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第 3回「技術経営・イノベーション賞」決定

　わが国発の優れたイノベーション事業を発掘
して表彰するとともに、そのイノベーションプ
ロセスを他の技術者の範として紹介し、広くわ
が国でイノベーションを促進させ、国際競争力
の強化につなげていくことを目的に、文部科学
省、経済産業省、日本経済新聞社、日刊工業新
聞社の後援及び新技術振興渡辺記念会の協賛を
得て、技術経営・イノベーション賞を贈呈して
いる。
　第 3 回技術経営・イノベーション賞の表彰
を 2015 年 2 月 17 日に実施した。
　なお受賞者による技術内容やイノベーション
プロセスの発表会が、2015 年 6 月 9 日「技術
経営・イノベーション・シンポジウム」にて開

第３回「技術経営・イノベーション賞」表彰

催される予定である。
　また、第 4 回技術経営・イノベーション賞は、
2015 年 6 月～ 10 月に募集される予定であり、
皆様からの積極的なご応募をお待ちしている。

１．選考結果
　応募案件の選考プロセスは、（一社）科学技
術と経済の会 技術経営会議運営委員からなる
選考委員会のもとで、各専門家からなる WG（ア
ドバイザとして丹羽　清氏〈東京大学名誉教
授〉）での検討作業を実施した。作業結果を受
けて、選考委員会にて審査決定し、当会理事会
にて承認された。

〔前列左より〕野間口有（科学技術と経済の会会長）、今岡仁氏（NEC）、川上伸昭氏（文部科学省科学技術・
学術政策局長）、安永裕幸氏（経済産業省大臣官房審議官）、坪山尚史氏（ホンダエアクラフトカンパニー）、
山下 徹（技術経営会議議長）

〔後列左より〕山城靖彦氏（横河電機）、安藤忠明氏（横河電機）、細井利憲氏（NEC）、石井雅人氏（NEC）、
滝久雄氏（ぐるなび）、渡辺昌宏氏（ぐるなび）、木村毅氏（味の素）、吉元良太氏（味の素）、宮野博氏（味
の素）、藤田省三 氏（Apta Biosciences）、有永健児氏（富士通研究所）
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　応募は自薦や推薦などを含めて機械、電気、
電子、繊維、材料、ソフトウェア、建築、土木、
通信、流通分野など多岐にわたった。選考の結
果、文部科学大臣賞が 1 件、経済産業大臣賞
が 1 件、科学技術と経済の会会長賞が 4 件の
合計 6 件が選ばれた。受賞者には、文部科学
大臣賞は文部科学省科学技術・学術政策局長の
川上伸昭氏から、経済産業大臣賞は経済産業省
大臣官房審議官の安永裕幸氏から、また科学技
術と経済の会会長賞は（一社）科学技術と経済
の会会長の野間口有からそれぞれ表彰状と副
賞、賞金が授与された。

２．受賞テーマの概要
（１）文部科学大臣賞
・事業名：世界 No.1 精度の顔認証技術で安心・
　　　　　安全な社会の実現に貢献
・受賞者：日本電気株式会社　情報・メディア
　　　　　プロセッシング研究所
　　　　　主席研究員　今岡　仁氏
　　　　　主任　　　　細井　利憲氏
　　　　　　　　　　　石井　雅人氏

・技術の概要：
　日本電気は古くからパターン認識技術の開発
に取り組み、高精度の顔認証技術の開発に成功
した。顔認証は人間が日常的に行う自然な本人
確認手段であるが、従来技術による顔認証は、
照明の違いや顔の経年変化により、十分な精度
を出すことが難しかった。人間の脳の働きを模
したモデルの採用が技術ブレークスルーとな
り、認証エラーを大幅に低減でき、確認する側
の照合の手間と誤りを減らし、対象者の本人証
明の負担を軽減、瞬時に正確な本人確認できる

有効性が認められ、出入国管理システム、モバ
イル機器不正利用防止等、世界 20 カ国で採用
されるに至った。顔認証は、忘れる・無くす・
盗まれる心配が無く、パスワードの概念を変え
る本人確認手段である。今後、様々な場面での
利用が見込まれる。

・技術開発の経緯：
1989 年　指紋認証に継ぐ生体認証として研究
　　　　　開発に着手。
2000 年より 製品化に着手。 
2001 年　米国同時多発テロ以降、顔認証のニ
　　　　　ーズが高まり、研究開発は大きく加
　　　　　速。
2002 年　顔検出・顔照合ソフトウェア開発キ
　　　　　ット「NeoFace®」を製品化。
2009 年より 米国標準技術研究所のベンチマ
　　　　　ークに参加。他と比べて認証エラー
　　　　　率が 1/10 以下。
2009 年、2010 年、2013 年　 同 試 験 で 3 回
連続トップの成績を収める。2013 年の評価で
は、「監視向けの低解像度画像における評価」や、

今岡仁氏　細井利憲氏　石井雅人氏

NEC の顔認証（１対 N の照合デモ）
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「100 万件規模の大規模検索における評価」に
おいてもトップ。

・選考の理由：
　認証に関わる技術とノウハウを結集し、世界
で最も権威がある米国標準技術研究所主催のベ
ンチマークテストで、競合と比べて 1/10 以下
の認証エラー率を達成して関係者を驚嘆させる
性能を示した。従来、提供技術が利用側ニーズ
のレベルに達していない面もあったが、本技術
はそれを克服した点が評価された。犯罪者検索
等の国家セキュリティから、店舗や施設での本
人確認、モバイル機器等の個人認証まで幅広く
利用され、安心安全と利便性を両立する社会の
実現に貢献するグローバルなイノベーションと
して期待される。

（２）経済産業大臣賞
・事業名：ビジネスジェット機 HondaJet の開
　　　　　発
・受賞者：ホンダ エアクラフト カンパニー   
　　　　　社長兼 CEO　藤野  道格氏

・技術の概要：
　2 輪車から出発し 4 輪自動車においても世界
的メーカーとなったホンダには、パーソナルモ
ビリティーの会社として、空を自由に移動で
きる独自の航空機を創りたいという夢があっ
た。より効率的で安全、快適な航空移動手段の
ニーズの高まりを予見したホンダは、航空機の
研究をゼロからスタートし、主翼上面エンジン
配置、自然層流翼、一体成型のコンポジット胴
体など多数の最先端かつ独自の技術を開発し
た。これらの技術は、小型ビジネスジェット機

HondaJet に適用され、競合機と比較して圧倒
的な競争力を備えた商品として実現した。
　HondaJet の技術や性能は、航空業界や学界
でも高く評価され、航空機研究で最も権威のあ
る AIAA （米国航空宇宙学会）による『航空機
設計賞』など多くの賞を受賞している。

・技術開発の経緯：
1986 年　基礎技術研究センター発足。航空機
　　　　　の基礎研究を開始。
1997 年　HondaJet の研究を開始。
2003 年　HondaJet 技術実証機の初飛行に成
　　　　　功。
2005 年　世界最大の航空ショー EAA AirVenture
　　　　　にて、HondaJet を初めて一般公開。
2006 年　ホンダエアクラフトカンパニーを設
　　　　　立。ビジネス航空ショー NBAA にて
　　　　　受注開始。
2012 年　HondaJet 量産機の生産開始。
2013 年　カスタマーサービスセンター完成
　　　　　（FAA Part 145 Certification）
 　米国航空局より TIA( 型式検査承認 )
　　　　を取得。
2014 年 6 月　HondaJet 量産 1 号機が初飛行。
2014 年 9 月　デモフライトを実施し、300 人
　　　　以上が HondaJet のフライトを体験。

藤野道格氏
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・選考の理由：
　日本の自動車メーカーが四半世紀以上の困難
を乗り越えて、世界のビジネスジェット機市場
への参入を果たしたということは刮目すべきこ
とである。技術的に見ると、主翼、胴体、内装
等の主要技術は独自開発による。その特徴とし
ては、主翼上面エンジン配置形態、胴体のコン
ポジット一体成形、独自の自然層流翼、主翼の
スキン一体削り出し工程、量産工程におけるラ
インバランスプロジェクトによる最適化などが
あり、従来に無い様々な革新技術を実現した。
また塗装やインテリアのクオリティー、サプラ
イチェーン等において自動車メーカーとしての
斬新な視点を生かした開発スタイルも高い評価
を得た。

（３）科学技術と経済の会会長賞
・事業名： 少量採血でのアミノ酸測定によるが
　　　　　んリスク検査の事業化
・受賞者：味の素株式会社　　　　　　　　　
　　　　　取締役常務執行役員　木村　毅氏
　　　　　イノベーション研究所　グループエグゼク
　　　　　　ティブプロフェッショナル　宮野　博氏
　　　　　研究開発企画部　シニア・アドバイサー 
　　　　　吉元　良太氏

・技術の概要：
　世界で初めてメタボロミクスを応用し、5ml
の採血で複数のがんリスクを評価する血液検査
を実用化した。分析試薬の開発と高速液体クロ
マトグラフィ質量分析装置（LC-MS） を応用し、
従来 1 検体 2 時間かかっていたアミノ酸測定
を 7 分に短縮する技術を確立。長年蓄積して
きたアミノ酸研究による基盤技術とデータを基
に、新たな臨床応用分野を開拓し現在ドックや

健診で活用されるに至った。R&D の過程では
多くの関連メーカー、受託臨床検査企業、医療
機関の協力を得てオープン型イノベーションが
実践された。

・技術開発の経緯：
2001 年　　きっかけとなる研究に着手。
2004 年頃　アミノ酸分析に LCMS 法を適用。
　　　　　　液体クロマトグラフ（LC）と、
　　　　　　高速で検出・定量できる質量分析
　　　　　　装置（MS）の 2 つを組み合わせ、
　　　　　　微量な対象も高精度で高速な分析
　　　　　　を実現。
2006 年 7 月 事業プロジェクト化。 
2010 年頃　分析装置に入れる前に誘導体化す
　　　　　　る「プレカラム誘導体化法」と
　　　　　　LCMS を組み合わせて、アミノ酸
　　　　　　を計測する分析装置が完成。
2011 年 4 月 アミノインデックス®事業開始。

・選考の理由：
　人体に対して低負荷ながん検査手法を新たに
確立した技術力と、人々のがん検査に対する考
え方を変えうる可能性がある。研究開発の過程
で、試験機器メーカー、臨床検査機関、病院医
院、大学などの協力を得、イノベーション・エ
コシステムを実践したことも評価された。

（４）科学技術と経済の会会長賞
・事業名： ロングテールの飲食店市場の生産性
　　　　　向上に貢献する独自インフラの構築
・受賞者： 株式会社ぐるなび
　　　　　代表取締役会長・創業者　滝久雄氏
・技術の概要：

宮野博氏　　木村毅氏　　吉元良太氏



54

第 3回「技術経営・イノベーション賞」決定

　飲食店業界の活性化を目指して、日本で最初
にインターネットを利活用した本格的な飲食店
紹介サービスを開始して、今日国内最大級の規
模を達成している。掲載情報の信頼性を高める
ために、営業スタッフによる実店舗の確認も行
っていることが特徴的。それぞれの飲食店が簡
便にインターネット上に店舗情報を掲載・更新
することを可能にし、日々の集客に有効な販促
支援ツールとして提供することで、特に中小の
飲食店の生産性を大きく向上させた。

・技術開発の経緯：
1995 年　当時の調査によると、東京都内の飲

食店約 10 万店のうち、電話帳に広
告出稿している飲食店はわずか約
2,500 店舗で他に販促のための使い
やすいメディアも存在していなかっ
た。生活者にとっても全国で約 50
万店とも言われる膨大な数の飲食店
をいつでも手軽に探せる手段がなか
った。

1995 年　サービス構築に着手。
1996 年 6 月　ウェブサイト「ぐるなび」を開

設。株式会社 NKB の事業としてス
タート。

2000 年　事業を分社独立し、株式会社ぐるな
びが運営。

2010 年　外食産業の健全な発展に寄与すべく
東京工業大学に「食の未来創成寄附
講座」を設置。

　ぐるなびの基盤事業の本格的な収益化にあ
たって２つのフェーズを経た。フェーズ 1 で

は、約１万店舗をぐるなびサイト上に掲載する
ことを目標に事業を展開。「生活者」に対して
飲食店を事前に検討するという意識変革を促す
こと、「飲食店」にはインターネットが集客に
役に立つということを実感してもらう意識変革
が主。加盟店舗 1 万店を達成した後のフェー
ズ 2 では、AE（アカウント・エグゼクティブ）
型とよばれる営業体制に移行。このフェーズ 2
は、本格的な収益事業の具現化、ぐるなびが提
供する様々な販促手段を活かして効率よく集客
を実践する飲食店を増やすことへの社員の意識
変革、および飲食店のさらなる意識変革を促す
ことに力を置いた。

・選考の理由：
　当時最先端の IT 技術を駆使して使いやすい
システムを構築し、利用者拡大に成功した。「外
食前にネットで検索」という新しい生活習慣を
定着させ、ユーザー、飲食店双方に便益をもた
らすサービスを先駆け開発し、今日なお最大規
模の情報提供規模を維持していることが評価さ
れた。

（５）科学技術と経済の会会長賞
・事業名： 安全計装システム ProSafe-RS の事
　　　　　業化
・受賞者：横河電機（中国）有限公司　副総経理

　　戦略発展事業本部 本部長　安藤忠明氏
Yokogawa Electric International 
Pte. Ltd. シンガポール開発センター
長 佐藤正仁氏

　　　　　横河電機株式会社　IA プラットフォ
ーム事業本部グローバル営業セン

滝久雄氏



55

技術と経済　2015.4

ターシステム営業部 SIS 課　課長　
山城靖彦氏

・技術の概要：
　国際的に激しい競争環境下にあるプラント計
装業界において、従来、相反する機能を持つた
めに分離運用すべきとされていた生産制御シス
テム（DCS）と安全計装システム（SIS）の統
合運用を、欧米の安全設計思想と日本の高信頼
性設計思想の隔たりを克服し、技術的に融合さ
せることで実現した。これにより、操作監視環
境や情報が統一され、より高度で安全な操業性
を実現。以降、統合システムは SIS 市場のトレ
ンドとなり、ユーザ・ベンダー双方にとって停
滞していた SIS 商品の価値に変革をもたらし、
成熟市場を年率 10% 近い成長市場に変貌させ
ることに貢献した。

・技術開発の経緯：
1975 年　世界初の DCS（CENTUM）をプロセ

ス市場に投入し、高信頼設計技術、
二重化技術、標準化規格認証技術、
統合操作監視機能の実現技術、エン
ジニアリングプラットフォーム等の
技術を培養。

1997 年　安全設計思想と技術、機能安全関連
の国際規格ノウハウを SIS 専業ベン
ダー（オランダ GTI-IA 社）の買収
によって入手し、SIS 市場に参入。
幅広くユーザーの声の収集を行い、
後発ベンダーでありながらも超保守
的な市場を変革できる次世代 SIS の
構想を開始。

2002 年 1 月 DCS との統合運用を新たな市場
価値と据え、自社製 SIS の新規開発
に着手。

2005 年 2 月 最低 5 年かかると言われた新規

開発を 3 年で完了し、市場化。

・選考の理由：
　国際規格の要件である DCS と SIS の分離・
非干渉を満たしつつ、システムとして統合し、
統一的な操作環境を実現することでより安全な
操業を可能にした技術と、国際規格適合を短期
間で獲得し、成熟していたプラント計測業界に
新たな成長市場を創出したことが高く評価され
た。これによって、同社の計装市場における競
争力を高めることにつながった。

（６）科学技術と経済の会会長賞
・事業名： 化学合成人工抗体バイオ技術の海外
　　　　  スピンオフベンチャー設立による事業化
・受賞者： Apta Biosciences Pte. Ltd.　R&D Group  
　　　　  共同設立者、CTO 藤田省三氏
 　 　　　株式会社富士通研究所　R&D 戦略本
　　　　  部　シニアマネージャー　有永健児氏

安藤忠明氏 佐藤正仁氏 山城靖彦氏安藤忠明氏　　佐藤正仁氏　　山城靖彦氏

藤田省三氏　　　　有永健児氏
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・技術の概要：
　病気の検査に必須の抗体（関連世界市場：
7,000 億円）の代わりとなる完全化学合成の人
工抗体技術を開発した。本技術は、化学的に安
定な特長から、冷凍保管の必要がなく、再現性
良く大量生産ができる。実現すれば途上国での
常温流通が可能で、デング熱やエボラ出血熱の
ような感染症が簡易に診断可能となる。
　基本技術確立後の技術検証と事業化に移行す
る過程で、自社内での事業化が難しいとの判断
に至ったものの、実用化すれば幅広く社会に貢
献できる技術であるため、最適なパートナー、
ロケーション、スキームを探索し、国内外でオ
ープン型の活動を進めた。その結果、シンガポ
ールに進出し現地での成果を生かして英国の起
業家とベンチャーを共同設立した。

・技術開発の経緯：
2003 年１月 疾患マーカーなどのタンパク質

を簡易計測する技術の研究開発
に着手（今日、疾患マーカーの検
査には抗体タンパク質が用いら
れているが、家庭などでも簡易に
使えるようにするには室温でも
保存できる系を作ることが不可
欠なため、安定性に優れる DNA
を素材とした新しい材料とこの
材料で作製した有用分子の選別
技術の開発に着手したもの）。

2003 年 3 月～ 2006 年　NEDO 助成を受けて
基本技術開発を実施。（技術シ
ー ズ は、 富 士 通 が 独 自 に 着 想
した多種類のアミノ酸様の修
飾側鎖を DNA に導入すること
を可能にするコア技術「ブロッ
クコーディング法」。参画した
研究員の異なる研究分野におけ
る経験や知識をもとに、ブロッ
クコーディング法の実証に必要
な 新 規 材 料 の 開 発 と、 有 用 な
Selected Oligonucleotide（以下、
SeligoTM） を選択する手法の開
発を進めた。）

2006 年 4 月～ 2010 年 3 月 名古屋大学予防
　　　　　　早期医療創成センターと共同研究。

2008 年～ 2013 年 Experimental Therapeutics
Centre （ETC）, A*STAR, Singapore と共
同研究

2010 年～ 2014 年 National University of 
　　　　  Singapore （NUS）, Singaporeと共同研究。
2009 年　SeligoTM の開発受託サービス、なら
　　　　  びに製造受託サービス事業を開始。
2013 年 8 月 SeligoTM 技術を事業化するため、

ス ピ ン ア ウ ト ベ ン チ ャ ー Apta 
Biosciences（以下、APTA）を設立し、
事業開拓を本格化。

・選考の理由：
　完全化学合成による抗体の事業化に向けて、
バイオビジネス先進国であるシンガポールにベ
ンチャーを設立し、オープン型のイノベーショ
ンを実現したこと、高品質の抗体代替物を常温
流通可能にする完全化学合成という突出した技
術が評価された。　

創立 1 周年の記念写真　　　　APTA ラボ


