2015

Journal of Industry-Academia-Government Collaboration

10

Vol.11 No.10 2015

特集

https://sangakukan.jp/journal/

期待される
大学発ベンチャー
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創晶：創薬や生命科学の研究開発を結晶化技術で支援する

■

C&A：大学発の技術で世界と地域をつなぐコネクターハブ企業

■

クオンタムバイオシステムズ：革新的 DNA シークエンサーの開発
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マイクロ波化学：マイクロ波を化学産業で活用する

■

m plus plus：ウェアラブルデバイスで光を演出する
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スリープウェル：日本発の技術で、世界の精神疾患患者を救いたい！
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■産学官金連携による新産業・新事業の創出

三村 申吾
みむら しんご
青森県知事

青森県では、
「新産業創出の苗床」といわれる「産学官」に、事業化に不可欠な金融も加えた「産
学官金」が連携して、本県産業の振興を積極的に進めています。2011 年 4 月には、本県の地域資
源の潜在力を結集した新産業の創出促進を目的として、県内の横断的な「産学官金」のネットワー
クである「イノベーション・ネットワークあおもり」を立ち上げました。産学官金の各界トップに
よるラウンドテーブル（円卓会議）を毎年開催して、本県のイノベーションの方向性や産学官金連
携の在り方などについて意見交換を行うとともに、実務者レベルで構成されるタスクフォース（作
業部会）において、その具体化と実現に取り組んでいます。
青森県の産学官金連携の取り組みを語る上で欠かせないのが「プロテオグリカン」です。
プロテオグリカンはタンパク質と多糖の複合体で、糖タンパク質の一つです。サケの鼻軟骨から
抽出された機能性素材で、弘前大学、青森県産業技術センター弘前地域研究所、県内企業などから
なる産学官連携の取り組みの大きな成果の一つです。2013 年度には、文部科学省の「地域イノベー
ション戦略支援プログラム」に採択されました。機能性食品や化粧品のみならず、医薬品の応用に
も積極的に取り組むなど、プロテオグリカンの研究と応用開発をさらに進め、本県の地域特性を生
かした美容・健康関連産業クラスターの形成に取り組んでいます。これらの取り組みが実を結び、
プロテオグリカン関連商品の製造出荷額は、2015 年 3 月時点で累計約 57 億円に達しています。
また、青森県では、本県の強みをとことん生かすとともに、課題を伸びしろの大きいチャンスと
考え、産学官金連携や知的財産の戦略的活用を基盤としながら、アグリ（農林水産業）・ライフ（医
療・健康・福祉産業）・グリーン（環境・エネルギー産業）の成長 3 分野における県内中小企業の
新商品の開発や事業化の支援強化に取り組んでいます。
その一環として、本県イノベーション創出の拠点の一つである青森県産業技術センター弘前地域
研究所が、本年 7 月に移転し、リニューアルオープンしました。新しい弘前地域研究所では、大
規模共同研究施設、美容・健康実証施設、食品素材化実証施設などを新設し、企業、大学、外部研
究機関などの産学官金の共同研究や連携の推進、ならびに、地域資源を活用した高付加価値商品の
開発を一層促進することとしています。
青森県の産業が活力を失うことなく成長・発展を続けていくためには、新たな取り組みへの果敢
なチャレンジが必要です。プロテオグリカンに続く革新的なイノベーションが創出され、本県産業
の活性化のみならず全国の産業振興の一助となるよう、今後も産学官金連携による新産業・新事業
の創出に、引き続き取り組んでまいります。
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大学発ベンチャー表彰 2015

文部科学大臣賞に株式会社創晶、
経済産業大臣賞に株式会社 C&A
科学技術振興機構（JST）と新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は「大

内田 信裕

学発ベンチャー表彰 2015」の受賞者を決定し、8 月 18 日に発表した。表彰式

うちだ のぶひろ

は 8 月 27 日に東京都江東区の東京ビッグサイトにおいて、下村博文文部科学大

国立研究開発法人科学技
術振興機構 産学共同開発
部 起業支援室 調査役

臣、および関芳弘経済産業大臣政務官の臨席の下に行われ、受賞者は多数の参加
者に祝福を受けた。
大学発ベンチャー表彰は、大学等 ＊ 1 の成果を活用して起業した大学発ベン
チャーのうち、今後の活躍が期待される優れた大学発ベンチャーを表彰するとと
もに、特にその成長に寄与した大学や企業等をあわせて表彰するものである。大
学等における研究開発成果を用いた起業および起業後の挑戦的な取り組みや、大
学や企業等からの大学発ベンチャーへの支援や協力がより一層促進されることを
目指している。
本表彰での大学発ベンチャーは、 1）教職員・学生等の特許を活用した技術
移転型起業、 2）特許以外の大学等の研究
成果活用型起業（特許は取得していないもの
の、大学等におけるアイデアやノウハウをも
とに起業したベンチャー）、 3）教職員・学
生等による人材移転型起業、 4）大学等が
支援した出資・経営支援型起業、のいずれか
の定義による。
本制度は 2014 年度に創設され、今回が第
2 回目となる。本年度より、JST と NEDO
の 共 催 と な り、 新 た に 経 済 産 業 大 臣 賞、
NEDO 理事長賞を創設し、より多くの優れ
たベンチャーおよび支援大学・支援企業を表
彰することとなった。

■ベンチャーの発展が日本の活力の源泉
今年度の応募総数は 53 社。外部専門家で構成された選考委員会による書面選
考、面接選考を経て八つのベンチャーが受賞となった（表）
。
文部科学大臣賞に輝いたのは株式会社創晶。2005 年設立の大阪大学発ベン
チャーで、革新的なタンパク質結晶化技術を実現した。三菱商事との連携が有効
に機能している点も評価された。
今回から設けられた経済産業大臣賞は、株式会社 C&A の受賞となった。複数
の高性能シンチレーター結晶を製造する技術を有し、海外進出にも積極的に取り
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大学発ベンチャー表彰 2015

受賞者（敬称略）

【文部科学大臣賞】
ベンチャー ：株式会社創晶

代表取締役社長

支援大学等 ：大阪大学大学院工学研究科
支援企業

安達 宏昭

教授

森 勇介

：三菱商事株式会社 代表取締役社長 小林 健

【経済産業大臣賞】
ベンチャー ：株式会社 C&A

代表取締役社長

支援大学等 ：東北大学金属材料研究所

鎌田 圭

教授

吉川 彰

【科学技術振興機構理事長賞】
ベンチャー ：クオンタムバイオシステムズ株式会社
支援大学等 ：大阪大学産業科学研究所

教授

代表取締役社長

本藏 俊彦

谷口 正輝

【新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞】
ベンチャー ：マイクロ波化学株式会社

代表取締役社長

支援大学等 ：大阪大学大学院工学研究科
支援企業

特任准教授

吉野 巌
塚原 保徳

：株式会社東京大学エッジキャピタル（UTEC）代表取締役社長

郷治 友孝

【日本ベンチャー学会会長賞】
ベンチャー ：m plus plus 株式会社

代表取締役社長

藤本 実

支援大学等 ：神戸大学大学院工学研究科電気電子工学専攻

教授

塚本 昌彦

【大学発ベンチャー表彰特別賞】
ベンチャー ：スリープウェル株式会社

代表取締役

支援大学等 ：滋賀医科大学医学部精神医学講座

吉田 政樹

教授

山田 尚登

代表取締役

池田 貴裕

【大学発ベンチャー表彰特別賞】
ベンチャー ：パイフォトニクス株式会社
支援大学等 ：光産業創成大学院大学

学長

加藤 義章

【大学発ベンチャー表彰特別賞】
ベンチャー ：株式会社ヘリオス

代表取締役社長

鍵本 忠尚

支援大学等 ：理化学研究所多細胞システム形成研究センター
網膜再生医療研究開発プロジェクト

プロジェクトリーダー

髙橋 政代

組んでいる。
JST 理事長賞は革新的なシークエンサー技術の実用化を目指すクオンタムバイ
オシステムズ株式会社に、また、本年度新設の NEDO 理事長賞はマイクロ波技
術の産業展開を実証しつつあるマイクロ波化学株式会社に、それぞれ贈られた。
選考委員会の委員長である松田修一氏（早稲田大学名誉教授）は、今回の選考
について以下のように講評している。
大学の研究者は科学技術面での成果を追求する傾向にあるが、起業家はそ
の実用化を使命としている。事業化の成功のためには、両者間の信頼関係の
構築が不可欠である。今回の面接選考会では、日本発の技術を世界に広めた
い、という情熱が研究者・起業家双方から伝わってきた。今後各社が発展し、
日本の活力の源泉となることを期待している。
今回受賞した 8 社が順調に発展し、日本の産業界にイノベーションをもたらす
とともに、後に続く大学発ベンチャーのロールモデルとなることを期待したい。
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株式会社創晶

創薬や生命科学の研究開発を
結晶化技術で支援する
【大学発ベンチャー表彰 2015】 文部科学大臣賞
従来と全く違う手法によるタンパク質の結晶化という独自技術を基に高難易度
高価格帯というユニークなポジションを確保している。三菱商事との連携も有
効に機能しており、今後の海外展開にも大いに期待する。

株式会社創晶は、若手研究者の異分野連携によって生まれたアイデアを事業化
するために、大阪大学発ベンチャーとして、2005 年 7 月に起業した。
レーザー照射による結晶核発生や溶液攪拌（かくはん）による結晶育成といっ
た独創的な発想から生まれた技術を活用し、タンパク質や医薬候補化合物（有機

安達 宏昭
あだち ひろあき
株式会社創晶 代表取締役
社長

低分子化合物）の結晶化受託を事業の柱としている。受託事業も結晶化が難しい
ものに特化したビジネスモデルを構築し、難題に日々挑戦することで技術力と経
験値が向上した。これらの蓄積が当社の市場競争力を高めている。そのため、結
晶が得られない場合でも、当社で結晶化できなければ仕方がないという顧客もい
て、結晶化の判断基準としても利用いただいている。起業してから 10 年間で、
国内の製薬メーカーや化学メーカー、食品メーカーなどを中心に、幅広い産業分
野の企業から注文があり、受託実績は 90 社を超える。
顧客のニーズに応えて、X 線結晶構造解析やタンパク質生産、結晶輸送「シ

森 勇介

バックス・クリスタル・ライン」など、受託サービスのラインナップも拡充して

もり ゆうすけ

きた。これは、創薬支援企業同士の友好的な連携によるところが大きい。現在で

大阪大学大学院工学研究
科 教授

は、タンパク質生産から構造解析までを一括受注する「創薬支援ワンストップ
サービス」も手掛けている。最近の成果としては株式会社三和化学研究所と共同
で、経口糖尿病治療薬の anagliptin（製品名はスイニー）とタンパク質 DPP-4

タンパク質結晶

6
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タンパク質の結晶化スクリーニング実験
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（Dipeptidyl Peptidase-4）の複合体結晶を作製し、X 線結晶構造解析により薬
効メカニズムを明らかにした。

■ベンチャー起業は究極の能力活性化法
「社長は元気だ」という言葉を聞かれたことがあるのではないだろうか。実際、
有名な起業家の大先輩たちは、とっても元気だったそうである。これはもともと
元気な人が社長になっているという理解もできるが、筆者（森）は社長をするか
ら元気になったと思うようになった。
比叡山延暦寺の千日回峰行（せんにちかいほうぎょう）は、7 年かけて山の中
を歩く修行法である。その中で、9 日間、食事や水を断ち、不眠不休で不動真言
を 10 万回唱え続けるという、普通の人間では到底できないことが実行される。
また、高野山真言密教では 50 日断食の行がある。千日回峰行や 50 日断食といっ
た荒行をする意義は一体どこにあるのかということに興味を抱き、実行者の話を
伺ったり、書き物を読んでいるうちに、筆者なりの解釈ができた。それは、生死
の境目に身を置くことで、個々の細胞が個体維持のために潜在能力を発揮するの
ではないか、という仮説である。例えば、50 日断食をすると、感性が研ぎ澄まさ
れ、線香の燃える音や灰の落ちる音が聞こえるそうである。また、山の中を歩い
ていると、動物としての本能が研ぎ澄まされ、普通の人間が歩けない獣道を素早
く移動できるとともに、
「一木一草の姿が日々違う（1 日分だけ草が伸びている）
こと」にさえ気付くそうである。
当社はリーマンショックの時に大赤字を出した。その時の「このまま赤字だっ
たら倒産する」という恐怖・不安は、どう考えても理屈では消せなかった。結局、
覚悟を決めて、目の前の事業を前向きに一所懸命するしか解決方法はなかった。
その赤字を全て解消した今、難題に直面しても何とかなる、と気楽に挑戦してい
る自分に気付いた。
このような経験から、筆者は、本当の危機感を味わえるベンチャー起業は、荒
行にも匹敵する究極の能力活性化法だと思う。また、倒産という危機に遭遇した
ときに、
「失敗したら怒られる」、「自分は能力がないのでどうせ失敗する」とい
うマイナスイメージのトラウマがあったら、パニックになって右往左往し、必要
なことを実行できず、諦めてしまって悪い方向に行ったと思う。起業前にカウン
セリングを受けて、危機だけれど最大限努力すれば何とかやり切れると前向きに
なれた経験から、どんな状況でも諦めずに工夫を続けると、普段では思い付かな
かった解決策がひらめくと実感した。
研究開発では、失敗が当たり前。ノーベル物理学賞を受賞された天野浩先生は、
1,500 回以上実験に失敗されても、全く諦めず、絶対にできると心から思っておら
れたそうだ。この前向きさが成功の秘訣であると考えるが、頭では理解できても、
失敗が続いている状況で心から前向きになるのは容易ではない。そのようなとき、
筆者はトラウマを解消するメンタルトレーニング＊＊ 1 が有効と実感している。
今後も前向きさを大切にしながら、結晶をコアとしたサービスや商品を通して
社会貢献をしたい。

＊＊ 1

森勇介．心理学的アプローチ
によるプロジェクト活性化．
応用物理．2013，vol. 82，
no. 10，p. 880-881．
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期待される大学発ベンチャー

株式会社 C&A

大学発の技術で世界と地域をつなぐ
コネクターハブ企業
【大学発ベンチャー表彰 2015】 経済産業大臣賞
新規性の高い結晶材料を武器に、外部支援を利用して海外市場への進出に積極
的に取り組んでいる点を評価。グローバル企業との連携も進んでおり、販路拡
大の戦略を構築し、一層の海外進出に期待する。

株式会社 C&A（以下「当社」
）は、東北大学の研究成果を活用し、
「大学の研

吉川 彰

究成果を迅速に実用化する」という理念に基づいて設立した大学発ベンチャー企

よしかわ あきら

業である。当社の主たる事業は、GAGG（ガドリニウム - アルミニウム - ガリウ

東北大学金属材料研究所
教授／東北大学未来科学
技術共同研究センター 教
授（兼任）

＊1

ム - ガーネット）などのシンチレーター

単結晶およびそのデバイスの製造販売

と、関連するコンサルティング業務である。C&A は Crystals ＆ Applications
（結晶と応用）の頭文字から名付けた。
当社のビジネスモデルを一言で表すと「工場を持たないメーカー」である
（図 1）。主要製品であるシンチレーター単結晶や圧電単結晶などの材料を東北大
学で開発し、開発した材料は当社で迅速に量産技術を確立する。その後、製造委
託先企業を探し、そこに技術移転しつつ、製造を委託するという形を取ってい
る。委託先企業は製造法が確立した環境で新事業に取り組むことができるので、
Win-Win の関係になる。
製造委託はなるべく地元の企業にお願いするようにしている。筆者ら（吉川、鎌

鎌田 圭

田）はいずれも東北大学の教員であり、国内外の関連する大企業のキーパーソンと

かまだ けい

の人脈に恵まれている。その人脈と大学のシーズを活かし、国内外に販売経路を

株式会社 C&A 代表取締
役社長／東北大学未来科
学技術共同研究センター
准教授

開拓している。
当社の企業理念は、1）材料 10 年説を覆して大学の研究成果を迅速に実用化す
る、2）大学の研究成果を基に製品やビジネスモデルを創造して人類の幸福に貢献
する、3）世界的視野を持って常に挑戦し、大学発の技術で世界と地域をつなぐコ
ネクターハブ企業として顧客・社会と共に相互繁栄を期す、4）
「あるべき姿になっ
ているか」を念頭に、誠実に勇猛果敢にわくわくしながら取り進む、である。

■三つ以上の主力製品確立を目指して
起業した当初はホームページもなかったので、主に口コミでの受注が中心だっ
た。最初は研究用の結晶の受注ばかりで、製造条件は毎回異なり、条件の最適化
に苦労するものの、事業計画を立てることも叶わない状況だった。そんなとき、
ベンチャー企業の先輩経営者や地域の無料相談のアドバイザーから「主力製品を
三つほど作るべし」との助言を受けた。これをきっかけに、当社の主力製品の開

8
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られる。
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発を本気で検討することにした。
主力製品を検討する際、「大学の研究成果
のうち、どれが世の中に受け入れられるか」
を見極め、それを応用研究、製品化、事業化
へと進める必要がある。大学の研究室を「要
素技術を垂直統合する異分野融合体制」にし
ていたこともあり、基礎研究を応用研究に引
き上げる際の「魔の川」は大学側の協力で乗
り越えることができた。しかし、応用研究を
製品化につなげる「死の谷」の問題に直面し、
資金的なリソースも人的なリソースも不足し
ていることを痛感した。そこで、まずは製品
開発のための資金を調達すべく、中小企業や

図1

株式会社 C&A のビジネスモデル

ベンチャー企業を対象とした助成金に応募し
始めた。大学で十分な実績があり、論文も多い自信のあるテーマを選び、応募を
繰り返したが、結果は連続で不採択だった。
対応策を考えあぐねていたとき、大学の立場で大企業の新事業立ち上げを手
伝う機会に恵まれた。ある大企業が研究室の成果の実用化を検討してくれたの
だ。この企業は事業化の取り組みの際、国際学会でこの成果を企業展示すること
にし、それに向けたパンフレット作りを始めた。そのパンフレットの記載内容の
チェックをしていたとき、「パンフレットで当社をアピールできないだろうか」
と、ふと思いついた。特別なつてがなかったので、そのパンフレットを作成して
いるデザイナーの方に相談をしてみたところ、当社のパンフレットも作ってくれ
ることになった。費用の上で厳しい制約がある中で作成していただいたパンフ
レットを添えて、ベンチャー企業のみを対象とした助成金に応募したところ、待
ちに待った採択通知が届いた。
現在は「ダーウィンの海」でもがいている状況だが、われわれの挑戦を温かい
目で見て下さる方が徐々に増えている。大企業や研究機関の方から「きっと御社
の力になれると思うので、この人を雇ってみない？」と、高度な技術を持つ技術
者を紹介していただき、数名を中途採用した。また、研究室の修士課程の学生か
ら「自分が加わった御社の 10 年後が楽しみなので採用していただけませんか？」
という自薦もあり、2016 年度からは新卒 2 名（東北大院卒 1 名、高専 1 名）が
新たに加わる。当社が製造委託をしている企業も地域での雇用を増やしたので、
少しずつ地域の雇用創出にもつながりつつある。
「主力製品を三つほど作るべし」との助言にもかかわらず、現時点で正式採用
されている製品は国内で一つだけ、採用を検討していただいている製品が国内海
外合わせて複数件という状況である。しかし、顧客・社会と共に相互繁栄を期し、
大学発の技術で世界と地域をつなぐコネクターハブ企業にするという目標に、創
立メンバーと新メンバーとが一丸となって挑戦している。
「10 年後が楽しみ」と
言ってくれた新人の期待に応えられるよう、そして世の中のニーズにも応えられ
るよう、誠実に、勇猛果敢に、わくわくしながら進んでいこうと思う。

参考文献

薄 善 行, 鎌 田 圭. GAGG を
使用したガンマ線測定器の
開発 . 産学官連携ジャーナ
ル 2013 年 7 月 号. https://
sangakukan.jp/journal/
journal̲contents/2013/
07/articles/1307-03-2/
1307-03-2̲article.html,
（accessed 2015-09-17）
.

Vol.11 No.10 2015

9

特集

期待される大学発ベンチャー

クオンタムバイオシステムズ株式会社

革新的 DNAシークエンサーの開発
【大学発ベンチャー表彰 2015】 科学技術振興機構理事長賞
グローバルに理想的なチームを編成している。事業化には長い期間を要する
が、市場性は大きい。今後はよりスピードが重要となると思われるため、ユー
ザー候補とのアライアンス等、外部支援を取り入れた更なる発展に期待する。

クオンタムバイオシステムズ株式会社（以下「当社」
）は、大阪大学産業科学

本藏 俊彦

研究所、川合知二・谷口正輝両教授の研究成果（内閣府による「最先端研究開

ほんくら としひこ

発支援プログラム（FIRST）
」）をもとに、革新的 DNA シークエンサーの開発

クオンタムバイオシステ
ムズ株式会社 代表取締役
社長

を行うことを目的として、2013 年 1 月に設立された。革新的 DNA シークエン
サーが実用化されれば、DNA 解析に要する時間と費用は大幅に改善され、基礎
研究のみならず、臨床や創薬への応用など、各分野に非常に大きな影響を及ぼす
イノベーションが実現されることが期待されている。

■半導体技術を駆使した国産シークエンサーの開発
当社が開発している革新的 DNA シークエンサーの原理は、米国立ヒトゲノム
研究所（以下「NHGRI」）が主導する 1,000 ドルゲノムプロジェクトの最終世
代原理として位置付けられている。半導体チップ上で、塩基によって異なるトン

＊1

ネル電流値を計測することにより DNA の塩基配列を決定（シークエンス）する

1 ナノメートル（nm）は 10
億分の 1m。

というのがその原理である。
これは過去に多くの大企業が実用化に挑戦したものの、その特徴である
ナノメートル＊ 1 レベルの微細なセンシング電極、微細流路構造を実現で
きずに実証できなかった技術的難易度の高い原理である。一方で、技術課
題を解決できれば、半導体ラインで製造されるチップとトンネル電流計測
システムは、極めて低コストで製造でき、また、速度向上の余地や DNA
修飾などの付加情報取得の観点からも、競争優位性が極めて高い「究極の
DNA 解析プラットフォーム」となる。
実用化にあたって鍵となる半導体微細加工技術と微小電流検出技術は、
日本が従来から得意とする領域である。当社は日本発のスタートアップと
して「地の利」を活かした研究開発に取り組んでいる。

■「グローバルスタートアップ」として挑戦
製品開発にあたって、要素技術に優位性を持ちながら、顧客ニーズや業界の方

10
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向性を適切に把握できず、また、全体像を見失った開発により、要素技術の価値
を十分に製品価値に反映できなかった失敗事例は多い。当社は、同様の失敗を
避け、また、競合がひしめく業界の激しい競争を勝ち抜くために、優秀な DNA
シークエンサー開発経験者をグローバルな観点で積極的に雇用している（後述す
るが、日本は DNA シークエンサー開発に出遅れたこともあり、開発経験者は極
めて少ない）
。
しかしながら、年齢、国籍、専門分野、成功体験が異なるさまざまなメンバー
が所属する「日本の大学発グローバルスタートアップ」組織の運営は、多くの困
難を伴う。組織運営にあたっては、個人の差異だけではなく、大学（基礎研究）
と企業（製品開発）の研究開発（R&D）方法の差異、日本と海外の会社規定や
報酬体系の差異、提携先大企業とスタートアップのリスク許容度の差異などを乗
り越える組織運営と戦略が必要となる。
当社では、各種差異を超えて「One Team」として組織を機能させるために、
グローバルスタートアップにふさわしい行動指針を決め、全ての意思決定に整合
性、一貫性を持たせている。例えば、当社メンバーは、それぞれの立場で積極的
にリーダーシップを発揮することを期待されるが、以下の方針に沿った、頻繁で
適切なコミュニケーションを重要視している。すなわち、多様性を尊重するこ
と、協調して問題解決にあたること、透明性を担保すること、である。
また、当社の主要株主であるベンチャーキャピタルから派遣される外部取締役
の適切な理解とハンズオン支援なしには、
「グローバルスタートアップ」のコン
セプトは成り立たない。

■「産学官」一体となったイノベーションの実現
DNA シークエンサー開発の歴史を振り返ると、日本は米国などに先駆け、
1970 年代から「DNA 高速自動解読構想」に着手していた。しかし、技術的優
位性を活かせず、この分野では世界に大きく水をあけられた＊＊ 1。他方、米国で

＊＊ 1

は NHGRI が

岸宣仁．ゲノム敗北：知財
立国日本が危ない！．ダイ
ヤモンド社 , 2004, 374p.

1,000 ドルゲノム

アワードを戦略的に進め、2004 年から 7 年

間で、総額 1 億 430 万ドルを合計 60 のシークエンス技術開発プロジェクトに
与え、DNA シークエンサー産業発展の技術基盤を構築。今や DNA シークエン
サーの世界市場は米国企業が独占する状態となっている。
DNA シークエンサーに代表されるような基盤技術の開発には多額の資金を要
し、またグローバルな競争が激化しているビジネスでは、初期段階で技術的に優
位性があったとしても、戦略的な公的サポートなしに国際競争を勝ち抜いて行く
ことは容易ではない。DNA シークエンサー開発は、疾病の予防、早期診断、個
別化医療の実現に大きく貢献し、医療費の抑制を通して日本の財政の健全化にも
大きく貢献できる極めて重要な技術分野である。
過去の DNA シークエンサー開発競争で味わった敗北を二度と繰り返さず、革
新的技術によるイノベーションを実現していくために、日本においても NHGRI
のような公的機関による「産学官」が一体となった戦略的な支援の拡大を強く
願う。
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マイクロ波化学株式会社

マイクロ波を化学産業で活用する
【大学発ベンチャー表彰 2015】 新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞
化学プラントにおいては従来にない革新的な製造方法であり、市場性は大き
い。外部支援を利用し、海外企業ともうまく提携を図っている。販路開拓が重
要となるため、どのような企業とコラボレーションしていくかが今後の成長の
鍵となる。一層の成長に期待したい。

マイクロ波化学株式会社（以下「当社」）は、大阪大学におけるマイクロ波の

吉野 巌

研究蓄積をもとに、化学プロセスの技術開発型ベンチャー企業として、2007 年

よしの いわお

にスタートした。電子レンジにも使われているマイクロ波を化学産業に活用した

マイクロ波化学株式会社
代表取締役社長 CEO

「省エネルギー・高効率・コンパクト」な革新的モノ作り技術を顧客となる化学
メーカーに提供するのが、当社の事業である。マイクロ波の化学分野
への適用、すなわちマイクロ波化学は、技術・市場共に黎明（れいめ
い）期にある。顧客にもノウハウが少ないため、単に化学プロセスを
販売するのではなく、研究開発、実証、エンジニアリング、製造の支
援までの一貫した技術的ソリューションを提供している。純粋な技術
開発の会社だが、一方でモノ作りの側面が強い会社でもある。
製品は、顧客からのニーズに応じて開発を行うが、マイクロ波化学
という新しいプロセスを導入するハードルを越えるために、マイクロ
波を生かした物性面・プロセス面からのメリット、新たな設備投資を

写真 1

行うことができる市場性、の 2 点を考慮することが重要である。現在は、国内
外の化学企業と提携して、食品添加物の製造や、均一な核発生、先端への電界集
中設計による銀ナノワイヤーの製造、均一加熱と選択的脱水によるポリマー（ポ
リエステル）の製造などに、マイクロ波化学プロセスを展開している。

■スケールアップと 1 号ラインの壁
提携先となる化学メーカーに、当初からマイクロ波化学を順調に導入してもら
えた訳ではない。先方の担当者に「省エネルギー・高効率・コンパクトなプロセ
ス」「従来法ではできない物性を持った高品質な製品の製造」と伝えると、最初
は興味を持って聞いてくれ、開発がスタートする。しかし、「ところで、その技
術を使ったプラントはどこにあるの？」と聞かれ、「御社が第 1 号になります」
と答えると、だいたいそこで開発がストップする。
「前例がないものは採用でき
ない」のだ。世の中にない技術の実用化に挑んでいるので前例がないのは当たり
前だが、化学業界では、過去に実績がないことが大きな障壁だった。
当社ではこれを「1 号ラインの壁」と呼んでいる。この壁を打ち破り、「マイ
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クロ波化学は本当に使える技術だ」と証明するためには、われわれ自身が単独で
工場を立ち上げるしかないと考えた。これは、
「ベンチャー企業は製造設備を持
つべきではない」というベンチャー界の常識に反する。「自社工場を建設する」
ことは、会社としての方向性を大きく転換する大決断だった。
2014 年春に世界初となる大規模なマイクロ波化学工場を大阪に立ち上げ
（写真 1）、同工場から、インキ原料となる製品（脂肪酸エステル）の出荷を東洋
インキ株式会社向けに開始した。当社がマイクロ波化学でつくった製品を使って
新聞が印刷され、次第に「本当にマイクロ波化学を使ってモノ作りをしている」
ことが、化学業界に広まり始めた。最近ではテレビやスマートフォン用の電子材
料や、燃料、食品向け素材などについて、さまざまなメーカーから「うちでもマ
イクロ波化学を使って材料がつくれるのか」という問い合わせが相次いでいる。

■死の谷と当社ファイナンス
1 号ラインの建設資金は順調に調達できたわ
けではない。当初、工場新設の資金調達のた
め、金融機関やベンチャーキャピタルに相談し
ても、
「ベンチャー企業が工場を単独で建設す
るなんて無理だ」と、けんもほろろであった。
図 1 は、縦軸に資金調達の容易さ、横軸に
技術の進展を示している。基礎研究段階の初期
は日本でも比較的、資金は調達しやすい。この
時期、国からさまざまな研究費が出る。ところ
が、開発が進み、事業がスケールアップすると
1 桁どころか 2 桁以上大きい金額の資金が必要

NEDO

となる。国は事業化が近づいているのなら自ら

図1

資金調達と「死の谷」

調達しろと突き放す。しかし、自ら金融機関や
ファンドから調達しようとしても、
「まだ開発段階だから」と資金は出してもら
えない。この谷を越えることができないベンチャーが多い。それが「死の谷」と
呼ばれているゆえんである。
当社はこの谷を渡りつつあると考えている。初期においては、NEDO ＊ 1 や経

＊1

済産業省の助成金、途中から、UTEC ＊ 2 や JAFCO ＊ 3、株式会社産業革新機構

国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構

などのベンチャーキャピタル、さらに日本政策金融公庫などからの借入れなどの

＊2

資金を効果的に調達することで、確実に技術をスケールアップし、ベンチャー企
業ながら、単独で自社の化学工場を立ち上げることに成功した。
マイクロ波化学は、技術・市場共に黎明期にあるが、自社工場を建設すること
で、1 号ラインの壁を越えることができた。その過程で、技術を市場導入するた

株式会社東京大学エッジキャ
ピタル（The University of
Tokyo Edge Capital Co.,
Ltd.）
＊3

めに必要な研究開発からプラント設計までのインフラがソフトウェア（人材）と

株式会社ジャフコ（JAFCO
Co., Ltd.）

ハードウェア（設備）の両面で整備され、これが当社のコア・コンピタンス＊ 4

＊4

となった。現在、国内外の化学企業との提携により、食品添加物・機能性化学品
から汎用（はんよう）品までマイクロ波化学プロセスの導入が加速しつつある。

core competence. 他社と
の競合で優位性のある中核
事業。
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期待される大学発ベンチャー

m plus plus 株式会社

ウェアラブルデバイスで光を演出する
【大学発ベンチャー表彰 2015】 日本ベンチャー学会会長賞
日本人の細やかな感性と技術への突き詰めで差別化したテクニカルアートを日
本のエンターテイメントとして発信する起業コンセプトは独創的である。海外
から注目も集めており、スタッフ育成を進め今後の一層の成長に期待したい。

m plus plus 株 式 会 社（ 以 下「 当 社 」
） は 2013 年 8 月 に 起 業 し た。 ウ ェ

中田 眞城子

アラブルデバイスの開発とその運用を主軸とし、現在は、LED を装着した衣

なかた まきこ

装でパフォーマンスする複数のダンサーを同時に無線同期させるハードウェ

m plus plus 株式会社 取
締役／コーディネーター

アの設計、LED テープの開発から衣装のプランニング、光の演出（Lighting
Choreographer）とその運用までをトータルで請け負っている。
現在携わっている衣装では LED が最大 1 着 5,000 個、平均的なもので 900
〜 1,000 個付いており、5 万人程度の観客が見守るステージ上で同期させる
LED の個数は 3 万個以上となる。それをあらゆる無線が飛び交う中で間違いな
く運用する。

■ベンチャー立ち上げは突然に
当社は、社長である藤本実の神戸大学大学院時代
の研究課題が、そのままビジネスとなっている。ダ
ンサーでもあった藤本は、研究室配属の 4 回生の
ときから大学院で博士を取得するまで、一貫してダ
ンスをテーマに研究を続け、その記録（動画）を
YouTube や Vimeo といったサイトにアップロー
ドしていた。その動画が日本にとどまらず海外にま
で一人歩きをし、多くのパフォーマーやそれをビジ
ネスとする人々の目に留まり、オファーが相次ぐこ
ととなった。本人が仕事として世に出すことを意識
的にやっていたわけではなく、これまでにない新し

藤本 実／ダンサー出演時（2013 年 12 月）

いものを必要としている人々がネット上で検索して
いる中で見いだし、さらに仕事として意味付けを行ってくれたといえる。日本で

14

はレッキングクルーオーケストラ＊ 1、白 A ＊ 2、EXILE の HIRO 氏、GACKT 氏、

＊1

ももいろクローバー Z のミュージックビデオプロデューサーなどから、海外で

http://wreckingcreworch
estra.com/

はプロモーションビデオやコマーシャルの会社、世界で展開するアミューズメン

＊2

ト施設の副社長などからオファーがあった。

http://www.siro-a.com/

Vol.11 No.10 2015

特集

そもそも藤本は二足のわらじを履き続けるつもりで教員の道を選んだのだが、オ
ファーが増えて対応が難しくなり、1 年半で教員を辞め、起業することとなった。

■ベンチャー企業に必要なのは人材
クライアントの要望に対応していく中で、一
流のパフォーマーが何を必要としているのかが
具体的に見えてくる。運用のためにツアーに同
行し、1 分 1 秒を争う厳しい現場でさまざまな
知見を得る。するとそれが新たな開発へとつな
がり、さらにクライアントの目に留まるという
繰り返しで、営業らしい営業をしないままここ
まで来たというのが実情である。緻密なビジネ
スプランがあったわけではなく、現在も藤本個
人の嗅覚に従ってパフォーマーが必要としてい

「SAMURIZE from EXILE TRIBE」2014 年より装置提供

る装置を作り続けている。
従って、「ベンチャー企業がどうあるべきか」ということに対し言葉を持た
ない。現在研究中の学生にベンチャーを勧めることもしないでおこうと思う。
当社の仕事が成立しているのは、藤本の考えた「パフォーマーの可能性を広げ
る装置」が新規性を持ち、時代の要求と合致していたことだが、それに加えて内
部で回路設計から無線の調査までできる人材が会社の立ち上げ時に現れたという
のが非常に大きい。起業を考える際、信頼に足るパートナーがいるかどうかは非
常に重要である。昨今、クラウドファンディングなどで比較的簡単に初期費用を
集められるシステムがあるだけに注意すべきかもしれない。
現場に出ればすぐにぶち当たることではあるが、専門知識を持たない人は新規
開発の困難さを理解しない。できて当たり前、できなければ批判されて終わりで
ある。専門知識があればその難しさが分かり、プロセスも評価の対象となる。こ
れは研究室の日常であり、研究を続けるモチベーションにもなる。しかし、仕事
となれば何が何でも形にしなければならない。当社でいえば、現場に合わせた専
用の通信ハードウェアを開発し、それに対応する新たな分散制御ソフトウェアが
安定して動作し、イメージする光り方に制御され、装着された LED が正しくつ
ながっている。その全てがきちんと検証できた上で、現場での無線状況などに瞬
時に対応できなければならない。しかもそれを常軌を逸した短期間で行わなけれ
ばならない。
とはいえ、研究室では成し得なかった猛スピードで研究開発が進み、それが運
用されるのを目の当たりにできるのは大きな喜びである。失敗したら終わりとい
うイチかバチかのような体制ではあるが、大企業ではやらないような特化した
ニーズに対応できるのはベンチャーであればこそのことである。これからも現場
で求められているものに対する嗅覚と探求心はもとより、さらなる対応力も付け
なければならないが、少なくとも学生や子どもたちが将来を悲観せず「夢」を描
けるような会社であり大人であり続けたいと思っている。
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期待される大学発ベンチャー

スリープウェル株式会社

日本発の技術で、
世界の精神疾患患者を救いたい！
【大学発ベンチャー表彰 2015】 大学発ベンチャー表彰特別賞
脳波からうつ病の診断基準を導き出すという新規性のある発明である。米国で
の臨床試験という方針はリーズナブルであるが、FDA ＊ 1 認証までの長い道の
りを乗り切る資金力と組織力が鍵。市場性は高く、今後の成長に期待する。

科学技術振興機構（JST）の独創的シーズ展開事業（2007 〜 09）において、

吉田 政樹

公益財団法人大阪バイオサイエンス研究所の睡眠基礎研究成果を基にした、
「睡

よしだ まさき

眠脳波計測と睡眠評価技術の確立及び評価システムの構築」が実施された。その

スリープウェル株式会社
代表取締役

研究成果を基に、2010 年、スリープウェル株式会社（以下「当社」）を設立し、
事業を開始した。
当社が開発した小型脳波計「スリープスコープ」と「スリープスコープ睡眠脳

＊1

米国食品医薬品局

波解析プログラム」は、簡便に人間の脳波を計測して、睡眠の質やリズムを正確
かつ客観的に評価できる装置・仕組みである。特に睡眠解析プログラムに関して
は、入院が必要な終夜睡眠ポリグラフ検査と比べて、遜色のない解析結果が得ら
れることが特徴で、高い信頼性が担保されている。
「スリープスコープ」は日常
状態における睡眠状態が正確に把握できることから、設立後 5 年間で、食品メー
カーや大学、睡眠クリニックなど、200 カ所以上で利用されている。

■三つの転機
当社の転機は三つあったと考えている。
一つ目は、機器およびプログラムが薬事の製造販売認証を得たことである。医
療機器の薬事申請には、費用と経験が必要といわれている。設立 2 年目の 2011
年、大阪市成長産業チャレンジ支援事業に採択され、医療機器としての要件を満
たす機器の開発に着手した。2011 年度に機器の量産開発の体制を整え、機器の
試作は完成した。ただし、薬事申請については知識も経験も社内には全くなかっ
たので、外部人脈の支援を得ながらプロセスを進めて、2013 年 2 月に無事に
「ス
リープスコープ（脳波計）
」の製造販売認証を得た＊ 2。また、2015 年 5 月には、
「スリープスコープ睡眠解析プログラム」も製造販売認証を得た＊ 3。製造販売認
証の取得は事業飛躍の必要条件であり、非常に重要な転機であったと思う。
二つ目は、新しい技術（睡眠脳波による精神疾患診断技術）の発見と特許の取
得である。もともと、睡眠脳波解析が中核技術であるが、病院からの依頼で精神
疾患患者の睡眠脳波の解析を契機に、精神疾患患者に特有の脳波波形を発見し
た。これを診断に活用できる形に昇華させ、特許化した。現在、この技術を基
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スリープスコープ

装着写真

に、臨床治験を経て客観的診断基準を確立したいと考えている。
三つ目は、事業を前に進める人材の獲得である。1 年目から優秀なスタッフに
恵まれ、2 年目に、研究と事業双方の経験のある人材を獲得でき、そのスタッフ
が薬事や研究を強く前に推し進めてくれた。優れた人材獲得も非常に大きな転機
であった。

■ベンチャー企業が望む資金・人材
外部支援の視点でいうと、当社の場合は、行政の支援が有効に機能したと考え
ている。
一つ目の例が、JST からの補助金および出資である。もともと、大学発ベ
ンチャー創出推進事業の枠組みで、委託研究の成果からスピンアウトしたベ
ンチャーであり、研究開発のプロセスにおいて多大な資金援助をいただい
た。また、2015 年 1 月には、同じ JST から出資型新事業創出支援プログラム
（SUCCESS）の制度により出資を得、資本拡充の支援をいただいた。また、出
資へのプロセスを通じて、事業計画を立案し、企業としての方向性を確認しやす
くなったことも、課題把握と解決方法立案に有益であった。
二つ目の例が、大阪市からの補助金や、ハンズオン支援による課題解決に向け
た指導・助言である。医療機器の薬事申請のプロセスは、ベンチャーにとって、
非常にハードルが高い。当社は、大阪市の補助金により、開発コストや薬事申請
コストを一定程度に抑えることができた。また、ハンズオン支援により薬事コン
サルタントの紹介を得、申請期間を短縮することができた。薬事に限らず、知財
や法務、事業開発、要素技術など、多岐にわたって的確な専門家の紹介を大阪市
のハンズオン支援からいただいた。
この 2 点から、ベンチャー企業が望む有効な支援として、1）資金（柔軟な使
途の資金）、2）人材（事業を前に強く進める人材や専門家ネットワークを保有
する支援者）が大事であると強く感じている。
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パイフォトニクス株式会社

人と人をつなぐ光「ホロライト」
【大学発ベンチャー表彰 2015】 大学発ベンチャー表彰特別賞
LED 技術をベースに独創的な発想とフットワークでさまざまな応用分野を開
拓している。事業拡大のためには、良いパートナーを見つけ、リソースを集中
し、キーアプリケーションを作り出すことが重要。一層の成長に期待する。

パイフォトニクス株式会社（以下「当社」
）は、光産業創成大学院大学発のベ
ンチャー企業である。
筆者は、浜松ホトニクス株式会社中央研究所にてホログラフィー 3D ディス
プレイの、マサチューセッツ工科大学スペクトロスコピー研究所にてホログラ
フィー顕微鏡の研究開発に携わった。2006 年に光産業創成大学院大学へ留学、
その半年後に当社を設立した。企業理念は、人に優しい光技術を融合した製品の
提供を通じて、人と社会のネットワークを融合し、地球の未来に貢献することで
ある。
起 業 1 年 後 に 代 表 製 品 で あ る パ タ ー ン 形 成 LED 照 明 装 置「 ホ ロ ラ イ ト 」
（写真 1）を考案した。ホロライトは、小型軽量キューブ型筐体（きょうたい）で発
生させた太陽光線と同等の疑似平行光と大型光学素子を用いて、空間にさまざまな
光パターンを形成させるオンリーワン製品である。もともと、ホログラム再生用に
開発したが、真っ暗な夜に山に向けて一直線に伸
びる光を見て、この光には人と人の心をつなぐ可
能性があると運命を感じ、事業化を決意した。
展示会出展を通じて販路開拓を行った結果、さ
まざまな業界のプロフェッショナルに採用され始
めた。現在は、検査、演出、建築、道路、安全、
観光、芸術、通信、教育、実験など、多様な分
野で活用されている。今後、2020 年東京オリン
ピックに向け、活用される場面が増加する見込み
であり、各業界のプロフェッショナルが連携融合
し、世の中に新しい価値観を提供する異分野融合
プロジェクトを計画している。

写真 1

ホロライト

■スピード感を持ち、良きサポーターと仕事をする
ホロライトは、いわゆる大学で行う最先端の研究成果ではなく、遊びの中から
生まれたローテク製品であった。しかし、同じものを世の中で見たことがなく、運
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池田 貴裕
いけだ たかひろ
パイフォトニクス株式会社
代表取締役
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命的なものを感じた。年間 20 件を超える展示会に出展し（写真 2）
、現場の声を
直接聞くことにより、ホロライトの新しい用途が見つかり、公的機関の資金獲得
および開発にフィードバックできた。開発を継続することにより、ハイテク要素
を組み込んだ製品に進化した。現在、日本、米国、中国、香港で特許登録済であ
り、欧州でも審査中である。さらに、展示会活動などを通じて交換した 5,000 枚
強の名刺データをデーターベース化して、日々の活動内容を記した月次ニュース
レターを発行することにより、引き合いが毎日のようにやってくるようになった。
ある日、とある会社の顧問から電話があり、浜松で打ち合わせをしたいと依頼
された。起業後、時間とお金を要する出張
がおっくうだったので、電話で目的を聞い
たが教えてもらえず、打ち合わせの際によ
うやく聞くことができた。「私は直接人と
会って仕事をするか決める。一度会えば、
その後は電話のやり取りでよいからだ」
。
筆者はなるほどと思った。その後、出張す
ることが怖くなくなった。以後、問い合わ
せがあると、すぐに電話し、出張するよう
になった。スピード感に共感し、応援して
くれる方もできた。一方、合わない方もす
ぐに分かり、時間のロスを最小限に抑える
ことができた。ベンチャー企業はスピード
感を持ち、理解してくれる良きサポーター

写真 2

ライティングフェア 2015 展示ブース

と仕事をするべきだ。

■チャレンジなくして成功はありえない
日本の成長のためには、ベンチャー企業が成長し、社会に認められる環境が
必要だ。現在、日本のベンチャー政策が進み始めている。若者が前向きにベン
チャーにチャレンジし、今後、大企業とベンチャーの協業が進展することによ
り、日本の活性化が進むであろう。
ベンチャー企業の創業者には夢が必要である。人・物・金のない弱小企業が成
長するには、人の心を動かすことのできる夢と情熱を持つことである。研究者や
技術者は、新しい研究成果や技術内容を世の中に出すことのみを考えがちだが、
それは「目的」ではなく「手段」である。その手段を活用して、どのような夢の
社会を実現できるか、熱い気持を持って世の中に訴えることが、成功するベン
チャー企業を増やすために必要だ。
稼げるベンチャー企業として利益を上げるためにはチャレンジが不可欠である。
チャレンジなくして成功はありえない。大学というリスクの少ない環境は可能性を
低減させる。大企業もベンチャー企業として、いったん会社から切り出すカーブア
ウト戦略のように、大学からもベンチャー企業を切り出してリスクの高い冒険をす
ることが、本当に稼げるベンチャー創出には必要だ。
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株式会社ヘリオス

iPS 細胞技術を活用した
再生医療分野での医薬品開発
【大学発ベンチャー表彰 2015】 大学発ベンチャー表彰特別賞
眼科手術補助剤の開発経験を活かし iPSC 再生医薬品＊ 1 分野で AMD（加齢黄
斑変性）治療薬開発を進めており、他臓器への展開を含め、将来的な発展が期
待できる。最大市場である米国への挑戦による一層の成長を期待する。

株式会社ヘリオス（以下「当社」
）は、iPS 細胞（人工多能性幹細胞）に関連

鍵本 忠尚
かぎもと ただひさ

する技術を利用して、難治性疾患に対する再生医薬品の開発を目指し、2011 年
2 月に設立された。

株式会社ヘリオス 代表取
締役社長

2014 年 9 月、理化学研究所の髙橋政代プロジェクトリーダーらが、世界で初
めて、iPS 細胞から作成した網膜色素上皮細胞の移植による加齢黄斑変性治療の

＊1

iPS 細胞技術を応用して製造
した人体組織と近似の機能
を持つ細胞医薬品は「iPSC
再生医薬品」と呼ばれる。

臨床研究を行った。この研究成果の実用化を当社は担っている。
当社は 2011 年 8 月に「理研ベンチャー」の認定を受けた。その後、理化学研
究所の iPS 細胞由来の網膜色素上皮（RPE）細胞（写真 1）への分化誘導
方法などに関し、独占的特許実施許諾を受けるとともに、同所から知見・
技術の移転を受けるため、共同研究などを開始した。共同研究を進める中
で、当社独自のノウハウを開発、iPS 細胞から分化誘導した RPE 細胞の
効率的な培養方法の確立に成功した。
これらの技術を用いて、患者自身ではない第三者の細胞から作製され、
安全性などに関する基準を満たした iPS 細胞（他家細胞由来 iPS 細胞）
から RPE 細胞を含む懸濁（けんだく）液を作製した。これを患部に注入、
定着させることにより、感覚網膜への栄養補給や老廃物の分解機能を回復
させ、視機能を改善させる治療法の確立に取り組んでいる。
本年 6 月には、東京証券取引所マザーズに上場。国内での製造販売承認取得
までを見越した資金を獲得し、2020 年の上市を目標に研究開発を進めている。

■アカデミア発技術の実用化の実績
筆者は、医学部卒業後、眼科医として勤務する中で、加齢黄斑変性をはじめ、
さまざまな難治性疾患の患者さんと出会い、現在有効な治療法がない疾患に対し
て、なんとか治療法を開発し、多くの患者さんに届けたい、との思いを強くし
た。2005 年に九州大学発の技術を基に 1 社目のバイオベンチャーを起業。資金
面、経営面などでさまざまな苦労があったが、眼科手術補助剤を開発し、欧州で
の発売にこぎ着けた。
医薬品の開発においてよく言われる「死の谷」を乗り越えた経験があること、
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写真 1

RPE 細胞（200 倍）

特集

さらにその経験を活かし、初心である加齢黄斑変性の治療法を開発したいという
思いが、このような世界的技術の共同研究・独占的特許実施許諾などの実現につ
ながった大きな要因と考えている。
資金面では、世界に先駆けて iPS 細胞由来の再生医薬品を開発するという思い
を共有していただいて大日本住友製薬株式会社、株式会社ニコン、澁谷工業株式
会社、株式会社新日本科学など、それぞれの領域のトップ企業に出資していただ
いたことが大きい。

■思いを共有した強いパートナー関係の構築
山中伸弥教授がノーベル賞を受賞する前から iPS 細胞技術の事業化に取り組ん
でいたことも、当社への信頼感となり、パートナーシップの成功の要因の一つで
は、と考えている。
大日本住友製薬とは、2013 年に iPS 細胞由来 RPE 細胞移植による加齢黄斑
変性治療法の開発に関する共同開発契約を締結した。同社から提供される開発
資金をもとに、国内における開発を共同で行い、製造販売承認の取得および販
売を行うことに合意した。2014 年には大日本住友製薬との共同出資で株式会社
サイレジェンを設立し、製品の製造や販売促進業務を見越した体制を構築した。
2017 年の治験申請を目標に、CPC ＊ 2 と呼ばれる細胞培養専用クリーンルーム

＊2

Cell Processing Center
（細胞培養センター）

（写真 2）での製造体制の確立を進めている。
前述のとおり、アカデミア発技術の実用化において「死の谷」をいかに乗り越
えられるかが重要となってくるが、ベンチャー企業 1 社で乗り切ることは容易で
はない。iPS 細胞技術の実用化のバリューチェーン（価値連鎖）を担う企業・機
関と、強固な提携関係を構築できたことにより、
「ヒト」
「モノ」
「カネ」のいずれ
の面においても安定し、iPS 細胞という新しい技術、再生医療という新しい産業
を生み出すという革新的な研
究開発に集中して取り組むこ
とができる環境構築ができた
ことは当社の大きなアドバン
テージであると考えている。
この度の大学発ベンチャー
表彰特別賞の推薦文にもいた
だいたように、世界中の加齢
黄斑変性の患者さんに、いち
早く新しい治療法を届けられ
るよう、まずは 2020 年の国
内での上市を目指し、さらに
次のステップを見据えて社
員・そしてステークホルダー
の皆様と一丸となって着実に
取り組んでいきたい。

写真 2

CPC（細胞培養専用クリーンルーム）
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北見工業大学における産学官連携
― 研究広報と一体化した連携戦略 ―
寒冷で自然豊かな北海道東部は、 広大 かつ 疎 な第 1 次産業地帯である。
この地方唯一の工科系大学である北見工業大学は、地の利を活かした特徴ある教
育・研究を行っている。また、大学の特徴を反映した社会貢献・地域貢献を実現
すべく、広報活動と連動させた産学官連携活動を進めている。

■北見工業大学の特徴とその特徴を反映した教育・研究
北見工業大学（以下 ｢本学｣）は 1960 年に北見工業短期大学として設立され
た創立 50 年余りの若い大学である。1997 年には大学院博士後期課程までの一
貫した教育体制が整えられ、現在では、6 学科 13 コースの学部、6 専攻の大学
院博士前期課程、3 専攻の博士後期課程の陣容となっている。研究者数は約 150
人、学部・大学院を合わせて学生数は約 2,000 人である。
本学は、第 1 次産業を主産業とする北海道北東部の北見市（図 1）にある。地
域産業への貢献を目指して 2008 年度にバイオ・食品コースを設け、工学と農学
の融合教育を開始した。同時に、若い技術者に対してもマネジメント系の業務が
求められる地域の環境を考慮してマネジメント工学コースを設置し、工学の専門
的な力を身に付けながらマネジメントの能力を養うことのできる教育も始めた。
北見市の冬は北海道の中でも特に寒く、オホーツク海沿岸には流氷も着岸す
る。また、知床世界自然遺産や阿寒国立公園など五つの国立・国定公園に囲まれ
た自然環境豊かな地域でもある。そこで本学ではこれら地域の特色を反映した、
寒冷地における生活の質（QOL）向上に向けた社会基盤、冬季スポーツ工学、
水環境の改善・維持や地球規模の気候変動解明など、
「寒冷地」、
「環境」に関す
る研究を推進している。そのほか、オホーツク海のメタンハイドレート資源をは
じめ、
「エネルギー」に関する研究や、
「工農連携」をキーワードとする研究にも
注力している。

■地域を中心に据えた幅広い産学官連携
地域との共同研究推進と地域連携・社会貢献を主な目的とし、1994 年には本
学に地域共同研究センターが設置された。その後これまでに産学連携活動は大き
な発展を遂げ、現在では関連業務はマネジメント系の教育・研究までを含めた広
い範囲に及んでいる。
「地域共同研究センター」もその名称を「社会連携推進セ
ンター」と改称し、本学における教育・研究をベースとする社会貢献を支援・担
当する部署として、さらには社会・地域と大学をつなぐ実働部隊として重要な役
割を果たすようになっている。
本学の共同研究は、研究者一人当たり 0.5 件ほどである。この件数はこれまで
継続的に維持されてきており、全国の大学の中でも常に上位に位置している。
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図2

北見工業大学の共同研究にお
けるパートナー所在地別割合
（1996 年〜 2010 年、15 年
間の総件数）

図3

北見工業大学の共同研究にお
ける寒冷地研究の割合
（1996 年〜 2010 年、15 年
間の総件数）

共同研究の約 5 割が、北見市が位置するオホーツク総合振興局管内（以下「オ
ホーツク地域」
）の 18 市町村に所在するパートナーとの共同研究である
（図 1、2）
。
また約 2 割がオホーツク地域以外の北海道内パートナーとの共同研究である
、「社会基盤」など広範にわたるが、本学を特
（図 2）。共同研究分野は、「環境」
徴付ける「寒冷地」に関する研究が約 4 分の 1 を占める（図 3）
。オホーツク地
域の共同研究パートナーの大半は自治体であり、管轄する河川や上下水道の水質
調査・分析、廃棄物処理、環境モニタリングなど、
「環境」に関連する研究が中
心となっている。
地域連携・社会貢献も本学の重要な役割である。北海道東部の数少ない大学と
して、北見市をはじめ、近隣自治体から大きな期待が寄せられている。第 1 次
産業への工学の適用や第 1 次産品加工産業への工学的貢献など、地域課題解決
に対する工科系大学としての寄与はもちろんのこと、地域振興を目指した各種イ
ベントの企画・協力とそれらへの参画、各自治体における各種審議会や委員会の
委員としての活動、地域振興に係る政策提言に至るまで、その役割は多岐にわた
る。専門知識を持つ工学研究者や学識経験者としての教職員、さらには活力と柔
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軟性を持つ若い学生を擁する機関として、それらの要求に応え、工学分野に限ら
ず、さまざまな地域貢献を果たしている。

■北見工業大学が取り組む産学官連携活動の実際例
１．合同会議と市町村訪問
本学が活動の舞台としているオホーツク地
域 の 18 市 町 村 は、 半 径 約 100km の 広 大 な
地域に広がっている。各市町村では、育まれ
ている産業、業種形態、人口密度や年齢構成、
そして気候環境などが類似しており、地域振
興に向けて抱える課題には共通している部分
が多い。例えば、離農者の増大や若者の流出
への対応、環境保全、第 1 次産業の高付加価
値化などが全ての地域に共通する課題として
挙げられる。それらの課題や各自治体の活動

写真 1

北見工業大学社会連携推進センター産学官連携推進員・
推進協力員合同会議

に関する情報交換、課題解決に向けた議論の
場として、本学が軸となり「産学官連携推進員・推進協力員合同会議」を設けて
いる（写真 1）。この合同会議には、18 市町村の職員に委嘱した本学の産学官連
携推進員・推進協力員のほか、オブザーバーとして三つの近隣大学、国や道の機
関、各種産学官連携支援機関など、100km を越える遠方からも関連の諸機関・
参加者が集う。地域振興のキーマンが一堂に会するため、本会議は地域にとって
貴重な連携構築の場となっている。
また、大学の産学官連携担当教職員が本会議メンバーの各市町村を定期的に訪
問し、個々の政策や取り組みなど、自治体ごとの個別の話題を取り上げて、大学
が持つ可能な限りの活用可能なハード・ソフト両面の機能を提示しながら地域と
のさらなる連携強化を進めている。
２．地域人材の育成
構造不況に悩む地域の再生に寄与すべく、
本学は 2006 年度より第 1 次産業関連の新規
ビジネスを立ち上げることのできる人材の育
成に取り組んでいる（写真 2）。この事業では
土木・建設業に従事する技術者を主な対象と
しており、農業関連事業への新規参入や第 1
次産品の高付加価値化などに挑戦するために
必要な検討・企画・実行を担うことができる
人材を、産・学・官それぞれの強みを活かし
育成している。この取り組みでは目的とする
人材を輩出しているだけでなく、輩出した人
材同士や関わった産学官関係者も含めた新た
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写真 2

地域が必要とする人材の育成（圃場（ほじょう）調査）

なつながりが形成され、それらが共同研究の立ち上げやネットワーク拡大、活動
の相互支援など、さらに新たな産学官連携へと発展しつつある。

■産学官連携基盤の強化のための広報活動
上述したように本学は、
「寒冷地」、「気候／自
然環境」、
「第 1 次産業」、
「疎」などの特徴をも
つオホーツク地域の環境に立地している。またこ
れも先に例示したように、本学はこれらの特徴を
強みとし、それらを強く意識した教育・研究・社
会貢献を実践してきており、これが本学らしさ
（アイデンティティー）の源泉となっている。そ
こで本学の産学官連携活動においては本学をとり
まく地理的・気候的・歴史的環境などを背景とし
た大学のアイデンティティーをベースとする広報
を特に重視しており、それにより、さらに本学の
アイデンティティーを強化する新たな関係構築・
連携強化を引き出している。
東京、札幌をはじめ全国で開催される展示会な
どの産学官交流・技術マッチングのための各種イ
ベントにおいても、上記の方針に基づき年間約 20
件の広報を行っている。また、
「本学、そして本

2015 年 10 月現在で 16 シリーズとなる

写真 3

広報誌「オホーツクスカイ」の研究広報シリーズ

学の研究を身近に感じ興味を持ってもらうことに
よる、将来に向けたステークホルダーの拡大・強化」を目的とし、本学が取り組
んでいる研究を紹介する ｢研究広報シリーズ｣ を広報誌「オホーツクスカイ」＊ 1
で連載している（写真 3）
。地域の高校生や一般市民を主な読者として想定して
いるこの連載においても地域の特徴を反映した研究を取り上げ、さらに研究者の

＊1

北見工業大学広報誌「オホー
ツクスカイ」
http://www.kitami-it.ac.
jp/pr̲brochure/

研究意欲向上につながっている地域の環境に触れるなど、本学らしさを強く意識
した構成にしている。

■発展的に持続する価値ある関係を構築するために
発展的・持続的な産学官連携は、将来のより良い社会を作りあげていくために
極めて重要である。また産学官連携を社会で有効に機能させるには、「産・学・
官の関係づくりとそれを支える人づくり」が必要不可欠である。産学官連携活動
では、アウトプットとして共同研究、事業化、製品化などを目指すこととなる
が、そこではそれらを生み出すための良い関係づくりも並行して進めなければな
らない。
本学はその戦略として、引き続き広報活動と一体化させた産学官連携活動を進
め、大学のアイデンティティーを反映して発展的にアウトプットを生み出し続け
る関係づくり・人づくりを推し進めていくこととしている。
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リサイクル燃料「バイオコークス」の開発

バイオマスは普遍的に存在するが､ 化石燃料に比べてエネルギー密度が低い。こ
の欠点を克服するために生み出されたのが､ バイオマスからつくる「バイオコー
クス」である。

■バイオコークスはどんな発想から生まれたか
2000 年に「バイオマス・ニッポン」が閣議決定され、バイオマスを資源とす

井田 民男

る再生可能エネルギー導入へ向け、キックオフした。バイオマス資源は「薄く広

いだ たみお

く分布する」密度の低い資源であるため、当初より、最終転換物の高付加価値化

近畿大学バイオコークス
研究所 所長／理工学部
教授

が期待された。
「バイオマス・ニッポン」では、バイオマスを液体燃料へ転換して運輸部門で
の代替燃料としたり、ガス化して発電を行い電力部門でのミドル電力としたり
と、さまざまな取り組みが実施されたが、鉄鋼部門での石炭／石炭コークス代替
への取り組みはなかった。
筆者たちは、2001 年から BCDF ＊ 1 研究会を、佐野寛会長を中心に立ち上げ、
その当時、欧州でも研究発表が見られなかったバイオマスの半炭化（それ以後、
トレファクション＊ 2 と呼ばれるようになった）に取り組んだ。

＊1

Biomass Carbonized Densiﬁed Fuel．バイオマスを炭
化して高密度化した燃料。
＊2

BCDF 研究会では、密度が低いというバイオマスの欠点を補うために、バイ
オマスを加圧して密度を高めつつ、半炭化処理（トレファクション）する技術や、
エネルギー原単位＊ 3 を極限まで高める技術について、勉強し、論を尽くした。
その後、半炭化処理により製造した木質ペレット（トレファイドペレットともい

torrefaction． 焙 炒、 焙 焼
の意。
＊3

単位量の製品などを生産す
るのに必要なエネルギー量。

う）が、欧州を中心に開発され、長距離搬送上、経済性がある技術として発展し
ていった。近年はブラックペレットと呼ばれる固形燃料も登場し、この
分野の広がりを感じる。
さて、バイオコークスは、BCDF 研究の延長で発見された半炭化前反
応（約 100 〜 200℃で行う）により製造した固形物である。バイオマ
スは天然高分子であるため、融点はなく、熱すると昇華現象によりガス
化する。バイオコークスは、ガス化する温度の手前で形成されるため、
重量収率は、ほぼ 100％である。さらに、活性リグニンによる脱水縮合
反応が進行するため、高温環境下での特性が優れている。写真 1 に茶か
すからつくったバイオコークス表面の走査型電子顕微鏡像を示す。

写真 1

茶かすバイオコークス（20MPa、
180℃
で成形）の走査型電子顕微鏡像

■バイオコークスを実用化するための産学連携
大学などの研究成果を実用化するには、二つの大きな関門があるといわれている。
一つ目は「死の谷」と呼ばれるもので、基礎研究段階の実験で得られた好成果
を商業規模で実現できるかどうかである。この点に関しては、2007 年の新エネ
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ルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）イノベーション実用化開発費助成金
（大学発事業創出実用化研究開発事業）の大型支援を受け、茶かすバイオコーク
スを 4 トン製造して検証した。株式会社ナニワ炉機研究所（国内唯一の溶解炉
メーカー）の協力を得て、株式会社豊田自動織機の東知多工場（愛知県半田市）
で自動車用エンジンの鋳造部品を製造するための実際のキュポラ炉（溶鉱炉）を
使い、通常の燃料である石炭コークスの一部をバイオコークスに替えて、長時間
の連続操業試験を行い、製造工程への影響を調べた。その結果、石炭コークスを
実質 11.4％削減できること、バイオコークスを混合することによる製品製造工
程への影響はないこと、などの評価を得、最初の関門を通過した。
二つ目は「ダーウィンの海」と呼ばれる関門で、持続可能な技術として、他の
技術と競合しながら実社会に受け入れられるかどうかである。この点について
は、科学技術振興機構（JST）産学共同実用化開発事業の大型支援を受け、大阪
ガスエンジニアリング株式会社と連携して検証中である。具体的には、東南アジ
ア諸国連合（ASEAN）諸国に豊富に潜在するバイオマス資源を活用しながら、
Win-Win の関係を築き、わが国へバイオコークスを逆輸入する事業を進めてい
る。この事業には、わが国の技術を ASEAN 諸国に提供することにより、未利
用バイオマス資源に付加価値を与え、現地の低所得者層の雇用を促進するととも
に、わが国への再生可能なバイオエネルギーの安定的な供給を実現するという大
きなモチベーションが潜在する。
2007 年の NEDO 事業での事業目的は、草木質系、農産系、果樹系バイオマ
スを原料とする石炭コークス代替可能な高硬度な固形燃料（バイオコークス）の
開発を行うこと、主に鉄鋼・鋳造分野などでの二酸化炭素の排出量を実質 20％
削減実現する量産機の開発とその大型実炉での溶解実証を行うこと、量産機は、
10 トン／日を目標として、国内自動車メーカーの実機炉で代替実証を行うこと、
鋳造用石炭コークス 30 万トン自動車用の部品生産で使用される大型キュポラ向
けのバイオコークスの溶解実証試験を行うこと、であった。これらをぶれること
なく着実に進めるために、先見的な実学を重んじる近畿大学の支援を受けて、最
後の関門に挑んでいるところである。

■バイオコークスをどのようにして作り、供給するのか
図 1 に NEDO 事業で試作したバイオコークス量産試験機の概要を示す。試
験機は、180℃付近で均一かつ高効率で反応シリンダーを加熱できるようにダブ
ル・ジャケット熱媒式を採用している。この試験機は、筆者らによる特許＊ 4 に

＊4

基づいており、シンプルなホットプレス式である。加熱温度（120 〜 230℃）や、

特 許 第 4089933 号「 バ イ
オマス固形物及びその製造
方法」

加圧圧力（20MPa ＊ 5）を効率よく制御できるような設計にした。試験機の主な
仕様は、以下のようになっている。
・反応容器形状：ダブル・ジャケット構造

＊5

メ ガ パ ス カ ル。1MPa は 約
10 気圧。

・成形形状：100mm φ× 100 〜 1,000mm 長
・反応容器加熱方式：熱媒／冷媒切り替え
・加圧方式：油圧ピストン（高速／低速切り替え）
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・制御方法：原料投入以外は自動化
主製造装置は、上部から加圧ピストン部、バイオマス投入

熱媒循環系

口、シリンダー反応器、排出部で構成されている。バイオコーク
ス製造は、シリンダー反応器に投入された原料を加圧ピストン
（20MPa）で加圧圧縮しつつ、温度制御された 120 〜 230℃の
熱媒により、シリンダージャケット部で原料を加熱し、所定の時
間を経たのち、冷媒に切り替えて冷却し排出するという工程から
なる。原料の投入前後において、原料重量の変化がないこと、加
熱と冷却は熱媒／冷媒を切り替えるだけなので稼動部が少ないこ
と、冷却水を要さないことなどが特徴である。

冷媒循環系
図1

バイオコークス量産試作機と加熱／冷却システム

■今後の市場予測と展望
バイオコークスの市場は、生産目的や生産量から大きく三つに分かれる。
一つ目は、新潟県十日町市での取り組みに代表されるような地産地消によるバ
イオマス資源活用である。地産されるそば殻からそば殻バイオコークスを製造
し、ボイラーなどにより温水にして地消する。地域で廃棄されている未利用バイ
オマスに付加価値を付けて、地域の活性化を図る取り組みである。
二つ目は、青森県黒石市で取り組んでいる、休眠施設を利用したバイオコーク
ス製造である。黒石市内にある閉鎖予定のし尿処理施設がバイオコークス製造施
設として活用されることが発表された。青森県では、果樹系バイオマスの利活用
が積年の課題であった。果樹系バイオマスを使ったバイオコークス製造という新
産業創出により、地域の雇用促進などが図れる意欲的な取り組みである。
三つ目は、マレーシアで取り組まれているような海外のバ
イオマスが豊富な地域で相互に Win-Win の関係を築きな
がら、バイオコークスを製造し、それをベースエネルギーと
して逆輸入する取り組みである。地球規模での二酸化炭素抑
制や硫黄酸化物削減効果が期待でき、エネルギーと環境、さ
らには ASEAN でのリーダーシップ獲得も期待できる。わ
が国の石炭コークス消費量を 20％代替するとすれば、約 6
万トン／年のバイオコークスが必要になり、約 200 トン／
日の生産量を維持する必要がある。海外生産でのリスクを下
げつつ安定供給するには、国内で生産されるバイオコーク
スをミドルエネルギーとするような相互補完が必要となる。

写真 2

マレーシアでのバイオコークス加工場

写真 2 にマレーシアでのバイオコークス加工場を示す。
2007 年より多くのナショナルプロジェクトの支援を受け、国内・海外で、さ
まざまな事業を展開することができた。バイオコークス技術は、バイオマスの固
形エネルギーとしての道を切り拓く革新的な技術と考えているが、まだ発展途上
の技術でもある。バイオマスから人工石炭といった約 3,000 万年を飛び越える
ような技術開発が期待されるところであり、研究成果はもとより研究者の育成を
切に願っている。
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研究者リレーエッセイ

わたしの産学官連携 12 年の経験
■ 産学官連携事始め：駆け出し教授と大学院生社長 ■
企業との共同研究契約を私が初めて結んだのは 2003 年である。文部科学省
「知的クラスター創成事業」の下で、半導体用の発光分析装置を製品化するため
に、この契約を結んだ。知的クラスター創成事業という「官」の事業に背中を押
されたのが、私の産学官連携の始まりであった。
この共同研究を始めたころ、企業を辞めた一人の若者が博士課程に飛び込んで

吉本 昌広

きた。この若者、田口貢士氏と私は、半導体素子で用いられる絶縁膜の新しい製

よしもと まさひろ

膜法の研究を始めた。実験結果について彼と議論する時、大学だけで過ごしてき

京都工芸繊維大学 副学
長、大学院工芸科学研究
科 電気電子工学系 教授
／公益財団法人 京都高度
技術研究所 副所長

た私は、学術的な論理ばかりを言い募った。これに対して、田口氏は「これ特許
になりますよ」と、よく指摘した。大学だけしか知らない駆け出し教授の私に、
彼は産業界の風を吹き込んでくれた。
彼との絶縁膜の研究は順調に進み、その研究テーマを知的クラスター創成事業
の中で進めることになった。相前後して、研究成果を実
用化すべく、田口氏は株式会社魁（さきがけ）半導体と
いう会社を興した。現在も同社は元気に創業事業を中心
に事業を発展させている。
同社が、大学のインキュベーション施設に入居してい
たために、私は創業当時の日々の出来事を垣間見ること
になった。起業すると、技術、知財や財務などで、いろ
いろなピンチがやってくる。そんなときに、大学や京都
の産学官連携機関、さらには、まったくの外野の方か
ら、絶妙のタイミングで救いの手が差し伸べられた。同
社の成果物を何とか製品に結び付けようと、人脈の限り
を尽くして、駆けずり回っていただいた方もいた。産学
官連携の初心者の私は、起業を重視する京都の風土と、
創業者が持つ人を引き付ける魅力とが起こす化学変化に

魁半導体が開発した薄膜製造装置

圧倒された。

■ シリコンバレーと産学連携：闘う社長と基礎研究 ■
大学の研究室の同窓に Yoo Woo-Sik（兪祐植）という男がいる。彼は博士
課程を出た後、米国に渡り、半導体製造装置の会社を 4 社ほど渡り歩き、結
局、 自分の目指す 仕 事 が で き な い と い う ことで、米国のシリコンバレーに
WaferMasters, Inc. という会社を興した。彼は、自分の会社の「価値」とは何
かと常に自問し、価値がないなら会社を続ける意味がないと公言していた。
今、シリコン半導体は、直径 30cm のウェハ上に平面方向が 16 ナノメートル
（nm）＊ 1、垂直方向が 1nm の精度をもって、再現性良く、均一に加工する必要

＊1

1nm は 10 億分の 1m。
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がある。ちょうど、直径 300km の土地を水平方向 16mm、垂直方向を 1mm
精度で区画整理するようなものである。16mm の部分の物理学だけをクローズ
アップしても、300km 全体のことは分からないし、16mm の部分の物理学を無
視して、300km の視点だけで議論しても始まらない。
彼の追い求める価値は、ウェハ全体と微細部分の両方に目配りしながら加工途
中のウェハを観察し、観察結果を素直に物理学的に解釈して、目的に合った加工
プロセスを提案することである。提案を具体化するために、彼の会社は独自の加
工装置や計測装置を作っている。半導体産業の工程を細かく見ると、過去の経緯
から、必ずしも合理的になっていない部分がある。工程が進化するにつれて、そ
んな合理的でない部分が、やがて工程全体のボトルネックになるというのが彼の
発想である。
彼のような発想は共感されにくい。いずれ立ち行かなくなる可能性があるにせ
よ、既存の工程が機能している限りは、その工程をわざわざ変更したく
ないのは人情といえる。彼は、営業をしているのか論争をしているのか
見分けがつかないような戦闘モードで、半導体メーカーを営業して回っ
ていた。彼の会社は、最初は生産ライン用の熱処理装置を、最近では発
光現象などを用いた生産ライン用評価装置を半導体産業に納入している。
彼の事業の根幹は、加工途中の半導体ウェハを先入観なしにありのま
まに観察し、結果を物理学的に素直に解釈することである。ここは産学
連携の出番である。彼が供給してくれる、最新の技術で加工されたシリ
コン半導体の発光を分析することで、私は基礎的な論文をいくつも出す
ことができた。一連の仕事は、私自身の半導体に関する理解を大いに深
めてくれた。産学連携は応用研究だけのように捉えられがちであるが、
基礎研究に広がる可能性も十分秘めていることを実感した。

シリコンウェハ（直径 30cm）の赤外発光像。
色の違いは発光強度の違い。

■ 産学官連携で機能強化：すご腕企業研究者と一緒に研究室運営 ■
最近では、これまでの産学官連携で味をしめ、さらなる刺激を求めて連携を深
めている。圧倒的な力を持つ企業出身の年長の研究者と、研究室を共同運営する
ことにした。文部科学省の「地域イノベーション戦略支援プログラム」を活用
して、企業出身の卓越した研究者である上田大助氏に研究室に常勤で来ていた
だいている。上田氏は 30 年余りパナソニック株式会社で研究開発を進め、最初
の 10 年はシリコンのパワー半導体素子、次の 10 年はガリウムヒ素高周波素子、
最後の 10 年は窒化ガリウム素子で成果を挙げている。
この一風変わった産学官連携は、毎日が刺激的である。企業において技術を総
括していた経験から繰り出される、上田氏の技術的・学術的な課題設定やそれを
解決するための方法論は、とにかく豊かである。今、国立大学はその社会的役割
が問われ、各大学の強みや特色を伸ばすことが求められている。いわゆる「国立
大学の機能強化」である。上田氏を研究室の共同運営者に迎えて、日々、企業文
化と大学文化を激突させながら、研究室の機能強化を進めている。12 年前には
想像もしていなかった毎日である。
（次回の執筆者は、京都大学大学院 工学研究科 教授 平尾一之氏です。)
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同時開催で盛況を博した
「イノベーション・ジャパン2015 〜大学見本市＆ビジネスマッチング〜」、
「JSTフェア2015 〜科学技術による未来の産業創造展〜」

科学技術振興機構（JST）は新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
と共に、この 8 月 27、28 日、東京都江東区の東京ビッグサイトで「イノベー
ション・ジャパン 2015 〜大学見本市＆ビジネスマッチング〜」＊ 1、2 を開催した。
大学見本市では、大学等の研究成果の見本市として、162 機関から 401 の研究
成果が展示・紹介された。展示物は「見る・触る・体験する」を重視し、出展者
と来場者が意見交換しやすい環境にした。同じ会場で、NEDO が「ビジネスマッ
チング」を開催した。
さらに、来年、JST が設立 20 周年を迎えるにあたり、
「JST フェア 2015 〜
科学技術による未来の産業創造展〜」＊ 3 を開催した。JST がファンディングし
た大学、企業等から「未来の産業創造」を目指した 280 を超える研究開発成果
が展示され、革新的基礎研究や製品化事例などが分かりやすく紹介された。初日
には、セミナー会場で COI プログラム＊ 4 によるシンポジウム、2 日目は、株式
会社自律制御システム研究所 代表取締役の野波健蔵氏（千葉大学特別教授）に
よる「ドローンビジネス最前線」の基調講演と、科学技術イノベーション創出に
向けた研究開発戦略などのセミナーが開催された。

●概要
イノベーション・ジャパン 2015
〜 大 学 見 本 市＆ビジ ネスマッ
チング〜
会期：2015 年 8 月27 日（木）
〜 28日（金）
会場：東京ビッグサイト
西1ホール（東京都江東区）
主催：科学技術振興機構
（JST）
、
新エネルギー・産業技術
総合開発機構
（NEDO）
共催：文部科学省、経済産業省
入場料：無料
JST フェア 2015 〜科学技術に
よる未来の産業創造展〜
会期：2015 年 8 月27 日
（木）
〜 28 日（金）
会場：東京ビッグサイト
西3ホール（東京都江東区）
主催：科学技術振興機構
後援：文部科学省
入場料：無料
URL：http://www.jst.go.jp/
tt/jstfair/

＊1

■イノベーション・ジャパン 2015 の概要
JST ゾーンの大学見本市では、162 機関から 401 の研究成果を、
「ライフサイ
エンス」
「装置・デバイス」
「医療」など、10 分野に分けて展示した。初日から受
付には行列ができ、大学見本市のブースは、多くの訪問者でにぎわった
（写真 1）
。
「JST ショートプレゼン」（写真 2）は、発表希望が多かったため、会場を二つ
設置して昨年の倍以上の 240 セッションに増やした。5 分間でエッセンスを知
ることができるため、2 日間合計で延べ 6,500 人を超える聴講者があった。
セミナー会場では 28 日に JST セミナーを開催した。JST 事業の紹介では、毎
回 100 人前後、延べ 1,200 人を超える聴講者があった。各事業の紹介後の名刺
交換は、各回とも行列ができるほどの反響だった。
今年は、大学等と企業関係者の個別面談に利用してもらうために、 半個
室

の「JST 面 談 ル ー

＊2

ビジネスマッチングとは
NEDO 事業に関わる大学・公
的試験研究機関、支援先ベン
チャー企業等の研究成果の実
用化・事業化を支援するマッ
チングイベントである。日本
の産業競争力強化を目的とし
たイベントである。
＊3

ム」を 10 室設置した。

JST フェアとは
JST は、わ が 国 の 科 学 技 術 イ
ノベーション政策の中枢的
な推進機関として、科学技術
イノベーションの創生やイノ
ベーション基盤の形成、科学
技術政策の提言活動などに取
り組んできた。来年 20 周年
の節目を迎えるにあたり、JST
支援の大学、企業等から「未
来の産業創造」を目指した約
280 の研究開発成果を展示し、
革新的基礎研究、製品化事例
など分かりやすく紹介した。

「JST シ ョ ー ト プ レ ゼ
ン」エリアの側に設置
し、プレゼンテーショ
ンの後に名刺交換等が
できる場所として利用
しやすい環境を整えた。
2 日間で 36 件の利用が
あり、大学等と企業を

＊4

「つなぐ」有効なスペー
スを提供できた。

大学見本市とは
全国の大学等の技術シーズを
一堂に集めて企業へ紹介し、
産学連携の推進・技術移転の
きっかけとなる場を JST が提
供することにより、産業活動
が活性化されることを目指し
ている。新技術の展示会を柱
としており、研究シーズと産業
界をマッチングさせるイベント
としては国内最大規模である。

写真 1

イノベーション・ジャパン会場内

センター・オブ・イノベーショ
ンプログラム
http://www.jst.go.jp/coi/
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NEDO ゾーンでは、オープンイノベーションを加速する「シーズ
100 選」と銘打って研究開発成果を展示した。さらにビジネスマッチ
ングのためのマッチングスペースを充実させ、中小・ベンチャー企業お
よび研究者のシーズと産業界のニーズを結び付けるための場を提供して
いた。

■ JST フェア 2015 の概要

写真 2

JST ショートプレゼン

JST フェア 2015 では、JST における科学技術イノベーション創出の
推進に向けた戦略的な研究開発、産学が連携した研究開発、東日本大震
災からの再生、知的財産の利用、国際的な科学技術共同研究等の成果展
示を実施した。JST 各部門とその関連機関から、280 を超える研究開
発成果を展示した（写真 3）
。
JST フェア特別展として、2014 年ノーベル物理学賞を受賞した名古
屋大学 天野浩教授のノーベル賞メダル（レプリカ）を展示するとともに、
野波氏による基調講演と、ドローン（無人飛行機）の完全自律飛行デモ
ンストレーションが行われた（写真 4）。このドローンは外部と一切通
写真 3

信をせずに完全な自律飛行ができる。特設会場で実際にドローンの自律

JST フェア見学風景

飛行が始まると、観客からは歓声が上がり、ドローンの着地が成功する
と拍手が湧いた。
セミナー会場では、COI シンポジウムとして合計 19 機関による発
表が行われ、聴講者数は延べ 2,200 人を超えた。また同じ場所で行わ
れた戦略的創造研究推進セミナー、研究開発戦略センター（CRDS）セ
ミナーにも多くの聴講者が詰め掛けた。プレゼンテーションコーナーで
は、知的財産戦略センターによる 9 件の知財セミナーや復興促進セン
ターによる 46 件のショートプレゼンテーションが行われた。
写真 4

■まとめ
27、28 日の両日で、イノベーション・ジャパン 2015 に約 21,000 人、JST
フェア 2015 に約 25,000 人が訪れた。また、下村博文文部科学大臣、山口俊
一内閣府特命担当大臣（科学技術政策担当）を含む多くの国会議員が会場を視
察した。イノベーション・ジャパン 2015 には、毎年 500 を超える大学等から
の応募があり、研究者にとって、自身のシーズと企業側のニーズとのマッチン
グ、マーケティング活動において、非常に貴重な場であることを今年も肌で感
じ取った。
JST フェア 2015 は、一つのフロアを使って開催するイベントとしては初めて
の試みであったが、JST の研究開発成果をしっかり伝えたいという思いを持って
準備したこともあり、多くの人に訪れていただいた。
「出展者としてやりがいの
ある展示会であった」
「次回もさらに質の高い成果の展示に向けて取り組みたい」
との意見も寄せられ、
「研究開発成果の最大化を実現する」ために、弾みとなる
JST フェア 2015 であった。
（川上 靖：国立研究開発法人科学技術振興機構
産学連携展開部 産学連携プロモーショングループ 主任調査員）
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ドローン完全自律飛行デモンストレー
ション

イベント
レポート

第13 回産学官連携功労者表彰 〜つなげるイノベーション大賞〜

「生活支援ロボットの安全検証技術の開発
と標準化」の功労者に内閣総理大臣賞

「第 13 回産学官連携功労者表彰〜つなげるイノベーション大賞〜」
の表彰式が、
8 月 28 日、東京都江東区にある東京ビッグサイトで行われた。
産学官連携功労者表彰は、内閣府が 2003 年より行っている。企業、大学、公
的研究機関等の産学官連携活動において、大きな成果を収め、あるいは先導的な
取り組みを行うなど、産学官連携活動の推進に多大な貢献をした優れた成功事例

●概要
第 13 回産学官連携功労者表彰
〜つなげるイノベーション大賞
〜表彰式
日時：2015 年 8 月28 日（金）
会場：東京ビッグサイト 会議棟
レセプションホール A
（東京都江東区）

に関し、その功績をたたえることで、わが国の産学官連携活動のさらなる進展に
寄与することを目的とする。
関係省（総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交
通省、環境省等）から推薦のあった事例について、①連携体制の特長・波及効果、
②社会への貢献、③市場への貢献、④技術への貢献、⑤中堅・中小・ベンチャー
企業の参画、の観点から、選考委員会が各賞受賞にふさわしいと判断する事例を
選考する。関係府省および団体がこの結果を経て、各賞の受賞者を決定する。
今年度は内閣総理大臣賞をはじめとする 11 の賞が、14 の受賞対象、41（個
人・法人）の受賞者に授与された（次ページの表参照）
。

■内閣総理大臣賞は「生活支援ロボットの安全検証技術の開発と
標準化」の功労者に
内閣総理大臣賞は産業技術総合研究所ロボットイノ
ベーション研究センターの比留川博久研究センター長
と大場光太郎副研究センター長、日本自動車研究所の
藤川達夫ロボットプロジェクト推進室室長、名古屋大
学の山田陽滋教授らが受賞した。受賞テーマは「生活
支援ロボットの安全検証技術の開発と標準化」である。
ロボット技術の生活分野への展開が期待される中、
世界的な安全基準が未整備であったため、事故のリス
クが企業にとっての障壁であった。安全基準の整備が
企業のみでは限界がある中、比留川氏らは、産学官連
携によって、生活支援ロボットの安全性評価の基準、

産学官連携功労者表彰

試験方法、認証スキームを確立した。
具体的には、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「生活支援
ロボット実用化プロジェクト（2009 〜 13）
」において、世界で初めて「生活支
援ロボット安全検証センター」を整備し、人と接するロボットの安全性に関する
相談を受けたり、試験や評価を行ったりする拠点に仕上げるとともに、安全性評
価手法を確立した。同センターでは実際の試験に基づく成果を反映した試験方法
などを提案して欧州勢に対抗、国際標準化を主導し、世界初の生活支援ロボット
国際安全規格 ISO13482 の発行（2014 年）に貢献した。
この規格に基づいて認証された 6 件については、民間企業 4 社で事業化され、
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第 13 回 産学官連携功労者表彰 〜つなげるイノベーション大賞〜

賞名

事例名

受賞者一覧

( 敬称略 )

受賞者名
・比留川博久 産業技術総合研究所 ロボットイノベーション研究センター 研究センター長

内閣総理大臣賞

生活支援ロボットの安全検証技 ・大場光太郎 産業技術総合研究所 ロボットイノベーション研究センター 副研究センター長
術の開発と標準化

・藤川達夫

一般財団法人日本自動車研究所 ロボットプロジェクト推進室 室長

・山田陽滋

名古屋大学 大学院工学研究科 機械理工学専攻 教授

公設試が開発した炭素繊維複合 ・福井県工業技術センター

科学技術政策担当大臣賞

材料技術の橋渡しによる地場産 ・株式会社ミツヤ
業の航空機分野進出

科学技術政策担当大臣賞

「 省 エ ネ 用 Si 基 板 上 GaN 系 パ ・江川孝志
ワー半導体」の開発
産学官連携による研究コンソー

総務大臣賞

・株式会社 SHINDO

シアム活動を通じた耐災害 ICT
研究の推進と社会実装の取組

・大塚 晃
・根元義章

名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授
DOWA エレクトロニクス株式会社 代表取締役社長
耐災害 ICT 研究協議会 代表幹事
国立研究開発法人情報通信研究機構 耐災害 ICT 研究センター長

文部科学大臣賞

・中村文人
動く腫瘍をピンポイントで狙う ・平本和夫
「 4 次元動体追跡型 陽子線治 ・白𡈽博樹
療装置」の開発と普及
・梅垣菊男
・辻井博彦

株式会社日立製作所 ヘルスケア社 粒子線治療事業部 事業部長
株式会社日立製作所 研究開発グループ 技師長
北海道大学 大学院医学研究科 教授
北海道大学 大学院工学研究院 教授
放射線医学総合研究所 フェロー

文部科学大臣賞

・関口清俊
「再生医療の基盤となる幹細胞
・服部俊治
培養基材」の開発
・中川誠人

大阪大学蛋白質研究所 教授
株式会社ニッピ バイオマトリックス研究所 所長
京都大学 iPS 細胞研究所 講師

厚生労働大臣賞

在宅訪問歯科診療専用ポータブ
・公益社団法人日本歯科医師会
ル器材パッケージ DENTAPAC
・日本歯科医学会
KOKORO（デンタパックココ
・一般社団法人日本歯科商工協会
ロ）の開発

農林水産大臣賞

・国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター「満天きらり」
ダッタンソバ「満天きらり」を
育成グループ
用いた耕作放棄地解消と 6 次産
・芦澤順三
有限会社小林食品 代表取締役社長
業化事例
・田原昭彦
株式会社神門 代表取締役

経済産業大臣賞

「産業ロボット用 3 次元ビジョ ・徐 剛
ンセンサ」の開発
・仲道朋弘

立命館大学 教授 兼 株式会社三次元メディア 取締役代表執行役
株式会社三次元メディア 執行役研究開発部長

経済産業大臣賞

「血液の遺伝子発現解析による
・丹野 博
消化器がんスクリーニング技
・金子周一
術」の開発

株式会社キュービクス 代表取締役社長
金沢大学 医薬保健学総合研究科長 教授

・松崎富士夫
巨大災害による膨大な廃棄物
・竹村公太郎
世界初の大規模リサイクル利用
・佐々木正充

宮城県 環境生活部 参与（当時）
東北大学 工学部 客員教授（当時）
石巻ブロック災害廃棄物処理業務特定共同企業体 所長（当時）

・三宅 功
データセンタの抜本的低炭素化 ・大内 厚
とオフィス等への廃熱利用に関 ・松岡茂登
する共同技術開発
・村田正幸
・萩田紀博

NTT データ先端技術株式会社 代表取締役社長
高砂熱学工業株式会社 代表取締役社長
国立大学法人大阪大学 サイバーメディアセンター 教授
国立大学法人大阪大学 大学院情報科学研究科 教授
株式会社国際電気通信基礎技術研究所 社会メディア総合研究所 所長

日本経済団体連合会
会長賞

・藤本 隆
腰 補 助 ウ ェ ア「 マ ッ ス ル ス ー
・菊池 功
®
ツ 」の開発
・小林 宏

株式会社イノフィス 代表取締役社長
株式会社菊池製作所 代表取締役社長
東京理科大学 工学部第一部機械工学科 教授

日本学術会議会長賞

短波長紫外 LED の開発

国土交通大臣賞

環境大臣賞

・天野 浩
・甲斐敏彦

名古屋大学 大学院工学研究科 教授
日機装株式会社 代表取締役社長

販売が始まっている。認証を機に売り上げも増加した。現在は、日本医療研究開
発機構（AMED）の「ロボット介護機器開発・導入促進事業（2013 〜 17）」に
おいてロボット介護機器の開発・導入を促進している。

34

Vol.11 No.10 2015

（編集部）

視 点

マイナンバー制度と個人情報管理
情報技術（IT）先進国といわれるエストニア共和国を初めて訪問した。バルト海に面し、人
口は 130 万人、国土は日本の九分の一で、旧ソ連から独立して 20 数年の小さくて若い国だ。イ
ンターネット電話サービス Skype 発祥の地で、元大関の「把瑠都」の故郷でもある。エストニ
アは、旧ソ連時代の IT の研究開発拠点でもあり、技術や人材のアドバンテージを活かし、国家
戦略として電子化を進めている。日本が進めるマイナンバー制度の参考にしようと、多くの日本
政府関係者や新経済連盟代表理事の三木谷浩史氏をはじめ、経済団体要人が視察に訪れている。
エストニアは 15 歳以上の国民の 90％が ID Card を持つ。そこには本人証明と電子署名の証
明の二つが登録されており、運転免許などの身分証明、選挙投票、確定申告といった住民サービ
スと、銀行の取引、病院の電子カルテ、処方箋、病院の予約などの民間サービスをオンラインで
受けることができる。多くの個人情報が政府に把握されることや、IT システムとしての脆弱（ぜ
いじゃく）性について不安が募りそうだが、そうでもないらしい。「旧ソ連時代に諜報機関 KGB
に管理されていた方法に比べると信頼できる。情報管理により自分たちで国を良くし、豊かにし
ようという思いを込めることができる」と言う。政府と国民との信頼関係が見事だ。
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）センター長、専務理事／
信州大学 繊維学部 特任教授（産学官地域連携）

業務の「フィールド」は、どこ？
2 年前に産学官連携の仕事からリサーチアドミニストレーター（URA）に転じて、仕事上の最
も大きな変化は「外に出なくなったこと」である。
URA の仕事は、いわば学内研究者向けのサービス業なので、主な業務フィールドは学内であ
る。あえて外に出る必然性は見当たらない。また、提供する情報の多くは、外部資金や国の研究
環境に関する施策動向などなので、わざわざ外に出なくてもインターネットで十分に情報は仕入
れられる。従って、特段不便はないのだがどうももやもやする。
縁あって、先日大阪大学の URA 室主催のセミナーに参加するために久しぶりに出張した。主た
る用務だけでなく、過去にお世話になった先生方などとも久しぶりの交流を持てた。セミナーで
は、現在の URA の方向性について最新のアイデアに触れることができた。研究支援の在り方に直
結するものばかりで、非常に刺激となった。
こうして考えると、きっと学内にこもっていたせいで現状を突破できなかった自分に対しても
やもやしていたのだ、ということらしい。産学官連携ではこの逆もありうるだろう。
「現状を変え
る仕事」をしている以上、内と外の両方の刺激が必要と実感した。
二階堂 知己
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