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巻頭言

Foreword

ＳＤＧｓ達成に向けた
オープンイノベーションの推進

株式会社京都銀行 名誉顧問
公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構 理事長
公益社団法人関西経済連合会 副会長

柏原

かしはら

康夫

やすお

人口増加や高齢化、貧困、地球環境問題などの社会課題が山積する中、２０１５年に国連総会で
「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
」が採択され、今、世界が、その達成に向けて足並みをそろえ始
めている。
しかしながら、社会課題そのものは、地理的位置や自然環境、民族、文化、宗教などの違いによ
り多種多様かつ複雑であり、ＳＤＧｓの達成に向けて、こうしたバックボーンの違いを念頭に置い
て解決していくことが求められている。そのためには、大学、研究機関、企業、行政、住民らが連
携し、互いの知恵や経験を共有して重層化させるグローバルなオープン・イノベーションを実現さ
せていくしかないと考える。
けいはんな学研都市は、持続可能性という概念の源流とも言える、１９７１年に公表されたロー
マクラブの報告書「成長の限界」を発想の原点に、今から３０年あまり前、奥田東・京都大学元総
長を座長とする「関西学術研究都市調査懇談会」の提案により、国家プロジェクトとして、わが国
および世界の文化・学術・研究の発展ならびに国民経済の発達に寄与することを目指し、京都、大
阪、奈良にまたがる丘陵地に建設が始まった。
現在、情報通信・脳情報科学・ロボティクスの株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ＡＴＲ）、
多言語音声翻訳技術・社会知解析技術の国立研究開発法人情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）
、ＣＯ２
分離回収・貯留技術の公益財団法人地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ）
、レーザー技術の国立
研究開発法人量子科学技術研究開発機構（ＱＳＴ）
、情報・バイオ・物質組成の３分野とこれらの
融合領域の研究と教育を行う奈良先端科学技術大学院大学（ＮＡＩＳＴ）
、さらには国立研究開発
法人理化学研究所のけいはんな地区においてｉＰＳ細胞創薬基盤開発連携拠点や脳科学・ＡＩを用
いた基盤技術の開発が進められているなど、わが国を代表する研究機関や大学をはじめ、オープン
イノベーションを標榜する民間の研究所など約１５０の機関が集積しており、文化・学術・研究・
産業・生活が調和した多様な機能を持つ都市として発展を続けている。
このけいはんな学研都市では、国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）の採択を受けて、

２０１６年から「ｉ－Ｂｒａｉｎ ×ＩＣＴ 『超快適』スマート社会の創出グローバルリサーチコン
プレックス」に取り組んできた。このプログラムでは、グローバル連携を重点戦略に据えて、脳情
報科学分野の研究開発とその実証フィールドの構築を推進するとともに、国内外の多彩なプレイ
ヤーの連携により、満足、達成、安心、安らぎ、感動、連帯など、
「ココロ」の豊かさ向上に着目
した「超快適」につながる異分野融合研究開発や大企業と国内外のスタートアップとの共同プロジェ

クトを推進してきた。さらに、国内外の優秀な人材を呼び込み、グローバルなオープンイノベー
ション拠点としての、けいはんなの評価を高めてきた。
２０２５年大阪・関西万博は、ＳＤＧｓが達成される社会、日本の国家戦略Ｓｏｃｉｔｙ５．０
の実現を目指している。けいはんなリサーチコンプレックスが開拓したグローバルオープンイノ
ベーションの重要性や成果を、この万博で世界に伝えたい。
2020.2
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産学官民が連携して
大規模災害に立ち向かう拠点
「減災館」

名古屋大学 減災連携
研究センター セン
ター長／教授

福和 伸夫
ふくわ

研究、対応、備えの拠点・減災館

のぶお

名古屋大学減災館＊１は、防災・減災研究、中部圏の防災・減災力向上、大学と地域の災害対応の

拠点として、２０１４年３月に建設された。館内には、社会と連携して防災・減災研究を推進する
「減災連携研究センター」、大学の災害対策を担う「災害対策室」
、産学官民が連携して強靭（きょ
うじん）な地域を創り上げる「あいち・なごや強靭化共創センター」が入居している。原則、火～
土曜日の午後は一般開放し、地域の防災と減災の学びと協働の場となっている。

耐震研究の拠点

減災館は名古屋大学東山キャンパスに位置し、大

学を縦断する四谷通りに面している。敷地形状の制
約から、三角形平面のショートケーキ形状の建物で
ある（写真１）
。延床面積２, ８９８ｍ２、地上４階、
塔屋１階で、重量５, ６００トンの鉄筋コンクリー
ト造の上部構造を３種類の免震装置（積層ゴム、オ
イルダンパー、直動転がり支承）で支えている。建
物北面の道路が１層低い位置にあるため、道路から
免震装置を直接見ることができる。重量４１０トン
の塔屋（減災・体感実験室）も免震装置で支えており、
基礎と塔屋のダブル免震構造になっている（図１）
。

写真１

耐震研究推進のため、減災館は建物そのものが
実験対象である。通常
は塔屋の免震実験室は
固 定 し て い る が、 振
動実験時はこれを解放
し付属のアクチュエー
ターで共振増幅するこ
とで、両振幅１. ５ｍ
で実験室を加振でき
る。室内には長周期の
揺れと連動するバー
チャルリアリティーの
映像・音響システムを
整備しており、地震時
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図１

減災館の断面

減災館の外観

特集

の行動・心理実験や訓練ができる。この塔屋応答を加振力に利用することで建物を強制加振するこ
ともできる。
地下の免震層にも建物全体をけん引できるジャッキを設けており、自由振動実験ができる。免震周
期が等しい上部建物と塔屋との共振実験も可能で、制振システムの実証に利用できる。塔屋の免震シ
ステムにはオンオフ切り替え型のダンパーを採用しており、質量同調ダンパー（ＴＭＤ）付き免震建
物や、アクティブマスダンパー（ＡＭＤ）付き免震建物などの開発にも利用できる。揺れる建物を利
用して新たなセンシングシステムの開発も行っている。さらに、建物各所には、室内測位システムや
ビルディング・インフォメーション・モデリング（ＢＩＭ）など、最新のＩＴ技術も組み込んでいる。

災害対応の拠点

減災館は、災害対応拠点の役割も担っている。２階には名古屋大学の災害対策本部室がある。災害

発生時には大学の災害対策本部を設置し、各種災害情報を収集しつつ全学放送設備などを利用して的確
な情報提供をする。毎年、１０月２８日前後には、この部屋を中心に全学地震防災訓練を行っている。
減災館は、災害時にも機能するため、高性能免震構造の採用に加え、１週間連続稼働するディー
ゼル発電機や太陽光発電装置を屋上に設置。さらに、３ｍ３の飲用水タンク、１７ｍ３の雑用水タン
ク、自治体衛星通信用パラボラアンテナや中部地方整備局と結ぶ長距離無線ＬＡＮなども設置して
いる。これにより、行政と連携して災害時の状況把握や情報収集を行うことができる。
さらに排水槽、都市ガス・プロパンガス切り替え型のガス空調、電源車と接続可能な電源盤など
も準備しており、食料、寝具、各種装備品、医薬品なども十分に備蓄している。
災害時には、１階の減災ホール・減災ギャラリーは地域の行政機関やメディアに、また、３～４
階は全国から集まる研究者に開放し、協働して災害対応に当たる。また、他地域で災害が発生した
場合には、情報集約のためクリアリングハウスを開設する予定である。

備えと協働の拠点

減災館の最もユニークな点は、社会に開かれた教育・啓発の役割にある（図２）
。１～２階を展示・

学習スペースとして一般開放し、多様なセミナーを連日開催し、開設５年半で８万人の来館者を迎
えた。減災館には、日々、防災を担う様々な人たちが出入りしており、産学官民の研究者・実践者
が集い、協働を進めている。まさに、減災シンクタンクや減災アゴラの役割を果たしている。

地下

2階

1階

免震装置の実物を見てみよう。
免震ギャラリー

図２

減災館の展示スペース
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①屋外展示と免震ギャラリー
建物周辺を歩くと、免震建物の原理や免震建物ならではの様々な工夫を学ぶことができる。建物
北側では、道路から免震装置を直接見ることができ、変形に追従できる配管の工夫や各種センサー
の実物が見える。ガラス面には、世界と日本の建築の歴史、世界の建物高さ比べ、耐震・免震・制
振技術の変遷などもパネル展示されており、夜はライトアップされる。
②減災ギャラリーと減災ホール
１階の減災ギャラリーや減災ホールには、防災・減災に関わる様々な展示がある。長周期地震動
を体感する「ＢｉＣＵＲＩ」、３次元地形模型に災害情報を映し出すプロジェクションマッピング、
備蓄品展示、耐震化や家具固定の展示、地震発生や地震波伝播、津波、液状化などの模型、様々な
災害情報を投影しながら名古屋圏を一望する床面空中写真、長周期の揺れを体感するのぼり綱、建
物や地盤が揺れ壊れる耐震実験模型「ぶるる」
、江戸時代の尾張国絵図やなまず絵、３Ｄ地形図、
天正地震による清洲城の液状化痕跡の剥ぎ取り地盤など、様々な展示物がある。揺れる減災館は、
実大のぶるるでもある。
③ライブラリー機能
２階には、地震などの災害資料や地域資料を閲覧できる「減災ライブラリー」がある。新聞記事
や雑誌、過去の震災に関する書籍、東海４県（愛知、岐阜、三重、静岡）の自治体の市町村史やハ
ザードマップ、地域防災計画、地盤データ、古地図、災害に関係する書籍や報告書など、様々な資
料がある。大型のディスプレイに表示される「今昔マップ」では、任意の場所の成り立ちや災害の
危険性を学ぶことができ、また、過去の防災アカデミーの講演ビデオも視聴できる。また、濃尾地
震、関東大震災、東南海地震、三河地震、伊勢湾台風、阪神淡路大震災、東日本大震災などの発生
月には、特別企画展も開催している。
④様々なセミナーや講演会の開催
減災館の公開日には、センター所属の研究者が日替わりでギャラリートークを行っている。ま
た、サイエンスカフェ方式の「げんさいカフェ」と市民向け講演会「防災アカデミー」を毎月開催
している。さらに、「あいち防災・減災カレッジ」をはじめとする各種の人材育成プログラムを用
意している。様々なシンポジウムも随時開催している。

産学官民の連携による減災ルネッサンス

減災館という「場」を得て、産学官民の連携が本格化している。月に一度、本音で防災・減災の

課題を議論する「ホンネ」の会を開催している。当初は小さな会だったが、今では１００程度の組
織が集まる。ここでの議論は、中部経済連合会により提言としてまとめられ、行政施策にも生かさ
れている。地域の総力を結集し、全ての人が災害を我がことと思い、自分の命は自ら守り、地域で
助け合う、そんな減災を通した新たな社会作り「減災ルネッサンス」の実現を目指している。災い
転じて福となすために。
＊1

減災館の最新情報（名古屋大学減災連携研究センターのホームページ）
http://www. gensai.nagoya-u.ac.jp/（accessed 2019-02-15）
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陸上のインフラサウンド観測網による
津波規模の把握
高知工科大学 システム
工学群 教授

山本 真行

やまもと

まさゆき

「地球の声」を防災に活用するために

私たちは地球最大の海である太平洋の西縁の列島に住んでいるおかげで、黒潮やジェット気流が

もたらす美しい四季の変化を愛で、連綿と五穀豊穣を祈り、世代を超え日本国を形づくってきた。
日本列島こそが地球のプレート運動の産物であり、だからこそ私たちは地震・噴火などの自然災害
と無縁ではいられず、温暖湿潤な海洋国として、台風・津波などとも無縁ではいられない宿命にあ
る。大規模自然災害が起きるたび、この国で高度文明を謳歌（おうか）する多くの人々の生命や暮
らしがはかなくも一瞬に崩れ去ることを思い知らされる。地球規模の事象に襲われたとき人はなす
すべを持たない。大規模災害に際し犠牲者ゼロを目指し、かつて祖先がそうしてきたように日本文
明を継続し未来ある強靭（きょうじん）な国へとつなぐため、今こそ真摯（しんし）に「地球の声」
と向き合うべきであることを本稿では提案する。
様々なプロフェッショナルをお持ちの諸賢は、地球の生み出す「聞こえない重低音」のことをご
存知だろうか？

ヒトは周波数２０ｋＨｚ以上の高い音（高周波音）を聞くことができず、これは

超音波として知られ活用されてきた。一方で２０Ｈｚ以下の低い音（超低周波音）＊１も聞くことが
できないが空気中で発生・伝搬している。超音波には専用のセンサーがあり自動車の衝突防止など
で活用されてきたように、音響計測技術を駆使した超低周波音を計測できる専用センサーを製作す
れば「地球の声」も捉えることができるのだ。大太鼓やコントラバスが重低音を生むように、例え
ば、津波は直径１００ｋｍスケールの巨大な太鼓が突如海水面に出現するがごとくであり、雷鳴は
長さ数ｋｍもの巨大コントラバスの弦が突如大気中に出現するのごとくと見なせれば、透明で見え
ないが巨大な空気の粗密（超低周波音）が地球大気中を音速で伝わってくる様子が想像できないだ
ろうか？

大規模自然災害からの被害軽減と安全安心な国づくりが喫緊の課題である今、人知れず

地球が発してくれている「地球の声」に対して直接的に
聞き耳を立てることが肝要である＊＊１。

理工学の両輪で津波防災イノベーションを

理学と工学はイノベーションの両輪である。高知工

科大学総合研究所の重点研究室として２０１７年４月
に発足したインフラサウンド研究室は、インフラサウ
ンド（超低周波音）の発生・伝搬過程を解明する理学
的（地球物理学的）基礎研究と、その工学的（防災工
学的）応用研究を両輪とし、さらに周辺研究領域の全国
の研究者が集う研究拠点と位置付けている＊＊２。私たち
は２００５年よりインフラサウンド関連研究を開始し、

写真１

複合型インフラサウンド津波センサー
ADX Ⅱ -INF01
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２００７年には超低周波音専用センサー
の基礎開発に着手、２０１５年には大学
発ベンチャーである株式会社レソナアレ
ス（千葉県船橋市）より、独自技術を用
いて開発した「複合型インフラサウンド
津波センサー」ADX Ⅱ -INF01 を発表
した（写真１）
。緊急地震速報と連携可
能で、同時搭載した３軸加速度計では地
震波の Ｐ 波および Ｓ 波の到来を検出し、
その後に超低周波音の到来を待つことに
より、着実に津波インフラサウンドの信
号を捉える機能を有する＊＊３。
２０１６年度には公益財団法人セコム
科学技術振興財団から一般研究助成を受
けることがかない、本年度までの４年間
にモデル地域とする高知県内には計１５
図１

インフラサウンド観測点の分布と観測データからの津波規模推定

カ所、これと連携するように全国計３０
カ所にインフラサウンド観測点を設置、

各観測地点で数年間にわたって大規模自然現象、極端気象現象などのモニタリングおよび超低周波
音の帯域における音響ノイズ状況のデータを蓄積してきた（図１）
。この結果、台風、前線通過、
線状降水帯、落雷、九州の火山噴火、火球（大規模流星）
、打ち揚げ花火、ロケット発射、人為的
爆発などに起因する信号を多地点で捉えることに成功した。
主目的の津波は２０１６年以降には当該観測範囲で発生しておらず、その波形を確認するすべは
なかったが、２０１１年３月の東日本大震災における巨大津波発生時には、関連分野の研究者らが
津波起因インフラサウンドの観測に成功している＊＊４。２０１７年度から私たちのグループが科研
費・基盤（ Ｂ ）を得て進めてきた基礎研究成果からは、インフラサウンドの観測波形からエネルギー
を推定することが可能であり、インフラサウンドセンサー群を用いた「インフラサウンド津波マグ
ニチュード」の準リアルタイム計測にも道が拓けた。

津波版の緊急速報の実現に向けて

以上のように「地球の声」を聞く科学技術的イノベーションの基礎段階はほぼ完了したと言える

段階に入った。今後は、防災・減災を本気で目指した「事業」として全国インフラサウンド観測網
の構築と「インフラサウンド津波マグニチュード」の早期算出・伝達を実現する実証段階に入るこ
とを期待する。理学研究成果によれば、インフラサウンドセンサー１台でも「インフラサウンド津
波マグニチュード」の算出はできるが、音響観測は常に局所でのノイズとの戦いでもある。従って、
インフラサウンド観測点の追加は１カ所からでも有効であると言えるが、インフラサウンド観測網
としてはセンサー設置箇所が多ければ多いほど、また設置地点の間隔が密であればあるほど、相乗
的に効果を生む。
令和の時代を迎えた直後の２０１９年 5 月 4 日、北海道の宇宙ベンチャー企業インターステラ
テクノロジズ（ＩＳＴ）株式会社がＭＯＭＯ３号機＊２（写真２）にて民間単独開発として国内初
となる宇宙（高度１１３. ４ｋｍ）到達を果たした際、私たちはロケット搭載型インフラサウンド
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センサーにより高層大気中の音波伝搬に関する科学観
測に初成功した＊＊５。この際の小型化技術を用いた新型
センサー ADX Ⅲ -INF04LE を３０台用い、急傾斜地
区や高速道路周辺の土砂災害への防災に活用すべく現
場実証的研究を進めている。また、総務省ＳＣＯＰＥ
（戦略的情報通信研究開発推進事業）の支援と電波有効
利用制度の下で特定実験試験局の免許を受け、防災Ｉ
ｏＴセンサー群からの専用電波回線を活用した小電力
長距離通信の現場実証試験も実施し、大規模災害発生
時にも強靭な防災ＩｏＴセンサーネットワークの構築
にも道が拓けてきた＊＊６。
日本や世界の海洋国における大規模災害から人命を守
るため、これらを有機的に結合しつつフル活用し、日本
発のイノベーションとして海外展開の準備もすでに進め
ている。聞こえない「地球の声」に耳を澄ませ、地域の
人々に伝える事業を進めていく段階にある。今後とも、
産学官の様々な立場の心ある人々との連携で、国家規模
の津波防災や土砂災害などの地域防災に役立つシステム
の整備に尽くしたい。読者の皆さまにも自由な意思と発
想で、
「地球の声」の防災活用にご協力を賜れれば、本
稿執筆の機会を頂けた意義は大きい。

写真２ IST 射場で打ち上げを待つ観測ロケット
「宇宙品質へシフト MOMO3 号機」
（北海道大樹町）

＊＊ 1

山本真行．国内外のインフラサウンド研究の現状．月刊地球．2012．34，p.554-559．
＊＊ 2

山本真行，齊藤大晶，甲斐芳郎，菊池 豊，柿並義宏，横田昭寛．地域防災／減災へ向けたインフラサウンド研究室の取り組み．高知工
科大学紀要．2019．16，p.29-37．
＊＊ 3

横田昭寛．津波検知装置，特許 5660586 号（JP5660586B1）．2014．
＊＊ 4

Arai, Nobuo; Iwakuni, Makiko; Watada, Shingo; Imanishi, Yuichi; Murayama, Takahiko; Nogami, Mami. Atmospheric
boundary waves excited by the tsunami generation related to the 2011 great Tohoku-Oki earthquake. Geophysical
Research Letters. 2011. 38, L00G18.
＊＊ 5

安河内祐輔，齊藤大晶，山本真行．大気中での爆風圧の定量評価及び低周波音／可聴音伝搬特性の直接計測．2019．JpGU 2019，
MTT49-P03, 千葉．
＊＊ 6

山本真行，瀬川典久，矢澤正人，横田昭寛．「地球の声」を聞く時代へ～インフラサウンドセンサーと MAD-SS 通信を用いた新時代の
防災観測網～．電波技術協会報 FORN．2019．327，p.32-35．
＊1

超低周波音、微気圧波、インフラサウンド等の呼称がある。英文では infrasound と表記。20Hz は単にヒトの可聴範囲の下限であり
物理学的な性質による境界ではない。超低周波音は空気中の縦波（粗密波）である点で可聴音と同じであるが、周波数が低い（波長が
長い）ほど空気の粘性による減衰が少なく長距離を伝搬できる。
＊2

正式名称は「宇宙品質にシフト MOMO3 号機」で同日 5:45（日本標準時）に打ち上げられた。高知工科大学はインフラサウンドセン
サーを搭載し成層圏、中間圏、熱圏における音波伝搬特性を計測した。地上の打ち揚げ花火からの衝撃波音を高層大気中で計測できた
ほか、ロケットが音速を超える際の衝撃波音を地上設置のインフラサウンドセンサー群で捉えることにも成功した。
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地域とともに防災力の向上を目指す
北見工業大学 地域と
歩む防災研究センター
センター長

川尻 峻三

かわじり

設立の目的

しゅんぞう

２０１６年北海道豪雨災

害、２０１８年北海道胆振
東部地震など、今、北海道
ではかつて経験したことが
ない規模の災害が発生してい
る。今後はさらなる降雨量
の増加や大規模地震発生確
率の増加など、われわれの
生活に支障をきたす自然災
害の発生が予想されている。
このような背景から北
見 工 業 大 学 で は、 大 学 内
の防災研究に活用できる
リソースを一元化した教
育・ 研 究 を 展 開 す る こ と

図１

地域と歩む防災研究センターの概要

で、 積 雪 寒 冷 地 域 に お け
る防災力向上に貢献するための研究成果
の社会還元を地域とともに行うことを目
的として、地域と歩む防災研究センター
（ 通 称、 Ｓ Ａ Ｆ Ｅ Ｒ： セ イ フ ァ ー） を
２０１９年５月１日に設立した（図１）。
本センターではこれまでの地域との共
同研究を「防災」というキーワードでさら
に一歩踏み込むことで地域の実情に見合っ
た成果の還元を目指す。また、本センター
を核とした教育活動によって、地域の防災
力向上の即戦力となる防災技術者や行政担
当者などの人材を育成・輩出する。

図２

オホーツク地域創生研究パークの全景

北見工業大学だからこそできる防災研究

北見工業大学では、２０１６年より北見市から無償で旧北見競馬場を研究フィールドとして貸与し

ていただき、オホーツク地域創生研究パークとして運用している（図２）
。この研究パークの総面積
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は約３１万５０００ｍ２（札幌ドーム約５. ７個）である。橋、堤防、道路、鉄道などスケールが大
きい社会基盤施設の自然災害に対する耐久性を実験的に調べる場合には、これまでは小さな模型を
作製して、実験室内の水路や振動台で洪水や地震を再現し、被害メカニズムや対策方法について検
討してきた。しかし、小さな模型は小さいが故に重力の問題（模型は小さいので作用する重力の影
響が実物よりも小さい）などがあった。すなわち、真の被災メカニズムを知り、より効果的な対策
方法を検討するためには実大スケールの実験が必要となる。本センターではオホーツク地域創生研
究パークを活用し、社会基盤施設の実物大スケールでの実験と、その成果の早期社会実装にチャレ
ンジしている。

分野間連携と産学官連携による実験河川による洪水実験

近年の豪雨災害で顕在化した被害の一つとして、橋と道路の付け根部の盛り土である「橋台背

面盛土」の侵食・流失と、それに伴う道路陥没である。この道路陥没に気付かず橋台内へ車ごと
落下し、２０１６年北海道豪雨や２０１９年台風１９号でも犠牲者がでた。「橋台背面盛土」はい
わゆる分野間の境界領域となっており、研究が進んでいない領域であった。そこで、まずは防災
研究に活用できるリソースの一元化を図り、多分野の教員・学生が集まり、「橋台背面盛土」に関
する研究をプロジェクト化した。１年ほど実験室内で基本的な実験を行い、その結果の妥当性を
確認するためにオホーツク地域創生研究パーク内に小規模な実験河川と橋梁を構築し、実物大規
模での検証実験に着
手 し た。 図 ３ は 構 築
した実験河川の全景
で あ る。 こ の 実 験 で
用いる高性能なポン
プ車などは国土交通
省北見河川事務所と
北見道路事務所から
協 力 を い た だ い た。
両 事 務 所 と は、 地 域
図３

実験用小規模河川の全景

で の 防 災・ 減 災 へ の
取り組みをより強固

なものし、積雪寒冷地での災害に対するセイフティーネットとして地域社会へ貢献・還元してい
くことを目的とした連携協定を締結している。水路の構築には大規模な土木工事が必要になるが、
これには地元の建設業者の協力があり、研究施設として円滑に工事を行うことができた。このよ
うな産学官連携によって実大規模での検証実験を成功させ、本センターが考案した対策工法は、
現在、北見市内の河川で試験運用されている。

地域から頼られる防災研究センターを目指して

本センターでは、上記以外の研究においても産学官が三位一体となって取り組み、その威力を発

揮している特徴的な研究テーマが多数ある。このような研究成果を早期に社会実装するためには、
最終的には地域のニーズや実情に合わせて修正し、スムースに社会へ浸透させる必要があると考え
る。地域にある大学の特徴を生かした研究成果の創出と社会還元を目指し、常に地域住民の目線に
立ち、寄り添って本センターでの取り組みを進めていく。
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避難所で使用
段ボールとパイプ椅子で
簡易ベッド
防災教育と防災用品の開発の重要性

和歌山大学 客員教授

今西 武

いまにし

たけし

近い将来、３０年以内に約７０％の確率で、南海トラフ巨大地震が発生すると予測されている。

南海トラフ巨大地震が発生すれば、和歌山県は多大な被害を受けることになる。また和歌山県は、
毎年のように台風と集中豪雨に見舞われていて、２０１１年９月４日に発生した紀伊半島大水害で
は多大な被害を受けた。台風は年々巨大化しているようで、記録的な集中豪雨が頻発し、河川の氾
濫や土砂災害の発生が危惧されている。
このようなことから和歌山県では、県庁と各市町村の行政機関や教育機関と自治会や防災関連組
織とが連係し、積極的に防災教育と防災活動に取り組んでいる。筆者は、防災教育プログラムと防
災活動の活性化プログラムの開発に取り組んでおり、避難所生活に必要不可欠な防災用品の開発も
進めている。

避難所生活を少しでも快適に

２０１２年に和歌山県教育委員会の防災教育の担当者から、県内の高校生が災害時に「助けられ

る側から助ける側にシフト」する実践的な防災教育のプログラムの開発と防災用品の開発を依頼さ
れた。そこで以前から温めていた避難所での生活におけるプライバシーを守るために欠かせない
「パーティション」の作製プランとそれを活用した防災教育プログラムを提案し採択された。
「パー
ティション」は、段ボール製品を扱っていて社会貢献活動に熱心に取り組んでいる地元企業の協力
もあり、試作を繰り返した後、小学生でも簡単に設営できるシンプルで簡便なものが完成した。全
ての県立高校に配布され、和歌山県教育委員会が行った「高校生防災スクール（２０１３年～）
」
で防災教育にも取り入れられた。
現在でも防災訓練に使用され、学校、行政、地域の自治会、自主防災組織が行う防災教育や防災
訓練に使用されている。２０１３年６月に特許庁の実用新案を取得し、市販されている。

避難所で使用できる簡易ベッドの開発

「パーティション」の開発を終えた後、避難所で使用できる簡易ベッドの開発に取り組んだ。筆者

には、防災用品の開発を進めていく上で重要視していることがある。それはマーケティングの手法を
用い、ビジネス化できる防災用品の開発であり、あまりコストをかけず身の周りにあるものを有効活
用した防災用品の開発を目指すことである。一見矛盾するようなこ
とであるが、既に市販されている防災用品よりもコストを抑え、誰
もが簡単に扱え、災害時に欠かせない防災用品であれば必ずニーズ
があり、小規模ながら市場として成り立つと考えているからである。
避難所で使用できる簡易ベッド開発のポイントはパイプ椅子の使
用であった。災害時は、学校の体育館が避難所として使用されるこ
とが圧倒的に多い。その体育館の演壇の下には、卒業・入学式など
で使用するパイプ椅子が収納されている。学校の規模にもよるがパ
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（身長１８２ｃｍ）
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イプ椅子は、児童や生徒の人数以上が収納されている。そこでパイプ椅子６脚を使用し、ベッドを
支える主要部分として有効活用しようと考えた。パイプ椅子を使って寝台を床から離すことによっ
て、下部からくる冷気を避けることができるようになる。また部品点数を減らすことによってコス
トを抑えることができるようになり、収納時のスペースも節約できる。
問題は、ベッドで人が横たわる部分をどのような素材にすべきかであった。大人１人の体重を
７５ｋｇと想定して、これを安定して支えることができる素材でなければならないと考えていた。
いろいろな素材を調べてみたが、コスト面から考えて段ボールに行き着いた。そこで前述の企業に
相談したが、段ボール板の生産から商品化まで一貫して自社で行っていることから特殊な強化段
ボールは扱っていないとのことであった。

「イスｄｅベッド」の商品化に至るまで

しかし２０１６年８月に「パーティション」を和歌山大学が開発したことを知っていた地元の運

輸会社から相談があった。その会社は、精密機器を国内外に運輸する際に、外部からの衝撃から守
るために特殊な強化段ボールを使用していて、精密機器の大きさに合わせて強化段ボールを自由自
在に裁断・加工もできるとのことであった。相談内容は「運輸目的以外に強化段ボールを使用した
新商品の開発を模索している、しかし答えが見つからない、何か良いプランはないか？」とのこと
で、筆者と企業、双方のニーズを満たすことができるものであった。早速段ボールとパイプ椅子を
有効活用した簡易ベッドのプランを説明したところ、企業もぜひ商品化したいとの要望があり、開
発と商品化が一気に進み、試作を重ねながら完成した。３枚の段ボール板を重ねて接着していて、
寸法は１８５ｃｍ×９５ｃｍで、パイプ椅子の背を穴に通して使用するため安定しており、使用し
ないときには四つに折り畳んで収納できる。
パ イ プ 椅 子 ベ ッ ド は「 イ ス ｄ ｅ ベ ッ ド 」 と ネ ー ミ ン グ さ れ、
２０１７年５月２７日に特許庁の意匠登録を取得し、市販されるよ
うになった。
「イスｄｅベッド」は、前述の企業努力もあって、従来
の段ボールベッドと比較して簡便で避難所になった体育館にあるパ
イプ椅子を有効活用しており、低価格であることから、購入される
ことが多くなってきている。そしてＮＨＫの全国ネット番組・地元
ローカル局・中央紙・地方紙などの媒体に取り上げられたこともあり、
収納時はパイプ椅子とほぼ同じ
サイズになる

日本の各地で認識されるようになってきている。

今後の展望

筆者は、防災の取り組みとして防災知識を深めることは必要なことであるが、
「私たちは体験し

たことしか実行できない」ことを知っておくことが重要だと考えている。行政の危機関連組織、教
育委員会、学校、自治会、自主防災組織などと協力・連携しながら行われている防災教育や防災訓
練などに「イスｄｅベッド」や「パーティション」などを持参し、訓練の参加者にそれらの設営方
法を伝え、参加者自らが「イスｄｅベッド」や「パーティション」の設営訓練に取り組む、体験型
の防災教育と防災訓練に力を注いでいる。
自然災害が頻発する世の中にあってＩＴを駆使し、最先端の技術を用いた防災関連のシステムと
防災用品の開発が進んでいる。その一方で災害時に必要不可欠となる「イスｄｅベッド」のような
アナログ的な商品開発も同時に進めなければならないと考えている。今後も災害時に被災地最前線
や避難所などで即役立つアナログ的な商品開発に努力を傾けたいと考えている。

2020.2
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特集
Feature

防災減災考

伊勢湾台風６０年

市民防災の集い
大同大学 教養部
准教授

松木 孝文

まつぎ

たかふみ

「伊勢湾台風６０年市民防災の集い」の概要

２０１９年は伊勢湾台風被災から６０年目の節目に当たり、伊勢湾台風関連の様々なイベントが

開催された。中でも本稿で取り上げる「市民防災の集い」は、地域住民を主体として継続的に行わ
れてきたイベントである＊１。２０１９年９月７日に大同大学を会場として開催された「伊勢湾台風
６０年 市民防災の集い」（以下「６０年」
）では、ステージ演奏やシンポジウム、写真展示、映画
上映、体験、模擬店などが行われた。予想以上に多くの来場者を迎え、テレビ・新聞などで報道さ
れたほか、「あいち・なごや防災フェスタ」内の「名古屋市防災表彰」において市長表彰を受けた＊２。
成功といって良い結果であるが、そこに至る道のりには様々な困難が存在した。そうした困難の中
でも、本稿では特に「地域」に焦点を当てたい。

地域社会における関心

地域における「市民防災の集い」の役割としては大きく二つを挙げる事ができる。第一に伊勢湾

台風の「記憶の継承」、第二に「防災知識の伝達」である。相互に関連する重要な役割であるが、
被災当事者の減少と若年の新住民の増加、治水工事の進行などとともに伊勢湾台風のような風水害
は「過去の遺物」と認識され、後者が比較的関心を集めるようになっていた＊３。しかし、２０１８
年の西日本豪雨災害、２０１９年の台風１５号による被害は、伊勢湾台風・風水害への再注目を促
した。外在的要因により、結果的に「６０年」は若年層も含めた地域住民の関心に沿うものになっ
ていたのである。
また、被災から６０年という節目の年であることも関心を集める要因となった。名古屋市南区西
部は伊勢湾台風において特に甚大な被害を受けているが、記憶の悲惨さや、身内を亡くした人への
配慮などから、語る人の口は重くなることがある。しかし「これが最後の機会かもしれない」と
考えた当事者の中には、
一種の使命感を持って
資料や情報の提供を申
し 出 る 人 も 現 れ た。 伊
勢湾台風関連の資料や
情 報 は、 当 事 者 の 死 去
とともにその価値が知
られずに失われること
も多いが、
「６０年」の
実 施 は、 そ の 重 要 性 を
周 知 し 資 料・ 情 報 の 散
逸を防ぐ上でも重要な
「伊勢湾台風 60 年市民防災の集い」内での防災シンポジウムの様子
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意味を持ったといえる。
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「地域」の難しさ

以上の通り、「６０年」を行う意義は大き

く、時宜を得ていた。開催には人員や場所、
資金などを確保する必要があったが、人員に
ついては実行員会に動員力を持つ団体を複数
抱えたことが、場所に関しては大学・企業が
提供することが解決した。のべ３００人以上
の人件費、大学の半分ほどを貸し切りにした
会場代と光熱費は全て無償である ＊４。ただ
し、最低限の運営資金（印刷代・ごみ処理費
等）に関しては地域（小学校区単位で構成さ
れる「学区」）や企業から協賛金という形で
集める必要があった。この過程で「地域」の
難しさ、複雑さを再認識することになる。細
かいエピソードは割愛し、得られた教訓を中
心に以下にまとめたい。
第一に、
「地域」という統合された意思決
定主体が存在しないことである。地縁集団と
しては周辺の三つの学区が影響力を持ち、広
報・協賛金募集にその力は不可欠であった。
ただし以前は存在した「学区に声を掛ければ
学区域内の企業や団体などにもおおむね話が

広報ポスター

通った」ほどの求心力はなく、実行委員は必要額を集めるために、企業や団体、個人に個別の連絡
を取る必要があった。周辺からの来場者も過去に比べると若干少なかったという（一方で遠方から
の来場者が目立った）
。こうした状況について運営側では「災害へ関心の低下」を懸念する声もあっ
たが、改めて振り返ると、その手前に各主体の「孤立」が存在したと考えられる。
第二に、地域における関係の不可視性である。地域には意識すべき慣行や取るべきバランスが存
在する。こうした関係は、利害というよりは情緒、現状よりは過去の経緯を参照して成立している。
そのため、それらを知り得ない外部者や新参者にとって地域は不可視かつ触れられないものとなる。
また、各主体の孤立が進むと、古
くからの地域住民にとってすら不
可知の部分が増えていく。見えな
い、従って交渉もできないという
難しい状況だが、
「６０年」にお
いては実行委員に多様なメンバー
（委員会は５０人以上の規模にま
で膨らんだ）が存在したことが功
を奏した。例えば「実は実行委員
の誰かが親しい相手であった」と
いう偶然に度々助けられることに
実行委員会の様子

なったのである。
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実際、実行委員会は商店街、非営利団体、企業、区役所、自衛隊、消防、学校など、異質な人間
の集まりであり、様々なコネクションを柔軟に活用できる状況にあった。一方で主張や理念には相
違があったが、「思想信条は命が助かった後で」といった言い回しがしばしば冗談めかして（その
実真剣に）用いられ、大きないさかいもなく実行委員会はその役割を全うした。

「地域」の再構築

「６０年」は当初設定されていた伊勢湾台風の記憶の継承・防災知識の伝達のみならず、その他

にも様々な成果をもたらした。いずれも重要な成果であるが、実施前に意図しなかった変化を一つ
挙げるとするならば、それは「地域」の存在感の増大である。
「地域」という言葉は身近さ・親密
さを想起させるが、そうしたケースはむしろ稀（まれ）である。諸個人・諸団体が協働するという
経験は、互いのパーソナリティ・リソース・ニーズなどを知り、互いを、空間を共有する隣人とし
て位置付ける契機となったといえよう。
大同大学においても現在、「６０年」のつながりを生かし、地域を「面」として巻き込む社会実
験や教育、防災、まちづくりの試みが展開している。無論、以前から地域連携は行われてきたもの
の、それは地域に「点」として存在する組織・企業などとの連携であった。
「面」としての地域連
携はまだ端緒についたばかりである。この「面」としての地域連携に関しては、今後試行錯誤を繰
り返しながら進めていくことになるだろう。
＊1

名古屋市ウェブサイト“名古屋市防災表彰（市政情報）”
http://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/page/0000121106.html（accessed 2020-02-15）
＊2

被災後４０年（１９９９年）、４５年（２００４年）、５０年（２００９年）、５５年（２０１４年）、６０年（２０１９年）の計５回開催。
ただし、６０年という節目に当たり、開催規模・実施体制は過去に例を見ないものとなった。
＊3

「市民防災の集い」とは別に、学区・名古屋南医療生協・大学の共催で「防災シンポジウム」が開催されているが（２０１９年度は「６０
年」内にて開催）、参加者の関心は地震・津波に偏り、台風・洪水・高潮等への関心は低いという状況が続いていた。
＊4

会場費については不明であるが、人件費は（最低賃金で計算して）約１８０万円に上る。なお、最終的に集まった協賛金は（物品を除き）
約１５０万円である。
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学金連携による
地産都消プロジェクト

東京海洋大学 産学・
地域連携推進機構 准
教授

勝川

かつかわ

俊雄

としお

地産都消とは

国立大学法人東京海洋大学（海洋大）は、水産海洋の研究と教育に特化した大学である。全国の

水産地域・企業から寄せられてくる相談の中で、食材を通した都市部と産地との交流事業を「地産
都消事業」と呼び、東京に本部を持つ大学の特色を生かした地域貢献として推進している。

学金連携の経緯と可能性

海洋大は２００５年に東京東信用金庫（ひがしん）と協定を締結し学金連携に取り組んでいる。

産学金連携の成果である深海探索機・江戸っ子１号が、第１２回産学官連携功労者表彰において、
内閣総理大臣賞を受賞するなどの実績を重ねてきた。学金連携をさらに推進するために、２０１６
年にひがしん本店内に東京海洋大学東向島オフィスを開設した。新しい学金連携のテーマとして選
ばれたのが、宮城県気仙沼市と東京都墨田区をつなぐ地産都消プロジェクトである。
海洋大では、東日本大震災復興支援の一環として２０１２年に気仙沼市と包括連携協定を結び、
市内に「東京海洋大学三陸サテライト」を設置して活動を展開してきた。ひがしんは、信用金庫（信
金）のネットワークを活用して震災復興支援を進める中で、地元の気仙沼信用金庫との人的関係を
構築していた。こういった経緯から、海洋大、ひがしん、気仙沼信金の三者が連携し、気仙沼と東
京を結ぶ地産都消プロジェクトがスタートした。
大学は研究や教育のリソースは豊富だがビジネスの現場には必ずしも精通していない。一方、信
金は、地元の顧客企業との間にネットワークが構築されており、事業性の評価や資金調達戦略など
のノウハウを持っている。得意分野が異なる大学と金融機関が有機的に連携することで、より質の
高い地域貢献が可能になる。
地産都消プロジェクトにおいては、大学が中心になり、水産物の価値や産地の情報を東京の消費
者に伝える教育活動を行うのと並行して、両信金がそれぞれの顧客である加工流通業者と飲食店を
つなぎ、黒字で回るビジネスを育てるような方向を模索している。

プロジェクトの概要

本プロジェクトは、特定の予算を持っているわけではない。参加者持ち出しで事業を進めてい

る。身の丈に合った規模の活動から始めて、試行錯誤をしながら、徐々に活動を広げてきた。月
に一度のペースで、海洋大の三陸サテライトと東向島オ
フィスをつないで、ビデオミーティングを開催してい
る。ノートパソコン、ウェブカメラおよびプロジェク
ターを両オフィスに設置し、ランニングコストがかから
ないシステムを構築した。和気あいあいとした雰囲気
で、雑談を交えながらミーティングを行っている。
ミーティングは、来るものは拒まず、去る者は追わず
というポリシーで運営している。これまでにも墨田区、

ウェブ会議の様子
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気仙沼市、加工業者、飲食店経営者など、当プロジェクトに関心を示してくれた人には積極的に参
加してもらっている。一方で、関心が薄れてきた人を、無理に引き留めることはしない。結果とし
て、このプロジェクトに意義を感じて、主体的に関わってくれる人が集まる場になった。
活動事例①

魚食教育活動「地産都消プロジェクト

さかな大好き！」

墨田区の食育を担当している部署の職員の提案で、保育園児を対象にした魚食教育イベント「さ
かな大好き」が２０１７年から毎年行われている。
「子どもに
こそ本物に触れてもらいたい」という考えから、気仙沼のベ
テラン漁労長の話を園児に聞いてもらい、本物の漁具や魚に
触れてもらった後に、給食で気仙沼の新鮮な魚を提供した。
食育のコンテンツは大学が主に準備をし、信金は原材料の調
達や当日の運営などを担当した。
イベント当日の給食で提供したメカジキのコロッケは園児
からおいしいと評判で、「もう一度食べたい」というリクエス
トが多く寄せられ、卒園前にも再度給食メニューに取り入れ
られた。さかな大好きは保護者からの評判も良く、年に１～
２回のペースで、今後も継続していく予定である。また、墨
田区の小学校を対象とした魚食プログラムについても現在検
討中である。
活動事例②

さかな大好きの様子

産地と飲食店のマッチング

信金のネットワークを活用して、気仙沼の水産物の東京での販売促進に努めている。ひがしんの
顧客である墨田区の飲食店が参加して、
「気仙沼フェア」を開催した。フェアに参加した８店舗に
サンプルとなる気仙沼産メカジキを提供して、メニュー開発や顧客へのアンケート調査を行った。
店頭にはメカジキののぼりも配置して、産地である気仙沼をアピールした。期間限定、数量限定の
企画であったが、顧客からのリアクションも良く、３店舗がフェア終了後も一般メニューに気仙沼
産のメカジキを取り入れることになった。
今後は、アンケートで得られた情報を基に戦略を練り、飲食店に適切な食材を供給し、販売促進
支援を行うための体制作りを推進したい。流通やマーケティング戦略など、様々な観点から、大学
としても貢献する予定である。また、大学の所有する加工技術の知財などを活用して、飲食店に使
いやすい形態で原料を供給するような仕組みも模索している。

今後の展望

地産都消プロジェクトは４年目に突入した。産地と消費地の持続可能な関係を構築するという目

標に向けて、着実に進んでいる。大学と金融機関は組織文化が大きく異なるので、有機的な連携を
行うには相互理解のためのそれなりの時間が必要になる。短期的なアウトプットを求めずに人間関
係の構築を重視したことは、結果として近道だったように思う。
地産都消プロジェクトは、学金連携で地方創生を支援するユニークな事例として注目が高まって
おり、
「気仙沼シャーク地産都消プロジェクト」が、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局
の２０１８年度「地方創生に資する金融機関等の『特徴的な取組事例』
」に選出された。社会的な
期待に応えていくために、今後も学金連携の可能性を模索していきたい。
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上山堀切川モデルによる地域産業振興
はじめに

地域産業の振興には、わが国の企業数の９９．
７％を占める中小企業＊＊１がイノ

ベーションを継続的に創出することが必要である。中小企業は経営資源に限りがあ
り、一般的には単独でイノベーションを創出することは難しく＊＊２、他との連携＊＊３、
すなわち産学官連携が必要となる。中小企業が産学官連携により、イノベーショ
ンを次々と創出している取り組みとして、東北大学大学院工学研究科堀切川一
男教授（２０２０年１月２９日現在、企業と産学官連携で１８１件の新製品を
開発

）を核とする支援チームが、希望する中小企業と新製品などのイノベー

＊＊４

ションを創出している仙台堀切川モデルがあり＊＊５、６、７、福島堀切川モデル＊＊８、９、
宮城おおさき堀切川モデル＊＊１０へと展開している。本稿では、２０１７年度から
スタートした山形県上山市での堀切川教授の取り組みを紹介する。
本稿では、イノベーションは新たな経済的価値を創造することと定義し、新製
品や新サービスを開発し、市場で流通させること、自社製品開発により自社の強
みのＰＲから新たな受注を確保することなどを含めることにする ** ３、６、１１。

先行した三つの堀切川モデル
１．仙台堀切川モデル

２００２年、わが国は知財立国を目指すことを表明し、産学官連携が活発化
し、２００３年に東北大学総長、東北経済連合会会長、宮城県知事、仙台市長の
４者によるトップ会談「産学官連携ラウンドテーブル」が開催され＊＊１２、東北
大学が産学官連携により地域貢献をすることが合意され、東北大学教員を兼務で
宮城県と仙台市へ派遣することになった。仙台市は２００４年４月から複数の東
北大学教員を地域連携フェローとして迎え＊＊３、６、その１人が前職山形大学工学
部助教授時代に長野オリンピック日本ボブスレーランナー「長野スペシャル」や
米油製造後の脱脂ぬかから硬質多孔性炭素材料を原料とする
「ＲＢセラミックス」
などを地域中小企業と産学連携で開発した堀切川教授である＊＊１３。
堀切川教授の仙台市地域連携フェローの活動内容はスタート時に決まっておら
ず、堀切川教授と財団法人仙台市産業振興事業団（２０１２年公益財団法人へ移
行＊＊１４）ビジネス開発ディレクター村上雄一氏と仙台市産学連携推進課担当者

亜細亜大学 都市創造学部
教授

林

はやし
＊＊ 1

聖子

せいこ



中 小 企 業 庁：2019 年 版 中
小企業白書
（https://www.chusho.
meti.go.jp/pamflet/
hakusyo/2019/PDF/
chusho/00Hakusyo_
zentai.pdf）
（accessed
2020-02-15）
＊＊ 2



D.North et al. : Public
Sector Support for
Innovating SMEs, Small
Business Economics,
16(4), 303-317, 2001.
＊＊ 3



林聖子：地域産業振興を促
進する中小企業のイノベー
ション創出支援機能，都市
創造学研究，創刊号，101115，2017．
＊＊ 4



2019 年 11 月 29 日、2020
年 1 月 29 日 堀 切 川 一 男 教
授へのヒアリング
＊＊ 5



との新製品開発を行うことになった。この活動を、２００６年、筆者が堀切川教

林聖子：仙台堀切川モデル
の成功シナリオに学ぶ産業
支援機関の産学連携による
地域振興，産学連携学会第
4 回 大 会 講 演 予 稿 集，1819，2006．

授と相談の上、産学連携学会で「仙台堀切川モデル」と命名した＊＊５。堀切川教

＊＊ 6

の支援メンバーで検討し、御用聞き型企業訪問、寺子屋せんだい（堀切川教授な
どコーディネートによるサロン形式のセミナー＊＊１５）
、希望する地域中小等企業

授を核とする支援チームと地域中小等企業は活動開始年度より開発実績を挙げ、
高圧絶縁電線自動点検装置「ＯＣランナー」＊＊７、ＲＢセラミックス粒子配合ソー
ル材を用いた耐滑サンダル＊＊７、入院患者用安全サンダル「安全足進」
、食品加



林聖子：仙台堀切川モデル
―地域中小企業との産学連
携成功の秘訣，産学官連携
ジ ャ ー ナ ル，3(10)，1013，2007．
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工・厨房用の超耐滑スニーカー「シェフメイトグラスパー（２０１３年度経済産業
」など、２０２０年１月２９日までに
省ものづくり日本大賞（優秀賞）受賞＊＊１６）
仙台堀切川モデルの活動で５５件（広域連携含む）の新製品を開発している＊＊４。
堀切川教授はこの活動当初から「時間とお金をかけずに地域企業の実用化を達
成する」というミッションを自らへ課し、事業化成功率を高めるポイントとして



林聖子，田辺孝二：地域中
小企業のイノベーション創
出を促進する仙台堀切川モ
デ ル の 考 察， 産 学 連 携 学，
7(1)，31-41，2010．
＊＊ 8



化を行う」を挙げている＊＊１７。

林聖子，田辺孝二：震災復
興支援のための福島堀切川
モデル，研究・技術計画学
会 第 28 回 年 次 大 会 講 演 要
旨集，639-642，2013．

2．福島堀切川モデル

＊＊ 9

「開発前に商品名を決める」と「ミニマム目標を定め、その段階で初めての事業

堀切川教授は、２０１２年１２月復興庁の要請により第６回復興推進委員会で
東日本大震災後も産学連携で地域企業と新製品を開発していることを説明したと
ころ、福島県幹部（現県知事）から依頼があり、２０１３年１月から福島県での
講演会や企業訪問を始め、２０１３年４月に福島県地域産業復興支援アドバイ
ザー（２０１７年４月から福島県地域産業復興・創生アドバイザーに名称変更）
に就任した。ふくいろキラリプロジェクトとして＊＊１８、福島県内の産業支援機
関と連携しながら当初は意識改革支援のためのセミナー
（２０１６年度ごろまで）
を開催し、御用聞き型企業訪問による新製品開発等支援を行い、
「ばっぱ鎌」や
「ＮＡＮＯ－ＧＵＩ（ぐい呑み）
」などの新製品が継続的に生まれている。この活
動を２０１３年筆者と田辺が「福島堀切川モデル」と研究・技術計画学会（現研究・
イノベーション学会）で命名した＊＊８。堀切川教授、サブアドバイザー、福島県担
当者、各地域の産業支援機関担当者、発明協会（途中から参画）
、事務局（株式会
社山川印刷所）で支援チームを構成し、企業を訪問し、堀切川教授が新製品開発
などのアドバイスを行い、フォローアップは各地域の産業支援機関が行っている。
３．宮城おおさき堀切川モデル
地元大企業の生産拠点が海外へ進出し、下請け中小企業の業務量が減少した
宮城県大崎市では、特定非営利活動法人未来産業創造おおさき（以下「ＭＳ
Ｏ」
）が発足し＊＊１９、地元大企業の研究所などに勤務していた加藤義徳氏が統括
コーディネーターとなり、市内企業数百社を訪問し、集中特定支援企業を決め、
加藤氏の要請で堀切川教授を核とする「ものづくり課題解決研究会 ＊＊２０」が
２０１４年に立ち上がった。研究会当日や翌日に、堀切川教授とＭＳＯの加藤氏
と大崎市と東北経済産業局（２０１４～２０１７年度）が地域中小企業を訪問し、
堀切川教授が新製品開発などのアドバイスを行い、フォローアップを加藤氏が行
う取り組みで、２０１５年筆者が産学連携学会で「宮城おおさき堀切川モデル」
と命名した＊＊２１。おおさき産業フェアでは２０１５年度から
「Ｄｒ．ホッキー賞」
を開催し、出展製品・技術を堀切川教授が審査、表彰し、受賞製品は世界的イベ
ントでの展示や大手企業との連携なども具現化している＊＊２２。

上山堀切川モデル

三つの堀切川モデルが進展する中、２０１６年度山形県上山市商工課長が自治

大学校で堀切川教授の講義に感銘し、同年１０月２５日筆者がプロジェクトマネ

20

＊＊ 7
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林聖子：福島堀切川モデル
による震災復興支援（特集
２－大震災から 3 年 挑戦が
拓 く 産 業 復 興 ）， 産 学 官 連
携ジャーナル，10(3)，4244，2014．
＊＊ 10



林聖子：地域中小企業振興
を促進する宮城おおさき堀
切川モデル，産学連携学会
第 13 回 大 会 講 演 予 稿 集，
131-132，2015．
＊＊ 11



林聖子：中小企業のイノベー
ション創出への公的支援に
関する一考，研究・イノベー
シ ョ ン 学 会 第 31 回 年 次 学
術 大 会 講 演 要 旨 集，353355，2016．
＊＊ 12



林聖子，堀切川一男：仙台
堀切川モデルの発展要因と
なる新たなる制度設計，産
学連携学会第 5 回大会予稿
集，152-153，2007．
＊＊ 13



堀切川一男：プロジェクト
摩擦 tribologist －「米ぬか」
で つ く っ た 脅 威 の 新 素 材，
講談社，東京，2002．
＊＊ 14



https://siip.city.sendai.
jp/z/01.html（accessed
2020-02-15）
＊＊ 15



https://siip.city.sendai.jp/
o/04/01_2.html（accessed
2020-02-15）
＊＊ 16



https://www.monodzukuri.
meti.go.jp/backnumber/
05/index.html（accessed
2020-02-15）

ジ ャ ー と し て 企 画 し た「 第 ４ 回 も の

＊＊ 17



交換会を行い、翌６月２日には交流セ

堀切川一男：新しい地域産学
官連携スタイル「仙台堀切川
モデル」及び「福島堀切川モ
デル」の概要，
「ものづくり
強化方策について―アイディ
アの具現化等（講演）
」第４
回ものづくりトップマネジメ
ントセミナー ｉｎ 石巻（東
北経済産業局令和元年度地域
中核企業ローカルイノベー
ション支援事業（とうほく自
動車関連部素材産業競争力強
化事業）
，2019.11.28．
（講
演配布資料）

ミナーで講演し、新製品開発に意欲が

＊＊ 18

づくりトップマネジメントセミナー
ｉｎ 上山市」での堀切川教授の講演
より ＊＊２３、上山市は仙台堀切川モデル
のような活動の実施を切望した。
２０１７年４月堀切川教授は「上山
市産業振興アドバイザー」に就任し、
同年６月１日上山麺類食堂組合と意見

あり、堀切川教授の企業視察、課題聞
き取り、試作や販売助言などを希望す
る参加企業を募った＊＊２４。参加希望企
業などへ堀切川教授と上山市商工課企
業誘致推進室職員１人が年５回１０日
間訪問し、自社技術発信のための新製



http://fukuiro-kirari.jp/
index.html（accessed
2020-02-15）
写真１

さくらんぼ種とり機チェリースター

出典：https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/
uploaded/attachment/11098.pdf（accessed 202002-15）

＊＊ 19



http://www.mss-osaki.
com/index.html
（accessed 2020-02-15）
＊＊ 20



東 北 経 済 産 業 局 平 成 26 年
度新産業集積創出基盤構築
支援事業「とうほく自動車
部素材産業強化事業」の再
委託事業

品開発を堀切川教授が支援するこの活
動を「上山堀切川モデル」と命名する。
２０１７年度から２０１９年１１
月末までに企業訪問は延べ回数８５

＊＊ 21



らんぼ種とり機「チェリースター」は

林聖子：地域中小企業振興
を促進する宮城おおさき堀
切川モデル，産学連携学会
第 13 回 大 会 講 演 予 稿 集，
131-132，2015．

山形エクセレントデザイン２０１７

＊＊ 22

回、 同 一 企 業 を 複 数 回 訪 問 ア ド バ イ
ス し、 試 作 品 開 発 は も と よ り、 さ く

に入賞し

＊＊２５

（写真１）、ドリンクホ

ルダー「ＹＯＫＯＺＵＮＡ」＊＊２６ はす
でに販売されている

。２０１９年

＊＊２４

写真２

上山そばたく＊＊ 27

出典：参考文献＊＊ 27

度には堀切川教授と上山麺類食堂組合と市内食品製造業者が共同して、地元産
たくあん漬けと地元産そばの実と大豆ミートを組み合わせた「上山そばたく」
（写真２）を開発し、市内飲食店で新メニューが考案提供されている＊＊２７。
２０１９年４月かみのやま温泉ＩＣ（インターチェンジ）が開通し、上山市は
「かみのやま温泉インター産業団地」を分譲中である＊＊２８。堀切川教授は地域中
小企業が自社製品開発により技術力を発信し、ものづくりサプライヤー集団存在
のＰＲが「かみのやま温泉インター産業団地」の企業誘致ににつながり、地域産
業の振興を望んでいる

＊＊４

。

まとめ

上山堀切川モデルは、人口約３万人の都市で堀切川教授と市の担当者１人で地

域中小企業を訪問し、イノベーション創出を支援するコンパクトな取り組みで、
４地域での堀切川モデル各支援の仕組みの差異は図１の通りであり、新商品たる
イノベーションが継続的に創出されている。地域企業の課題解決を、堀切川教授



http://www.mss-osaki.
com/pdf/fea2019/2019_
a4v2.pdf
（accessed 2020-02-15）
＊＊ 23



堀切川一男：「ものづくり力
強化のための方策（講演）」，
第４回ものづくりトップマ
ネ ジ メ ン ト セ ミ ナ ー in 上
山市（東北経済産業局平成
26 年度新産業集積創出基盤
構築支援事業「とうほく自
動車部素材産業強化事業」），
2016.11.25.
＊＊ 24



2019 年 12 月 20 日上山市
商工課企業誘致推進室ヒア
リング
＊＊ 25



http://daito-seimitsu.jp/
（accessed 2020-02-15）
＊＊ 26



http://pressya.com/
publics/index/11/
（accessed 2020-02-15）
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が他の堀切川モデル地域の企業に橋渡しする広域連携も始まっており＊＊４、堀切
川モデルの横展開による一層の地域産業振興が期待される。

＊＊ 27



http://www.yamagatamen.com/shibuinfo/%E6
%96%B0%E5%90%8D%E
7%89%A9%E3%81%AE%
E9%96%8B%E7%99%BA
（accessed 2020-02-15）
＊＊ 28



https://www.city.
kaminoyama.yamagata.jp/
uploaded/attachment/
11098.pdf
（accessed 2020-02-15）

図１

四つの堀切川モデルの仕組みの差異

出典：参考文献 3,5,8,9,10 を参考に筆者作成
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リポート

産×学連携

Report

クリーンテック技術展の開催

～企業とアカデミアのブリッジ役を目指して～
名古屋商工会議所 産業
振興部 モノづくり・イノ
ベーションユニット長

佐藤

さとう

航太

こうた

産学連携をコンセプトに環境貢献技術を集めた展示会を開催

去る２０１９年１１月１９日、ベンチャー・スタートアップのインキュベーション施設として新た

＊１
にオープンした「なごのキャンパス」
にて、
「産×学連携＜クリーンテック＞技術展」を開催した。

この展示会は、公益財団法人名古屋産業科学研究所＊２の協力を得て、近年急速に関心が高まって
いる地球温暖化、温室効果ガスの排出削減を背景に、脱炭素、省エネ、水浄化、リサイクルなど、
持続可能な循環型社会の実現に資する技術シーズを企業や大学アカデミアが持ち寄り、製造業の企
画・開発部門の担当者や共同研究先を探す大学関係者に広く紹介するマッチングイベントである。
当日は中部地域を中心に全国のメーカーやアカデミアが４０の技術シーズを展示。大気中の二酸
化炭素を分離・回収して新たな用途で活用する技術や電気自動車（ＥＶ）のバッテリー負荷を低減
する技術、水素社会の実現に関する周辺技術などが紹介され、来場者とのマッチングを目指した。

環境問題への意識の高まりを受けて

２０１５年に国連で「パリ協定」が採択され、
「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
」が定められ

て脱炭素社会に向けた社会・経済システムの変革は不可逆的な流れとなりつつある。実際、
「ＲＥ
１００」＊３への参画など、脱炭素に向けた取り組みを始める企業は海外を中心に着実に増えており、
「ＥＳＧ投資」＊４も意識されるところである。グローバルに事業展開する企業が多い中部地域では、
サプライチェーン全体を通じた温室効果ガス排出削減の観点から、各社では、製造工程で排出され
る二酸化炭素の削減や、よりエネルギー効率の高い生産プロセスなど、その対応を模索していると
ころである。
こうした動きを受け、今回のイベントでは特に環境関係に限定し、シーズを募集し、ポスター・
機器の展示による技術紹介を行った。また併催イベントとして、経済産業省の推し進める「カーボ
ンリサイクル」＊５に関する施策情報の提供、脱炭素に関する世界動向の紹介、産学官で研究を進め
る企業の先行事例を伝える各種セミナープログラムを実施し、来場者の方に幅広く情報収集いただ

2020.2
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けるようにした。
さらに、出展内容への理解を促し、来場
者との距離を近づけるために、出展者による
ピッチイベントを実施した。これは、同種の
事業を実施してきた経験と反省からで、出展
内容が専門的過ぎて難解だと、幅広い領域か
ら参加する来場者には展示内容の想定用途が
イメージできず、せっかくのマッチング機会
を逃してしまうケースがある。
そこで今回は、製造業や金融業から有識
嶋尾正名古屋商工会議所副会頭／環境・エネルギー委員長
（大同特殊鋼株式会社 代表取締役会長）

者をコメンテーターとして招へいし、出展者
のプレゼンテーション後にコメントや代表質

問するプログラムを入れた。限られたプレゼン時間の中で、出展者は専門的な内容をかみ砕いて説
明する。そして有識者のコメンテーターからは将来の展望や応用可能性についてコメントをいただ
く。質問があれば、具体的に補足する。こうしたやり取りが来場者の理解を促し、興味を持った提
案者の出展ブースへ訪問する流れができる。
結果、当日は約４００人もの来場者があり、
「自動車部品メーカーと早速面談のアポイントが
入った」など、具体的な成果を挙げた出展者もいるほか、研究者からは「他分野の方とディスカッ
ションができ、学会とは違う刺激を受け大変有意義だった」との声を得た。日ごろの事業領域とは
異なる分野で活躍する方々の言葉をうまく翻訳し、つなぐことができたと感じている。

企業とアカデミアをつなぐ存在として

中部地域がモノづくりの技術基盤を保ち、継続して競争力を維持し、強化していくためには、国

際的な潮流に遅れを取ることなく、常に変化に対応する柔軟性が必要である。そこには企業の力だ
けでなくアカデミアと連携し、社会課題を横断的に解決する姿勢が求められている。
産×学連携＜クリーンテック＞技術展の来場者アンケートの結果を見ると、環境問題に対して
「至急対応しなければならない」と危機意識を高く持つ企業がいる一方で、
「社内での意識がまだま
だ低い」と社内課題を指摘する企業も多いようである。今後も、地域の経済団体として何ができる
か日々考え、企業とアカデミアとの「橋渡し役」を担えるよう積極的な取り組みを続けたい。
＊1

「次の１００年を育てる学校」をコンセプトに、ベンチャー・スタートアップ企業を支援する複合インキュベーション施設。旧那古野
小学校跡地を活用しており、プライベートオフィスやシェアオフィスのほか、様々な交流を生み出すイベントスペース（コワーキング
スペース・体育館等）もある。
＊2

中部地区を中心に、産業界の技術の発展に貢献する産学官連携支援活動、産業に関する学術研究のほか、大学や研究機関等における技
術に関する研究成果の産業界への移転事業、先端技術分野の人材研修事業を実施。
＊3

事業活動によって生じる環境負荷を低減させるために設立された環境イニシアチブ。事業運営に必要なエネルギーを１００％、再生可
能エネルギーで賄うことを目標とする。「Renewable Energy 100%」の略。
＊4

従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会（Social）・企業統治（Governance）の要素を考慮して行う投資。
＊5

化石燃料の利用に伴う二酸化炭素の排出削減に向け、二酸化炭素を新たな資源と捉え、再利用する取り組み。

24

2020.2

リポート

Report

学生広報部と社会連携のシナジー
学生による部員を広報部の要員とし、学内の広報宣伝活動を学生に任せている大学がある。
全国的にも珍しいこの取り組みは、社会連携ともシナジーをもたらしている。
（本誌編集長

事務職員の仕事も学生が関わる
鹿児島県霧島市の都築教育学園第一
工業大学は昨年４月、工学部から独立
した航空工学部を新設、２学部として
スタートした。新たな学部設置に伴い
学外に大学の良さを伝え、入学者を増
やす目的で「学生広報部」を立ち上げ
た。大学組織である「広報部」にぶら
下がるれっきとした学内組織だ。
部員は、取材と記事作成がメインだ
が、学生広報部員自らオープンキャン

山口泰博）

る。同大学はそれらと異なり、学内組

小規模ゆえに産学連携など社会連携

織においても学内の広報宣伝に対する

にも行き届いていなかったが、地域課

最高機関とする。そして学友会（学生

題や共同研究などの相談も寄せられよ

会）と同列に扱いながら、他大学と違

うになった。

うのは、鹿児島県の最低賃金を基準と

建築デザイン学科４年で、広報部学

した対価を受け取る責任ある業務とし

生広報部長の麻生大雅氏（写真左）は、

て本来事務職員がこなすべき仕事を学

地元で就職が決まっていたが、国立の

生が担っている。

大学院大学に進学し地域連携を学び、

８人の部員は、取材先を大学の外と

卒業後は鹿児島に戻りたいと言う。ま

中に分担し、写真撮影と執筆を担当。 た、同３年で部長補佐の金枝秀憲氏
掲載するウェブサイトの特徴を高める （写真右）も卒業後は、地元の熊本へ
ため、ＡＲ（拡張現実）専用の撮影担

パスの受付、誘導なども行い主体的に

当も加え、志望者を意識した工夫を凝

トは全国の大学が力を入れ定期的に実

り、広報部が指導し、マスコミ対応な

帰り地域貢献の力になりたいと話す。

運営。学生目線で高校生を案内する。 らす。とは言うものの、何の制約もな
この志望者を増やすための一大イベン く全て自由ではない。そこは組織であ
施しているのだが、学生広報部が「仕切
り」
だしてからは、訪れる高校生からも、
近い年代の学生が説明してくれるのは

どは大学が対応する。

デメリットをメリットに

分かりやすいと評価も上々だという。
大学には、学内新聞やＳＮＳ（ソー

大学の規模によって体制も異なる

シャル・ネットワーキング・サービ

が、大学広報は教員やマスコミ出身の

ス）などインターネットを発信媒体に

教員が運営し、事務部門がその業務を

した、学生主体の広報系サークルがあ

担う場合が多いが、組織立っているの
は規模の大きな大学に限られる。同大
学は、学生数１, ０００人ほどの小規
模大学である。要員に学生を充てるこ
とで小規模ゆえのデメリットをメリッ
トに変えたといえる。
仕掛け人でもある、広報部長兼社
会・地域連携センター長の福山厚子教
授（写真中央）は「地方は人と人との
つながりが強く、常々社会貢献活動の

大学が用意した授業と短期間のイン
ターンシップ、そしてアルバイトで過
ごす学生生活が一般的だとすれば、学
生広報部は、大学を「伝え」、地域と
のつながりを深めるハブ機能となり始
めたようだ。
ＳＮＳで誰もが気軽に情報発信が可
能になったいま、社会に情報を発信す
るにはメディア、情報、ＩＴといった
三つのリテラシーが必要だ。表現、法
律や社会背景も絡んでくる。まかり間
違えば、非難や中傷され、組織として

一環で、地域の人と交流のあった学生

傷を負うリスクもある。そのようなこ

企業や自治体、団体へも大学の広報と

ワークを広げられる。やがて１年、緒

は地域からの信頼が元々ありました。 とも含め、学生には社会に出る前に筋
学生が学外で取材を始めてから、地元 書きのない社会体験ができ、ネット
して行くので、学生時代に社会を知
り、つながりが持てます」と人材育成
にも一役買っているようだ。

に就いたばかりかと思えば、大学の規
模だけでは計り知れない、社会連携と
広報が地方の風になりそうだ。
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海外

Overseas

自力で海外の大学からインターンを受け入れる
中小企業
人工水晶を使うニッチな市場を国内で取り合うより、海外に進出して市場を広げようとする中小企業がある。
その戦略は、自力で海外の大学生を受け入れて採用し、共同研究やビジネスパートナーも開拓する。
（本誌編集長

水晶を自在に操る

よって『部品屋』からの脱却を図りた

厚み）を制御するには水晶が必要だ。
それらの製品を開発するピエゾパー
ツ株式会社（東京都八王子市）は、水

学生を受け入れた。米国を選んだのは

い」
と今では本社８人、新潟工場１３人、 企画や販売力の不足を埋めるためや

メガネやカメラなどのレンズには、 台湾ブランチ２人、マレーシアブラン
＊２
薄い膜が何層か重ねられている。その チ１人（モナッシュ大学 マレーシア
膜厚（塗料やめっきなどを含む被膜の

山口泰博）

マーケティングや企画といった学生の
アイデアを期待したからだ。

校に出向中）とアジア市場でマーケティ
ングや共同開発拠点を構築してきた。

とにかく行ってみよう

晶加工で人の感知できないナノレベル
を振動で感知する水晶センサーを操る
数少ない企業だ。
国内では光学機器メーカーが主な取引

距離感のある海外進出は中小の町工
場にとってハードルが上がる。「イン
ターネットが発達しても、信頼関係は

先で、需要が限定的な膜厚モニターは、 会ってこそ。実際に見て聞いてコミュ
２～４社がニッチな市場を取り合ってい

ニケーションしないと。とにかくやっ

る。そこで同社は主力の膜厚モニター水

てみよう…です」早川社長のフット

晶（写真）や圧電素子に加え、最近では

ワークの良さに驚く。

ＱＣＭ＊１センサーや回路を活用しパソ
コンで見える化した。工夫を重ねる。

その言葉通り、海外進出も共同研究
もインターン生受け入れも自力で果た
した。平均すると、毎月１度は米国と
台湾、マレーシアを飛び回る。そこに
は前職の半導体製造装置メーカー時代
に、台湾や韓国など海外出張の経験が
生きている。

ＱＣＭは、水晶振動子の発振を利用し
て分子の質量を計測する手法だ。電極表
面に物質が付着するとその質量に応じて
共振周波数が変化する。この性質を利用
し、ナノレベルの質量感知を可能とし超
微量の質量センサーとして機能する。
近年はスマートフォンにカメラが装備
され、その市場は爆発的に増えたが、国
内の量産工場は中国に移り、有機ＥＬ
ディスプレイが増えた。主要取引先も中
国や台湾、韓国のメーカーへと変わる。

モナッシュ大学から受け入れ
海外の大学とのインターン生受け入
れは３人目を数える。１人目を受け入
れるきっかけは２０１６年。独立行政
法人日本貿易振興機構（ジェトロ）の
スキームでベトナムから日本語が堪能
だった女子学生を２カ月間受け入れた。
しかし手続きや報告書などの事務作業

さらに３年前から共同開発先のモ
ナッシュ大学から、楊栄禄（ヨウ・エ
イロク氏＝写真右）を受け入れた。大
学に日本へのインターンシップ希望を
出していたヨウ氏だが、過去に実績が
なかったことから実現できず早川社長
に直談判したという。ヨウ氏は、大学
の公式インターンシップではないこと
もあり、冬休みを利用し渡航費も自分
で負担した。ヨウ氏のひた向きな思い
に早川社長は、住まいにと自宅の一室
を提供。ホームステイしながらのイ
ンターンシップを経て大学を卒業し、
２０１９年１２月から正式に入社した。
水晶を発振させるには電気系回路も
重要で、これまで電気系回路は外注し
ていたが、ニッチな仕様で思うように
いかなかったという。電機系エンジニ
アを目指していたヨウ氏の採用に早川
社長は「仕事に対する姿勢が素晴らし
い」と大絶賛だ。
＊１

ＱＣＭ：Quartz Crystal Microbalance

の煩雑さが身に染みたという。そんな （水晶振動子マイクロバランス）

理由もあって２度目からは、早川社長 ＊２
代表取締役の早川祐介社長（写真左） 自ら大学を訪問しパートナーを探した。 モナッシュ大学（Monash University）は、オー
ストラリアのクレイトンに本部を置くビクトリ
は「どれも超ニッチ市場で、零細でも
そして２０１８年７～８月の２カ
海外に出て行かないと…。海外進出に
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月、テキサス大学ダラス校から１人の

ア州立の大学。オーストラリアに６、マレーシ
アに１、南アフリカ１と８キャンパスがある。

視点：Point of view
地域資源としてのスポーツチーム
筆者が所属している地域資源創成学部では、宮崎県
全域を一つのフィールドとして、講義だけではなく、実
践教育にも力を入れている。１年から２年前期までは、
地域や企業を対象とした集合学習となるが、２年後期か
らはゼミ単位での実践活動となる。ゼミ担当教員は、学
生の興味や関心も踏まえつつ、連携できる地域や企業を
常に探しながら、テーマを設定する必要がある。当ゼミ
では、これまでに食品製造企業と連携した市場調査やＳ
ＮＳマーケティング、地域資源を活用した新商品のニー
ズ調査などを行ってきた。
今年度新たに取り組んだのは、宮崎からＪリーグ入
りを目指すサッカーチームの応援である。サッカーチー

というニーズがマッチした。具体的に行ったことは、学
内での eSports（イー・スポーツ）のイベントである。
サッカー選手と大学生がチームを組んでサッカーゲーム
をし、ピッチ上だけではない「技」を競い合った。結果
は大盛り上がり！

学生にも地元チームを身近に感じて

もらうことができた。
本来、学生が主である実践活動ではあるが、実は誰
よりも楽しんでいたのは、かくいう私であった。応援で
きるチームがあることは、こんなに幸せなことはない。
そして、地域に根指したスポーツチームは一つの地域資
源であることも実感。来期のＪリーグ入りを目指して、
私もしっかり応援していきたい。

ム側も、大学生にもスタジアムに足を運んでほしい、大

宮崎大学 地域資源創成学部 准教授

学生の発想を生かして、そのための方策を考えてほしい

丹生 晃隆

編 集後記：Editor's note
ＡＩ人事
作家の橘玲氏が自身の著書やメディアで、働き方を
クリエイターとスペシャリストとバックオフィスの三つ
に分類している。クリエイターの特徴は会社員ではな
い。対してバックオフィスは、雇用形態に違いはあって
も全員がどこかの組織に所属し、その事務を発注・管理
する会社がいる。スペシャリストはこの中間で、組織に
属す人、属さない人もいる。スペシャリストとバックオ
フィスの扱いは、日本と世界では異なり外資系会社では
バックオフィスは時給業務だから収入に拡張性がないと
いう。本業の記帳（事務）が仕事で、本業に直接関わる

さて、デジタライゼーションが世界の潮流となる中、
５Ｇ、量子技術、ＡＩ、ロボット ... といった最先端技
術は今後ますます社会に浸透していくことになり、それ
らは国の重要な戦略にも位置付けられている。そんな中、
防衛省が自衛官の人事評価や異動に人工知能（ＡＩ）を
活用する方針を固めた。国の機関では初だという。民間
企業では、近年急拡大し採用にも広がっており遅きに失
した感さえする。人事のＡＩ活用は、スペシャリストや
クリエイターよりはバックオフィスは比較的容易ではな
いだろうか。

人たちは、バックオフィスを同僚だと思っていないそう
だ。そして正規・非正規と分けるのは現代身分制だと断

本誌編集長

山口 泰博

じている。
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