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１９７０年代から「地球環境問題」は私たちの永遠のテーマとして掲げられてきた。２０１５年に国際連

合が採択した持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）では、２０３０年までに取り組むべき目標とターゲットが示

されており、わが国においても高い関心が寄せられている。

テクノ菱和は、環境のトータルエンジニアリング企業を標榜（ひょうぼう）し、低炭素社会に向けた環境

制御技術を提供している。産業用空調設備の設計施工を主力分野として、空気調和や給排水衛生、電気設備

の設計、施工、メンテナンスを通じて、お客様の求める最適な生産環境と快適な空間を実現している。お客

様には、食品・医薬品関連、電子デバイス関連など、高度な空調設備が要求される業種も多く、技術力のた

ゆまぬ研鑽（けんさん）と新しい技術の開発が必要とされている。

当社は、１９４９年に資本金２５万円、全従業員６人の小さな会社でスタートした。最初の仕事はミカン

貯蔵用の冷蔵庫作りであった。ミカン業者から「品質を落とさずに２～３カ月間貯蔵できる設備を作ってほ

しい」との依頼を受け、注文主の期待どおりのものを作って納入した、と社史に記されている。創業から

７０年間、当社の技術の向上と発展は、様々なお客様からの要望に応えて果敢に挑戦していく過程で習得し

た、実用的な技術の蓄積によってなされてきた。

２０１８年には技術開発研究所を横浜に新築移転し、技術力の一層の研鑽に努めている。しかし、社内だ

けでは新しい発想や視点は生まれてこない。そこで、従前より大学の研究室との共同研究にも注力してい

る。現在は五つの大学の研究室と継続的に当社の研究テーマに関連する連携を行っている。その研究室の一

つに当社の社員が社会人入学していたのだが、この３月に無事に博士号（工学）を取得することができたと

いううれしいニュースが届いた。大学との共同研究は、単に一企業の利潤追求を目的とするものではなく、

世の中の役に立つ新しい技術の開発や、人材の教育・育成にも資するものであると常々考えている。

冒頭に掲げた「地球環境問題」に加えて、新型コロナウイルス感染症が新たな脅威として登場した。今ま

さに世界中で猛威を振るっており、地球温暖化よりさらに身近な恐怖である。これまで特定の地域で特定の

生物と共生していたのであろうウイルスを人間界に呼び込んでしまったのであれば、これもある意味で「地

球環境問題」の一部と捉えることができる。そして、この新型コロナウイルス感染症に対峙（たいじ）する

には、大学の研究室や企業、あるいはいずれかの国家をもってしても、単独では到底勝ち目がない。私たち

が持続的に発展するためには、産業界、学会、官界が一層連携していくことが重要と思われる。

今回の試練を機に、産学官の連携が加速することになれば、と期待している。

技術力を研鑽して社会に貢献

株式会社テクノ菱和 代表取締役社長執行役員

黒田　英彦
くろだ　ひでひこ
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１本の電話
２０２０年４月２０日（月）朝８時過ぎに、浜松医科大学産学連携・知財活用推進センター

の電話がなった。医学部附属病院麻酔科・蘇生科の牧野医師からの電話だった。「患者さんの気
管挿管時に、患者さんが咳き込んで飛沫が飛ぶ。医師や医療従事者の飛沫感染を防ぎたい」静
岡県でも新型コロナウイルス感染が拡大しているところだった。

医療ニーズを形に
電話を受けて２時間後に、産学連携・知財活用推進センターのコーディネータが病棟１階に

ある麻酔科・蘇生科の医師たちの部屋に出向き、打ち合わせを行った。所狭しと机が並ぶ居室で、
牧野は自身の周りにコーディネータが座る
椅子を持って来てノートパソコンや手書き
のメモを用いて説明した（図１）。
「インターネット上で、飛沫感染を防ぐ

アクリル樹脂のボックスが話題になってい
る。しかし、幾つか欠点があり、作業が終
わった後にアルコールで拭くとしても拭き
残しが出る。高濃度アルコールにより、ア
クリルが痛む」「医療現場の基本は『使い
捨て』だが、アクリル樹脂のボックスはそ
れができない」
「金属で箱の骨組みを作れないか」牧野

の口から協同組合 HAMING の名が挙がっ
た。組合の有限会社岩倉溶接工業所とは、
別のプロジェクトで共同制作を行ったこと
があった。

協同組合HAMING
協同組合 HAMING（ハミング）とは、HAmamatsu Medical INnovative Group の略であり、

浜松地域の医工連携を推進すべく２０１２年１１月に橋本螺子株式会社（浜松市）、株式会社榛
葉鉄工所（掛川市）、橋本エンジニアリング株式会社（浜松市）、有限会社岩倉溶接工業所（島田市）
が設立した組合である。

浜松医科大学
医学部附属病院 麻酔科蘇生科 講師

牧野　洋
まきの　ひろし

浜松医科大学
産学連携・知財活用推進センター 講師

天野　優子
あまの　ゆうこ

 図１ 　牧野による手書きの設計図
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浜松地域は、スズキ株式会社、ヤマハ株式会社・ヤマハ発動機株式会社、本田技研工業株式会社など
の創業の地でもあり、輸送用機器産業が地元経済を牽引（けんいん）してきた。しかし、その産業に陰
りが見え、傘下にある多くの中小製造業の経済環境が厳しくなってきていた。そこで、橋本秀比呂代表
理事はこれまでに培ってきた技術力を異業種間のネットワークでつなぎ、各社の持つ力を結集すること
により、安全で高品質な医療機器・健康福祉機器を市場へ提供しようと考えた。協同組合 HAMING は、
これまでにも止血鉗子（かんし）、切除鉗子の工業生産化の研究活動や、染色バスケット、樹脂製新型腟
鏡（ちつきょう）といった新規器具の開発実績がある。

コーディネータは、牧野との打ち合わせ直後に協同組合 HAMING の事務局、中嶋裕嗣氏へ連絡した。

１回目の顔合わせと試作品
４月２２日（水）に協同組合 HAMING の各社から理事４名が浜松医科大学に集まる機会があった。コー

ディネータはその後に、理事らと中嶋氏、牧野との打ち合わせの場を設けた。
牧野は、気管挿管や抜管について、現場での感染リスクの高さ、アクリル樹脂製のボックスの状況な

どを説明した。また、段ボールで自作した模型を持参した（写真１）。一方、岩倉溶接工業所の岩倉義典
専務取締役らは、コーディネータが協同組合 HAMING へ連絡した際のメールを参考に２分の１スケー
ルの模型を作り、持参した。この方向で進めてよいか、牧野に確認するためである。

岩倉溶接工業所は、ステンレスやチタンなどの金属に対する高度な溶接技術を持つ。職人が図面なし
で製作していた、いわゆる「職人技」からなる鉗子やピンセットなどの鋼製器具を何とか残したいと思い、
医療分野に参入していた。医師・医療従事者からの要望を聞かずとも、溶接箇所に患者の飛沫が入り込
まないよう丁寧に溶接し、医師の手袋が引っ掛かって破れないよう表面を滑らかにする加工を施した。

牧野はその模型を見て、完成度の高さに驚いた。そして、すぐさま改良点を指示した。「女性医師でも
使用しやすいようにフレームをもっと細くして、軽
量化してほしい」「インターネット上で公開されて
いるアクリル樹脂のボックスは体の大きい外国人向
けのサイズなので、小柄な日本人患者に合わせて奥
行きを少し狭めてほしい」しかし、フレームを細く
して奥行きをなくせば、自立には不安定になる。そ
こで、「羽」を取り付ける案が出た。羽を患者の肩
に滑り込ませれば、安定する。加えて、高圧蒸気滅
菌やアルコールによる拭き取りのために、また遠方
へ輸送しやすくするためにはフレームを分解できる
方が便利であることから、ネジによる組み立て式や
折り畳み式の案も出た。重ねて収納できるように器
具前後のサイズを変える案も出た。しかし、まずは
溶接でシンプルに製品を完成させることにした。

もう一つの課題
牧野のもう一つの医療ニーズとして、金属フレームにぶら下げる使い捨てビニール袋があった。金属

フレームに覆いかぶせるのではなく、上下を逆にした袋を金属フレームの内側にクリップなどで止め、
作業後に汚染されたディスポーザブルの器具等を入れてクリップを外せばそのまま廃棄できるというア
イディアであった。

 写真１ 　牧野が作成した段ボールの模型
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協同組合 HAMING が浜松商工会議所に問い合わせ、協力してくれる企業を探した。翌４月２３日（木）
に、外勤中だった牧野のもとを秀栄ビニール株式会社営業部の毛利彰宏氏が訪ね、医療ニーズをヒアリ
ングした。初対面だった。その際に、岩倉溶接工業所の岩倉専務取締役も改良した金属フレームを持ち
込んだ。毛利氏はその場で金属フレームを見ながら、専用ビニール袋の提供を約束した。牧野からは、
汚染された器具を廃棄するまでに収納する内ポケットを付けるなどのアイディアも出た。

「コロナ」から守る傘に
岩倉専務取締役によると「何も言わなくても、社員が金属フレームを優先して作る。アイディアを出す、

改良する」毛利氏も「何とか医療に協力したい。他に困っていることがあれば何でも」と言う。
翌４月２４日（金）に飛沫飛散防止器具が完成し、サンプル販売を開始した。サンプル販売としたのは、

金属フレームも専用ビニール袋も改良を重ねてい
くためである。牧野はこれを「COVID Intubation 
Umbrella」と名付けた（写真２）。新型コロナウイ
ルス感染症という突然の雨から医師・医療従事者、
患者を守る傘になってほしいという願いが込められ
た。浜松地域の医工連携により、医師の発案から製
品化・販売までわずか５日間で成し遂げられた。

牧野らは知人医師や関連病院への紹介、SNS を
活用して COVID Intubation Umbrella を広めてい
る。また、YouTube で使用方法の動画を公開して
いる。コーディネータは、各地域の支援機関を経由
して各地の病院へ COVID Intubation Umbrella を
紹介した。

「コロナ」研究機関への寄付も
緊急時の医工連携を紹介したが、一方で浜松医科大学ではマスク、防護服など不足している備品で開発要

素がないものについては、浜松商工会議所を通じて製造・納品に協力していただける企業を探している。
COVID Intubation Umbrella の発案から製品化・販売までの間に、同じようなアイディアがネットに

出回った。協同組合 HAMING と浜松医科大学では、COVID Intubation Umbrella に関する情報は全て
を公開することにした。同様の器具が必要な医師・医療従事者が病院近隣の板金屋さんに作製を相談す
ることができるようにするためである。また、COVID Intubation Umbrella の販売による利益についても、
新型コロナウイルスを研究する機関や患者団体等へ寄付する予定である。

以上のように、COVID Intubation Umbrella がスピーディーに開発されたのは、浜松地域において医
工連携の基盤が形成されているため成し得たことと考える。これを機に地域での取り組みが益々活発に
なることを期待する。

 写真２ 　COVID Intubation Umbrella
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特 集
Feature 地域の商品をブランドにするヒント

忍者の撒き菱
菱（ひし）は、昔から日本に自生する水草の一種で、棘（とげ）のあるユニークな実をつける（写真１）。

かつて忍者は、この菱の実を“撒き菱（まきびし）”として使ったとされる。佐賀県神埼（かんざき）市は、
稲作の産地で水の供給のため多くのクリーク（小運河）が網目状に広がっている。このクリークに菱が自生
し、春になると水底から芽が出て水面まで伸び、葉を広げ、秋には実をつける。菱には様々な品種が存在す
るが、神埼市は在来種とされるワビシの産地である。水草であるため、収穫方法もユニークである。大き
なたらいに乗って水の上を移動し、一つ一つ丁寧に菱の実を採っていく（写真２）。この大きなたらいを地
元ではハンギーと呼び、ハンギーホールやハンギーまつりもあるほどよく親しまれている。菱は、英語で

“Water chestnut（水栗）”といい、まさしく栗のような食感で美味である。

産学官連携での“ひしぼうろ”の商品開発
佐賀県では、昔から菱の実を使った珍しい焼酎が生産されていたが、実は中国産の菱であった。そこで、

神埼市では２００９年から神埼産の菱を使った焼酎の製造が開始され、翌年第１号となる神埼菱焼酎が完成
した。この菱焼酎は、２０１４年から「The SAGA　認定酒」に認定され、２０１７年には福岡国税局酒
類鑑評会で金賞を受賞した。

私が注目したのは、菱焼酎の原料として使われる菱の実（デンプンの部分）をくり抜いて残った菱の外皮
である。地元の高齢者から、「昔は菱のゆで汁を健康のために飲んでいたが、とても苦かった」と聞いた。
そこで、菱の外皮にポリフェノールが多く含まれているのではないかと考え、ポリフェノールに着目した研
究を行うことにした。やはり、菱の外皮には緑茶に匹敵するくらいのポリフェノールが含まれていることが
分かり、捨てるにはもったいないと思い、何か食品に生かそうと考えた。菱の外皮を乾燥させて粉末状に
し、料理やお菓子に利用しようと試みた。まずは、学生たちとドーナツやクッキーなどを作ったが、今一つ

忍者も使った
ユニークな食材「菱」

西九州大学
健康栄養学部 健康栄養学科 教授
リカレント教育・研究推進本部 本部長
産学官連携推進室 室長

安田　みどり
やすだ　みどり

 写真２ 　ハンギーに乗った菱の収穫風景 写真１ 　菱の実（ワビシ）
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しっくりこない。そこで、佐賀の銘菓である「まるぼうろ」にヒントを得て、「ひしぼうろ」を作ることに
した。しかし、いくら試行錯誤してもパンケーキのようになったり、丸焦げになったりと、なかなかうまく
いかない。そこで、神埼市、神埼菓子組合にお願い
し、共同で商品開発に取り組むことにした。菱粉末
の配合量、ひしぼうろの味、形、やわらかさ、パッ
ケージ、キャラクターなど全て自分たちで話し合っ
て決めていった。そして、発想から発売まで２年を
費やし、ようやくひしぼうろが完成した（写真３）。
マスコミの力もあって発売初日には多くの方が来店
し、すぐに完売となり、みんなで泣いて喜んだこと
を今でも覚えている。ひしぼうろは、２０１３年に
全国菓子大博覧会で金賞を受賞し、今では神埼市を
代表するお菓子となっている。

ヒシポリフェノールの研究
菱の外皮に多くのポリフェノールが含まれていることは分かったが、どんなポリフェノールであるかにつ

いてはほとんど論文もなかったため、本格的にポリフェノールの研究に取り組むこととした。天然物からの
成分の分取・単離は、私にとって初めてのことであったため、知り合いの先生方の助けをいただきながら、手
探り状態で進めていった。菱の外皮に含まれる主な三つのポリフェノールを分取・単離することに成功した。
そこで、ＬＣ－ＭＳ（液体クロマトグラフィー質量分析）やＮＭＲ（核磁気共鳴分光計）などで成分の同定を
行うと、それらは、オイゲニイン、1,2,3,6-tetra-O-galloyl-D-glucopyranose（ＴＧＧ）、トラパインである
ことが分かった（図１）。特に、トラパインは、菱の外皮にしか含まれていない珍しい成分であった。

さらに、これらの成分の機能性を調べることとした。まず、ヒシポリフェノールの抗酸化活性を調べた結
果、比較として用いた緑茶カテキンの (－) - エピガロカテキンガレート（ＥＧＣＧ）に比べて有意に高い抗
酸化活性を示すことが明らかとなった＊＊１。また、三つのヒシポリフェノールには糖質分解酵素（アミラー
ゼ、マルターゼ、スクラーゼ）の阻害活性が認められた。特に、アミラーゼは、ＥＧＣＧではほとんど阻害
されなかったが、ヒシポリフェノールはいずれも強い阻害活性を示した＊＊１。

そこで、マウスを用いた試験を行った。対照群にはデンプン溶液を与え、試験群にはヒシポリフェノール
を添加したデンプン溶液を投与した。試験群の血糖値は、ヒシポリフェノール（40 mg / 体重 kg）の投与
から３０分後に対照群よりも有意に低下した。また、ヒシポリフェノールを投与したマウスの血清インスリ
ン値は、３０、６０および９０分後の対照群よりも有意に低下した。従って、ヒシポリフェノールはインス

 写真３ 　菱の外皮を使ったお菓子“ひしぼうろ”

オイゲニイン ＴＧＧ トラパイン 
 図１ 　ヒシポリフェノールの構造式
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リン分泌を抑制しながら、血糖値を有意に低下させるこ
とが明らかになった＊＊１。

さらに、健康な大学生男女２１人（20.7 ± 0.6 歳）に
よりヒト臨床試験を行った。被験者に水または菱外皮熱水
抽出液を飲用させ、すぐにレトルト米飯を摂取させた後の
米飯摂取前後の血糖値を調べた。試験群では、摂取後２０
および３０分の血糖値が試験群に比べて有意に低くなった

（図２）。このように、菱外皮熱水抽出液は、食後の急激な
血糖値の上昇を抑えることが示唆された＊＊２。最近では、
菱の外皮から菱茶を製造し、菱茶による体脂肪低減効果を
ヒト臨床試験にて調べている。これらのヒシポリフェノー
ルの機能性について特許を取得している＊＊３。

千葉・印旛沼の菱でも産学連携
千葉県の印旛沼にも、菱（オニビシ）が自生している。神埼市では２トンの菱を採るために必死であるが、

印旛沼では６０００トンもの菱が採れるものの、そのほとんどが廃棄されている。非常にもったいない。そこ
で、東京の企業（リファインホールディングス株式会社）と産学連携にてヒシポリフェノールの機能性を生か
した化粧品素材の開発を行っている。ヒシポリフェノールにはヒアルロニダーゼ、コラゲナーゼ、エラスター
ゼの阻害活性が認められ、しわやたるみの予防に期待できることを明らかにし、特許出願も行った＊＊４。さら
に、チロシナーゼの阻害活性、メラノーマ細胞のメラニン産生抑制作用が見られたことから、シミの予防に
も効果があると思われる。最近では、ヒシポリフェノールを用いた化粧品の開発が行われている。

「神埼と言えば、菱」が定着
神埼市では、菱焼酎、ひしぼうろ、菱茶と菱ブランド商品が続々と開発されており、現在自生している菱

の量では足りなくなってきたことから、田んぼを利用した菱の栽培が行われるようになっている。「神埼と
言えば、菱」というのも定着してきたが、産学官連携の成果であると自負している。

かつて、忍者は菱を武器として使ったとされているが、おなかがすいた時には菱の実を食べ、眠くなった
時には菱の外皮をかじって目を覚まし、健康にも役立てていたのではないかと思っている。つまり、菱は非
常食と健康食を兼ね備えた究極の食材ではないかと考えている。

＊＊１　Yasuda et al., Food Chem., 165, 42（2014）

＊＊２　安田みどり他 , 日食保蔵誌 , 44, 179（2018）

＊＊３　安田みどり他：酵素活性阻害剤 , 特許第 5831900 号（2011）

＊＊４　安田みどり他：酵素活性阻害剤 , PCT JP2018-039429（2018）
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 図２ 　ヒトの食後血糖値に及ぼす菱外皮熱水抽出液の影響
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宇大浪漫（うだいろまん）は、宇都宮大学農学部附属農場産の
二条大麦（品種：ミカモゴールデン、２０１９年からニューサチ
ホゴールデン使用）、サツマイモ（品種：ベニアズマ、２０１９年
からベニハルカ使用）並びに麹用米（品種：栃木県産酒米）を全
量原料として製造された麦焼酎（写真１）と芋焼酎（写真２）の
商品名で、宇都宮大学グッズの中の一つである。宇都宮大学は「豊
かな発想を地域に、新たな知を世界へ」をキャッチフレーズに、
教育研究とともに地域貢献および産学官連携を進めている。こう
した大学の理念に基づき、大学オリジナルグッズ開発を進めよう
という、当時の大学当局の企画に農学部附属農場が応募し、取り
組んだ成果である。開発の経緯は次のとおりである。

開発の動機と経緯
１００ヘクタールを超える全国でも有数の規模を誇り、教育研

究用として蔬菜（そさい）・果樹・花卉（かき）類など多種の作物
を栽培するとともに、乳牛と肉牛を飼養している附属農場では、
「お米と果樹とミルクの不思議体験」や「ＵＵエコファームカレッ
ジ」と銘打った親子での農業体験や、有機農業指導といった食育
活動などによる地域貢献を果たしてきた。また、農場の様々な資
源を活用した産学共同研究も行ってきた。グッズ開発はこれらの
活動をスパイラルに発展させる戦略でもある。
附属農場は、「生物生産と自然・環境との調和を目指した農学を
実践する」を理念とし、耕種部門と畜産部門とがバランスよく有
機的に結合した資源循環型土地利用を標榜しており、環境に優し
い減化学肥料・減化学農薬農法で農産物を生産してきた。しかし、
今後を展望すると、農畜産物の生産のみならず、付加価値の高い
加工・製造の領域も積極的に展開していくべきとの判断から、農
場産の大麦やサツマイモを活かした焼酎の開発に取り組んだ。
ところが宇都宮大学では、農場にはもちろん農学部にも本格的
に酒類を研究する学科・講座は存在しないし、ましてや大量に製
造できる設備もないことから、地域との連携を構想する以外に方
法はなかった。県内の様々な酒造メーカーを吟味した結果、栃木
県那須郡の株式会社白相酒造と提携することとなった。また酵母

宇大浪漫
地元酒造会社と連携して創り上げた 
大学オリジナルグッズ 宇都宮大学 名誉教授

元農学部附属農場長

津谷　好人
つや　よしと

 写真１ 　宇大浪漫（麦焼酎）
宇大浪漫。この２本は２００８年に販売開始した宇都宮
大学農場産二条大麦「ミカモゴールデン」を原料とした
本格麦焼酎。天然吟香酵母（左の青瓶）は、柔らかで、
甘く、香り豊かな麦焼酎。花酵母「日々草」（右の白瓶）
は、香味のバランスのとれた旨みのある麦焼酎。

 写真２ 　宇大浪漫（芋焼酎）
２００９年に販売開始した農場産ベニアズマを原料とし
た本格芋焼酎。花酵母「蔓薔薇（つるばら）」を使用し、
香味にバランスのとれた旨みのある芋焼酎。
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については、東京農業大学短期大学部醸造学科酒類学研究室との連携が実現した。
日本酒製造一辺倒が多い栃木県内の酒造会社の中で、白相酒造は焼酎も製造している数少ないメーカーであ
る。日々良質の焼酎を製造できる技術を磨いており、さらに、地元農家からの原料調達にもこだわっている。
八溝山系麓近くに立地する白相酒造は、例えば中山間地域農業振興対策として、地元農家にベニアズマの栽培
を奨励するといった活動をしている。ベニアズマは通常、食用のサツマイモとして栽培されている品種である。
白相酒造がこの品種にこだわったのは、加工専用品種を使用している九州地方などの芋焼酎との差別化を
図る意味もあるが、農家サイドに立って、食用の販売ルートの余地も残してあげたいとの配慮からである。
こうした地元農家との連携を重視する地域に根差した商品開発という理念の下、地元農家のイチゴの花か
ら分離した優良な清酒酵母を用い開発した日本酒が、経済産業省「農商工連携８８選」に選ばれた実績も持
つ。酵母に関しては、焼酎用の多くの酵母を分離してきた実績のある東京農業大学短期大学部醸造学科酒類
学研究室において、様々な酵母を使用した焼酎の試作・試飲を重ねた結果、麦焼酎用に分離開発に成功した
天然吟香酵母（ＮＹ２－１）と花酵母・日々草（Ｎ１２）、同様に芋焼酎用に分離された花酵母・蔓薔薇（つ
るばら）が用いられることに決まり、発酵管理にも助言をいただけることとなった。

商品化とその意義
こうして、大学グッズとして実際に販売していくた

めの次のステップ、すなわち商品名、瓶の色彩や形、
ラベルデザインなどを決定する段取りに入ることにな
る。この過程は農学部長、農場長などから構成された
選考委員会を組織し行われたが、まず名称を学内に公
募し「宇大浪漫」とした。その後、教育学部美術専攻
デザインコースの学生たちに依頼した作品類の中から、
「名称から明治や大正時代をイメージし、輝くガス灯の
下で待ち合わせ相手を待つ女性のシルエットで浪漫の
概念を表現」したとする作品（図１）をラベルデザイ
ンとして採択した。
「宇大浪漫」は主に、大学構内にある生協の売店とミ
ニストップに設けた特設コーナーで販売されている。
販売箇所を限定しているのは、生産量に限りがあるためもあるが、大学への帰属意識や愛着心の深まりを期
待して、顧客ターゲットをまず宇都宮大学の学生と教職員に絞っているためである。ここでの売上を確保で
きなければ、他での売上も期待できないと捉えていたが、２０１５年からは販路を拡大し、市内ショッピン
グモールやスーパーマーケットなどでも購入可能となった。売上は現在のところ堅調である。
このオリジナル焼酎「宇大浪漫」の開発・販売が起爆剤となり、大学初の食用米オリジナル品種「ゆうだ
い２１」の全国展開、農場産小麦を活かしたうどん「宇どん」の発売、放牧乳を活かしたオリジナル乳製品
「純牧」シリーズの開発・発売などが後に続き、現在では多くの農場オリジナルグッズを販売している。

今後の課題
これからの課題として、①ビジネスギャップ解消による原料調達問題の解決、②より科学的根拠に基づい

た商品情報によるマーケティングについて最後に述べる。
農商工連携を推進していくにあたっての大きな課題は、「農」のビジネスサイズと「商」・「工」のビジネ
スサイズの大きなギャップをいかに埋めるかにあると言われるが、我々の取り組みにおいても同様の問題が

 図１ 　採択されたラベルデザイン　芋焼酎「宇大浪漫」
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存在する。
大学の附属農場はもともと教育・研究のための農場であって、生産のための農場ではない。しかしグッズ
を製造する連携先の白相酒造は企業であるため、ビジネスとして成立しなければならない。企業側からする
とビジネスとして成り立つミニマムな要求であっても、農場側からするとマキシマムを超えそうな要求にな
るなど、事業内容や事業規模の相違による様々なギャップが存在するのである。
白相酒造は多数の地元芋農家から焼酎原料を調達している。一日あたりの加工処理能力は決まっている一
方で、他方では芋の収穫適正期は限定され、鮮度も要求されるため、原料調達が集中しがちになる。従って
供給サイドは、処理能力を超えないよう相互に調整しながら生産・出荷に対応しなければならない。しかし、
栽培方法や商品名が異なることから、附属農場産は別扱いとなり、この農家間の調整に関係しない。すなわ
ち出荷は農家が優先されるため、農場産は適性期を逃す危険があり、栽培管理が難しい。また現在以上の出
荷量を要求されると、他の作業との関係から対応が困難となる。
これらの問題を解決するためには、農場における農法を近隣農家に普及させ、別扱いとならないように同
一品質原料の確保を図るといった農家の組織化あるいは農家との連携という新たな課題に取り組む必要が出
てくる。こうした取り組みは、大学の研究成果の普及・啓蒙といった視点からも重要と考える。
上述のように、附属農場は環境保全型・循環型生物資源生産システムの構築を目指してきており、農畜産
物は、総合防除ＩＰＭ＊１研究やアニマルウエルフェア研究に基づく技術に基づいて生産されている。その
成果として、水稲生産体系は、２０１９年にＡｓｉａＧＡＰ（安全に関わる農業の国際基準の「GAP」を
取得し、アジア圏の農業を国際基準まで押し上げる基準）認証を取得した。また、畜産分野の乳牛と肉牛部
門は、２０２０年に全国の大学では初となるＪＧＡＰ（GAPを取得し、日本の農業を国際基準まで押し上
げる基準）認証を取得し、「安全・安心」を実践している。また連携している白相酒造も地域の農家や企業・
教育機関との連携を重視している。宇都宮大学農学部の学生は、全員が必ず附属農場で実習する。安全・安
心な農業生産だけではなく、加工や流通、そして地域との連携についても実践的に学んだ貴重な人材の育成
にも、「宇大浪漫」は貢献していると言える。
しかし残念ながら、宇都宮大学農学部附属農場の生産品が、必ずしも風土・地域個性を生かした地域ブラ
ンドを確立しているとは、まだ言い難い。例えば、地域によって異なる土壌成分（ミネラル）や土壌微生物
の生態まで含めた生態学的風土の科学的解明がなければ、地域固有の農・食の発展に貢献することはできな
い。こうした視点での研究はまだまだ発展途上である。大学農場ブランドの開発をきっかけに、フランスの
原産地呼称管理ＡＯＣ＊２制度のように、差別化されたブランド食品に科学的お墨付きが付き、各地の特色
ある農と食が持続的に発展できるような体制が構築されることを期待したい。

＊ 1
Integrated Pest Management．農薬、施肥、水管理、輪作などのさまざまな手段を組み合わせて、雑草や病虫害を防除する方法。

＊ 2
Appellation d’Origine Contrôlée．全国原産地呼称管理局 Institute National des Apellations d’Origine（INAO）下で行われている、 
フランスにおける食品の地域ブランドを認証・管理する制度。津谷好人：農業、No.1518, p.53，大日本農会 (2009).
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産学連携活動の一つの成果として，愛媛大学だけでなく全国的にも実用化された製品事例が増え、それに
伴い製品への大学名称の表示も増えてきている。ここでは、製品化事例それぞれにおいて、大学名称がどの
ように使用されているかについて、愛媛大学を例に情報を整理し、課題について考えてみたい。

大学が製品保証したかのような表記も
愛媛大学で２０１４（平成２６）年度から２０１８（平成３０）年度までに製品化されたもの１４件について、

大学名がどのように表示されているかを調べたところ、多くの事例で商品パッケージや製品紹介ホームページ
などで大学名が表示されていた＊＊１。その表示内訳は、「共同研究」３件、「共同開発」５件、「教授推薦」１
件、「大学監修」１件で、学章やブランドマーク、ロゴタイプを使用したものが５件あった（表１）。２０１５
（平成２７）年に製品化された一例において、「営利目的の使用であるが、産学連携活動の成果としての製品化」
として意義が認められ、ブランドマーク・ロゴタイプの使用が許可され、以降の扱いの先例となった。
大学には一般の方から製品についての問い合わせが入ることがある。愛媛大学が研究した製品を入手した
いという趣旨であり、確認したところある飲食品製造会社のホームページに「〇〇の研究が愛媛大学で行わ
れ」などと表記されていた。確かにその数年前に共同研究実績はあったが、製品化された食品を動物へ長期
投与したときの影響を確認した程度であるにもかかわらず、製品の健康機能を大学が研究したかのように捉
えられる表記もあった。また、「副作用も安心」の表記については、大学は製品を保証することはないため、
誤った表記といえる。先の製品化事例とは異なり、大学として未確認の製品ＰＲがあるという一例であり、
どうマネジメントするか、リスクをどう捉えるかは組織的課題である。

製品開発に関わったような不明瞭な表記も
文部科学省産学官連携実績報告における実用化事例は２０１４（平成２６）年以降から事例掲載が多く

なった。２０１７（平成２９）、２０１８（平成３０）年度報告事例について参照リンクなどにある企業ホー
ムページ内の製品紹介から大学名表記を確認したところ、国立大学から報告のあった実用化事例１０７件の

産学連携で生まれた商品での
大学名表記

愛媛大学 社会連携推進機構 准教授

秋丸　國廣
あきまる　くにひろ

 表１ 　愛媛大学産学連携活動による製品化における大学名表示実態

ブランドマークの使用

あり なし 計

大学名表示内訳 「大学と共同研究」 ２ １ ３

「大学と共同開発」 ４ １ ５

その他 ０ ２ ２

表示なし ０ ４ ４

計 ６ ８ １４
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うち、４０件において大学名が記載されていた（図１）。表示
の内訳は、「共同研究を実施」や「共同研究の成果」のように
「共同研究」の表記が１１件（２７％）、「共同開発」は１６件
（４０％）、大学ブランド商品が７件（１７％）、商標を含むラ
イセンスが３件（８％）であった。「共同開発」のうち、大学
が関与した技術開発などの事実の表記である特許技術や製造
に関する技術の開発を意図して示されていたものは１０件で
あるが、残りの６件は単に「共同開発」や「大学と開発」と
したものであり、製品開発に関わったと捉えられるやや不明
瞭な表記である。

許可を得ずに名称使用―大学名表記と製造物責任
増加しつつある実用化製品事例における大学名表記で、「大学と共同開発」との表示も散見されるように

なったし、大学へ許可を得ずに名称使用されている例もあり、産学連携従事者の頭を悩ませる課題になって
いる。
そもそも共同研究の成果として大学名を表記することは何が問題であろうか。そこで、製造物責任法の解
説文献を引用したい。「製造物責任法における責任主体」（朝見行弘著、国民生活２０１２年１２月号）に、
「表示製造業者」の説明として、自ら製造者として表示をした者のほか「当該製造物にその製造業者と誤認
させるような氏名等の表示をした者」とあり、そのような表示により「消費者に対して製造物に関する信頼
を与えていることから、製造物責任法に基づく製造物責任を負うべき」とされている。
つまり、共同研究の成果である商品の製品パッケージなどに「大学が開発」と記載され、消費者が大学は
製造業者と同等に関与したと誤認するような場合は、法的には開発者として製造者と同様に製造物責任を負
うことになる。昨今、共同研究などの実施において大学が製品開発に関わる事例が増えており、大学名表記
についてリスク管理を検討する理由がここにある。

産学連携表示についてのガイドライン
愛媛大学では、商品化事例において「大学と共同開発」と表記され、なおかつ学章・ブランドマークの使

用が許可されている案件があり、このことから製造物責任が及ぶ懸念が高まった。そこで、製品化の際に事
実のみを正確に表示するための最低限のルールとして、産学連携表示についてのガイドラインを作成した
（「愛媛大学における産学連携で生まれた商品の包装やカタログ等への産学連携表示についてのガイドライ
ン」２０１９「平成３１年」３月２８日）。そのポイントは、以下の事項である。

①産学連携の実績、事実（共同研究・受託研究の実績、学術指導の実施、ライセンス契約等）があること
②�大学が製造物責任を負う部分が基本的にないこと（「共同開発」等の文言は、製造物責任に及ぶ可能性
があり適切でない）
③社会的に不適切な表示がないこと、事実誤認が生じる可能性がないこと
④愛媛大学教職員の顔写真、イラストや映像等の掲載は避けること

本ガイドラインに基づき、大学名称などの表示を希望する企業からは「産学連携表示許可申請」を提出す
ることとした。本ガイドライン制定後関与した大学研究者から製品における大学名などの表記について問い
合わせが入るようになった。うち１件において製品チラシに「大学と共同開発」との表現があり、相談後「愛

「共同研究」

27%

「共同開発」

40%

大学ブランド商品

17%

ライセンス

8%

その他

8%

 図１ 　実用化事例における大学名表示＊１
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媛大学の技術シーズを基に開発」と修正することになった。２０１９（令和元）年度末現在で７件の表示許
可申請があったが、それらのほとんどは申請がなければ産学連携部署で把握できなかったものであり、大学
として実用化事例の把握もできるようになったことは、リスクマネジメント上大きな成果と言える。
共同研究成果の企業利用は、共同研究契約にその扱いを定めることが通例であるが、実用化に至ったとき
には企業から製品などへの名称使用の許可申請があることを想定して、担当部署を明確化し、学内規定によ
る対応ルールを定めるなどの組織的リスクマネジメントを行うことが望ましい。
製品パッケージや製品ＰＲチラシなどに大学名を表示することが求められたら、一般消費者へ与える印象
と事故発生時の責任訴求を考慮の上、表示の目的、表示の内容、大学との連携状況などを確認すべきであ
る。企業と連携した開発商品では、大学名の表示はブランド表示のような効果があると思われるが、教育研
究活動の成果の製品化である場合、不要な責任を負わないようにすることと負うべき責任の所在を明確にす
るとともに、法的責任を負うことになった場合の対応をあらかじめ検討しておくことが必要である＊２。

＊＊ 1　
秋丸國廣．産学連携で開発した製品における大学名表示に関する考察．産学連携学会 関西中・四国支部第１１回研究・事例発表会．２０１９年１２月．

＊ 1
文部科学省産学官連携実績報告における「産学官連携活動の主な実用化事例」（平成 29，30 年度）に掲載の国立大学法人事例 107 件について大
学名表示を確認した。40 件で大学名表示があった。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/sangakub.htm（accessed 2020-06-15）

＊ 2
大学の研究成果等を使ったブランド商品において、大学が製造もしくは企業へ委託製造をしている場合は、大学は製造物責任を負うべきであり、
この場合の大学名称の表示は本編における議論とは趣旨が異なる。
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キーワードは不便、不満、不足
２０１５年に研究開発型ベンチャーとしてスタートした株式会社ラテラ（札幌市、代表取締役荒磯慎也）は、

北海道大学の研究者であった父親の知見を基に、天然鉱物顆粒であるゼオライトと植物肥料を組み合わせた新
しい人工培養土を開発して、農業分野の可能性を広げる第一歩を踏み出したスタートアップ企業だ。会社を設
立してから丸５年が経った今、父親と二人三脚で歩んできた道のりと、今後の展望を聞くために同社を訪ねた。
事務所に入り先ず目に止まったのは、大根やネギ、バジルなどの野菜類と観賞用の多肉植物がずらりと並
んだ棚だ。棚の上部には照明が取り付けられていて、部屋の電気がついていなければ植物工場に足を踏み入
れたと錯覚を起こす。植物の育つ箱を覗（のぞ）くと、小さな白い石が敷き詰められていた。これがラテラ
が開発した人工培養土だ。

同社設立のきっかけは、文部科学省地域イノベーション戦略支援プログラムの一環で２０１３年開講の
「イノベーション・マネージャー育成プログラム」へ荒磯社長が参加したことにある。このプログラムは、
食や医療の融合領域での、研究開発プロジェクトの立案や事業化、国際連携などのマネジメント能力を身に
付けた、プロジェクトマネージャーの育成を目的として開講した。講座には産学連携に携わる公的機関の職
員や、起業意欲のある参加者など、多彩なメンバーが集まった。当時を振り返り荒磯社長は「外部講師の方
のイノベーションの話がとにかく面白かった。人が感じる不便や不満、不足しているものが、全く新しい市
場や商品を生み出すことにつながる。自分もイノベーションを起こしたいと思うようになった」と話し、こ
の講座をきっかけに世の中の「不便、不満、不足」に関心を寄せるようになった。
それから少し経ったある日、荒磯社長は、高齢者施設に入居している大叔母を訪ねた。祖母のように慕っ
ていた大叔母は庭いじりが趣味で、施設に入居する前は毎日のように家庭菜園を楽しむ日々を送っていた。
その大叔母が、趣味の家庭菜園ができず悲しんでいる様子に胸を痛め、何とか解決できないかと考えるよう
になった。これが、荒磯社長にとっての「不便、不満、不足」と向き合うきっかけとなった。

父から息子へ受け継ぐバトン
～研究者の父の知見を産業へ～

北海道大学
産学・地域協働推進機構
産学協働マネージャー

千脇　美香
ちわき　はるか

人工培養土の中で大きく育つカブ。水と光があれば 
誰でも簡単に栽培できる。

多肉植物は観賞用に流通している。
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そして、清潔に保たれた高齢者施設内で野菜
を育てるためには、雑菌が繁殖せず、コバエな
どの虫が発生しない土を作れれば可能になるの
ではといった一つのアイデアを思い付く。研究
者であった父親に無機物で土は作れないのかと
相談すると、天然鉱物であるゼオライトを薦め
られた。生物物理学が専門の研究者であった父
親が、鉱物資源のゼオライトに着目したのには
訳があった。ゼオライトは多孔質構造を持ち、
この微細な穴に物質が吸着するため、土壌改良資材として農業の現場では一般的に用いられている。父親は長
年産学連携に携わり、農業関係の企業の相談に応えるために集めた研究情報や、植物活性剤に関する共同研究
の知見から、植物が生育するために必要な栄養素を空洞に吸着させれば、無機物だけでも野菜栽培は可能だと
発想した。
それから、自宅に３畳ほどのラボ（実験室）を作り、試行錯誤を繰り返しながら作物が育つために必要
な土の保水力や団粒構造を兼ね備えた人工培養土の開発に成功し、会社設立に至った。念願の特許も取得
し、資金調達や事業拡大に必要なパートナー探しを、親子二人三脚で歩み始めたのは、会社設立から１年ほ
ど経った頃だった。ちょうどそのころ、経済産業省北海道経済産業局の紹介で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）主催のビジネスアイデアコンテストへの出場や、地元金融機関と
の関係を軸に、東京で開催されたコンテストで大手企業とのネットワークを築いていった。

特許を軸に新たな展開
大手企業とのネットワークは順調に進み、協業先とのライセンス契約による収入の確保にめどが立った。

しかし、ネットワークだけでは足りない要素があった。それは、同社の仲間として、会社経営を一緒に考え
てくれる人材の確保である。荒磯社長は「父親は研究者であって経営者ではない。技術的なアドバイスはもら
えるが、会社経営は自分と同じ初心者だ」と語り、会社の成長のために必要なのはチームビルディングだと強
調した。そんな中、同社にとって運命的な出会いが訪れる。それは、スタートアップ企業でＩＰＯ経験のあ
る吉川浩二氏との出会いだ。荒磯社長は吉川氏が同社の最高財務責任者になった当時を振り返り「吉川さんは
ピッチイベントで良い会社を探していたとのことで、『あなたの特許に企業価値を見いだした。参加させてほ
しい』と声を掛けてくれた。知的財産権は企業の信用とブランドになる。結果的に会社の成長にとって重要な
仲間との出会いにつながった」と語る。さらにこう続け、「自分のような小さなスタートアップ企業でも大手
企業と対等に商談ができるのは、特許という強みがあるからだ」と、その重要性を真剣な表情で話す。

世界の不便、不満、不足を解決するために
荒磯社長が考える次の「不便、不満、不足」は、水不足によって食料生産が困窮する地域への作物栽培シ

ステムの提供だ。「文化や気候、風土の違う地域への技術移転は、現地の生の情報が重要になる。現地コー
ディネーターがいる機関との連携が重要だ」と話し、金融機関のグローバルネットワークを活用した海外展
開を視野に入れていると語った。
最後に、今回の「コロナ禍（か）」については、「部品供給が止まり工場の生産ラインが停止に追い込まれ、
マスクが品薄になって医療従事者など必要な人にきちんと供給できない。今回は本当に流通機能の脆弱性を
痛感した。不測の事態に備え、自国で賄えるような体制を作ること。その上でわが社は食糧自給率を向上さ
せるために、施設栽培システムで貢献できればと思う」と、言葉に力を込めた。

父親で最高技術責任者の荒磯恒久氏（左）、代表取締役社長の荒磯慎也氏（右）
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イントロダクション
今日では数多くのコンソーシアムが、産学公の連携を推進する施策の一環として形成・運営されている。

コンソーシアムとは、複数の企業や組織、個人による提携をいい、技術開発や市場開拓などの目標や課題が
設定され、そのための運営がなされている。とりわけ先端科学技術の研究開発では、企業などが経営資源や
ノウハウを獲得する手段として、イノベーションの実践が含意されている。
本稿では、筆者らがこれまで幹細胞・再生医療分野において観察・分析した、産業界（産）、大学／公的
研究機関（学）、公的セクター（公）が連携したコンソーシアム事例を基に、その意義と効用、課題と展望
を述べる。

産学公連携コンソーシアムの意義と効用
産学公連携コンソーシアムを通じた活動は、製品・サービスの創成にとどまらず、多面的な意義と効用が

確認されている。

①知的財産の形成
特許をはじめとする知的財産としては、プロジェクト開始後に創出されるフォアグラウンド特許＊１に加
え、開始前に存在するバックグラウンド特許＊２の運用が重要であり、コンソーシアム内で円滑に許諾する
環境作りが必要である。このような体系的な知的財産マネジメントは、プロジェクト終了後のパテント・
プール＊３やパテント・クリアリングハウス＊４の形成にもつながり、競争優位の獲得にも直結する。

②技術標準の形成
知的財産と連動して重要なのが、技術標準の形成である。コンソーシアムに参加する複数の参画者が相互
に協力することで形成される技術標準は、今日ではコンセンサス標準あるいはフォーラム標準と呼ばれ、と
りわけ技術革新が著しい分野において、技術標準化の有力なアプローチとなってきている。また、国際標準
化機構（ＩＳＯ）などの標準化団体や規制当局などへの働き掛けを通じ、規格標準（デジュリ標準）の形成
にもつながる。

③研究開発資金の調達
産学公コンソーシアムは、資金調達においても有利に作用する。具体的には、公的な大型競争的資金の
獲得、民間セクターからの資金とのマッチング、参画する事業会社からの資金調達などが含まれる。とり
わけ、参画するスタートアップ（ベンチャー企業）にとっては、世界トップレベルの研究機関や大企業の
参画・協業により信頼性が担保されることで、ベンチャーキャピタルからの資金調達場面においても有利
に作用する。

産学公連携コンソーシアムと
イノベーション

東京工業大学 准教授

仙石　慎太郎
せんごく　しんたろう
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④製品・サービス・デザインの自由度
産学公連携コンソーシアムによる製品・サービス開発においては、異業種参画の下、複合性の高い製品・
サービスの創出を期待することができる。また集合知を、コンソーシアム活動を通じて蓄積・発揮すること
で、複雑な問題解決が容易になる。加えて、相互の密接なコミュニケーションを通じて、プロジェクトの期
間中および終了後においても、企業境界を越えた協業を期待できる。

⑤人材育成
産学公連携コンソーシアムは人材育成の格好の機会となる。参画したメンバーは、刺激的な研究開発環境
ゆえの知的なインセンティブを享受し、所属企業の内部のみでは得難いモチベーションや能力を発揮し得
る。また、本活動を通じて学ぶノウハウや専門的知識などのスキル、問題解決のアプローチ・方法論、醸成
される人的ネットワークなどは、コンソーシアム活動の終了後も持続的に発揮されるだろう。

産学公連携コンソーシアム経営の要件
産学公コンソーシアムを通じた研究開発には前節のような多くの利点があるが、その一方で、組織形態と

その運営が複雑化する点が課題となる。この課題を克服するためには、以下に述べるような組織マネジメン
ト上の要件を満たすことが不可欠である。

①リーダーシップ
共通の大目標を共有しつつも、背景や思惑が異なる複数の参加者を、研究開発プロジェクト期間にわたり
統括するための求心力が求められる。中核となる大学・公的研究機関の著名研究者がリーダーとなる事例が
多いが、専門特化し恒久的な自己の研究グループと、多種多様かつ一過的な産学公コンソーシアムとでは、
求められるリーダーシップの性質や範囲は異なる。リーダーはいったん任命されると途中交代は極めて難し
いことから、その人選はコンソーシアムの組成時に十分に吟味されるべきである。

②戦略立案ユニット
産学公連携コンソーシアムとしての研究開発戦略の立案が不可欠である。各参画者のスコープは限定的で
あるうえ、おのおのの目標は必ずしもコンソーシアム全体とは一致しないからである。知的財産や技術標準
化なども含む研究開発戦略立案と実施を担う戦略ユニットは、コンソーシアム内に設置されるのが理想的だ
が、短期的に必要なケイパビリティ（組織的能力）を充足するためには、信頼と実績のある外部のアドバイ
ザーに委託することも一案である。

③アントレプレナーシップ
成功を収める産学公連携コンソーシアムの特徴の一つは、研究開発の中核となるベンチャー企業が存在
することである。これらのベンチャー企業は、高リスクの研究開発課題の実施主体となるにとどまらず、
大学・公的研究機関の知的財産の利活用、参画者間のネットワーキングの仲介、参画する研究者などへの
金銭的インセンティブの付与、ベンチャーキャピタルや証券市場からの資金調達などにおいて有効に機能
し得る。

④プロセス・システム
組織運営の原則的な方針や手続きに関しては、産学公コンソーシアムの設立時に合意形成されなければな
らない。事後の不測の事態も先見しつつ、密室の談合や参画者間の阿吽（あうん）の呼吸といった曖昧さを
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排除し、極力明文化しておくことが肝要である。また、プロジェクト業務の責任・権限を持つ専任者（プロ
ジェクト・マネジャー）を任命し、リーダーとの密な連携の下で運用していく必要がある。

⑤風土・分化
産学公の垣根を越えたイコール・パートナーシップの精神は、コンソーシアムの成否の鍵を握る。リー
ダーや著名研究者に参画企業が堂々と物申せる気風や環境を維持できるよう、リーダーはもとより、参画者
全員が努めるべきである。進捗管理や意思決定の会議体とは別に、セミナーや交流会などの、知識獲得や相
互学習の機会を設けることも、参画者間の円滑な情報共有や率直な意見交換を促し、創造的思考や集合知の
最大化に貢献する。

おわりに
本稿では、産学公連携コンソーシアムの多面的な効用と、組織的対応の必要性を論じた。このような官民

連携のアプローチは元来、わが国の製造業の勝ち筋であった。オープン・イノベーションの時代に適合した、
温故知新の施策が期待される。本稿では紙幅の制約のため概要のみの解説にとどまったが、各事例の解説を
含む詳細については、参考文献＊＊１～４を参照されたい。

＊＊ 1　
横山周史，仙石慎太郎．万能細胞による新しいバイオ産業が始まった－わが国の課題と成功するための条件とは－．産学官連携ジャーナル．
2010．6(10)，26-29．

＊＊ 2　
仙石慎太郎．産学公連携コンソーシアムによるオープン・イノベーション : 幹細胞技術の事例を基にわが国の最適解を模索する ( 特集 産学連携を
問う : シーズとニーズの新たな結合をめざして )．一橋ビジネスレビュー．2013．61(3)，68-84．

＊＊ 3　
加藤尚吾，青山朋樹，仙石慎太郎．コンソーシアムを介した中小企業の異業種参入と事業開発．産学連携学．2018．14(1)，47-58．

＊＊ 4　
Sengoku, S. Consortium-based open innovation: Exploring a unique and optimal model for regional biotechnology industry. In 
Innovation beyond technology (pp. 141-171). 2019. Springer, Singapore.

＊ 1
プロジェクト参加者が当該プロジェクト活動にて得た知的財産権をいう。

＊ 2
プロジェクト参加者が当該プロジェクト開始前から保有していた知的財産権や、当該プロジェクトの実施とは関係なく新たに取得した知的財産権
をいう。

＊ 3
参画する複数の企業が各々の特許をクロスライセンスし、また第三者にパッケージ化しライセンスすることに合意したコンソーシアムをいう。

＊ 4
パテントプールに類似するが、特許権者間での合意が不要であるという点が異なる。
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リポート　Report

事業継承塾の発足の背景と経緯
日本においては、中小企業の経営者の高齢化が急速に進

展し、後継者がなく事業廃業をするケースが増えると同時
に、後継者のない事業体のＭ＆Ａによる事業継承も組織的
かつ急速に進みつつある。また、広くアジア諸国において
も、事業継承問題は多くの中小企業にとって死活問題と
なっており、深刻な社会問題にもなりつつある。
このような時代背景の中、立命館大学経営学部・大学院
経営学研究科（大阪府茨木市）と大阪府中小企業家同友会
が２０１８年５月２２日、茨木市の本学大阪いばらきキャ
ンパスで、人材育成や教育・研究活動の推進、地域経済の
発展を目的とした連携協力に関する協定を締結した。そして後継者難から社会問題化している事業継承（承
継）についての課外プログラム「立命館大学事業継承塾」を開設した。
これまで経営者が築いてきた企業価値を、次の世代に円滑に引き継ぐための教育が極めて重要な課題と
なっていると認識し、将来親族の事業を継承し発展を志す有為な人材や中小企業に関心ある人材の育成が必
要である。これにより日本のみならず東アジア全域の経済を支える経営者を育成することを目指している。
また、本学経営学部教授会の議論において、受講生が、事業承継を前提とした事業相続の教育のみを行う
のではない。将来、承継しようとする事業（会社など）の従業員による事業継承やＭ＆Ａ、廃業まで含めて
考える機会を与えると同時に、親から子への企業価値－経営哲学の継承、事業（会社等）の技能継承や文化
継承、そして、地域における大きな役割（地域雇用の継承、地域活性化や地域経済を支え、地域を変革する
主体としての中小企業ネットワークの継承など）までも含めて学ぶことを教育の目的として設定した。
それ故、本学経営学部では、事業承継塾ではなく、あえて、文化継承、技能継承、企業価値の継承、企業
哲学の継承、地域の雇用継承、中小企業の地域のネットワーク継承などの様々な意味を込めて、立命館大学
事業継承塾とした。

立命館大学事業継承塾の内容と展開
立命館大学事業継承塾は、１年単位の課外教育プログラムであると同時に、１回生から４回生までの学部

生と、経営学研究科前期課程の１回生から後期課程の３回生までの大学院生によって構成される。経営学部
長を塾長とし、経営学部教授３人、講師１人の副塾長からなる教育指導体制をとる課外の教育組織である。
まず、２０１８年度秋学期より大阪府中小企業家同友会より「特殊講義：大阪府中小企業家同友会寄附講
座―中小企業経営実践―」を経営学研究科の正課科目として開講し、大阪府中小企業家同友会を代表する経
営者１３人がゲストスピーカーとして、日本の中小企業運動の現状と課題、各企業の経営革新や事業承継事
例について、とても興味深い講義が展開された。本講義を、立命館大学事業継承塾生が積極的に受講し、多
くの学びを得るようになった。同寄附講座は、毎年開催し、２０２０年度からは、本学大学院経営学研究科
から同経営学部で開講されることとなっている。また、２０１８年度には、大阪府中小企業家同友会より優

立命館大学事業継承塾の
産学連携による新展開

立命館大学事業継承塾
副塾長／教授

守屋　貴司
もりや　たかし

連携協力協定締結式
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れた経営者を招聘（しょうへい）し、講演会も展開し、立命館大学事業継承塾生より好評を博した。
２０１９年度は２０１８年度に続き、４月に立命館大学事業継承塾の募集を行い、約４０人のメンバーが
集まった。２０１９年度は、大阪府中小企業家同友会と連携して、まず、現在の日本の中小企業の課題とし
て最も大きな課題である「人材不足・人材難」について、大学生の目線からいかに解決をすべきかを立命館
大学事業継承塾生がチームに分かれて、地元の中小企業の調査・研究を行い、７月に「中小企業課題解決コ
ンテスト」を実施した。また、２０１９年度の秋学期は、自ら承継する可能性のある関西の伝統産業などの
中小企業の事業承継に関する記録として、それぞれの会社の社史を作成してもらい、それについて分析を
し、２０１９年の１２月に社史コンテストを実施した。社史コンテストでは、大阪府中小企業家同友会の代
表理事を審査委員として招聘し、大会当日、同代表理事より貴重なコメントをいただくことができた。社史
コンテストの入賞作品については、「立命館大学事業継承塾作品集」として、教育成果報告書を作成するこ
とができた。また、２０１９年度には、立命館大学事業継承塾主催で、本学経営学部校友会会長で老舗企業
の社長の講演や京都府中小企業団体中央会副会長の講演をいただくことができた。
２０２０年度４月より、立命館大学事業継承塾と産業界との産学連携をより深めるために、立命館大学事業
継承塾アドバイザリーボードを設置し、大阪府中小企業家同友会代表、本学経営学部校友会、京都府中小企業
団体中央会と諸団体の代表と近江商人に起源を持つ、創業
１５０年のツカキグループ代表取締役社長の塚本喜左衛門
氏、シダックスビューティケアマネジメント株式会社社長の
林伸光氏の５人の方々に、アドバイザリーボードを依頼し、
サポートをお願いすることができた。立命館大学事業継承塾
のアドバイザリーボードは、年１回程度開催し、立命館大学
事業継承塾の産学連携について提言いただくと同時に、立命
館大学事業継承塾の運営責任者である副塾長からの相談事
に、個別にアドバイスをいただくことになっている。

立命館大学事業継承塾の問題点・打開策と未来への展望
立命館大学事業継承塾は、課外教育活動であるため単位にもならず、塾生の学生にとって、正課科目履修

の上に、教育・研究を行う必要がある。それゆえ、課外教育課題を正課の科目履修でサポートできる仕組み
作りが重要である。２０２０年度は、社史コンテストに対応して、社史の作成指導を受けるプロジェクト演
習を設定し、そこで、社史作りの教育・研究指導を受けて作成することとなった。しかし、２０２０年春学
期の中小企業課題解決コンテストに対応した正課科目は、設定できていない。
それだけに、本学の事業継承教育プログラムの未来への展望としては、立命館大学事業継承塾に対応した
正規のインテンシブ・プログラム「事業継承（承継）教育プログラム」を大学経営学部の正課科目の中に作
ることが、立命館大学事業継承塾生や運営する教授陣の念願であり、今後の目標ともなっている。経営学部
のインテンシブ・プログラム「事業継承（承継）教育プログラム」では、基礎科目として、「仮称　事業継承（承
継）概論」を学び、事業継承に関わる基礎知識を獲得しつつ、「特殊講義：大阪府中小企業家同友会寄附講
座―中小企業経営実践―」で、優れた同友会の経営者の生の声からの事業継承事例や経営事例を学ぶことに
なる。その上で、立命館大学事業継承塾の「中小企業課題解決コンテスト」や「社史コンテスト」に対応して、
プロジェクト演習などの科目設定し、正課科目で、コンテストに対応した研究指導が行われることを望んで
いる。また、これまでの既存科目の中より、履修した方が望ましい専門科目（中小企業論、生産システム論、
人的資源管理論）などを履修するように奨励し、一連の指定科目を履修した学生に対して、「事業継承（承継）
教育プログラム履修」の認定を行うことを構想している。

社史コンテストの様子
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オンラインの効用、リアルの価値

本稿を書いている現在、新型コロナウイルスの感染拡
大は続き、経済の先行きも見通しが立たない状況である。
一日も早い収束を願うばかりだが、少しでも弊所として事
業者の皆さまの役に立てないかと模索する日々でもある。
先日、初めてウェブセミナーを開催した。必要な機

材をそろえ、リハーサルを経て当日に臨む。遠隔から登
壇された講師の切り替えも滞りなく、何とか無事に終え
ることができた。参加者からの感想も概ね好評なのは良
かったが、「移動時間も省けるし、コロナ収束後もセミ
ナーはオンラインでやってほしい」という声には少し考
えるところもある。
リアルな会合や訪問の代替手段としてテレワークや

ウェブ会議が広がり、その効用も実感するものの、「雑
談ができず会話が広がらない（アイデアが出にくい）」、

「モニター越しだと相手の表情が分かりにくい（マスク
越しならなお）」、「単純にどこか寂しい」…と感じるの
は私だけだろうか。大学や教育機関も今の状況では遠隔
授業やｅラーニングに頼らざるを得ないが、現場感に応
じた授業展開が教員の腕の見せどころでもあろう。
今後の「ポストコロナ」の世の中でもオンラインシ

フトは加速する一方、改めて「リアル」の価値が評価さ
れ、求められていくと信じたい。
「オンライン」と「リアル」を使い分け、どんな付加
価値を出せるのか。先の見えない今、人と人を結びつけ、
何かを生み出せる商工会議所でありたいと考えている。

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 航太

リアル＞ビデオ通話アプリ

これまでリアル中心だった会議やセミナーなど、多
方面でインターネットとの併用の動きが広がるだろう。
コンサートやライブは、楽曲のダウンロードやスト

リーミング、CDなどのパッケージといった音源の販売
を促進させるための販促活動が主目的だったが、一体感
や臨場感でファンを増やしてきた。インターネットを使
うビデオ通話アプリを駆使すれば、会場のキャパに関係
ない収益源と販促効果もアップする。勝機を引き寄せる
ビジネスチャンスにもなる。
デジタライゼーションが潮流となる中、それらの鍵

となるのが情報通信インフラに乗る５Ｇ、ＡＩ、ビッグ
データ、サイバーセキュリティなどだ。本誌でもデジタ
ライゼーションによる未来社会実現は重要なテーマに位
置付けていて優先順位が高い。
取材でも、場合によって電話やメールを補完的に利

用しているが、今後は対面に次ぐ取材も増えると見込ん

でいる。取材活動の手段は対面のリアルが中心であるこ
とは変わらないが、その次のツールとして要望が高まる
だろう。
とはいえ、課題も多く残る。通信状況と個々のデバ

イスに影響されるため、音声や映像が途切れノイズも出
るしタイムラグもストレスだ。自分が同じ状態と思って
いても、他の人の方が悪い場合もあるし、逆に条件が良
いこともあるし、視野も狭くなる。疎通状態は緩慢だか
らだ。
リアルで感じる微妙な空気感や感情、行かなければ

分からない感触までは受け取れないし、与えることもで
きない。
そんな時代じゃないと言われても、まだ「リアル＞

ビデオ通話アプリ＞メール＞電話」としたい。

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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