分光測色計が使えないときは、最終判断は人
の目に頼っているのが現状である。
この問題を解決するため、有限会社パパラボ（以下「当
社」）は、静岡大学の協力の下、当社の「忠実色再現技術」
を応用して、2 次元で色を高速かつ高精度に測定できる 2
次元色彩計を開発した。この装置は、これまで困難であっ
た自動車のメタリック塗装の色を定量化することができる

写真１

（写真１）。

2 次元色彩計（ハンディー型）

自動車塗装面の色測定に使用する

■静岡大学との共同開発のきっかけ
当社は創業期に文部科学省の浜松地域知的クラスター創成事業に参加し、静岡
県創業者育成施設（浜松都田インキュベートセンター）に入居した。静岡大学の
下平美文研究室が入居していた静岡大学地域共同研究センター（現 イノベーショ
ン共同研究センター）が隣にあり、そこで下平先生と偶然お会いしたことが共同
研究の始まりであった。筆者が独立前に勤務していた会社で計測用カメラや医療
機器開発に携わっていた経験を買われ、大学の実験用カメラシステムから製品開
発を進める経済産業省の橋渡し事業に参加する機会をいただいた。
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■販売不振をバネにした新製品開発
2 次元色彩計は、
下平研究室の「人の視覚領域をすべてカバーする 3 フィルター
方式」として提案された原理と、その基本特許に基づく。
従来の RGB（赤緑青）カラーフィルターでは、
人の目で見た色とディスプレー
での色が一致しにくい。これを解決するために前述の原理に基づいた新しいフィ
ルターを開発し、これを組み込んで、人が見た色をディスプレーで忠実に再現す
るカメラシステムを製品化＊＊ 1 した。しかし、このカメラシステムは、販売が伸
びない時期が続いた。そこで人の目の色認識能力と同等の能力を持つこのカメラ
システムの機能を再検討した。そして測色精度をさらに向上させ、測定器として
再デビューさせることにした。出来上がったのが 2 次元色彩計である（図１）
。

＊＊ 1
加藤誠、下平美文．人の目と等
価な感度を持つカメラとその応
用．電子情報通信学会誌．2011，
Vol.94，No.7，p579-584．

■ 2 次元色彩計の特徴
2 次元色彩計は人間が見た通りの色を忠実に測色
する。これにより、従来のカメラでは難しかった
ディスプレーでの正確な色の再現が可能で、微妙な
色の違いも識別できる。また撮影した画像を再現し
たディスプレーの任意の箇所の色データを色の指標
で数値化（XYZ 値、Lab 値 ) し、定量化できる。
さらに塗装面などを平面（2 次元）として測定す
るので、下地の異なる塗装面のつながりも変化とし
て捉えることができる。これにより、色だけでなく
質感も含めて人の判断に近い指標で測定結果を得る
ことが可能となった。
画像データは保存可能で、色データの集積や共有
化により、目視検査では避けられなかった個人差の
問題や、それに起因する客とのトラブルも減少させ

  図 1

２
 次元色彩計とその分光感度

人の目は 3 種類の錐体細胞で色を
感じるが、それに近い感度をもつ

られる。
システム価格は 300 万円からである。現在当社では、
「色分布比較法」という
人の目による色や質感判定に極めて近い指標を提案し、自動車業界、家電業界、
化粧品業界、包装印刷業界への 2 次元色彩計の普及活動を展開している。

■日本のアイデンティティーを主張するものづくりへ
色・質感の先には、深みや艶感など人の感性の視覚化（数値化）という要望が
ある。自動車産業での経験から、
日本のものづくりが、
日本のアイデンティティー
を主張する段階に踏み込んだものになりつつあると感じている。当社も、文部科
学省の地域イノベーション戦略支援プログラム「浜松・東三河ライフフォトニク
スイノベーション＊１」の支援を、その総合調整機関である公益財団法人浜松地
域イノベーション推進機構を通して受け、新たな目標に向かって製品開発を進め
ていく予定である。

＊１

浜松・東三河ライフフォト
ニクスイノベーション
http://www.haipro.jp
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活力を生かした中小企業の産学連携

ワカイダ・エンジニアリング＋東洋紡＋東京大学

放射性物質の除去に活用される
活性炭素繊維製フィルター

東京都内の小さな会社が開発した放射性物質除去フィルターが福島第一原子力発
電所の建屋内の放射線量低減に活用されている。この製品は事故を予想して開発
されたのだろうか。そのいきさつを紹介する。

東京電力（以下「東電」）福島第一原子力発電所の事故直後、原発建屋内は放
射線量が高くて作業員が立ち入ることができず、原子炉の状況を把握できない深
刻な状況に置かれた。立ち入り作業ができるレベルまで放射線量を下げるために
使われたのが、株式会社ワカイダ・エンジニアリング（以下「当社」
）と東洋紡
績株式会社（現 東洋紡株式会社〔以下「東洋紡」
〕
）
、東京大学とが産学連携で開
発した放射性物質除去フィルター（商品名：活性炭素繊維製 WAC フィルター）

若井田
わかいだ

靖夫

やすお

株式会社ワカイダ・エンジ
ニアリング 代表取締役社長

である。

■なぜ活性炭素繊維製フィルターを開発したのか
当社は 1993 年に創業し、医薬分野の研究所などで使われる各種の実験用放射
性物質の処理装置を販売してきた。
しかし、
放射性物質を処理する機関やメーカー
の統合で、装置の販売やメンテナンスの仕事が次第に減ってきた。そこで生き残
りに向け、新事業の開拓を模索した。
活性炭素繊維製フィルター開発のきっかけは、筆者が営業先の病院で活性炭
フィルターの交換を手伝ったことだった。活性炭フィルターは重さ 60kg もあり、
大人２～ 3 人がかりでないと交換できない。活性炭フィルターは、50 年もの間
使われた古い技術だが、
「大企業はどこも新しいフィルター開発などしてくれな
い」と聞き、新型フィルターの開発を思い立った。2000 年のことである。
目を付けたのは活性炭素繊維だった。微細な繊維の表面を活性化すれば、表面
積が大きくて軽いフィルターができる。多くのメーカーを回り、最終的に東洋紡
と開発契約を結んだ。東洋紡に放射性物
質に対応する技術の蓄積が少なかったこ
とと、フィルターの製品化には国の許認
可が必要なこともあって、東京大学と産
学連携で開発することにした。試作品の
性能を東京大学で測定してもらって国に
データを提出し、2005 年に製品化にこ
ぎ着けた。
最初に製品を納入したのは病院だっ
た。最大の市場は原発をはじめとする原
子力関連施設と分かっていたが、なかな
16
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か成果を挙げられなかった。米国製の技術を使った従来品の粒状活性炭フィル
ターが幅を利かせていたことに加え、活性炭素繊維製フィルターの納入実績デー
タがなかったからである。どこの電力会社も東電への納入実績を重視した。

■福島の原発事故


2011 年 3 月 11 日、
マグニチュード 9.0 という大規模な地震が東北地方を襲っ
た。地震とそれに伴う津波により福島第一原子力発電所事故が引き起こされた。
事故後、納入業者を経由して東電から当社に活性炭繊維製フィルターの大量注
文があった。しかし、在庫がなく、一度は断ったが、すでに決まっていた病院が
納品を先延ばしにしてくれて、なんとか納品した。
今回の事故では大量の放射性物質が放出された。前述したように、
事故直後は、
原発建屋内は立ち入ることができないほど、放射線量が高かった。そこで、従来
型のフィルターを用いて放射線量低減が図られた。
しかし、従来型のフィルターでは建屋内の放射性物質の濃度はなかなか下がら
なかった。従来型フィルターでは、空気中の放射性物質はヤシガラ活性炭で取り
除くことになっていたが、活性炭の表面の穴が大きく、そこに水分が入り込むと
吸着性能が急激に落ちるためだった。米国のデータにも湿度 80％を超えると性
能が急速に劣化することが示されていた。福島の原発事故では、発熱により大量
の水蒸気が発生し、効果が上がらなかったのだ。
これに対し、当社が開発した活性炭素繊維製フィルターは湿度の影響を受けに
くい。このフィルターを使った局所排風機を建屋内に設置したところ、状況は一
変した。東電によると、排風機を取り付ける前の 2011 年 4 月 26 日時点では、
放射性物質濃度が１cm3 当たり 4.8 ベクレルだったが、取り付け後の 5 月 7 日
は 0.019 ベクレルへと急速に低下した。これにより事故発生から約 2 カ月後に、
作業員が原発建屋内に立ち入りできるようになった。

■既存技術にあぐらをかくな


活性炭素繊維製フィルターによる放射性物質除去技術は福島の原発事故をきっ
かけに注目を集めることになった。しかし、ベンチャー企業や大学に有用なシー
ズ（種）があっても、既存技術にあぐらをかいていては、同じような成果に結び
付くことはないと思う。
当社は同じ技術を使い、昨年から放射性物質を除去する家庭用空気清浄機を発
売している。現在はマスクへの応用も検討中である。当社と共同で特許を出願し
た東京大学 TLO の山本貴史社長は「チャレンジする企業文化を醸成することが
重要」と述べている。
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活力を生かした中小企業の産学連携

山田松香木店＋京都工業繊維大学

電子香炉「kioka」
：手軽に日本の香りを楽しむ
「 いつでも、どこでも、誰でも手軽に香りを楽しめる」をテーマに京都の老舗香
木店が 京都工業繊維大学と共同で、煙の出ない電子香炉kiokaを開発、製品化
した。

■香木とは
香道を頂点とする、日本の香り文化に欠かせないのが香木である。香木とは、
広義には樹木より採れる香料全般のことだが、通常は伽羅（きゃら）
、沈香（じ
んこう）、白檀（びゃくだん）を指す。
沈香とは、東南アジアに産するジンチョウゲ科の樹木内に芳香樹脂が沈着した

藤原

ふじわら

康教

やすのり

株式会社山田松香木店
営業部

ものである。樹木内に長い年月をかけて樹脂が形成され、熟成されて良質の沈香
となる。その中の最上品が伽羅と呼ばれる。その香りは非常に多様で、古来より
金に等しい価値があるとされてきた。

■京都は香りの文化の発祥地
日本の香り文化は平安時代に京都で発祥し、発展してきた。当社は、江戸時代
の享保年間に京都で薬種業を始め、その後、明和から寛政年間にかけて薬種の扱
い品目を香りに特化させた。以来、現代まで香り文化を正統に伝承してきた。
原産地での買付、輸入、製品化を一貫して行い、天然香料にこだわって高品質
の薫香製品を造っている。また初心者でも楽しめる聞香（もんこう）体験や匂袋
作り体験を実施するなど、香り文化の普及活動もしている。
香木の香りを手軽に楽しんでいただくために開発したのが電子香炉「kioka」
である。

■開発した電子香炉の特徴
香木の香りを「聞く」には聞香様式（写真１）が最適である。
しかし聞香にはさまざまな道具が必要である。また微妙に熱を
加減するには、経験に培われた技術が必要である。香木ごとに
最適な温度が異なるため、熱の加減は非常に難しい。
そこで「いつでも、どこでも、誰でも手軽に香りを楽しめる」
をテーマに、初心者から本格的に聞香をされる方まで満足して
いただけるよう、香木専門店のこだわりを随所に盛り込んで電
子香炉 kioka を開発した。
デザインはシンプルながらも操作性や持ち心地などにこだ
18
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わった。女性の手でも持ちやすいことや、運びやすさを考えて可能な限りコンパ
クトにした。本体下部は着脱式の小物ケースにして、専用ピンセットや銀葉（ぎ
んよう。香木を載せる道具）
、香材などを収納できるようにした。香りを楽しむ
ときにコードが邪魔にならないよう、電源は充電式内蔵バッテリーとした。操作
も電源の ON・OFF と 3 段階の温度設定をスイッチ一つで簡単に行えるように
した。また、本体上部の銀葉をセットする部分を可動式にして、銀葉とヒーター
との距離を手動で調節できるようにした。感覚的な熱加減を楽しんでもらうため
である。
香炉本体、香材（沈香、白檀、薫物）
、専用ピンセット、専用銀葉、AC アダ
プター、携帯用袋が入って価格は税抜 15,000 円である。

■京都工芸繊維大学と共同研究で製品をデザイン


電子香炉 kioka のデザインは、京都工芸繊維大学大学院工芸科
学研究科の山本建太郎教授および山本ゼミとの産学共同で進めた。
京都工芸繊維大学とは、「京の伝統工芸」という授業に協力
企業として参加させていただいたことがきっかけでつながりが
できた。この授業では学生の方々に当社へ来ていただき、香道
や、香木をはじめとするさまざまな香原料、薫香製品の伝統的
なものづくりについて学んでいただいた。
山本教授には製品のデザイン以外にもパッケージデザイン、
ブランド構築など、商品化に関わる事柄を全面的に依頼した。
山本ゼミの方々から、さまざまなデザイン案を出してもらい、

写真 2

電子香炉 kioka

その中から聞香に一番適したデザインを選定した。機械関係の設計を依頼した京
都試作ネットを交えて何度も打ち合わせを行い、ブラッシュアップした。
全体のサイズや、カラーリング、本体底辺の三次曲面、LED ライトの色など、
細部までこだわって最終デザインが決まり、これまでの山田松香木店の商品には
無かった全く新しい製品が出来上がった。

■手軽に香りを楽しむ


デザインにこだわった電子香炉 kioka は、公益財団法人日本デザイン振興会
の 2014 年グッドデザイン賞を受賞し、審査員からは「使い方、外観、サイズな
どの要素に違和感がなく、伝統的な香りの文化を、現代の日常生活に無理なく導
入することが期待できる」という評価を得た。
電子香炉 kioka は香木だけでなく、煉香（ねりこう）や印香、線香の香りも
楽しむことができる。煙を立てずに香りを楽しめるこの方法は、健康や環境に優
しく、これからの時代に即している。現代のライフスタイルにも取り入れやすい
電子香炉 kioka をもっと多くの人に手に取っていただき、手軽に安全に「日本
の香り」を楽しんでほしいと思う。
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活力を生かした中小企業の産学連携

九州計測器＋九州大学＋福岡工業技術センター

小型かつ低価格な
表面プラズモン共鳴センサーの開発
表面プラズモン共鳴センサーは、極めて低濃度の物質の検出などに用いられるが、
高価格がネックの一つだった。産学連携でこの課題に挑み、低価格化と小型化を実
現した。

■はじめに
九州計測器株式会社（以下「当社」
）は、
九州大学および福岡県工業技術センター
との産学連携により、小型の表面プラズモン共鳴センサー（Surface Plasmon
Resonance sensor：SPR センサー、写真１）と、専用のセンサーチップ（写真

岩倉

いわくら

宗弘

むねひろ

九州計測器株式会社
技術部長

２）を開発した。この SPR センサーは従来のものよりも小型かつ低価格なので、
当社では、汎用（はんよう）的な分析装置と位置付けて営業活動を始めている。

写真 1

表面プラズモン共鳴（SPR）センサー

写真２

SRP センサー専用のセンサーチップ

■大学のシーズを活用した製品化
当社は九州各県に営業拠点を持つ計測器専門商社である。大学や公設試験研究
機関、企業の研究開発部門を中心に、研究開発用の計測器や検査システムを販売
しているが、販売だけにとどまらず、計測器の校正サービスや計測に関するセミ
ナーの開催などを通して、ユーザーの研究開発を計測の面から全方位的にバック
アップしている。また、1973 年の会社設立当初から技術部門を持ち、研究者の
ニーズに合わせて、計測器の電子回路設計や特別注文のプログラムの開発を行っ
てきた。近年は大学との共同研究も活発に行い、大学研究者が持つシーズを活用
した製品開発を進めている。その一つが、SPR センサーである。
20
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  図 1

SPR センサーによるオバルブミン測定時のデータ表示例

■望まれていた低価格 SPR センサー
海外の大手メーカーが販売する分析装置はハイエンド志向が強まり、大型の研
究予算を獲得しなければ導入が困難になっている。SPR 原理を用いた分析機器
は、今から 25 年以上前に、Biacore 社から発売され、食品の品質管理、プロテ
オミクス研究、医薬品開発の臨床試験や非臨床試験など、広い分野に応用されて
いる。他のメーカーも製品開発を進め、事業化を目指して参入を画策してきた
が、市場規模と価格帯のバランスから、事業として確立しているところは限られ
ている。事業化のためには、装置本体の性能と価格の競争力に加え、消耗品や分
析サービスも含めた営業体制が重要だからである。特に SPR センサーのセンサー
チップの価格はランニングコストに占める割合が高く、その低価格化が強く望ま
れている。

■ SPR センサーの開発経緯
2005 年から 2010 年にかけて、九州大学大学院システム情報科学研究院の都
甲 潔教授が研究代表者をされた科学技術振興機構の「セキュリティ用途向け超
高感度匂いセンサシステムの開発＊１」において、当社は、その試作装置の製作
に協力した。これが SPR センサーに関わるきっかけだった。この事業は、爆薬
と選択的に結合する抗体と SPR センサーとを組み合わせ、ppt ＊２レベルの検出

＊１

戦略的創造研究推進事業
CREST「先進的統合センシン
グ技術」の課題の一つ。
＊２

parts per trillion の略。一兆
分率とも呼ばれ、1 兆分のい
くらかを表す。

感度を持つ超高感度センサーシステムを開発することを目的としていた。このと
きは、光学系をはじめ、装置の重要な部分は、当社にとってはブラックボックス
で、協力範囲は画像信号処理と筐体（きょうたい）設計にとどまっていた。その
後、同様の開発に携わる機会に恵まれ、SPR センサーの光学系やセンサーチッ
プ表面の生化学的な修飾といった部分についても対応可能な技術を蓄積すること
ができ、今回の開発につながった。
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■ SPR センサーの特徴とその市場
当社の SPR センサーは従来品に比べて小型かつ低価格であることを訴求点と
している。また、消耗品となるセンサーチップは、センサー形を見直すとともに、
樹脂製にして量産化に対応できるようにして、低価格化を実現した。これまでの
測定事例としては

イヌの遺伝病である「進行性網膜萎縮症の一塩基多型診断」
、

「食中毒菌の判定」
、
「低分子化合物（爆薬）の検知」などがある。図１にオバル
ブミン（オボアルブミン）の測定時のデータ表示例を示す。
SPR センサーについては展示会等で紹介し、当社が進める価格帯での市場が
あることが確認できている。今後、大学等の研究機関を中心に生化学や材料化学
等の分野で活用されると見込んでいる。

■これからの取り組み
当社では SPR センサー以外にも、大学が持つ先端的なシーズ技術を、幾つか
製品化している。具体的には「粉体大気圧プラズマ処理装置」
、
「有機 EL 輝度評
価装置」
、
「多重反射測定薄膜評価装置」などである。これらを製品化する中で、
多くの要素技術を習得した。
今後も、長年培った産学官のネットワークと、中小企業の“小回りが効くもの
づくり”という特長を生かして、製品の量産化と新たな計測器の開発を通して産
学の研究開発に役立ちたいと願っている。
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近畿大学リエゾンセンター

企業が連携したくなるパートナーを目指して
「クロマグロの完全養殖」で有名な近畿大学は、クロマグロ以外にもさまざまな
商品の開発に企業と共同で取り組んでいる。その中から消費者に好評を得ている
商品例を三つ紹介する。

近畿大学の代表的研究成果であるクロマグロの完全養殖や次世代バイオ・リサ
イクル燃料「バイオコークス」の開発・製造は、社会に大きなインパクトを与え
るイノベーションとして期待されている。ここでは、地域の中小企業等との産学
官連携で商品開発に成功し、消費者に好評で売れ行きも良い成果例を 3 件紹介
するとともに、リエゾンセンターを拠点とした近畿大学の産学官連携活動の具体

宗像

むなかた

惠

めぐむ

近畿大学 リエゾンセン
ター長／特任教授

例について述べる。

■脳に働き掛ける機能性アロマで健康改善
近畿大学理工学部の宮澤三雄教授が携わった植物由来の香り成分を活用した商
品が、さまざまな分野で期待を持って利用されている。最近、NHK のテレビ番
組「クローズアップ現代」や「ためしてガッテン」などでも紹介された。
宮澤教授が 20 年ほど前に関心を持った研究テーマの一つがアルツハイマー型
認知症と香り成分との関係である。膨大な香り成分について検討を重ねた結果、
テルペン類と呼ばれる香り成分を一定の割合で混合して体内に取り入れると、脳
内の神経伝達物質の異常が調整されることを見いだした。この香り成分について
は、2011 年に基本特許を取得し、企業との共同研究で商品開発に取り組んだ。
発見した成分の多くはほとんど無臭なので、
良い香りと一緒に吸い込めるように、
香草や花の香り成分を混ぜて調香した。
この機能性アロマ（香料）は「ニンチプラス（写
真１）」の名称で 2007 年に発売を開始した。その後、
改良を重ね、2014 年 3 月に発売した昼用と夜用の
2 種類セットは、一時欠品になるほどの売れ行きを
示した。
他にも記憶力を維持しやすくしたり、禁煙時の不
快感を和らげたりする植物の香り成分が宮澤教授に
よって見いだされた。それぞれ
「キオクプラス」
「ス
、
モークマイナス」という商品名で独創的グッズとし
て売り上げを伸ばしている。

写真 1 機
 能性アロマ「ニンチプラス  
デイ（ハーブ）」（左）
「ニンチプラス

ナイト（ラ
ベンダー）」（右）

■高純度スッポンコラーゲン使用の美容液
最近、近畿大学と大阪の株式会社クロモンコスメティックとが技術協力して、
23
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スッポンから抽出した高純度コラーゲンを使用した化粧品「クロモンジェル美容
液（写真２）」を開発した。保湿力があるため、肌にしっとり感を与える製品に
仕上がり、初回で製造した千個は 2 日間で完売した。素材のスッポンは、焼津
水産高等学校の生徒が、抗生物質や農薬を一切使
用せず、2 年間をかけて丁寧に育てているのが特
長である。
スッポンからの高純度コラーゲン抽出は近畿大
学薬学部多賀淳准教授が担当した。コラーゲン抽
出時に別のタンパク質が混じるとアレルギー反応
を起こす可能性がある。また保湿機能を担う分子
量の大きいコラーゲンが、精製する段階で細かく
切断されてしまうという難題があった。多賀准教
授によってこの難題が克服され、不純物の混ざら
ないコラーゲン抽出法が確立された。
この製品は、その後、増産体制をとったが、消
費者の人気が高く、注文に追いつけない状況であ
る。これまでに 7,600 個を売り上げた。

写真 2 高
 純度スッポンコラーゲンを使
用した美容液「クロモンジェル美
容液」

■健康と美容を助ける「青みかん」サプリ：大学発ベンチャーの黒字化に貢献
和歌山県に近畿大学の附属農場がある。そこで採れる温州ミカンをはじめとす
る農産物を利用して機能性食品を開発し、疾病の予防と治療に役立てようと、当
時の近畿大学理事長世耕弘昭氏が発起人代表となって、2004 年 1 月に近畿大学
発ベンチャー企業「株式会社ア・ファーマ近大」を設立した。立ち上げ当初は、
企業運営のノウハウが乏しく、手探り状態が続いた。軌道に乗るまでの道のりは
長かった。
代表取締役会長の松田秀秋教授（近畿大学薬学部）は花粉症やアトピー性皮膚
炎などのアレルギー疾患に悩む人々の一助とな
ることを期待して、20 年間「青みかん（夏に
早摘みした温州ミカン果実）
」の研究を続けた。
そして会社の設立半年後、
「青みかん」を主原
料とした栄養機能食品「ブルーヘスペロンキン
ダイ（写真３）
」の商品化にこぎ着けた。
当初は、主原料の「青みかん」があまり知ら
れていなかったこともあって、商品を消費者に
アピールすることができず、ほとんど売れな
かった。そんな状況の中で、薬品販売関係者に
商品の機能を粘り強く説明し、徐々に販路を開
拓していった。
現在では、近畿大学ブランドという信頼性も
手伝って、商品の内容を理解してくれるところ
が増え、近畿地方を中心に売り上げが年々向上
24
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し、ベンチャー企業として黒字に転じている。また、安心・安全な「青みかん」
栽培のために、和歌山県有田郡の農家と「近大青ミカン組合」を設立し、そこで
管理栽培された「青みかん」のみを使用している。これは地域貢献の一端になっ
ている。
現在、
「青みかん」による売上が大半を占めているが、一昨年から新しく開発
した「青はっさく（商品名：ホワイトヘスペロンキンダイ）
」と「黒しょうが（ブ
ラックジンジャーキンダイ）
」の販売も始めた。

■リエゾンセンターを拠点とした産学官連携推進：
シーズ発掘から技術移転までコーディネーターが取り扱う
近畿大学リエゾンセンター（以下「KLC」
）で技術相談、共同研究、受託研究
等を受ける場合は、関連する専門分野の教員と共に KLC のコーディネーターが
同席し、情報を共有するようにしている。両者が協力して企業ニーズとのマッチ
ングを図ることが、技術相談、受託研究等の増加につながっている。
KLC のコーディネーターの具体的取り組みとしては、特許出願に必要な手続
きと必要要件等についての教員への説明、他機関との共同出願の案文作成、費用
負担や権利の持ち分等の交渉、拒絶理由書への対応に当たって特許事務所等への
相談、PCT（特許協条約）に基づく国際出願時の科学技術振興機構（JST）との
打ち合わせへの同席、説明資料の作成などがある。企業等からの「共同・委託研
究依頼申込書」に対して、
学内手続きが必要な「共同・受託研究承認申請書」や「共
同・受託研究契約書」は、コーディネーターがあらかじめ案を入力したファイル
を教員に送って、教員の負担を軽減している。これにより申し込みから決裁まで
がスムーズに進む。
一方、教員には KCL 経由での企業からの技術相談等に頻繁に対応してもらっ
ている。これが大学で権利を獲得している特許技術の新たな開発要請につなが
り、商品化へのチャンスが広がっていく要因になっている。
KLC のコーディネーターが、これまで発掘・紹介してきた本学の研究シーズ
に加えて、日頃から築いてきた信頼される人的ネットワークが産学官連携の推進
に役立っていると思う。KLC は学術研究支援部と協働で、企業が連携したくな
るパートナーを目指している。

■競争的環境で産学官連携推進
産学官連携推進の基本は、優れた基礎研究の成果が継続的に発信されることに
ある。基礎研究の成果なしには企業等との共同研究や受託研究につながらないし、
社会的要請に応えるイノベーションも期待できない。近畿大学は「教員業績評価
制度＊１」、
「個人研究費のインセンティブ制度＊２」を実施して、教員の研究活動
の活性化、産学官連携の推進を図っている。

＊１

各教員が毎年度 5 月に前年
度の教員業績を 4 項目（教
育業績・研究業績・管理運営
活動・社会活動業績）で点数
化した「教員業績評価自己申
告表」を各学部の教員業績
評価部会に提出することを義
務付けている。当該評価部会
は、これに基づいて教員業績
を総合的に評価し、A・B・C
の 3 段階にランク付けしたの
ち全学評価委員会に提出す
る。全学評価委員会で、A ラ
ンクと評価された教員には賞
与時に特別手当（11 万円〜
21 万円）が支給される。
＊２

近畿大学では、学部経由で研
究室単位に支給される教育
研究費とは別に、個人研究費
（研究費 A）として、全教員
に 1 人当たり年 26 万円が支
給されている。これは材料用
品費の他、専門図書の購入、
学会年会費、学会参加費等
の必要経費に充てられてい
る。ただし、
「科研費申請ま
たは外部資金獲得がない場
合、26 万 円を 13 万 円に減
額する」制度を実施している。
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海外トレンド

音楽の街ナッシュビルで展開される
産学官連携の取り組み

─「グローバル・アクション・プラットフォーム」が目指すもの ─
米国テネシー州ナッシュビルは音楽の街として名高い。この街に「グローバル・
アクション・プラットフォーム」という名の産学官連携の「場」がつくられ、「食
と健康、繁栄」をテーマにさまざまな取り組みがなされている。

■「ミレニアム開発目標」から「持続可能な開発目標」へ
2050 年に 90 億人に達するとされる世界人口を、いかに飢えさせず健康に
保ち、持続的な繁栄の礎とするか。これは、言うまでもなく人類共通の、そし
て最大の課題である。国際連合は 2000 年に「ミレニアム開発目標（MDGs：

有賀

ありが

早苗

さなえ

北海道大学 大学院農学研
究院・生命科学院 教授

」を採択したが、そこに掲げた、2015 年ま
Millenium Development Goals）
でに達成すべき八つの目標は、以下の通りである。
１）極度の貧困と飢餓の撲滅
２）普遍的な初等教育の達成
３）ジェンダー平等の推進と女性の地位向上
４）乳幼児死亡率の削減
５）妊産婦の健康の改善
６）HIV ／エイズ、マラリア、その他の疾病のまん延防止
７）環境の持続可能性を確保
８）開発のためのグローバルなパートナーシップの推進
これらの実施計画の終了年にあたる今年は、ポスト 2015 として、
「持続可能
な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）
」に向けた新たな取り
組みが始まる。SDGs の中の三つの最重要課題、すなわち、
１）貧困の撲滅と廃絶
２）栄養状態の改善と持続的な農業生産
３）すべての人の健康的な生活
に焦点を絞った具体的な展開が、米国テネシー州ナッシュビルにつくられた「グ
ローバル・アクション・プラットフォーム（Global Action Platform）
」と名付
けられた「場」が目指すところだ。

■グローバル・アクション・プラットフォームの目指すもの
グローバル・アクション・プラットフォームは、2012 年に、その母体となる
非営利団体カンバーランドセンター（Cumberland Center）によって、
そのミッ
ション（任務・使命）を具体的に推進するために設立された。カンバーランドセ
ンターは、地域レベルから地球規模まで、食・健康・繁栄におけるイノベーショ
ンを通して豊かな社会を築こうとする産学連携推進のための開かれたシンクタン
クである。世界の食糧事情を scarcity（食糧難・栄養不良）から abundance（栄
26
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養価の高い食品の十分な供給）へとシフトさせ、地域のイノベーションハブの成
長を通して産学連携をイノベーションから繁栄につなげるとともに、すべての人
に参画と成果享受の機会を提供するために、中立的な連携促進機関として機能す
ることを目指している。
カンバーランドセンターでは、発足当初から、地球規模の問題に対処する拡張
（時には縮小も）可能な解決策を継続的に推進していくには、民間企業が主要な
リーダーシップを発揮することが重要であることを強調してきている。大学がで
きること・なすべき役割と、企業のそれとを明確に分け、その上で非常に密接な
協力連携を行うことの重要性、また、地域の振興なくしては全体の推進展開はあ
り得ないことを主張している。これらの理念の下に施策を実行に移し、産学組織
が共同あるいは協働する意義・利益を共有できるように、さまざまな組織をつな
ぐ組織として開設されたのが、グローバル・アクション・プラットフォームとい
う「場」だ。

■グローバル・アクション・プラットフォームの四つの C
グローバル・アクション・プラットフォームには、C ではじまる言葉で表され
る四つのミッション、
すなわち Convene（集う）
、
Challenge（挑む）
、
Connect（つ
なぐ）、Communicate（伝える）がある。
Convene の主要イベントが「グローバル・アクション・サミット（Global
Action Summit）
」と名付けられた年次大会である＊１。2014 年は 11 月 17 日、
18 日にナッシュビルで開催され、私も参加して発表する機会を得た。

＊ 1

http://globalactionplatform.
org/

ナッシュビルといえばカントリーミュージックの中心地、音楽の街として知ら
れる。音楽産業が盛んで、さまざまな音楽イベントが催される。そのランドマー
」を
クの一つである「ミュージック・シティーセンター（Music City Center）
会場として、米国を中心に世界各地からビジネスリーダー、大学研究者、官僚、
非政府組織（NGO）指導者らが集い、意見交換や情報交換を行うとともに、年
間の活動報告を対外的に発信した。
CNN キャスターとして人気の高いファリー
ド・ザカリア（Fareed Zakaria）氏を総合司
会に据えるなど、メディアを通じた広報体制も
万全だ。全体会議が華やかでエンターテイメン
ト性に富む一方、食・健康・繁栄の 3 テーマ
に分かれた分科会のパネルディスカッションで
は、本音ベースで実質的・具体的な議論がなさ
れた。惜しむらくは、三つのテーマ分科会が同
時並行し、限られた日程で多数のセッションを
実施するため、異分野間の議論機会が限られて
いたことだ。非常にオープンな雰囲気の全体会
議ディナーや、早朝ウォーキング企画等では、
参加者間の自由な交流・議論が盛んに行われた。
産学官連携による新しい価値の創造を推奨す

サミット 2014 プログラム
表紙は会場となったナッシュビル市のミュー
ジック・シティーセンター
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る賞（Global Shared Value Award）も用意され、今回は m&m’
s® チョコレー
トでおなじみの Mars 社が受賞した。飲料ビジネス展開のためにパプアニューギ
ニア、スマトラ、タンザニアなどでコーヒー栽培を展開する際、カリフォルニア
大学デービス校と共同で現地栽培加工技術の普及や技術開発、技術者養成を継続
的に行ってきたことが評価された。大学院生を対象に次世代リーダー育成セッ
ションもあった。産学官リーダーを聴衆に各自が未来戦略案を発表し、議論し、
助言を得るという、
切磋琢磨（せっさたくま）するネットワークを形成していた。
このサミット開催には、ナッシュビル市、テネシー州も全面的に支援しており、
次なるステップ“oneC1TY”でも重要な役割を担っている。

■ oneC1TY の役割
oneC1TY は、グローバル・アクション・プラットフォームの活動拠点を社会
に実装し、さらに活性化するために、ナッシュビル市内中心地に 8 万 m2 の敷地
を得て建設中の教育研究情報拠点である。ナッシュビル伝統の音楽エンターテイ
ンメントのための劇場等も備えた総合キャンパスとして、まもなく（本年 5 月）
竣工・始動予定だ。
産・学と食・健康・繁栄の分野横断的な取り組みに焦点を当て、Convene（年
次大会開催など）だけでなく、残る三つの C、Challenge（イノベーションお
よび起業への投資推進）
、Connect（オンラインによる世界的な連携情報検索）
、
Communicate（議論・教育・啓蒙〔けいもう〕
）の充実を図る。企業の研究開
発（R&D）と高等教育機関の教育・研究が、
関連分野と融合しながら共同する「場」
、
共同するパートナーを見いだす「場」を創出しようというわけだ。
テネシー州のビル・ハスラム（Bill Haslum）知事は、企業の経済発展を支え
る人材育成を州経済成長促進策の主要項目に位置付け、青少年・社会人の教育向

上
中
下

パネルディスカッション
全体会議ディナー
Global Shared Value Award 受賞式

上に力を入れている。雇用する側が必要とする技術を持つ大卒者育成を中心とし
た「2025 年までに同州内の短大卒以上の学歴保持者を 55% にまで引き上げる」
目標（Drive to 55）に向けた施策として、2 年制コミュニティーカレッジや専
、高校生のための数学補習支援プ
門学校の授業料無料化（Tennessee Promise）
ログラム（SALIS）等が実施されている。その施策の中で、産学連携の活性化を
明確なターゲットとして、ナッシュビルを産学連携による教育・人材育成の拠点
モデルとすることに州・市を挙げて協力しようというのだ。産学官連携の力点が
教育に置かれているところに大きな特徴があり、今後の波及効果や展開が期待さ
れる。
oneC1TY で学の中心になるのが、南部アイビーリーグの雄、ヴァンダービル
ト大学である。健康医学研究の強みを生かし、ナッシュビルにある他の大学・研
究所とともに拠点形成の中核を成す。農耕、エネルギー、水消費、食糧生産・加
工・包装・分配におけるイノベーションでは、カリフォルニア大学デービス校
の参画も欠かせない。キャンパス内に独立する World Food Center、CIFAR
、さらに学部横
（California Institute of Food and Agricultural Research）
断プログラム「グローバル・ヘルス・シェア・イニシアチブ（Global Health
Share Initiative）」をはじめ、世界戦略・国際戦略と地域産業活性化の両輪で進
28
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められる産学連携は、グローバル・アクション・プラットフォームと志を同じく
する。加えてハーバードビジネススクールがカンバーランドセンターを同大戦略
競争研究所と位置付け、参画している。
そのほかにグローバル・アクション・プラットフォームおよび
oneC1TY
の technology, scientific research,
collaborations
in healthcare, information

oneC1TY captures advancements in the human experience that result from

entrepreneurship and a mindful development philosophy. These synergies are woven

into the public
spaces and the built environment that comprise oneC1TY.
活動を支える重要パートナーには、
世界銀行、
Diplomatic Courier
社（メディア）

が挙げられる。イノベーションへの投資はもとより、戦略的投資に向けて資金確
GLOBAL THOUGHT

driving innovation through collaboration
保は欠かせない。世界銀行だけでなく、民間企業、とりわけ大企業に学・官・地
collaboration | innovation | technology | you

域を含めた融合的・総合的発展の重要性を強く訴え、明確に認識・理解させて資
LOCAL IMPACT
nashville

reflecting Nashville’s investments in health, culture and our unique
金提供を促し、資金を地域の中小企業の活性化・人材育成に活用すれば、双方が
urban fabric

利益を得る win-win 連携を促進し企業の価値も高まることを、発信・教育・啓

PERSONAL HEALTH

leveraging the opportunity to be の
students of mindful living and improve
蒙している。これもグローバル・アクション・プラットフォーム、oneC1TY
human performance

a Cambridge mindful living community
使命の一つである。

oneC1TY is a collection
of diverse places
designed as a catalyst
for mindful, healthy
living and a fully
integrated extension of
Nashville’s urban fabric.

1

The WATERSHED
Water quality gardens
double as a series of outdoor
rooms for great minds to
steep and chance meetings
to change our world.

2

The LOOP
The urban, modern lane
brings together office +
residential uses to create,
collaborate and cohabitate.

3

4

The YARD
A community lawn and
stage anchor this multipurpose gathering
place surrounded by
Nashville’s finest outdoor
dinning experience.

COMMUNITY TABLE
Anchored by healthy eating,
local food is the main focus
for this teaching and dinning
experience. Nothing brings
a community together
like food (and music).

5

6

C1TY AVENUE
oneC1TY’s high touch
pedestrian shopping
experience brings together
the best local + national
retailers that embody our
quest for a high quality of life.

C1TY BLVD
This lush boulevard is not only
the collector for everyday
traffic, but also the poster
child for sustainable living.

oneC1TY 完成予想図

■グローバル・アクション・サミットでの教訓
グローバル・アクション・サミット 2014 閉幕にあたっては、未来のミュー
ジカル・スターを目指して学ぶ若者たちが、ミュージカル「レ・ミゼラブル」の
中の歌を熱唱し、苦難の中にも希望を見いだし、ともに生きていこうというメッ
セージに参加者全員が包まれた。このあたりの演出は米国にはなかなかかなわな
いが、日本の産学官連携も、われわれの未来が miserable にならぬよう、グロー
バルとローカルの両視野、そして教育・人材育成の視点を持つことが望まれる。
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イベント
レポート

国連防災世界会議 パブリック・フォーラム内シンポジウム

「災害に強くしなやかな社会の創造を目指して ～防災研究の
新たなパラダイムとファンディング機関の役割～」

独立行政法人＊1 科学技術振興機構（以下「JST」）は、この3月18日、宮城県仙台
市にある東京エレクトロンホール宮城で、第3回国連防災世界会議のパブリック・
フォーラムの催しの一つとしてシンポジウム「災害に強くしなやかな社会の創造を
目指して ～防災研究の新たなパラダイムとファンディング機関の役割～」を開催
した。

＊ 1

開催当時。2015 年 4 月 1 日
より国立研究開発法人。

■国連防災世界会議とは
国連防災世界会議とは、世界中から首脳・閣僚を含む
各国の防災関係者が集まり、世界の防災戦略について議
論を行う会議で、国連が主催する。今回が第 3 回目で、3
月 14 ～ 18 日に仙台で開催された。本会議では新しい国
際的防災指針である「仙台防災枠組 2015-2030」と、防
災に対する各国の政治的コミットメントを示した「仙台宣
言」が採択された。パブリック・フォーラムは、会期中に
政府機関、地方自治体、非営利団体（NPO）
、非政府組織
（NGO）、大学、地域団体など、国内外の多様な機関・組
織が、防災や減災、復興に関する
取り組みを広く発信するものであ
る。さまざまなシンポジウムやセ
ミナー、展示などは、すべて一般
公開されている。JST 主催の本シ
ンポジウムも、
パブリック・フォー
ラムの一つとして開催された。
これまで、JST では、防災に関
わる研究開発を継続的に支援して
きた。東日本大震災以後は、復興
促進センター
（以下
「当センター」
）
の設立や被災地における科学コ
ミュニケーションの実施など、防
災・減災分野において幅広い活動
をしている。本シンポジウムは、
これまで JST が取り組んできた
研究開発とその社会実装への取り
組みと成果を紹介するとともに、
ファンディング戦略の方向性など
について、来場者も含めて議論を
深め、今後の防災研究の振興の在
30
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写真 1

会場の様子

【主なプログラム】
● JST の防災研究開発事業の俯瞰
泉 紳一郎（JST 経営企画部 重点分野推進チーム社会技術・社会基盤分野 研究監／
社会技術研究開発センター（RISTEX）センター長）
●研究成果紹介
「大規模・高分解能数値シミュレーションの連携とデータ同化による革新的地震・津

波減災ビッグデータ解析基盤の創出」越村俊一（東北大学災害科学国際研究所 教授）
「フィリピン地震火山監視強化と防災情報の利活用推進」

井上 公（防災科学技術研究所 総括主任研究員）
「超高時空間分解能を有するリアルタイム降雨予測技術の研究開発」

大石 哲（神戸大学 自然科学系先端融合研究環 都市安全研究センター 教授）
「災害現場における救急救命用スタンドレス輸液装置の開発」

福江高志（岩手大学工学部機械システム工学科 助教）
「首都直下地震に対応できる被災者台帳を用いた生活再建支援システムの実装」

田村圭子（新潟大学危機管理室 教授）
「復興の基幹建設材料となるコンクリートの長期耐久性を可能にする改質フライアッ

シュの技術開発」
佐藤嘉昭（大分大学工学部福祉環境工学科建築コース 教授）
「いのちを守る沿岸域の再生と安全・安心の拠点としてのコミュニティの実装」

石川幹子（中央大学理工学部 教授）
●パネルディスカッション
～防災研究の新たなパラダイムとファンディング機関の役割～
 モデレータ：泉 紳一郎（JST ／ RISTEX センター長）
パネリスト：林 春男（JST ／ RISTEX 領域総括、京都大学防災研究所教授）
本藏義守（JST ／地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム
（SATREPS）防災分野 研究主幹、戦略的国際共同研究プ
ログラム（SICORP）研究主幹、東京工業大学 名誉教授）
寺
 沢計二（JST 復興促進センター センター長）
渡辺美代子（JST 執行役）
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り方を検討することを目的とした。シンポジウムには 150 名余りの方々が参加
された（写真１）。

■活発な議論が行われたパネルディスカッション
シンポジウムでは、
「予防」
「応急・復旧」
「復興」の
災害対応フェーズにおいて、JST がこれまで実施してき
たさまざまなプロジェクトの研究開発成果が研究者によ
り紹介された。当センターが実施する復興促進プログラ
ム（マッチング促進）からは、「災害現場における救急
救命用スタンドレス輸液装置の開発」
（福江高志 岩手大
、
学工学部機械システム工学科 助教）
「復興の基幹建設
材料となるコンクリートの長期耐久性を可能にする改質
フライアッシュの技術開発」
（佐藤嘉昭 大分大学工学部
福祉環境工学科建築コース 教授）の 2 テーマが紹介さ
れた。災害対応フェーズごとに参加者との質疑応答が行

写真 2

パネルディスカッション

われ、発表者と参加者の間で活発なやりとりが行われた。
その後のパネルディスカッションでは、防災に関連するプログラムの統括者や
運営関係者が、
これまでの JST の活動を俯瞰
（ふかん）
して総括するとともに、
ファ
ンディング戦略の方向性など、今後の展開について議論した（写真２）
。当セン
ターからは寺沢計二センター長がパネリストとして参加し、今後の防災研究にお
いて「有事だけでなく平時から定常的なビジネスとして成立させていくことを考
えていくべき」
、
「技術開発だけではなく、そのための社会的な仕掛けが必要であ
る」との問題提起をした。
各パネリストからの説明後、ディスカッションに移り、質疑
応答も交え、活発な議論が行われた。
全体を通じて、防災研究において、あらためてファンディン
グ機関に大きな役割が求められていることが確認され、本シン
ポジウムは終了した。

■同時開催されたブース展示
国連防災世界会議開催期間中、「せんだいメディアテーク
ギャラリー」において、東北の防災・復旧・復興に関する取り
組みの紹介や、国内外の諸団体による防災・復興に関するブー
ス展示も行われた（写真３）。当センターでは、シンポジウム
で発表した「復興の基幹建設材料となるコンクリートの長期耐
久性を可能にする改質フライアッシュの技術開発」のブース展
示をここで行った。ブースでは、コンクリートの見本のほか、
英語によるパネルを掲示して展示し、世界に向けて成果を発信
した。
（国立研究開発法人科学技術振興機構 JST 復興促進センター）

写真 3

復興促進センターのブース展示
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復興促進プログラム成果発表・展示会
「未来を創る東北の力─科学技術の英知・絆の成果─」in 東京

イベント

東日本大震災復興支援事業の成果発表

レポート

独立行政法人＊１ 科学技術振興機構（以下「JST」）は3月24日、コクヨホール（東
京都港区）において、成果発表・展示会『未来を創る東北の力－科学技術の英知・
絆の成果－』in東京を開催した。

JST では、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の発生
を受けて、2012 年度に JST 復興促進センターを開設、
盛岡、仙台、郡山に事務所を設置するとともに、目利き
人材としてマッチングプランナー 18 名を配置して、被
災地企業と学との産学連携を支援する復興促進プログラ
ムを実施し、イノベーションによる被災地の復興を支援
してきた。
今回の成果発表・展示会は、当センターが支援した企
業の研究開発成果を広く全国の方々に知っていただくこ
とと、マーケットへのアピール、
ビジネス to ビジネス（B
マッチングを目的に開催した。
ホール会場でのキー
to B）
ノートスピーチの後、支援企業によるショートプレゼン
テーションをホール会場と展示会場とで実施した。これ
と並行して展示会場では、成果発表パネルと成果見本を

＊１

開催当時。2015 年 4 月 1 日
より国立研究開発法人。

【主なプログラム】
＜コクヨホール＞
●キーノートスピーチ
①「科学技術で未来を創る─ JST の震災復興への取組─」
中村道治（科学技術振興機構 理事長）
②
「震災復興の現状について報告」
小沢喜仁（福島大学副学長（地域連携担当）
・地域創
造支援センター長、JST 復興促進プログ
ラム（マッチング促進）プログラムオフィ
サー）
●成果発表パート
14:30-17:00 展示課題のショートプレゼンテーション
＜多目的ホール＞
●成果の展示会（B to B マッチング）
12:00-18:00 成果展示
●成果発表パート
14:30-17:00 展示課題のショートプレゼンテーション

展示して支援企業の研究開発成果を分かりやすく紹介するとともに、商談コー
ナーを併設した。

■新しい東北に向けて、東北一丸となって取り組む
キーノートスピーチの前に、川上伸昭文部科学省科学技術・学術政策局長より
来賓挨拶があった。川上局長は、
「復興促進事業のイベントには毎回たくさんの
方々が訪れ、高い関心を持っていただいている、政府の一員としても科学技術の
力で震災復興に役立っていきたい」と述べた。
続いて登壇した高橋宏明一般社団法人東北経済連合会会長は、
「被災地の市街
地整備や生活再建はいまだ問題が山積し、福島の復興はようやく始
まったところ」と現状を報告した後、東北経済連合会と JST が連
携した成果事例を紹介し、
「新しい東北を目指して、東北一丸となっ
て取り組んでいる」と述べた。

■キーノートスピーチ
まず、中村道治 JST 理事長から「科学技術で未来を創る―JST
の震災復興への取組―」
と題したキーノートスピーチが行われた
（写
真１）。
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写真１

キーノートスピーチが行われたホール会場
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その中で、わが国の経済における「ものづくり産業」の位置付けや、産業の新
たな牽引（けんいん）役について、そして激しい国際競争の下、最新の研究成果
や技術シーズを迅速に社会実装につなげていくベンチャー企業や中小企業の重要
性などについて説明した。さらに、復興促進プログラムを通じて育ててきた「東
北復興モデル」の成果を、
わが国の経済発展のために広く活用することを提言した。
また、震災後学んだこととして、地域やセクターの枠組みを超えたネットワー
ク、連携が重要であること、JST は復興を目指す現地の活動をサポートしていく
ことが大事であること述べ、締めくくった。
続いて、小沢喜仁国立大学法人福島大学副学長（地域連携担当）
・地域創造支
援センター長、JST 復興促進プログラム（マッチング促進）プログラムオフィ
サー）が、震災復興の現状について報告した。
そこでは、復興・再生に向けた取り組みが少しずつ形になり明るい兆しが見え
るものの、福島第一原子力発電所事故やその風評被害などの影響でさまざまな課
題が重層化し、地域によって課題がより複雑な状況になっていること、さらに、
復興に関わる課題解決に向け、中小企業自らの開発型への転換、地域発のイノ
ベーションの取り組みこそが必要であることを述べた。

■支援企業 59 社のショートプレゼンテーションと成果展示会
復興促進プログラム（マッチング促進）の実施課題のうち、
支援企業 59 社の研究開発成果について、
「製造」
「医学・医療」
「農業・農産加工」
「漁業・水産加工」
「エネルギー・電池」
「情
報通信」「放射線測定等」「環境・社会基盤・その他」
、の分野
に分かれて紹介し、今後の取り組みや連携に向けた PR を行っ
た（写真２、３）。
例えば、漁業・水産加工分野の「課題名：三陸沿岸周辺海域
産の低・未利用魚の練り製品化（出展企業：有限会社三陸とれ
たて市場）」の展示ブースでは、開発したかまぼこサンプルの

写真２

ショートプレゼンテーション

試食を行った。このかまぼこは、三陸で通年漁獲されるが冬期
間にしか価値の付かない「ドンコ」を使った新たな練り製品で、
シログチを用いた高級かまぼこに匹敵する食味を呈することが
分かってきたことを説明した。

■約 540 名が参加
成果発表・展示会には 540 名もの方々が参加された。参加

写真３

成果展示会

者は、キーノートスピーチや各被災地企業の研究開発成果の説明を熱心に聞き入
り、商談コーナーではより踏み込んだ商談や有用な情報交換が行われていた。
この活動を通じて、JST が支援した被災地企業の成果が全国の方々に知られる
とともに、新たなビジネスパートナーの獲得や販路開拓に結び付いていくことが
期待される。
（国立研究開発法人科学技術振興機構 JST 復興促進センター）
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科学技術イノベーションへの道（８）

産学官連携
ジャーナル

大学時代の学習とキャリア形成

アーカイブ

「人材」はイノベーション創出のためのキーワードの一つ。産学の効果的な連携を進め
るためのヒントを大学生活の過ごし方に探る。

10．「優れたマネージャー」を生み出す「熱心な論文執筆」
2008 年に、人材に関する以下のような記事を掲載した。
● 2008 年４月号～６月号
濱中淳子氏

連載『新しい技術者像を探る』工学系卒業生のキャリア形成
（上）
「大学時代の過ごし方と技術者の地位」
（中）
「技術者にとっての読書」
（下）
「工学系卒業者の誰が『優れたマネージャー』になるのか」

筆者の濱中氏は「教育」の研究者。連載記事は大学の工学系卒業生に行ったア
ンケート調査結果から、大学時代の過ごし方とキャリア形成の関係を考察したも
のだ。
大学時代の学習熱心度は、卒業時の知識・能力獲得程度に影響を与える。
その知識・能力の量が、現在の知識・能力獲得程度につながり、ひいては現
在の地位も規定する。直接的ではないが、こうした間接的な効果が大学時代
の学習にはある。大学時代、熱心に学習していた者ほど、社会に出てから活
躍する可能性が高いということである。


濱中淳子氏



連載『新しい技術者像を探る』

工学系卒業生のキャリア形成（上）「大学時代の過ごし方と技術者の地位」
マネージャーの場合、業績の具合を決める経験はサークルでも一般教育科

目でもなく、論文執筆。研究室に所属した後、熱心に論文を執筆したものほ
ど優れたマネージャーになっているという実態である。


同連載（下）「工学系卒業者の誰が『優れたマネージャー』になるのか」

示唆に富む論考である。濱中氏の小誌最初の記事は、 2008 年１月号の特集
『人材を問う 今のままで産学連携を担えるのか』の中の「博士の『就職』を促
進する条件」
。この中で、いまの博士はかなりの程度の事務能力やコミュニケー
ション能力を備えていること、また、博士は即戦力と捉えるべきではなく、企業
による育成が必要であるとし、企業に「とりあえずの博士の採用」を勧めている。
同氏のポスドク問題への視点は小誌にとっては新風で、読者にも好評だった。そこ
で、別のテーマについて相談し、執筆してもらったのが上記の連載である。同氏
には『工学部離れは本当か？』という２回連載（2009 年６月号、７月号）もある。


（登坂和洋）
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秋田で学ぶ大学経営の実践
秋田市にある開学 10 年の公立大学法人国際教養大学を訪問した。授業は英語で行われ、1
学年の定員は約 180 名。場所は秋田駅から車で 40 分の秋田空港のそばで、大学と空港以外
は田園風景が広がり、勉学に集中できる環境だ。卒業生の就職は引く手あまたで、昨年、「国
際教養大学の学生はリクルートスーツを着用しない」と発表したのは有名だ。
まず驚いたのは、学長、教員のみならず、事務員の意識も異様に高いことだ。学生からのさ
まざまな提案に教員や事務員が熱心に耳を傾け、さらに良い提案になるように内容をブラッ
シュアップしている。大学食堂のスタッフも、留学生との会話に困らぬように自主的に英会話
のトレーニングをしたり、メニューの英語掲示をするなどの工夫をしている。ちなみに大学図
書館は 24 時間 365 日開館だ。
大学経営面では、秋田県が運営交付金として年間 10 億円を拠出している。当初、県議会では、
「県内出身学生が少ない、県内就職が少ない」など、地域貢献度に対して、さまざまな意見があっ
たという。しかし、今や、全国的な知名度が上がり、文部科学省のスーパーグローバル大学事
業に採択されるなどの圧倒的な成果で、理解者、応援者が増えてきたとのこと。「秋田でもで
きる！」に、大きな元気をいただいた。
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）

地方創生と産学官民連携
今年 2 月、高知大学の主催による COC（地［知］の拠点整備事業）全国ネットワーク化に
関するシンポジウムが高知で開催された。そのパネルディスカッションの中で、「地域の産業
づくりのため、大学は地域に“どっぷり”漬かってほしい」「地元企業と学生との距離を縮め
るような活動を進めていきたい」といった発言があった。地方創生の流れもあり、大学に対す
る地域貢献への期待はますます高まっていることを実感する。
さて、このような背景の中、高知県では県庁主導の下、
「高知県産学官民連携センター（愛称：
ココプラ）
」が 4 月に開所した。このセンターは、高知市中心部の高知県立大学キャンパス内
に設置され、「知の拠点」「交流の拠点」「人材育成の拠点」という三つの拠点機能を持つ。高
知工科大学も含めた県内の高等教育機関や県庁の担当者が日常的にセンターに集まり、コミュ
ニケーションを深めることでイノベーションの創出を目指す、文字通り地域の総力を挙げた取
り組みである。6 月には、高知の産学官民コミュニティ「土佐まるごと社中」との連携により、
開設記念イベントが開催される予定である。ぜひご注目いただきたい。
佐藤 暢

産学官連携ジャーナル（月刊）
2015 年 4 月号

2015 年 4 月 15 日発行
PRINT
ONLINE

ISSN 2186 － 2621
ISSN 1880 － 4128

Copyright ©2015 JST. All Rights Reserved.

編集・発行

高知工科大学 研究連携部 研究連携専門監

国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）
産学連携展開部
産学連携プロモーショングループ

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

問い合わせ先

「産学官連携ジャーナル」編集部
田井、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

35

Vol.11 No.4 2015

産学官4月号.indb

35

2015/04/02

17:10:42

産学官連携ポータルサイト

産学官の道しるべ
https://sangakukan.jp

産学官

検索

「産学官の道しるべ」
は、産学官連携活動に関わる多くの方々が
ワンストップで必要な情報を入手できるよう、産学官連携に関連する情報を網羅的に収集し、
インターネット上で広く一般に公開しているポータルサイトです。

産学官連携に関する情報提供 https://sangakukan.jp/event/
◆ イベント情報
全国で開催されている産学官連携に関するシンポジウム、セミナー等の
イベント情報をタイムリーに掲載
ＨＰ上でイベント情報の外部投稿を随時受付中
◆ 産学官連携データ集
産学官連携の実績を分かりやすく図表などで示すデータ集
知的財産（国内、国際）、共同研究・受託研究、大学発ベンチャー、
TLO、基本統計データ、学術論文の被引用動向データ、ほか掲載

産学官連携ジャーナル

https://sangakukan.jp/journal/

産学官連携に関係する幅広い分野の記事を提供している
オンラインジャーナル。毎月15日に発行！
◆ 掲載分野
産学官連携、起業、知的財産、人材育成、金融機関との連携、
MOT・教育、地域クラスター、国の予算・政策、国際連携、
海外動向、共同研究開発、事業化など

産学官連携支援データベース https://sangakukan.jp/shiendb/
産学官連携活動を支援するために有用な情報をデータベース化し、ネット上で公開
【約3,000件】◆ 事業・制度ＤＢ

… 産学官連携に利用できる国・地方自治体の支援制度や
財団法人等の助成制度や公募情報のほか、ベンチャーを
支援するベンチャーキャピタルや金融機関の支援制度情報

【約2,100件】◆ 産学官連携従事者ＤＢ… 公的機関に所属するコーディネーター等の情報

「産学官連携ジャーナル」は国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）が発行する
月刊のオンライン雑誌です。
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