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『ラボ・デザインシステムズ株式会社』とは
――会社設立の背景と理念について

智

株式会社プランテックアソシエイツ
代表取締役会長兼社長 大江

匡

てくると思います。そこを早くキャッチアップをしていくシス
テムが必要になってくると思います。例えば、研究課程のか
なりの部分はロボット・AI がやることになり、もしかしたら、
研究室（ラボ）の中に、人がいないという状態もあり得るか

ラボ・デザインシステムズ株式会社 森川 智（以下、森川）

もしれません。

『ラボ・デザインシステムズ株式会社』は、コンセプトづく

ただし、最終的な判断や起案は、人間がやらなければい

りからプランニング・企画・設計のできる『株式会社プラン

けないと思います。そのためには、いろいろなアイデアやソ

テックコンサルティング』
、先進的なシステムから流通までを

フトウェアが必要になってきます。

カバーして業界では圧倒的な存在感をもつ『アズワン株式会

そういう意味で、この 3 社以外にも協力者・パートナー様

社』
、研究者のニーズを基に、開発・設計・生産まで、モノ

を多く参画していただく仕組み・をつくらないといけないと思

づくりの立場からアプローチする『ヤマト科学株式会社』の

います。まさに、
「ラボ・デザインシステムズ」ですから、
どうやっ

3 社が一体で、研究現場が必要としているトータルソリュー

て次のラボを作っていくかという仕組みづくりをすることが重

ションを提供することを基本コンセプトに 2015 年に設立し

要だと考えています。

た会社です。
アズワン株式会社 井内 卓嗣（以下、井内）
株式会社プランテックアソシエイツ 大江 匡（以下、大江）
これから、10 年 20 年の間に創薬の研究の仕方も変わっ

私ども（『アズワン株式会社』）は物品のみならず、サービ
スを含めて、人・モノ・カネにまつわるすべてのものを提供し
ていける強みを生かし、
（研究者の方に）研究に集中して頂
ける環境を作ることをお手伝いしていけると思っています。
人と人とが交わって、対話していきながら新しい息吹を生
み出していく中で、設計や建築はとても大切です。
『株式会社プランテックコンサルティング』は斬新な環境を
提供されていて、
『ヤマト科学株式会社』は歴史と信頼があ
る会社で、そこに私ども（『アズワン株式会社』）は、流通と
して卸売の立場から、全国に 1 万拠点の販売店と、その先
に 100 万のユーザーがつながっているので、その情報をうま
くリンクさせていきながら、ワンストップでいろいろなものを
提供していければと思っています。

3 社のシナジーを発揮する
――「ラボ・デザインシステムズ株式

国際競争力をつけるには
スマートラボラトリー化 が急務

会社」の事業内容について

――未来のラボ（研究室）に必要な
こととは

森川

新会社発足の母体になったのは、

大江

私は、これから、スマートラボラト

研究所向けの資産管理システムです。研

リーというものが必要になってくると思い

究所には機器・設備を含めてたくさんの

ます。今、ラボの中というのは、自分の手

資産がありますが、これまでは、個別に

を無菌状態のボックスなどへ突っ込んで、

管理・運用されていて、トータル管理は

実験していると思います。現在は試験管と

十分ではありませんでした。それを『株

かビーカーは『手で持つ』というのを概念

式会社プランテックコンサルティング』の

にしているからです。

システムを用いることによりトータルで管
理できるようになり、それがコアの資産に
なっています。現在は研究所だけでなく、
医療機関向けのシステムへと発展していま
す。
また、3 社はそれぞれが多方面で広い
ネットワークを持っています。
『株式会社プランテックコンサルティン
グ』は研究所だけでなく、病院・オフィス・

しかし、将来は、天井にロボットアーム

商業施設も含めて幅広い企画・設計機能

がついていて、あるプログラムがなされる

を持っておられ、
『アズワン株式会社』は

と、それにのっとっていろいろな研究がな

研究所、病院向けの豊富な品揃えと物流

されていくと思います。もし、ロボットアー

網を有し、革新的なシステムを持っておら

ムだとしたら、指は 5 本ではなく、10 本

れます。
『ヤマト科学株式会社』も研究所

でもいいわけです。例えば、20㎏のもの

だけでなく医療機関も含めた分野への販

を人間が片手で持ちあげることは難しいで

売ネットワークを持っています。

すが、ロボットアームであれば片手で持ち

このチームが外部の協力者を巻き込ん
でいくと更に大きな輪が広がっていきま

あげられます。そうすると機材や器の形も
変わってくると思います。
ラボ・デザインシステムズ株式会社
ヤマト科学株式会社

す。この会社は設立して 3 年ですが、業

こういうことを見通し、様々な協力者を

界の中でも注目されており、
このネットワー

得て、次のラボは何か？ を考えないとい

クに新たに入りたいという動きも出てきて

けないと思います。おそらく、まだ、
『スマー

森川 智

います。

トラボラトリー』と言った人はあまりいな

proﬁle

いと思いますが、もうすぐ出て来ると思い

1978年 4月 新日本製鐵株式会社入社

ます。

1978年 6月 室蘭製鐵所

森川

最近、製薬会社の研究所や工場の

トップと面談すると、話題は実験室の自動
化が中心です。我々はすでに『スマートロ
ボティック・ラボアシスタント』という、ま
さに大江さんのおっしゃったようなコンセプ
トのロボットをやっています。実験の現場

代表取締役社長

秘書課人事掛
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2001年 4月 経済同友会

幹事

というのは、非定型的な業務が多く、これ

2005年 3月 文部科学省
科学技術・学術審議会

までロボット化は進んでいませんでした。

2009年 6月 ヤマトマテリアル株式会社
取締役会長

専門委員

2010年 8月 独立行政法人 産業技術総合研究所
標準化戦略会議 委員
2010年 8月 サンメディックス株式会社
代表取締役社長

熟練の研究者、あるいは補助者の方が、
『長年の経験と勘とノウハウで実験する』
と良い結果が出ると言われていましたが、
それだけでは研究現場のビッグデータに
はなりません。ビッグデータにするために
は、数分間隔で何十回、何百回とロボッ
トが実験を行う必要があり、大江さんの
ご指摘の通り、そういうニーズが間違いな
くあります。

おらず、現状はなかなかデータが取れて

例えば、細胞培養のためにシャーレに

おりません。その部分のトレーサビリティ

ピペットで試薬を注入する場合、蓋が無い

を取って原因を追究していく必要がありま

と天井からの落下物でコンタミが起きてし

す。メーカーが異なったとしていても、無

まいます。そこで我々はロボットの手首か

線の IDA などを利用し、データが取れる

ら先をカスタマイズして、シャーレの底と

ようにすることで見える化を進めることが

蓋を一緒に持つように改造しています。人

可能です。

間ではできない作業をロボットにさせる、

施設全体を中央で集中的に管理して、

単に自動化するのではなく、今まででき

何か問題があれば対処する、未然に問題

なかったこと、悩んでいたことをロボット

を防ぐ、といった視野を取り入れていきた

が解決してくれると思います。

いと考えています。

大江 そのうちシャーレ自体の形が変わり
をしている必要は全くないです。例えば、

人間とロボットとの役割分担に
よる研究のスピード化

お掃除ロボットって床に這っている形です

――今のラボの課題や改善すべき点は

ますよ（笑）
。別に、ロボットが人型の形

が、あれは正しい形です。
今後、専用ロボットというのはあちこち

大江

改善点だらけですが・・・・( 笑 )。

でできてきて、ロボットの概念は人間では

何かを混ぜたりする『作業』は現在も速く

なくなります。そういう仕組みがラボの中

できます。一番難しいのは、それを実験

に入ってくる時代が来ると思います。

用の動物に与えてデータを取得するまでの

ラボは簡単に言うと、人間がやるから

時間がかかることです。

24 時間働けないのであって、ロボットは

そのため、実験データがたくさんある

24 時間稼働できますから。すごい速さで

巨大なラボほど勝つ。例えば、ある動物

大江 匡

データを取って、すごい速さで創薬プロ

実験でデータを取るとして、無菌の動物に

建築家

セスを進めるという仕組みができると思い

試薬の濃さを少しずつ変えていったもの

proﬁle

ます。それを早急にやらないと日本は国際

を与えていきます。

1954年 大阪市生まれ

競争に負けます。
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代表取締役会長兼社長

1977年 東京大学工学部建築学科卒、
菊竹清訓建築設計事務所入所

井内

10 匹に与えるより100 匹に与えるほうが

我々は、かたや中庸的な立場で、

勝ちます。細かく刻んでいって、ここが『当

1985年 株式会社プランテック総合計画
事務所設立

こういった最先端の近未来的な企業との、

たり』っていうのを見つけられます。そう

1987年 東京大学大学院工学建築研究科修了

橋渡しをする中間として位置していると

すると、かなり巨大な資本でないと、運

2005年 株式会社プランテックアソシエイツ
代表取締役就任

思っています。

営がなかなか難しい。そうでないと、創

今、工場における IoT が注目されている
ように、研究所における IoT、つまり研究
データの見える化です。
個々の機械は各メーカーによってデータ
の取り方が異なるため、個別でリンクして

薬ができないということが起こってきます。
先ほどのコンピューター、ロボットシス
テムも含めて、巨大化していかないと、な
かなか国際競争で勝てない時代になって
います。

ただ、一方で、AI とかロボットが解決し

一方で、人間がリラックスして働く場・環

ていくかもしれません。効率化して、人を

境というのはすごく重要で、その中で起案・

少なくして、24 時間できるということにな

企画ができていくという仕組みを作らない

れば、人件費という部分ではかなり少なく

といけないと思います。

できると思います。資本投下で解決するこ

研究者がいる場所はとっても気楽なリ

ともできるので、ラボが小さくても、ロボッ

ラックスできる場所があって、アメリカの

トの力で乗り越えられることがあるかもし

グーグル社みたいに、遊び場か？と思うく

れない。

らいの場所があって、一方ではロボットが

森川

いて（研究を）ガンガン詰めていく。それ

研究現場では安全・安心が、より

注目されるという点もあげられます。昔の

がラボの次の姿だと思うんです。

研究現場では、有毒物質などは隔離して

井内

いましたが、最近は「ナノマテリアル」と

うのはロボットにできなくて、人間にしか

いう目に見えないレベルの物質を扱う場

できないことです。そういった環境を作る

合、知らず知らずのうちに、皮膚の毛穴か

ことを、システムにおいて提供していけれ

ら人体に入って影響を及ぼすという、研究

ばと思います。

まさに、クリエイティブなこととい

室・実験室におけるバイオハザードの懸念
もあります。
また研究所ではヒューマンエラーによる
事故も無視できない面があり、これらは

ラボづくりの総合コンサルタント
として、海外も視野に。
――今後のビジョンについて

ハイテクのみでは解決できない面もあり、
ローテクの側面も含めて、研究の現場に

森川

おける安全・安心のための解決策を提供

ワークで、現在の三角形を相似形で大き

していきたいと思っています。

くしていくことだと思います。

3 社のリソースを活用したネット

名前が「ラボ・デザイン」なので「設計」

――ラボの設計やデザインの

中心にイメージされますが、それだけでな

在り方について

くトータルシステムソリューションの提供
を目指していく。そして『システムズ』な

大江

薬品メーカーからはスピードをさら

ので、それらが複数だということです。名

に求められると思います。先に薬を出さな

前は未来を象徴していると思います。

いと、競争に負けてしまうため、スピード

大江

まさにその通りです。( 笑 )

力という観点から、ラボをデザインしてい

井内

モノを届け、リアルビジネスを行い、

かなければならないと思います。

流通させるという機能は、今後も絶対に

逆に、間違いからできた薬が何割かは

必要だと思います。日本全国だけでなく、

あります。たまたまこの薬を作っていたら、

ASEAN も含めてサプライチェーンを作って

ココに効いたという事例が結構あります

いるので、これからはグローバルも視野に

( 笑 )。

入れた会社になれたらと思っています。

人間ができることはこの間違いとクリエ
イティブな要素が求められる企画です。一
方、ロボットは間違えることと、ゼロの状
態から企画を出すことは不得意です。この
人間とロボットの混合によるスピード化を
どれだけできるのか、ということが重要で
あると思います。
先ほど、スマートラボと言いましたが、
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