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特集

■ 集魚用の大光量 LED照明の開発

■ ヒトiPS細胞由来血小板の大量製造法

■ 超高速度ビデオカメラの開発

■ バイオ3Dプリンティング技術による再生医療分野での新たな産業創出

■ 新しい機能性ポリマー製造技術の開発

■ 新しくなった研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）

シーズを発掘して
実用化する

ベンチャーキャピタルと連携した
大学成果の実用化支援
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巻 頭 言

日本の人口は 1億 2000 万人で、経済規模は世界第 3位である。経済規模は、近年、中国に 2
位の座を譲った。人口 13億人の中国の経済は、今後、曲折があっても、欧米日の先進国の生活水
準に近づくだけでも巨大化していくであろう。日本としては、経済規模の追求もさることながら、
米国よりも進歩した未来像とイノベーションを提案し、実現できるかが鍵になろう。人類への貢献
が経済成長にも連結する道を模索したい。
産学官連携には、社会で異なった役割を持つ組織が協力し合い、それぞれの特徴を合わせること
で“価値の積”を生み出すという重要な役割が期待されている。日本の産学官連携は長い歴史を持っ
ている。明治・大正期に欧米の優れた科学技術や産業の移入に努めたとき、大学や国の研究機関が
その先駆けを果たした。そこから、全国各地に近代産業が興った。第 2次世界大戦後、米ソの対
立から、日本の産業復興が許された。欧米の最新の、さらには実用以前の科学技術や産業システム
を日本人の持つ緻密さを加えて積極的に取り入れ、急速な産業展開ができた。ここでも、産学官連
携による移植と日本の独自性の追加が有機的・効率的に働いたが、急速な工業化の進展は日本の自
然環境を劣化させ、公害として社会に問題を突きつけた。その結果、産業への協力を大学が忌避す
る風潮が日本中を席巻した。しかし、公害問題の克服や重化学工業の現代化、オイルショックの克
服には、産学官連携が不可欠であった。私が所属する九州環境管理協会は、九州の水俣、洞海湾、
有明海などでの公害問題克服を大学から発信し、実施する財団法人として、九州全県の教授有志が
結集した組織である。自治体、企業と一体となって、大学の持つ科学技術力と独立性を活用し、九
州各地の環境改善の核となるべく設立された初期の“大学発ベンチャー”といえる。これまで、テー
マを発展させながら実力を養い、現在は福島の原子力発電所事故からの復興に対して、放射性物質
の調査、分析、アセスメントの面で手伝いをしている。
高度成長後、過剰投資によりバブル景気となり、バブルがはじけた後、経済の停滞が続いた。近
年、ノーベル賞が多くの日本人研究者に贈られ、学術上の大発見や大発明が産業創出につながって
いる。現政権の大胆な金融緩和策、財政出動により経済が刺激され、円安による輸出利益確保、株
高がもたらされて、日本社会に活気が戻りつつある。これから、より実質のある社会進捗（しん
ちょく）につながる経済成長を実現することが、本来の目標である。
現在、人類社会がイノベーションを必要としている分野として、①医療を含む広義の情報技術

（IT）の社会への導入、　②エネルギー環境の不可分な領域の進化、　③地域ごとの特徴ある物づく
りと流通・人的交流、が挙げられる。人類の将来像を描き、バランスのとれた進化を目指すことが
できれば、先進国と新興国・途上国、あるいは大都市と過疎地の格差を減じ、安定した地球社会が
実現できよう。いずれの分野の進展も、産学官が共同して計画し、おのおのの分担や特徴、創造性
を発揮し、目的を実現することが大切である。そのためのプラットホームの構築、すなわち人材を
鍛え、育てる社会を構築し、おのおのの創造性の鼓舞とその結合を促進させることが成功の鍵であ
ろう。科学技術振興機構がその発信源となり、人材育成の核となり続けることを期待している。

■産学官連携への期待と将来の方向

持田　勲
もちだ　いさお
一般財団法人九州環境管理協会　理事長（代表理事）／九州大学　名誉教授
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特 集 シーズを発掘して実用化する

 ■大光量 LED照明メーカーとして 

交和電気産業株式会社（以下「当社」）は、次の三つの製品群を柱として事業
を展開している。
①一般用 LED照明（投光器、天井灯など）
②農業用 LED照明
③水産用 LED照明
また、次世代型の大光量 LED照明の開発・設計と製造、販売も行っている。
当社の大光量 LED照明は、単一光源式の大規模 LEDモジュールを用いてい
るため、大光量で光が広がり遠くまで届く。また、LEDベアチップ（LED素子）
の搭載法や蛍光体の調合、照明器具の組み立てまで、自社で開発・設計し、一貫
生産ラインに乗せられるため、用途や目的に応じた発光色の LED（光波長制御
型 LED）の生産が可能である。

 ■産学官連携で集魚用 LED照明の開発を始めたきっかけ 

わが国の漁業経営環境は、原油価格高に伴う漁船の燃料費高騰、漁業従事者の
高齢化、地球環境変動による漁場の変化などに起因して悪化している。
この漁業経営状態を改善する第一の対策が、灯火漁法で使う高出力ハロゲン電
球の消費電力を低減し、照明用発電機台数や燃料費を削減することだった。鹿児
島大学水産学部の安樂和彦准教授は、高出力ハロゲン電球の代替として低消費電
力で高効率な LED照明の開発を当社に依頼した。この依頼がきっかけで、当社
の技術を活用した集魚用大光量 LED照明の開発を始めた。
第二の対策が、短時間で漁ができる高効率化漁業の実現だった。そこで船舶運
航時間や漁業作業時間を短縮できる集魚用 LED照明システムを、九州産業大学
情報科学部の田中康一郎教授と共同で開発することにした。

 ■集魚用 LED照明に求められるもの 

集魚用LED照明の要素技術として、魚に有効な魚比視感度補正後放射照度（魚
の比視感度補正後の放射照度）の向上を目指し、LEDベアチップと蛍光体材料

集魚用の大光量LED照明の開発

漁業用照明は国際宇宙ステーションから見てもそれと分かるほど光量が大きい。
従来の照明ではエネルギー消費が大きかったが、産学官連携による漁業用 LED照
明の開発によって、それがぐんと改善された。

新井　良一
あらい　りょういち

交和電気産業株式会社 
経営推進管理室 取締役
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の探索、LEDベアチップと蛍光体との組み合わせの検討、蛍光体を添加した蛍
光体樹脂層の層厚などの蛍光体層設計の検討などを行った。
次に実験用の小型サンプルを試作して評価した。LED素子への投入電力を一
定として、オーシャンオプティクス社製の色測定システムを用いて放射照度を測
定した。そのデータから、独立行政法人＊1 科学技術振興機構の研究成果最適展
開支援プログラム（A-STEP）のシーズ育成タイプで確立した標準作用効率推定
ワークシートを用いて、魚比視感度補正後放射照度と作用効率を算定した。この
評価結果を表 1に示す。魚比視感度補正後放射照度は、2012 年 ( 平成 24 年 )
度は 660（相対値）だったが、2013 年 ( 平成 25 年 ) 度には 10％強向上して
730 となり、目標をクリアした。これは青色 LED素子の発光効率アップによる
ところが大きい。

集魚用 LED照明システムでは、LED水中灯に水濁、水深、水温センサーを搭
載し、海水の濁度により自律的に照度制御する研究を行った。収集したデータは
LED水中灯に取り付けたハードウエア基板で集約して船上のサーバーに転送し、
漁獲データと組み合わせて統計的に分析した。得られた結果を次回の漁獲への推
奨情報として提供することにより、漁業作業時間短縮と燃料費削減、漁業作業の
標準化を目指した情報化漁業を研究した。

 ■研究成果を活かして実用化した集魚用 LED照明 

高効率な漁獲を実現させるため、魚群行動に対する発光
スペクトル特性と発光量との関係を調査・解析した。この
結果を基に、魚群行動を制御可能な最適発光スペクトル特
性と発光量を持ち（図 1）、かつ発光量が制御可能な大光量
集魚用 LED照明を開発して製品化した（写真 1、2、3）。
LED水中灯は、短時間で高効率な漁獲を可能にするため

に、自律式照度制御機能などを付加するとともに、集魚状
態に応じた LED照明の発光量制御やスマートフォンなどに
よる遠隔制御ができるようにした。

 表 1 　発光部光源仕様と光源特性

 図 1 　魚の視感度特性と LED光源特性（光波長 nmと相対強度）

＊1 
当時。2015 年 4 月 1 日よ
り国立研究開発法人。
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試作した集魚用 LED照明で操業試験を行ったところ、集魚性や漁獲量は同
等で、従来の高出力電球集魚灯に比べて消費電力を約 80％削減できることが分
かった。具体的には、照明用燃料が 12.2 リットル／時から 5.1 リットル／時へ
約 58％削減（削減金額年間約 87万円）、照明用発電機数が 2台から 1台に、発
電機の回転数を 830rpmから 780rpmに低減できた。これらの省エネルギー効
果は漁業経営の安定化と共に低炭素社会の実現にも貢献できる。また、光の広が
りや発光色、操作性（小型・軽量化）など、漁業者ニーズを取り入れた LED集
魚灯を開発した意義は大きい。

 ■集魚灯の市場と今後の展望 

集魚灯の国内市場規模は、水産庁の漁船統計の船数から計算した灯数から約
5000 億円と推定される。当社の売上予測は、年間約 6億円である。
今後、漁業における全体の燃料費（灯火用＋船舶移動用）を削減するために、
さらなる高効率 LED集魚灯や、気象データ（海面温度等）と連携させた、より
強力な漁業支援ができる集魚用 LED照明システムの実現が期待される。

 写真 1 　600W船上灯  写真 2 　1kW水中灯

 写真 3 　本集魚用 LED照明（LED水中灯、LED船上灯）を漁船に搭載した様子
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特 集 シーズを発掘して実用化する

 ■ iPS細胞を使った血小板の大量製造 

株式会社メガカリオン（以下「当社」）は、東京大学医科学研究所の中内啓光
教授と京都大学 iPS 細胞研究所の江藤浩之教授らの開発したヒト iPS 細胞（人
工多能性幹細胞）由来の巨核球を不死化させる技術、ならびに不死化した巨核球
を凍結保存する技術を基に、ヒト iPS 細胞から誘導した巨核球が産生する血小
板製剤の臨床応用を目指している。当社は、独立行政法人＊1 科学技術振興機構
（JST）の研究成果最適支援プログラム（A-STEP）起業挑戦タイプの支援を受け、
2011 年 9月に中内教授、江藤教授らを創業者として設立された。
当社技術の特徴は、血小板を産生する成熟巨核球の前駆細胞の不死化・凍結保
存を実現したことにより、血小板の安定供給と大量培養を可能にしたことである
（図 1、2、3参照）。必要な時にいつでも、どこでも、短期間で血小板製剤を製
造することができるこの技術は世界に類を見ない。

ヒトiPS細胞由来血小板の大量製造法

山中伸弥教授が発明した iPS 細胞（人工多能性幹細胞）はさまざまな応用が期待
されている。最も早く実用化されそうな応用の一つが iPS 細胞を使用した血小板
の大量製造である。

三輪　玄二郎
みわ　げんじろう

株式会社メガカリオン 
代表取締役社長

＊1 
当時。2015 年 4 月 1 日よ
り国立研究開発法人。

 図 1 　iPS 細胞から血小板へ
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 ■産学官連携で iPS由来血小板製造技術の実用化に取り組む 

中内教授と江藤教授は、ヒト iPS由来血小板製造技術をいち早く実用化させる
ため、2010 年から 2013 年までA-STEP 起業挑戦タイプ課題「ヒト血小板製剤
の製造法開発」として臨床応用の準備研究を実施した。その結果、本格的な臨床
開発に進む成果が得られた。
事業活動の本格化に際しては、山中伸弥教授発明の iPS 細胞という日本発の
革新技術の実用化を目指すプロジェクトであることから、株式会社産業革新機構
に事業資金や人材、その他の支援を受けた。さらに、アベノミクスにおけるイノ
ベーション成長戦略の柱である iPS 細胞を応用した再生医療の嚆矢（こうし）と
なるナショナル・プロジェクトとして、関係省庁も含むオールジャパンの支援を
受けている。
また、江藤研究室と中内研究室の成果を円滑に事業に応用するために、両研究
室と定期的に開発会議を実施し、情報共有に努めている。

 ■血小板大量製造法の概要と血小板製剤の市場 

血小板大量製造法の概要を図４に示す。iPS 細胞から誘導した造血前駆細胞に
複数の遺伝子を導入し、巨核球細胞へ分化誘導後、培養規模を順次拡大し巨核球
細胞を増殖させる。その後、増殖した巨核球を成熟させ、血小板を放出させる。
血小板を分離、濃縮し、血小板製剤とする。
患者への標準的投与では、1回分（約 200ml）として 2,000 億個の血小板を
必要とする。国内では年間約 100 万回投与分の需要があり、米国では日本の 2
倍の需要はあると見積もられている。
血小板製剤の市場規模を金額にすると、日本は700億円、米国は1,300億円、
欧州は 1,000 億円となる。献血由来の血小板製剤は少子高齢化の進行により需
給がひっ迫し、10～ 15 年後には必要量の 2割程度の献血が不足すると予想さ
れている。当社の製造する iPS細胞由来の血小板製剤は、医療先進国における献

 図 2 　成熟巨核球  図 3 　成熟巨核球から放出された血小板
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血不足の補完を目指しているが、献血システムの整備が不十分な医療途上国への
供給も視野に入れている。

 ■製品化への道筋と今後の展望 

当社の iPS 細胞由来血小板製剤は、iPS 細胞による再生医療の課題である、が
ん化問題がないことが大きな特徴である。血小板は巨核球の産生物で細胞核を持
たないため増殖する能力はない。従ってがん化することもないのである。この点
は iPS 細胞の医療利用に際して大きなメリットである。
当社で製造する血小板製剤は、2017 年に、日本と米国で臨床試験を開始する
計画である。現在の培養システムで投与 1回分の血小板製剤の製造を実現して
いる。臨床試験は被験者数が限定されるため、現在の培養システムで十分対応で
きると考えている。今後の課題は上市後の年間数十万回投与分の大量製造システ
ムの開発である。これについては、2020 年頃の製造販売承認を見据えて研究を
進めている。
2015 年 3月の第 13回国家戦略特別区域諮問会議において、世界の医療分野
におけるわが国の国際競争力の強化に寄与する取り組みであり、かつ革新的な再
生医療に関する研究開発で、その事業化の推進が国家戦略特区の目標に寄与する
として、当社は国家戦略特別区域法に基づく特定中核事業の適用第 1号案件と
して内閣総理大臣より認定を受けた。今後は、国策による支援を活用し、わが国
のみならず世界の医療分野に対する貢献とわが国の再生医療技術のさらなるプレ
ゼンスの拡大に寄与することを当社は目指す。

 図 4 　血小板大量製造法の概要
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特 集 シーズを発掘して実用化する

 ■従来の高速度ビデオカメラの限界と新型開発の経緯 

先端材料や先端機器の高速動力学の研究、プラズマや放電などの超高速現象の
研究では、画像による観測や解析が必須である。これらの分野の開発者や研究者
向けに、株式会社島津製作所（以下「当社」）では、2003 年から、撮影速度が
100 万コマ／秒を超える、超高速度ビデオカメラ（以下「高速度カメラ」）を供
給している。
当社の高速度カメラでは、バーストイメージセンサーと呼ばれる特殊なイメー
ジセンサー（撮像素子）を使用している。バーストイメージセンサーは、画素と
直結した映像記録用メモリーを内蔵し、画素で発生した映像信号をメモリーへ完
全パラレル転送することにより、超高速映像記録を実現している。
従来のバーストイメージセンサーは、画素とメモリーをCCD（電荷結合素子）
で形成していたが、CCDは消費電力が大きい上、100 万コマ／秒以上の高速化
は困難なこと、画素とメモリーが隣接して配置されるためクロストーク（不必要
な信号漏れ）による画質の劣化が発生しやすいなどの問題があった。
当社の高速度カメラも従来型はCCD型バーストイメージセ
ンサーを搭載しているが、さらなる高速化という市場の要求を
受け、1000 万コマ／秒を超える新しい高速度カメラの開発を検
討するにあたって、CCD型では実現困難であるとの結論へ至っ
た。そこで、東北大学大学院工学研究科 須川成利教授の指導の
下、世界で初めてCMOS（相補性金属酸化膜半導体）型バース
トイメージセンサーを搭載した高速度カメラを開発することに
なった。CMOS型バーストイメージセンサーは消費電力が小さ
く、100 万コマ／秒以上の高速化に対応できることに加えて、
CCD型と比べて画素とメモリーの配置の自由度が格段に大き
く、画素とメモリーを空間的に分離して配置できるため、クロス
トークによる画質劣化が少ないという利点がある。
東北大学における超高速CMOS型バーストイメージセンサー
の小規模試作による原理実証を経て、大規模な開発資金・人員
が必要となる製品規模のイメージセンサーの設計・試作・検証
を、2009 年から独立行政法人＊1 科学技術振興機構（JST）の研

超高速度ビデオカメラの開発

1000 万分の 1秒というごく短時間に起こる現象を記録するには、新しいイメー
ジセンサー（撮像素子）の開発が必要だった。島津製作所は東北大学とこの課題
に挑み、世界最高速レベルの機器を開発し、製品化した。

冨永　秀樹
とみなが　ひでき

株式会社島津製作所 分析
計測事業部 試験機ビジネ
スユニット マネージャ

 写真 1 　FTCMOSイメージセンサー

 写真 2 　高速度ビデオカメラHyper Vision HPV-X
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究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）シーズ育成
タイプの支援により実施することができた。2011 年から
は開発したイメージセンサー（「FTCMOSイメージセン
サー」と呼んでいる、写真 1）を搭載した高速度カメラの
開発を開始し、2012 年に製品を発売した（写真 2）。

 ■開発した高速度カメラの特長とその応用分野 

こうして開発された高速度カメラは、単一の固体撮像素子を搭載したビデオカ
メラとしては世界最高クラスの 1000 万コマ／秒の撮影速度を実現した。記録コ
マ数は最大 256 コマ、画素数は最大 10万画素である＊2。
100 万コマ／秒を超える超高速映像記録・再生による観測や解析が必要とさ
れる分野は、航空・宇宙機器や自動車の開発、医療分野の基礎研究、半導体・産
業機器やコンシューマー機器の開発など、多岐にわたっている。例えば、宇宙機
器は地球の衛星軌道上を高速周回する宇宙ごみと衝突する危険性があるし、航空
機は鳥や雹（ひょう）との衝突、被雷により損傷する危険性がある。そこで、航
空・宇宙機器やその外装材料の開発においては、飛翔体と高速衝突したときの機
器や材料の耐衝撃性、被雷による損傷挙動などをあらかじめ調べておく必要があ
る。この目的のために高速度カメラが使用されている。また、空力設計のため
の超音速風洞実験や新しい推力発生装置の開発における衝撃波や爆轟（ばくご
う）波などの高速波動現象の基礎研究にも高速度カメラが使用されている。図 1
は、高速な飛翔体が標的材料へ衝突した際の破壊挙動を調べるための高速衝突実
験の画像である。ガスガンと呼ばれる高速の飛翔体を生成する装置から放出され
た樹脂球（ナイロン製）が、標的材料である透明積層材（ポリカーボネート製）
と衝突して、積層材が破壊する過程を撮影している。衝突によって発生した応力
波により積層材内部にクラックが発生し、成長していく様子が鮮明に捉えられて 
いる。

実用的な観測や解析に十分な記録コマ数と画素数を持つ、1000 万コマ／秒の
超高速映像記録・再生技術は、当社の高速度カメラの出現によってはじめて可能
になった技術である。その応用分野は今後も広がり続け、科学技術や産業の発展
に寄与していくものと期待している。

 表 1 　高速度カメラの主な仕様

＊2 
当社の高速度カメラの撮影・
記録モードは「記録コマ数
優先モード」と「画素数優
先モード」の二つがある。
各モードの仕様は表1参照。

 図 1 　 透明積層材と樹脂球の高速衝突 
（撮影速度 200万コマ／秒）

5 7s 01s 51s s

30 53s 04s 54s s25 s

0 s 20 s

05 s

256 128

5 10

1000 500

＊ 1 
当時。2015 年 4 月 1 日よ
り国立研究開発法人。
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 ■再生医療に 3Dプリンティング技術を活かす 

株式会社サイフューズ（以下「当社」）は、独自のバイオ 3Dプリンティン
グ技術で再生医療の実用化を目指すベンチャー企業である。2010 年に創業、
2015 年 6月時点の社員数は 20名、事業モデルは、
（1）バイオ 3Dプリンター事業
（2）三次元細胞製品のライセンス事業
（3）三次元細胞製品の受託製造事業
である。既に実現できたビジネスは（1）であり、（2）と（3）は現在、開発段
階である。これまでにベンチャーキャピタルおよび事業会社から約 20億円の資
金調達を行った。

 ■細胞を積層して立体組織にする基本技術の開発 

細胞を積層して立体組織を作製する基本技術は、佐賀大学医学部臓器再生医工
学講座の中山功一教授（現在）らが九州大学整形外科在籍中に発明した。再生医
療研究では 90年代からコラーゲンなどのバイオマテリアルと細胞を混ぜて立体
組織を作製する研究が広がった。中山教授らは細胞塊同士が融合して一体化する
現象に着目し、隣接した細胞塊の配置を串状の足場で一時的に保持することに
よって大型の細胞構造体が作製できることを確認した（写真 1、2）。この技術
は九州大学から PCT出願＊1 され、各国での特許登録が進んでいる。
その後、中山教授らは細胞塊を拾い上げて剣山上に移動させるロボットの試作
機を独立行政法人＊2 科学技術振興機構（JST）の支援＊3 を得て作製し、自動化
にめどを立てた。

 ■起業へ 

筆者は、2009 年はじめに、中山教授から起業家探しの相談を受けた。当時、
筆者は大手電機メーカーでの技術職などを経て、外資系コンサルティング会社に
勤務していた。中山教授とは中高の同級生という縁で、ライフサイエンス系のビ
ジネス人材を探す手伝いを始めたが、リーマン・ショック後で、自ら起業家を引

バイオ3Dプリンティング技術による
再生医療分野での新たな産業創出

三次元（3D）プリンターが急速に普及し、今後は医療への応用が期待されている。
細胞組織の三次元化（立体化）が、臓器再生の実現には必須で、それに適した技
術だからである。

口石　幸治
くちいし　こうじ

株式会社サイフューズ 
代表取締役社長

＊1 
特許協力条約（PCT：Patent 
Cooperation Treaty）に基
づく国際出願。

＊2 
当時。2015 年 4 月 1 日よ
り国立研究開発法人。

＊3 
重点地域研究開発推進プロ
グラム（育成研究）：JST イ
ノベーションプラザ福岡 平
成 18年度採択課題「バイ
オラピッドプロトタイピン
グシステムの開発」
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き受ける人物はなかなか見つからなか 
った。
一方、筆者は以前より「日本発の技術
で世界で勝負する」というキャリアビ
ジョンを持っていた。再生医療は門外漢
であったが、人材探しの中で、その社会
的意義の大きさと新しい産業としての可
能性への理解を深め、事業プランのイ
メージが固まるにつれて、自分で実行し
たいという思いを強くしていった。投資
家のめどが立っていない中での起業は無
謀にも思えたが、最終的にはやるリスク
よりやらないリスクのほうが大きいと考
え、起業を決断した。
その後、JSTの研究成果最適展開支援
プログラム（A-STEP）の起業挑戦タイ
プに応募した。研究開発や事業開発など
に年間最大 5千万円が助成されるとい
う内容で、面接までは進んだものの、実
証データが不足しているということで
不採択となった。しかし、単年度上限 1
千万円のフィージビリティースタディー
には採択されることになり、九州大学において骨・軟骨再生用幹細胞構造体の製
法の改良と動物実験による有効性の確認が進められた。
一方、バイオ 3Dプリンターはなかなかグラント（研究補助金）が獲得できず、
個人投資家から集めた数千万円の資金を使って澁谷工業株式会社に開発を委託し
た。澁谷工業は業務用ボトリングシステムのトップ企業であり、当時、再生医療
への進出を狙って社内プロジェクトを立ち上げていた。われわれとは 2009 年か
ら経済産業省、独立行政法人＊4 産業技術総合研究所の紹介で交流が始まり、翌
年の当社創業後にシステムの共同開発契約を締結して以来、連携を進めている。

 ■期待される細胞組織の立体化技術の応用分野 

細胞組織の立体化技術の応用は目的によって三つのカテゴリーに分類できる。
第 1のカテゴリーは、従来の注射による細胞移植の課題であった生着率を大

きく高める「三次元細胞デリバリー技術」である。応用例は軟骨再生、脊髄再生、
心筋再生などが挙げられる。この場合は生体内で細胞構造体の成熟が進んで目的
の組織が形成されることを期待している。
第 2のカテゴリーは、さまざまな細胞を材料とした「生体デバイス」を加工
する技術である。応用例は血管、泌尿器、肝臓、気管などが挙げられる。この場
合は移植後、速やかに目的の機能を発揮することが求められるので、移植前の組

 写真 1 　積層直後の細胞塊

＊4 
当時。2015 年 4 月 1 日よ
り国立研究開発法人。

 写真 2 　 チューブ状細胞構造体 
（佐賀大学中山研究室提供）
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織成熟工程が重要である。
第 3のカテゴリーは立体ヒト組織で創薬における候補物質の毒性などを評価
する創薬支援技術である。疾患特異的 iPS 細胞（人工多能性幹細胞）を用いるこ
とで難治性疾患の病態モデルを作製することも可能と考える。応用研究は臓器お
よび疾患に対する専門知識が必要で、産学連携とともに異分野連携が鍵となる。
市場規模は 2030 年に 1兆円と予測される国内再生医療市場において、細胞

組織の立体化技術が必要な市場は約 3600 億円程度と試算されている。また海外
の市場規模は国内の約 10倍と推定されている＊＊1。

 ■融合領域の研究を促進するための異分野連携 

バイオ 3Dプリンティング技術はバイオロジー（生物学）とエンジニアリング
（工学）の融合領域である。応用研究を加速させるためには、バイオ研究者のニー
ズをエンジニアが的確に吸い上げて装置の改良にフィードバックするサイクルを
機能させる必要がある。このために当社ではバイオ研究者に加えてエンジニアの
採用も進め、日常的に社内で連携できる体制を取った。今では社外ユーザーのサ
ポートにも社内エンジニアで対応できる体制を整えている。

 ■今後の展開 

現在、当社のバイオ 3Dプリンター（写真 3）は、国内の大学で 7台が稼働し
ている。今後は海外でも装置販売を行い、技術普及と応用技術の育成を推進す
る。将来的には組織製品の臨床開発、薬事承認取得および販売は大手企業に分担
してもらい、当社は臨床用のバイオ 3Dプリンティングシステムを備えた製造拠
点を構えて製造・品質管理を担うことにより、新たな産業の創出に貢献していき
たいと考えている。

 写真 3 　バイオ 3Dプリンターの外観

＊＊1 
再生医療の実用化・産業化に
関する研究会．再生医療の実
用化・産業化に関する報告書．
経済産業省．2013，46p．
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 ■高性能な色彩材料製造のための新しい技術 

大日精化工業株式会社（以下「当社」）は顔料＊1 の国産化を目指して 1931 年
に創業した。以来、顔料の合成・処理技術、樹脂合成技術、分散・加工技術の三
つをコア技術として、機能性顔料、プラスチック着色剤、印刷インキ、ポリウレ
タン樹脂、天然高分子製品などを製造・販売している。
当社は、京都大学化学研究所の後藤 淳准教授の発明である「有機触媒を用い
たリビングラジカル重合（以下「本技術」）」を色彩材料（色材）開発の中核技
術として位置付け、世界市場で特徴ある色材製品を開発することを目的として、
独立行政法人＊2 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）シーズ育成タイプの「有機触媒型リビングラジカル重合を基盤とし
た高性能高機能色彩材料の開発」として研究を進めた結果、実用化を達成できた
ので、ここで紹介する（写真 1）。

A-STEP を通して産学官連携が始まったのは、2008 年に開催されたナノ材料
新技術説明会での京都大学化学研究所の辻井敬亘教授（当時は助教授）の講演が
発端である。講演の後の面談で辻井教授から後藤准教授を紹介され、当時発明
されたばかりの本技術を提案された。その後、実験室レベルでの重合方法やポリ

新しい機能性ポリマー製造技術の開発

長さのそろった高分子（ポリマー）をつくるのは難しい。大学で発明されたシー
ズ技術を、産学官連携で実用化技術まで育て上げたのが、ここで紹介する有機触
媒型リビングラジカル重合法である。

嶋中　博之
しまなか　ひろゆき

大日精化工業株式会社 
技術本部 基幹技術統括部 
重合研究部 部長

＊1 
塗料などを着色する物質。
無機顔料と有機顔料がある。

＊2 
当時。2015 年 4 月 1 日よ
り国立研究開発法人。

 写真 1  　有機触媒型リビングラジカル重合法用の重合装置
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マー解析などの教示を受けながら共同研究を行い、A-STEPまで進んだ。
本技術は、容易に入手可能な有機化合物を触媒に使用するので、コスト面で有
利なことが特長の一つである。またさまざまな官能基をポリマーに付与できるの
で、対応可能な用途が多く、汎用（はんよう）性が高い。当社では、本技術が従
来の色材製造に役立つだけでなく、情報技術（IT）、環境、エネルギーなどの幅
広い分野への展開が期待できると考えた。そこで本技術の工業的製法の確立のた
め、A-STEPの支援を受け、
①本技術の性能の更なる向上検討
②本技術に適したパイロットプラントの設置
③本技術を利用した色材用機能性材料の開発
を目標として研究開発を進めた。

 ■リビングラジカル重合の原理と特長 

1 種類または複数の低分子化合物（モノマー）を化学反応で結合させて高分子
化合物（ポリマー）をつくることを重合という。ビニル系モノマー＊3 の重合では、
ラジカル重合という方法がよく用いられるが、得られるポリマーは分子量分布が
広く、構造の制御もできない。そこで考えられたのが、それを改良したリビング
ラジカル重合という方法である。この方法なら、分子量分布が狭く構造の制御さ
れたポリマーを得ることができる。
図 1にリビングラジカル重合の基本概念を示す。リビングラジカル重合では、
ポリマーと保護基（X）が共有結合した休眠種（図 1の Polymer-X）を用いる。
触媒が作用すると、休眠種から成長ラジカル（図 1の Polymer・）が一時的に
生成する（活性化反応）。この成長ラジカルにモノマーが付加してポリマー鎖が
伸びる（成長反応）。モノマーがなくなると、成長ラジカルは保護基と結合して、
もとの休眠種に戻る（不活性化反応）。このサイクルを繰り返すことにより、ポ
リマー鎖はほぼ均等に成長し、分子量がそろう。さらに、ブロック共重合体（図
2参照）などを容易に得ることができる。

リビングラジカル重合にはさまざまな手法があるが、それぞれ一長一短があ
り、使用するモノマーの性質や得ようとするポリマーに応じて使い分けられて 
いる。

 ■新しい技術を利用した高性能分散剤の製造 

本技術は、有機ヨウ素化合物を開始化合物とし、触媒に有機化合物を使用す
る。いずれも汎用の市販品を使用できるので、コスト的に有利である。有機ヨウ

＊3 
ビニル基（H2C＝CH－）を
持つモノマーの総称。

 図 1 　リビングラジカル重合の基本概念
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素化合物からラジカル成長種を発生させることを制御重合に利用した新しいリ
ビングラジカル重合法なので、可逆的移動触媒重合と名付けられている（図 2）。
本技術は、さまざまな官能基を持つモノマーに対して有効で、色材製品に使用さ
れる機能性ポリマーの開発に適している。

当社では、本技術で作製したポリマーの顔料分散剤への応用を検討した。顔料
分散剤は顔料を水や油などに均一に分散させる役割を持つ。ポリマーの顔料分散
剤の場合、図 3に示すように、ポリマーは顔料へ吸着する部分（図では赤い丸）
と、分散媒体に親和する部分（図では青い丸）とからなる。通常、ラジカル重合
で得られる顔料分散剤は、顔料へ吸着する部分と分散媒体に親和する部分がラン
ダムに配列したランダム共重合体（図 3左）で、しかも分子量がそろっていない。
一方、本技術で得られる顔料分散剤は、顔料に吸着する部分と、分散媒体に溶解
する部分がそれぞれまとまったブロック共重合体になる。

ランダム共重合体の顔料分散剤は、顔料吸着部位がランダムに存在して顔料に
「点」で吸着するのに対し、ブロック共重合体の顔料分散剤は、顔料吸着部位が
「線」になっているので、その分、顔料への吸着力が強い。同様なことが分散媒
体との親和性にもいえる。この二つの作用により、本技術で作製した顔料分散剤
を使うと、さまざまな環境・条件下において、顔料粒子を安定に分散することが
できる。
本技術により、顔料などのナノ粒子を安定に分散させる分散剤などの実用化に
成功した。当社では、本技術による関連製品で年間売り上げ数十億円以上を目指
している。後藤准教授が発明した有機触媒型リビングラジカル重合法による製品
を世の中に数多く送り出すことで、社会に貢献したいと考えている。

 図 3 　ランダム共重合体型分散剤（左）とブロック共重合体型分散剤（右）の分散イメージ

モノマーBモノマーA ヨウ化アルキル

有機触媒 分子量分布の
狭いポリマー

ブロック共重合体

 図 2 　可逆的移動触媒重合によるブロック共重合体の作製
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特 集 シーズを発掘して実用化する

国立研究開発法人 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）は、産学連携による技術移転を支援するためのファンディング・
プログラムで、2009 年度から始まった。このプログラムは、大学・公的研究機
関等で生まれた国民経済上重要な研究成果を実用化につなげることを目的として
いる。ステージ I（可能性検証フェーズ）、ステージ II（実用性検証フェーズ）、
ステージ III（実証試験・実用化フェーズ）の三つの研究開発ステージで構成され、
以下の三つの特長がある。
1） 研究開発フェーズがどの段階にあっても申請できる。
2） 複数の研究開発フェーズを継続して推進することができる。
3） 研究開発の効率性アップのために研究開発計画のアドバイスを受けること
ができる。

2015 年度は、各ステージにおける支援タイプの構成や運用の仕方を大幅に見
直し、新A-STEP として始動した。具体的には、ステージ I では、優れた基礎
研究成果や産業界のニーズに基づく技術シーズを実用化に向けた研究開発に効率
よくつなぐため、新たに「戦略テーマ重点タイプ」と「産業ニーズ対応タイプ」
を設置した。また、ステージ II では、既存の二つの支援タイプを統合し、支援
期間・支援規模に、より柔軟性を持たせた「シーズ育成タイプ」を用意した。さ
らに、企業主体のステージ III では、より制度利用者のニーズに応えるために、
「NexTEP-B タイプ」を発足
させた。このタイプでは、企
業側の研究開発費負担をマッ
チングファンドと収益に対す
る実施料徴収の併用とし、支
援終了後の企業負担を軽減 
した。
今回の制度改革により、わ
が国の産学連携活動の基盤と
なる技術移転プログラムとし
て、A-STEP が、より一層、
イノベーションの効果的・効
率的な創出に貢献していくこ
とを期待している。

新しくなった研究成果最適展開支援
プログラム（A-STEP）

産学連携による技術移転を支援するための科学技術振興機構のファンディング・
プログラムA-STEP が新しくなった。どこが変わったのか。

科学技術振興機構
産学連携展開部
研究支援グループ

　＊ 以下のタイプについては 2014年度をもって新規募集は終了。 
探索タイプ、シーズ顕在化タイプ、起業挑戦タイプ（若手起業育成含む）、実用化挑戦タイプ（創薬開発）

＊＊2015年度新規公募から、ハイリスク挑戦タイプは、シーズ育成タイプに統合。

 表 　各支援タイプの概要
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ベンチャーキャピタルと連携した
大学成果の実用化支援

大学の成果をいかにして発掘し、実用化につなげるか。この課題の解決のために、
立命館大学ではベンチャーキャピタルと連携してベンチャースピリットを持つ
教員を支援する「実用化・社会実装促進プログラム」を実施している。

■私立大学におけるベンチャー支援

大学職員が、産学連携による実用化（事業化）支援やベンチャー創出に取り組
むことは、非常に難易度の高い業務である。私見の産学連携難易度（図 1）に示
すように、事業化支援は「産学連携の具体化」であり、ベンチャー支援は「産学
連携の結実」であるため、大学職員の実務（ミッション）境界ラインを越えてい
るといえる。ただし、これでよいのか？という疑問は、いつも抱えていた。
立命館大学（以下「本学」）は、独立行政法人＊1 科学技術振興機構（JST）が
発行した「産学官連携データ集 2013 ～ 2014」において、大学発ベンチャー設
立数で全国 16位にランキングされているし、本学教員設立のベンチャーで上場
を目指している企業も確かにある。文部科学省も官製ファンドである「官民イノ
ベーションプログラム」を立ち上げて国立大学内に学内ベンチャーファンドを創
設し、産学共同の大学発ベンチャーに資金を投下する取り組みを進めている。そ
のような状況で、研究資源や研究施設・設備で国立大学に劣る、私立大学である
本学が対抗し得る企画ができないものかといつも思案していた。
ベンチャー支援にあたり、①ベンチャーキャピタル（以下「VC」）が大学発
ベンチャーに投資するタイミング、②○○大学○
号ファンドなどの仕組み、③上場見込みがない場
合の対処法、の 3点について気掛かりなことが
あり、自分なりに調べてみた。その結果、①につ
いては、高い事業性が見込めるシード・アーリー
段階にあること、②については、○○大学におけ
るベンチャー投資を目的として投資家を募り、運
用期間（多くは10年）を設定した基金にすること、
③については、投資先の大学発ベンチャーに自社
株を買い戻させるなどの余裕があればよいが、な
い場合は特許権をも含む資産の売却になるケース
も想定されること、が分かった。

■「実用化・社会実装促進プログラム」の提案

利潤追求が目的でない大学がベンチャー支援のプロであるVCと連携して何
ができるかと思案する中で、温めていた企画が「教員の実用化のアイデアをイン

野口　義文
のぐち よしふみ

立命館大学 研究部 事務
部長、産学官連携戦略本
部 副本部長

＊1 
当時。2015 年 4 月 1 日よ
り国立研究開発法人。

図 1　産学連携難易度
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キュベーションさせるため、VCにシード・アーリー以前の段階、つまり教員の
アイデア創出の段階に資金提供してもらえないか」というものであった。ただ、
ある意味では投資であるが、シーズをインキュベーションさせるためのスタート
アップ資金（＝研究費）であるため、連携してくれるVCが現れるかは確信が
持てなかった。
そこで、具体的に企画したのが表 1の「実用化・社会実装促進プログラム（概
要）」という学内助成制度である。このプログラムのイメージを図 2に示す。本
学がVCと提携し、大学内に眠る事業化可能な技術を掘り起こす。有望な案件
は、VCが事業計画作りから支援する。VCのベンチャー支援ノウハウを取り入
れ、大学発の新事業づくりを加速するというのが骨子である。
実施プロセスは、まず教員から事業化を目指す技術を学内募集する。審査は、
大学とVCとで審査委員会を開催し、10件程度の採択案件を選ぶ。案件が採択
された教員には 1件 150 万円程度を支給し、研究計画を申請時につくってもら
う。最終的に有望と判断されれば、VCから起業も含めた支援を受ける。
この企画のプレゼンテーション資料を作成し、自信満々でVC、銀行、証券会
社、商社などのベンチャー支援機能を持つ企業を訪問した。しかし、企画の評価
は高かったものの、「特定の大学の支援はできない」「寄附金のような支出は困難」
「効果が不透明」「事業化見込みがないと社内決裁は困難」など、コメントは厳し
く、成果は挙がらなかった。次回提案して駄目だったら当面企画はお蔵入りにし
て景気のタイミングなどを見定めた上で再活動する
ことを決心し、最後にアタックしたのが、日本ベン
チャーキャピタル株式会社（NVCC）であった。
NVCC は京都大学や大阪大学などの大学発ベ

ンチャーへの投資実績はあるが、これまではベン
チャー企業の発足後に出資していて、事業化する
技術を選ぶ段階から関与するのは初めてだった。
NVCCの奥原主一社長は「技術を拾い上げるとこ
ろから関与した方が投資効率は高い」との考えだっ
た。つまり、大学発ベンチャーは、技術力があって
も、市場調査の不足などから販売活動で苦戦する
ケースが多く、最近では大学発ベンチャーの起業数
も、NVCCが特に注力している関西では減ってい
た。本学にとっては、「目利き」としてVCの力を
導入することで、埋もれている学内の技術をより多
く実用化できる可能性が高まる。双方が手を組めば
WIN-WINの企画になることが功を奏した。
昨年、実現したこの「実用化・社会実装促進プ
ログラム」では、学内から人文社会科学系が 8件、
自然科学系が 26 件、合計で 34 件の申請があり、
12 件を採択した。内容も「バッテリーレス無線尿
失禁センサーシステム」や「自走式ロボットによる

表 1　実用化・社会実装促進プログラム（概要）

目　　的

大学の研究成果の実用化や社会実装を通じて、新たな
事業やサービスを創出し、社会的課題の解決と産業・
経済への貢献を図ることを目的とした、技術移転・研
究成果の社会還元を促進するプログラムである。学内
の研究成果、知見、技術などの実用化や社会実装に関
するフィージビリティ・スタディ（実現可能性調査）を
支援する。

助成対象
分野や領域を問わず、研究成果を応用した新たな製品
やサービスの創出に資する取り組み計画を助成対象と
する。

助成採択規模 1件あたり 150万円を上限として助成

研究期間 9ヶ月

申請資格 本学の専任教員（有期限の任用者を含む）、特任助教、
助手、専門研究員、研究員、プロジェクト研究員

受給義務

① 成果や取り組み内容を記載したポスターを作成する
こと。
② 学内外で開催する展示会や技術発表会、プレス発表
等での展示や発表に協力すること。

審　　査 学内外の有識者から組織する審査委員会において、評
価項目に基づく審査を行い、採否を決定する。

申請内容の
例示

・　 情報通信技術（ICT）、心理学、社会学の知見を応用
した災害時における新たな避難誘導システムの開発

・　 環境学、経営学、経済学の知見を活用した新たな経
営評価指標の開発

・　 生命科学、薬学、工学の技術を応用した新たな病理
検査装置の開発など
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配管非破壊検査技術」など、真に実用化を目指した案件が集まった。
1年経過した今年の 3月には、採択した 12件の案件について、研究成果報告
会をNVCC出席のもとに開催し、「申請課題の内容」「研究計画・方法」に加え、
「これまでの研究進捗状況と成果内容」「今後の製品化（事業化）の予定および課題」
について報告を行った。報告会の後、①実用化・社会実装の可能性、②実用化・
社会実装した場合の採算性、③マーケット見込み、という観点からNVCCと協
議を行い、4件のプロジェクトについて、2015 年度も 2014 年度と同等額の継
続支援を行うこととした。このような継続支援により、実用化スピリットをさら
に高揚させた教員たちが、並行して学外資金を積極的に獲得し、研究成果創出を
加速化させることは言うまでもない。
NVCCとも協議し、2015 年度も 5月から新規募集することが決定した。こ

の記事が掲載されるころには、斬新なアイデアの案件も採択されていることだ 
ろう。

■ベンチャースピリットの正の連鎖を

やはり大学は大学発ベンチャー支援を諦めてはいけないと思う。この企画を通
じて、大学職員がベンチャースピリットを示さねばならないことを痛感した。大
学職員が「やる気」を出せば、教員も「腰を上げ」、教員が腰を上げれば、学生
も「好奇心を抱く」。学生が好奇心を抱けば、大学が「元気」になる。元気な大
学が、この大競争時代を生き抜くことは間違いない。次の大学発ベンチャー支援
の企画も念頭にあるので、ご期待いただきたい。

VC

1 150
F/S

VC

VC

…

図 2　実用化・社会実装促進プログラムのイメージ
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未利用資源を活用した「アスパラ平麺」の開発

佐賀県はアスパラガス収穫量が全国第二位である。そのアスパラガスの「破棄部
分」を「資源」と捉え、開発されたのがアスパラ平麺である。

■「破棄部分」を活用できないか

有限会社佐嘉の絲（以下「当社」）は、2004 年の創業以来、佐賀県産の原料
をほぼ 100％使用し、添加物を一切加えずに「安心・安全・健康・美味」をコ
ンセプトとして、海苔麺の製造・販売を行っている。海苔麺を作っているのは全
国で当社だけである。売り上げは増加傾向にあり、認知度も上がっている。一方
で企業の発展性を考えると、これに次ぐ新商品の開発が課題だった。
アスパラ平麺の開発は、JAさが中部地区（佐賀市）アスパラ部会で、佐賀県

のアスパラガス出荷量（約2,000トン、当時）の約16％に当たる320トンもの「切
下（きりした。未利用部分のこと）」として破棄されていると聞いたのがきっか
けで始まった。アスパラガスは年間を通して収穫できるため、破棄部分を活用し
た商品を開発すれば、原料の安定供給も期待できるだけでなく、破棄に掛かる生
産者の負担を解消できるのではないかと考えた。

■未利用部分に含まれる栄養成分ルチン

最初に述べたように、当社のコンセプトは「安心・安全・健康・美味」である。
手始めにアスパラガスに含まれる成分を調べた。文献などから、アスパラガスの
主な栄養成分はルチン、アスパラギン酸、プロトディオシンであると分かった。
それではアスパラガスの未利用部分に含まれる栄養成分はどうだろうか。自社
設備では調べることができないので、徐福フロンティアラボ＊1 に協力を依頼し
た。液体クロマトグラフ質量分析計を用いて計測した結果、ル
チンが多く含まれることが分かった。その量は、ルチンが特に
多いとされるそばの約 200 倍だった。ルチンは、動脈硬化の
予防、肝臓の線維化の予防に効果が見られるといわれている。
また、アスパラガスに含まれるルチンは熱に強く、水に溶けに
くい性質を持っているため、製麺加工にも適している。
安心・安全の観点から残留農薬や一般細菌数についても分析
を行ったが、残留農薬は検出されなかったし、一般細菌数も基
準値内という良好な結果を得た。
これらの結果から、生産者の課題であった未利用資源を活用
し、機能性を高めた新商品ができると確信し、アスパラ平麺の
開発に着手した。

吉原　成子
よしはら　せいこ

有限会社佐嘉の絲／株式
会社ヨシモト 取締役社長

＊1 
「さが機能性・健康食品開発
拠点」。科学技術振興機構支
援の下、佐賀県、佐賀大学
等が中心となり 2011 年に
設立した。
http://jofuku-labo.jp/

写真 1
アスパラ平麺パッケージ
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■産学官連携でアスパラ平麺を開発

開発を始めたときから麺の形状は平麺と決めていた。アスパラ平麺を使った料
理が次々に頭の中に浮かんできたのである。麺のサイズを決定するためにさまざ
まな幅・厚さの平麺を試作し、試食を繰り返した。自社店舗の客、取引金融機
関の人、西九州大学より紹介された学生ら、約 140 名に協力してもらい、モニ
ターテストを実施した。色、香り、食感、味を 4段階で総合評価し、その結果
をもとに原料の配合を調整、一袋（160 グラム）当たりアスパラガス約 13本分
のルチンが配合された栄養豊かなアスパラ平麺が完成した。
アスパラ平麺は、平麺にしたことでスープやソースがよく絡み、「サラダ麺に
したらすごくおいしかった」「トマトソースが好き」など好評を得ている。また、
アスパラガスが苦手な人でも食べられるように調理の工夫もしている。例えば、
ぜんざいに餅の代わりに入れたり、きな粉と黒蜜をかけて食べるなどのスイーツ
レシピを開発し、人に薦めている。読者の手にアスパラ平麺が届くことがあれば
ぜひ試してほしい。

■安心・安全な商品づくりで地域貢献を

アスパラ平麺の製造・販売に至るプロセスで築いた生産者の方々との連携と、
そこで得られた技術は、当社の商品開発にとって大きな糧となっている。ルチン
の分析や製造設備の導入などは、佐賀県地域産業支援センターや佐賀大学、西九
州大学、徐福フロンティアラボなど、多くの機関の協力なくして成し得なかった
ことである。産学官の連携により誕生したアスパラ平麺は、販売開始から 1年
がたち、改良点も見えてきている。零細企業ならではの頭の痛い課題もあるが、
一つ一つクリアしながら改良を進めていきたい。
販売開始後、多くのメディアに取り上げられ、全国からの反響も大きかった。
消費者の方々と接する中で、食の安全や健康への消費者の関心の高さをあらため
て感じている。当社では、これからも「安心・安全・健康・美味」のコンセプト
を絶対条件として商品開発を進めていくとともに、アスパラ平麺開発の経験を生
かし、徐福フロンティアラボや自治体、大学などの協力を得ながら、消費者に喜
ばれる商品を開発することで、さらなる地域貢献と恩返しができるよう努力して
いきたい。

写真 2　アスパラ平麺に黒蜜ときな粉をかけたスイーツ



24 Vol.11  No.6  2015

社会の担い手を育てる
BtoB型起業家教育プログラム
―千葉市・千葉大学連携事業「西千葉子ども起業塾」―

企業から消費者へ（BtoC）という仕事は身の回りに例が多く、子どもも理解しや
すいが、企業から企業へ（BtoB）という仕事は子どもには見えにくい。見えにく
いものをあえて選んで教育に役立てようという試みが「西千葉子ども起業塾」だ。

■企業間取引（BtoB）型の仕事を体験する

千葉市と千葉大学は、2010 年度から、小中学生を対象とした起業家教育プロ
グラム「西千葉子ども起業塾」を共同事業として開催している。このプログラム
では、子どもが「会社」を作り、その会社で仕事をすることを通して、社会の問
題を解決する実践的な能力を育てることを目標にしている。
起業家教育というと、米国でよく行われているレモネード売りのように、一
般消費者に対して物やサービスを提供する BtoC（Business to Consumer ／
Customer）型の仕事を扱う場合が多い。中
学校などで実施される職業体験学習でも、
スーパーマーケット、コンビニエンススト
ア、書店などのBtoC型の仕事が多く取り上
げられる。こうした仕事は、子どもの目に触
れることが多く、子どもも理解しやすい。
しかし、社会には企業同士の BtoB

（Business to Business）型の仕事も多く、
こうした仕事は子どもたちに見えにくい。だ
からこそ、BtoB 型の仕事を扱うプログラム
が求められる。
西千葉子ども起業塾は、BtoB 型の仕事を
扱うことを特徴としている。具体的には、次
のような仕事を扱う（2014 年度の例）。
常 ナツコース：8 月に 3日間連続で開催。JR 総武線西千葉駅前で開催される
「第三土曜市」というイベントに貢献する仕事を、このイベントの運営団体
との契約によって子どもたちの「会社」が実施する。
月 イチコース：半年間、毎月 1回開催。千葉市中央区川崎町に工場のある JFE
スチール株式会社との契約によって、子どもたちの「会社」が、JFE スチー
ルの工場見学会で使用する千葉市の歴史に関する情報収集や土産品の企画・
製作を行う。

取引先となる企業・団体には、「会社」の子どもたちを基本的に大人として扱い、
仕事に高い質を求め、成果主義で報酬を支払う契約を結ぶ。子どもたちは、責任
をもって仕事をすることを学ぶ。

藤川　大祐
ふじかわ　だいすけ

千葉大学 教育学部 
教授・副学部長

図1　西千葉子ども起業塾ポスター
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■ゲーミフィケーションの活用

西千葉子ども起業塾のプログラムでは、現実をゲーム化する「ゲーミフィケー
ション」という手法を活用している。起業塾の活動全体が現実と虚構を重ね合わ
せたものとなっている。子どもたちは、適切に利益を出して地域社会に貢献する
仕事をするという目標（ゴール）に向かい、起業塾が定めたルールに従って、活
動を進めていく。ゴールやルールはガイドブックとしてまとめられていて、事前
に子どもたちに送付される。子どもたちはあらかじめこのガイドブックを読ん
で、起業塾に参加する。
一般に、ゲームプレイをす
る際、人はかなり複雑なルー
ルでも理解し、面倒な作業に
楽しく取り組むことができ
る。西千葉子ども起業塾で
も、子どもたちが複雑な活
動に楽しく取り組めるよう、
ゲーミフィケーションの手法
を活用している。

■地域の大人がつながる場として

西千葉子ども起業塾の実施にあたっては、千葉大学の卒業生の団体である千葉
大学経済人倶楽部「絆」の協力を得ている。「絆」からは、運営資金の提供に加
え、会員である企業経営者が「社会人アドバイザー」として、子どもたちの「会
社」や起業塾を運営する学生の学習への協力がなされている。子どもたちは、現
実の起業家に学びつつ、「会社」を作って仕事をしている。
起業塾の現場は、大人の見学者も多く、市職員、企業経営者、大学関係者、地
域の方々、そして学生と、多様な大人が集う場となっている。子どもを中心とし
て、異業種の大人が緩やかにつながる機会が生まれている。
これまで他地域でも同
様のプログラムが開催さ
れており、2015 年度か
らは地域の小学校の放課
後子ども教室での派生プ
ログラム実施を計画して
いる。BtoB 型でゲーミ
フィケーションを導入し
た起業家教育プログラム
のモデルとして、西千葉
子ども起業塾を今後も発
展させていきたい。

写真 1　常ナツコースで活動する子どもたち

写真 2　 月イチコースの開塾式で、千葉市の熊谷俊人市長や千葉大学の
徳久剛史学長と名刺交換をする子どもたち
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知財インターンシップ事業とその効果

関東経済産業局は、2012 年度～ 2014 年度に、地域自治体（埼玉県、静岡県、
群馬県、栃木県、神奈川県）と協力し、地域の大学の協力を得て知的財産をテー
マとしたインターンシップを実施した。

■知財インターンシップとは

知的財産をテーマとしたインターンシップ（以下「知財インターンシップ」）
と聞くと、特殊な知識や経験が必要となるといったイメージを持たれるかもしれ
ない。しかし、「知的財産に関わる仕事」をテーマとしていることを除けば、一
般的に行われているインターンシップと同じである。
大学にとっては、学生が大学で学んだ理論を、就業経験を通じて実践するの
で、教育効果が高まるだけでなく、知的財産人材の育成という観点からも有用な
機会を提供する手段となる。
また、地域社会や地域の中小企業・ベンチャー企業等においては、知的財産に
ついて学ぶ学生を受け入れることで、自らの知的財産活動の在り方を見直すきっ
かけともなるほか、若手従業員の士気向上や企業の PR効果（地元大学等の学生
に対する知名度向上や社会貢献等）といった副次的効果があることも確認されて
いる。

■知財インターンシップの全体像

知財インターンシップは、図 1に示す実施スキームにより運用している。こ
の仕組みのポイントは、従来のイ
ンターンシップとは異なり、知的
財産を主要テーマにすることで、
インターン生の受け入れをきっか
けに、受け入れ企業の知的財産活
動を充実させることができること
である。
インターン生を派遣する大学側
は、知的財産に関する事前研修
（ワークショップ）を行い、派遣
時に円滑に知的財産関連業務（先
行技術調査、特許マップ作成等）
に取り掛かれるように配慮してい
る。また、知的財産に関する専門 図 1　知財インターンシップの実施スキーム

経済産業省
関東経済産業局
産業技術課特許室
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家をインターン生のメンター（助言者）として配置し、インターン生をバックアッ
プする体制を設け、インターン生が就業している中で不明点を解決していくこと
を可能とした。

■事前研修（ワークショップ）

知財インターンシップにおいて十分な成果を挙げるため、大学により若干内容
が異なるが、インターン生に対し90分×8コマの以下の事前研修（ワークショッ
プ、表 1参照）を実施している。

■知的財産専門家によるサポート

知的財産関係講座や事前研修を受講したといっても、知的財産に関する勉強を
始めたばかりの学生が企業の現場で業務を行うため、さまざまな課題に直面す
る。そのため、インターンシップ実施期間中は、担当教員やメンターから必要に
応じてアドバイスを受けられるような仕組みを準備している。
事前研修時の講師（知的財産の専門家である弁理士）がそのままメンターとし

表 1　ワークショップの講義内容例

回 テーマ 概　要

第 1回 知的財産を経営・事業に生
かす知財経営とは

特許権の存在が事業及び研究活動に与える影響について概説する。職務発明
制度などの研究者、発明者へのインセンティブ機能としての特許制度につい
て近時のトピック、裁判事例などを紹介する。また、事業活動において特許
権、意匠権、商標権などを複合的に活用する知財ミックス視点の重要性につ
いて説明する。

第 2回 発明と特許

知的財産制度の概要、特許情報調査を行う上で不可欠な特許制度の知識と、
権利化のための特許要件（特に新規性・進歩性）の概要について説明する。
特許の性質、特に第三者排除効と自己実施確保、ライセンス・イン／アウト
の関係について説明する。

第 3回 事業及び研究活動における
特許情報調査の重要性

研究開発段階での特許情報調査により、研究開発の質の向上を図ると共に、
研究開発成果の権利化可能性を高める。パテントクリアランスを意識した品
質の高いライセンスアウトについて説明する。また、無料で利用できる外国
特許情報調査のためのデータベース（例．エスパスネット等）を紹介する。

第 4回 特許情報収集の概要 1

特許電子図書館（IPDL) の利用方法、収集した出願公開公報等の読み方、調
査の手順と報告書の作成、新規性の判断などについて、特許情報収集の基礎
（キーワード検索、国際特許分類、Fターム、FⅠ検索の概要）を学ぶ。なお、
講師の説明を聞きながら、実際に IPDL の操作をしてもらう予定。

第 5回 特許情報収集の概要 2

IPDL の利用方法、収集した出願公開公報等の読み方、調査の手順と報告書
の作成、新規性の判断などについて、特許情報収集の基礎（キーワード検索、
国際特許分類、Fターム、FⅠ検索の概要）を学ぶ。なお、講師の説明を聞
きながら、実際に IPDL の操作をしてもらう予定。

第 6回 先行技術調査実習 1
課題を設定し、各自のパソコン等を用いて IPDL にアクセスし、先行技術調
査を実際に行ってみる。課題に示された発明を特許出願するにあたり、この
発明の新規性・進歩性に影響を及ぼす先行技術（特許文献）を収集する。

第 7回 先行技術調査実習 2

課題を設定し、各自のパソコン等を用いて IPDL にアクセスし、先行技術調
査を実際に行ってみる。課題に示された発明に対する周辺特許、他社出願の
関連特許などを収集し、自社の相対的知財ポジションを把握する。
（※課題については、インターンシップ派遣学生は、各派遣先企業の事業領
域、技術内容に沿った課題とすることを想定。ワークショップ参加学生につ
いては、興味・関心のある分野や研究分野に沿って課題を設定し、周辺特許、
他社特許を検索・整理することを想定。）

第 8回
特許情報分析事例、目的に
応じたパテントマップ作成
事例

相対的知財ポジションから見えてくる、今後の事業展開における懸念事項の
洗い出しや、研究開発の方向性の検討・見直しなどに活用できる分析事例、
マップ事例を紹介する。
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て、インターン生からの問い合わせに対応できるよう待機する。
このメンターは、派遣期間中、学生にとって大きな支えになることはもちろん
だが、受け入れ企業（特に中小企業／ベンチャー企業）にとっても、学生に依頼
している先行技術調査等の成果を多少なりとも期待している場合があるため、メ
ンターといった専門家からのサポートが受けられることは、メリットである。
特に、知的財産に関する知見が十分ではないアーリーステージの企業にイン
ターン生を派遣した場合、この企業にメンターによる個別支援を行うことで、企
業が知的財産活動に取り組む際の一助となり、大変有用であることが明らかと
なった。個別支援を受けた企業では、インターン生が実施した先行技術調査をも
とに、特許取得に向けた依頼をメンターに行うなど、知的財産活動の第一歩を踏
み出すきっかけともなっている。

■事業成果

受け入れ企業と派遣学生から以下のようなコメントを得ている。本事業が有意
義であったことが伺える。

受け入れ企業のコメント
・ 社内の知的財産を整理することができ、自社の収益の源泉となる知的財産の
棚卸しにつながった。
・ パテントマップ等について、インターン生（第三者）から見た評価を発表し
てもらうことで、社内幹部への刺激になった。
・ 先行技術調査等を通じて、これまで不足していた知的財産情報を蓄積するこ
とができ、知的財産を自社に導入する絶好の機会となった。

派遣学生のコメント
・ 先行技術調査等を通じて会社の強みや弱みが見えてくることが分かり、勉強
になった。
・ 大学での研究も、ある程度、その先の製品化を見据えて取り組む意欲を持 
てた。
・ 企業の中での知的財産に対する姿勢を多く学べて、「知的財産を持っている
からこそ、企業が動く」という側面を見ることができ、知的財産に興味が持
てた。
・ 企業経営において特許をはじめとした知的財産が非常に重要な鍵を握ってい
るということを実感することができ、経営学を学ぶ一人として非常に貴重な
経験をすることができた。

以上の結果を踏まえて、一部の大学では知財インターンシップの必要性と効果
を認識し、正規のカリキュラム（授業）に、知的財産制度の詳細な講義や先行技
術調査の実習が導入されている。これまでに本事業を実施したほぼ全ての大学に
おいて、2015 年度以降も知財インターンシップを自立して行う予定である。
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海外トレンド テキサス州オースティン
―全米で最も注目を集めるハイテク都市―

米国テキサス州にあるオースティンは全米第 2位のハイテク都市である。なぜ、
この都市ではこのようにハイテク産業が活発化したのか、そしていま、どんな活
動が行われているのか。最新事情をレポートする。

■ SXSWi に参戦！

2015 年 3 月 13 日から 17 日まで米国テキサス州オースティンで開催された
SXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）に、日本の科学技術をベースにした
スタートアップ＊110チームが参加した。
SXSWは1987年にテキサス大学オー
スティン校の学生が始めた音楽祭であっ
たが、その後、映画祭とインタラクティ
ブ部門 (SXSWi、図 1) が加わり、今で
は約 20万人近い参加者が訪れる米国最
大級のビジネスイベントとなっている。
インタラクティブ部門は今やスタート
アップの登竜門となっていて、Twitter
や決済アプリのスクエア (Square) な
ど、世界的に有名なサービスの多くが
SXSWi でお披露目をしていることでも
知られる。
今回は国立研究開発法人 新エネル
ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
科学技術商業化プログラムの一環とし
て、日本のテクノロジー・スタートアッ
プの海外での存在感を高めるために参
加した＊2 （図 2）。われわれが参加した
セッションは現地のアクセラレーター＊3 

Tech Ranch が主催した。イスラエル、
韓国、オランダ、ドイツ、米国などから
スタートアップが参加して、分野別に
テーマを絞ってパネルディスカッション
を行った。筆者もヘルスケア部門のパネ
リストとして参加した。
今回は、並行して開催されたトレード
ショーに日本のものづくり系スタート

松田　一敬
まつだ　いっけい

合同会社 SARR　
代表執行社員

＊1 
創業間もない企業や始めたば
かりの事業のこと。

図 1　SXSWi パンフレット

図 2　SXSWi Japan のウェブページ

＊3 
スタートアップの成長を促進
させる組織。

＊2 
SXSWi Japan
http://www.noip-tcp-
event.com/
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アップや音楽関連企業が参加したので、総勢で 70人程度となり、日本の存在を
それなりに印象付けることができた。それでもまだまだシンガポール、韓国、イ
ギリス、ドイツなどから比べれば存在感で見劣りがした。

■日本の脅威から生まれた全米第 2位のハイテク産業都市

音楽祭から SXSWが始まったことからも分かるように、コンテンツ＊4 分野で
オースティンは有名である。オースティンでは、ゲーム、フィルム、音楽が大き
なビジネスになっているが、忘れてはならないのが半導体、コンピューターなど
のハイテク産業である。
オースティンの歴史は日本抜きでは語れない。「ジャパン・アズNo.1」が話

題になったころ、米国は日本を脅威と感じ、戦略的に半導体分野で日本に負け
るわけにはいかないと日本に倣って戦略的組織 SEMATECH（Semiconductor 
Manufacturing Technology）を設立した。さらに研究コンソーシアムとし
て 1983 年に MCC（Microelectronics and Computer Technology Corpo-
ration)を設立した。参加企業はDEC、モトローラ、NCR、AMD、ナショナル
セミコンダクターなどであった。これ以前は米国の半導体・コンピューター産業
はシリコンバレーに集中していたが、米国のコンピューター産業の英知が集まっ
たことから、IBMなどの大企業もオースティンに進出、それ以降、モトローラ、
東芝、アップルなど多くの国内外の情報技術（IT）企業が進出した（図 3）。サ
ムソンの韓国外最大の工場があるのもオースティンである。現在、半導体・コン
ピューター関連では生産量全米第 2位の都市である。

＊4 
映像、音楽、漫画、文章、テ
レビゲームなどの総称。

図 3　オースティンに進出しているハイテク企業群
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■産学連携と起業活動が活発なオースティン

産学連携と起業環境も充実している。1977 年にテキサス大学のジョージ・コ
ズメツキー氏が ICスクエア＊5 を設立、上述のMCC誘致にも貢献した。ICス
クエアのコンセプトは「科学技術イノベーションが地域経済を活性化する、また
そのためには大学、政府、民間による活発な、具体的な協働が必要である」とい
うものである。ICスクエアは理念実現のため、大学などの研究シーズの事業化
インキュベーターであるATI（Austin Technology Incubator）を設立した。
ATI は現在でも活発な活動を続けており、設立以来 250 社を輩出し、卒業企業
の調達総額は 1千億円を上回る。また大学の研究成果の商業化も活発であり、
年間収入は 20億円超と世界のトップクラスとなっている（図 4）。

一方、DellやIBMからのスピンアウト企業であるTivoli Systemsにより創業
者や関係者が潤った。Dell の成長によって、デリオネアと呼ばれる億万長者＊6 

が生まれ、彼らにより資金や起業家が循環するようになった。Tivoli Systems
についても同様である。この層が次の起業家群をサポートするというエコシステ
ムが出来上がった。コズメツキーはDell のメンター（指導者）であり、単なる
大学の研究者ではなく、オースティンの将来像を描き、実践して成果を挙げた。
彼なしでは今のオースティンは語れないと言ってもいい。
以前は商工会議所、州や市などの自治体、ならびに ICスクエア、ATI といっ
た産学官の機関が起業をサポートしていたが、現在ではこれらに加え、民間ベン
チャーキャピタル、Capital Factory、Tech Ranch といった民間アクセラレー
ターが活発な活動を行っている（図 5）。Capital Factory は Google と連携す
るとともに、シリコンバレーやボストンとの接点を強化している。Tech Ranch
は日本やイスラエルなどのコア技術を持つ企業との連携を強化している。

＊5 
IC2 Institute
http://ic2.utexas.edu/
about/

＊ 6 
Dell が大きく成長したことに
よって、もうけた人々。

図 4　テキサス大学オースティン校の科学技術の商業化
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■全米で最も住みたいと思う街、イノベーションの街

商工会議所によればオースティンは人口 190 万人で、全米で最も住みやすい
街である。またスタートアップにとって、最も起業しやすくイノベーションが起
きやすい街である。イノベーションこそ成功の鍵とうたっている。テキサス大
学は 5万人の学生を抱え、オースティン近郊の大学全体で 40万人の大学生がい
ることも強みである。シリコンバレーの競争的な雰囲気に比べ、のんびりして 
いる。
テキサス州は地方税がゼロである。最近のシリコンバレーにおける物価高騰と
競争激化を受けて、西海岸からオースティンへの移住者が急増していることもあ
り、人口は増加している。これまでのコンピューター産業、ゲームやエンターテ
イメント産業に加え、新たにテキサス大学医学部がオースティンに設立されるこ
とからヘルスケア分野での発展が期待されている。創薬、医療機器にとどまら
ず、もともと SXSWi でインタラクティブ部門が強いことから、ヘルスケア情報
技術（IT）、ウエアラブル機器などの成長も期待されている。

今や全米で最も注目を集める都市であるが、オースティンにおける日本の存在
感は東京エレクトロン株式会社と株式会社リクルートホールディングスが買収し
た Indeed など、限られている。産学連携やクラスターのモデル、今後のビジネ
ス上の提携先、そして今や新しいビジネスの情報発信基地である SXSW等々、
日本はもっとオースティンとの関係を強化していく必要がある。
来年3月 SXSWiに日本チームの引率者としてまた参加する予定であるが、ぜ
ひ、皆さんにもオースティンに来てもらいたいと思う。

図 6　オースティンは州税ゼロ、生活コストも安い！

図 5　オースティンのベンチャーキャピタル、アクセラレーター
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科学技術イノベーションへの道（９）

科学技術コミュニケーションの意義

11．「社会とともに創り進める政策」へ

わが国の科学技術コミュニケーション活動は、2011年 3月 11日に発生した福
島第一原子力発電所事故により、科学技術に対する国民の理解と信頼と支持を得
るという点で「大きな課題を突き付けられることとなった」（平成 23年版科学技
術白書）。第4期科学技術基本計画は2011年度から5カ年の計画となるものだが、
東日本大震災、原発事故を踏まえて同年夏まで再検討を行い、「社会とともに創
り進める政策の展開」を実現するとの方向性を示した（同年 8月に閣議決定）。
小誌は「伝える」ことを使命としているし、社会とともに創り進める科学技術
政策に関わる媒体でもあるので、科学技術コミュニケーションは編集の底流に流
れるテーマである。上述のことを理解した上で、科学イベントなど、狭義の科学
技術コミュニケーション活動を見るとその課題が見えてくる。

● 2009年 10月号
 ・大草芳江氏　科学と地域社会つなぐ社会起業家
　　　　　　　－特定非営利活動法人 natural science －

この記事は、東日本大震災が発生する 1年半ほど前に掲載した記事である。
大草氏は、社会の成熟化に伴い、科学や技術はブラックスボックス化し、われ
われは便利さと引き換えに、科学や技術のプロセスを五感で感じる機会を失って
きたと見る。その背景には、「科学や技術のもたらす結果を一方的に享受するだ
けでは、科学離れ問題や科学リテラシー不足などの社会的リスクを回避すること
はできない」という問題意識がある。
そして科学イベントを開催するときのポイントについて次のようにいう。

コミュニケーションの前提として、そもそも感じることは各人各様である
ことに立ち返りたい。そのためには、コミュニケーションにあえて方向性を
持たせず、それぞれの人が感じたいように感じられ、深めたいだけ深められ
るような“ゆるやかさ” をつくる工夫が重要だと考える。
  大草芳江氏　科学と地域社会つなぐ社会起業家

　　　　　　　　－ 特定非営利活動法人 natural science －

プロセスを五感で感じるために、ブラックボックスを開けて「結果だけでなく
科学や技術のプロセスを五感で体験できる展示物」とし、「開発や研究等を行っ
た本人による双方的対話」をすることが大事なのである。

科学技術の世界と国民との間のコミュニケーションはなぜ重要なのか。最前線の活動
を見る。
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● 2014年 1月号
特集：より強く　より高く
 ・中山慎也氏　出雲科学館と小中学校の協働による理科学習の実施
 ・渡部通氏・小杉一浩氏　 「小学校で農業を必修に」喜多方市小学校農業科の 

取り組み

前者の舞台である出雲科学館（島根県出雲市）は理科教育センターと科学館の
機能を併せ持つ。同科学館における実験や観察を、市内小中学校の授業の年間計
画に組み込み、正規の授業として面白い理科学習を提供している。児童・生徒の
多くが、理科学習に自ら進んで取り組むことができたと感じている。
一方、「小学校で農業を必修に」は、「私たちが失った生き物としての時間の流
れ」を農業で取り戻そうと JT生命誌研究館館長 中村桂子氏が提唱している。当
編集部は、中村氏の著書『科学者が人間であること』（岩波新書）でそのことを
知り、喜多方市教育委員会に執筆を依頼したのが後者の記事である。「小学校農
業科」は構造改革特区を活用し、「総合的な学習の時間」の中で行っている授業。
同市の「17校全ての小学校で実施」されているという。

● 2015年 3月号
特集 2：未来のふるさとを紡ぐ ―研究者が向き合う大震災被災地―
 ・ふくしまサイエンスぷらっとフォーム　合言葉は「ふくしまは、“どこでも科学”」

この活動のコーディネーターである岡田努 福島大学総合教育研究センター教
授の次の談話を記事で紹介した。科学技術コミュニケーションの大きなテーマ
は、福島県内で生活していくことを決めた住民に、除染作業や農産物の放射線モ
ニタリングといった食の安全に関わることなどをいかに理解してもらうかだっ
た。これについて述べたことである。

われわれは公設試を含む行政機関に、放射線モニタリングの様子を市民に
見せたらどうかとか、spff（ふくしまサイエンスぷらっとフォーム）のイベン
トで放射線を学ぶために霧箱実験をやったらどうか、などと提案してきまし
た。当初は、デリケートな問題だけに理解が得られないこともありましたが、
徐々に、放射線の基礎知識を学ぶイベントや放射線モニタリング室の見学ツ
アーなど一般向けのプログラムが増えるなどの変化が表れてきました
  ふくしまサイエンスぷらっとフォーム

合言葉は「ふくしまは、“どこでも科学”」

産学官民連携で活動を続けてきたことが、上記のような変化を生んだのであ
る。科学技術コミュニケーションは科学リテラシーの促進、復興支援の大きな力
になることが分かる。

 （科学技術振興機構 産学連携展開部 主任調査員　登坂和洋）
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　「『新たな可能性と創造』の地としての東北を、皆さん、共に創り上げようではありませんか」。
安倍晋三内閣総理大臣が施政方針演説で何度も使っているフレーズである。
　この高い理念に私は強く賛同している。時代遅れの産業は遅かれ早かれ市場から退出する。超
高齢化・人口減少社会が進展する東北にとっての最も重要な戦略は、「科学技術イノベーション
で新しい産業を起こし、新しい雇用の場を作ること」である。
　2012 年 4月に設立された科学技術振興機構 JST 復興促進センターは、既に「科学技術イノ
ベーションによる復興」の多くの実例を生み出している。今年度末に国の集中復興期間は終了す
るが、問題はその後の国の戦略だ。
　内閣府の総合科学技術・イノベーション会議では、来年度からスタートする第 5期科学技術
基本計画の策定作業を進めている。2011 年度にスタートした第 4期科学技術基本計画では、目
指すべき国の姿の第一に「震災から復興、再生を遂げ、将来にわたる持続的な成長と社会の発展
を実現する国」を掲げている。震災復興は長期にわたる取り組みが必要であることは論をまたな
い。従って国が“復興”の旗をたった 5年間で降ろすわけにはいかない。総合科学技術・イノベー
ション会議の議長である安倍総理が「科学技術イノベーションによる復興」を第 5期科学技術
基本計画にしっかりと位置付け、復興が掛け声だけでないことを示してほしい。

西山 英作　 一般財団法人東北経済連合会 産業経済部長／ 
東経連ビジネスセンター センター長

　企業のニーズをくみ取り、大学や他企業の技術シーズとマッチングさせることは人的ネット
ワークに依存するところが大きい。しかしながら、企業が抱えるテーマは多岐にわたり、限られ
た地域内では対応できないこともある。また、知っている人、知っている企業ではあるが、何が
得意で、いま何を目指しているのかまでは把握できていないこともある。全国で同じようなテー
マに取り組んでいる人や企業は複数存在する。インターネットで検索すればいろいろな情報が手
に入るものの、どれが自分の探しているものかは分かりにくい。見つかるときは偶然であったり、
意外なところからひょっこり不思議な縁でつながったりする。「自分が何者で、いま何を求めてい
るのか」を発信しなければ何も返ってこない。逆に、意識的に発信することで、求めるものが探
しやすく、手に入りやすくなる。
　いま一度「発信するということ」を考えてみたい。さらに、重点テーマについては、競合する
のではなく、業種、地域、立場の枠を超えて、全国規模で、皆で協力し合って取り組むわけには
いかないのだろうか。パワーを集中すれば大きな成果が生まれるように思う今日この頃である。

中川 普巳重　 公益財団法人 京都高度技術研究所 地域産業活性化本部 コーディネータ／ 
福岡大学 産学官連携センター 産学官連携コーディネーター 客員教授

復興と科学技術イノベーションを考える

産学官連携コーディネーターとして最近思うこと
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