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学内カンパニー活動は、H21年度からH25年度までの5年間にわたる教育改善プログ
ラムとして文科省から予算措置され、H26年度から岩手大学の自主運営事業として
継続されている教育改善プログラムです。H29年度は４つのポイントに着目して進
めています。
今年度の活動主旨は、以下の通りです。
・ベンチャー立ち上げにも繋がりうる実践的な取り組み
・事業性に富み、地域性、社会貢献性が高い取り組み
・地域企業等との連携によるものづくり、製品開発
・地域創生特別プログラムをコアとしたものづくり、防災・まちづくりに関する取り組み

学内カンパニーについて

起業家支援室スタッフ

船﨑健一
支援室長

奥寺正晴
特任教授

浅部喜幸
特任教授



ものづくりEF／学内カンパニー

大学の他の学部では、教育で得た知識を実践する場があります。例えば医学部
では学生が身に付けた医学を附属病院の組織の中で実際に体験し、知識の実践確
認をするとともに、医療への使命感や病院の仕組み、仕事の流れなど、総合的な
ことを理解します。
しかし、従来の理工学部にはものづくりを総合的に体験する場がありませんで

した。そこで岩手大学では学内に教職員、学生、さらには企業との共同体で構成
される仮想的な企業、学内カンパニーを設立し一般企業の様に事業開発活動を行
います。事業企画から、設計、部品発注、試作、製作、さらには業績把握を行い、
損益確認までを行います。
学生は専攻以外の分野であっても自由に参加ができ学部や学科の垣根を取り

払って活動することが可能となります。学生の自由な発想でチャレンジすること
ができるのです。損益によっては「倒産」もありますが、バーチャルな企業です
ので心配はありません。むしろ失敗から学ぶことの方が重要かもしれません。

ものづくりEFには責任者(教職員、
学生）、社員（院生、学生）、イン
ターン生(学生）がおり、上位の人
は部下に対してプロジェクト組織の
運営、監督、教育を行います。この
過程で学生は技術だけではなく、教
育することやされることの中で目標
を達成することを身に付けます。
こうして、学生は学んだ知識がど

れだけ実践に使えるかを体感し、企
業に入っても実践力のある強い学生
に育ちます。

「教育で得た知識を実践する場を理
工学部に設ける」、これがものづく
りエンジニアリングファクトリーで
あり、学内カンパニーです。

平成22年(平成21年は準備期間)か
ら始まった学内カンパニー活動は学
内外から高い評価をいただき、岩手
県の内外を問わず他大学や行政機関
などからの見学、紹介依頼を多くい
ただいています。これからも一層の
充実をはかり、社会人力豊かな学生
の輩出に務めていきます。

理工学部
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ものづくりエンジニアリングファクトリー（EF)

高度試作加工
センター

ものづくり総合
実験センター

工作
センター

機械系総合
実験棟

高度試作、高精度加工、
超機械加工、スチュー
デント工房 起

業
家
支
援
室

学内カンパニーC

学内カンパニーB

学内カンパニーA

学内カンパニーD

学内カンパニーE

学内カンパニーF

学内カンパニーG

研究室の枠を超えた
研究活動の支援

ものづくり教育のための
環境・体制整備

実験教育のための
環境・体制の整備拡充

理工学部
研究科

理工学部

環境エネルギー研究、
教育、機能・特性測定、
スチューデントサイエ
ンススペース

全学の
取組みへ展開

・農学部
・人文社会科学部

・教育学部

三陸復興・
地域創生
推進機構

技術部
理工学系技術室 COC推進室
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Abalone Shell

ＭＭＭ （エムキューブ）
盛岡市遺跡の学び館と連携、出土土器を３次元レー
ザー測定し、データ処理しパズル化して復元。教育
学部美術専攻の学生が復元彩色を担当。H25年(株)ラ
ングが事業化し、全国に発表。

出土縄文土器

データ処理してパズルとして復元

これまでの主な活動成果

Anonas Lighting
(アノナスライティング）

三陸特産あわびの殻を磨いてＬＥＤを実装し、(株)佐
原、(株)サンミューロンの協力も得て、インテリア照
明にまとめた。H25年 宮古市のマリンコープ、復興意
団体かけあしの会が製品化して販売中。

演色性LEDとバイオ
ミネラリゼーション
多層構造による多重
干渉

製品化 事業化
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気流可視化技術のエン
ジニアリングサービスを
展開、可視化データを提
供する中から、(株)空調
企業との共同研究に進
展。

多関節駆動のメカと制
御で魚ロボット（ス
ケルトンモデル）を作成。
(株)アイカムス・ラボ、
ＩＳＳ(株)に納品。展示会
等でのデモンストレーション
モデルとして展示された。

こずかた航空宇宙研究所 ＳＡＮＴ （サント）

組み込みソフトメーカーにデモ
ンストレーションモデルとして
販売

共同研究 納品

気流可視化装置

プロモーションビデオに採用

これまでの主な活動成果
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ＭＭＭ（エムキューブ）
陸前高田市森の前地区の旧跡「五本松の巨石」が、
震災後のかさ上げ工事で10mの土に埋まってしまうた
め、地区の方々の「記憶に残したい」という願いを
デジタルデータ３D造形技術でレプリカ作成し、
H28/1/29にコミュニティホールにて戸羽市長、熊谷
有志会世話役に贈呈、大きな感謝を頂いた。

地域連携

ECL（イーシーエル）
岩大生に早期から「キャンパスライフプラン」を
作り、留学、ボランティア活動など目的をもって
学生としてのキャリア形成を図り、自己実現を勧
める「人つくり」カンパニー。岩手大学のキャリ
ア支援課、国際課、総務広報課、地域連携推進部
などと連携し学生目線でのキャリア開発事業に取
り組み、学生、教職員から大きな支持をいただい
ている。

キャリア開発
事業

これまでの主な活動成果

埋め立て前の風景 彩色したレプリカ

贈呈式

対話型国際留学カフェ・
キャリア授業の様子

秋田魁新報社賞受賞
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http://twitter.com/seonatsumi/status/603185069893689344/photo/1


これまでの主な活動成果
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Anonas Lighting
(アノナスライティング）

マジックミラーとLEDを組み合わせて奥行き感をポイ
ントに宮沢賢治ワールドの新しい表現を狙った｢銀河
絵本｣。ニコニコ超会議(東京)やメーカーフェアー
TOKYO、全国知事会議inいわてなど 岩手県団の一員と
しての参加要請に対応。

地域連携

『銀河絵本』

ニコニコ超会議
岩手県公式放送

Ｍorito（もりと）
岩手大学理工学部沿いの樹齢70年にも及ぶ歴史ある

木々の伐採木を利用し「もくもくメモリー」を製作。レーザ
ー彫刻を施し、木のぬくもりやストーリーを感じられる製
品に仕上げた。学内外からの引き合いも強く 今後のビ

ジネス展開に期待できる。売り上げは寄付の形でいた
だき 被災地義捐に貢献。

学長訪問

レーザー彫刻

地域貢献



- -9

H29年度 学内カンパニー一覧 2017/12/13

責任者 人数 内容

正カンパニー １２社 計９８名

理工学部 電気電子･情報システム工学専攻M2

成田 勇気 （なりた ゆうき）

顧問教員：山中 克久助教（理工学部 システム創成工学科知能・メディア情報コース）

理工学部 電気電子･情報システム工学専攻M1

大崎 凌汰 （おおさき りょうた）

顧問教員：大坊 真洋准教授（理工学部 システム創成工学科電気電子通信コース）、技術顧問：千葉 寿職員（理工学系第一技術室 電気電子通信技術グループ ）

人文社会科学部 国際文化課程B4

白井 涼子 （しらい りょうこ）

顧問教員：尾中 夏美准教授（教育推進機構 国際連携室）

理工学部 機械システム工学科B4

高橋　諒 （たかはし りょう）

顧問教員：水野 雅裕教授（理工学部 システム創成工学科機械科学コース）、技術顧問：武田 洋一職員（理工学系第二技術室　ものづくり技術グループ ）

理工学部 デザイン・メディア工学専攻M2

佐々木　陽 （ささき あきら）

顧問教員：今野 晃市教授（理工学部 システム創成工学科　知能・メディア情報コース ）

理工学部 機械システム工学科B4

目黒 康大（めぐろ こうた）

顧問教員：西村 文仁教授（理工学 システム創成工学科機械科学コース）　技術顧問：那須川 徳博職員（理工学系第一技術室知能･メディア情報技術G)

理工学部 電気電子･情報システム工学科B3

山崎 琢磨 （やまざき たくま）

顧問教員：萩原 義裕教授（理工学部 システム創成工学科知能･メディア情報コース ）

理工学部 機械システム工学科B4

竹内 清人 （たけうち きよと）

顧問教員：廣瀬 宏一教授、福江 高志助教（理工学部 システム創成工学科機械科学コース）

農学部　森林科学科B2

木村 愛梨 （きむら あいり）

顧問教員〔予定〕：立川 史郎教授（農学部 森林科学科）、技術顧問：泉舘 菜月職員（室農学系第二技術室　森林・環境グループ）

理工学部 フロンティア材料機能工学専攻M2

高橋 佳佑 （たかはし けいすけ）

顧問教員：平原　英俊教授（化学・生命理工学科　化学コース）　

教育学部 学校教育教員養成課程B3

野口 瑛 （のぐち あき）

顧問教員：天木桂子准教授（教育学部　家政教育）　

理工学部 化学･生命理工学科 化学コースB2

加藤 優太 （かとう ゆうた）

顧問教員：土岐 規仁 准教授（理工学部 化学･生命理工学科化学コース）、技術顧問：志田 寛職員（理工学系第一技術室電気電子通信技術G)

12
【新規設立】

Ruminous 6
土岐准教授が開発した「発光材料」を使ってデバイス化・製品化を行う。発光材料の製造、原理理解、ニーズ等調査研究を行い、 新規発光デ
バイスを作製する。光るデザイン什器やグッズなどを想定しているが、今後の調査を経て決めていく。

 (ルミナス)

10

【新規設立】

銀河めっき工業 15
接着技術を基に漆工芸品表面にメッキを形成。フォトリソで高精細デザインを可能にする。電子部品等、県内企業との連携も念頭に、当面は岩
手の漆工芸品と最新のメッキ技術を組合わせた製品開発を行い地元産業の活性化につなげる。

（ギンガメッキコウギョウ）

11

【新規設立】

工房彩縁 2
岩手県沿岸部洋野町特産ムラサキウニから発生する大量のウニ殻を有効利用。殻から得られる赤紫系の色素にて布や糸の染色を行い、製
品化（ハンカチ、アクセサリー、Tシャツ）に結び付ける。

（コウボウサイエン）

8
HeatThink Lab

11
ものづくりにおける熱課題に対し、熱流体解析ソフトウェア「OpenFOAM」を用いたエンジニアリングサービスを行い、地域企業の熱課題の解決
や改善策の提案を行う。このことにより新しい付加価値の獲得、作業負担の低減など地域産業の発展に貢献する。（ヒートシンクラボ）

9
Morito

13
理工学部や農学部演習林の伐採木による「ベンチ」、「もくもくプレート：オーダーメイドで絵や文字を焼き付けた木製プレート」などの製品の製
造・販売を事業とする。身近な木を製品とし、「木や森の存在」に関心をもってもらうことを目的とする。（モリト）

6
MGP

9
農作物被害を最小化し、熊との共存を図るべく、畑を囲む農道を自走し熊が近づけない、熊を追い払う機能の車を作る。昨年は感知センサーと
撃退機能群のシステム設計に着手、今年度は電気電子系の支援の下に、小型試作車にまとめる。(エムジーピー）

7
Darion

5
必要な知識を楽しく、興味を持って学ぶことが出来るゲームを開発し、販売する。岩手大学理工学部生を対象とした就活ゲームを製作、学生視
点を多く取入れ、早期に就活や社会に意識を向ける機会を設け、充実した学生生活に繋がるゲームとする。（デアリオン）

4
EAT

7
スピードスケート用ブレードのメンテナンス事業に取り組む。①従来品よりも所要時間が短時間で低コストかつ省労力なメンテナンス用品（砥
石）の設計・開発とその販売事業②プロファイラーによる加工請け負い事業（イート）

5
MMM

7
①文化財等の建築物のモデル制作事業：志和城３D造形品の作成とプロジェクションマッピング②岩手山の氷の型を造形、光による演出を加
え、製品としてのパッケージまでの試作を行う。これらの過程を幅広い年代の方に見てもらい、３D技術への興味を促進する。（エムキューブ）

2
Anonas　Lighting

3
伝統民芸品である万華鏡と現代の光学、電子工学を組合わせ新しい美を表現する。水、空気、ゲルの屈折率差を利用、また蛍光と超音波の
組合せ、等で光を操り、三角鏡(万華鏡の原理)を組込むことで、複雑な幾何学模様を生じさせる。（アノナスライティング）

3
ECL

11
岩手大学の学生が積極的な姿勢で充実した学生生活を送れるよう、キャンパスライフプランの作成を支援する。国際課、キャリア支援課、など
の協力、支援を得ながら、ジョブシャドウ支援、内定者を囲むカフェ開催、など具体的な事業に取り組む。（イーシーエル）

カンパニー名

顧問教員、技術顧問

1
iFive

9
岩手大学の情報スピードと質向上のためのアプリ開発・運用を行う。アイアシスタント掲載情報を扱う”がんちゃんねる”のAndroid版をリリース、
並びに就職活動や留学情報、学内カンパニーやサークル活動の情報を得られるアプリ開発を行う。（アイファイブ）

10月23日
正ｶﾝﾊﾟﾆｰへ昇格
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平成２９年度のカンパニー

iFive （アイファイブ）
アイアシスタント(岩手大学情報システム）を中心に、学

生がほしい情報・必要な情報をスマートフォン上で効率
よく入手できるシステムソフトを、教育推進機構、情報基
盤センターの指導、協力のもとに開発中。昨年度のテス
トリリースを経て、2017年度の普及を目指す。
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Anonas Lighting
(アノナスライティング）

一貫してLEDにこだわった商品開発を目指しているカン
パニー。今年度は、伝統民芸品である万華鏡と現代の
光学、電子工学を組み合わせることで新しい美しさを表
現する。2種類の周波数の超音波を用いて水面に波を
起こし、そこにストロボライトを照射した間接照明。



ＥＣＬ (イーシーエル)
高校生から大学1，2年生を主な対象に大学生活の意義
と魅力を伝える。岩手大学国際課、キャリア支援課など
と連携して、座談会、対話型カフェなどを開催する「人づ
くり」カンパニー。

平成２９年度のカンパニー
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ＥＡＴ （イート）
スピードスケートのブレードメンテナンスを、より効果的
にかつ簡便に行うための砥石ツールの開発を行う。リン
クや氷の状況、選手の癖などに柔軟に対応できるものを
目指す。

EAT Easily Accelerating Tool
～岩手県のスピードスケートを技術面からサポートします～
Easily Acceleratiing Tool



ＭＭＭ （エムキューブ）
デジタルデータ、３Dプリンター造形、復元彩色に取り組
み、多くの成果をあげているカンパニー。今年度は文化
財等の建築物のモデル制作事業と量産やパッケージを
行い、自社の持ち味の幅を広げる予定。

平成２９年度のカンパニー
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MGP （エムジーピー）
野生動物との共生をめざし被害を軽減する方法、手段
の開発を行う。鳥獣害問題は、日本各地で発生している
深刻な問題であり、野生生物の学習効果により決定的と
いえるものは例が少ない。「ものづくりの力」と新しい発
想により地域貢献に結び付けたい。

MGP
Mimawari-kun Grand 

Project 

見回り君
（自走式）

音・光、匂いで野生動物を
遠ざける機能部 ＆ 野生
動物を検知するセンサー

野生動物が嫌がる動
きをするFigureHead

製氷機



Darion （デアリオン）
「楽しみながら学べるアプリ」がコンセプト。「岩手大学生
の就職活動」をテーマにゲーム形式でアプリを開発する。
就活経験者、採用企業、キャリア関係者などの支援のも
とに製品化を狙う。

平成２９年度のカンパニー

- -14

Heat Think Lab (ヒートシンクラボ)
専門知識を活かして熱と流体の解析シミュレーショ
ンをOpenFOAMにリメーク。具体的モデルを顧客から
提供いただきOpenFOAMで提供するビジネスモデル。
企業ニーズに対応した実績つくり、研究会発表を目
指す。



Ｍorito （もりと）
これまでの木工の経験をもとに、地元製材企業と協力し
て新たな木工製品を開発したい。今年度は「岩手大学学
内や演習林の伐採木」を材料に岩手大学に親しみのあ
る製品を生み出すことを目指す。

平成２９年度のカンパニー
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《新規設立》 銀河めっき工業
フォトリソで高精細デザインを可能にする 岩手大学独自
の分子接着技術を基に、漆工芸品表面にメッキを形成
する技術を開発する。岩手の漆工芸品と最新のメッキ技
術を組み合わせた製品開発で、地場産業の活性化につ
なげたい。



《新規設立》 工房彩縁 （こうぼうさいえん）
岩手県沿岸部洋野町特産ムラサキウニから発生する大
量のウニ殻を有効利用。殻から得られる赤紫系の色素
にて布や糸の染色を行い、製品化（ハンカチ、アクセサリ
ー、Tシャツ）に結び付ける。今年度は、色素の抽出・染
色条件の検討 および製品化の可能性を探る。

平成２９年度のカンパニー
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《新規設立》 Ruminous (ルミナス）
10月23日に正カンパニーへ昇格。岩手大学が開発した
新規「発光材料」を使って、デバイス化・製品化を狙う。
発光材料の製造、デバイス化技術を開発し、新規発光
製品に結びつける。今期は、ユニークなインテリアランプ
のプロト作製を行う。
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