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　 　巻頭言　Foreword

ＡＩが進歩し、汎用型のＡＩを搭載したロボットが活躍する社会が来るようだ。それはバラ色の
未来であるかのように語られることもあるが、一方、現在人間が行なっている仕事の多くがＡＩに
取って代わられ、多くの人が失業するという危惧も表明されている。
内閣府が描く「Society（ソサエテイ）５. ０」は、人と物が相互につながり、情報が無駄なく
共有され、ＡＩがあらゆる場面の最適解を見つけてくれる豊かな社会ということで、大変なバラ色
である。そして、そのソサエティ５. ０を支えるためのイノベーションが必須で、産官学を挙げて
これに取り組もうという話になる。
ＡＩというものは、科学・技術、つまり科学的方法に基づいて問題を解明し、その結果を技術に
応用するという一連のプロセスで生まれた技術だ。このプロセスは、一つ一つの問題を解き、それ
らの結果を積み重ねて一つの技術を作り上げるので、大変に効率が良い。取り上げている問題が解
決して研究が進むほど、ますます精密に、ますます速く、ますます楽で安価なものが生み出され
る。その過程で、以前にはまったく考えもしなかった新しいものが生まれ、社会が変わる。
こうして今の私たちは、つい５０年前と比べても格段に便利で豊かな社会に住んでいる。しか
し、技術開発は、ある一つの問題の解決を目指して行われるので、その技術が世に広まったとき、
全体として社会にどのような変化をもたらすことになるのかについては、誰も考えていない。
例えば、自動車は、速く楽に移動する手段が欲しい、という欲求の下、その問題を解決するため
に、科学的方法を駆使して技術開発されてきた。交通事故が多発することも、排気ガスによって大
気汚染が起こることも、当初の段階では考えられなかった。それよりも、自動車を持つことのメ
リットの方がずっと大きかったので、自動車は普及し続ける。交通事故や大気汚染が社会全体に
とっての大きな問題と認識されるようになって初めて、その部分の改良が新たな技術的挑戦とな
る。そして、現在のような比較的安全でクリーンな自動車ができた。
砂糖はおいしいし、それが安価に手に入れば、それに越したことはない。しかし、やがてそのせ
いでメタボが蔓延（まんえん）し、子どもの肥満が社会問題となる。技術開発の大半は、私たち人
間の目先の欲望にかなったものだが、その長期的影響は誰も考えていない。
では、今回のＡＩを中心とした、ソサエティ５．０がうたっているような情報技術はどうだろ
う？　情報技術は、自動車などのような、私たちの肉体の能力増強ではない。それは、私たちの脳
の働きの増強や補填（ほてん）である。つまり、人間とは何か、生きるとは何か、という問いに触
れる技術なのだ。そうであればこそ、人文系も理工系も一緒になり、産官学を挙げて、人間とは何
か、私たちはどんな社会が欲しいのかを、全方位的に吟味する必要があるだろう。大学は知の拠点
であるのだから、その中心的役割を果たせるはずである。

技術の先を見越す

総合研究大学院大学 学長

長谷川　眞理子
はせがわ　まりこ
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公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会の概要と設立された背景
公益社団法人いわき産学官
ネットワーク協会は、地域内外
のネットワークを活用して、福
島県いわき地域の活性化に貢献
することを目的に設立された、
いわき市の第三セクターであ
る。事務所はいわき産業創造館
内に設置しており、役員、事務
局体制、実施事業などは表１の
とおりである。
いわき市は１８５６年の石炭
発見から１９７６年の炭鉱閉山
まで１２０年の石炭産業の歴史
を有している。エネルギー革命
により石炭産業が斜陽化した際、国などの支援により市内には工業団地が次々と造成され、誘致し
た企業が炭鉱の離職者を吸収していった。以来、いわき市は１９８９年から１９９６年までの８年
間で企業誘致件数が１１５件で全国１位となるなど企業誘致の優等生であった。
しかしながら、１９９０年代前半のバブル経済の崩壊、１９９０年代中ごろからの日本企業の製
造拠点のアジア移管に伴う国内産業の空洞化を経て、１９９７年には金融危機を迎えると、企業誘
致依存の産業振興の限界が浮き彫りとなった。以上のことを背景に、これまでの国などの支援に依
存した「対策」から、地域資源を生かした新産業創出の連鎖により地域産業の活性化を目指す「政策」
への転換を図るため、２０００年から産業支援機関の設立に向けた検討を開始した。設立趣旨や実
施事業、法人形態などについて様々な議論を重ねていった。２００４年には任意団体として「いわ
き地域産学官連携協議会」を設立し、法人化後のスタートダッシュのためソフト事業を展開しなが
ら、支援スキルの向上、支援ノウハウの蓄積に努め、２００６年３月に社団法人いわき産学官ネッ
トワーク協会が設立された。

産学連携と海外販路開拓の成果
協会の設立以来、企業訪問を数多く積み重ねることで市内中小企業の方々と強固な信頼関係を構
築してきた。この「顔の見えるネットワーク」をベースに培ってきた国内外のネットワークや国県
市の補助制度などあらゆるリソースをフル活用し、ビジネスモデルを構築するお手伝いをおせっか

光り輝く中小企業が
持続可能な未来をつくる

公益社団法人いわき
産学官ネットワーク
協会 事務局次長

荒木　学
あらき　まなぶ

◎役員
○会長１名（産業界）、○副会長２名（産業界１名、学界１名）、○専務理事１名（行政）
○理事８名（産業界５名､学界２名､金融機関１名）、○監事２名(産業界１名､金融機関１名)

◎事務局１６名
○常 勤９名（事務局長１名、事務局次長１名、庶務係３名、事業係４名）
○非常勤７名（インキュベーション・マネージャ２名、コーディネータ５名）

◎会員数３２１団体（１５団体、２４７企業、５９個人）

役員・事務局・会員数など

概 要
地域内外の産学官の人材、技術、資金、情報の結節交流拠点として、そのネットワークを活用し
て、地域産業界の多様なニーズに一元化・総合的に対応することで、企業の経営革新、新産業・
新事業の創出、雇用の創出を図り、いわき地域の活性化に貢献する。

公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会の概要

事業
１ 起業支援（起業・経営相談､ビジネスインキュベーション､市起業家サポートネットワーク）
２ 研究開発支援（産業イノベーション創出支援事業、産産・産学連携共同研究活動奨励事業）
３ 特許・知財、法務（弁理士による特許相談、特許・知財セミナー）
４ 補助金・助成金の活用支援（公的資金獲得支援）
５ 専門家派遣（アドバイザー派遣事業）
６ 販路拡大支援（見本市・展示会出展助成、国内・海外販路開拓支援）
７ 人材育成支援（いわきものづくり人財育成塾）
８ いわき産業創造館の管理運営

 表１ 　公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会の概要
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い的に行っている。
２０１８年には風車マーケットへの参入を目指

す「いわきウインドバレー推進協議会」を設立し
た。市内に１５０基の風車建設が予定されてお
り、約１，４５０億円のマーケットが形成される
ことを踏まえたものである。同協議会の着実な活
動により、会川鉄工株式会社がタワー製造で風車
マーケットへの参入を果たすとともに、東北ネヂ
製造株式会社がボルト製造で販売拡大を目指して
いるほか、２０１９年にはバックス情報システム
株式会社が東京大学先端科学技術研究センターと
風力発電機のタワーに大量に使用されるネジの劣

化監視システムの実用化開発に着手するなど産学連携プロジェクトも創出された。
また市内企業の海外販路の開拓を支援するため、２０１２年から継続して台湾やシンガポールな
どにミッション（使節団）を派遣し、現地の支援機関や有力企業などとの強力なネットワークによ
り様々な実績を積み重ねてきた。主な実績は二つあり、一つはマイナーズジャパン株式会社が台湾
企業から約７，０００万円の仕事を受注したことである。もう一つは株式会社シンテックが台湾の
財団法人金属工業研究発展中心と連携協定を締結したほか、台湾企業と市内に合弁会社を設立する
など技術開発や販売の体制を整備し、２０１９年度から実際に国内での販売を開始、順調に売上を
伸ばしている。この２社のほかにも多数の企業が商談を進展させており、過去９年間にわたる海外
への販路開拓事業は確実に実を結んでいる。

今後の展望
中小企業を取り巻く環境は、少子高齢化や人手不足、テクノロジーの進化など急激な変化の波に
さらされている。このような中、当協会ではこれまでの支援に加え、２０１９年度からＡＩやＩｏ
Ｔといったテーマのセミナーを開催し、テクノロジーの活用や人手不足への対応を促している。
また、いまや世界の共通言語となったＳＤＧｓに関連した取り組みにも注力している。大企業が
ＳＤＧｓを実装すればサプライチェーンに組み込まれている中小企業もＳＤＧｓ化が必要となる。
そのような状況に先手を打って対応するため、中小企業の経営理念、ビジネスモデルなどにＳＤＧ
ｓを導入し、企業価値を向上させる取り組みを始めている。
さらに、中小企業の後継者問題も深刻であ
ることから、当協会では２０２０年度から後
継者育成塾の実施を検討している。中小企業
は地域社会のエンジンであり、その後継者の
育成は、１０年後、２０年後の地域の未来を
つくることにほかならない。
当協会は、今後とも先見性をもって中小企
業のビジネスモデルの構築を支援していくこ
とにより、中小企業に光り輝いていただくこ
とで地域の持続可能な未来をつくっていく考
えである。

風力発電設備　保守・メンテナンス研修会

『あなたの会社にも「働き方改革」がやってくる！ ～「ＡＩ人事４．０」
で実現する「成果」の評価と「能力」の評価～』の様子
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４分野を柱として産業支援施策
岡山県津山市は、７１３年に美作国（みまさかのくに）の国府が置かれて以来、美作地域の産業
および経済の中心として栄え、歴史的な町並みの形成とともに商業集積も進み、近年では工業誘致
による内陸工業都市としても発展してきた。しかし、人口は１９９５年をピークに漸減傾向が続い
ており、特に高校卒業後の地域外への進学や就職による人口流出（１８歳の崖）が大きな課題となっ
ている。
そうしたなか、本市では２０１４年２月に「津山市成長戦略」を、さらに２０１５年１０月に「津
山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、創生に取り組んでいる。具体的には先に策定し
た「津山市成長戦略」に基づき、地域内発型の産業振興に資する「つやま産業支援センター」を
２０１５年４月に設置し、様々な戦略的サポートを実施している。
地域経済の縮小が進む中、地域外からの資金獲得は産業振興において重要な要素だが、本市の
移出額の大半は製造業によるものである。そこで本市では当センター設置前に市内製造業者の大
半（約２００社）を職員が訪問し、ヒアリング調査を行った。結果、本市には下請け型企業が多く、
生産性および収益力に課題があることが分かった。そこで当センターでは産業支援の機軸を「地域
産業の付加価値創造による魅力ある雇用の創出」とし、関係機関との連携の下、下記４分野を柱と
して産業支援施策を展開している。

①産業の集積と成長
②地域企業の高付加価値化（個別企業の支援）
③創業・新事業の促進
④産業人財の育成

民間人材を全国公募
まず、当センターの設立にあたっては、マネージメントとマーケティングに長けた民間人材を全
国公募し、統括マネージャーとして招聘（しょうへい）した。そして、現場主義をモットーに市内
の製造業を中心に積極的な企業訪問を行う中で、特に改善意欲や成長志向を持つ企業を対象に、専
門家などによる伴走支援を行うことで技術や販路の課題に対処することにした。加えて、技術連携
やプロデュース、知的財産取得支援などを進め、高付加価値製品の開発・販路開拓をサポートして
いる。
現在までに累計５００社を超える企業を訪問しており、新製品開発や新分野進出への意欲を喚起
するとともに、大企業ＯＢなどの生産管理専門人材を中小企業に派遣することで、５Ｓ（整理、整
頓、清掃、清潔、しつけ）や改善活動を地域企業に根付かせ、生産性向上およびコストダウンを

地域産業の付加価値創造による
魅力ある雇用の創出を
つやま産業支援センター

津山市産業経済部 
みらい産業課 主幹

（つやま産業支援セ
ンター事務局次長）

沼　泰弘
ぬま　やすひろ



特 集

72020.1

図っており、投資に回す資金を生み
出すサポートも行っている。
また、各分野の経営者、創業希望
者、大学・高等専門学校、金融機関
など「産学金官」の異業種の方が出
会い交流することで、イノベーショ
ンや連携が生まれる仕組み「異業種
連携プラットフォーム」を定期的に
開催している。こうした連携の場を
提供することで、幾つもの新製品や
新サービス、ビジネスマッチングが連鎖的に行われ、付加価値の高い事業が生まれてきている。

売り上げが３年で７倍近くになった取り組みも
ファイバーシート天井システム
地震などでも落下しにくく、落下しても安全な膜による天井を短時間で張ることができる画期的
な製品を、市内企業と地域の金属加工企業などで組織する「津山ステンレス・メタルクラスター」
会員企業とが連携して開発し、特許を取得。津山工業高等専門学校にて開発した金具の耐久試験を
行い、実習室にも施工した。
国土交通省の新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）にも登録され、学校や大手自動車会社の工
場などに採用されている。

荷台昇降トラック　アンロード・プラス
これまで物流業界になかった荷台全体が地面まで昇降する革新的なトラックを開発。特許も取得
し、現在までに大手ロードサービス会社に加え、製造関係の大企業からも受注している。

ファクトリーブランド化支援「ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＴＳＵＹＡＭＡ」プロジェクト
下請け専業だった市内縫製企業３社それぞれのファクトリーブランドの立ち上げをサポート。加
えて市内のアウトドア用品販売事業者とかばん縫製業者をコーディネートし製品開発をサポート
した。現在、大手百貨店や東急ハンズなどにも販路が拡大し、売上は２０１６年度４３８万円。
２０１７年度１，９１０万円、２０１８年度３，０３０万円に増加している。

モノづくりの現場、魅力を体感できる企画
当センターでは市内ＩＴ企業と連携し、全ての企業訪問や対応履歴をデータベース化するシステ
ムを開発・運用しており、きめ細やかなサポートに結び付けている。さらに企業訪問の際の聞き取
りから、随時企業サポートメニューを追加、更新している。
具体的には、専門家派遣制度や付加価値化・事業転換、知的財産権取得、販路開拓のサポート補
助制度など、企業の挑戦意欲を喚起する制度設計を行っている。
その他、支援事業や関係機関の情報をまとめた「ビジネス通信」を、センター職員が毎月手作り
し、関係機関および過去の訪問企業全てにメール配信している。
２０１７年１０月には、市内中心部の商業施設「アルネ・津山」内に学びの拠点施設として「津
山まちなかカレッジ」を開設した。「アルネ・津山」には市立図書館や未就学児の預け入れ施設が

異業種連携プラットフォーム
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入居しており、女性やシニア向けのリカレント教育を中心に様々な研修を開催し、２０１８年度は
２３５回、延べ２，５５８人が受講した。
２０１８年から小中高生を中心に、地域の企業・産業を楽しく知ってもらう体験型企業見学会
の「つやまエリアオープンファクトリー」を岡山県美作県民局と共に開催。開催時期は子どもたち
が参加しやすい夏休みとし、会場は津山圏域定住自立圏を形成する津山市、鏡野町、勝央町、奈義
町、久米南町、美咲町に立地する企業から募り、モノづくりなどの現場に直接足を運んでもらうこ
とで、その魅力を体感できるよう企画した。２０１８年は参加４５社（４７会場）、延べ来場者１，
７５６人、２０１９年は５４社、２，３８０人と多くの参加をいただいており、将来この地域での
就業につながることを期待している。

以上、つやま産業支援センターの取り組みの一端をご紹介したが、まだまだ活動は緒に就いたば
かりであり、魅力ある雇用の創出に向け、今後も関係機関と連携し地域産業の活性化にまい進して
いきたい。

つやまエリアオープンファクトリー
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上田市が、信州大学繊維学部内に、産学官連携支援施設（浅間リサーチエクステンションセン
ター「ＡＲＥＣ」）を開設し、２１年目となる。地域中小企業への産学連携による技術や商品の開
発の支援を主軸にしつつ、企業のニーズに応える形で、人材の確保や技術者育成の支援、第二創業
を含めた起業の支援等にも取り組んでいる。支援の結果が評価され、JANBO Awards、コーディ
ネーター表彰、JAPAN Venture Award、長野県知事表彰など数々の賞を受賞する機会をいただ
いた（写真１）。

２０１９年１０月１８日、ＡＲＥＣのもとに吉報が舞い込ん
だ。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（Ｎ
ＥＤＯ）が公募した２０１９年度「国際研究開発　コファンド事
業　日本―ドイツ研究開発協力事業（ＣＯＲＮＥＴ）」に、ＡＲ
ＥＣのプロジェクトが採択されたのだ。ＡＲＥＣが日本の代表と
して国家間事業の土俵に上がった瞬間である。

首都圏や大都市に立地するわけではなく、ましてや大手企業で
も強力な産業団体でもないＡＲＥＣが、どうして横綱級の成果を
挙げられたのか。その理由の一つに、ここ数年ＡＲＥＣが主体と
なって推進してきた東信州エリア１０市町村で構成する広域連携
があると考えている。

東信州エリアの広域連携は、上田市、小諸市、佐久市、千曲
市、東御市、坂城町、御代田町、立科町、長和町、青木村で構成
される。２０１６年７月に東信州次世代産業振興協議会を立ち上
げ、活動はＡＲＥＣ内に設けた東信州次世代イノベーションセンターが担ってきた。ＡＲＥＣ設立
以来、一貫して提供してきた産学連携、人材確保・育成をさらに発展させ、新たな産業を創出する
枠組みとして誕生したものだ（図１、図２）。

域内は電気機器、予防医療、アパレル、観光、農業など多種多様な産業構造を成す。２兆円を超
す売上高の５割を製造業が占め、２０１２年の製造品出荷額は１兆３８００億円に上る。信州大学
繊維学部を核とした域内６大学の研究シーズも豊富だ。圏域人口は４０万人を超え、就業総人口
１３万人に達する経済共同体となっている。

２０１８年１１月には長野県内の５金融機関（八十二銀行、上田信用金庫、商工中金長野支店、
長野県信用組合、長野銀行）と包括連携協定を締結したことで、有望な企業に対する低金利融資や
金融機関のネットワークを生かした販路拡大などがさらに充実した。

広域連携の利点は、通常は様々な利権やしがらみに阻まれて遅々として進まない地域の同意形成
がスピーディーに行われることにある。自治体、産業、大学、金融機関の承認がワンストップで済

長野県上田市における産学官連携支援、
２０年後の今
～ 広域１０市町村連携で次なるステージへ ～

一般財団法人浅間リサーチ
エクステンションセンター

（AREC）センター長、専務
理事／信州大学 繊維学部 
特任教授

岡田　基幸
おかだ　もとゆき

 写真１ 　産学連携による商品化から
１５年以上売れ続けている「たまねぎの
皮粉末」JANBO Awards　新事業創出

賞受賞（２００４年）
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み、一つひとつ申請を通すという手間が省けた。地域の垣根を超えて企業間連携を促進したり、地
域の産業特性を生かして独自のプランを打ち出したりできるのも広域連携ならではだ。

こうしたＡＲＥＣの動きを受けて、域内の企業に「ＡＲＥＣと組めば、何かできる」という空気
感も生まれている。今年度採択となった農林水産省の「スマート農業技術の開発・実証プロジェク
ト」では御代田町の有限会社トップリバーからＡＲＥＣに直接声が掛かり、ＡＲＥＣが代表機関と
なって「次世代農業人（スマートファーマー）育成コンソーシアム」の「実証プロジェクトの委託課題」
を提案した。

 図１ 　東信州次世代イノベーション産業 社会実装イメージ（全体像）

 図２ 　東信州次世代イノベーション産業創出に向けた推進体制
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厚生労働省の「令和元年度薬局の連携体制整備のための検討モデル事業」でも、一般社団法人上
田薬剤師会が地域における包括ケアシステムの構築を目指す「地域における多職種連携のための、
かかりつけ薬剤師・薬局機能強化推進事業」が採択となった。

このように広域連携がＡＲＥＣの事業のプラットフォームとなり、ＡＲＥＣ単体では、成し得な
かった事業が次々と生まれている。２０１９年１１～１２月には、上田、小諸、佐久、更埴の職業
安定協会などとの共催で「地元職業高等学校と地域企業担当者の情報交換会」を開催した（写真２）。
会場となったのは上田千曲高等学校と小諸商業高等学校の体育館だ。

授業時間を割いて生徒と企業をマッチングさせる画期
的な取り組みで、各校の在校生のみならず、近隣の高校
生が参加し大きな話題となった。

マッチング会をきっかけに採用率が上がってくれば、
来年度、再来年度と事業を継続・拡大する弾みになる。丸
子修学館高等学校や域外の長野工業高等学校を含め、よ
り広域的なアプローチも可能となる。この成果を受けて
小・中学生向けにも何かできないかと話も持ち上がってお
り、現在は１０市町村合同の「工場見学会（オープンファ
クトリー）」を構想中だ。

工場見学会はこれまでも自治体単位で行われてきたが、市内在住でなければ参加できなかった
り、参加企業が限られていたりと必ずしも満足できるイベントではなかった。しかし、広域連携の
プラットフォームを利用すれば、２００社以上のスケールで工場見学を同日開催するのも夢ではな
い。他に例を見ない規模の一大イベントとして域内外から注目を集めるはずだ。参加者には沿線の
しなの鉄道を開放して、お互いの行き来を自由にするのも面白い。もちろん上田市の企業に勤務し
ている親の会社を、東御市在住の小学生も見学できる。地域の未来を担う子どもたちに対して、こ
れ以上の魅力発信の場はない。

外国人の雇用支援も活発化してきた。地方で元気な中小企業の多くは「仕事はあるけど人がいな
い」状態が続いており、先行投資をしてでも人材を確保して組織力を強化しておきたいのが本音だ。
東御市の竹内工業株式会社など即戦力となる特定技能外国人の採用に積極的な企業は多く、ＡＲＥ
Ｃへの問い合わせも増えてきている。こうした背景もあり、２０１９年７月１１日付で４月に導入
された「特定技能制度」の「登録支援機関」の認定を受けた。外国人採用のニーズは今後ますます高
まってくるだろう。一方で、送り出し側の目が肥え、受け入れ企業の側が選ばれる立場となるのは
想像に難くない。そうなったとき、われわれのような産学連携機関が支援する意義が出てくる。な
ぜなら、海外から見て国立大学に対する信頼は厚く、組織の中に大学が名を連ねる産学官連携機関
は他と比べても優位的な評価を受けやすいからだ。広域連携はその付加価値をさらに高めてくれる。

ＡＲＥＣにとって、広域連携は新たな臨界点となった。会員企業も増加しており、２０１９年度
中には３００社１００団体に到達する見込みだ。地方創生や産学連携といわれるようになって久し
いが、地方の産業振興は今や広域連携なしでは語れない。広域連携が実現したことで、これまで経
済産業省や文部科学省関連の事業以外にも、厚生労働省や農林水産省が管轄する事業で実績を積み
上げることができた。教育、観光分野へのアプローチも始まっている。産業界、自治体、大学が組
めば、自動運転などの新たな技術を使った実証実験の仕掛けも容易だ。県に並べる自治体連合と言
われるくらいの気概を持って、産学官連携による新たな成果を、「さらに多く」「矢継ぎ早や」に生
み出していく。

 写真２ 　地元職業高等学校と地域企業担当者の 
情報交換会
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地元の大学と町工場で宇宙を目指す
本プロジェクトは、２０１７年５月に愛知県蒲郡市内の中小
企業７社（飯島産業、飯島精密工業、加藤カム技研、蒲郡製作
所、三協、中川製作所、細井鉄工所　順不同）によるプロジェ
クトチーム「超小型衛星部会」が立ち上がり、本格的に始動した。
蒲郡市では、「がまごおり産学官ネットワーク会議（以下

「本会議」）」という団体を設立している。２００７年に蒲郡市
と市内唯一の大学である愛知工科大学、商工会議所、農業協同組合などの主な産業関係団体が集ま
り設立した団体で、産・学・官が連携することで、市内の課題解決や産業振興につなげることを目
的としている。本会議では２０１６年ごろより、「市内のものづくり企業の支援につながる産学官
連携プロジェクト」を模索していた。
同じく２０１６年ごろ、愛知工科大学の西尾研究室では、国立研究開発法人宇宙航空研究開発
機構（ＪＡＸＡ）が公募した「２０１８年度に打ち上げ予定のＨ－ⅡＡロケットに相乗りする超
小型人工衛星」の申請に向けて計画を進めていた。愛知工科大学より情報提供を受け、本会議で
は、企業が持つ金属加工の技術が人工衛星の製作に生かせるのではないかと、プロジェクトの構
想が浮かび上がった。西尾研究室としても人工衛星完成のために精密な金属フレームの製作が不
可欠であった。
そして２０１７年５月、本会議は、西尾研究室とともに人工衛星を製作する企業の募集を行っ
た。地元大学と一緒に宇宙を目指そう！という声掛けに集まったのは、医療機器や自動車関連の部
品などを製造する中小企業７社。蒲郡から宇宙を目指すプロジェクトが始まった。

超小型衛星「がまキューブ」の誕生
プロジェクトチーム「超小型衛星部会」立
ち上げの間に、愛知工科大学の超小型人工衛
星の計画が無事ＪＡＸＡによる公募に採択さ
れたため、２０１７年６月より、西尾研究室
と超小型衛星部会の７社は製作に取り掛かっ
た。製作するのは、愛知工科大学の宇宙研究
に使用される予定の実験衛星「目で見る人工
の星」。一片約１０ｃｍの立方体と人工衛星の
中でも特に小型だが、搭載したＬＥＤや魚眼
レンズカメラを使用し、四つの実験を行う計

市内の大学と中小企業で人工衛星を宇宙へ
「がまキューブ」の挑戦

蒲郡市企画政策課 
主事（がまごおり
産学官ネットワー
ク会議事務局）

青木　佑紀
あおき　ゆき

愛知工科大学 電子
制御・ロボット工
学科 教授

西尾　正則
にしお　まさのり

超小型衛星部会　話し合いの様子
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画であった。
公募に採択されても、ＪＡＸＡが規定する環境試験の基準を満たせなければロケットへの搭載を
許可されないため、打ち上げまでの短い期間に基準を満たす試験用の衛星と、実際に宇宙へと向か
う衛星であるフライトモデルの二つの衛星を製作する必要があった。超小型衛星部会はジュラルミ
ン製の衛星の筐体（きょうたい）部分を担当したが、皆手探りのスタート。本業の合間を縫って加
工し、夜間に集まって組み立てることを繰り返した。西尾研究室も限られた時間でクリアしなけれ
ばならない課題が多く、研究員一丸となり全力で取り組んだ。
そんな中、２０１７年１１月に超小型衛星に名前が付いた。愛称募集で、市内の子どもたちを
中心に６９１通の応募の中から、「がまキューブ」という名前が選ばれた。市民の関心も高まって
いった。
２０１８年８月、がまキューブは完成し、メディア関係者へお披露目した後にＪＡＸＡへ納品さ
れた。

超小型衛星部会の担当した筐体はＪＡＸＡが求めた規定の１０倍を超える精度を達成していた。
２０１８年１０月２９日に、種子島宇宙センターから宇宙へと無事打ち上げられた。打ち上げ当
日、愛知工科大学で実施したパブリックビューイングでは、開発関係者や市民の方たち約１３０人
が会場で打ち上げを見守った。

がまキューブと産学官連携
今回の取り組みは市内の産学官連携の新しいモデルとなった。超小型衛星部会は衛星の製作だけ
でなく、共同で展示会に出展するなど宇宙産業参入に向けた活動も行った。宇宙産業に大きく参入
するまでには至っていないものの、展示会への参加で新規の取引につながる成果もあった。
がまキューブは打ち上げ後、通信状況が芳しくなく予定の実験を行えていないが、その原因につ
いて西尾研究室にて解析中である。また、解析をもとに、新たな衛星の開発準備を進めている。
西尾研究室と超小型衛星部会は、打ち上げ費用などの課題があるものの、さらなる宇宙への挑戦
を続けていく。

超小型衛星「がまキューブ」 がまキューブ完成発表
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超小型オキシメータの実用化
近赤外分光法（ＮＩＲＳ：Near-infrared Spectroscopy）を用いた一般的な「オキシメータ（血

液の酸素化状態や量を測定するための装置）」は名刺ぐらいの大きさの「センサプローブ」を装着
して、主に脳や筋肉を計測対象としてきた。

それを従来に比べセンサの体積を１００分の１以下にする超小型化・薄型化を実現し、診断者の
指に一体化させ触診で表層組織の酸素化状態を計測するという新しいコンセプトの医療機器を産
学・医工連携で開発した。

世界的に広く普及しているオキシメータは動脈血の情報を得るパルスオキシメータであるが、わ
れわれが開発しているのは動脈、静脈、毛細血管の情報を含む組織オキシメータであり、その中で
も表層組織に着目した装置は皆無であったため新たな組織オキシメータとして多様な展開が期待で
きる。その開発における経緯や展望などについて述べる。

開発の経緯
静岡大学では医用光学の基礎研究としてＮＩＲＳ組織オキシメータの定量化の研究を進め、

２０１２年の学会発表において筋組織を対象とした装置の成果発表を行った際に、浜松医科大学（浜
松医大）産婦人科の金山尚裕教授より「診断指に装着できる超小型センサができれば胎児の測定も
可能になるのではないか」という助言をいただいた。しかし、すぐには実現できなかったため、そ
のニーズを頭の片隅に入れて様々な製造技術の情報収集や実験を少しずつ行い、約２年後に試作機
が完成した。

そこから浜松医大（金山教授）との実用化に向けた医工連携が始まり、製品化するための企業と
して医療機器製造販売の株式会社アステム（神奈川県川崎市）に加わってもらい、産学・医工連携

がスタートした。アステムと静岡大学庭山研究室
は２００７年ごろから交流があり興味の対象が似
ていて、互いに技術を補い合えるため、共同研究
も行っていたことから、実用化においてもスムー
ズに合意が得られた。製品化のための分担として、
企業で製品プロトタイプの試作、静岡大学で最終
的な計算方法確立＊＊１、浜松医大では試作品を用い
たデータ収集を行った＊＊２。

製品名は、アステム社長のアイデアで、触診の
「触る」をイタリア語にした「toccare（トッカー
レ）」に決定した。約１年で電気安全性試験通過と
医療機器認証取得ができ、新生児頭部の酸素化状
態を把握する装置として２０１５年に上市するに
至った（写真１）。

医用光学と計測技術で
実用化 静岡大学大学院 光医

工学研究科 准教授

庭山　雅嗣
にわやま　まさつぐ

写真１　診断指装着式超小型オキシメータ「toccare」 
（株式会社アステム）
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産学連携の円滑化
産学連携において大学側で留意した点が、コスト面とスピード感である。学術研究の中では低コ

スト化の追求はなじまない面もあり、劇的な低コスト化以外はさほど気にせずに進めることも多
かった。しかし企業の方や本学の産学連携コーディネーターと情報交換していくことで、製品化に
おけるコストの重要性を意識して、部品や手法を選定する癖がつくようになった。例えば、研究用
プロトタイプ機では非常に薄いフレキシブル基板と発光素子（ベアチップ）をワイヤーボンディン
グ＊１で接続していたが、製造コストが高過ぎたり壊れやすかったりしたため、部品構成や接合方法
を再考することとなった。特注の光学素子パッケージを製造することで若干サイズが大きくなった
ものの特長を損なうことなく低コストで耐久性のあるものができた。

研究では性能や特長の向上を優先的に考えて探求していたが、学術面からどこまで許容してコス
トを抑えるかという視点でも考察が蓄積したことで、企業との話し合いが円滑になった。また、今
回の医療機器は１年弱で認証を得て販売に至っており、企業の努力とスピード感には驚かされた。
大学と企業とのスピード感の違いを認識し、学術側で行う検証を高速化して期限までに遂行するこ
とに注力した。

迅速に進める上でもう一つ重要と思われるものは、知的財産の契約である。アステムと静岡大学
との間で基本的な技術の特許に関してライセンス契約を交わしていた実績があったため、今回の医
療機器での契約においても前例を踏襲して契約締結することができた。また、中小規模の企業であ
ることも関係するが決定権を持つ人物と密にディスカッションできたことも順調に開発できた一因
であると考えられる。

今後の展開
当初は新生児頭部用のオキシメータ（写真２左）として製品化したが、その後胎児への適用も認

められ、周産期医療での利用が広がると思われる。また、２０１７年ごろから皮弁への利用の有用
性が示され（写真２右）、整形外科領域での展開も期待される。

現在、国立研究開発法人日
本医療研究開発機構（ＡＭＥ
Ｄ）の助成を受け、皮膚や臓
器の酸素化状態をモニターで
きる機器の実用化を目指して
おり、今後さらに多様な部位
と用途で応用が進むよう産・
学（医）・学（工）・官連携で
取り組んでいきたい。

＊ 1
直径十数マイクロメートルから数百マイクロメートルの金、アルミニウム、銅などのワイヤーを用いて、トランジスタ、集積回路上の
電極と、プリント基板、半導体パッケージの電極などを、電気的に接続する方法。

＊＊ 1　 
Niwayama, M., Yamakawa, T., Implantable thin NIRS probe design and sensitivity distribution analysis, Electronics 
Letters, 2014, 50 (5), pp. 346-348.

＊＊ 2　 
Kanayama, N., Niwayama, M., Examiner's finger-mounted fetal tissue oximetry, J Biomed Opt, 2014, 19 (6), 067008, pp. 
1-4．

写真２　新生児（左）と皮弁（右）を対象とした測定の様子
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大企業を辞め就農経験を積み起業、
底つく預金
自身で栽培農場を持ち、ＡＩやＩｏＴ

技術を活用して実績を積む会社がある。
京都市の南西、西京区と大阪府高槻市の
境界にあるポンポン山の麓（ふもと）。そ
んな静かな農村地域のビニールハウスで
ＩｏＴ機器を使い有機野菜を栽培する株
式会社オーガニックｎｉｃｏ（ニコ）だ。
中村新社長は、２００３年オムロン株

式会社を退職し企業経営修行のためベン
チャーに転職。２００７年に農業現場の
課題を知るため、京都府南丹市日吉町で
新規就農し有機農法を学んだ。２０１０
年に農業生産の傍ら有機野菜の仕入れ販
売を事業とした同社を設立した。

だが不安定な生育や安定した品質規
格の維持、生産と流通・販売などに振
り回され農業法人の過酷さを思い知
る。さらに追い打ちをかけたのが資金
の枯渇。十分に用意したつもりだった
預金が底をつきそうになり苦しい時期
を過ごした。中村社長は「このときが
一番つらかったと」振り返る。

補助金と技術を活用した経営で 
黒字に
２０１２年流通部門を縮小し栽培

品目を絞り込み、京都府の農業研
修生助成金で黒字化に。研修生から
「もっと技術を生かした経営をしたら

どうか」の言葉に、自分の本来の目
的を思い出す。そして、公益財団法
人京都産業２１の助成金を活用して、
保湿性と通気性の良い環境を作り出
す「エコグリーンハウス」と生育環境
制御システムの「エコグリーンシステ
ム」のプロトタイプを開発した。翌年
には１, ９００㎡のエコグリーンハウ
スを自社で建設しトマトの大規模生産
を開始しながらハウスとシステムの実
証実験で精度を高めていった。
２０１５年には補助金を活用し商品
化にこぎ着け、オムロンベンチャーズ
株式会社（東京都港区）から出資を受
け入れた。しかしハウスは建設事業
だ。小さな会社では広範囲をカバーす
るのは難しく、エコグリーンシステム
だけに特化。このとき地域の信用金
庫、銀行からの融資で「死の谷」を何
とか乗り越えたと言う。そして２年前
から、生体センシングに取り組みなが
ら、有機野菜の生産と直販、アグリサ
イエンスの二つの事業を柱に事業展開
を続けている。

自社栽培に基づくＩＴ化で証明
農業のＩＴ化を旗印に、スマート
フォンなどのデバイスで栽培現場の状
況がリアルタイムに確認できる事業は
ひしめいている。
システム構築は、協力農家の意見を
聞きながらの開発が一般的だが、同社の
場合自社栽培だ。３５アールのハウスと
９５アールの露地栽培（畑）を自社で保
有し、トマトやベビーリーフ、九条ネギ
のほか葉物野菜を栽培。圃場（ほじょ
う）を保有し、栽培した作物は自ら販売
する。さらに後継者不足による耕作放棄
地を譲り受け、新たに圃場を確保。作付

け面積を拡大中だ。その実績に基づいた
データを生かした生育シミュレーション
やコントロールユニット設置による自動
化を実現させおり、自社栽培に基づくＩ
Ｔ化は説得力がある。

ハウス用環境制御装置 
「Ｈａｒｍｏｎｙ」
開発したハウス用環境制御装置のエ
コグリーンシステム「Ｈａｒｍｏｎｙ
（ハーモニー）」は、ハウス外の風向き
や風速、照度、降雨などをセンサーで
計測する。
ハウス内では、温度・湿度、ＣＯ２、
土壌水分、地温なども計測可能だ。ま
た換気扇や天窓・側窓の開閉、遮光
カーテン、灌水（かんすい）ポンプ、
ヒートポンプなどを制御する。
照度センサーとＣＯ２センサーは、
その数値を基にハウス内の目標温度を
決めて制御、転流温度と組み合わせて
収穫量と品質の最大化を図る。オムロ
ンの協力もあり今では中国での販売が
伸びている。
国立研究開発法人農業・食品産業技
術総合研究機構、京都大学、京都先端
科学大学、富山県立大学、奈良先端科
学技術大学院大学などとの共同研究
や協力関係を構築し研究開発型ベン
チャーとして有機農業を支える。

自社栽培と販売を手掛けることで課題に素早く反映
ハウス栽培に必要なスマート農業
大企業を辞め新規就農、野菜の栽培と販売事業で起業するも預金が底をつきそうに。
補助金の活用と研究者との共同研究で復活。
自分で栽培し販売しているからこそ分かる栽培管理がそこにある。� （本誌編集長　山口泰博）

制御装置の説明をする鷲田治彦氏（同社アグリ
サイエンスグループ長首席研究員・農学博士）

中村社長（写真右）
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自動給餌器とは
自然の中で暮らす動物は、餌を求めて長時間歩き回るが、動物園で人の手によって飼育される動物
たちは、餌が与えられるので運動不足になる。また、一度に大量の餌を与えると、動物の健康にも良
くないので、少しずつ与え、餌を探す行動をさせるなどの工夫が必要になる。そこで必要となるのが、
動物が予測できない時間の給餌を可能とする電子制御の給餌器で、これが自動給餌器である。一般的
にペット用の自動給餌器は各メーカーが作っているが、動物園用の自動給餌器は市販されていない。
きっかけは、２０１１年度本校電気科卒業生から、「動物園で使う自動給餌器を作りたい。電子
回路を考えてほしい」との依頼である。そこで２０１７年度電気科３年生の課題研究という授業の
中で、三池工業高校電気科オリジナルの動物園用自動給餌器を作ることにした。
製作には、市販のプログラマブルタイマーを購入し、制御回路でモーターを回転させることによ
り、餌が出る仕組みにする。上から餌を入れ、時間になるとプロペラが回転し、餌が落ちるように
した。しかし、電源に乾電池を使用すると、容量が足りないのでバッテリーに変更し、ソーラーパ
ネルで充電することにした。そして２０１８年２月にラマ用自動給餌器を動物園に納入できた。

モルモット用自動給餌器とミニブタのブラシ
ラマ用の自動給餌器に続き、次はモルモット用自動給餌器を作ることにした。さらに、ミニブタ
の体をこするブラシの製作も依頼されたので、同時並行で製作に取り掛かった。
モルモット用の自動給餌器は、ラマ用と餌の大きさが違うだけだったので内容はほぼ同じだった

大牟田市動物園に勤務する本校卒業生から、動物に自動で餌を与える給餌器を作ってほし
いと依頼され、生徒が自動給餌器を製作した。ものづくりの素晴らしさや大変さを学び、
手作りによる製品で地域に貢献する取り組みで工業高校の存在感を示した。

工業高校生が動物園にと作った
自動給餌器、ミニブタも
気持ちいいブラシ

餌を落とすプロペラ 改良版の自動給餌器

福岡県立三池工業高等
学校 教諭 電気科主任

正木　陽一郎
まさき　よういちろう
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こともあり、２０１８年１１月に納入できた。
ミニブタブラシの製作は、２０１８年４月より開始した。ポリバケツに人工芝を巻き付け、ポリ
バケツをミニブタの餌場の屋根から吊るす。モーションセンサでミニブタの動きを感知し、２０Ｗ
の直流モーターでポリバケツを回転させ、２０秒間ブラシが回転するようにした。
ミニブタブラシの製作は大変時間がかかり、試作機の完成は２０１９年２月だった。ブタがブラ
シに体をこすりつけると、負荷がかかって電流が流れ過ぎて、直流安定化電源の設計変更とブラシ
のポリバケツとモーターの結合部分の強度が心配だったので、いったん持ち帰ることにした。その
後も何度もやり直し改良を重ね７月にようやく納入することができた。

苦労したところ
自動給餌器は、電子回路の設計と試作に予想以上に時間がかかった。乾電池やバッテリーを使用
するのでＩＣ（集積回路）などは省エネタイプのものを採用した。また餌を出す部分の強度でも餌
が引っかかって出なかったり、プロペラ部分が壊れたりと苦労した。当初、乾電池動作タイプを製
作し、１１月から実際に動物園で使っていただいたが、乾電池がすぐ消耗することが分かり、バッ
テリーとソーラーパネル方式に変更したうえで２月に再度納入し直した。
ミニブタブラシは、２０１８年４月から製作を開始し試作機が完成したのが２０１９年２月で
あった。試作機の改良後、５月にブラシとモーターの接続部分の止めネジを４カ所に増やし納入す
るもうまくいかず持ち帰った。６月に同部分の材質を真鍮（しんちゅう）から鉄に変え止めねじを
Ｍ４からＭ５（ねじの規格で呼び方）にして納入するが、またうまくいかず持ち帰った。７月は同
部分を溶接しやっとうまくいき納入することができた。製作開始から実に１年３カ月かかった。
自動給餌器（ラマ用、モルモット用）と、
ミニブタブラシは順調に動作していると聞い
ている。動物園の関係者も大変喜んでくださ
り、計画から製作、完成までの説明と写真も
付けた看板を作っていただき園内に掲出して
いただいた。生徒達も自分が作った製品が役
に立っていることに大変誇りを持ち、ますま
す製作に力が入っている。
今後も工業高校らしくものづくりを通して
地域貢献していきたい。

ミニブタブラシ製作の様子 ミニブタとミニブタブラシ

動物園作成の看板
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熊本の未来を考える

熊本の将来像を考えるシンポジウ
ム（国立研究開発法人科学技術振興機
構主催、株式会社肥後銀行共催、熊本
県、熊本市などが後援）が１２月２日、
熊本市中央区の肥後銀行本店２階大会
議室で行われた。

企業や大学、自治体、金融機関を含
めた産学官金の連携をより強化し、新
産業の創出や地域課題の解決で活性化
を促すことが重要と言えそうだ。　
ＪＳＴの濱口道成理事長、文部科学

省科学技術・学術政策局菱山豊局長の
あいさつの後、名古屋大学の福和伸夫
教授（同減災連携研究センター長、あ
いち・なごや強靭化共創センター長）
が登壇、「過去の震災に学び日本をよ
く知ることで災い転じて福となす」を
テーマに基調講演した。
福和教授は、熊本地震から３年が経

たことに触れ、江戸時代初期と明治時
代初期にも熊本で大震災に見舞われた
ことを例に、地震は繰り返すと力説し
た。南海トラフ地震は１００～１５０
年間隔で繰り返し発生していることを
踏まえ、科学と社会の総力を結集して
乗り越えるしかないと訴えた。
その後のパネルディスカッション

では、冒頭に、蒲島郁夫熊本県知事
のあいさつの後、甲斐隆博会長（株式
会社肥後銀行）、原田信志学長（熊本

大学）、岩渕明学長（岩手大学）、谷
口功理事長（国立高等専門学校機構）、
飯豊聡取締役専務執行役員（損害保険
ジャパン日本興亜株式会社）らをパネ
リストに迎え、ＪＳＴの渡辺捷昭顧
問がモデレーターを務め、「熊本の未
来を考える」をテーマに意見が交わさ
れた。
その中で肥後銀行の甲斐会長は、
およそ１７５万人いる熊本県の人口
が、２０年後には３０万人減るとし、
「１年に１万５０００人ずつ減ること
になりますが、財政規模の変化は気
付きにくいものです。しかし少子・高
齢化に対応するには生産性の向上と
新規事業開発の２点が必要」と、先の
変化を読んで今を考える成長の重要
性を訴えた。

また２階ホワイエではＪＳＴ熊本復興
支援課題成果を紹介、熊本ＣＯＣ＋事業
展示などのポスターセッションを同時開
催。多くの来場者が見入っていた。

九州で初めての協定

シンポジウム開催にあたり、ＪＳＴ
と肥後銀行が産学官金の連携を目的と
した連携協定調印式を行った。金融機
関としては九州で初めての協定。
肥後銀行の笠原慶久頭取は、産業と
防災機能の強化に触れ、有事に必要な
ヘリコプターは平時では観光の遊覧飛
行に、農作物の備蓄拠点は、平時では
農業の体験型農園として活用するなど
有効活用の事例を紹介し、それらに科
学技術を取り入れたいとした。また、
「県内の研究開発型の中小企業への支
援やプログラムなどにも展開していき
たい」と抱負を語った。

修復工事が進む熊本城

２０１６年の熊本地震で被災した熊
本城では、昨年１１月には地震で壊れ
た小天守のしゃちほこが復元され設置
されるなど３年半ぶりに元の姿を取り
戻した。

しかし、一部の櫓（やぐら）や石垣
などは鉄骨架台などで支えられてはい
るが、崩れ落ちたままで手付かずの箇
所も見受けられ、震災の爪痕が痛々し
い。しかし工事は着々と進められ天守
内部は２０２１年に見学できる見通し
で、城内の全ての工事は１８年後の
２０３７年ごろ終了予定だ。

「熊本の未来を考える」をテーマにシンポジウム
熊本地震発生から３年が過ぎ、復旧・復興も加速し日常生活も少しずつ落ち着きが見え始めている。
シンポジウムでは、ＪＳＴが支援した研究課題の成果発表とともに５０年、１００年先を見据えた未来の熊本を
県民一人一人が考え、それを実現に結びつけるため、どうすべきかの指針を探った。

（本誌編集長　山口泰博）

パネルディスカッションの様子

ＪＳＴ濱口理事長と肥後銀行の笠原頭取（写真右）

展示、ポスターセッション

修復工事が進む熊本城天守
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「科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会第１０期産学官連携推進委員会」
は２０１９年９月末、「産学官連携の更なる発展に向けた今後の改善について」と題し
た１７ページの報告書を公表した。新施策を検討するために実施したヒアリングなど
をまとめたもの。節目となるような特別な資料ではないが、現場の本音が表れている。
報告書の目的は、産学官連携の課題や新たな展開のニーズを調査し「共通する
課題と制度上の隘路（あいろ）」を明らかにするとともに、大学や国研の共同研
究機能等の外部化（大学・国研の出資範囲の拡大）の有用性が高いと思われるケー
スについて整理すること＊１である。
調査は①同委員会において大場好弘山形大学理事、加藤滋名古屋大学学術研
究・産学官連携推進本部長補佐ら６人からヒアリング、②センター・オブ・イノ
ベーションプログラム（ＣＯＩ）、産学共創プラットフォーム共同研究推進プロ
グラム（ＯＰＥＲＡ）等の事業＊２の中核機関（計３４機関）に対するヒアリン
グとアンケート――によって行われた。
調査が浮き彫りにした「産学官連携における主な課題」は人材、マネジメント、
資金の三つの分野で整理されており、主なものを抜き出したのが表１である。

地方国立大学は産学官連携でどう活路を見いだすか
第１２回（最終回）
突破する力を引き出す方法

連 載 Serialization

群馬大学 研究・産学連携
推進機構 特任教授

登坂　和洋
とさか　 かずひろ

【人材関係】

人材確保 ・事業化経験や専門知識を持った人材が不足。
・異動や引き抜きなどで安定的に能力のある職員を確保できない。

研究者のインセンティブ ・研究者の産学官連携に対するインセンティブがない。
・研究者間の不平等感や評価の難しさがあり、効果的な制度設計ができない。

研究者の研究時間、
博士・ポスドクの確保

・講義や学内会議などにより、研究専念が困難。
・獲得した競争的資金を活用して、自身の講義・授業のタスクを軽減できる仕組みが必要。
・秘密保持のため論文発表ができないと、博士、修士学生の産学官連携への参画が難しくなる。

【マネジメント関係】

大学ミッションとの関係

・�企業の事業化に近い段階での共同研究の実施や施設の利用について、大学のミッションや業務
の中でどこまで関与するのか判断が難しい。
・�産業界の要望と、大学の研究領域における研究成果の間にギャップがあり、必ずしも産業界の
期待に応えられない。
・ベンチャー設立後（例えば黒字化するまで）の支援がない。

プロジェクトマネジメント
・ゴール設定や進捗管理などプロジェクトマネジメントができる人材がいない。
・研究者は論文優先で企業が求める成果への意識が低い。
・大学と企業の間で研究の捉え方が異なる。

知財・グローバル対応 ・外国出願を含め、知財の目利きや出願戦略を考えられる人材が不足している。

組織体制全般 ・分野横断的な共同研究が実施しにくい。
・規模の小さい大学では産学官連携支援に必要な人材や組織を整えるのが困難。

【資金関係】
外部資金の獲得 ・大学は、公共財という考え方が根底にあって、なかなか多くの利益を上げられない。
柔軟かつ迅速な対応 ・企業側から見て意思決定プロセスが不明瞭。企業の求めるスピード感での研究開発ができない。
出所：科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会第１０期産学官連携推進委員会
　　　「産学官連携の更なる発展に向けた今後の改善について」（２０１９年９月２５日）を編集

表１　産学官連携における主な課題

＊ 1 
「統合イノベーション戦略
２０１９」（２０１９年６月）
や「経済財政運営と改革の
基本方針２０１９」（同）な
どの政府文書に、大学・国
研における産学官共同研究
を活性化させるため、これ
らの機関の共同研究機能等
の外部化に関する仕組みを
検討する旨が記載されたこ
とが背景である。

＊ 2 
対象の事業はＣＯＩ、ＯＰ
ＥＲＡのほかオープンイノ
ベーション機構、地域イノ
ベーション・エコシステム
形成プログラム、イノベー
ションハブ。
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＊ 3 
２０２５年度までに企業から
大学・国立研究開発法人への

「投資３倍増」を実現するた
めに、文部科学省と経済産業
省が共同で策定した「産学官
連携による共同研究強化のた
めのガイドライン」（２０１６
年１１月）は、大学等に資金・
知・人材の好循環、企画・マ
ネジメント機能構築を求める
ものだった。

＊ 4 
この調査の対象には該当する
競争的資金プログラムの支援
を受けている約１０の地方国
立大学が含まれている。

産学官連携の手法は進化
研究者のインセンティブがない、秘密保持のために論文発表ができないと博

士・修士学生の参画は難しい、研究者は論文優先、企業側から見て大学内の意思
決定のプロセスが不明瞭――従来から指摘されてきたことがほとんどとはいえ、
このような委員会から改めて示されると、考えさせられるのではないだろうか。
同報告書のことを知らない人に、これは１０年前、あるいは１５年前の資料だと
言っても、誰も疑わないだろう。
では、わが国の大学が産学官連携に取り組んできた約２０年間は停滞続きだっ
たのかといえば、そんなことはない。競争的資金を中心にその手法は進化してき
た。２０１０年代に入ってからは「選択と集中」策の影響が大きい。

●シーズ起点一辺倒の技術移転の取り組みは、今は昔。ニーズプルという単純な
ものだけでなく、将来のあるべき社会像からのバックキャストで技術を活用す
るというプログラムもある。今、プログラムを設計する上でのキーワードの一
つが、国連で採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」にもつながる「社
会課題解決」だ。
●この数年はオープン・イノベ―ション関連施策が花盛りである。
●大きな競争的資金プログラムではプログラム全体のプロデューサー役、各プロ
ジェクトのマネージャー役といった機能を導入。大学発ベンチャーの創出で
も、民間事業プロモーターが主導して推進するといった工夫も行われている。
●採択課題を期間の途中で柔軟に見直す（拡大、軌道修正、中止、支援機関の入
れ替えなど）ようになった。
●イノベーション・エコシステムという考え方が導入され、シーズ発掘－研究開
発－（ベンチャー創出）－事業化という循環の中に「資金」を絡ませるように
なった。また、アントレプレナー育成などによる目利き機能強化、シーズ発掘
に注力する一方、大学の出資（投資）の門を開いた。にぎやかな官民ファンド
もこの流れか。
●企業との「組織」対「組織」の共同研究を推進するための大学・国研の改革。

以上、思いつくままに述べたが、政策は劇的に変わったと言っていい。従っ
て、産学官連携に携わる大学人の悩みは、文字にすると１０年前と同じでも、質
的には相当変化しているのかもしれない。

変わり切れない部分が残る
では、なぜ表１の内容は興味深いのか。「官」が次々に新しい施策を打ち出し

て大学に「改革」を求めてきたが＊３、大学には変わり切れない部分がいかに多
く残っているかが透けて見えるからではないだろうか。
地方国立大学は「どの大学も同様の課題を抱えているのだな」などと納得し
ているわけにはいかない＊４。なぜなら、変わり切れない状況こそが「選択と集
中」を促進させ、地方国立大学にとってますます厳しい環境を招いているから
である。
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この壁を突破するには、この連載で繰り返し確認してきたように、一つは重点
研究分野を徹底的に強化すること。日本でトップクラス、日本を代表して世界と
戦える研究分野を持つことだ。それが産学連携に結びつく。山形大学の有機エレ
クトロニクス、信州大学の複数の材料科学、弘前大学の地域コホート研究、静岡
大学の光科学などは強力な突破力を示している。
もう一つは地域（特に産業界）との連携を強化し、それをバネにして本格的な
産学連携・資金獲得、研究力強化を進めることである。この連載で取り上げてき
た地方国立大学は、例外なく地域バネをフルに活用している。

学内のコミュニケーションの力
前回の１２月号では、研究の高度化や外部資金獲得で実績を挙げている大学に

おいて、現場の力はどう生みだされるのかという問いを起点にして大学の断面を
スケッチしてみた。
筆者の印象では、トップ集団を走る地方国立大学に共通していることは、職場の
雰囲気が明るくて教職員間のコミュニケーションがよく取れていること。そのため
か、大学執行部の危機意識が教員にも比較的浸透している――そんな思いがあるか
らだ。（信州大学は強力なＵＲＡ（リサーチ・アドミニストレーター）チームを持
つことで知られるが、彼らが、事務職員やコーディネーターなど様々な人たちと同
じ７０～８０人の大部屋にいることを読者の皆さんはご存知だろうか。）

危機意識を共有する
様々な職種、人と人の歯車を噛み合わせて、現場の潜在力をどう引き出すのか。
金沢大学については前回述べた。横浜国立大学については、筆者はこんなこと

に注目している。同大学は、前回触れた大型の競争的研究資金獲
得実績や優れたグループ研究のほかにも研究、資金獲得で健闘し
た研究者を公表する仕組みがある（表２）。それぞれについては
他大学にも類似の仕組みはあるが、これらすべてで研究者名を
ウェブサイトに掲載している大学は少ないと思う。こうした“信
賞”は、研究者のインセンティブを高めることが狙いだろうが、
こんなところにも同大学の危機感が読み取れる。
徳島大学では、地域経済と大学をつなぐ月刊誌「企業と大学」
が、執行部の考えていることを教職員に伝える役割も果たして
いるようだ。
制度、仕組みは出発点に過ぎない。現場に血が通い、戦える
集団になっているかがチェックポイントだ。
２０１９年２月号からスタートした本連載は今号でひとまず
終了する。実験的な内容だったので迷いながらの執筆ではあっ
たが、各地の大学をはじめ、府省、ファンディング機関、地方
自治体、企業など、様々な分野の方々からいただいた感想、激
励が力になった。１年間お付き合いくださり感謝申し上げる。

（本連載は今回で終わります）

■ＹＮＵ研究拠点
研究者が独自に形成した研究グループの中
から優れたものを認定。拠点名、拠点長名、
研究内容、認定期間を公表。
■競争的研究資金獲得実績等
科研費基盤研究（Ｓ）、さきがけ、ＣＲＥＳＴ
など大型・ハイレベルの競争的研究資金プロ
グラムに採択された課題、研究代表者名等
を公表。
■外部資金獲得研究者表彰（YNU研究貢献賞）
前年度に研究代表者として獲得した外部資
金（科研費・受託研究費・共同研究費）の金
額に応じて候補者を選定し、その中から今
後も優れた研究成果を挙げることが期待で
きると認められる者。２０１９年度は５１
人。氏名、所属等を公表。
■優秀研究者賞
優れた研究成果を挙げた研究者を顕彰。
２０１８年度の受賞者は６人。氏名、所属、
受賞概要を公表。

出所：横浜国立大学ホームページ

表２　横浜国立大学が研究者名を公表している事業・制度
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中核人材は内部にあり

先日、地域活性学会の全国大会で座長を引き受ける
ことになった。担当した研究発表は、いずれも地域連携
や人材育成に関する内容であった。以下、著者の印象も
交えて一部を紹介したい。

ある市では、地域の将来を考える未来会議に参加す
る市民を、従来の公募形式ではなく無作為抽出で指名し
た。そして主体的な議論を推し進めるため、市はシナリ
オを用意せず、職員はサポート役に徹したという。政策
形成という難題に対し、参加した市民の多くはやりがい
を感じたとのことで、この未来会議は年を追うごとに議
論が活発化しているという。

ある企業では、社長と社員のコミュニケーション
ギャップが経営上の課題と認識し、外部人材を投入して
社員の本音を引き出す試みを行った。その結果、社長あ

るいはベテラン社員の気付きや、若手中堅社員の主張を
引き出した。そして、お互いに分かり合える、笑い合え
る組織に成長し、経営力の向上にもつながったという。

前者では行政と市民がつながり、後者では経営者と
従業員がつながった。いずれも小さな行政体や企業体の、
一見すると地味な取り組みであるが、地方創生・地域活
性に向けた産学官民連携のありようを考えるとき、ある
いは、地域から新たな価値の創造に向けた「連携」が果
たすべき機能を考えるとき、これらの事例が示唆すると
ころは小さくない。人材は、資源は、そこにある。その
能力や魅力を引き出すのが「連携」の機能といえるので
はないか。

高知工科大学 研究連携部ＩｏＰ推進事務室長　佐藤 暢

都市型と郊外型どちらを選ぶ？

都内では巨大な高層ビルをキャンパスにする都市型
が目立つ。広大で緑があふれ、芝生…そんなキャンパス
は「今は昔」だ。特に私大は都市部への移転に躍起だ。
ある大学の学長は「やはり地の利は大事」と本音を隠さ
ない。一見東京への一極集中抑制、地方活性化政策など
に逆行しているように見えるが実はそうではない。一定
の条件下で容認されるからくりがある。

学生はアルバイト、遊びや刺激、就活にも便利だと
言わんばかりに都会へ集まる。植物と同様、人もまた光
の下に集まる。就職すれば高層ビルのオフィスで働くこ
とになるのだから、せめて学生時代は郊外型キャンパス
で伸び伸びとキャンパスライフを楽しんだ方がいいので
はと感じてしまう。私ごとだが、昨年勤務先の市ヶ谷か
ら１５キロほど離れた都市から、思い切って１００キロ

ほど離れた西湘の郊外へ引っ越した。４５分だった通勤
時間が一気に倍になったが海と山を満喫している。

先日、青山学院大学理工学部・社会情報学部の
研究紹介や大型電子顕微鏡などの研究設備を公開す
る 産 学 連 携 イ ベ ン ト「Meet up in AGU 2019 @ 
SAGAMIHARA」を訪ねた。「青学」の相模原キャンパ
スは郊外型で広々したキャンパスだ。郊外の「地の利」
を活用し研究に必要な大型設備を置く。オープニング
セッションで黄晋二教授は「大学の敷居を低く」と話し
ていたが、産学連携では気軽に相談でき、企業が持たな
い設備を使える点は重要だ。都市型の高層ビルではそう
はいかない。産学連携は郊外に限る。

本誌編集長　山口 泰博

視点：Point of view

編 集後記：Editor's note
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◆ イベント情報
　全国で開催されている産学官連携に関するシンポジウム、
　セミナー等のイベント情報をタイムリーに掲載。
　HP上でイベント情報の外部投稿を随時受付中。
　研究成果報告会、事業・制度説明会、セミナー、展示会、
　フォーラムシンポジウム、見学会、個別相談（マッチング）等の
　カテゴリ別一覧表で検索しやすく！
　イベント開催後の主催者等による開催報告や開催実績などの
　イベントレポートをWebリンクで紹介。

産学官連携ジャーナル産学官連携ジャーナル産学官連携ジャーナル産学官連携ジャーナル産学官連携ジャーナル産学官連携ジャーナル産学官連携ジャーナル産学官連携ジャーナル産学官連携ジャーナル産学官連携ジャーナル産学官連携ジャーナル産学官連携ジャーナル

産学官連携に関係する幅広い分野の記事を提供している
オンラインジャーナル。毎月15日に発行！
◆ 掲載分野
　産学官連携、起業、知的財産、人材育成、
　金融機関との連携、MOT・教育、地域クラスター、
　国の予算・政策、国際連携、海外動向、共同研究開発、事業化など

産学官連携支援データベース産学官連携支援データベース産学官連携支援データベース産学官連携支援データベース産学官連携支援データベース産学官連携支援データベース産学官連携支援データベース産学官連携支援データベース産学官連携支援データベース産学官連携支援データベース産学官連携支援データベース産学官連携支援データベース産学官連携支援データベース産学官連携支援データベース産学官連携支援データベース

産学官連携活動を支援するために有用な情報をデータベース化し、ネット上で公開

【約4,600件】 ◆ 事業・制度ＤＢ ………… 産学官連携に利用できる国・地方自治体の支援制度や
  財団法人等の助成制度や公募情報のほか、ベンチャーを
  支援するベンチャーキャピタルや金融機関の支援制度情報
【約2,100名】 ◆ 産学官連携従事者ＤＢ … 公的機関に所属するコーディネータ等の情報

無料

https://sangakukan.jst.go.jp

無料

https://sangakukan.jst.go.jphttps://sangakukan.jst.go.jphttps://sangakukan.jst.go.jphttps://sangakukan.jst.go.jphttps://sangakukan.jst.go.jphttps://sangakukan.jst.go.jp
産学官の道しるべ
産学官連携ポータルサイト

産学官の道しるべ 検 索

「産学官の道しるべ」は、産学官連携活動に関わる多くの方々が　　　
ワンストップで必要な情報を入手できるよう、産学官連携に関連する情報を網羅的に収集し、

インターネット上で広く一般に公開しているポータルサイトです。

E-mail : sangakukan-webmaster@jst.go.jp
Tel : 03-5214-7993

産学連携展開部 産学連携プロモーショングループ問い合わせ先

https://sangakukan.jst.go.jp/event/https://sangakukan.jst.go.jp/event/

https://sangakukan.jst.go.jp/journal/https://sangakukan.jst.go.jp/journal/

https://sangakukan.jst.go.jp/shiendb/https://sangakukan.jst.go.jp/shiendb/

◀ スマートフォンの
　 表示例

スマートフォン、
タブレット端末からも
読みやすく
なっています。
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