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本学は、わが国唯一の国立農学系単科大学として、「知の創造と実践によって実学の学風を発展させ、『食

を支え、くらしを守る』人材の育成を通じて、地域および国際社会に貢献する」ことをミッションに掲げて

いる。その研究環境は、産業動物臨床施設群をはじめとする教育研究施設、乳製品工場など国際認証基準に

適合した実習施設など、世界に比肩（ひけん）できる教育研究が行える体制を整えるとともに、ミッション

達成のため、共同獣医学課程では、動物の疾病の診断と予防技術に実践的に対応する臨床獣医学分野および

人獣共通感染症をはじめとした公衆衛生学分野に貢献できる獣医師を養成している。また、畜産科学課程で

は、「農場から食卓まで」をスローガンとし、生命・食料・環境を科学し、食品衛生も含めた農畜産の幅広

い分野の専門職業人を養成している。

現在、農業は食料生産分野に限らず、障害者や高齢者の就農や就労につなげる福祉分野との連携（農福連

携）やＡＩ、ＩｏＴ、ロボット技術などの先端技術を組み合わせたスマート農業の導入が進められるなど多

様な分野において注目されており、２１世紀最大の成長産業とまで言われている。本学は日本の食料生産基

地と言われる広大な北海道・十勝平野の中心にキャンパスを構え、獣医学や畜産学、農学に関する実学に基

づいた教育と研究を推進しているが、地域の試験研究機関や農業・食品・動物関連企業、さらには動物衛生

や食品安全を担う国際機関、途上国に対する国際協力機関などとも連携しながら教育と研究を展開し、多様

化したグローバル社会の要請に即した農学系人材を輩出することによって、地域ならびに世界に貢献をして

きた。

教育研究機能を充実し、さらに北海道や地域の経済・産業の発展に貢献するため、２０２２（令和４）年

４月の小樽商科大学と北見工業大学との経営統合に向けて準備を進めている。三大学の経営統合により教育

内容がさらに充実し、幅広い知識を持った優秀な人材を社会へ送り出せることが期待される。また、それぞ

れの大学の特色を生かして実施している産学官連携事業についても、農商工が連携することによって、より

幅広い分野での連携事業が可能となり、それぞれの地域ばかりではなく北海道経済・産業の課題解決、その

発展に一層貢献することが可能となる。これまでの北海道経済は農業・水産業・林業などの一次産業の側面

でしか捉えられていなかった。今後は、さらなる付加価値の向上、新しい産業の創出を含め新生北海道の誕

生に大きく貢献していけると確信している。

「食を支え、くらしを守る」
人材の育成を通じた、地域社会への貢献

帯広畜産大学 学長

奥田　潔
おくだ　きよし



4 2020.5　

リポート　Report

群馬大学は、北関東を代表する総合大学として、「知の探究、伝承、実証の拠点」として、「次世代を担う
豊かな教養と高度な専門性を持った人材を育成すること」、「先端的かつ世界水準の学術研究を推進するこ
と」を基本理念に掲げ、教育や研究、社会貢献などの活動を推進している。この中で学術研究成果の伝承、
実証の拠点として地域・社会を活性化するために、産学連携などを通して社会貢献を行ってきた。また、昨
今の環境、地域・社会ニーズに応えるべく、この４年の間に研究推進の中心となる研究・産学連携戦略推進
機構の改編を中心に、四つの研究・教育センターの設置、金融機関との新たな連携体制の構築などの取り組
みを行ってきた。

研究・産学連携戦略推進機構の試み
研究・産学連携をより強力に、かつ効果的に推進していくために、それまでの研究・産学連携戦略推進機

構を２０１６年に整理・改編した。この改編により、実効的な組織対組織の産学連携体制の構築に向け、群
馬大学研究・産学連携推進機
構を発足させた（図１）。本
機構のミッションは、優れた
研究成果を生み出すための体
制を強化し、そこに関わる人
材を育成し、また知的財産の
管理・運用などを円滑に行い、
本学の研究の一層の高度化と
その成果を広く社会に還元す
ることである。

そのために、全学的な研究
戦略の策定と研究環境整備を行う「高度研究推進・支援部門」、研究者および研究支援者の育成を担う「高
度人材育成部門」、知的財産の管理活用およびリスク管理を担う「産学連携・知的財産部門」の３部門に再
編した。また、これら３部門を統括する「研究・産学連携戦略本部」を設置した。さらにＵＲＡ室（現研究
企画室）を本部に設置することで、それらが有機的に連携して、研究の推進から成果の社会実装までを組織
的支援の下に行うことができるようになった。これにより、産業界との資金・知財・人材の好循環を確立し
ていくことを目指している。

＜ミッション１：重点研究の創出、研究支援体制＞
研究推進支援においては、本学の新たな強み・特色ある研究を創出することを目的として、２０１６年度

に「重点支援プロジェクト」（現在１１プロジェクト）を開始した（図２）。本プロジェクトは、トップダウ

群馬大学が興す
産学共創と地域協働

群馬大学 理事（研究担当）／副学長

窪田　健二
くぼた　けんじ

図１　群馬大学研究・産学連携推進機構の組織体制
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ンによる拠点型研究の推進・創出と学内ファンドを組み合わせて、研究の一層の高度化と競争的外部資金の
獲得による自立した研究実施体制の構築を基に、産業界と共同研究の拡大を図る好循環サイクルの形成を目
指している。その成果の一つとして、２０１９年１０月には群馬大学未来先端研究機構に「ウイルスベク
ター開発研究センター」が開設された。現在のライフサイエンスに欠かせない遺伝子改変ツールの研究開発
を推進し、学内外との共同研究・連携の中で、ツールの供給者としての存在を確立し、本学だけでなくわが
国のライフサイエンスを支える重要なプラットフォームとして本学の強みとなることを期待している。

加えて、若手研究者、女性研究者などへの研究支援、医療ニーズに立脚した先端医療開発研究を目指した
医理工融合研究やＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）などの「社会的課題解決」につながる研究を促進するた
めの制度も設け、分野間の融合や若手研究者の育成を図っている。

＜ミッション２：組織的産学連携の推進＞
機構の改編を受け、産学連携を実効性のある協働関係として組織的に推進するために、知財やリスクマネ

ジメントの扱いを明確にし、共同研究講座や共同研究部門規則の制定、金融機関との連携強化を目的とした
協定締結などを実施した。２０１７年度には、学外からの相談業務の簡易化を進め、共同研究への対応・組
織的連携強化を目指して、「産学連携ワンストップサービスオフィス」を設置し、学外からの産学連携への
アクセスを容易にした。これにより、相談内容を全学で共有化できたことで、個人によるコーディネートで
は対応しきれない課題にも対応できるようになった（図３）。

２０１６年８月には、文部科学省主催の「産学パートナーシップ創造展」への自動運転自動車による次世
代モビリティシステムの出展に対する高い評価が基となって、同年度の文部科学省補正事業「地域科学技術
実証拠点整備事業」に、本学と群馬県が共同で提案した完全自律型自動運転の社会実装を目指した事業が採
択となった。これにより、「次世代モビリティ社会実装研究センター」の設置・拠点化を進めることができた。

図２　群馬大学における「強み・特色」研究創出への取り組み

G２
推進研究 戦略研究に向けて、コア（中核）として推進するプロジェクト研究

G1
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統合腫瘍学

内分泌代謝・シグナル学

元素機能科学

G１

• 学内外の研究者が連携した研究、あるいは本学の研究者による突出した研究を核に
「プロジェクト研究」を行い、本学の強みや特色を創出

【研究環境の充実】 支援期間；原則３年間、最長５年間
①研究設備の早期導入 ②共同利用施設の無料使用
③共用研究スペースの付与 ④ＵＲＡの配置 等

戦略研究 トップダウンにより政策的・戦略的に強力に展開する拠点型研究

（取 組 ） 「概算要求」等を通じた全学的支援
戦略的人員配置等

• 研究者の内在的動機に基づき、課題発見・解決に向け進められる基礎・応用研究、

（取 組 ）「重点支援プロジェクト」助成（各件100～200万円程度）最長３年間支援

基盤的支援

大型競争的資金不採択者に対し厳選して支援

大型競争的資金（科研費：基盤研究（Ｓ）（Ａ）（Ｂ）、若手研究（Ａ）、新学術領域
研究）の獲得を目指す「有力研究者」に対して厳選して手厚く支援

若手（40歳以下）研究助成

若手研究者に対する重点
的な研究支援・助成

女性研究者研究助成＋研究成果発信力向上支援

研究助成、ならびに、研究成果発信力の向上を
図る取組支援（プロジェクトリーダー助成等）

先端研究支援・研究組織構築

レギュラトリーサイエンス、SDGｓ研究助成

Ａ）学部横断的な全学融合領域において先端的医療、自動運転、
食品を介した各分野における新規技術開発を目指す研究課題

Ｂ）SDGｓの達成に向けた、安心・安全な次世代社会を実装・構築
するためのレギュラトリーサイエンスにかかる研究課題

について、重点的に支援

ウイルスベクター開発

重点支援プロジェクト

り み

り みG３
シーズ・基盤研究 外部資金（競争的資金等）獲得により実施する研究

（翌年度科研費獲得に向けて）

重点支援プロジェクトの戦略的推進
【橋渡し支援】

研究が育ち自立して研究費の獲得ができる分野の中
から、若手層を含んだ分野や学部の戦略となりうる研
究に対し支援し、学部から大学中枢への橋渡し支援

Ｇ２研究者ニーズを
重視した研究環境の

戦略的充実【自立化支援】
大型研究費も獲得できる研究分野に

対し、研究費の支援制度から研究環境
支援制度へシフトし大学の研究戦略の
柱としての分野・部門・センター化に向け
た自立化に向けた環境体制支援

学内研究助成の拡充【萌芽・発掘支援】

未開拓の研究の萌芽を促し、次世代を担う研究
の発掘に幅広く支援
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本センターの設置に当たっては、当時
まだ少なかった自動運転の実証につい
ての「よろず相談所」として機能す
ることを目的として協議会を設置し、
２０１７年度には共同研究講座（２講
座）も設置した。本整備事業による、
テスト走行コースも備えた拠点施設の
完成後には、完全自律型自動運転の研
究開発が大きく進み、共同研究の活発
化と北海道から九州まで全国各地での
実証実験の実施につながっている。

＜ミッション３：地域連携の取り組み＞
地域と連携する取り組みとして、研究インフラである研究共用機器を経営資源と捉え、研究の持続のため

の研究力向上と資源獲得を狙い、高度研究推進・支援部門の機器分析センターを中心に、近隣の大学や地域
企業との機器の共用拠点「りょうもうアライアンス」を構築した。その活動を通して、地域に根差した教育
研究の高度化、新技術開発、新産業創出に貢献する活動を行っている。

その他、金融機関との協定により、金融機関の職員に「群馬大学産学協働コーディネータ」としての活動
を委嘱（現在６４人）する制度も導入するとともに、金融機関との人事交流も開始し、地域の産学連携活動
を一層加速するだけでなく、本学職員の資質向上も進めている。

数理データ科学教育研究センターと食健康科学教育研究センター
教員組織を一元化した学術研究院の体制を基に、将来的な社会との協働・連携の拠点構築および教育研究

の核となる組織構築を機動的に進めるべく、２０１７年に「数理データ科学教育研究センター」、「食健康科
学教育研究センター」を全学共通組織として設置した。数理データ科学教育研究センターは近年、期待され
る超スマート社会（Society 5.0）の基盤を支える情報数理およびデータ科学などの情報学分野の教育を行
い、これらの素養を持った人材の育成および研究推進を図ることを目的として設立した。センターでは数理
データ研究のみならず、「ぐんま数理データサイエンス教育プログラム」や「群馬大学 STEM 教育プロジェ
クト」など、教育プロジェクトを通して地元自治体との連携を図り、データサイエンスの教育研究も推進し
ている。

また、農業県であるにもかかわらず本県には農学部がなかったことに対する地元ニーズに応えるために、
食健康科学教育研究センターを設立した。農作物の６次産業化や、機能性食品などの食品の高付加価値化、
併せて、食に関連した健康増進に関わる研究を推進することを目的としており、各分野の教育を学生・社会
人に提供し、実務家および研究者を養成する。食健康科学教育研究センターでは、食品産業と食にまつわる
健康についての個々の研究以外にも、センター独自の重点プロジェクトとして、地元 needs-oriented（需
要指向）な研究を推進し、地域の企業・自治体との連携の下にその成果を上げつつある。

これからの取り組み
本学では、上述のような研究・産学連携、地域連携に関する体制整備を進めてきたが、今後は、これらを

基に社会の要請にさらに機動的に対応する学内外のプロジェクトを企画・構築し、地域と連携して社会的課
題の解決に取り組むこととしている。

図３　群馬大学の産官学金連携事業の推進体制
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時計、カメラ、オルゴールが技術の源泉
「魅力あるＳＵＷＡブランドの創造」を目指し、２００２年から開催している「諏訪圏工業メッセ」（以下、
メッセ）は、昨年で１８回目を数える。
諏訪地域は、日本のほぼ中心に位置し、諏訪湖や八ヶ岳、霧ヶ峰高原など自然豊かで風光明媚（めいび）
な環境で、人口が６市町村合わせて約２０万人の地域である。製造業の事業所数（従業員４人以上）は約
８００社、「小型・軽量・薄い」の「省の技術」が特徴の企業集積を誇る国内有数の「ものづくり」の地域
である。
かつては「東洋のスイス」とうたわれ、戦前の製糸産業が隆盛を極めた時代から戦時中の疎開企業と地元
企業が一体となって発展し、精密機械工業の一大集積地となった。その当時の時計、カメラ、オルゴールな
どの製造技術が現在の「超精密・微細加工の集積地」といわれる当地域の技術の源泉となっている。
バブル崩壊の１９９１年以降、減少の一途だった当地域の工業製品出荷額に大きな危機感を持ち「まずは
諏訪地域の企業・技術を知っていただく」ことからと、地域が一丸となって展示会をスタートした。

会場内俯瞰

地方開催の「諏訪圏工業メッセ」は
なぜ成功しているか
～魅力あるＳＵＷＡブランドの
創造を目指して～

諏訪圏工業メッセ実行委員会 事務局長

荒井　誠司
あらい　せいじ
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「地方では国内最大級の工業専門展示会」
昨年のメッセ２０１９は、直前の台風１９号による被害で各地の交通が遮断され、開催自体も危ぶまれた

が、過去最高の４２５社（団体）の出展、２万７８４１人（前回比：約１, ０００人減）もの多くの来場者
をお迎えし盛大に開催することができた。
地方開催は難しいと言われる中で、「地方では国内最大級の工業専門展示会」と高い評価のあるこの展示
会が成功している一番の理由は、「地域が一体となって開催」していることである。
「産・学・官・金」の連携は、言うはやすく行うは難しだが、民主導、いわゆる企業人や会議所などの経
済団体が主体となり、これを行政や大学・金融機関などが支援する形で、今や地域の「産・学・官・金」が
皆、当事者意識を持って実行している展示会である。
もう一つの特徴としては、商談成立・販路拡大の最大のツールとなっている「我が社の“ひとわざ（一技）
ＰＲシート」の作成や、ビジネスマッチングに深く関わっている工業専門アドバイザー（地域の大手企業Ｏ
Ｂなど）人材が豊富であることが挙げられる。
また、メッセは他の展示会にはない大きな特徴がもう一つある。会場内で多くの子供たちを見掛けること
である。３日間で約３, ０００人の小中学生や高校生、大学生が見学に訪れ、今でこそ「次世代のものづく
り人材育成の場」として評価もいただいているが、当初は「ビジネス・商談の場に子供たちを受け入れるこ
とはいかがなものか？」と拒否反応もあり対応に苦慮した経過がある。

メッセ開催の目的と成果
工業専門展示会を標榜（ひょうぼう）するメッセの最大の目的は、言うまでもなくビジネス（商談・販路

拡大）であるが、同時にメッセ開催を通じて「産学・産産連携の促進」や「ＳＵＷＡブランドの情報発信」、
「観光・農業・商業など他産業との連携促進」、「次世代を担うものづくり人材の育成」、「学会・ワークショッ
プなどの招致」など各種の取り組みによる、ものづくり産業の活性化、地域活性化を目指している。

子供たちも大勢見学に訪れる
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メッセ開催の成果として第一に挙げられるのが経済効果である。昨年の直接的経済効果は５．７億円、
また出展社に対して行っている独自調査では、前回メッセから今回メッセまでの一年間の新規受注額が
７．５億円となっている。合計金額は毎回約１０億円超／回となっており、メッセ開催は地域に大きな経済
効果をもたらしている。
メッセは「産・学・官・金」などの様々な分野の、様々なニーズとシーズを持つ人々が集まる「場」の提
供（プラットフォーム）という新たなビジネスモデルを形成している。
地域内外の企業や行政や各支援機関、大学などとの交流により、連携のきっかけづくりができ、市場ニー
ズにあった技術・商品動向など類似技術の内容把握と情報収集が容易になるとともに、新規産業の創出や「産
産、産学連携」による技術力向上も見込まれ、結果的には、「技術のＳＵＷＡ」ブランド、県内の工業力や
中央道沿線地域としての魅力も向上し、人的・組織的により強固なネットワークを形成することができる。
このほか、工業のみならず地域の観光・商業・農業などあらゆる産業との連携による地域活性化を目指し
ているが、継続開催により、今では地域資源としてメッセを通年で活用し、様々な波及効果を生んでいる。
地域が一体となり地域の強みを生かした独自の取り組みにより、「地方では国内最大級の工業専門展示会」
との高い評価をいただけるまでに規模・内容とも充実をしてきた。

新たなステージへ
現在は、第４ステージ（２０１７年～２０２１年）として「価値ある技術の進化でグローバルに発信」を

テーマに推進している。
メッセ会場として使用している「旧東洋バルヴ諏訪工場跡地」は、広大な面積（敷地＝７．２ｈａ、建物
＝約１万㎡）を有している。
メッセの最大の課題は、現在の会場（旧東洋バルヴ工場建物）の老朽化による永続的な会場の確保である。
幸いにも、所有者である諏訪市が旧東洋バルヴ諏訪工場跡地活用基本構想（２０１９年３月１３日）を策定、
整備方針の一つに「メッセの継続開催のため、多目的な展示場施設整備の検討」を掲げ、専門委員会による
具体的な検討を始めた。
この動きに併せて、メッセ実行委員会においても昨年から「在り方検討会」を常設し、新たなステージ

（２０２２年～）に向けての検討が始まっている。
メッセの開催は「成果・効果が“ものさし”」として、企業（出展社）にとっての成果・効果がある限り、
期限を区切らず開催するとしているが、当面は３０回（２０３１年）を目指している。
これまで同様に、企業目線を重視し常に企業（出展社）に寄り添いながら、多くの人が集い、語らい、つ
ながり、さらには絆を深めることができる「場（メッセ）」の価値を最大限に活用し、地域のものづくり（製
造業）の発展、「魅力あるＳＵＷＡブランドの創造」を目指していく。
今年の「諏訪圏工業メッセ２０２０」は、１０月１５日（木）～１７日（土）の３日間、諏訪湖畔の諏訪
湖イベントホールで開催する予定である。
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リポート　Report

メディカルデザインとは
本学ではメディカルデザインという名の下に、産学官連携・全学連携で医療・福祉機器・サービスの研究

開発を推進する活動を展開してきた。活動はようやく助走を終えた段階であるが、これまでの活動とその中
で分かってきたことを概括する。

医療・福祉機器は、工業先進国であるわが国において、珍しく輸入超過となっているジャンルである。医
療・福祉機器あるいは関連するサービスの分野は、付加価値の高い製品づくりやサービス提供が期待できる
ことから、新規参入を考えている企業が富山県内外にも多数存在する。しかし、医療・福祉の現場ニーズの
把握、製品・サービスの事業化・販売のために必要な独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に
よる承認の獲得など幾つかの超えなければならないハードルがある。一方、現在、各省庁から多くの競争的
開発資金が供出されているが、これらの申請には産官学コンソーシアムの構築が前提となっていることが多
い。本学では、複数の学部にまたがる教職員、地元企業、官公庁の連携によって諸問題を解決し、富山発の
画期的な医療・福祉機器・サービスの開発・事業化を目指している。

これまでの活動
２０１７年より、本学の二階堂敏雄研究推進担

当理事・副学長（当時）の呼び掛けで、学内外の
有志が集まり、メディカルデザイン活動の方向性
を模索してきた。学内からは、筆者（学術研究部
工学系・田端俊英教授）、富山大学附属病院脳神
経外科・赤井卓也臨床教授、谷内雅彦支援員が、
学外からは富山県商工労働部、経済産業省中部経
済産業局電力・ガス事業北陸支局、北陸銀行地域
創生部が参加した。地元企業に聞き取り調査を
行ったところ、多くの地元企業が医療・福祉機器・
サービスへの新規参入を検討したことがあるもの
の、どのような製品を手掛けるべきか、それらに
ついて承認を獲得する方法、販売する方法などが
分からず、躊躇（ちゅうちょ）していることが明
らかになった。

そこで一つの試みとして、Biodesign（バイオ
デザイン）を地元企業に体験学修してもらうこと
にした。バイオデザインは米国スタンフォード大
学において design thinking（デザイン思考）の

メディカルデザイン
〜富山大学の新たな産学官連携・全学連携〜

富山大学 学術研究部工学系 教授

田端　俊英
たばた　としひで

図 1　ワークショップ開催概要
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医療版として確立された開発手法である。バイオデザインでは、様々な学術・技術バックグラウンドを有す
るイノベーター（必ずしも医療・福祉分野の専門家である必要はない）がチームを組んで、医療・福祉の現
場を観察し、ユーザー（患者および医療従事者）の潜在的なニーズを発掘し、チームメンバーのブレインス
トーミングによりニーズを満たす医療・福祉機器を案出する。２０１８年度には、２回のバイオデザインの
ワークショップを開催した。一般社団法人ジャパンバイオデザイン協会の Biodesigner Expert course を
修了した本学教員が講師となってバイオデザインの方法論を説明し、参加者に医療・福祉の現場を観察して
もらい、ニーズの発掘と解決法の案出に挑戦してもらった。第１回（図１）は、富山大学附属病院で開催し、
１２社の富山県内外の企業、官公庁関係者、本学の文系・理系学部の大学教員が参加した。第２回は、富山
西総合病院・富山西リハビリテーション病院で実施し、１２社の企業、官公庁関係者、医学部や工学部の大
学教員が参加した。いずれの回でも参加者は、多数のニーズと解決法を見つけることができ、産学官連携の
開発ポテンシャルの高さが確認された。これらイベントの参加者の多くが２０１９年度のイベントにも参加
しており、本学の産官学連携・全学連携の強化につながった。

２０１９年４月より、本学研究推進機構の正式な研究プロジェクト「メディカルデザイン・プロジェクト」
として活動を継続・発展させた。北島勲理事・副学長・研究推進機構長の指揮の下、具体的な医療・福祉機器・
サービスの研究開発を学際的に行うために産学官連携体制を強化した。まず、幾つかの連携グループで、幾
つかの省庁・自治体の競争的開発資金に申請を行った。その結果、認知症の予防につながるエピソード記憶
能力のトレーニングを行うスマホ・アプリの産学共同開発が総務省の戦略的情報通信研究開発推進事業（Ｓ
ＣＯＰＥ）に採択された。

次に、２０１９年１１月に、公益財団法人富山県新世紀産業機構「メディカルデザイン開発推進事業」の
委託を受け、主として地元企業を対象としてセミナーを実施した（図２）。このセミナーでは、先進的な医
療ベンチャー企業の経営者およびコンサルタント（株式会社多磨バイオ・澤田真言氏、エムスリーアイ株式
会社・梅田和宏氏）が講師となり、開発資金をベンチャーキャピタルなどから集める手法や医療機器の承
認をＰＭＤＡから得るための実践的なノウハウを参加者に伝授した。セミナーに参加した１３社の企業から
は、非常に有用な情報が得られたとの評価を得た。

さらに２０２０年２月には、富山大学附属病院においてセミナーと医療現場見学会を開催した（図３）。
リハビリテーション科・服部憲明教授が講師と
なってセミナーを行い、同科の日ごろの業務と
現場が抱えている問題点を説明した。続いて、
附属病院リハビリテーション室の見学会を行っ
た。リハビリテーション科スタッフが実際の設
備を用いて、それらがどのように使用されてい
るかを詳しく説明した。さらに、リハビリテー
ション科スタッフと参加者が少人数グループに
分かれて、現場ニーズ−技術シーズ交換会を
行った。スタッフが現場ニーズをプレゼンテー
ションし（リハビリテーション室でどのような
問題が生じているかをイラストやリハビリテー
ション器具を用いて説明）、参加者とスタッフで
それら課題の解決法についてディスカッション
を行った。参加者には多岐にわたる分野の企業
１６社が含まれており（精密機械、金属加工、図 2　セミナー開催概要
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樹脂加工、繊維、建築部材、ＩＴ、ヘルスケ
アなど）、実現性の高い製品・サービスのアイ
ディアが多数提案された。

分かったこと、今後の展開
上 記 イ ベ ン ト の 参 加 者 は 異 口 同 音 に、 

１）現場スタッフと交流することで、大学お
よび附属病院にアクセスがしやすくなった、
２）医療・福祉機器・サービスの開発のモチベー
ションが高まったなどの感想を語っている。
このことから、上記のようなイベントは産学
官連携の構築に非常に有効と考えられた。そ
こで本学では今後、臨床研究管理センターを
はじめとする附属病院のコミットメントを強
化し、企業と医療現場の交流を醸成するイベ
ントを頻繁に開催していく予定である。イベ
ントには、地元だけでなく全国の企業にも参
加してもらい、またこれまでとは異なる分野
の企業に参加してもらうことで、画期的な医
療・福祉機器・サービスの案出を目指す。一
方、イベントでは秀逸な製品・サービスを提
案しているのに、実際の研究開発に踏み出さない企業が多いことも分かってきた。そこで現在、本学の学術
研究・産学連携本部がコーディネーターを各企業に派遣して、あらためて産学連携開発を促すなどフォロー
アップを行っている。

なお現体制のメディカルデザイン・プロジェクトは、２０１９年度をもって終了するが、本学では
２０２０年度から本プロジェクトの業績を引き継ぎ、北島勲理事・副学長をリーダーとする全学的組織体制
を構築し、本格的かつ実働的な産学官連携開発推進組織を新たに始動させる予定である。

図 3　セミナー（見学会付）開催概要
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リポート　Report

共同研究員とは
岩手県釜石市は岩手大学と２００１年に相互友好協力協定を結び、東日本大震災による復興に係る連携を

はじめ、これまで多くの分野で連携をしている。連携の代表例として、これまでに４名の市職員を岩手大学
に常駐職員（以下、共同研究員という）として派遣をしている。２０２０年度現在、岩手大学では県内自治
体３市３名の共同研究員を受け入れている。筆者は釜石市の共同研究員としては、４代目で、２０１８年４
月より２年間派遣されていた。今年度より５代目となる職員が派遣されている。

共同研究員のミッション
釜石市共同研究員は、岩手県内（特に釜石地域）に係る産学官連携の強化、三陸復興に係る各種活動のコー

ディネート、地域課題の解決に向けて取り組んでいる。県内・釜石市の企業、地域、自治体や各団体の課題
を把握し、その解決のために岩手大学の関係各所と協議・情報共有しながら大学の先生や専門家とのマッチ
ングを行い、さらには共同研究のための外部資金の獲得を目指すことが主なミッションではあるが、釜石市
共同研究員の活動内容は多岐にわたり、産学官連携のみならず、地域の課題解決や地域活性化に関わる内容
であれば分野を問わず、その活動範囲は広い。

共同研究員の活動事例
①共同研究のサポート

これまで初代の共同研究員から、様々な産学官連携のサポートを行ってきている。例としては、高付加価値
Ｃｏ合金「コバリオン」の開発、冷蔵用スラリーアイスの研究、高台避難のための階段避難路用ＧＦＲＰ製床
板の開発などが挙げられるが、筆者が派遣されていた期間においては、前任者から引き継いだ案件２件「市
内水産加工会社×岩手大学農学部」、「市内企業×岩手大学人文社会科学部」および新規案件２件「市内企業
×岩手大学人文社会科学部」、「市内企業×理工学部」の共同研究のサポートを行った。

②地域連携フォーラムの開催
２０１７年度、東日本大震災後初の「地域連携フォーラム ｉｎ 釜石」を行った。本フォーラムの開催に

より震災によって途切れることがなく、岩手大学と釜石市を中心とした「産学官連携」「地域連携」活動が
行われていることを広く伝えることができた。釜石市としても大学との連携強化のため、また、広く市内
企業に周知をし、参加していただくことで、大学へのイメージを変えること、大学シーズの情報を発信す
ることにより共同研究の推進も期待できることから、毎年フォーラムを開催することを希望した。そして
２０１８年度と２０１９年度、釜石市民ホールＴＥＴＴＯにて、「地域連携フォーラム ｉｎ 釜石」を継続
して開催している。１回目のフォーラムとの違いは地元高校生と、釜石キャンパス水産システム学コースの
学生の発表も可能な限り盛り込んだことである。

釜石市と岩手大学の連携
～釜石市共同研究員の活動～

釜石市役所 
産業振興部水産課 主任

（岩手大学前共同研究員）

磯原　なつ美
いそはら　なつみ
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内容については、大学側と協議を重ね、大学側の意向と市の意向のヒアリングを行うことにより双方が納
得できるフォーラムを目指している。

③行政と大学の連携
釜石市と岩手大学はこれまで様々な連携事業を行ってきたが、両機関共に人事異動や震災後の混乱から情

報共有が十分にできなくなり、思うような関係構築や連携事業を継続することが難しくなっていた。この課
題を解決するために、筆者は共同研究員という二面性を持つ立場を活用して、市関係部署と大学との調整と
合意形成のため、市各課が大学と連携・相談したいときのワンストップ的な役割を積極的に行った。この役
割を担うことで、市側が伝えたいことと、大学側が伝えたいことを整理して伝えることができ、円滑に議論
の場を設けることができる。

活動の成果も見え、徐々に市役所内の各課からの問い合わせが多くなっており、共同研究員が窓口となり
つなぐこと、場合によっては案件をサポートすることにより、連携の輪が広がっているように思う。

また、行政と大学の連携に関わって、大きな１歩が「岩手大学×釜石市連携ミーティング」の実施である。
２００１年度の協定締結を皮切りに、共同研究員の派遣、釜石サテライトの設置など、両機関は緊密な関係
を構築してきた。２０１８年度秋には、農学部水産システム学コースの学生が釜石市に移住し、釜石キャン
パスで学び始めるなど、連携も新たな段階に入り、地域の活性化、研究活動の推進、学生生活の充実が図ら
れている。

一方、取り組みが多様化するということは、担当課のみで情報がとどまる可能性、いわゆる「情報のタコ
ツボ化」となる可能性も潜んでいる。そこで多様な取り組みを両機関で共有し、顔の見える連携の強化を目
的として大学側と市側との調整を行い、２０１９年１２月に連携ミーティングを開催した。

今後は、定期的にその時の話題や両機関で検討していることや相談事（大小かかわらず）をざっくばらん
に意見交換できる場としていくことで、大学と市との情報共有に加え、市としては課を超えての組織横断的
な連携の強化、大学側としても上田キャンパスの職員・教員が、釜石キャンパスの情報を共有することがで
き、連携の質や幅も広がることが期待される。

④先行事例調査　～愛媛大学と愛媛県愛南町の取り組み調査～　
これは自身で考える現在の課題である「岩手大学と釜石市との継続した連携」について検討するため、調

査を行ったものだ。地域に大学の水産研究センターを誘致した先行事例を調査することにより、釜石市にお
ける大学との連携体制を検討することを目的として調査を行った。調査内容としては、愛媛大学をはじめと

２０１９年度「岩手大学地域連携フォーラム ｉｎ 釜石」での
共同研究員の発表の様子

２０１９年度「岩手大学地域連携フォーラム ｉｎ 釜石」での
高校生発表者と岩手大学長記念撮影の様子
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して連携の主体となっている４機関にヒアリング調査を行った。
この調査により様々なキーワードを得ることができた。調査結果と考察を基に、釜石市と岩手大学でより

良い連携体制を構築できるようにサポートしたいと考えた。「連携ミーティング」を開催できたことは成果
であると考える。

釜石市共同研究員の活動についてはこの他にも、大学や学生が地域活動する際のサポート、学会への参
加、研修の講師や大学講義でのアドバイザーなど様々な活動をしている。

今後の展開
以上、共同研究員の活動の紹介を行ったが、過去の共同研究員の活動を振り返ると、共同研究員という市

役所職員と大学職員という二面性を持つ立場が様々な連携を円滑なものとし、加えて元研究員と現研究員の
情報共有により、持続的な連携につながっていることも確かである。今後は共同研究員ＯＢが増え、市各課
に存在することで、産学官連携の幅も広がり、企業のみならず地域全体と大学との連携につながり、持続的
な連携体制が構築されていくことが期待できると考える。

これまでの共同研究員が培ってきた「繋がり」と現共同研究員がこれから係る方々の「繋がり」を意識し
ながら、持続可能な連携体制を構築していくことが共同研究員のミッションであると感じている。

最後に、大学と行政・地域の連携のための人材として共同研究員の派遣は今後も継続してほしいものである。
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リポート　Report

信州１００年企業創出プログラムとは　
次の１００年を切り開くための成長を目指したい「地域企業」、さらなる挑戦を求める「首都圏の人材」、

この両者を信州大学の「リサーチ・フェロー（客員研究員）」として研究と学びのプログラムで結びつける
地域の課題解決事業。それが、「信州１００年企業創出プログラム」です。
首都圏と地方の人材循環を加速させるために、人材サービス会社、地域のシンクタンク、学会関連団体、
大学が連携し、「リカレント」という新たな文脈から取り組んだ新しい地方創生事業とも言えます（図１）。

地方から未知の１００年に挑戦する意味・必要性
２０１０年ごろをピークにわが国は人口減少が始まりましたが、社会は人口増を体験してきた世代が大半

です。そのため、どうしてもマンパワーを前提とした計画や増加を至上とする成長を描きがちですが、人口
の自然増はもちろん、社会増も急激には生じません。我々は根本から考え方を変える必要があります。

産学官連携を加速する
信州１００年企業創出プログラム

信州大学 
学術研究・産学官連携推進機構 
教授・学長補佐

林　靖人
はやし　やすと

図１　信州１００年企業創出プログラム事業概念図
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今まで人類が体験したことがない未知の１００年に向けては、国の事業や企業経営も「Plan-Do 型」か
ら「Prototyping 型」へと柔軟性や対応力を強化し、一騎当千となる多能・多経験な人材とＩＴ・ＡＩを掛
け合わせるなど、維持、成長・発展への新たなシナリオを描く必要があります。
その意味では、これまで１００年以上続いてきた老舗企業も新たなベンチャーも同じ状況に置かれていま
す。そして、首都圏や大都市圏は周回遅れで発生しますが、全国の多くの地方は既にそのスタートラインを
越えており、次の１００年を一つのマイルストーンとして新しい取り組みを加速しなければなりません。
そこで本事業では、「次代の地域を牽引（けんいん）する／未来創造に挑戦する企業」を「１００年企業」
と位置付け、長野県をプロトタイピングの場所とした新たな実践的研究に取り組みました。

地域・分野を縦横につなぐコンソーシアムと四つのリカレント学修による人材アップグレード
本事業は、平成３０（２０１８）年度中小企業庁「地域中小企業人材確保支援等事業」を活用し、国のモ

デル事業としてスタートを切りました。
申請主体は信州大学で、プログラム全体設計・事務局を担いました。そして首都圏人材の巻き込みは政府
系人材サービス会社の株式会社日本人材機構が、リカレント設計の協力者として地域活性学会の関連団体、
一般社団法人Ｌａｍｐｈｉ（ランフィ）が、地域の参画企業発掘やリカレント教育の実践者として信州大学
発の社会科学系ベンチャー、シンクタンクである特定非営利活動法人ＳＣＯＰ（スコップ）が参画し、コン
ソーシアムを組織しています。
なお、首都圏人材の募集や地域の受け入れ企業発掘においては、それぞれ図に記載した様々な人材サービ
ス会社、地域の行政や金融機関が事業構想に賛同し、「パートナー」として協力をいただくことで実現可能
になりました。募集時はそれぞれ６４社・１０５人が集まり、研究員候補と受け入れ企業を丁寧にマッチン
グする中で８社・９人とともにモデル事業を開始しました（図２）。

マッチングした研究員は原則、長野県に居住あるいは頻繁に通い、受け入れ企業の現場に入り込みます。
そして平日は現場で、アクションをしながら当該企業が１００年先まで成長するための活路とそのために今

図２　地域企業と研究員とのマッチングの経過
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すべきこと、すなわち「未来シナリオ」に必要な材料を探したり、創り出すことをミッションとします。週
末には、１週間のワーク・分析結果を持って大学に来て、担当する教員のゼミで他の研究員とともに未来シ
ナリオを精緻（せいち）化するためのディスカッションを行い、それをまた次週現場でアクションに戻す。
これを６カ月間繰り返します。また、初年度はゼミ以外にも、集合での知識研修（例えば、財務・会計）や
特別セミナー（例えば、地域の１００年企業訪問・社長講演など）を実施し、研究員にとって必要なリカレ
ントの内容を検証しました。

本事業の特徴となる「エンゲージメント・デザイン」
初年度、最終報告会を終えて研究員の皆さんが、地域企業で雇用されたり、委託事業やアドバイザーなど

の契約を継続した状況（定着率）は、約９０％（９人中８人）を達成することができました。高い定着率に
ついては様々な要因があるとは思いますが、仮説としては「エンゲージメント・デザイン＊＊１」が一定の役
割を果たしたと考えています。つまり、地域・企業と研究員の「繋がり構築のシカケ」です。
例えば、６カ月間という通常の人材派遣などとは異なる長期のマッチング期間を設け、自分の将来／企業の
未来に関わる投資判断の時間を確保したこと、移住や通う際の負担を軽減するために受け入れ企業に月額３０万
円の活動費を用意してもらったことは、新たなつながりを創る際のリスクマネジメントにもなったでしょう。
また、研究員が残らなかったとしても受け入れ企業には未来シナリオやその作成においてトライアルした
活動成果が残りますし、研究員自身も違う道を選択したとしても半年間、研究員という立場でそれまでの経
験知を構造化したり、バックキャスティング手法を体系的に学ぶことでスキルアップする時間を持てること
は挑戦するモチベーションとして機能したと考えています。

２０１９年度活動と２０２０年度への発展
２０１９年度からは、昨年度受け入れ企業として参画したサッカークラブ運営会社の株式会社松本山雅

（長野県松本市）が新たにコンソーシアムメンバーに参画し、プログラムとして自走化する仕組みの構築に
取り組んでいます。そのために２０１９年度プログラム自体は、戦略的に受け入れ人数を５人（５社）に縮
小しています。その中でマッチングや支援などにかかる経費、成果報酬などビジネスプランとして必要な事
項をリアルに検証しました。
一方で新しい広がりも生まれています。昨年度研究員だったメンバーが中心になり、地域企業の若手人材が
今現場でやるべきことを学ぶリカレント事業「明日シナリオ創造ゼミ」（長野県元気づくり採択事業）が、始ま
りました。他にも、第１期生の研究員の中には、本年度学会発表をし、信州大学でのキャリア教育講師を担当
した者も生まれたり、共同研究や研究員の所属企業同士のコラボレーションも生まれてきています＊＊２。
また、本年度は、本モデルを他地域へ展開するため、積極的に視察の受け入れや日本と同様に地方創生を
課題とする韓国と台湾など海外でのプレゼンテーションを行ってきました。そして具体的な横展開として
は、同様の中小企業庁の支援事業を活用し、金沢大学が新たに観光産業分野でわれわれが構築した事業フ
レームを活用した取り組みをスタートさせました。
２０２０年度は、プロジェクトとしてビジネスモデルの精緻化や新しい事業メニュー創出を行い、産学官
民の連携による地方創生を加速させていくつもりです。

＊＊ 1　
信州大学放送公開講座 2019「第 3 回 国内初！大学発地方創生モデルに挑む！」．
https://www.shinshu-u.ac.jp/zukan/report/2019.html，（accessed 2020-05-15)．

＊＊ 2　
林 靖人．信州 100 年企業創出プログラムの挑戦．ほくとう総研機関誌 NETT．2019．Vol.4，p.4-7．
http://www.nett.or.jp/nett/pdf/nett104.pdf，（accessed 2020-05-15)．

https://www.shinshu-u.ac.jp/zukan/report/2019.html
http://www.nett.or.jp/nett/pdf/nett104.pdf
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この危機を乗り越えて

たった半年⾜らずで、感染が世界中に⾶び⽕してい
る。⽪⾁にも、グローバル化の進展の証左である。
⽇本国内では、隠れ感染者は多いと思われるが、重

症患者や死亡者の数が、素⼈⽬にも、⼆次関数的に増加
していないのはわずかな安⼼材料である。政府として、
感染者数のピークを緩やかになるようにシフトさせ、医
療崩壊を避けるといった作戦も、瀬戸際の攻防だ。
３月上旬、突然の長期の休校のため、体⼒と時間が

有り余り、ストレスを感じ始めた⼦どもたちを連れて、
近場をぐるりとドライブをしてみた。この時期はいつも
混み合っている軽井沢。外出⾃粛による客数減による飲
⾷業、観光業への打撃は深刻と聞いている。道路もショッ
ピングモールもガラガラだと思い到着すると、普段と同
様に混んでいる。駐⾞場⼊り⼝の渋滞も相変わらずだ。

⾒渡すと、韓国、中国などのアジアからの観光客は明ら
かに少ないが、⾸都圏などからの来訪客が増え、結果、
同じ程度の混み具合だ。新鮮でよどみのない信州の空気
を求めているからであろうか、⾃粛は１週間が限界で⼀
時の気分転換か、はたまた、ネットショッピングが順調
なのと同様に、消費欲が出てきたからか。この混雑を⾒
て、安堵するより、先⾏きが少し⼼配になった。
治療薬やワクチンの開発以外にも、オンラインでの

学習や会議、在宅の勤務対応への業務切り出しや⼦連れ
出社など、産学官連携で、知恵を結集できることは多い。
この危機を乗り越えた⽇本や世界はきっと強くなれる。

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（産学官地域連携）　岡田 基幸

通信インフラだけで、どこまでできるか

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、緊急事態
宣言の対象地域は全国に拡大された。
丸の内中央⼝と八重洲中央⼝を結ぶ、東京駅１階の

構内中央通路の普段は、渋谷スクランブル交差点と同様
の⼈出で、信号がないぶん途切れることがない。だが先
週、通路で⾒掛けた⼈はわずか３⼈だ。これほど⼈のい
ない東京駅を⾒たことがない。⼀方、生活拠点の郊外で
は、⼈の流れは少し減ったかなと感じるくらいで⽇常と
あまり変わらないようにも感じた。より多く⼈が集まる
場所だけを⾒ての判断は禁物である。
⼈の移動や接触が制限される中で、教育や研究活動、

社会との連携も大きな変化が起こっていた。ある大学で
は、オンライン授業のための教材を突貫工事で作成する。
授業が遅れないよう夏休みは２週間短縮を決めた。長引

けばさらに短縮⽇数も増えるという。研究室は閉鎖され
⼀⼈でできることを進める研究者もいると言うが、急を
要する研究以外は休止せざるを得ない。⼀方、地域社会
との窓⼝でもある社会連携活動は、ビデオ会議、インター
ネット配信などでできることを進めるしかない。
テレワークなどインターネットインフラの活用が⼀気

に増え、通信環境が交通渋滞を引き起こし、その脆弱さが
露呈してしまった感は否めない。３割くらいの作業効率
減は覚悟していたが、影響は半分以上ではないだろうか。
本誌でもウェブ会議のテストを何度も⾏い初の委員

会を予定している。不安は尽きないが現状のリソースを
うまく活用し前に進むしかない。

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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