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　 　巻頭言　Foreword

人類は長い歴史にわたって、それぞれの地域や文化の中で芸術を愛し尊重してきた。それは、芸術という
創造活動がいつの世にあっても、人々に自由や刺激、癒し、喜びを与え、深く感じ、考える機会を与える豊
かな営みであるからだ。芸術家たちは、各時代の新しいサイエンスやテクノロジーを駆使しつつ、かけがえ
のない一人一人の作品を制作してきた。また革新的な芸術家たちの存在は、それぞれの時代にあって異彩を
放つが彼らの存在なくしては、人々の価値観の多様性は、今日のような豊かさを見なかったに違いない。芸
術をもって、今この時代に何を残し、何を伝えていくのか、また次世代の芸術を生み出す担い手を、どのよ
うに育んでいくのかを問い直し、確かめ続けていくことが芸術大学の使命だと考える。

京都市は、人口の１割に相当する約１５万人の学生が学ぶ「大学のまち」である。学生たちは、京都の歴
史や伝統、自然や文化に触れるとともに、特に最近は地域に出て学ぶことを各大学で行っている。市民は各
地からやって来る「学生さん」を温かく見守り、応援してきた。継承すべき伝統文化を持つ一方で、新しい
もの未知なものを摂取することで起こる化学反応が、京都の独自性を作ってきたと言える。
京都に文化庁が移転してくれば、今まで以上に日本の文化・芸術振興の先導役を求められることになるだ
ろう。そのために、京都市立芸術大学（京都芸大）が担うべき役割は大きいと感じている。美術と音楽を両
輪とする京都芸大は、創立以来、芸術界、産業界で活躍する人材を輩出してきたが、いわゆる芸術家のみな
らず、無から生み出すことを学んで身に付けた豊かな表現力や創造力を通じて、社会の様々な分野に貢献す
る人材を育てたいと考えている。

今年、創立１４０周年を迎えた京都芸大は、「テラスのような大学」を目指している。テラスとは、外に
向かって開かれ、多様な人々が往来できる場所である。大学間や産業・地域との連携を充実させ、さらには
性別・年齢・国籍・人種・宗教・性的指向・障害の有無など社会の多様性にも積極的に関わり、創造的な交
差・交流を「芸術」をエンジンとして活発に行っていくのが「テラスのような大学」である。一番大切なこ
とは、テラスで受け取った刺激や情報を、教員や学生たちそれぞれが吸収し、作品や研究、演奏に昇華させ
ていくことであり、それが京都芸大の社会に還元できる最も大きな公共の利益と考えている。

芸術には様々な変化に対応していく柔軟さがあり、困難を乗り越える力がある。京都芸大は、２０２３
年度に JR京都駅近くへのキャンパス全面移転を予定しているが、この移転を未来に向けたさらなる飛躍の
きっかけにしたい。そのためにも、多様な価値観を認め合う寛容な大学、当たり前を問い直しオルタナティ
ブな価値観を提示できる大学として、さらに発展することを目指していきたい。

テラスのような大学を目指して

公立大学法人京都市立芸術大学 理事長・学長

赤松　玉女
あかまつ　たまめ
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３０年が経過
先端技術企業や研究機関が林立する神奈川県川崎市で、日本初の都市型サイエンスパークである「かなが

わサイエンスパーク（ＫＳＰ）」が１９８９年７月に誕生し、３０年が過ぎた。ＫＳＰには高度な研究開発
に対応したラボ機能が整備され、化学やバイオ、ライフサイエンス、エレクトロニクスなどの世界的なトッ
プメーカーの研究所と並び、新技術で事業化に挑むスタートアップ企業が入居する。このＫＳＰの運営とス
タートアップ企業を育成する「インキュベーション」を手掛けるのが、株式会社ケイエスピーだ。
パークの建設と同社設立の背景は、１９８０年代にさかのぼる。当時の川崎市は京浜工業地帯を軸に、重
厚長大型産業の集積地として栄華を極めていた。鉄鋼業やセメント、非鉄金属、造船、化学工業などを中心
に製造拠点の海外移転が進み、重厚長大から軽薄短小へ官民を挙げて産業構造の転換を推進していたことが
底流として存在する。
そのような経緯から、同社は、神奈川県、
川崎市などの公的セクター３４．２％、飛島
建設株式会社などの民間セクター４６社が
６５．８％を保有する官民連携事業である。
工作機械・産業機械の製造メーカーとし
て日本の近代化を支えた老舗企業だった池
貝鉄工株式会社（当時）溝の口工場の広大
な跡地、およそ５５，０００㎡を活用。総工
費６５０億円もの巨費を投じ、国内初で最
大級のサイエンスパークを竣工できたのは
そんな理由からだ。
ＫＳＰは、西棟、東棟、Ｒ＆Ｄ棟と呼ば
れるビル群で構成されている。
その中心となる１０階建てのビルが、イノベーションセンタービル西棟で、レンタルオフィスのほか、国
際会議やシンポジウムに対応可能なホールや貸会議室、ホテル、レストラン、クリニックなどを備える。
研究所仕様の６階建てのイノベーションセンタービル東棟は、重機器設置に耐え、排水・排ガス処理環境
や熱供給施設も完備する。西棟、東棟は、主にスタートアップ企業が入居する。
大型研究所に適する１２階建てのＲ＆Ｄビジネスパークビル（Ｒ＆Ｄ棟）は、東棟と同様に研究に対応す
る構造で、サイエンス系の大企業や海外メーカーの日本研究拠点として使用されている。
スタートアップ企業向けのオフィスやラボの入居賃料は、広さによるが 1室あたり月額２万円～４０万
円ほどで、創業前から会社設立後８年程度までを対象としており、２０２０年３月に新たにオープンした

研究開発型スタートアップ企業へのサポートを
開発し続ける東のＫＳＰ
起業支援のための制度や仕組み、施設提供などを行うインキュベーターは当たり前に存在する。
東のＫＳＰ、西のＫＲＰと呼ばれる両者は、それらのインキュベーターの先駆けとして３０年余
の歴史を持つ。
２社の歴史をひもとけば、令和の時代のビジョンも見えてくるはずだ。

（本誌編集長　山口泰博）
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コワーキングスペースは１万円から利用可能となっている。施設全体では１２２社が入居し、そのうち
スタートアップ企業は３４社だ。ＫＳＰの売上の大部分は不動産賃貸が支えている。その安定した収入で、
よりリスクの高い投資ファンドや各種ビジネスサポートの経営支援サービスを提供する。
広大な施設を起点に繰り広げられる事業の中核は、人材育成、投資、ビジネスマッチング、再生・細胞医
療産業化支援、ハンズオン支援、交流会などだ。
特に研究開発領域に特化し、相手に合わせて柔軟な支援メニューを持っていることが特徴だ。

特徴
●研究開発型企業にこだわった支援
●スタートアップだけでなく、中堅中小企業の第二創業、大企業の新事業も支援
●企業だけでなく、地方の公的支援機関、信用金庫・地方銀行、地方大学も支援
●施設だけでなく、投資、人材育成、マッチングを提供
●国内の第三セクターでは数少ない成功事例

時間のかかる事業へ積極的に投資
同社は１０年ほど前までは、ＫＳＰに入居するスタートアップ企業を中心に支援や投資を行っていた。し

かし創業のためのレンタルスペースが一般化した近年、新規参入組に対抗するには施設提供以外の強みを生
かしたサービスの構築に迫られる。
老舗として、スタートアップ企業との連携に前向きな大企業や協調投資を通じて関係を構築してきたベン
チャーキャピタル（ＶＣ）やコーポレートベンチャーキャピタル（ＣＶＣ）、地域の公的支援機関、銀行、
大学といったそれぞれのキーマンとのネットワークが同社の強みだったことから、効率的なビジネス成長の
支援が可能になったという。
近年では大学と連携して、学内の研究成果を社会実装するためにスタートアップ企業の設立前から参画
し、研究者と二人三脚でゼロからの事業創造にもチャレンジしている。

ＫＳＰが投資したスタートアップ企業の株式公開実績
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東証マザーズが１９９９年に創設されたが、その２年前には独自に投資ファンドを立ち上げ、２２年間で
５０億円強の資金を無限責任組合員（ジェネラル・パートナー：ＧＰ）として運用してきた。
ユニークな技術を持つ事業準備段階のシード期と起業直後のアーリー期を中心に五つのファンドから出
資し、２０２０年１月には６号ファンドを設立し、急成長が見込まれる技術系スタートアップ企業に投資
する。
投資資金の回収となるイグジット（ＥＸＩＴ）は、新規上場（ＩＰＯ）を目指すことが多いが、近年はＭ
＆Ａも増えてきた。一般的にＶＣの投資回収期間は３～５年と言われるなかで、同社は５～７年と長く、時
間のかかる事業への積極的な投資は、スタートアップ企業にとってありがたい存在と言えそうだ。

三つの特異性
同社の他者と異なる提供リソースの特徴は大きく三つある。
一つ目は施設。ウェットラボからコワーキングスペースまで幅広い事業環境の提供だ。特に実験用ラボは

３０年の実績があり、川崎市内の３拠点でインキュベーションラボを運営。創業初期に大きな開発投資を行
い、急激に成長するテック系スタートアップ企業が多く、再生医療に特化した研究施設も運営する。
二つ目は投資ファンド。会社設立前から支援するケースも多く、他のＶＣと協調して「呼び水」的に出資
するケースも多い。ファンド規模は比較的小さく投資額は大きいものではないが、アーリーステージでも早
期に投資を決断し、次の投資家を引っ張ってくることが重要だからだ。
投資領域は特定業界に限定しないが技術にこだわり、シード期の投資先には開発した基盤技術の用途展開

ＫＳＰの支援を受けて研究者が起業した事例
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を、同行営業しながら探っていく。
三つ目はネットワークだ。起業、新事業に特化した人材育成のためのビジネススクールを２８年間開催し
てきた。今ではおよそ７２０人の卒業生を輩出し、スタートアップ経営者から大企業の役員、大学教員など
様々な分野で活躍している。裾野の広さは老舗ならではのアドバンテージだ。
また大企業とスタートアップのマッチング事業は、大企業のオープンイノベーション活動を通じて「新事
業のネタ探し」支援をするほか、全国の公的支援機関や金融機関などと連携し、地域の中小スタートアップ
企業と大企業とのマッチング支援にも余念がない。

大学発スタートアップ投資
一部の国立大学では公的資金を活用した投資ファンドが組成されているが、多くの（特に地方）大学では

研究成果を大学発スタートアップとして継続的に創り出すための、制度、仕組み、人材が不足しがちだ。
地方大学が自ら大学発スタートアップを創出し、結果としてより多くの資金が大学に戻る仕組みの実現を
目指すためには、科学研究費助成事業による科研費と企業との共同研究費に次ぐ新たな大学の収入源とし
て、大学による大学発スタートアップへの投資が有効だ。同社は、学内制度の整備、担当者の人材育成、ベ
ンチャー起業、出資などを試行的に行う。
大学のイノベーティブな技術があっても、共同研究するかスタートアップを立ち上げるかは経営人材次第
とも。大学の産学連携を管轄する部門だけに頼っていては、研究者が一念発起できる環境は生まれにくい。
起業したとしても単なる研究受託会社では、大学に研究資金を戻すことは難しい。基礎研究者は研究だけを
していれば良いという意見も聞くが、研究者でいくか、起業するかによらず、事業化の道筋を学び、実践し
てみることは多くの研究者にとって有用であり、そのサポート役が必要とされているのではないだろうか。
ＫＳＰが実践する支援は、単にハンズオンするだけでなく、投資ファンドや研究者向けビジネススクール、
県や市のプロジェクト事務局を代行するなど複合的かつ柔軟な印象を受ける。研究開発に特化しているが、最
大の強みは相手に合わせ支援の枠をファジーに、多面的にサポートできる懐の深さ。日本初のインキュベー
ターとして、試行錯誤で積み上げてきた実績と、成功パターンを持って、産学連携部門に働き掛け、事業化に
向けたステップを踏み出していけるよう、様々なサービスを組み合わせながら伴奏するパートナーのようだ。
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リサーチパークの誕生
１９８９年、「産業振興の拠点」として民間資本の京都リサーチパーク株式会社が開発した京都リサーチ

パーク（ＫＲＰ）は、公的支援機関の立地と３４社の入居で供用が始まった。それから３０年、東・西地区（敷
地面積５．６ｈａ、延べ床面積合計１４万６０００ｍ２）に４８０社、４，５００人が働く街へ成長してきた
が、ここにＫＲＰでの産学公連携の歩みを振り返ってみる。

なぜ京都にリサーチパークが？
歴史都市「京都」は日本文化の基盤を形成してきたが「ものづくり」も古く、その必然性を探ると「１２００

年の継続性」「都市構造」「近代科学の連続性」の魅力的特徴に集約される（図１）。
「ものづくり」の芽生えは、５世紀ごろに山背（やましろ、京都府南部）へ移植された養蚕、製鉄、須恵

器などの技術にさかのぼる。以降、平安京で宮廷工業（織物、染色製品、扇子、漆器、仏具、伸銅、合金
鋳造、印刷など）が開花した。時代は下がり、１８７０年から始まった産業近代化へのインフラ整備（舎
密局、勧業場、疎水開削、蹴上発電所など）と技術導入による既存工業の技術革新（西陣織、京染、清水
焼など）、および１８７５年からの大学開学による人材育成と近代科学への目覚めなどが相まって近代産業
の第一世代（島津製作所、日本
電池、松風工業、立石電機など）
が創業した＊＊２，＊＊３，＊＊５。

その後、１９４４年から第二
世代（村田製作所、堀場製作所、
ローム、京セラなど）、第三世代

（日本電産、任天堂、サムコなど）
と創業が続いてきたが、京都には
先人の努力の賜物（たまもの）と
して「ものづくり京都」の豊かな
土壌があり、リサーチパーク開発
の基盤が備わっていた。

智慧（ちえ）が絞られたＫＲＰの開発
ＫＲＰは都市ガス工場の跡地で、大阪ガス株式会社が企図した「跡地の京都活性化への転換」と、地元経

済界が希求する「京都を支える次世代産業の育成」が一致して、米国の University City Science Center
（ＵＣＳＣ）をモデルに、１９８４年に開発がスタートした。

米国では１９８０年にバイ・ドール法が制定され、大学などが主体的に研究成果での起業、技術移転など

京都リサーチパークの３０年
黎明を経て成長・深化する
産学公連携活動 一 般 社 団 法 人 Impact 

Hub Kyoto 顧問／
元京都リサーチパーク
株式会社取締役

西谷　剛毅
にしたに　ごうき

京都町衆気質

老舗の先見性

家 訓

伝統文化、伝統産業

都市構造 近代科学の連続性

舎 密 局

立命館大学

同志社大学

京 都 大 学

…

独創性、自由な気風

多様な学術領域

独創的で優れた研究成果

京 都 産 業

露地文化

コンパクトシティ

商・工・住の
重層構造

ものづくり都市（市内総生産のに占める製造業シェアは約４０％）

１２００年の継続性

京都工芸繊維大学

 図１ 　京都の魅力
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を行っており、ＫＲＰも大学や研究機関、公的産業支援機関と連携する「リサーチパークシナリオ」を描き、
各界からの協力を受けながら進められた＊＊１，＊＊４。

①公的な産業振興・起業支援機能が集積し、地域の産業支援拠点となる。
②大学の研究成果活用システムが整備され、地域の産業のシーズ創出環境が高まる。
③世界の同様地域・大学と連携し、グローバルな起業・事業支援が行われる。
④セミナー・学会・異業種交流等の活発化で、地域の情報能力が高まる。
⑤こうした環境の下、次世代産業の担い手が育っていく。

その結果、京都リサーチパーク株式会社が整備したラボ・オフィス、会議スペースなどと、京都府中小
企業総合センター（現京都府産業支援センター「京都府中小企業技術センター、公益財団法人京都産業
２１」）、京都市工業試験所（現地方独立行政法人京都市産業技術研究所）、財団法人京都高度技術研究所（現
公益財団法人京都高度技術研究所：ＡＳＴＥＭ）などが持つ技術支援機能、人材育成機能、経営助成機能な
どの体制が備わったＫＲＰが誕生した。

芽生えた産学公連携活動
当初、国内に「産学公連携」「ベンチャー」の概念は浸透しておらず、ＫＲＰは認知度の向上、「産」「学」

「公」間のネットワーク構築、起業家発掘に奔走（ほんそう）した。
「産」については、研究者・大学知財や公的支援機関への企業側ニーズの掘り起しとデータベース化が行

われたが、ＫＲＰ社員が大阪～京都間の通勤途上で目にする企業の悉皆（しっかい）ヒアリングを行ったと
の逸話が残っている。
「学」については、各界協力者およびＡＳＴＥＭ設立に尽力された先生方による連携拡大、大阪ガスの研究

所経歴者による連携拡大および研究シーズなどのデータベース化が図られ、産学間のマッチングも始まった。
海外連携は京都リサーチパーク株式会社の子会社である株式会社 Science Center International

（ＵＣＳＣとの合弁会社）による活動と大阪ガスのネットワーク活用が主で、世界最初の「次世代リサーチ
パーク世界会議」「アジアサイエンスパーク会議」などの組成も行った。

また、研究会・学会などの誘致はＫＲＰの知名度向上と産学公連携活性化の重要な手段で、ＫＲＰの企画
営業力で誘致と社会ニーズの拾い上げを行った。

根っこは外さないが、揺れる産学公連携活動
公的支援機関の拠点化は、来訪企業、ラボ・オフィス入居者、ＡＳＴＥＭが併設したＶＩＬ（Venture 

Incubation Laboratory）入居者に支援機関への親和性を生み、起業や地元企業の技術革新・業容変革、
第二創業を生み出していった。

しかし１９９１年からのバブル崩壊は、企業内に研究意欲の減退や外部委託への移行などの変化を生じ、
レンタルラボ入居企業をはじめ退去が相次いだ。

アンカー業種育成の必要性を感じたＫＲＰは、黎明（れいめい）をも見ない「マルチメディア」に注目して
１９９２年「デジタルメディア京都」、１９９５年「マルチメディアよろず相談」、１９９８年「ゲームアーカ
イブプロジェクト」と矢継ぎ早に支援事業を組成させ一定の成果を得た。現在もこの業種の活力は続いている。

一方、「産」「学」の連携は１９９８年に設立した関西ＴＬＯ株式会社の大学知財の掘り起し、知財維持・
移転などの活動で軌道に乗りつつあったが、１９９９年日本版バイ・ドールの制定、２００４年国立大学の
独立行政法人化で知財の学内内包化が進み、ＫＲＰは新たな連携モデルを必要とした。

以後、自主あるいは自治体からの委託事業での起業の啓蒙（けいもう）・発掘、支援に移り、２００８年「再
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生医療ビジネスサポートプラットフォーム」、２０１１年「イノベーションイニシアティブ」、２０１２年「京
都職人工房」、２０１９年「ｍｉｙａｋｏ起業部＠ＫＲＰ」と、社会ニーズに合わせた事業が継続されてい
る＊＊４。

他方、京都では国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）の「知的クラスター創成事業」への採択を
契機に、基礎研究から社会実装化への産学公連携活動が進んでいる（コアオーガナイザーはＡＳＴＥＭが務
めている）（図２）。

これは１９７０年ごろに松波京都大学名誉教授が研究に着手したＳｉＣ電力デバイスについて、２００２年
からの第一期で産学連携研究が促進され、第二期で量産化が達成された。２０１３年からは「スーパークラス
タープログラム」で社会実装化に取り組み、現在はエネルギー、環境、医療分野の喫緊な課題解決に向けた製品
開発が進んでいる＊＊５。基礎研究の社会実装化はステージに応じて必要な資源を適宜結集させるマネジメント力
が肝要であるが、本事例はその成功モデルで実践の場としてＫＲＰが一端を担えた事はうれしいことである。

おわりに
ＫＲＰが目指した目的は共有化され、全国に産学公連携活動の「場」「制度」「システム」が整備された。

現在、ＫＲＰはビジネス＆リサーチパークの道を歩んでいるが、今後も深化を続ける産学公連携活動の一端
を担い、京都、関西、日本の産業活性化の一翼を担う街へと成長することを期待している。

＊＊ 1　木村隆之．京都リサーチパーク開発のめざすもの．都市研究・京都．1994，No.8．
＊＊ 2　日経都市シリーズ・京都．1998．
＊＊ 3　京都経済同友会：京都再発見 No.1 ～ 23．https://www.kyodoyukai.or.jp/rediscovery/，(accessed 2020-04-15)．
＊＊ 4　水野成容．京都におけるイノベーションハブ - KRP（京都リサーチパーク）．地域開発．2017 年 12・1 月号，通巻 623 号．
＊＊ 5　西本清一．2019 年度アドバンスド研修（企業社員および研究所所員向け講義資料）．

 図２ 　産学公連携　基礎研究から社会実装へ＊＊５
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ユマニテクプラザの概要
近鉄四日市駅の改札を出て徒歩３分の交

通至便な場所にユマニテクプラザ（鉄骨コ
ンクリート造５階建て）は立地している。

目の前には幅員７０ｍの中央通りが走
り、道路の反対側には約３０年前に四日市
市の計画で複合開発された約３ｈａの街区
が広がっている。都ホテル四日市や、隣
接するアピタ四日市店、１０９シネマズ
四日市などからなる複合商業施設のララ
スクエア四日市、それに１, ０００台収容
の立体駐車場が事業計画公募で採択され
た民間事業者により一体的に整備されて
いる。それ以外の市民公園、じばさん三
重（公益財団法人三重北勢地域地場産業振興センター）、博物館などについては全体計画に沿って四日市市
により整備されている。

このような好立地の中で、２０１９年９月２７日に開所式を開催したユマニテクプラザの整備は二つの基
本理念に基づいて行った。

一つ目は大橋学園グループの７０年余の歴史を踏まえた取り組みである。つまり、職業技術教育のノウハ
ウを生かした「時代の要請に応えられる有為な人材育成」である。二つ目は、ユマニテクプラザに結集して
いる「三重大学北勢サテライト」、「東京大学三重サテライト」、「公益財団法人三重県産業支援センター 高
度部材イノベーションセンター（ＡＭＩＣ）」、「大橋学園グループ」などの機能を十分活用していく取り組
みである。つまり、ユマニテクプラザを舞台として連携強化を図り、相乗効果を高め、地域産業の高度化な
どに具体的に貢献していけるような「産学官連携による知の拠点づくり」である。

一つ目に関しては、２階と１階の一部を使って「教育センター　テクノグローバル」の整備を行った。こ
こではファクトリーオートメーションにおいて重要な役割を担う、ＩｏＴやロボットのオペレーションなら
びにプログラミングができる人材を育成していく予定である。２０１９年１１月から企業人材への研修を始
めたが、より一層の研修内容の充実と認知度向上を図るべく現在取り組んでいるところである。二つ目に関
しては、１階のロビーを中心に、各拠点が常に協議・相談しながら様々な活動ができるよう整備を行った。

三重大学北勢サテライトは北勢地域の産学官連携により地域課題の抽出・課題解決方法の提案・解決方
法の社会実装を実施し、北勢地域から世界を変えるイノベーションの創出に取り組もうとしている。東京
大学三重サテライトはビッグデータを瞬時に処理するデータプラットフォームを構築するとともに、駒場、

ユマニテクプラザを舞台に
産学官連携の未来を開く

大橋学園グループ 
ユマニテクプラザ 
統合事務局長

藤井　信雄
ふじい　のぶお

ユマニテクプラザ全景
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本郷、柏の各キャンパスとテレビ会議で結び地域
ニーズに対応した科学技術イノベーションを実現
しようとしている。

三重県産業支援センターＡＭＩＣは産学官連携
による共同研究を促進させ、中小企業の技術課題
解決や人材育成等の支援を行おうとしている。

また、知の拠点づくりを補完する機能として、
３階を中心に貸研修室も用意してある。駅に近
く、駐車場６５台（別途月極立体駐車場６０台）
という利便性と、収容可能人員も多様な貸研修室
が１８室あり、今後の展開を支える大きな魅力で
あると考えている。

ユマニテクプラザ開設の経緯
ユマニテクプラザの整備は、老舗の大型家具店の閉鎖に伴い、その土地・建物を四日市市の産業活性化に

資するよう有効活用したいと考えた「みえ大橋学園（大橋正行理事長）」が２０１７年６月に取得してから
始まった。２０１７年の秋から老朽化した古い店舗部分の解体撤去をし、その後、２０１８年春から耐震性
に問題のなかった増築店舗部分での大規模改修が始まり年末にはおおむね工事が完了した。

一方、三重大学において「北勢サテライト 知
的イノベーション研究センター」を四日市市内に
設置する計画が２０１８年秋ごろに具体化して
きた。既に２００３年１０月から「じばさん三
重」内に「四日市フロント」が開設され、三重大
学と四日市市との連携で課題解決に取り組んでき
た蓄積があった。それらを踏まえて、三重大学が
北勢地域（四日市市を中心に５市５町）の産学官
連携の拠点を設置する取り組みは魅力的なもので
あった。

また、２０１８年１１月２３日には三重県と東
京大学が連携・協力協定を交わしたことから、サ

テライト拠点の設置が検討されるようになり、東京大学の「地域未来社会連携研究機構 三重サテライト」
を四日市市内に設置して、全学挙げて地域の課題解決に貢献したいとの意向が三重県に示された。あわせ
て、臨海部のコンビナート企業の事業所内に間借りして２００８年３月に開設された「三重県産業支援セン
ター 高度部材イノベーションセンター」が２０１８年度内に移転することとなり、複数の候補地について
検討が行われていた。

最終的な絞り込みにおいて、ユマニテクプラザの１階が立地条件や機能の集積面で極めて有力とされたこ
とから、みえ大橋学園としても総合的な観点からすべてをユマニテクプラザ１階に集結させることを決定
し、具体的な調整を行った。そして、２０１９年２月２２日に三重大学、東京大学地域未来社会連携研究機
構、三重県、三重県産業支援センター、みえ大橋学園の５者は、それぞれが保有する資源を積極的に活用し
て行う産業振興や人材育成などにより、地域活性化や課題解決を図ることを目的に、連携・協力に関する協
定を締結した。

三重大学北勢サテライト
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初年度の取り組みと今後の展望
ユマニテクプラザ１階の産学官連携拠点では

２０１９年５月から毎月１回５者協議を開催し、そ
れぞれが取り組んでいる事業の紹介やそれに関する
意見交換などを重ねてきた。また、市内企業の事業
所・工場への視察を５者が揃って行うなど、対外的
な情報発信面でも５者の一体感を強く意識した取り
組みを重ねている。

２０１９年１１月ごろからは、気になった案件が
生じると関係者が即座に集まり、協議や相談を繰り
返し、次への発展的展開につなげるようにしている。
ユマニテクプラザ５者協定締結一周年記念フォーラ
ムもその一例である。２０２０年２月２０日に３階の貸研修室を活用し、企業や大学や行政から２００人超
の参加を得て、「産学官連携で実現する産業競争力の強化」をテーマに５人の方の熱の入った講演と参加者
との具体的な質疑応答をしてもらい、今後の方向性について語り合ってもらった。

なお、人的配置の面では、三重大学北勢サテライトには企業出身の産学連携コーディネーターが４人在籍
するとともに、三重県産業支援センターＡＭＩＣには企業出身の各種コーディネーターが７人在籍してい
る。筆者は四日市市役所出身で、産業界や大学などと長年関わってきた経験がある。産学官連携拠点にふさ
わしい体制と考えている。

ユマニテクプラザでは、企業の皆さんが各拠点を訪れ、相談案件について最もふさわしい人材の紹介を求
めた場合、迅速に対応していけるよう取り組んでいく予定である。また、社会人向け大学院の講義やゼミが
行われることにより、企業人材の知的欲求に応えられる場ができ、産業都市にふさわしい質の高い就労環境
が整備されることになると考えている。

ユマニテクプラザとしては、早い段階で公的セクターではない民間事業者の自由な発想で産学官連携によ
る成功事例を創ることが重要と考えている。そのためには５者それぞれのより一層の内容充実を図るととも
に、それぞれに関連する様々なネットワークとの幅広い交流・連携に努めることで、産業活性化や地域活性
化に貢献し得る産学官連携の未来を開いていきたい。

一周年記念フォーラムの様子
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リポート　Report

東工大のスタートアップ支援は発展途上だ。しかし、加速的に進歩している。その最新状況の一端を紹介
したい。

スタートアップ支援組織
東京工業大学（東工大）のスタートアップ支援は、研究・産学連携本部のベンチャー育成・地域連携部門

が中心となって実施している。部門長の下に、この１年半で新しく採用した３人のＵＲＡと事務スタッフで
構成される。そこに、知的財産部門ＵＲＡと産学連携部門ＵＲＡ、産学連携課の事務職員が、同じ執務室
内に机を並べる。まさに Under One Roof である。シナジー効果により、限られた人的リソースで高いパ
フォーマンスが発揮できると期待する。

東工大発ベンチャー称号　１１０社
２００３年から、東工大の研究成果・人的資源を活用して起業された企業に、東工大発ベンチャーの称号

を授与している。２０１９年末時点で累計１１０社に達した。この１年半ほどで急増しており、２０１８年
度の授与は１２社、２０１９年度は２０社を超えた。ベンチャー企業からの申請に基づき審査し、称号を授
与している。そのため、実際に東工大から生まれたベンチャー企業数は１１０社を上回る。大学が称号とい
う形で公式に認めることで、起業して間もない大学発ベンチャーにとって有益な後ろ盾となる。

学生スタートアップ支援
学生によるスタートアップも支援している。その一つとして、学生が自分のアイデアやビジネスモデルを

検証するための資金支援がある。概念実証（ＰＯＣ）やプロトタイピング制作費、外部ピッチイベントなど
への参加費や旅費などに使用できる。１件（１組）当たり最大１００万円とした。アントレプレナーシップ、
ベンチャー起業に知見を有する学内外の審査員による面接審査を行い、即日に結果を出す。この支援を受け
た学生の起業事例が毎年のように生まれる。この経験を踏まえ２０２０年度には、さらなる発展・改善を進
める予定である。

Attic Lab（アティックラボ）
２０１９年４月には、本学の学生が企画に加わってプロデュースしたコワーキングスペース「Attic Lab」

が誕生した。スタートアップを創業したい、自分のアイデアを実現したい、ネットワークを広げたい学生が
集まる場である。場のデザインから内装工事に至るまで、学生が自ら作り上げた。開設後の施設運営とイベ
ント企画も学生が主体である。ただ、この建物全体が間もなく壊される。刹那プロジェクトであった。

学生主体で自由度を確保する過程の苦労話は尽きない。壊される運命の建物であったことが、学内説明の
ためには都合が良かった。開設から１年がたち、そろそろ飛躍を促す時期に入りたい。この場を使った起業
塾を開講する予定だ（２０２０年５月）。物語のクライマックスとともに続編の作成に入る。Attic Lab の

東工大における
スタートアップ支援

東京工業大学 研究・産
学連携本部 副本部長
特任教授／ベンチャー
育成・地域連携部門長
／知的財産部門長

武重　竜男
たけしげ　たつお
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精神は、建設中の新しい施設に取り込まれる見込みとなった。Attic Lab の名も、学生たちの思いとともに
残ると良い。このプロジェクトで体験したワクワク感が、未来を築く創造性を生むことを期待する。

東工大横浜ベンチャープラザ
神奈川県横浜市の東工大すずかけ台キャンパスには、大型の研究拠点が集結している。そのキャンパス内

に、独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）、神奈川県、横浜市、東工大が連携して運営するイン
キュベーション施設「東工大横浜ベンチャープラザ（東工大ＹＶＰ）」がある。がん細胞への酸素・栄養供
給を遮断する腫瘍（しゅよう）標的型低侵襲療法を開発するメディギア・インターナショナル株式会社や、
立体画像認識技術を用いて世界の安全と幸せの向上に貢献する ITDLab 株式会社など、ディープテック系
ベンチャーが入居。時間と費用を必要とするが、世界を変える企業に飛躍するポテンシャルを有する。

東工大・芙蓉 GAP ファンド
東工大は、芙蓉総合リース株式会社（東京都千代田区）、株式会社みらい創造機構（東京都渋谷区）と

２０１７年に協定を締結し、ＧＡＰファンドを運営している。東工大の特許技術を実用化・事業化するため
に必要な試作品製作など、起業直前に大学内で必要となる活動の資金不足を補う。学内ピッチ審査を経て１
件に１００万円を提供する。芙蓉総合リースが拠出する資金による産学連携型ファンドであり完全なる民間
資金で運営している。

同窓会のサポート
東工大ＯＢの同窓会である一般社団法人蔵前工業会も、スタートアップ支援に力を入れている。同会は、

全学科・全専攻にわたる唯一の同窓会で、卒業生、教職員など約８万人が所属する大組織である。大企業の
役員なども多数おり、そのネットワーキング力は半端ではない。蔵前ベンチャー賞という独自の表彰制度も
持っている。大学と同窓会の一体的な連携も東工大発ベンチャーにとっては利点となる。

ＪＲ山手線田町駅前・田町キャンパスをインキュベーション施設に
あまり知られていないが、ＪＲ田町駅前に田町キャンパスがある。現在は東工大の附属高校が大部分のエ

リアを占める。田町駅ホームから目の前に見える人工芝グラウンドの持ち主である。そこに大学のビルも
建っている。ある報道機関は、これを東工大のキラーコンテンツと表現した。その好立地を効果的に生かす

Attic Lab ( 学生による内装作業中） Attic Lab（内装作業済み）
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べく、２０２０年４月から東工大発ベンチャーに個
室を賃貸することした。同じフロアにコワーキング
スペースも設ける。東工大発ベンチャーであれば無
料で利用可能である。

今後、附属高校は大岡山キャンパスに移転し、高
校跡地に民間資金を活用した高層ビルを建設する。
国内外の大学、企業および研究機関などとの戦略
的パートナーシップと共創型コミュニティーを形成
し、１０，０００㎡を超える都心型の大型コミュニ
ティー・ワーキングスペース、インキュベーション
施設、新技術の情報発信スペースを提供する予定である（２０２９年供用開始予定）。本学の新たな魅力の
一翼を担うものと期待される。

なお、東工大の３キャンパスは、すべて駅前という好立地だ。この３キャンパスを有機的に連携させたイ
ノベーションエコシステムを構築し、科学技術と産業の発展に大きく貢献したい。

まだまだ足りない
以上のように、東工大のディープな研究成果を事業化するために、多角的なスタートアップ支援を続けて

いる。しかし、まだまだ人的にも金銭的にも足りていない。そのため、この２年ほどで外部機関と連携協定
の締結を加速させ、積極的に外部支援を受け入れている。みらい創造機構が組成したベンチャーキャピタル

（ＶＣ）ファンドは、東工大関連ベンチャーを中心に投資中。Beyond Next Ventures 株式会社（東京都中央
区）は、アクセラレーションプログラムや経営者マッチングなどで協力。国立研究開発法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）は、ビジネスプランコンテストなどを通じた東工大発ベンチャーの創出、ベ
ンチャー支援人材の育成協力を実施。横浜銀行は、銀行の顧客ネットワークを活用し、東工大の技術シーズ・
知的財産（特許）と地域ニーズのマッチング支援を実践。さらに、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市といっ
た地方自治体とも連携協定などを締結した。大学周辺に、スタートアップのための集いのカフェなども生ま
れている。東工大の扉は開いている。東工大のスタートアップ支援との連携に興味がある方は声掛けいただ
きたい。

イノベーションの新拠点となる田町キャンパス
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プロジェクトのきっかけ
全国の鳥獣による農林業被害（獣害）は依然として深刻であり、営農意欲の低減やそれに起因する離農な

どを含めると、その影響はさらに深刻な状況である。被害の原因となるシカなどの野生動物の個体数も増加
傾向にある地域が多いが、獣害が多発する地域は山間地域が多く、人口減少による捕獲の担い手減少も深刻
である。
一方、高密度化したシカの捕獲には、小型の箱罠や括（くく）り罠など従来の捕獲技術に加え、多頭を集
約的に捕獲可能な大型檻（おり）も重要である。しかし、現在普及している大型檻は金属性の金網や鉄筋を
用いた、強固ではあるが重量の大きいものが大多数である。これらの設置には労働負担が非常に大きく、高
齢化と人口減少が進む農山村での運用が困難となっている。そのため、当プロジェクトではネットを中心と
した軽量な資材を用い、少人数の高齢者でも設置と移設作業が容易な大型罠を開発した。
なお、開発は農林水産省の研究プロジェクトである「革新的技術開発・緊急展開事業」（うち地域戦略プ
ロジェクト）の「ＩＣＴを用いた総合的技術による、農と林が連動した持続的獣害対策体系の確立」プロジェ
クト（研究代表機関：兵庫県立大学）により、兵庫県立大学、三重県農業研究所、株式会社試作サポーター
四日市の共同開発で行った。

開発した機材の概要と仕組み
開発した新たな檻（以下、大型ネット檻）は次のような特徴を持つ。

①�高さ×幅×奥行は１．２ｍ×２．５ｍ×３．０ｍであり、シカが警戒せずに侵入可能な高さと、捕獲時に
容易に逃げられない奥行、そして、複数のシカが捕獲できるよう、横幅も確保できるサイズとなってい
る。実証ではシカが４頭までは同時に侵入可能であることが確認できた（写真１）。

②�金属線を編み込んで強度を増したネットと、金属製
のゲート枠から構成される。ネットは箱型に成形さ
れており、鉄管パイプで外枠を作って吊り下げるこ
とで自立可能である（写真１）。

③�通常の金属製箱罠や大型罠は、罠の大きさにかかわら
ず野生動物の侵入ゲートは１．０ｍ×１．５ｍ程度で
ある。群れをつくり高密度化するシカの場合、同
時に多頭捕獲するにはこの侵入ゲートの大きさも重
要と考えられ、箱型に成型したネットの全面が侵入
ゲートとなる構造である。これにより、シカは縦列

少人数でも設置と移設が
簡単な大型罠 兵庫県立大学 自然・環

境科学研究所 教授／
兵庫県森林動物研究セ
ンター 主任研究員

山端　直人
やまばた　なおと

写真１　開発した大型ネット檻

永電磁ホルダー
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ではなく並列で檻に侵入するため、同時に多数のシカを捕獲しやすい構造である（写真１）。

④�別途開発し実用化されている、ＩＣＴによる檻罠の遠隔監視・操作システム「クラウドまるみえホカク
ン」を使用し、遠隔で監視しながら檻を操作して捕獲するため、ゲート部分は永電磁ホルダーによる電
気的なオン・オフで落下させる。

⑤�設置にかかる時間は、金属製の通常の囲
い罠が大人５名程度で約６０分近くかか
るのに対し、開発した大型ネット檻は大
人２名で約４０分と、設置労力を大幅に
削減することができた（表１）。

⑥�クラウドまるみえホカクンを併せて使用
した現地試験では、１回の捕獲で最大４
頭を捕獲することができた。ゲートが落
下すると枠を残し箱型のネット檻全体が
落下し、捕獲したシカにかぶさる。その
ため、捕獲されたシカは自由な動きを抑
制され、逃げられにくくなる。結果的
に、５回程度の捕獲実証でネットがシカ
に破られるなどの問題は生じなかった
（写真２）。

⑦�設置だけでなく、移設の作業性も高める
ため、軽トラックのみで運搬可能なサイ
ズとしている。煩雑な分解や組み立ての労力を可能な限
り削減するため、最も大きなパーツであるゲート枠を簡
単に分割し、そのまま荷台に積載可能な構造としたこと
で、移設作業も容易とすることができた（写真３）。

技術の普及方法や今後の展望
開発した大型ネット檻は、試作サポーター四日市、三重県

農業研究所、兵庫県立大学の共同で特許出願済である（特願
２０１９－００９９５０）。
使用に当たっては、遠隔での監視と操作が可能なシステム
との併用が望ましく、本研究で開発したクラウドまるみえホカクンと組み合わせた導入が効果的である。
試作サポーター四日市が製作し、クラウドまるみえホカクンの販売者でもある株式会社アイエスイー（三
重県伊勢市）が販売と設置も担うことで全国的にも普及可能である。
なお、イノシシはネットを破り脱出することが懸念され、この大型ネット檻はシカの捕獲専用として
いる。

写真２　現地試験の様子

写真３　軽トラック荷台に積載した様子

開発機 金属製囲い罠

大きさ（W×D×H） W2.5m×D3m×H1.2m W5m×D5m×H2.1m

重さ 約 120kg 約 400kg

最大捕獲可能頭数 4頭程度 8頭程度

設置作業人員 2名 3名＋補助 2名

設置作業延べ時間 40分 58分

表 1　既存の大型檻との比較
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シカによる被害
農林水産省によればイノシシ、シカ、サル、クマ、カラスなど、野生鳥獣による農作物被害は、２０１８

（平成３０）年度で約１５８億円。６年連続で減少しているというが、被害金額は依然として高い水準で、
営農意欲の減退や森林破壊などの影響を及ぼしている。
シカが森林を食い荒らせば、生物の多様性保全や景観保全、災害などによる国土保全など、森林の公益的
機能全般に影響を来たしてしまう。国有林での植栽木、剥皮（はくひ）、苗木、下層植生の食害によって森
林の荒廃を引き起こす。一度食べられた植栽地は元には戻らない。
実際、静岡県の伊豆エリアで行われた調査でシカは、スギやヒノキなどの皮を剥（は）がし、特産のワサ
ビの葉、みかんは果実だけでなく葉や樹皮まで食べていた。これも特産のシイタケはもちろん原木となるク
ヌギの皮まで食べ、森林では芽吹き始めた小枝にまで及び、被害の広範さがうかがえる。
静岡県森林・林業研究センターによれば、ヒノキ、スギ、チャノキに加え、柿、桃、キウイなどの果実、

キャベツ、ニンジン、ネギ、ニンニク、トウモロコシ、インゲン
マメなどの野菜、イモやその葉、花や球根、タケノコ、ワサビ、
シイタケ、牧草など多種類にわたる農林作物がシカの胃から出て
きたという。
静岡県は東西に長く山が多い地域で、山林をすみかとするシカ
にとってはまさに楽園なのだろう。個体数が増え過ぎ元々の生息
地ではエサが足りず、人間が管理する土地まで下りてくるシカと
人間とが共生するためには、シカを適正密度に管理することがど
うしても必要である。そのようなことから県では、２０１１年か
ら増加するニホンジカを適正密度に管理する「低密度化プロジェ
クト」を立ち上げ検証を重ねてきた。
静岡県立大学食品栄養科学部フードマネジメント研究室の市川
陽子教授（写真）らも同プロジェクトに参加し、伊豆や富士、南
アルプス地域に生息するニホンジカの生態調査に加わったこと
で、県内にはシカが非常に多い現実を目の当たりにしたという。
かつて天敵だった日本オオカミの絶滅、戦後から２００６年ま
で続いた雌ジカの禁猟政策、温暖化による越冬、駆除を担うハン

日本の代表的な大型野生動物であるニホンジカの個体数が増加中だ。各地の森林で林業被害を引き
起こし、自然植生にも悪影響をもたらしている。
奈良公園のシカは別としても、都会で暮らす人にはリアリティーが薄い。イノシシやサルと違い、
シカは山林が生息地で里山を越え住宅地にまで下りてくることは滅多にないからだ。
獣害で捕獲したシカを埋めるならせめて大切な命をいただくことで有効に活用したいと静岡県は科
学的検証とレシピ提案で地元のソウルフードを目指す。

（本誌編集長　山口泰博）

獣害を逆手にし、イズシカを
静岡のソウルフードに

市川教授　手前はイズシカめんち定食
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ターの高齢化と数の激減などが要因と言われる。自然界での食物連鎖はすでに崩壊しているうえに、人によ
る効率的で効果的な捕獲による生息数の調整は困難だ。

獲ったシカを埋めて廃棄するなら食肉として利用を
ハンターらは獲ったシカをその場で血抜きし、さばくことで食肉とし、知人に分けるなどして個人的に活用

している。また、ジビエ料理を提供する高級レストランに限定的に契約販売している。そのため一般市場への
流通はほとんどなかった。また、駆除のために従来から行ってきた銃による大量捕獲では食資源化が難しく、
捕獲後は土中に埋設処理している。これでは駆除を行うハンターの精神衛生的にも良くない。近年はハンター
の数も激減しており、また高齢化も進んでいる。
こうした中、シカが活動する夜間に捕獲できるくくり罠が推奨されるようになり、最近では主流になって
きた。この方法なら少人数で省力化でき、一頭一頭に向き合いつつ、全体としてはまとまった数の捕獲が可
能だ。しかし獲ったシカを衛生的に処理するジビエの食肉加工施設と、シカ肉の活用方法がなかったために
有効利活用ができなかった。せっかく獲ったのなら、食肉として活用できないだろうか。そんな思いから、
市川教授は獣害となるシカを食品として利用すべく検討してきた。
しかし牧場などで飼育されてきた肉を食べ慣れてきたことから、野生のシカはノミやダニ、リケッチア

（細菌より小さくウイルスより大きい微生物）による感染症などを不安視する声も少なくない。食肉として
の安全を担保するデータもないことから、人に対する影響が分からなかったという。そこでプロジェクトの
初期にはまず、微生物学の研究者らによってヒトへの感染がないことが確認された。実際のところ伝染病に
ついては野生のほうが安全で、飼育されている家畜のほうがリスクが高いという。１頭が感染すると全てに
感染している可能性があるからだ。シカ肉食用の危険性は生食によるＥ型肝炎のリスクのみで加熱すればそ
の危険はない。
さらに銃で仕留める狩猟と違って、罠による捕
獲はシカが狂騒状態となることからその影響も不
安視されたという。括（くく）り罠は、足にワイ
ヤーが括られ逃げようとすればするほど足が締め
付けられるので、最もストレスが大きい罠と言わ
れている。そのストレスからシカ肉に悪影響があ
るのではと危惧されたのだが、市川研究室の研究
の結果、予想に反し巻き狩りで捕獲したシカの肉
よりも軟らかくて保水性があり、アミノ酸が多く
かえっておいしい肉だと分かり、晴れて食肉とし
て害がないと証明された。

科学的検証で分かったシカ肉のおいしい食べ方
シカ肉を食肉とした場合、野生の個体差や捕獲方法によるストレスが肉質に影響するのか、熟成するとど

う変化するのか、調理法や添加食材による変化など疑問点は尽きない。そのため科学的検証を行い、さらに
官能評価や物性測定など肉の特性を検証する必要があった。
すると２歳の若いメスが軟らかくおいしいとされてきたシカ肉は、物性測定、アミノ酸測定、官能評価の
結果のいずれにおいても、年齢や雌雄で特徴付けることはできず、個体差の方が大きかった。しかし、肉の
硬さの評価では、シカ肉も牛肉などと同様に熟成すると軟らかくなり、おいしくなること、熟成期間の最適
期間は５日であることを突き止めた。

くくり罠で捕獲中のシカ
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このほかシカ肉は牛や豚と比べても、高たんぱく質で低脂肪、高鉄分であることから、食材として優れた
健康食と言える。ひき肉にすれば、捨てることなく端肉も利用できるという。シカ肉は牛肉などの他の赤身
肉と比較しても鉄分が多く、女性の貧血予防やアスリート食としても効果的だ。

レシピを工夫して分かりやすいソウルフードに
イノシシやシカ、クマなどの狩猟肉であるジビエ・山肉は、一般的には生臭いと敬遠されがちだ。そのた

め「ジビエ臭」を出し過ぎると嫌がられ、なければ豚や牛のほうがいいと言われることも。人によって好み
がばらばらで着地点を見いだせず、提供方法が難しいと市川教授。
静岡県は、地元で採（獲）れる農産品や魚介を使ったＢ級グルメの多い地域として知られる。その代表格
といえば富士宮焼きそばや浜松餃子（ぎょうざ）だろう。このほかにも、遠州焼き（浜松市）、みしまコロッ
ケ（三島市）、桜えびのかき揚げ（由比町）、黒はんぺん（焼津市）、漁師飯のねごめし（伊東市）、伊勢えび
ラーメン（南伊豆町）、とろろ汁…とソウルフードが目白押しだ。
そこで分かりやすくて静岡県ならではのレシピで浸透させようと考えたのがシカ肉の「肉まん」だった。
しかし大量生産できる商品性も考慮したのだが、地元の食品加工業者では１日の生産能力は２００個が限界
で、商品化を断念せざるを得なかった。そしてたどり着いたのがメンチカツだ。伊豆でシカの食害にあって
いるワサビの茎とシイタケも肉と一緒に練り込んでストーリー性を持たせ、伊豆特産食材をふんだんに活用
したメンチカツに仕上げた。一般の人達にもなじみやすい形でシカ肉を食べてもらい、それをシカの個体数
の適正化につなげ、シカと人間との共存共栄を図りたい。「食べて森を救う！」のメッセージを多くの人に
届けたいと考えている。
脂身のない赤身のシカ肉は、豚や牛と同じ作り方では固くなる。だからといって脂を足すためにシカ肉以
外の肉を加えれば本来の目的が違ってくる。そこで玉ねぎで「ジューシー感」を補った。玉ねぎは適度に臭
みを消し甘みが付く。このほか、このレシピは「イズシカめんち（伊豆の鹿のメンチカツ）」の定食として、
「ごはん屋さくら」（店主：伊藤忠雅氏）で商品化された。ソースも醤油ベースのワサビソースが考案され、
定食には、シカの角に見立てたゴボウの天ぷらが２本と伊豆特産の干しシイタケの含め煮も添えられてい
る。「イズシカめんち」と「イズシカめんち定食」は、２０１７年「大学は美味しい！！」フェア（新宿高島屋）
でも販売され大好評を博した。

背景を知ってほしい
静岡県立大学では、全学共通科目に「しずおか学」を設けてお

り、その一つの「地域食材学」の中でシカ肉の食資源化に関する
講義を行っている。そこで分かったのは、学部によって反応が全
く異なる意見だった。「国際関係学部の学生は、広い視野で見る
し、経営情報学部はビジネスやマーケティング思考で、こんな仕
掛けをすれば売れるのではと話します。看護学部は、人の勝手で
命を奪うことをしていいのかと顔をしかめ、薬学部の学生はデー
タに興味を持ちます」と市川教授。専攻によって考え方や見る方
向が違うのは新鮮な驚きだったに違いない。中にはシカは食べら
れることさえ知らない学生もいたという。
全国各地の森林で多発する野生鳥獣による被害問題。野生シカ
の生息数増加や農作物への被害が出て被害を防ぎ共生を図るため
に捕獲したシカを食資源として活用する。駆除されたシカの「命 捕獲したシカ
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を大切に頂く」ための取り組みであり、無駄にせずおいしく頂くための食肉特性、調理性の研究である。市
川教授はこれらの背景を知ってほしいと話していた。
北海道はエゾシカが定着し、長野県もシカ肉を有効活用するシカ肉「先進県」だ。静岡県では「ニホンジ
カ低密度化プロジェクト」の活動が起点となり、公設の食肉加工施設では珍しいシカとイノシシ肉を扱う「伊
豆市食肉加工センター（通称イズシカ問屋）」が整備され、２０２０年３月現在、民間施設を中心に１３カ
所へと処理施設が整備された。
２０１１年の「低密度化プロジェクト」スタート時からすれば、さばき切れないほどジビエ食肉加工施設
への搬入量は増えたが、利用したい人にとっての安定供給までには至らない。
一般的に牛の歩留まりは５７～６３％、豚は６５～７０％（公益財団法人日本食肉消費総合センター）だ。
一方、市川教授らの問屋や飲食店からの聞き取りでは、シカ肉は１５～３８％だという。今後は他の部位に
加え、骨、皮なども捨てるところがないくらいに活用し付加価値を上げ、シカの歩留まりを２割上げる必要
性を指摘する。さらに、シカ肉の流通網と扱う店舗などのエリアを広げることも課題だ。今後は、牛、豚、
鶏肉との違いをマッピングして、視覚的にシカの特性を分かりやすくし、食べ方の提案やその他のレシピも
増やしたいという。
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巡り会わせ

産学官連携に関連した業務に携わっていると、「異種
なるものとの邂逅（かいこう）・巡り会わせ」がいかに
重要かを感じる。異なる立場や役割、考え方を持つ人や
組織が巡り会うことで、お互いの強みが生かされるとと
もに弱みが補完され、刺激し合いながら活動することで、
やがて、これまでにない新たな価値が生み出されていく。
それにより、とても一人では太刀打ちできないような、
大きな仕事をも成し遂げることができるようになる。
産学官連携に限らず、自身の研究・実験の業務にお

いても、同様のことを実感する。実験に失敗して研究に
行き詰まり、何か手立てはないかと模索する中で、専門
分野の異なる同僚の研究者が発した一言が、自身の頭の
霧を晴らしてくれる、といったことは、誰しも経験のあ

ることではないだろうか。
そういえば、新規採用されて初めて社会に出たころ、

当時巡り会った上司から、「自分一人でできることなど
たかが知れている。まずはいろいろな人、たくさんの人
とつながることだ。困難に突き当たったとき、その人た
ちの中に必ず、君を助けてくれる人がいるはずだ」とア
ドバイスをいただいたことを思い出す。
あれから何年も経ったが、いただいたアドバイスを

きちんと生かしているだろうか。新年度を迎えるにあた
り、あの頃の初心を振り返り、日々の業務に努めていこ
うと改めて思う。

三重県工業研究所 エネルギー技術研究課 主査研究員　山本 佳嗣

広がる影響、コロナショック

通勤電車の混み具合が半減し「コロナショック」を
肌身に感じている。空いているから通勤が楽で座ること
もたやすい。だが、のんきに喜べる状況ではない。新型
コロナウイルスの感染拡大を受け、旅行や出張の自粛が
相次ぎ移動客が激減しているからだ。
市況を見れば、ニューヨーク市場をはじめ世界で株

価が暴落したかと思えば急伸もする。東京市場では、バ
ブル崩壊やＩＴバブル崩壊、リーマンショック後と近年
の暴落幅をはるかにしのぎ、短期間のうちに史上最大の
下げ幅を記録した。
さらに日本は世界と異なる大きなリスクを一つ抱え

ていた。東京オリンピックだ。経済効果の高まる起爆剤
として期待していただけに、延期によって市場心理は悪
化し、世界のどの国より市況悪化は避けられない。徐々
に上昇を続けてきた市況は、「延期」の２文字を契機に

短・中期的な不況に突入するのか——。しかし延期と
報じられた翌日、日経平均株価は急伸した。上げ幅は
１，０００円を超え、１万９１００円台で推移した。
ＧＤＰ（国内総生産）を２兆円前後押し上げるとされる
効果がなくなったにもかかわらず、あく抜け感が著しい。
実態より下げ過ぎた感はあったが先行きが読めない。
イベントの中止や移動制限のため、大学や研究機関で

も取材活動に関わる人の集まりは中止となった。予定が
全てキャンセルとなり、本誌の情報供給の根源である活
動にも影を落としている。移動制限が解除されるまでは
お届けできる情報量の低下が否めない。読者の皆さんか
らの記事となり得る情報や企画の提供をお寄せください。
本誌ウェブサイトの「お問い合せ」フォームからどうぞ。

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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	2004-03 武重様（東工大）
	2004-04 山端様（兵庫県立大）
	2004-05 静岡県立大（山口）
	2004-06 視点・編集後記
	2004-99 産学官裏表紙

