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捉えて、2022 年という年を、ホップからス
テップを飛び越して一気にジャンプする年
にしたいと思っています。

例えば、これまで、私の研究室の化学的
な研究成果を基に事業化してきましたが、
コロナ禍で変わった社会システムを利用し
て、化学以外の分野の産業を立ち上げたい
と考えています。現在、既に、医療法人や
大学の同窓会組織と新たな会社をつくる打
ち合わせを開始しています。

来年前半には、二つの企業を立ち上げ、
事業を開始する予定です。

振り返ったときに、創業 5 年目の年は、
グッドアイにとって「飛躍の年」であった
と語れるようにしたいと思っています。

新年、おめでとうございます。「２０２２」
という年を迎えましたが、グッドアイに
とっては 5年目の節目でもあります。まず
は、所感をお聞かせください。

社会を取り巻く環境が、コロナ禍になっ
て、劇的に変わりました。働き方もそうで
すし、大学の授業の形態も、学生とのかか
わり方も相当に変わってきています。こう
して世の中が変わるときには、新しいニー
ズがどんどん生まれてくる。これまで無
かったような新しい企業がどんどん生まれ
てくる。2022 年は、そういう変革の年にな
ると思います。

グッドアイでは、この変革の波を好機と

“ 地球的課題 ” を切り拓く、シリコンバレーのようなイノベーション
拠点を群馬に！

大学教授とは思えない経営的発想から産まれたのが群馬大学発のベ
ンチャーであり、生態系視座から商品開発などを展開する株式会社グッ
ドアイ＜ＧＵＤ i ＞である。気候変動に生物多様性の損失、そしてパン
デミックという “ 人災 ” を自ら背負った世界だが、果敢にイノベーショ
ン事業に取り組んでいる。〈銅の超抗菌グッズ〉や〈資源ミニマムＥＶ〉
さらに〈マグネシウム含有鉱物のアトピー改善剤〉の普及など。コロナ
禍のなかの新年「２０２２」は、ローカリーながらグローバリーな、大
学からのチャレンジを紹介する。

群馬大学教授でグッドアイ会長の板橋英之さん

群馬大学発 株式会社グッドアイ〈GUDi〉

新地平をめざす・・・・・・

｢知｣からの提案・創出ベンチャー

大学の知を結集
社会課題解決イノベーションを興す

● 銅・超抗菌グッズ

● 資源ミニマム EV

● マグネシウム含有鉱物由来
アトピー改善剤
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遭遇したい方は是非お声がけください。研
究者として、共同研究のパートナーとして、
メーカーとして、あるいはエバンゲリスト
として、協力していただきたいことはたく
さんあります。手を携えて奇跡に向かって
進みましょう。私たちと共に奇跡を起こし
ましょう！

以外の教員が行っている研究成果も、これ
から事業化します。教員や学生の起業も積
極的に支援します。グッドアイを拠点に第
2、第 3 の大学発ベンチャーをどんどん生
み出し、群馬にイノベーションのエコシス
テムを構築します。

群馬から奇跡を起こす！  この「奇跡」に

タンフォード大学を必ず抜く。それにはど
うすればよいか。簡単です。やることは 3
つです。

① 外（そと）から気概を持った学生・教
職員を連れてくる。② 内（なか）の学生・
教職員がその気になる。③ 金（かね）を集
めてくる。“ そと ”“ なか ”“ かね ” も “ ＳＮ
Ｋ ” です。ＳとＮは、今でもそれほど負け
てはいません。研究成果も世界のトップレ
ベルにあるものがたくさんあります。しか
し、Ｋでは大きく負けています。スタン
フォード大学は約 2 兆円の資金を持ってい
ると言われています。大学の資金が潤沢で
あれば、学生の授業料や留学費用をサポー
トできます。研究費用も大学から支給でき
ます。安心して教育・研究に邁進できる環
境があれば、大学は必ず発展します。スタ
ンフォードは、大学発ベンチャーが事業で
得た利益の一部を大学に還元しています。

このシステムを群馬大学にも作れば良
い！ と一念発起して設立したのがグッド
アイです。私の研究成果を中心に商品を開
発して事業を展開しています。ただ、ここ
にとどまるつもりはありません。「大学の知
を価値に変える」というスローガンで、私

企業の立ち上げを発想されたきっかけや動
機を教えてください。

私たちは大学人です。大学そのものを発
展させるのに、お金というのは非常に重要
ですが、お金を「集める」「稼ぐ」ことは、
大学自体ではできません。外に会社を作っ
てやるのが一番のやり方です。お金を「ちゃ
んと」「きちんと」集めてくる組織を作らな
いといけないのです。私は群馬をシリコン
バレーのような世界一のイノベーション拠
点にするためグッドアイを設立しました。

5 年前、起業に関する「群馬イノベーショ
ンアワード」に、研究室の学生が CO2 を固
定する「グッドブロック」で応募し大賞を
取りました。その研究をもとに起業に取り
組んだのが発端です。群馬をシリコンバ
レーにするためには、イノベーションの勃
興をもたらす知の源泉が必要です。それを
群馬大学が担います。私は大学の広報を担
当しており、そこで大学の目指す方向を「Ｓ
ＮＫの策定と推進」と定めました。ＳＮＫ
とは、Ｓ（スタンフォードを）Ｎ（抜く）
Ｋ（計画）です。一朝一夕には無理でしょ
う。しかし、50 年掛けてでも群馬大学はス

欅並木が美しい群馬大学の構内

グッドアイの事業領域・視点

〈グッドアイの事業領域・視点５〉

グッドアイは　群馬の地から大学の知を結集し　人類が抱える問題の解決に挑戦します。

明るく楽しい未来を創生するため群馬の地から大学の知を結集しイノベーションを起こすことが

私たちの創業コンセプトです。グッドアイは 5 つの視点から問題解決を図ります。

「空」… CO2 を減らす … 大気中の二酸化炭素濃度を産業革命以前の状態に戻すことで、美しく健

全な地球環境を未来に遺す。

「食」… 世界の食を満たす … 私たちの食を支える土壌を豊かにし飢餓のない世界を創生。

「護」… 感染から護る … 新型感染症の脅威を克服する技術を開発し人々が安心して暮らせる社会を

つくる。

「和」… 美しくまろやかに和む … サンゴ由来の天然鉱物を活用し美しい肌と和らいだ時をつくる。

「楽」… 環境に優しい暮らしを楽しむ … ミニ EV（電気自動車）と過ごす新しいライフスタイルか

ら、環境に優しく、楽しい暮らしを提案。
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会社とコラボ。約 100 マイクロメートルと
いう極細銅箔糸で密に織られた軽くてしな
やかな銅の生地に、可視光でも反応する光
触媒を塗布した光触媒銅繊維シート、ＧＵ
Ｄシートを産み出した。

群馬大学医学部との共同研究で、新型コ
ロナウイルス（SARS-CoV-2）を使った実験
を行ったところ、99.9％以上の不活化効果
を確認。別のウイルスを使って、GUD シー
トにウイルスを付着させ接触感染を模した
実験も行ったところ、手指への移行率は 30
秒後には 0.2％以下、120 秒後には 0％にな
ることが分かった。エビデンスがそろって
いるところがこの商品の強みだ。

GUD( グッド ) シート
銅の超抗菌性活かしコロナ禍に挑戦
「光触媒銅繊維シート」を製品開発

板橋教授のチームが「銅の超抗菌性」に
着目し、グッドアイや地元企業と開発した
のが銅繊維シート「ＧＵＤシート」（グッド
シート）だ。銅箔でコーティングしたポリ
マー繊維生地を特殊加工し、銅より高い抗
菌・抗ウイルス効果が期待できる製品。マ
スクやドアノブカバーなどに利用され、話
題を呼んで普及拡大している。特にコロナ
禍のなか、「超抗菌性」に大きな期待が集
まっている。

光が当たると高い酸化力を持った物質
が発生し、菌やウイルスを分解できる光触
媒に着目。もともと抗菌性のある銅は、光
触媒を担持する金属として最適だった。そ
こで、前橋市でポリマー繊維の中心糸の周
りを銅箔でスパイラルにラッピングした

「銅箔糸」を製造する株式会社明清産業と、
繊維の街桐生市の老舗織物会社、須裁株式

未来へのメッセージをいただけますか。

いまの学生は非常にまじめで、比較的保
守的な学生が多い。話は良く聞いています
が、「何かありますか」と言ってもなかなか
出てこない。素直で良い子ですが、少し殻
を破ってほしい。とにかく、挑戦してほし
いんです。これから世の中は相当変わるの
でしょうが、そのとき変えていくのは若者
なんです。僕は学生にすごく期待していて、
君たちが、日本を、世界を変えていくんだ
と。そのためには挑戦しないとダメだと、
失敗なんかしたって構わないんだと、学生
には言っています。

「人生の価値は、積分値で決まる」と学
生に言っているんです。失敗するとマイナ
スで、ダメなイメージですが、積分すれば
プラス。積分値が最大になるように行動し
てほしい、と言っています。研究室のモッ
トーは「やるときはやる」。やるときは、何
でも真剣にやる。ともかく、真剣にやる、
集中してやる、です。

見つめておられる“地平”は広く、アグレッ
シブです。企業の理念、ミッションやアピー
ルポイントをお願いします。

大学としては、ＳＤＧ s に関する研究を
勧めています。グッドアイとしてもＳＤ
Ｇ s に関連するものを積極的に事業展開し
ています。

個人としては、新しい社会変革で、とに
かく人の役に立つことが一番。人を幸せに
する、人を笑顔にする、そういう事業を展
開していきたい。

そういう研究をしている教員がいれば
積極的に声をかけていきたい。大学の研究
は、なかなか外に出ていかない。すると、
本当に人の幸せの役に立っているかという
と、なかなか見えてきません。

社会とつながることによって、人を幸せ
にできる、人を笑顔にできる。社会とつな
がって、事業化していきたい、と考えてい
ます。

ＧＵＤシート

メディアへの登場も多い
板橋教授 ー記者会見での
説明シーン（グッドアイ
の HP より）

GUD マスク
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するミニ電気自動車の普及に取り組んでき
た。2020 年度には文部科学省の「科学技術
イノベーションによる地域社会課題解決

（DESIGN-i）」のプランに、桐生市・群馬大
学共同の「次世代モビリティの導入による
持続可能な地方都市モデルの構築」が採択
された。モビリティ開発の技術的課題と運
用システムの持続性確保のための社会課題
や障壁を明確にし、それらの解決手段を得

ミニＥＶ
ＧＵＤＤｙ
（グッディ）
排ガス・騒音ゼロ
普通免許でＯＫ

車検不要・維持費お得

世界的に自動車電動化の波が起きてい
るが、グッドアイではすでに 2018 年、極
めて省資源化を追求したミニＥＶ〔ＧＵＤ
Ｄｙ〕を発売。普及活動に取り組んでいる。
走行中の CO2 排出をゼロにし、地球温暖化
防止に役立つエコカーがＧＵＤＤｙだ。

桐生市ではすでに 2012 年、主に地域の
高齢者を対象に電動バスを運行。これを
きっかけに、限られた範囲を小さな車で
ゆっくり走る―という、環境保全にも貢献

ボタン用シールは、丸く切り抜いてあるの
でエレベーターやバスの押しボタン、電気
のスイッチにそのまま貼れて手軽だ。

最近は、寿司チェーン店の全店一括や施
設全体へのシート・シールの取り付け依頼
が多くなり、コロナ禍でのニーズ拡大を反
映している。

マスク、シール付きシート、ボタン用
シールを販売。マスクは、通常のマスクの
上に装着するオーバーマスクとして使用。
オーバーマスクに付いたウイルスは速やか
に不活化するので感染のリスクを低減でき
る。シール付きシートはハサミで簡単に切
れるので、ドアノブなどよく触る場所に貼
ることで、接触感染を防ぐことができる。

東和銀行／群馬県

草津温泉 益成屋旅館／群馬県

永井バス（永井運輸株式会社）／群馬県

まさにミニの電気自動車 GUDD ｙ

キュートなタウンモビリティだ
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した。
このため医学部と共同で皮膚に対する

効果の検証を行い、アトピー性皮膚炎患者
13 人を対象に、普通の風呂とサンゴライト
溶液風呂で皮膚の状態を比較した。すると、
サンゴ風呂では皮膚のバリア機能が改善。

サンゴライトバスソルト
マグネシウム含有鉱物から
アトピーを改善する入浴剤

天然鉱物サンゴライトの粉末から開発

さらに力を入れているのは、マグネシウ
ムを多く含む天然鉱物を活用し、アトピー
性皮膚炎を改善できることを実証した「サ
ンゴライト入浴剤」の開発、普及だ。

発端は、名湯で知られる草津・湯川の酸
性を中和する研究で、約 5000 万年前から
サンゴが堆積した天然鉱物サンゴライトの
粉末を中和剤として使ったこと。学生たち
が「この実験をすると手がすべすべになる
んです」と話していたため分析したところ、
特に、皮膚からの水分蒸発を防ぎ肌の保湿
力「しっとり感」を保つなどの特長を見出

約 100 ｋｍ／充電時間＝約 5 時間・AC100V
電源で充電・家庭用プラグで OK

【主な仕様】分類＝第一種原動機付自転車
（公道は 1 人乗り）／全長 2,050 ｍｍ／全幅

1,166 ｍｍ／ホイールベース 1,350 ｍｍ／
車両重量 585kg ／最低地上高 140 ｍｍ／最
小回転半径 2.7 ｍ／トランク容量 20ℓ／駆
動電圧 48V ／バッテリー＝鉛バッテリー

（12V）／エアコン付き

るねらい。第 1 号のＧＵＤＤｙはこのプラ
ンのなか、社会福祉老人介護施設で活躍し
ている。

車自体は中国から日本法人を介して購
入しており、国内基準に合うよう機能など
を調整している（現在は試行中のため個人
販売はしていない）。

【性能】最高速度 60 ｋｍ／一充電走行距離

運転席はゆったり

開放的なオープンルーフ ゆったり使えるラゲージ 家庭電源で充電可能！

サンゴライト化粧水入浴剤
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株式会社グッドアイ
会 社 概 要　
取締役会長　板橋 英之　群馬大学大学院理

工学府教授
代表取締役　樋口 慶郎
設 立　2017 年 11 月
資 本 金　2億4110万円(資本準備金含む)
事 業 領 域　地球／自然／人間／生活関連

商品の開発・販売／以上領域
の事業支援・ビジネスコンサ
ルティング

〒376-8515
群馬県桐生市天神町1-5-1
群馬大学桐生キャンパス

TEL：0277-30-1113 
FAX：0277-46-9275

 info@gudi.co.jp
https://GUDi.co.jp

ＧＵＤアグリ
土壌改良材ＧＵＤアグリは土中のカド

ミウムを固定化し、農作物のカドミウム濃
度を大幅に低減する。さらに農作物の食味
を良くし、収穫量を増やす効果がある。

ＧＵＤブロック
ＧＵＤアグリ

CO2 を固定するブロック
食につなぐ土壌改良剤も開発

普及に勉めている

ＧＵＤブロック
セメントとウッドチップを混合し、銅イ

オン、銀イオンを吸着させたブロック。雑
草や雑菌の繁殖を防ぐ、路面の冠水を緩和
するなどの特徴がある。

さらなる臨床試験では、湿疹の範囲や重症
度を表わす、医師の測定スコアと患者自身
のスコアのどちらも値が低下し、症状が改
善されていることが確認できた。日本皮膚
免疫アレルギー学会・欧文学会誌（電子版）
にも掲載する成果となった。

グッドアイでは群馬大学と共同で入浴
剤の特許を出願済み。株式会社ヤマトが、
伊勢崎市の「湯楽の里」と新宿区の「テル
マー湯」でサンゴライト化粧水風呂を展開。
グッドアイは「サンゴライトバスソルト」
として個人向け商品（100g パック 1 袋・税
込 み 660 円、500g 同 2,640 円 ） も 開 発。
ファミリーマートの群馬県内 80 店舗や桐
生地場産センターをはじめ、皮膚科の医院
や診療所などでも販売している。

マグネシウム含有のサンゴライト入浴剤

銅イオンの働きでブロックの周囲に雑草は生えない

https://gudi.co.jp/publics/index/25/

農作物のカドミウム濃度を大幅に低減

https://gudi.co.jp/publics/index/65/
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1962年生まれ、群馬県桐生市出身。野球少年で、高校からバンドを始め、大学では「音楽研
究会」のドラマー。今はその顧問を務めている。
群馬県立桐生高等学校卒業、群馬大学工学部応用化学科卒業、群馬大学大学院工学研究科修士
課程応用化学専攻修了、1991年筑波大学大学院化学研究科博士課程化学専攻修了、理学博士
1 9 9 1 年 筑波大学化学系　助手
1 9 9 3 年 群馬大学工学部応用化学科　助手
1 9 9 7 年 群馬大学工学部応用化学科　助教授
2 0 0 4 年 群馬大学工学部応用化学科　教授
2 0 0 9 年 群馬大学大学院工学研究科長・工学部長（2013年03月まで）
2 0 1 3 年 群馬大学大学院理工学府　教授
2 0 1 6 年 群馬大学　学長特別補佐
2 0 1 7 年11月 株式会社グッドアイ設立　取締役会長

研究・産学連携戦略推進機構副機構長

主な著書・最近の研究
「機器分析ラボガイド」（講談社）／「基礎からの分析化学」（朝倉書店）
環境水中の重金属イオンの化学形態に関する研究／環境中の微量成分の流れ分析法の開発／
土壌や環境水からの重金属除去法の開発

主な役職歴・受賞
(社)日本鉄鋼協会評議員／(社)日本化学会：関東支部化学教育協議会議長／
(社)日本分析化学会：代議員、関東支部常任幹事／
文部科学省中央教育審議会大学院部会専門員など
2015年度 環境科学会論文賞／2017年度 ぐんぎんビジネスサポート大賞優秀賞など

板 橋 英 之(いたばし・ひでゆき )
群馬大学教授

プロフィール

（近影）

建値推移表

（改訂版）

自らグッドマスクを着用


