
11
2015

Vol.11 No.11 2015

Journal of Industry-Academia-Government Collaboration

https://sangakukan.jp/journal/

特集 2

■ 国際協力でつくる30m望遠鏡TMT

■ Spring-8 が拓いた産学官連携

■ テラヘルツセンシング・イメージングの産学官連携による研究開発

特集１
国際光年と
日本の光科学・技術

現場のニーズに基づいた
医工連携

新シリーズ　知的財産を活用する
─第1回　大学と知的財産の創出─

家 正則 国立天文台 名誉教授／TMT日本代表／TMT国際天文台評議員会 副議長

■ 漏れにくい紙おむつの開発

■ 看護師発の医療機器の開発

■ 医療現場から生まれたマタニティドクターコート

■ 医療現場の保全・管理システムの構築



2

CONTENTS

Vol.11  No.11  2015

　巻　頭　言

産学官連携による被災地支援 大山健太郎 ……… 3

　特　集　1

国際光年と日本の光科学・技術
 国際協力でつくる30m望遠鏡TMT 家　正則 ……… 4

 SPring-8が拓いた産学官連携 高田昌樹 …… 12

 テラヘルツセンシング・イメージングの
 産学官連携による研究開発 大谷知行 …… 16

　特　集　2

現場のニーズに基づいた医工連携
 漏れにくい紙おむつの開発 山岸大輔 /陶山淑子 /三須幸一郎 …… 21

 看護師発の医療機器の開発 下方晃博 …… 24

 医療現場から生まれたマタニティドクターコート 中村守彦 …… 26

 医療現場の保全・管理システムの構築 矢澤賢裕 …… 28

「京都女子大学×UR」プロジェクト
─学生による団地再生─ 井上えり子 …… 31

知的財産を活用する
第1回　大学と知的財産の創出 佐藤辰彦 …… 33

研究者リレーエッセイ
京大桂キャンパスを軸に産学官連携が進展 平尾一之 …… 37

視　点　　大学をスタイリッシュにコーディネート！？／
　　　　　産学官民コミュニティの意義  …… 39

新シリーズ



Vol.11  No.11  2015 3

巻 頭 言

東日本大震災の翌年、2012 年 4月に東北大学大学院の大滝精一教授と私が代表発起人となり、
経済同友会やNPO（非営利団体）、行政と連携して被災地の「人づくり、産業づくり、街づくり」
を支援する 5年間プログラム「東北未来創造イニシアティブ」を立ち上げました。私は、被災地
に必要なのは復旧ではなく復興であり、未来に向けた創造だと考えていました。それも被災地の
人々が自分たちの手で創り出すのが真の復興なのです。東北未来創造イニシアティブは、そんな思
いを持った被災地の挑戦者を産学官が連携して支援・伴走し育てるプログラムです。
東北未来創造イニシアティブは、私が会長を務める東北ニュービジネス協議会（仙台市）に統括
事務局を置き、岩手県釜石市、大船渡市、宮城県気仙沼市の 3市役所に、経済同友会の会員企業
から若手社員 20人が出向し活動しています。
活動は大きく三つに分類されます。人づくりのための「人材育成道場」の運営、街づくりにつな
がる「場」の運営、そして、産業づくりに向けた「復興計画具現化」の推進です。
一つ目の「人材育成道場」では、地元の実業家や若手リーダーの挑戦を1期当たり半年間にわたっ
て支援し、ブラッシュアップしています。講師陣には、私や 4大監査法人、株式会社日本政策投
資銀行、マッキンゼー・アンド・カンパニー、株式会社博報堂など、各界を代表する方々の協力を
いただいています。単なる座学ではなく、塾生が自ら選んだ挑戦内容を一緒に考え悩みながら「事
業構想書」に落とし込んでいく形式です。そして半年後に開催される卒塾式では、家族や社員の前
でその事業構想や決意をスピーチしていただきます。これまでに 94人が卒塾し、現在 32人（気
仙沼市 16人、釜石市・大船渡市 16人）が塾生になっています。活動を終える 2017 年 3月まで
に約 160 人を輩出予定です。卒塾生の多くは、その後、自社の事業を拡大するだけでなく、地元
経済や街づくりのリーダーとして活躍しています。
二つ目の、街づくりにつながる「場」の運営では、出向者が地元の行政や経済団体と連携した活
動を行っています。気仙沼市では観光活性化に取り組み、「漁師カレンダー作成」や「魚市場や造船
所の観光ツアー新設」を行い、新しい観光客の獲得につなげています。大船渡市では、地元で水揚
げされる魚介類を使った新作料理コンテスト「フィッシュ＆チップス」により、「魚グルメのまち・
大船渡」に向けた「市民創発の場」づくりをしています。釜石市では「釜石百人会議」といった地域
力向上に向けた市民と行政の連携体を立ち上げ、新しい街づくりを目指した場づくりをしています。
三つ目の「復興計画具現化」では、震災後に各自治体で策定された復興計画と、この秋までに策
定することになっている「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関わりました。
スタート時は、今まで誰もやったことがない取り組みだったので、手探り状態で失敗もありまし
た。しかし、今では活動している 3市の市長をはじめとして、地元関係者からは大きな評価と期
待をいただくまでになっています。残り 1年半は、これまでの活動の「地元による自走化」に向
けて取り組んでいきます。それが実現することで復興が進むものと確信しています。

■産学官連携による被災地支援

大山　健太郎
おおやま　けんたろう
一般社団法人 東北ニュービジネス協議会　会長／
アイリスグループ　会長
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家　正則（いえ・まさのり）
国立天文台名誉教授、TMT（Thirty Meter Telescope）日本代表、
TMT国際天文台評議員会副議長、理学博士。1977年東京大学大学
院理学系研究科を修了。1978年東京大学理学部助手、1986年東
京大学東京天文台助教授、1993年国立天文台教授。専門は銀河物
理学、観測的宇宙論、光赤外線観測天文学。すばる望遠鏡の建設に
1984年の構想段階から参画、レーザーガイド補償光学装置の開発
をリードした。2006年に距離128.8億光年の最遠方銀河を発見し、
世界記録を達成した。仁科賞、東レ科学技術賞、紫綬褒章､ 日本学
士院賞など受賞（章）多数。

家   正則　国立天文台 名誉教授／ TMT（Thirty Meter Telescope）日本代表／
TMT国際天文台評議員会 副議長

国際協力でつくる30m望遠鏡TMT

特 集 1

口径30mの主鏡を持つ30m望遠鏡（Thirty Meter Telescope、TMT）の建設が、米国ハワイ島
のマウナケア山で始まろうとしている。TMTは、日本では最大の望遠鏡であるすばる望遠鏡（主鏡
の口径8.2m）より、主鏡の口径が3.7倍も大きい。この巨大望遠鏡はどのようにしてつくられるの
か、また何を観測しようとしているのか。家正則TMT日本代表に伺った。

　すばる望遠鏡から 30m望遠鏡へ

―　口径8.2mのすばる望遠鏡ができたのは 1999 年と伺っています。今度、それを上

回る 30m望遠鏡（Thirty Meter Telescope、TMT､ 写真 1）の建設が始まろうと

しているそうですが、なぜこのような巨大な望遠鏡をつくるのかをお話しいただけま 

すか。

家　すばる望遠鏡のことからお話しした方が分かりやすいと思います。
すばる望遠鏡の建設計画は、1984 年に、次世代の大型望遠鏡の技術検討会と
いうのを組織して始まりました。私の上司だった小平桂一先生がプロジェクトの
リーダーで、私が主に技術的なところを担当しました。
そのころ、国立天文台（当時は東京大学東京天文台）には岡山天体物理観測所
に 2mの望遠鏡＊1 がありました。当時、天体撮影は露出を終えたガラス乾板を
暗室で現像するというやり方でした。海外でCCDカメラ＊2 が使われ始めたの
に刺激され、科研費（科学研究費補助金）をもらって液体窒素で冷却するCCD

国際光年と日本の光科学・技術

＊1 
口径 188cm 望遠鏡

＊2 
charge coupled device
（電荷結合素子）の略。撮
像素子の一種。
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カメラをつくり、2m望遠鏡に搭載しました。すると、ガラス乾
板に比べて 3等級ぐらい暗い天体が簡単に写ることが確認でき、
もうガラス乾板の時代ではないなと思いました。
しかし、感度の良いCCDカメラで撮っても、日本の空が明る
いために、最先端の観測に太刀打ちできるような良いデータが取
れないのです。それで、次の計画は、海外の条件の良い場所に日
本ができる一番大きい望遠鏡をつくることだと考えました。その
当時、世界最大だったパロマー天文台の望遠鏡が口径 200 イン
チ（約 5m）だったので、1.5 倍の 300 インチ（約 7.5m）の望
遠鏡を目標にして検討を始めました。そのうちに、米国とヨー
ロッパで8mの望遠鏡計画に予算が付き始めて日本は後追いになってしまいまし
た。そこで 7.5mをアップグレードして 8.2mと一番大きい望遠鏡に計画を変え
たのです。1990 年に予算が認められ、1991 年度からハワイに建設することに
なりました。
1999 年に望遠鏡が完成し、2002 年には望遠鏡につける 8台の観測装置が全
て完成して安定な観測ができるようになりました。全てが完成して数年のうちに
はやってみたいことに一応挑戦することができ、すばる望遠鏡の限界が見えて
きました。そうすると欲張りな天文学者は、もっと大きい望遠鏡が欲しくなり 
ます。
すばる望遠鏡は、1984 年から検討を始めて、予算が付くまでに 7年、建設に
9年、完成まで合計で 16年かかりました。その 3年後には望遠鏡の性能を見極
めましたので、約 20年で望遠鏡の実力を実感したわけです。次の望遠鏡をつく
ろうと思ったら、また 20年はかかるわけです。すばる望遠鏡と観測装置が全部
動いた 2002 年に、次の計画を考えるのは決して早過ぎないと考え、数人の有志
と、日本単独の 30m望遠鏡というのを考え始めたのです。

―　実際の30m望遠鏡は、日本単独ではなく、国際協力事業ですね。

家　計画を立てた後、いろいろなメーカーに相談し、粗い見積もりを取って積み
上げてみると、当たり前ですが、2,000 億円を切れないのです。すばる望遠鏡は
建設費が約 400 億円かかりました。その次のアルマ望遠鏡というチリにつくっ
た電波望遠鏡も、やはり 300 億円ぐらいの計画です。国立天文台の実績から見
て、数百億円の予算要求はあり得るけれども、2,000 億円の要求は現実的ではあ
りません。そこで、2005年ぐらいから、国際協力の可能性を探り始めたのです。
当時、米国とヨーロッパで同じような次世代の超大型望遠鏡構想が三つあり
ました＊3。ところが米国やヨーロッパといえども、単独ではできなくて、国際
協力を模索するという時代になっていました。では私たちはどこと組むかです。
ヨーロッパの望遠鏡と、米国の望遠鏡の一つはチリに建設することがはっきりし
ていました。今回建設する 30m望遠鏡（TMT）の計画は、もともとはカリフォ
ルニア大学とカリフォルニア工科大学が考えていた計画です。これはチリにする
か、ハワイにするか、迷っていました。三つともチリに行ってしまうと、北半球
から北の宇宙の観測ができなくなってしまいます。
　

 写真 1 　超大型望遠鏡「TMT」1/150 模型

＊3 
TMT（Thirty Meter Tele- 
scope）計画（口径 30m）、 
E-ELT（European Extreme-
ly Large Telescope）計画
（口径 39m）、GMT（Giant 
Magellan Telescope）計
画（口径 22m）の三つ。
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―　それでハワイにこだわったわけですね。

家　私たちはハワイにある、すばる望遠鏡を活かしたかったのです。すばる望遠
鏡は広視野のカメラを持っていて、広い空を探して貴重な天体を見つけるという
機能が優れています。この機能を活かしながら、次の天文学を進めるためには、
日本が参加する次世代の望遠鏡はハワイでないといけません。そこで、TMT計画
を練っていた米国とカナダに、もしTMTをチリでなくハワイにつくるという決断
をするなら、日本はこれに参加するべく予算要求しますという提案をしたのです。
米国やカナダも予算が足りないし、すばる望遠鏡の実績がある日本が参加して

くれると心強いということで、2009 年に、ハワイに建設することが決まりまし
た。その後、中国とインドも加わって、日本、米国、カナダ、中国、インドの 5
カ国の国際協力事業になりました。
2014 年 5月に、合意書を交わして、米国にTMT国際天文台という有限責任
会社を法人登録しました。そこが責任をもって各国の役割、義務と権利、そして
スケジュールを決めます。日本は最初に予算を付けて参加したメンバーなので、
リーダーシップを発揮しています。
TMT国際天文台評議員会が、全ての重要事項を決めます。各国から 3人ずつ
評議員が出て、合議して重要事項を決定します。議長はカリフォルニア大学サン
タバーバラ校の学長のヘンリー・ヤンさんで、私が副議長に選ばれました。

　すばる望遠鏡と連携させた TMTの運用

―　すばる望遠鏡ではいろいろな成果が得られたと思いますが、TMTではどんなことを観

測するのですか。

家　すばる望遠鏡は、完成当時、世界最大級の望遠鏡で、いろいろな工夫をしま
した。例えば、空気の揺らぎが発生しないようにドームを昼間冷却して、鏡から
かげろうが立たないようにしました。姿勢が変わっても鏡が変形しないように、
コンピューターで制御されたアクチュエーターでいつも鏡の形を保つ技術を入れ
ています。さらに私が科研費をもらってつくった補償光学装置があります。私た
ちはこれを「賢い眼鏡」と呼んでいます。これを付けると、すばるの「視力（解
像度）」が 10倍良くなって、宇宙空間にあるハッブル宇宙望遠鏡よりも 2倍ほ
ど視力が良くなります。そういう機能を持つすばる望遠鏡を使って、日本の研究
者だけでなく、世界中の天文学者が、さまざまな成果を挙げています。
その中の一つが、宇宙の果ての銀河を探すという研究です。2006 年に私たち
が発見した銀河は約 129 億光年＊4 かなたのもので、発見当時は世界一遠い銀河
でした。「ネイチャー」誌で発表したこの記録は、その後 5年間破られなかった
のです。そういう発見を通して、私たちのグループは、いつごろ銀河がたくさん
生まれたのかを探りました。この時期を「宇宙の夜明け」と呼びますが、それが
起こったのが 129 億年ぐらい前だということを発見したのです。この研究で私
も日本学士院賞や紫綬褒章など、いろいろな賞をいただきました。私の後輩たち

＊4 
128 億 8000 万光年
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も、その流れで、すばる望遠鏡を使って世界的な研究をしていま
す。TMTでは、これをさらに伸ばしていきたいのです。
私たちがすばる望遠鏡で使ったのは、主焦点カメラという、広
い空を一度に撮影できる広角カメラで、これは浜松ホトニクスが
つくった特殊なCCDを使っています。これがあったおかげで、私
たちも世界記録をつくれたのです。その後、その機能をさらに 10
倍にしたハイパー・シュプリーム・カム（Hyper Suprime-Cam）
というデジタルカメラがつくられました。今はそれを使って宇宙を
観察しています。すばる望遠鏡を使って見つけた遠い天体をTMT
で観測することで、最初の星や銀河を見つけ、また日本人が研究のリーダーシッ
プをとるというのが戦略です。
もう一つは太陽系以外の惑星（系外惑星）の観測です。太陽系以外にも、惑星
を持つ恒星がたくさんあることが分かっています。実際、太陽系の近くにある恒
星の周りを回っている系外惑星の写真が、すばる望遠鏡を使って、いくつか撮れ
ています。私たちのつくった補償光学装置で視力が良くなったからです。
系外惑星は、初めは木星クラスの大きな惑星しか見つからなかったのですが、
最近は地球ぐらいのサイズの惑星もどんどん見つかっています。見つかった惑
星の数は 2,000 個ぐらいになっています。TMTができると、そういう惑星の中
で、地球に似た環境を持つものや、生命活動があるかもしれないものを探し出せ
る可能性があります。
地球の大気中には多量の酸素があります。普通の惑星の大気中には酸素はあま
りないのですが、もしもTMTで系外惑星の大気の成分分析をして、そこに酸素
がたくさんあるということが証明できると、どんな生物がいるかは分かりません
が、生命活動があるかもしれないという状況証拠になるわけです。そういう観測
が 10年後にはできるのです。

　国際分担してつくる TMT

―　TMTは各国がどのような分担でつくるのですか。

家　望遠鏡本体は、すばる望遠鏡の実績がある三菱電機が設計してつくります。
直径 30mの反射鏡は、さすがに 1枚のガラスではつくれないので、492 枚の部
分鏡を敷きつめて 1枚にします。部分鏡はそれぞれが厚さ 4.5cm、対角 1.44m
の六角形状です。材料は膨張率がほぼゼロのクリアセラム＊5 という特殊ガラス
を使います。これは相模原市にあるオハラ＊6 というガラス会社がつくります。
もう 100 枚以上つくっています。それを磨くのは、キヤノンです。日本で全部
磨けなくはないのですが、日本、米国、中国、インドで分担して磨く予定になっ
ています。
補償光学装置は、日本にも経験があるのですが、カナダが分担してつくりま
す。すばる望遠鏡のレーザーガイド星補償光学装置は、世界中の技術を集めてつ

＊6 
www.ohara-inc.co.jp/

＊ 5 
CLEARCERAMⓇ -Z
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くりました。例えば、補償に使う可変
形鏡は、われわれが設計して、フラン
スの会社につくらせました。装置用の
レーザーは、理化学研究所と共同開発
しましたが、レーザーをすばる望遠鏡
から打ち出すための送信望遠鏡はイタ
リアの会社につくらせました。TMT
では、これをさらに発展させた補償光
学装置をつくります。TMTの補償光

学装置で使うレーザーは、中国が開発してつくる予定になっています。
各国の役割分担については、一応合意していますが、本当にできるかどうかを
確認した後、ではそれでやってください、というお墨付きを与えていきます。そ
のための審査会議が毎年多数あります。
それぞれの国の技術でモノづくりをして持ち寄ろうという計画ですが、これが

「言うは易く行うは難し」です。約束通りの性能のものが約束通りの期日に来な
いと、システムとしては完成しないからです。これを円滑に進めるためには国際
的なマネージメントが大事になってきます。
科学者としては、望遠鏡建設は夢のある仕事ですが、実際に計画を走らせると
いうのは、その点で大変です。

―　TMTの場合は、主鏡も大きいですが、副鏡でも直径3mほどあります。

家　主鏡と副鏡に加えて第 3鏡という平面鏡もあります。主鏡で集めた光を、
副鏡で折り返し、第 3鏡で望遠鏡の左右にあるいろいろな観測装置に導きます。
副鏡は米国が、第 3鏡は中国がつくります。

―　主鏡を支えるシステムは、すばる望遠鏡のものを発展させたものですか。

家　だいぶ違います。すばる望遠鏡は、20トンの一枚鏡を、261 本のアクチュ
エーターで 1グラムの精度で支えて、鏡の形を常時コントロールしました。さ
すがに 30mの一枚鏡はつくることができないので、TMTは部分鏡を 492 枚敷
き詰めて主鏡を構成します。この方式は、カリフォルニア大学とカリフォルニア
工科大学がつくったケック望遠鏡の技術を拡張したものです。やはりセンサーと
アクチュエーターが必要です。基本的な設計は、米国でもう済ませていて、イン
ドがアクチュエーターとセンサーを量産して、それを組み込んだ部分鏡の支持機
構というのをつくります。その支持機構に日本、米国、中国、インドで磨いた鏡
をそれぞれ載せます。最後にハワイの山頂に持って行ったら、みんな少し違った
というのでは困りますので、同じ規格でできるようにマネージメントしなければ
なりません。その辺もなかなか大変です。

―　観測装置はどこでどんなものをつくるのですか。

家　TMTに広い視野をもつCCDカメラを付けることは、今のところ考えられ
ていません。すばる望遠鏡がその役割を果たします。すばる望遠鏡で見つけた重
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要な暗い天体をTMTで観測します。TMTはピンポイン
トで観測するようになります（表参照）。
観測装置の提案は 10 ぐらいあるのですが、最初から
10台はつくれないので、今は優先度の高い 3台をつくる
ための準備を始めています。日本はそのうちの 2台の観
測装置の設計、製作、一部を担当します。若手も含めて、
すばる望遠鏡の観測装置をつくった経験のあるグループが
参加します。

―　あらゆる部品を集めつくるのは、本当に大変そうですね。

家　アルマ望遠鏡という電波望遠鏡プロジェクトでは、66台のアンテナを参加
各国がつくりました。日本が幾つ、米国が幾つ、ヨーロッパが幾つとつくって、
それをチリに運びます。実際の観測のときには、それを一緒に動かしてデータを
取ります。だから、例えば、ヨーロッパの納期が遅れると使える望遠鏡の数が減
るのですけれども、それでも観測はできるのです。TMTプロジェクトが難しい
のは、重要な構成要素を各国で分担していることです。例えば第 3鏡ができな
いと、望遠鏡の集めた光を観測装置に導けません。ですから、全てのパートナー
が約束通りに納品できないと、みんなが待ちぼうけになる。
また、それぞれの国の予算を使ってやりますので、それぞれでタイミングよく
予算を措置してくれないと、予算リミットで遅れるということもあるわけです。
幸い日本は一番早く予算を付けてもらっていますが、ほかの国が足踏みしている
と、状況が変わる可能性もあります。そういう意味でマネージメントが非常に重
要になります。

　TMT技術の産業への応用

―　新しい望遠鏡の技術的課題はあるのでしょうか。

家　既に 8m級の望遠鏡を世界中でつくっていますので、基本的な技術はもう
あると思っています。ただ、8m望遠鏡と 30m望遠鏡だとスケールが違います。
例えば、492 枚の鏡を制御するのに、たくさんのセンサーやアクチュエーター
を使います。制御軸数でいうと1万 2000カ所を、コンピューターを使って制御
することになりますので、なかなかチャレンジングです。原理的にはできるはず
なのですが、実装したときに予想しなかったことが起こらないとは限りません。
その辺も難しいところです。

―　TMTのように大きなものをつくるときには、産業界の力も重要なのではないでしょうか。

家　すばる望遠鏡の経験からしても、TMTのように大きなものを設計してつくる
際には、全てのところに目を配りながら、経験のあるエンジニアを大勢統括して、
見落としがないようにしていく必要があります。そういうチームとしての技術力

すばる TMT

口径 8.2m 30m

集光力 52.8m2 707m2

解像度（補償光学使用時） 0.03秒角 0.008秒角

相対感度 1 179倍

視野 1.5 度 0.25度

重量 550トン ～2000トン

 表 　すばる望遠鏡と 30m望遠鏡（TMT）の比較
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は、日本は非常に優れていると思います。例えば他国のメーカーと
比べると、そういう面では日本の技術力が光っていると思います。

―　TMTで使われる技術は、産業に応用できるのでしょうか。

家　天文学者は、天体からの微かな信号を捉えるため、普段のニー
ズからは出てこないようなむちゃな要求を技術者に突き付けます。
しかし、技術開発して実現したときに、初めはこんなもの何の役に
立つか分からないという部分があっても、できてしまうと「あっ、
これはこっちに使ったらいい」というスピンオフが結構あるのです。
例えば、補償光学技術です。20世紀は電子を制御する技術が主でしたが、補償

光学技術は光そのものをいじってしまう技術です。こういう技術の応用というの
が、いろいろと見えてきています。例えば顕微鏡にその技術を応用するとかです。
浜松ホトニクスの役員だった方が、私が補償光学装置を開発していたころに来
られて、「家先生の装置に必要なら、うちの技術員に無理難題を吹っ掛けてくだ
さい」とおっしゃるのです。「無理難題を吹っ掛けられると、みんなやる気を出
して、それを実現する。そこからはきっとスピンオフがあります」とおっしゃっ
たのです。当時必要だった開発課題を他のメーカーで話すと、技術者はみんな面
白がってくれるのですが、経営のレベルでなかなか許可が出ないのです。トップ
がどういう意識を持っているかが大事だと思いました。
CCDを並べたハイパー・シュプリーム・カムも同じです。天文で使うための
特殊な大型CCDで、ほかに応用があるかどうか分からなかったのですが、これ
は役立つということで、いろいろな応用の成果が出ています。

　始まる TMT建設

―　TMTの建設工事はもう始まったのですか。

家　全ての建設許可は、2014 年に得ています。地元の建設会社と契約して今年
の 3月末から建設地までの道路をつくり始めようとしたのですが、反対派の人
たちが道路を封鎖してしまいました。無用な混乱を避けるため、しばらく工事を
自粛しています。
ハワイ島は、もともとはポリネシア系の人たちの住んでいた島ですが、19世紀

に米国に組み入れられました。ポリネシア系の人たちの中には、神聖な山の頂上
に、自分たちに断りなく白人が天文台をつくってきたということに対して、自分
たちの主権を奪回したいという民族意識が起こっています。TMTは目立つもの
ですから、TMTをターゲットにして反対運動が起こっています。ハワイ州知事や
ハワイ当局は、国際協力事業のTMT計画は、科学でのハワイのステータスを上
げる効果があるだけでなく、やはり1,500 億円のプロジェクトなので、地元への
投資効果や雇用効果などがあり、多くの住民は大歓迎です。合法的な反対活動な
らいいのですが、道路封鎖とか、非合法的な反対運動なのですね。ハワイ州知事
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は、非合法な反対運動は排除すると声明を発表していて、われわれとしては、州
当局とも協議しつつ、平穏な工事再開のタイミングを見計らっているところです。

―　建設予定地のマウナケア山頂には、すばる望遠鏡以外にもたくさんの望遠鏡がありま

すね。

家　山頂には現在 13台の望遠鏡があります。山頂は法律的にはハワイ州の土地
で、その一画をハワイ州が天文観測などの科学のためにハワイ大学に貸してい
て、ハワイ大学が各国の天文台にまた貸しをしているのです。すばる望遠鏡もハ
ワイ大学と土地の貸借協定を結んで、建設する場所を借りました。TMTも同じ
ことをしています。
古い望遠鏡は全部撤去して、更地に戻し、神聖な山にお返しするということに
なっていますが、まだ撤去された望遠鏡がなくて、それも反対派が文句を言って
いるところです。ハワイ州知事も、TMTが完成するまでには、3～ 4台の望遠
鏡を撤去してくださいといっています。2台の撤去方針は決まりましたが、続い
てどの望遠鏡を撤去するのかは、各天文台の台長が集まったマウナケア天文台長
会議でプランをつくっているところです。

　TMTがもたらしてくれるもの

―　TMTは科学的なデータ以外にどんなものをもたらしてくれるのでしょうか。

家　私が天文学の世界へ入って 40年ぐらいです。この間に、ガラス乾板を現像
する時代からCCDのデジタルカメラに、2mの望遠鏡が 8mのすばる望遠鏡に
なって、今度は 30m望遠鏡（TMT）ができるわけですよね。これで、人類の
視力がどれぐらい上がったかというと、ガラス乾板の現像で見える限界は 21等
星だったのが、TMTで補償光学装置が使えると、32 等星が見えることになり
ます。32等星といってもイメージが湧かないと思いますが、新月の月面でゲン
ジボタルを 1匹光らせ、それを地球から観測すると 32等星くらいになります。
それが見えるほどの感度なのです。
そんな感度で宇宙を見た人はいません。この 40年間で宇宙の果てや系外惑星
も見えてきて、多分、次は、宇宙で生命を宿しているのは地球だけではないとい
うことが、10年後、15年後には証明できると思うのです。それをきっかけに人
類の宇宙観が変わってくれないかなと思います。
領土問題で争うなんていう、ちっぽけな話をしていたのでは、この人類文明が
一体あと何年持つのでしょうか。環境破壊したり、戦争したりして、あと百年
も、千年も持つでしょうか。運良く 1万年持ったとしても、138 億年の宇宙の
歴史から見ると、1万年なんて一瞬なわけです。ほかに成熟した宇宙文明があっ
ても、遭遇するチャンスなどありません。そういう視点で、私たちは人類の将来
を考えていくべきだと思います。

　（取材・構成：編集部　田井宏和）
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特 集 1 国際光年と日本の光科学・技術

 ■巨大な顕微鏡 SPring-8 が学術と産業をつなぐ 

2011 年の東京モーターショーで、住友ゴム工業株式会社の池田育嗣社長は、
大型放射光施設 SPring-8 を活用して 6％の燃費向上を達成した新しい低燃費タ
イヤを自らプレス・リリースした＊1。
SPring-8 とは、東京ドームの約 30倍の敷地に建設され、太陽の 10億倍の輝
度（単位面積当たりの明るさ）を持つ超強力X線「放射光」を発生させること
ができる大型研究施設である（図 1、写真 1）。物質を原子・分子レベル、すな
わちナノメートルレベルで観察できるので「巨大なナノの顕微鏡」と呼ばれてい
る。この低燃費タイヤの開発は、住友ゴム工業と、放射光科学の専門家である
雨宮慶幸教授（東京大学大学院新領域創成科学研究科）、そして、SPring-8 の光

SPring-8 が拓いた産学官連携

SPring-8 は放射光（超強力 X線）を発生させることができる大型研究施設で、物
質をナノメートル（10億分の 1m）レベルで観察できる。そのため、学術研究の
みならず産業分野の技術開発も支える重要な施設となっている。

高田　昌樹
たかた　まさき

東北大学 多元物質科学研
究所 教授、総長特別補佐
（研究担当）

 図 1 　大型放射光施設 SPring-8 のビームライン群

＊1 
住友ゴム工業株式会社「タ
イヤ事業での商品・技術開
発 」　http://www.srigro
up.co.jp/csr/environme
nt/products/tire.html

SPring-8
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を創る放射光科学総合研究セン
ター（理化学研究所）との、産
学官連携による最初の成果であ
る。この事例は、産業界における
SPring-8 の位置付けを、従来の
個別課題の解決から、製品開発の
中心課題を解決する“コア・アプ
リケーション”のツールへと転換
する嚆矢濫觴（こうしらんしょう）
となった。
現在では、「放射光施設はもは
や“学術研究のための大型施設”にとどまらない。その国の産業技術開発を支え
る、非常に重要な先端基盤施設である」との認識が国内外で広がっている（図 2）。
その背景と今後の展望について述べる。

 ■光の進化と応用の多様化、社会ニーズの増加 

SPring-8 は兵庫県播磨科学公園都市に建設され、1997 年に供用が開始され
た＊2。そこでは、周長約1.4kmの巨大なリング型加速器の中を、8GeV（80 億
電子ボルト）という非常にエネルギーの高い電子が、磁石により向きを変えなが
ら光速に近いスピードで周回運動をしている。電子が向きを変える際、電子の周
回運動の接線方向に沿って発生するのが放射光である。光は、自身の波長と同程
度の大きさのものを観察することができる。輝度と指向性の高い放射光は、光
（X線）の波長が原子や分子
のサイズとほぼ同じ 0.1 ナノ
メートルであるため、物質や
タンパク質を構成する原子・
分子を鮮明に観察することが
可能となる。
放射光は、リングに沿っ
て設けられた取り出し口か
ら、それぞれ放射状に伸びた
ビームライン（写真 1）と呼
ばれる細長い実験室へ導入さ
れる。そこでは、物理学、化
学、工学、物質科学、生命科
学、地球科学、ナノテクノロ
ジーの研究や、燃料電池やリ
チウムイオン電池、スピン
トロニクスデバイス、元素
戦略＊3 による高機能磁石の

 写真 1 　大型放射光施設 SPring-8 とビームライン

＊2 
http://www.spring8.or.
jp/ja/

＊ 3 
http://www.element.
jst.go.jp

SPring-8

 図 2 　産学官連携による放射光活用におけるそれぞれの役割



14 Vol.11  No.11  2015

開発など、エネルギー産業や環境科学まで、多種多様な科学技術分野の研究が
行われている。近年は、年間約 14,000 人が利用し、そのうち産業界から約 180
社、延べ 2,600 人近くが利用している。産業利用の占める割合は、2005 年には
20％に達し、以来、国際的にも最も高い水準を維持している。
この放射光を創り利用する科学が「放射光科学」である。かつての放射光科学
は、他の学術研究と同様に、好奇心駆動型の科学（Curiosity-Driven Science）
の一つであった。しかし、放射光の高輝度性、平行性、干渉性、偏光性、パルス
特性などの光の性能を利用する技術の急速な進歩に伴い、近年、放射光科学は
「光を創り、使いこなす」テクノロジー主導の研究分野（Technology-Driven 
Science）へと大きく変革を遂げた。例えば、10年前まではミクロンサイズ＊4

に光を絞って、ミクロン領域の観察する研究が主流であったが、数年前より、
SPring-8 では 100 ナノメートルサイズの光を使ったナノ・アプリケーションが
標準的な観察技術として利用され、元素戦略におけるレアアース（希土類元素）
を使わない磁石の開発などに応用されている。このように光の先端技術を使った
観察は、産業界が自力で行う産業利用では困難であり、放射光科学の専門家の支
援を必要とする状況が増加している。また、光の進化は、スピントロニクス分野
やフードサイエンス分野などの市場拡大を加速する大きな可能性を秘めているこ
とから、社会ニーズに応える科学（Social-Needs Science）としての期待が高
まっている。

 ■産業界の活用ニーズに応える産学連携 

この状況に対応するため、2008年、SPring-8に結成されたのが、産学連携コ
ンソーシアム「フロンティアソフトマター開発専用ビームライン産学連合体」で
ある＊5。これは、ポリマー業界のメーカーを中心に 19社が出資して専用のビー
ムラインを建設し、先端材料開発に産学共働で放射光を活用するための組織であ
る。この組織の特長は、学術メンバーによる基礎研究や先端計測技術の開発成果
をコンソーシアム全体で共有する一方で、各企業による新製品開発では専属パー
トナーである大学研究者と取り組み、コンソーシアム内で競争することにある。
基礎研究は共有しつつ、1対 1の産学パートナーがCoalition（有志連合）をす
る新しいスキームは、一堂に会してのオープンな産学連携では企業間の製品開発
競争に深く踏み込めない難しさに対する一つの解決策の提示といえよう（図3）。
実際に、最初に述べた住友ゴム工業に続き、産学連合体のメンバーである横
浜ゴム株式会社、株式会社ブリヂストンが競争する形で低燃費タイヤの開発に
成功している。SPring-8 における産学連携が、それぞれの企業ブランドの開発
だけでなく、「低燃費タイヤ」というグローバル・マスター・ブランドの創出に
成功したロールモデルである。その後、新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）の革新型蓄電池先端科学基礎研究事業（RISING事業：京都大学）＊6 や、
技術研究組合 FC-Cubic＊ 7 も参画する燃料電池イノベーション研究センター（電
気通信大学）＊8 などの産学連携活用のプロジェクトも専用のビームラインを建設
して研究開発を進めている。

＊6 
http://www.rising.saci.
kyoto-u.ac.jp/

＊ 8 
http://www.icfc.uec.ac.
jp/

＊ 7 
http://www.fc-cubic.or.
jp/

＊ 5 
http://fsbl.spring8.or.
jp/

＊ 4 
1 ミクロン（＝ 1 マイクロ
メートル（µm））は 100
万分の 1 ｍ。
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 ■国際競争の激化と今後の展望 

近年、海外では、産業活用ニーズの高い 3GeV（30 億電子ボルト）クラスの
中型放射光施設が次々と建設整備され、既存の大型放射光施設、APS（米国：
7GeV）、ESRF（ヨーロッパ共同体：6GeV）、PETRAIII（ドイツ：6GeV）と
の2極化と連携が急速に進んでいる。光のエネルギー領域を分けた活用デマケー
ション（区分）の登場である。
一方、日本では、3GeVクラスの放射光施設が先端基盤施設として建設整備
されていない。そのため、SPring-8 への一極集中化が進んで科学技術的に非効
率な状況を招き、先端ニーズへの十分な対応が困難な危機的状況に陥っている。
この解決策として「東北放射光施設計画（SLiT-J）」＊9 が、わが国の 3GeV中型
放射光施設として提案されている。この SLiT-J の建設により、SPring-8 のアッ
プグレード計画である SPring-8-II ＊ 10 をより先進的なものとすることができ、
SLiT-J と SPring-8-II の組み合わせによって、初めて正真正銘、世界一の科学
技術支援体制ができあがる。
国際光年に制定された 2015 年は、寺田寅彦とその弟子の西川正治が 1914

年に欧米と時を同じくして創始したX線回折の研究から 101 年目にあたる。そ
の研究の系譜が、SPring-8 だけでなく、2011 年の X線自由電子レーザー施設
SACLA（サクラ）＊11 による未踏の光「X線レーザー」の実現につながっている。
Super Light Source for Industrial Technology である SLiT-J の早期実現が望
まれるところである。

＊9 
http://www.lns.tohoku.
ac.jp/slitj/

＊ 10 
http://rsc.riken.jp/pdf/
SPring-8-II.pdf

＊ 11 
http://xfel.riken.jp/pr/
sacla/

SPring-8

A

B

C

A

B

C

 図 3 　産学連合体のコンセプト
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 ■テラヘルツ波の特徴 

テラヘルツ波（または、テラヘルツ光）とは、周波数にして 0.1 ～ 10 テラ
ヘルツ（THz）＊1、波長にして 3mm～ 30µm＊2 の電磁波である。この周波数
はサブミリ波と遠赤外線の中間の周波数にあたる。すなわち、テラヘルツ波は、
ちょうど電波と赤外線との中間に位置し、電波と光の両方の性質がクロスオー
バーする周波数帯といえる。
テラヘルツ波の電波的な性質としては、主としてソフトマテリアルに対する透
過性がある。テラヘルツ波は透過性を示す電磁波の中で最も波長が短いため、回
折が小さく、イメージングを行ったときの空間分解能が高い。そのため、テラヘ
ルツ波は非破壊・非接触・非侵襲のイメージング検査に適している。図 1は乾
燥食品の可視光の画像（上）とテラヘルツ波を用いた透過像（下）、電子カード
の透過像（右端）である。画像の解像度はおおよそ 0.5 mm程度である。
一方、テラヘルツ波は分子結晶などによって一部が吸収され、図 2に示すよ
うな物質固有の吸収スペクトル構造を持つことが分かっている。これを活用する
と物質を区別することができる。図 2は糖類、違法薬物、および爆発物のテラ

テラヘルツセンシング・イメージングの
産学官連携による研究開発

光も電波も、ともに電磁波である。テラヘルツ波はちょうど電波と光の中間ぐら
いの波長・周波数を持つため、両方の性質を持つ。そのため、この性質を生かし
たさまざまな応用が考えられ、研究開発が行われている。

大谷　知行
おおたに　ちこう

国立研究開発法人理化学
研究所 光量子工学研究
領域 テラヘルツ光研究グ
ループ テラヘルツイメー
ジング研究チーム グルー
プディレクター、チームリー
ダー

 図 1 　 上は乾燥食品（エビ、唐辛子）の可視光画像、下はそれぞれのテラヘルツ波透過像、 
右端は電子カードのテラヘルツ波透過像＊＊1

＊ 1 
1THz ＝ 1012Hz

＊ 2 
1µm（マイクロメートル）
＝ 10－ 6m

＊＊ 1 
K. Kawase．THz-imaging 
for drug detection and 
LSI inspection．Optics & 
Photonics News．2004，
vol. 15，issue. 10，p. 34-
39．
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ヘルツ吸収スペクトルの例である。
このような物質固有の吸収スペクトル構造を示す他
の波長域としては、赤外域がよく知られている。赤外
スペクトルは、主として分子の官能基＊3 に起因する
吸収を示し、その吸収は関わる原子間の高速な振動に
対応する。一方、テラヘルツ波は周波数が赤外線の
100 分の 1程度なので、分子間振動や生体分子内の
骨格振動のように、大きな構造のゆっくりした動きを
反映していると考えられる。従って、テラヘルツ吸収
スペクトルは、分子や結晶などの構造に由来する機能
と深い関わりを持つ。

 ■テラヘルツセンシング・イメージングの 
 　応用例と産学官連携による研究開発 

上記のようなテラヘルツ波の性質を用いて、これま
でにさまざまな利用・応用が提案されている。特に、
3THz 以下の周波数帯は物質に対する透過性が高いた
め、衣服・紙・プラスチックなどのパッケージ内の非
破壊・非接触の検査、隠匿された薬物や危険物の検査
などへの利用が期待されている。また、プラスチック
などの非金属製品の欠陥診断のような非破壊・非接触
のイメージング診断にも期待が寄せられている。
図3は、さまざまな応用可能性の一部を示したものである。これ以外にも多く

の応用が提案されている。より詳しくは例えば文献3、4＊＊3、4 を参照されたい。

 図 2 　テラヘルツ吸収スペクトルの例＊＊2

乳糖（一水和物）

ショ糖

覚せい剤
（塩酸メタンフェタミン）

麻薬（塩酸コカイン）

爆発物（RDX）

爆発物（DNT）

 図 3 　テラヘルツ波のさまざまな応用可能性

＊3 
分子構造の中で反応性の要
因となる原子団や結合様式。

＊＊2 
H. Hoshina，Y. Sasaki，
A. Hayashi，C. Otani，K. 
Kawase．Non-invasive 
mail inspection system 
with terahertz radiation．
Applied Spectroscopy．
2009，vol. 63，no. 1，p. 
81-86．

＊＊ 3 
M. Tonouchi．Cutting-
e d g e  t e r a h e r t z 
t e chno l og y．Na tu r e 
Photonics．2007，vol. 1， 
no. 2，p. 97-105．

＊＊ 4 
深澤亮一．分析・センシ
ングのためのテラヘルツ
波技術．日刊工業新聞社．
2013，208p．

周波数

吸
収
度
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このように、さまざまな応用が提案されているテラヘルツ波技術については、
現在、産学官連携でいろいろな研究開発が行われている。ここでは、われわれが
行った違法薬物・危険物質の非開披検査装置の研究開発をはじめとして、いくつ
かの例を紹介する。
近年、インターネットを通じた販売が日常化する中、禁止薬物が海外から輸入
される事案がしばしば報道されている。このように海外から直接封書で送られて
くる違法薬物の検査は容易ではなく、その正確な実態は不明である。これは、個
人宛の封書郵便物では検閲が法的に禁じられていることが大きな要因の一つで 
ある。
疑わしいときは開封して調べればよいのだが、開封には捜査令状が必要な上、
開封しないで違法薬物・危険物質を探知する技術がこれまでなかった。そこで川
瀬晃道教授（名古屋大学大学院工学研究科、理化学研究所）らは、警察庁科学警
察研究所と共同で、代表的な麻薬・覚せい剤・爆薬のテラヘルツ分光スペクトル
を測定してそれぞれの物質に固有の吸収スペクトル構造を調べ、調べた吸収スペ
クトル構造とテラヘルツ波の透過性を組み合わせることによって、開封すること
なく薬物の種類を同定できることを明らかにした（図 4）。さらに、この原理を
発展させて、実際の検査装置のプロトタイプを製作し、その実効性を検証する
プロジェクトを 2004 年から行った。このプロジェクトには、理化学研究所を中
核機関として、名古屋大学、大阪大学、科学警察研究所、エスアイ精工株式会社
（現、シブヤ精機株式会社）、株式会社栃木ニコン、日本分光株式会社、株式会社
日立製作所が参画し、さらに、財務省関税局、日本郵便株式会社、文部科学省、
警察庁の方々にも協力をいただいて、プロトタイプの製作と評価を行った。開発
した装置の外観を写真 1に示す。より詳細な装置の研究開発の内容については
文献 6＊＊ 6 を参照されたい。
このような個別の研究開発の推進とともに、テラヘルツ技術全体の動向調査と研
究開発のロードマップの策定が総務省の委託によって行われている。実務的には、
情報通信研究機構（NICT）が中心となり、産学の研究者・技術者が参加して、極
めて詳細かつ具体的な動向調査の検討結果が報告書としてまとめられている＊＊7～9。
このような動きに加えて、産学を中心とする情報交換の場として、テラヘルツ
テクノロジーフォーラム、日本学術振興会「テラヘルツ波科学技術と産業開拓第

 図 4 　テラヘルツ波の透過性と吸収スペクトルを用いた封筒内の違法薬物検出＊＊5

＊＊ 5 
K. Kawase，Y. Ogawa，
Y .  W a t a n a b e ， H . 
Inoue．Non-destructive 
terahertz imaging of illicit 
drugs  us ing spectra l 
f i n ge rp r i n t s．Opt i c s 
Express．2003，vol. 11，
no. 20，p. 2549-2554．

＊＊ 6 
大谷知行．違法薬物・危険
物質の非破壊検査．テラヘ
ルツ波新産業（斗内政吉 監
修）．シーエムシー出版．
2011，p. 149-150．

＊＊ 7 
テラヘルツテクノロジー動
向調査委員会．未来を拓く
テラヘルツ技術．2005．

＊＊ 8 
テラヘルツ技術動向調査委
員会．テラヘルツ技術動向
調査報告書．2009．

＊＊ 9 
テラヘルツ波帯の無線通
信技術に関する調査検討
会．テラヘルツ波帯の有効
利用に資する無線通信技術
に関する調査検討報告書．
2013．
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182 委員会」が設置されているほか、応用物理学会、電気情報通信学会、分光
学会、電気学会において関連する委員会がそれぞれ設置され、国内外の研究会、
ビジネスセミナーなどの企画・運営が行われている。さらに、2011 年には科学
技術振興機構（JST）の産学共創基礎基盤研究プログラムとして、「テラヘルツ
波新時代を切り拓く革新的基盤技術の創出」がスタートし、本格的な産業化に向
けた研究開発支援も行われている。

 ■テラヘルツセンシング・イメージングの実用化に向けた課題 

このように、さまざまな利用が期待されるテラヘルツ波技術であるが、本格的
な利用に向けてはまだ課題が残されている。多くの方から「テラヘルツ波はいつ
実用になるのか」「本当に実用になるのか」と聞かれるが、本格的にブレークす
る利用法が何かは、正直、現時点では分からない。
しかし、これまで人類は、X線、紫外線、可視光、赤外線、電波など、さまざ
まな周波数の光技術・電波技術を開拓してきた。そして、それらは遅かれ早か
れ、いずれもわれわれの生活や産業の中で必要不可欠なツールとして利用されて
いる。このこととテラヘルツ波の優れた特性を併せて考えるならば、「テラヘル
ツ波は本当に実用になるのか」という問いに対する答えはおのずと明らかであろ
う。つまり、その答えは「確実に実用になる」である。問題は「それがいつなの
か」、そして、「どんな利用法によって（産業的に）ブレークするのか」であろう。
そして、この問いは「現在のテラヘルツ波の課題は何か」という問いに言い換え
ることができる。
あくまで個人的な考えであるが、その答えはコンポーネント（装置や製品）の
価格だと私自身は考えている。世の中のニーズの中には、必ずしも安上がりでな
くても、その技術でしかできないものであれば一定の需要が見込めるものがあ
る。しかし、そのような技術によって生まれる製品の量はたかが知れており、そ
れをブレークとは言い切れない。真のブレークのためには、検査装置を製作する

 写真 1 　製作した郵便物検査システムのスクリーニング部（左）と分光検査部（右）＊＊6
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会社が適切な規模の利益を出せることが必要であり、そのためにはコンポーネン
トの価格が安くなることが非常に重要である。問題は、それがいつ実現するのか
である。
この問いのヒントは、無線通信の動向にあると私は考えている。携帯端末の性
能向上やカメラ・ビデオ機能の急速な発展により、いま使われている方法では無
線通信の容量が飽和するのは時間の問題と考えられている。そのため、その容量
拡大に向けて、大容量・超高速無線通信の研究開発が急ピッチで進められている。
そして、その解決策の有力な候補の一つが超高速・大容量のミリ波・テラヘルツ
波無線通信である。その動向は文献 9＊＊ 9 に詳しく述べられているが、特に重要
なのは、CMOS＊4 技術によって数mm大のテラヘルツ波用集積化チップがす
でにできている事実である。その主たる利用法はむろん無線通信であるが、それ
が大量に使われれば、コンポーネントの価格が極めて安くなる。従って、その技
術を計測に活用すれば、テラヘルツセンシング・イメージングも廉価かつ大規模
に行えるようになる。そして、そのようなデバイスは遅くとも 5～ 10年後には
商品として売られることになるだろう。その意味で、テラヘルツ技術のブレーク
の時期は遠い将来ではなく、むしろ目前に迫っていると考えるべきであろう。

 ■将来のテラヘルツ技術 

最後に、最先端のテラヘルツ研究現場の動向を述べて、将来の技術可能性を見
てみる。この 5～ 10年間、テラヘルツ技術は急速に進展しており、そのスピー
ドはますます速くなっているように見える。
最も大きな進展の一つは光源強度の増強である。フェムト秒＊5 レーザーを用

いた光源などの開発によって、その強度は約 5桁も向上している。これにより、
非常に強いテラヘルツ電場（1 MV/cm＊6 オーダー）を比較的容易に得ること
ができるようになり、高強度のテラヘルツ電場をより積極的に活用しようとする
動きが活発化している。
物性物理分野ではテラヘルツパルスの照射による相転移の観測など、さまざま
な活用例が報告されている。中でも高強度テラヘルツパルス照射による物質改
変は、化学や生物の分野により大きなインパクトを与える可能性がある。つま
り、生体分子などの骨格振動を能動的に揺さぶったり、水素結合のような分子間
相互作用を制御したりできる可能性がある。例えば、皮膚細胞に高強度テラヘル
ツパルスを一定時間照射した例では、がんを抑制する p53 というタンパク質の
発現が抗原抗体反応で観察されたとの報告がある＊＊10。この報告には異論もあ 
り＊＊11、その効果については注意して見届ける必要があるが、高強度テラヘル 
ツ波が生体細胞の働きに何らかの作用を起こしたとすれば、画期的であろう。近
い将来、変化の過程をリアルタイムで追うことが可能となれば、生体との相互作
用をより積極的に活用できるかもしれない。また、生体分子以外の分野でも、分
子の構造変化による機能制御が実現する可能性も考えられ、新たな機能性材料を
創成できるかもしれない。
今後の展開に期待したい。

＊6 
1MV（ メ ガ ボ ル ト ） ＝
106V

＊ 5 
フェムトは 10－ 15 を表す。
1フェムト秒（fs）は10－15秒。

＊4 
complementary metal-
oxide semiconductor の
略。相補型金属酸化膜半導
体。

＊＊10 
L .  V .  T i t o v a，A .  K . 
Ayesheshim，A. Golubov，
D. Fogen，R. Rodriguez-
Juarez，F. A. Hegmann，
O. Kovalchuk．Intense 
THz pulses cause H2AX 
phosphory lat ion and 
activate DNA damage 
response in human skin 
t i s s ue．  B i omed i ca l 
Optics Express．2013，
vol. 4，p. 559-568．

＊＊ 11 
A .  N .  Bogomazo va，
E.  M.  Vass ina，T.  N. 
Goryachkovskaya，V. 
M. Popik，A. S. Sokolov，
N. A. Kolchanov，M. A. 
Lagarkova，S. L. Kiselev，
S. E. Peltek．No DNA 
damage response and 
negligible genome-wide 
transcriptional changes 
in  human embryon ic 
stem cells exposed to 
te raher t z  rad ia t ion．
Scientific Reports．2015，
vol. 11，Article number 
7749，p. 1-6．
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 ■漏れにくい紙おむつはどのようなニーズから生まれたのか 
　
漏れにくい紙おむつの開発は、褥瘡（じょくそう／床ずれ）対策の支援・研究
を行っていた鳥取大学医学部の中山 敏准教授（当時）らが、鳥取県在宅褥瘡セ
ミナーの情報交換会において、鳥取市で医療用品卸業を営む株式会社ニシウラの
西浦伸忠代表取締役と大人用紙おむつについて意見交換を行った時に始まる。西
浦氏は、おむつフィッター 1級の資格を持つ介護の専門家である。
介護現場では、特に男性の紙おむつ利用者において、尿の横・前漏れが頻繁に
起こるという問題があった。対策として、紙おむつの交換回数を増やす、複数枚
の紙おむつを装着する、陰茎に巻くなどの対応が取られていたが、十分ではな
かった。またこの対応を行うことで生じるおむつ使用者のスキントラブルや介護
者による装着・交換に伴う負担増加が問題となっていた。
これらの状況から中山准教授は、おむつ使用における床ずれ防止と尿漏れ対策
に対して、これまでに市販されている対策商品とは別の新たな紙おむつを開発す
る必要性があると考えた。その後すぐに西浦氏が仲介した大手おむつメーカーの
大王製紙株式会社とその子会社エリエールペーパーテック株式会社（当時）が関
心を示し、介護現場で問題となっているこれらの課題解決に向けた共同研究に着
手することになった。 

 ■漏れにくい紙おむつを開発するための連携体制 

鳥取大学では、中山准教授が主導的な立場で医師、看護師、放射線技師、知
財・産学連携担当者らを取りまとめ、当該研究開発をけん引した（誠に残念なこ
とに中山准教授は今夏急逝された）。大学内においても、これほど多様な専門性
を持った医師、看護師、放射線技師およびメーカーらが連携して紙おむつを開発
することは、これまでに例がなく、画期的なことであった。
研究開発では定期的に研究打ち合わせが実施され、紙おむつにおける褥瘡問
題、尿漏れの原因解明、漏れにくい紙おむつの設計、臨床試験による効果の検証
が実施された。また、介護の専門知識を持つニシウラの担当者と看護師は、紙お
むつ利用者や介護者の立場に立ち、最適なおむつ交換数や装着時間など、介護現

現場のニーズに基づいた医工連携

漏れにくい紙おむつの開発

医療機関や介護福祉施設などでは、高齢者や要介護者の満足度の向上と、在宅介
護を含めた介護者の負担軽減が重要なテーマとなっている。ここで紹介する産学連
携により生まれた漏れにくい紙おむつは、現場のニーズから開発が進められた。そ
の結果、利用者と介護者双方の期待に応えるものになった。

山岸　大輔
やまぎし　だいすけ

鳥取大学 産学・地域連携
推進機構 知的財産管理運
用部門

陶山　淑子
すやま　よしこ

鳥取大学医学部附属病院
形成外科

三須　幸一郎
みす　こういちろう

鳥取大学 産学・地域連携
推進機構 知的財産管理運
用部門
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場の課題・ニーズを開発へ反映させた。大王製紙、エ
リエールペーパーテックでは、紙おむつ開発の研究
者、商品企画者、知財担当者などが参画し、度重なる
試作やマーケティング調査などを分担して実施した。
このように、それぞれの役割に従って、その知見や能
力、またネットワークを活用して、新規紙おむつの迅
速な商品化を実現した。

 ■製品化する上での課題とその解決法 

それまで男性における尿漏れの原因は「陰茎の向き」
が大きく関与していると考えられていた。従って介護
現場では、男性の尿漏れ対策として、陰茎に紙おむつ
を巻きつける、あるいは陰茎にかぶせるおむつを使用するなどの対応が取られて
きた。しかし、このような対策や対応製品を使用しても、実際に尿漏れが起こっ
ていることから、中山准教授はこれまでの常識に疑問を持ちながら研究を進めて
いた。
あるとき、大王製紙の開発現場の視察において、中山准教授は、おむつの開発

に使用する排尿モデルであるダミー人形に陰嚢がないことに気づき、解剖学的に
不十分なダミー人形であることを指摘した。この指摘は、これまで開発担当者でも
気が付いていないことであった。結果的に、この発見が尿漏れの原因が陰茎にあ
るという従来の常識以外の可能性を示し、課題解決の道筋が得られることとなる。
その後、尿漏れの原因が、陰茎の向きではなく、おむつの中で陰嚢が作り出す

ダムのような構造にあることが判明した。陰嚢がダムのように尿をせき止めるこ
とで、尿の後方への拡散を阻害し、吸収しきれない尿が前や横にあふれ、尿漏れ
が発生することが突き止められた。この新規知見に基づき、大王製紙において多
くの試作品が作製され、おのおのの検証を通じて、スピーディーに尿を拡散させ
る尿の吸収体構造が見いだされた。この成果は、すぐに大王製紙の知財部を通じ
て、大学と共同での複数の特許出願という形になった。
このように成果も得られ、製品化に向けて着実に準備が進められていた一方、
これまでと構造が異なるおむつ製品を製造するためには、工場の製造ラインを一
旦停止した上で、ラインの入れ替えが必要となることが分かった。この決定は簡
単ではない。そのため、製品化を進める上で、企業におけるマーケティング判
断、事業化検討に対して、当該製品の効果、有用性を示すため、より説得力のあ
る説明資料が必要となった。そこで、これまでおむつ内部の状況を検証する方法
はなかったが、放射線技師と連携して、世界で初めてダミー人形を用いておむつ
のX線CT撮影を行い、尿の拡散・吸収動態を動画で解析した。その結果、お
むつ内部での尿の拡散状況を連続的に画像化することに成功し、紙おむつ内の尿
の拡散効果を検証することが可能となった。
この成果に基づいて試作した紙おむつの尿漏れ防止効果を臨床研究によって定
量化するとともに、X線CT撮影を行い、尿の拡散状況を 3次元的、時系列的

ダミー人形を用いたX線CT撮影

故中山 敏 元鳥取大学 
医学部准教授
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に解析した（図 1）。これにより、尿漏れの原因と拡散させる構造体の効果が映
像として明確に証明され、製品化を決定づける客観的検証資料となった。
製品化が決まった新規紙おむつは、紙おむつの股間部にスペースを設けること
で、スピーディーに尿を拡散、吸収させる。これにより陰嚢によるダム化を防止
し、吸収体全体を利用することができる。また二重の立体ギャザーを設けること
で、尿漏れをより確実に防止することが可能となった（図 2）。この構造により、
1日当たりの紙おむつの交換頻度を、従来品で 3回であったものを 2回とする
ことが可能となり、介護者の負担を大幅に軽減することができた。また尿漏れの
発生率は、従来品の 3分の 1であり、着衣やシーツなどの交換頻度も大幅に減
少させることが可能となった。

 ■オープンイノベーションモデルとして今後の産学連携に活かす 

今回の開発では、研究代表者として中山准教授が褥瘡における紙おむつの重要
性について着目し、自ら課題を見いだして共同研究を提案するなど、大きな役割
を担った。また自らが調整役となり、専門性の異なる研究開発メンバーをまと
め、製品化というハードルを最後まで指導したところが大きい。中山准教授の企
業における製品化決定プロセスへの理解、関係者への気遣い、意見に対して謙虚
に対応する姿勢は、立場の異なる組織をまとめ、関係者が一丸となって製品化と
いうハードルを越えていく大きな原動力になったように思う。
会議のアイデアをすぐに試作として形にするなど、大王製紙の研究開発の迅速
さ、製品化に向けた知財戦略、開発担当者の事業化に対する熱意も大きいもので
あった。現在、当該製品は全国の病院、介護施設、一部のドラッグストアを中心
に販売されている。今後、海外展開を含めて拡大されていくという。
専門性や立場が異なる研究者らが連携し、製品化という目的を達成した優れた
オープンイノベーションモデルとして、本成果を今後の産学連携による研究開発
に活かしていきたい。

 図 2 　ダブルブロックタイプのおむつ製品従来品では尿が前側に拡散する（赤矢印）が、開発品では
尿が速やかに後側に拡散し、前側への拡散は認められない。

 図 1 　ダミー人形（男性）を用いた経時的X線CT撮影写真
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患者さんのことを身近で一番考えているのは看護師である。看護師のニーズを
取り入れて医療機器を開発することは、患者さんにとって安全、安心な製品につ
ながる。しかし、今までこのような事例はあまり多くなかったように思える。
ここで紹介する医療用スタッキングカートと後方連結型点滴スタンドは、泉株
式会社（以下「泉」）と高知大学との産学連携から生まれた看護師のアイデア満
載の製品である。

 ■産学連携のきっかけ 

5 年ほど前に、当時の高知大学医学部附属病院の病院長から看護部に対して、
「自分たちが日頃欲しいと思っているものを産学連携で開発してみてはどうか」
との提案があり、同時に泉を紹介されたという。
早速、看護部長は看護師たちに、「こんなものが欲しい」とか「欲しいと思っ
ているけどなかなか身近にない」というものを募集したところ、140 を超える
アイデアが出てきた。まさに、アイデアの宝庫である。
そのアイデアを泉が検討し、その中から最も役に立ちそうでまだ商品化されて
いないもの、すなわち医療用スタッキングカートと後方連結型点滴スタンドを選
定し、高知大学と共同で開発し製品化することとなった。

 ■製品化するために現場で夜勤もした担当者 

現場の意見、アイデアを製品化するまでには、研究開発体制やニーズの把握な
ど、幾つもの大きなハードルを越えなければならない。何より看護師にとって製品
開発はもちろん、産学連携も初めてのことだったし、泉も商社だったので、今ま
で製品開発や産学連携の経験がなかった。共に製品開発でも産学連携でも素人で
あり、まさに、ゼロからのスタートであった。そのため、泉の担当者は、まず医療
現場を知ることから始め、夜勤も体験したそうだ。これに応えて看護師たちも忙
しい業務の合間を縫って担当者をサポートし、最終的には「担当者の知識は看護
師レベル」と看護部長に言わしめるまでになった。両者の熱心さに脱帽である。
開発の担当者が看護師のニーズを現場でじかに体験することで、互いにニーズ

の共有化と意思の疎通が図られるとともに、信頼関係が構築された。このような

現場のニーズに基づいた医工連携

看護師発の医療機器の開発

日々、さまざまな患者と接する医療現場のニーズは、アイデアの宝庫である。看護
師の要望に応えて新しい医療器具が二つ生まれた。

下方　晃博
しもかた　あきひろ

高知大学 地域連携推進セ
ンター 知的財産部門 部
門長、特任助教／四国共
同機構サテライトオフィ
ス アソシエイト
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＊1 
「男勝りの女性」を指す土 
佐弁。

関係になったからこそ、いくつものハードルを越えることができ、さらに、はち
きん＊1 看護師たちの優しくも言いたい放題の無理な注文も、製品に反映させる
ことができた。
その結果として、看護師のアイデアが満載の医療用スタッキングカートと後方
連結型点滴スタンドが誕生した。製品化にあたり、両方とも泉と高知大学などが
共同で特許出願を行った。医療用スタッキングカートはすでに日本国内で特許権
を取得済みである（特許第 5717488 号）。

 ■二つの製品の特徴 

医療用スタッキングカート（写真 1）は、 スタッキング（重ね積み）ができる
など、現場のニーズを活かした機能を持つ。現在、電子カルテ用と処置台用の 2
タイプがあり、病院によってパソコンや備品のサイズが違うので、カスタマイズ
できるようになっている。台の隅に丸みを持たせているため、清掃がしやすい。
色や見た目のデザインにも看護師の意見が多く取り入れられ、今までにないカー
トになっている。近々、改良版の販売が予定されている。
後方連結型点滴スタンド（写真 2、3）は、車いすに対して後方 3点で簡単に
連結できることが特徴である。これまで点滴をしている患者さんを看護師が車い
すで移送する際には、片手で車いすを押し、もう一方の手で点滴スタンドを持つ
という場面が多かった。これでは車いすの操作性や点滴スタンドの安定性が悪
く、種々の事故の危険性も高い。車いすの後方に点滴スタンドを連結すること
で、安全な移送ができるだけでなく、点滴スタンドは車いすから簡単に着脱で
き、かつそれ自体に安定性があるので、患者さんも歩きながら楽に使用すること
ができる。これらの工夫が患者さんの安心、安全につな
がっている。

 ■今後の展開 

看護師発の医療機器がこのような形で製品化されたこと
は、大学として大変興味深く、大学の知財活用の可能性を
示すケースであると考える。
医療用スタッキングカートと後方連結型点滴スタンドは
徐々に売り上げが増えてきているが、泉にとって、これら
の医療機器関連商品がビジネスとして軌道に乗ったといえ
るレベルではない。これからこういった製品を増やして大
きな事業の一つになるように育てていきたいとのことで 
ある。
製品ができたことは、一つの始まりでもある。泉と看護
部、高知大学は今回築き上げた信頼関係で結ばれており、
今後も看護師のアイデア満載の製品が生まれていくことに
なるであろう。

 写真 1 　 医療用スタッキング
カート

 写真 2 　 後方連結型点滴 
スタンド

 写真 3 　 後方連結型点滴スタ
ンド（車いす後方に
連結した状態）
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 ■医療現場ではニーズとシーズが同居する 

島根大学医学部附属病院のスタッフ（医師、看護師、そのほかの医療従事者
（コメディカル））に困り事はないかと尋ねると、ニーズ提供と同時にシーズ提案
もしばしばある。例えば、新しい医療機器を目指して、産学協同開発を進める中
で、ニーズ提供者が自らの技術シーズを活用して製品化した例は少なくない。
マタニティドクターコート開発の場合も例外ではなかった。ワークライフバラ
ンス室の室長を兼任していた医学部の女性医師は出産経験者で、妊娠時にかなり
大きめの男性用白衣を着衣して苦労した。古くから看護師用のマタニティユニ
フォームはあっても、医師あるいはコメディカル用のマタニティドクターコート
がこの世に存在しないことに、室長は大きな疑問を抱いた。そして、やはり女性
で副室長の医学部教員（基礎医学）と一緒にマタニティドクターコートを考案し、
島根大学研究機構産学連携センター地域医学共同研究部門（以下「当センター」）
に開発を相談した。相談を受けた専任教員は、開発するならば単なるデザインで
はなく、技術を駆使して特許申請を目指すよう強く勧めた。

 ■共同開発できるパートナー探し：地元へのこだわり 

白衣を製造・販売する企業は全国に多々ある。中には、スタイリッシュ
なブランド白衣を手掛ける有名企業もある。当初、この企業もパートナー
として選択肢の一つではあった。しかしながら、当
センターが「地域医学共同研究部門」の看板を掲げ
る限り、狭義での「地域」は島根大学が立地する島
根県である。そこで、インターネット情報などで白
衣開発能力のある県内の中小企業を探した。半ば諦
めかけていたところ、タウンページ（電話帳）に小
さな文字「大東白衣」（雲南市：旧大東町）を見つ
けた。同市は出雲市の隣町で、早速、室長と副室長
とで社長に会いに出向いたところ、工場に隣接する
自宅の客間（仏間）で温かく迎えられた。夢のある

現場のニーズに基づいた医工連携

医療現場から生まれた
マタニティドクターコート

ある女性医師が妊娠時に大きめの男性用白衣を着衣して苦労した。看護師用のマ
タニティユニフォームはあっても、それ以外の医療従事者用がないことに疑問を抱
いた医師は、産学連携センターと共にマタニティドクターコートの開発に挑んだ。

中村　守彦
なかむら　もりひこ

島根大学 研究機構 産学
連携センター 地域医学共
同研究部門 教授

 写真 1 　 マタニティドクターコート 
（左）Ver. 7、（右）Ver. 12：最終形
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話だと意気投合して、共同研究が即決した。

 ■ニーズを満たす製品開発への戦略と戦術 

大学教員は、高い技術を活用して実用化がかなった場合、必ず売れるであろう
と錯覚する。ビジネスに不慣れ故、仕方がない側面もあるが、企業は困る。
マタニティドクターコートの場合、顧客満足度を常に念頭に置いて開発を進め
た。つまり、開発の過程で幾度も現場の声を反映させてブラッシュアップを続け
たのだ（写真 1）。男性の目、あるいは着心地からは差異が全く分からないマイ
ナーチェンジも開発陣は厭わなかった。妊娠中の医師や薬剤師などの要望や意見
を積極的に取り入れたが、むしろ、昔、苦労した経験を持つ方々の声が参考に
なったように思う。権利化を視野に入れた製品化であったことから、新規性を失
わぬように特許申請を終えてから、学内の意見を広く求めた。

 ■製品化までの課題と解決策、今後の取り組み 

腹部が目立たず、かつ快適な着心地を徹底して追求した。妊娠初期から臨月ま
で一貫して医療活動ができるように、腹囲の変化にフレキシブルに対応できる機
能を最も重視した。聴診器を収める大型のポケットなど、細部にも配慮した。た
だ、ともすれば単なるデザインと見なされて模倣品が出てくる可能性を危惧し、
従来技術に対する新規性・進歩性を特許明細書の随所に盛り込んだ。
縫製を担当する大東白衣は販路を持たない。そこで、同社が生地を調達してい
た日昇産業株式会社（広島市）とも連携して開発することとした。ネット販売
を主体として、これまでに約 500 着の売り上げがある。通常のドクターコート
が3,000円程度であるのに対して、開発したマタニティドクターコートは9,000
円（税別）にもかかわらず、全国から注文がある。この 9月には、特許取得す
る運びとなり、販売促進につながるものと関係者は大きな期待を寄せている。
悲願であった特許登録が現実になったのは、学内の厳しい逆風（デザインなど）

にも耐え、開発者が信念をもってゴールを目指したからにほかならない。その過
程で思いがけず多くの教職員の協力があった。着想から製品化まで実質 5カ月
程度であり、医療現場のニーズに起因する開発では異例のスピードといえる。マ
タニティドクターコートが女性医師を支援し、離職を防ぐ一助となれば、地域医
療の崩壊の一部が緩和される。
医薬品医療機器等法（旧薬事法）による拘束から、一般的に、医療機器・用
具の開発には 3～ 5年、あるいはそれ以上の期間を要する。そこで当センター
は、早期実現した本事例を参考に、医学部キャンパスの全スタッフ（約1,300人）
に対してニーズアンケートを昨年秋に実施した。この規模は、国立大学法人の医
学部・大学病院では全国初である。多数の回答の中で、看護分野の研究開発に重
点を置いた結果、マタニティドクターコートに続く「発明」が多く誕生している。
長寿先進県である島根の地にあって、島根大学は看護・福祉領域での開発研究
でも最先端を目指す。
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ローランド ディー . ジー . 株式会社（本社：静岡県浜松市、以下「当社」）＊1 は、
業務用インクジェットプリンターや 3次元ものづくりツールを製造・販売する
会社である。当社は 2010 年から新事業として歯科技工用ミリングマシン（切
削加工機）を製品化し、ヘルスケア分野へ本格参入した。この分野で 2012 年
から事業展開しているのがDPM事業である。DPMとはDirect Part Marking
（本体直接表示、図 1）の略で、世界的に広がる医療機器のUDI 規制（Unique 
Device Identification：医療機器／器具への固有識別番号表示の義務化規制）
に対応すべく事業展開を行っている。
当社にとって産学連携事業は初の試みであったが、浜松医

科大学と共同で研究・開発を行った当社のDPM技術および
生産システムを応用した「浜松医科大学医学部附属病院の中
央診療施設材料部（以下「材料部」）の作業支援システム」は、
経済産業省の 2014 年度産学連携評価モデル・拠点モデル実
証事業にも採択され、一定の成果を収めることができた＊＊1。
ここでは、この作業支援システムの概要と、共同研究を行
うに至った経緯を概説する。

 ■生産システム「デジタル屋台“D-PICS”」 

「デジタル屋台“D-PICS”」とは、当社が独自に開発したデジタル方式の一人
一台セル生産システムである。作業者は、パソコンのディスプレイに表示された
デジタルマニュアルを確認しながら製品を組み立てることができる。各セルでの
作業ログデータはサーバーに保存され、管理者が作業進捗を把握したり、データ
解析を通じて改善活動につなげることができる。デジタル技術を活用することで
人間の記憶力や注意力をサポートし、作業者間のバラツキをなくすことで高品質
と高生産性を同時に達成できることが特長である。

 ■材料部業務が抱えていた課題 

材料部では、手術で使用される膨大な種類の医療器具・器材の管理と、器材ご

現場のニーズに基づいた医工連携

医療現場の保全・管理システムの構築

病院では、手術で使用される膨大な種類の医療器具・器材の管理と、器具・器材ご
とに異なる分解・洗浄・組み立て・滅菌作業が求められる。当然、作業品質のバラツ
キや作業手順の間違いなどの人的ミスの発生が懸念されている。この課題を克服
するシステムを、デジタル技術を駆使して産学連携で構築した。

矢澤　賢裕
やざわ　よしひろ

ローランド ディー.ジー. 
株式会社 Easy Shape事
業開発本部 3D事業部 副
部長 兼  Easy Shape事
業開発本部 メディカル事
業部 DPM課 課長

＊1 
ローランド ディー.ジー. 株式 
会社　http://www.rolanddg. 
co.jp/

＊＊ 1 
“ニュースリリース”, ローラ 
ンド ディー.ジー.株式会社.  
http://www.rolanddg. 
co.jp/news/2015nr0611_ 
uni.html, （accessed2015- 
09-28）.

•
•

 図 1 　専用マーキング装置と読み取り装置
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とに異なる分解・洗浄・組み立て・滅菌作業の均質化・効率化が求められる中、
「器具・器材の名称や用途が覚えきれない」「作業手順が複雑すぎる」などの課題
を抱えており、作業品質のバラツキや作業手順の間違いなどの人的ミスの発生が
懸念されていた。また、医療器具・器材の正確な保有数や使用履歴、耐久期限な
どの情報を把握することが困難で、器具や器材部品を誤って紛失・廃棄すること
によるロス（捜索・購入）があった。

 ■浜松医科大学と共同開発した材料部業務作業支援システム 

当社の生産システムであるD-PICS を応用し、材料部が抱える課題を解決する
作業支援システムを構築した＊＊2、3（図 2、3）。対象となる器材に 2次元シンボ
ルのマーキングを行い、自動認識技術を用いることで熟練度に依存しない作業方
法を確立した。現在、浜松医科大学では本システムの稼
働がスタートし、作業データの収集が始まっている。今
後、作業の見える化が進むことで作業効率の改善が期待
される。

 ■浜松医科大学と当社の出会い 

さて、同じ浜松地域に居を構えているが、接点が何も
なかった浜松医科大学と当社がどのようにして出会った
のだろうか（図 4）。まず、最初に紹介したいのが浜松
医科大学の産学連携に対する積極的な取り組みである。
浜松医科大学では、産学官の共同研究を積極的に推進す
る事業拠点として、科学技術振興機構（JST）の「地域
産学官共同研究拠点整備事業」に採択され、はままつ次
世代光・健康医療産業創出拠点（以下「はままつ医工連
携拠点」）事業（図 5）を展開している。はままつ医工
連携拠点は、浜松医科大学を中心とする産学官 7団体
（浜松商工会議所、公益財団法人浜松地域イノベーショ
ン推進機構、浜松医科大学、静岡大学、光産業創成大学
院大学、静岡県、浜松市）で構成され、健康・医療関連
産業を重点分野に産学官の共同研究を積極的に推進して
いる。当社は、はままつ医工連携拠点との連携および浜
松商工会議所の医工連携研究会での活動を通じて、浜松
医科大学が抱える医療器具・器材の保全・管理に関する
課題を知るに至った。
当初は、材料部にDPMに最適なマーキング装置

「MPX-90M」だけを提案していたが、はままつ医工連携
拠点の「現場医師との情報交換会」「現場見学会」などの
イベントを通じて、手術後の医療器具・器材の分解・洗浄・

Server PC

LAN

Wi-Fi

Wi-Fi

2012.2 2012.3 2012.10 2012.12 2014.6 2014.8

 図 2 　開発の背景

 図 3 　作業支援システムの概要

 図 4 　補助事業採択までの流れ

＊＊2 
一般社団法人 日本医療工業 
会 , 一般社団法人 日本医療 
機器学会 . “鋼製器具２次元 
シンボルダイレクトマー 
キング技術指針（Ver1.1）”   
http://www.jamdi.org/ 
data/2013/news201312 
13-1.pdf, （accessed2015- 
09-28）.

＊＊ 3 
“鋼製器具マーキング運用ガ 
イド（正誤表付）”. GS1 ヘ
ルスケアジャパン協議会 機
器機材マーキング部門　 
h t tp : / /www.ds r i . j p / 
gshealth/pdf/marking_ 
guide.pdf ,  （accessed 
2015-09-28）.
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組み立て・滅菌などの作業が、作業者の熟練度
に左右される属人的なものにとどまっている
ことを知った。そこで、課題である煩雑な作
業を伴う多種多様な医療器具・器材の保全に、
当社のD-PICSシステムを応用することで、
業務品質および効率を向上させることができ
るのではないかと考えた。これらの課題に対
する解決策としてD-PICS技術を応用した材
料部業務作業支援システム開発の共同研究提
案書を作成、浜松医科大学との合意を得るこ
とで共同研究事業の第一歩を踏み出すことと 
なった。

 ■経済産業省の産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業の採択 

企業のシーズと大学のニーズをマッチングして共同研究を進めることとなった
が、計画が進むにつれ、想定以上に資金が必要になることが判明した。しかし、
この問題もはままつ医工連携拠点の建設的なサポートを受けることで解決でき
た。浜松医科大学のコーディネーターから、不足している研究開発費について、
「産学連携型研究開発費助成制度を活用したらどうか」と提案を受けたのだ。当
社にとって助成金を利用した事業展開は初の試みであったが、当該コーディネー
ターの支援を受け、経済産業省の 2014 年度産学連携評価モデル・拠点モデル実
証事業に採択されることで事業資金の問題が解決した。
こうしてシーズとニーズが出会い、人・モノ・金を獲得することで事業を本格
的にスタートすることができた。

 ■医工連携・共同研究/開発を進める成功のポイントと今後の展開 

大学と企業にはさまざまな面で大きな違いがあることを実感した。このため実
際に共同研究を進める上では技術的課題以外にさまざまな困難があった。単に
シーズとニーズが合うだけでなく、互いを理解しあう人間関係が非常に重要であ
ると痛感した。幸い、浜松医科大学には産学連携に協力的な教授、コーディネー
ター、現場責任者がそろっており、当社も社内に専用のプロジェクトチームを作
ることで共同研究を推し進めることができた。
今回の共同研究成功には「研究成果を医療に役立てたい」という思いだけでな
く、大学側の協力と企業側の理解があったことで成功できたと考える。
近年、国内外の多くの医療機関では、浜松医科大学と同様、医療器具・器材の
トレーサビリティー管理や保全作業品質の向上、効率化といった課題に直面し、
解決方法を模索している。浜松医科大学とともに本システムの研究をさらに推進
することで、実用化・事業化に必要なノウハウを蓄積し、世界中の病院が抱える
課題を解決する有効なソリューションを提供できるようにしていきたい。

Copyright (C) 2015  Hamamatsu University School of Medicine, All  Rights reserved.
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 図 5 　はままつ医工連携拠点の概要
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「京都女子大学×UR」プロジェクト
─学生による団地再生─

昭和感が漂う古い団地が、若い女性の視点で見つめ直され、自由で個性豊かなア
イデアによって再生した。これにより、高齢化が進んでいた団地に多くの若い家
族が申し込み、平均倍率 3.4 倍の入居応募者を集めることができた。

■プロジェクトが始まった経緯

高度経済成長期以降、日本各地で大量に公団住宅（いわゆる団地）が建設・供
給された。当初はサラリーマン世帯の憧れであった団地だが、建設から 30 ～
40年ほどたつと高齢化と空室化が目立つようになっていった。
独立行政法人都市再生機構（UR都市機構、以下「UR」）は、このような背景

から団地の再生に積極的に取り組んできた。例えば西日本支社は、2011 年に若
手建築家と組んでリノベーション住戸＊1 を供給し、2012 年 6 月には株式会社
MUJI HOUSE とコラボレーションして「MUJI × UR」のシリーズをスタート
させていた。そして 2012 年秋には、次に組む相手を探していたと聞く。
一方、筆者の方は、2011 年 9 月に株式会社八清（以下「ハチセ」）より、築
年数（建築経過年数）の古い賃貸のワンルームマンションを学生がDIY＊2 でリ
ノベーションするというお話をいただいていた。学生にとっては、空間づくりの
現場を肌で感じる良い機会となった。
2012 年秋、UR側からプロジェクトの打診があった。ハチセと行った学生の
活動がメディアで紹介され、それが目に留まったのだった。ハチセとの経験から
良い教育の場になると確信していた筆者は、迷うことなく引き受け、本
学（京都女子大学）法人に相談、学内での体制を整えてもらった。「京
都女子大学×UR」プロジェクト＊3 はこうしてスタートした。

■リノベーション住戸が出来上がるまで

UR側との話し合いにより、①場所は京都市の洛西ニュータウン内の
団地とする、②適正な予算を組む、③学生は図面を描くだけでなく現場
にも関わること、などを取り決めた。①は、学生が頻繁に現場に通え
るようにするためである。②は、もし高めに予算を設定してしまうと
1回限りのリノベーションになると思ったからである。同じ間取りの他
の住戸にも水平展開されてこそ実践教育としての意味があるからだ。③
は、現場では、学内では得られない貴重な体験ができるからである。
プロジェクトは 2012 年 12 月、学生の団地見学会から始まった。
2013 年 4月に設計コンペを開始し、6月には図面を提出、学生たちは
UR担当者たちの前でプレゼンテーションを行った。審査により 8作品
（写真 1、2）が選ばれ、7月に表彰式、8月から現場打ち合わせが始ま

井上　えり子
いのうえ　えりこ

京都女子大学 家政学部 
生活造形学科 准教授

写真1　学生の作品①

＊1 
既存の住戸に改修工事を行
い、用途などを変更して機
能を向上させたり付加価値
を与えたものをリノベーショ
ン（renovation）住戸という。

＊2 
Do It Yourself. の略。専門
業者に頼まず、自分自身で
やること。

＊3 
京都女子大学×UR 洛西
ニュータウン団地リノベー
ションプロジェクト

家具や小物も学生たちがコーディネートした
写真 2　学生の作品②
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写真 3　現場打ち合わせ

写真 4　居住者との階段室ペイントイベント 写真 5　階段室のペイント（完成後）

り、学生たちは夏休みを返上して現場に通い続けた。10月には一部の
家具を学生たちがDIYして施工が完了した。11月にはモデルルーム用
の家具や小物を設計者自身が選定し、12月に内覧会を行った。まるま
る 1年かけたプロジェクトとなった。
現場では、URの各担当者と施工業者（日本総合住生活株式会社、以

下「JS」）、学生が一堂に会して打ち合わせを行った（写真3）。現場で持
ち上がった問題は、学生たちがUR担当者や JS 担当者のアドバイスを
参考に解決していった。現場の雰囲気は良く、チームとしての一体感が
あった。現場の専門家たちは、何も知らない学生に対しても設計者とし
ての敬意を払い、学生たちの思いを形にしようと精一杯努力してくれた。
完成したリノベーション住戸の評判は上々で、その後、同じ間取りの

住戸が繰り返し供給されている。また今年、新たにコンペが行われ、4
タイプの新しい間取りが加わることとなった。地域住民からは、リノ
ベーションにより洛西全体のイメージが高まることが期待されている。

■団地のコミュニティーづくり

プロジェクトでは、住戸リノベーション以外に、こちらから提案して階段室を
塗装するというイベントも行った。住戸が新しくなっても共用部分が古ぼけてい
ては、入居希望者は住戸にたどり着く前に帰ってしまうだろうと思われたから
だ。せっかく塗り替えるならば、学生だけで行うのではなく、居住者も巻き込も
うということになり、色やデザインを決めるところから一緒に考え、皆でペンキ
を塗った（写真4、5）。このイベントがきっかけとなり、現在、研究室の学生は、
団地の居住者と共に、団地のコミュニティーづくりに取り組んでいる。

学生が団地再生で担う役割は、リノベーションからまちづくりまで多岐にわ
たっている。大勢の大人に期待され求められることで、学生は頑張ろうと努力し
想像以上に大きく成長している。
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連 載シリーズ 知的財産を活用する　第 1回

大学と知的財産の創出

産学官連携事業に携わる人たちにとって知的財産の知識は必要不可欠である。こ
のシリーズでは、知的財産に関するさまざまな問題を、具体例を示しながら取り
上げ、分かりやすく解説する。

■大学発の特許を活用するには

1990 年代の「大学等技術移転促進法」＊1「産業活力再生特別措置法」＊2 など
の法整備により、日本の大学の開発成果の技術移転を促進するためにTLO（技
術移転機関）や大学知的財産本部が設けられた。それから 15 年以上にわたり、
大学・研究機関（以下「大学等」）の知的財産（以下「知財」）の創出やその成
果の技術移転について、多くの産学官の努力がされてきている。しかしながら、
2015 年特許庁行政年次報告をみても、受託研究は漸増であるが、大きな伸びを
示しておらず、特許出願は 2007 年をピークに漸減である（図 1、2）。特許出願
の特許査定率も 72％で全体の特許査定率よりは高いものの、大手企業の特許査
定率には及ばない。
特許の実施料等の収入も2013 年度（22 億 1200 万円）は 2008 年度（9億

8600万円）の2倍以上（図3）になっているものの、米国の大学と比較すると数十
分の一ないし百分の一で、米国大学に比べて産業上の利用価値が低い状況にある。
大学等発の発明を事業化して収益を高めることが期待されている。これらの現

状を克服するための幾つかの基本的な論点を取り上げて紹介する。

■発明を知財化するとは

研究開発者の成果として発明が生まれる。その発明は新たな開発成果の基礎と

佐藤　辰彦
さとう　たつひこ

弁理士／特許業務法人 
創成国際特許事務所長
／早稲田大学 大学院商
学研究科 客員教授

図2　 大学等からの特許出願件数およびグローバル出願率の推移 
（特許庁年次報告書2015年版による）

図 1　 大学等の民間企業からの研究資金等受入額の推移 
（特許庁年次報告書2015年版による）

＊1 
大学等における技術に関する
研究成果の民間事業者への
移転の促進に関する法律。

＊2 
産業活力の再生及び産業
活動の革新に関する特別措 
置法。
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なる点で技術的な価値がある。しかし、これが産
業的な価値を生むためには、その発明を知財化す
ることが必要である。
発明を知財化するとは、特許化することだけで
はなく、発明を産業上の利用価値のあるものにす
ることである。発明が特許として認められても、
その特許に産業上の利用価値があるかどうかは別
である。なぜならば、特許発明といえども、その
特許発明が実施されない、あるいは、その特許か
ら収益が得られないものは、産業上の利用価値が
ないからである。発明の事業としての知財価値は
その産業上の利用価値である。
大学・研究機関は自ら発明を実施するものでは
ないので、実施主体である企業が、利用価値があると評価する知財にしない限
り、その発明も特許も存在価値がないものとなってしまう。

■発明の目利き

発明にも潜在的に産業上利用可能性が高いものと、高くないものとがあるの
で、その目利きが重要である。あまりにも基礎的な発明は、その利用までに時間
がかかる。企業にとっては実益に乏しい発明にはなかなか投資しにくい。そうな
ると、特許化されても企業が利用してくれない。このような発明は、その後の開
発の見通しを見定めて、継続的な開発成果を権利化していく作業により企業の利
用価値があるところまで成熟させる必要がある。
その発明が特許として成立するか否かは、先行技術調査をすれば見極めること
ができる。徹底した先行技術調査をすれば、その発明の特許性のみならず、特許
として認められても、どの程度の強い特許になるのかも予測できる。多くの先行
技術があり、その結果として、特許となっても権利範囲が狭く、その特許による
技術の排他力が弱ければ、企業にとって魅力的なものではなく、その特許は知財
として産業上の利用価値が低くなる。

■知財価値のあるポートフォリオの構築

新たな発明が公表されると、それに関連する発明が生まれる（スピルオーバー
効果）。基本発明が生まれれば、それをさらに深化した発明が生まれ、それを応
用する発明が生まれる。この過程で、基本発明が特許化できたとしても、その後
の応用発明の特許が他社に取られれば、基本特許の実施も難しくなる場合があ
る。従って、発明が利用価値を持つためには、その発明をしっかり守れる特許の
ポートフォリオ＊3 の構築が不可欠になる。いわゆる、「特許の群」構造を作るこ
とが必要である。このためには、基本特許発明の発展系として周辺の発明を予測
し、その開発を促すとともに、その権利化を進めることが大事になる。

図 3　特許実施収入額の推移（特許庁年次報告書 2015年版による）

＊3 
もとは書類を入れる紙ケース
を意味するが、転じて、企業
などが保有する財産を一覧
できるようなものを指す。こ
こでは保有する特許の群。
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その発明に産業上利用価値があれば、必ず他社も同じような開発を始め、新し
い発明が生まれる。これらの発明の特許化をウオッチングして、それを阻止する
努力をしないと、「特許の群」の構造が虫食いとなり、知財価値を低下させる。

■発明の「オープン」と「クローズ」

発明が知財価値を生むのは、その発明による収益を獲得できるときである。
知財価値のある発明にすることは必ずしも特許化することだけではない。特
許は発明を公開する代償として独占排他的な権利を付与する制度である。その
結果、発明を公開することで他社が模倣をしたり、新たな開発を促すのであれ
ば、それを阻止するためには、公開しないで秘匿する方が優位性を保てる。従っ
て、発明を特許化してオープン化するとしても、そのノウハウ部分などはできる
だけ公開せずクローズにすることで、その特許発明の知財価値を上げることがで
きる。しかしながら、発明を秘匿して優位性を保つことは、一度他社が同じ発明
をしたときには競争力を失う。他社の発明が特許化されたときには、逆に特許権
侵害に直面することとなる。これに対応するためには先使用権（特許法第 79条）
による実施の可能性を確保するための方策が必要となる。

■特許の所有権の集約化

大学等の発明は外部との共同開発で生起することが多い。この共同開発が 1
社とのみのものであれば、その成果の帰属は両者間のみのものとなり、権利の帰
属関係が単純である。しかし、大学等と複数の企業とが同じ発明について共同開
発すると、その発明に関する権利関係がタコ足の関係になることが多い。この
ような関係になると、共有の権利関係が複雑となり、利害関係が錯綜（さくそ
う）して権利の移転や実施許諾の障害となることが多い。そうなると、大学等は
所有する特許を活用することができなくなる。従って、共同開発を行う場合に
は、権利関係のパテントポリシーを明確にし、大学等側がイニシアチブを取って
権利関係を単純化する、できれば、大学等に権利を集約していくのがベストで 
ある。

■発明の売り時

大学等の発明は基礎的なものが多く、それを実業に活用するためには、事業と
して実施可能なまでに完成度を高めなければ、事業上の価値あるものにはならな
い。これは企業でないと実現できないものがほとんどである。そこでは、大学等
での研究開発の発展段階をよく見極め、しかるべきタイミングで企業へライセン
スする、あるいは技術移転する判断が、その発明を事業化するのには重要であ
る。技術は時間とともに陳腐化し、コモディティ化する。その発明の旬を逃すと
事業価値を失うこととなる。
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■売れるものにするために

大学等の発明を売れるものにするためには、これまで述べたように、まずは先
行技術をしっかり調査し、その発明の価値を見極めること、特にその発明を取り
巻く競争技術との優位性をよく見極めること、すなわち、その発明の強み・弱み
を見極めることがまず重要になる。同時に、その発明の事業化の可能性を見極め
る。その発明が事業化する上で、どこまでの完成度であるか、その発明の知財
ポートフォリオがどの程度の強みを持つか、その発明を事業化する分野の事業環
境はどうかなどを検討することで、おのずとその発明の事業化の価値が見える。
その上で事業化してくれるパートナーを探す。そこでは大学の研究者との間
で、しっかりした発明の価値評価ができていることで、事業化してくれるパート
ナーとの交渉が適切に行われることが可能となる。自らの発明を過大評価しても
交渉はうまく行かず、過小評価しても損することになる。

■知財を生かすビジネスモデルなくして知財活用はない

発明を事業化するためには、その事業を実現す
るビジネスモデルが必要となる。その発明がどの
ような事業のどの部分で活用される価値があり、
その活用のためにはどのようなビジネスモデルが
必要かを検討する必要がある。
大学発のベンチャーが種々試みられているが、
成功事例が少ない。ここに一つの参考モデルを紹
介する（図 4）。これは、研究開発に特化した企
業モデルで、製品の研究開発成果を国内外の学
会・展示会などで発表して国内外のユーザーを獲
得する、製品は下請けなどの企業に生産してもら
い、販売は国内外の販売会社に販売委託するモデ
ルである。このようなモデルであれば研究開発に
強みのある大学発ベンチャーも成り立つ可能性が
ある。実際にこのモデルで成功している事例がある。これまでの成功事例を研究
し、それぞれに最適な大学発のベンチャーのビジネスモデルが今後さらに工夫さ
れるべきである。

■まとめ

以上のような論点は、一部に大学等特有の問題を含むが、企業知財部門が常に
検討している課題でもある。発明が産業上の利用価値を持つようにすることが知
財化であり、特に、自ら発明の実施主体とならない大学等の発明の活用において
は、これが最も重要である。そして、大学等の発明の利用価値を上げる知財化の
ため、前述した論点について、大学等とTLO、発明者の共通認識が必要である。

図 4　生産部門・販売部門を学外と連携する企業の研究開発型モデル
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研究者リレーエッセイ

■ 活発化する京都大学を中心にした産学官連携 ■

図 1の地図に示されているように、京都大学（以下「京大」）桂キャンパスは、
京都駅から五条通りを経由して、西の方に位置している。この 5th Avenue と
呼ばれる通りに沿って、いろいろな中小ベンチャー企業があり、また、その周辺
には株式会社村田製作所や株式会社堀場製作所、ローム株式会社、オムロン株
式会社、株式会社島津製作所、日本電産株式会社（Nidec)、京セラ株式会社な
ど、ベンチャー企業として創業したエレクトロニクスデバイスやセンサー関連の
大企業が立地している。さらに数千人規模の研究者が集う京都リサーチパーク
（KRP）もある。京大吉田キャンパスに比べて産学官連携を行うにはずいぶん恵
まれていることになる。

さらに、京大桂キャンパスに隣接して京大イノベーションパークができ、その
敷地内に中小企業基盤整備機構が設置した京大桂ベンチャープラザ（VP）北館
と南館や京大工学研究科イノベーションプラザもあり、多くの企業や国家プロ
ジェクトの活動拠点となっている。まさに京大の研究室と入居ベンチャー企業が
共同研究をするのにふさわしい場所となっている。また、京都市は京都市イノ
ベーションセンター（図 2）を開設し、先端加工分野でのプラットフォームを整
備し、先端機器の利用をオープン化している。産学官連携を一層推進する目的で
座学や実習の講座、セミナーなども頻繁に行い、人材育成にも注力している。
図2に示すように、桂ベンチャープラザ内にはたくさんの優良ベンチャー企業
が入居している。たとえば水素燃料電池や希土類磁石、テラヘルツなどを扱った

平尾　一之
ひらお　かずゆき

京都大学大学院工学研究
科 教授、ナノテクノロ
ジーハブ拠点長

京大桂キャンパスを軸に産学官連携が進展

図 1　京都ハイテクベンチャーマップ
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企業など、非常に注目されている企業もい
ろいろある。私も京都市イノベーションセ
ンター長として、これらの活動を、ホーム
ページを作るなどして広く紹介している。
一方、京大本体も学内研究設備の共有
化による先端微細加工の教育や研究拠点整
備を推進してきている。特に京大吉田キャ
ンパス内にある京大ナノテクノロジーハブ
拠点ではオープンイノベーションプラット
フォーム事業を展開している。ここでは、
学内に限らず、学外や中小ベンチャー企業
から大企業まで、すべての研究者や技術者
に等しく共用設備の利用環境を提供してい
る。本拠点は京大と共同研究契約を結ぶこ
となく共用設備を利用いただけるといった
革新的なものである。図3に示すように、
多くの最新の微細加工装置や微細構造解析
装置を共用に供している。この事業の詳し
い内容（利用方法、装置の仕様、利用料
金など）についてはURL（http://www.
mnhub.cpier.kyoto-u.ac.jp/）をご参照
いただきたい。

■ 大学を「つながり」を生む場に ■

産学官連携の話に戻る。一昔前までの産
学官連携では、大学側が「こういう面白い
ものを見つけました」と発表すると、興味を持った企業の人が研究員を連れて訪
問してくるのではあるが、その話を聞いて帰るだけで、その後はほとんど共同研
究には進展せず、もし実用化になりそうな技術であればその技術を持ち帰り、自
分のところでやるというスタンスの企業が多々あった。私がそこで常に感じてい
たのは、「大学内あるいは街の中にオープンなイノベーションプラットフォーム
を形成し、常時、産学官がそこに集まって長期間にわたって実用化に向けた議論
をしていかないと駄目だ」ということであった。おかげさまで京大では先端微細
加工の分野で整備が進んできたと感じている。
皆が共通して使える装置を整備したプラットフォーム拠点がこれからもさまざ
まな分野でつくられていくことが私の希望である。そうした活動が技術の伝承を
していく上でも大切であろう。つまり、大学が産学官連携の場所を提供して「つ
ながり」を産むことも重要と考えている。
比叡山の高僧、最澄の言葉「依身（えしん）より依所（えしょ）」を思い出す。

（次回の執筆者は、東京大学大学院工学系研究科 教授 北森武彦氏です。)

図 2　京都市イノベーションセンター概要

図 3　ナノテクノロジーハブ拠点
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　先日、私の勤める大学で、研究者を対象とした「洋服のスタイリング」セミナーが開催された。
その前には、いかにして通る声で滑舌よく魅力的に語るかを学ぶ「声の出し方」や「話し方」の
セミナーも実施されている。いずれもプロの講師を招いての、大学を挙げての取り組みである。
　研究者が自分の研究のすばらしさを第三者に伝える際、言うまでもなく研究の中身を分かりや
すく伝えることが最も重要である。そのためにはプレゼンテーションの技法を工夫することが大
切だが、それに加えて自己演出するスキルも不可欠だ、ということが認知されてきたので、先の
取り組みが実施されるようになったのであろう。
　よく言われることだが、産学コーディネーターや、われわれリサーチアドミニストレーター
（URA）には、時として演出家のような役割も求められる。研究者の過剰な演技にだまされるこ
とがあってはならないが、中身はすばらしいのに、控えめだったり地味だったりして損をしてい
る研究者やシーズを見いだしたら、表現力アップに力を貸し、魅力的に演出する必要がある。さ
らにその次には、その魅力を発信する広報にも注力していきたいところだ。このような大学の
トータルコーディネートをまとめるのはそうたやすくないが、スタイリッシュに決めれば、新し
いモードを発信できるに違いない。

天野 麻穂　北海道大学 大学力強化推進本部 URAステーション リサーチ・アドミニストレーター（URA）

大学をスタイリッシュにコーディネート！？

　第9回目となる「産学官民コミュニティ全国大会」が、10月 3日、鹿児島大学で開催された。
この全国大会は、2007年、岩手大学での第1回を皮切りに、年1回の頻度で開催されてきた。
今回の鹿児島大学での開催に当たっては紆余（うよ）曲折があったと主催関係の方から伺ったが、
鹿児島県の産学官民連携に関わる方々を中心に、全国各地から多くの関係者が集った。開催当日
は、300人を超える参加者の下で議論や交流が活発に行われ、盛況であった。
　「産学官民連携はコミュニケーションから始まる」というスローガンに象徴されるように、産学
官民コミュニティの活動目的は、「顔の見える関係づくり」にある。その根底には、新たな知の創
出のためにはフラットな関係性の下での双方向のコミュニケーションが必要であり有効である、
という考え方がある。
　イノベーションは突然の出会いから生まれるものではない。常日頃からの人と人との良好な関
係づくりが重要である。産学官民コミュニティの醸成は、地域からのイノベーション創出に向け
た絶えざる挑戦である、と表現してもよいのではないだろうか。

佐藤 暢　高知工科大学 研究連携部 研究連携専門監

産学官民コミュニティの意義
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　　　URL: https://sangakukan.jp/journal/　　　
　●最新号とバックナンバーに、登録なしで自由にアクセスし、無料でご覧になれます。
　●個別記事や各号の一括ダウンロードができます。
　●フリーワード、著者別、県別などからの検索が可能です。

問い合わせ先 : 産学連携展開部 産学連携プロモーショングループ
TEL： 03（5214）7993　FAX：03（5214）8399
E-mail：journal@sangakukan.jp

産学官連携に関する情報提供 https://sangakukan.jp/event/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

https://sangakukan.jp
産学官の道しるべ
産学官連携ポータルサイト

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。

E-mail : webmaster@sangakukan.jp
Tel : 03-5214-7993

産学連携展開部 産学連携プロモーショングループ問い合わせ先


