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特別寄稿特別寄稿

「企業から見た産学連携」

本多電子株式会社 代表取締役社長 本多 洋介

1956年に魚群探知機専業メーカーとして創業した弊社ですが、草創期から多くの大学と産学連携を

進めてまいりました。1970年代には産学連携の成果なども加わり、アメリカへの輸出を背景として順

調に業績を伸ばすことができました。しかし1980年代には、プラザ合意による円高や、ブラックマン

デーに端を発する不況により売上が激減し、厳しい経営状況に追い込まれました。この時、初代学長の

榊米一郎先生を始め、豊橋技術科学大学の先生方から頂いたご指導は、弊社の超音波技術の幅広い展開

を進める上で、無くてはならないものでした。

豊橋技術科学大学との間では、電気・電子工学系との産学連携として、医学生物学用超音波顕微鏡の

開発を進め、2004年には生体組織の各部の音速を15μmの分解能で観察することが可能となり、新し

いパラメーターでの組織観察法として事業化まで行いました（写真１）。その後、引き続き組織音響イ

ンピーダンス測定の開発（写真２）、分解能の向上（写真３）などの研究には、物質工学系の先生も加

わり医学生物学用超音波顕微鏡の新技術の開発が継続されています。生体組織の観察を超音波で行うこ

とで、光学とは違う発見ができると期待されています。

また、産学連携では社員の成長も実感できました。大学と共に研究する事で、社員が学ぶ機会が広が

ります。個性豊かな先生方の先端研究に没頭する

姿勢は、企業エンジニアが忘れがちな、情熱が開

発には不可欠であるという事実を再認識するきっ

かけとなります。教育機関と研究機関の両面を持

つ大学の、得がたい特徴だと思います。

社会に必要とされ、認められる技術の研究こそ、

大学と企業が連携して取り組む使命であると考え

ます。豊橋技術科学大学には、社会に開かれた大

学のさきがけとして、産学連携のリーダーとして

の役割を大いに期待しています。 写真１ 共同開発した超音波顕微鏡

写真２ 超音波顕微鏡で観察したラット小脳の
音響インピーダンス画像

写真３ ラット大脳から採取したグリア細胞の
音響インピーダンス画像



Toyohashi University of Technology Industry-university cooperation news

２Copyrightⓒ 2010 国立大学法人 豊橋技術科学大学 産学連携推進本部, All Rights Reserved.

平成22年4月1日、情報通信棟２階に「人間・ロボット共生リサーチセンター」が誕生しました。設

立の趣旨は、ロボット分野での最先端の研究成果を活用し、地域の医療機関や企業との連携を図り、人

間・ロボット共生分野の新技術の創出や発展的実用化、地域への貢献を目指すものです。次世代共生型

ロボット開発のため、大学キャンパス全体を活用し、研究開発・検証を行います。

センターの事業としては、リハ

ビリ・介護ロボットと知的介護ス

テーション開発、キャンパスの至

るところにロボットを配置し、サ

ービスするロボットキャンパスや

人・ロボット・建物が共生したロ

ボットハウスの構築、社会人と学

生など教育・人材育成のためのロ

ボットオープンラボ構築を重点課

題として取り上げ、推進します。

皆様から愛されるセンターにす

るため、市民への場の提供と支援

企業システムにより、皆で発展さ

せる開かれたセンターを作ります。

－進化するロボット研究と人を救うロボット開発へ－

人間・ロボット共生リサーチセンター長
機械工学系教授 寺嶋 一彦

私が本当の意味での産学連携を体験し、実感したのは、

「色弱模擬フィルタ」の開発プロジェクトが最初です。

学者の興味は学問としての新しさや驚きにあり、産業界

の狙いは最終的には事業化（ビジネス）です。当たり前に

思えるこの違いですが、その違いを最後まで引きずると、

「結局、金儲けか。」とか「学者の趣味に付き合ってはい

られない。」とか、最初の紳士的な協調精神を忘れてしま

います。

幸いにして、私の場合は、みんな楽観的だったためか、

世界にないものを作ろう、という極めて単純で純粋な目標

を共有できたことが成功の秘訣だったと思います。あとは、

これも当たり前のことながら、人とのコミュニケーション

が大切でしょう。

開発プロジェクトメンバーと共同で創り上げた色弱模擬

フィルタを、ケンブリッジ大学に持ち込んでプレゼンした

後のMollon教授の驚いた顔はいまでも忘れられません。

「これはニュートンにも報告すべきだ。」との励ましの言

葉をいただいた教授の勧めで撮った写真は良い想い出です。

色弱模擬フィルタ開発メンバーと
ケンブリッジ大学のMollon教授

（ Newtonの部屋の前で）

（筆者は、右端）

人間・ロボット共生リサーチセンター紹介人間・ロボット共生リサーチセンター紹介

教員にとっての産学連携について教員にとっての産学連携について

情報･知能工学系教授 中内 茂樹
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産学官連携活動の成果事例産学官連携活動の成果事例

産学連携活動産学連携活動

画像処理技術を駆使した真珠の品質評価

Toyohashi University of Technology Industry-university cooperation news

真珠の品質評価は、鑑定士の感覚に頼っているのが実情で、客

観的な評価技術は確立されていない。所謂パール色といわれる高

い輝度と干渉色による微妙な色合いの変化が真珠の評価を難しく

している。中内茂樹教授らは、三重県水産研究所等との共同研究

により、画像処理技術を駆使し、真珠の品質評価技術を確立した。

右上図：干渉色は真珠の品質を左右するが、真珠評価を困難に

してきた要因でもあった。高輝度画像を処理することにより品質

評価が可能となった。

右下図：真珠の品質評価で最重要とされる光沢感(輝きの高さ)

と色沢感(干渉色の豊富さ)について、人間の視覚認識の特性に

合った評価指標を構築し、品質を数値化した。Aクラス真珠は高

い光沢と豊富な色沢を持つことが分かる。

本事例は、産学官連携戦略展開プログラム・農商工連携事業を

水産業に展開した光・農(水)工連携の好事例であり、真珠業者か

らも高い評価を得ている。尚、この評価手法は真珠に限らずパー

ル色をもった塗装や人の肌、皮製品など透明感や質感を評価する

ことにも応用できる。

ジルコニア
セラミックボール Aクラス真珠

Bクラス真珠 Cクラス真珠

干渉色の抽出による評価

真珠品質のクラス分け
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第7回三行ビジネス商談会
日程：9月17日(金)

場所：名古屋市中小企業振興会館
主催：十六銀行・名古屋銀行・百五銀行

イノベーションジャパン
2010(大学見本市)

日程：9月29日(水)～10月1日(金)

場所：東京国際フォーラム
主催： JST・NEDO

愛銀ビジネス商談会(創業100周年記念)
日程：11月5日(金)

場所：ホテルグランコート名古屋
主催：愛知銀行

第6回しんきんビジネス
フェア2010

日程：11月5日(金)

場所：ポートメッセなごや
主催：東海地区信用金庫協会

ものづくりフェア
2010in東三河

日程：11月26日(金)～27日(土)

場所：豊橋総合体育館
主催：豊橋ものづくり振興会

●展示会・広報活動

直近のスケジュールです。「第6回しんきんビジネスフェア2010」は、出展者を募集しています。

ご希望の方は、産学連携推進本部までご連絡ください。

●現在の状況

件数金額（単位：百万円）

７月までの「外部資金獲得状況」、「発明届出・出願状況」を昨年度と比較しました。

外部資金獲得状況 発明届出・出願状況

届出件数 出願件数

Ｈ２２年実績 １９件 １３件

Ｈ２１年実績 ２１件 １９件

Ｈ２２年度
目標

６０件 ５０件
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特許群支援について特許群支援について

産学連携ニュースの記事に関するお問い合わせは、産学連携推進本部 TEL0532-44-6975（内線6975)、

または office@chizai.tut.ac.jp までお願いします。次回発行は１０月頃の予定です。

なお産学連携ニュースWEB版を http://www.chizai.tut.ac.jp/topic/newpage2006.html に掲載しております。

編集委員長 ： 冨田 充 （特任准教授、知的財産部リーダー）

委 員 ： 渡辺 久士 （客員教授、弁理士） 林 孝彦（国際交流センター准教授）

濱口 康典 （科学技術コーディネーター） 野中 尋史（知財連携コーディネーター）

産学連携ニュースは、カラーユニバーサルデザインに対応しています。

JST特許群支援制度：大学の持つ優れた基本特許を有効に活用するために、関連する周辺特許を戦

略的に取得する必要性が強く指摘されています。JSTでは、従来からある特許出願支援制度をより

戦略的に運用し、基本特許に関連する特許群を形成するための支援を始めており、本学も活用して

いきます。本年度も募集が予定されていますので、ご案内いたします。

特許群支援のメリット：特許群支援制度に採択されると以下の特別支援がJSTから受けられます。

①特許群全体の出願戦略や国内出願段階からの権利取得のための助言②特許群関連の申請に対する

専任の特許主任調査員の選定と、審査における特許群全体の位置づけを考慮した判定

特許群選考の観点：①基本特許の特許化の可能性 ②基本特許及び特許群全体の有用性 ③ロード

マップの具体性、妥当性、実現可能性 ④申請大学による出願・研究のためのサポート状況 等

採択の状況：昨年度39件の応募に対し18件が採択され、本学電気･電子情報工学系、澤田和明教授

の｢ケミカル・バイオセンサ｣も採択されています。

特許を出そう！ ～学会等の発表について～特許を出そう！ ～学会等の発表について～

特許出願の前に、発明内容を公開（発表）すると新規性がなくなり特許出願ができなくなります。

発明者自身が公開しても、新規性はなくなり特許出願ができなくなりますので注意が必要です。

発明が生まれたときには：至急、発明届出書の提出をお願いします。出願前に必要な手続きがありま

すので、できるだけ早く届出をお願いします。データが完全ではないなど届出書の記載が難しい場合

は、発明提案シートに発明の概要をご記入のうえ、お気軽にご提案ください。ご提案をいただいた時

点から、産学連携推進本部の担当者が発明の整理、学内手続き等にご協力いたします。

研究協力課産学連携係
E-mail chizai@office.tut.ac.jp
内線6983産学連携推進本部

先生方へのアドバイス 先生方からのご提案

研究協力課産学連携係
E-mail chizai@office.tut.ac.jp
内線6983産学連携推進本部

先生方へのアドバイス 先生方からのご提案

発明提案シートの様式は、産学連携推進本部のHP

(http://www.chizai.tut.ac.jp/tutonly/200409ken.html)からダウンロードできます。

特許出願の後は：特許出願後に発表する際は、出願済みの内容だけを発表するようにご留意ください。

出願済みの内容以上を発表すると、新たな出願ができなくなることがあります。特許出願後の発表内

容についても、担当者とご相談をお願いします。

①④

②③


