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人気のないダチョウ研究に
没頭する激ヤバ博士だった
のに、感染症問題でめちゃ
めちゃ注目されてきた学長
防災ＩＳＯ規格活動の開始　―防災イノベーションに向けて
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愛媛大学は「大学憲章」に「学生中心の大学」「地域とともに輝く大学」「世界とつながる大学」という三

つの理念を定め、「輝く個性で 地域を動かし世界とつながる大学」の創造を大学のビジョンとして掲げてい

る。また本学は、国立大学に対する重点支援の枠組みの中で「地域貢献型」のカテゴリーを選択しており、

地域のニーズに応える人材育成・研究を推進している。これを支える主要な戦略の一つが「地域産業イノベー

ションの創出」である。

本学の地域連携活動の中核を担う「地域密着型研究センター」には、「地域産業特化型研究センター」と「地

域協働型センター」という二つのタイプがある。前者の代表が「南予水産研究センター」や「紙産業イノベー

ションセンター」であり、これらのセンターでは、教員と学生が当該地域に居住し、地域と密接に連携しな

がら地場産業の課題解決のための研究開発を進めている。この取り組みは「愛大方式」とも呼べるものであ

り、地域産業とのオープン・イノベーションを促進する原動力となっている。一方、後者のモデルが「地域

協働センター西条」や「地域協働センター南予」であり、これらは、産学官連携、高大連携、リカレント教

育などの幅広い分野において、地域のステークホルダーとの連携を強化している。

２０１８年からは、大学発ベンチャーの設立・育成を目的として、具体的な事業化計画がある研究に対し

て全学的に活動経費を支援している。また、会社設立・運営に関する「ベンチャー企業支援セミナー」を学

内で定期的に開催し、教員にキャリアとしての起業を考えてもらう機会を設けており、起業過程において専

門家の助言を仰ぐことができるように、弁護士、税理士、起業経験者などからなるメンター制度も創設して

いる。大学発ベンチャー企業の創出が、地域経済の活性化、雇用機会の拡大、地域への人材定着、地域産業

イノベーションの牽引（けんいん）につながることを期待している。

本学の「産学連携推進センター」のプロジェクトとして、学生のベンチャー起業設立を支援する「起業塾」

を２０２０年４月に創設した。現在３０人の学生有志が起業に向けた実践活動を開始している。「起業塾」

の支援も目的として、学外組織「一般社団法人えひめベンチャー支援機構」を今年６月に設立した。これに

より、これまで大学本体では難しかった、投資活動なども含めたベンチャー支援や、大学が保有する様々な

教育・研究リソースを活用する事業を展開していくことが可能となる。

さて、新型コロナウイルス感染症は都市の持つ構造的脆弱性（ぜいじゃくせい）を明らかにするとともに、

ＩｏＴやＡＩ技術の活用を一層促進させることになったが、これはポストコロナ時代の働き方改革の下、地

方回帰をもたらす機会となる予感がする。その中で愛媛大学は、地域の自治体、企業、あるいは大学間の連

携をさらに強化し、スピード感を持って地域イノベーション創出の中核を担っていく所存である。

地域産業イノベーションの創出に向けて

愛媛大学 学長

大橋　裕一
おおはし　ゆういち
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ダチョウの卵から抗体を取り出し、
感染症予防に寄与する研究で注目を浴
び続けてきた塚本康浩教授は、この４
月から京都府立大学学長に就任した。

鳥類の免疫学や感染症を研究し、獣
医師としても知られる塚本学長だが、
大学運営を担い、学部生と大学院生も
受け持つ教員でもあり、研究者として
起業家で事業家としても注目を集めて
いる。

地方にいながらにして研究成果を大
学発ベンチャーとして社会に発信し、
産学連携でも巨額マネーを生み出し新しい事業を作り出す。

直近では、ダチョウの卵から新型コロナウイルスの抗体を抽出し、ウイルスを不活化する抗
体成分を染み込ませたマスクやスプレーなどの商品化で、ウイルスの感染力を抑制し感染予防
に貢献する時の人だが、過去にも新型インフルエンザから始まり、ＳＡＲＳコロナウイルス 

（重症急性呼吸器症候群、SARS: severe acute respiratory syndrome）、ＭＥＲＳコロナウイルス 
（中東呼吸器症候群、MERS: Middle East Respiratory Syndrome）、エボラ出血熱などでダチョウ 
抗体を用いた感染予防でも話題をさらってきた。

■鳥好きの少年がダチョウ抗体で注目されるまで
小さいころから鳥好きでスズメやインコ、ニワトリなどの鳥

を飼っていた康浩少年は小学校 6 年生のとき、桜文鳥を死なせ
てしまったことがきっかけで獣医の道を目指した。１９９４年
に大阪府立大学農学部獣医学科を卒業し、１９９８年からダ
チョウに憧れて観察を始め、ダチョウ牧場「オーストリッチ神
戸」のダチョウ主治医に就任。

ダチョウは不潔でも、ちょっとしたけがでも、病気でも死ぬ
ことがほぼなく、６０年も長生きする。長寿の秘密は、驚異的
な免疫力と回復力で感染症に強いからではないかとダチョウの
免疫力の高さに気付き、本格的にダチョウ抗体の研究を開始。
以後の研究でダチョウ抗体は、ウイルスやバクテリアなどの病
原体を不活性化する能力が高いことを発見し、ダチョウの抗体

を取り出すことに成功した。
２００８（平成２０）年７月２日付で、「ダチョウ抗体を用いた鳥インフルエンザ防御用素材

 写真１ 　ダチョウの飼育施設での塚本氏

 写真２ 　ダチョウの卵

（本誌編集長　山口泰博）



クローズアップ ｜ Close up

52020.9　

の開発で京都府立大学発ベンチャーのオースト
リッチファーマ株式会社を設立（ＪＳＴ大学発
ベンチャー創出推進研究開発成果を事業展開）」
と国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）
からプレス発表された。

研究内容は、超大型鳥類であるダチョウを用
いた新規有用抗体の低コスト・大量作製法の開
発。および、がん細胞における細胞接着分子の
機能解明とその臨床応用化、高病原性鳥インフ
ルエンザ防御用素材の開発だ。

２００９年の産学官連携推進功労賞表彰で
は、ダチョウ抗体を用いたマスクを開発した事業展開が評価され「文部科学大臣賞」を受賞するなど、
産学連携においてはもちろんのことＪＳＴとも関係性が深い。

塚本学長は、「起業にあたり３０代の半ばころからＪＳＴさんから２億円以上の支援をしてもらい、
命の恩人ですよ。あれがなければ単なる鳥好きのおっさんで終わっていました（笑）」と当時を振り
返る。

一般的に、抗体は、ウサギやマウス、培養細胞などから生成されることが多いというが、１ｇあたり
数億円もする。ダチョウの卵から取り出す抗体は１ｇあたり１０万円程度で、通常１年かかるところ、
２週間ほどと短期間で採取可能とあって、安価なワクチンを素早く、大量生産でき新興感染症のパンデ
ミック（感染症の爆発的流行）に有効的な対応がとれる。

オーストリッチファーマは、当初３年で２～３億円を目指す計画だったが、ダチョウ抗体の生成と販
売を主軸に、わずか５年ほどで末端売上高２００億円の経済効果を生み出し、あっけなく目標をクリア
した。

ダチョウは年間１００～１２０個、一生だと３，０００～５，０００個産卵し、採取できる抗体量はマ
ウスのおよそ４０００倍で、マスクにすると１個の卵から採取する約４ｇの抗体で４～ 8 万枚分に相当
するという。さらにダチョウ個体を犠牲にすることなく卵から抗体を採取できるのも魅力だ。

また餌は、主にモヤシと牡蠣（カキ）の貝殻で餌代は安く、不潔のままでも問題ないことから飼育の
ための施設代も抑えられるなどビジネスにおい
て他者を寄せ付けない利点を兼ね備えている。
「当初、ＪＳＴのプロジェクト期間は３年の

予定でしたが、ＪＳＴの新技術説明会やバイオ
系のフォーラムなどでプレゼンテーションし説
明すると、当時は抗体への関心が高かったこと
と、抗体を短期間で作り提供でき、企業もそれ
を利用して短期間でビジネスに生かせるとあっ
て、たくさんの企業が集まってきてくれました。
それで１年半ほどで軌道に乗り、うまく行き過
ぎた感があります」と塚本学長。

■学生時代からビジネスで学費や生活費を稼ぎ、米国にも進出
失礼ながら鳥に夢中になった姿と、特定のものに強い愛着を示す人にありがちと勝手に想像し、人と

 写真３ 　割った卵

 写真４ 　産学官連携推進功労賞表彰授賞式（２００９年）
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のコミュニケーションが苦手なのかと偏見に満ちた思いから、ビジネス面でのことを根掘り葉掘り聞い
ていくうちにその偏見は見事に打ち砕かれ自省しきりになった。

聞けば、大学の学部生のとき、日本画の販売画廊をやっていて、ファックスで注文を受けて生活費を
稼いでいたという。「バブル時代で絵の横流しです（笑）」と塚本学長は自嘲気味だが、起業気質は当時
から備わっていたようだ。大学院生時代には日本学術振興会の特別研究員にもなったため、兼業が認め
られないことでいったんその会社を清算したが、獣医師としてアルバイトがてら往診専門の有限会社を
立ち上げた。「フリーの獣医師で、獣医のドクターＸですよ（笑）」と話す。しかし終盤は研究活動に集
中しなくてはならなくなり兼業が厳しくなったのでまた会社を清算したのだが、２社とも利益を出し生
活費や研究費に充てていたというから驚きだ。

東京目黒のケーキ屋で時給６００円、東京湾の岸壁で作業着にヘルメットをかぶり寒風の中、輸入品
のアルミのインゴットや銑鉄、ガット船から降ろされる砂利を検数する取っ払いのアルバイトで生活費
を稼いでいた筆者とは発想が違い打ちひしがれる。

オーストリッチファーマは３社目の起業で、事業を展開するにあたり関連する事業、例えば抗体を活
用した食品が軌道に乗れば社員に独立・起業を促し、アメーバ方式の会社が１０社ほどあり協力関係を
築く。利益相反など大学という制約と京都府という自治体運営の大学であることからの企業活動は、立
場上極めて制約が多い。オーストリッチファーマは、抗体の生成と販売という大学の研究成果の事業化
しかやってはいけない。もちろんだが立場上から塚本学長はそれらの経営に関与せず、報酬も得ていな
いし子会社でもない。ビジネス社会でのつながりで得た人間関係によって、起業文化を醸成させること
も怠らない。

さらに塚本学長は、米国にも会社を持っていて、研究者でありながらビジネスパーソンとしてもバラ
ンス感覚を持っている。

また、塚本学長は、米国にも進出している。
エボラ出血熱ウイルスを不活性化するダチョウ抗体の開発に成功したことがきっかけで、米国陸軍の

感染症医学研究所と共同研究を行うためや、ハーバード大学の関連病院で、ダチョウ抗体を用いた院内
感染予防（クロストリジウム・ディフィシル菌感染症のダチョウ抗体を用いた予防効果があるかどうか）
の治験をするためボストンに会社を設立した。それぞれ米国法人との契約には米国に会社が必要だった
からだ。今後は、アリゾナにダチョウ牧場を作り、投資家が多くいる米国で事業を拡大させたいという。

■バラエティー番組ではいじられ役も
テレビ朝日の「激レアさんを連れてきた。」は、激レアな体験をした人をゲストとして迎え、衝撃的な

実体験を聞くバラエティー番組だ。２０１８年１０月８日、当時は深夜帯で放送された「人間界に背を
向けてあらゆる鳥たちに人生を捧げた結果、ダチョウについて、２００億円を生み出す世界初の大発見
をした人」に出演していた塚本教授を偶然目にした。

番組ＭＣでテレビ朝日アナウンサー弘中綾香さんとお笑い芸人オードリーの若林正恭さんに加え、ゲ
ストは女優の広末涼子さん、お笑い芸人ずんの飯尾和樹さんが、おもしろおかしく出演者をいじりなが
ら紹介する番組だった。別の番組の収録中（２０１５年）にダチョウに足を蹴られて骨折したことも紹
介されるなど、衝撃的ないじられ方が印象深かった。驚いたのは、塚本学長が理系の学者でありながら、
類まれな話術と間の取り方で、芸人並みに番組を沸かせていたことだった。

前職では仕事に必要だったことから常に身近にあった新聞や雑誌は今の仕事の環境下にはなく、情報
アンテナの範囲や種類は狭くはなったが、仕事に関連する情報を得るためジャンルを問わずに、ネット
ニュースやテレビ、屋外・交通広告などのメディアを個人の嗜好とは無関係につい見入ってしまう。長
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年の仕事からくる癖のようなもので、生活の一部で職業柄の
悲しい性だ。 

今年になってテレビ東京「ガイアの夜明け」（２０２０年
３月１０日放送）の「見えない敵と闘う～“新型コロナ”に
立ち向かう企業～」、毎日放送『情熱大陸』（２０２０年６月
７日放送）の「人生をダチョウに捧げる男　感染症予防の可
能性を探る」、２０２０年７月４日放送の「激レアさんを連
れてきた。」では再登場する塚本学長の姿が目に留まった。
番組タイトルは「人気のないダチョウ研究に没頭する激ヤバ
博士だったのに、感染症問題で今めちゃめちゃ注目されてい
る人」である。ドキュメンタリーはいいとして、バラエティー
でいじられる姿に好感を持った若い世代の視聴者も多くいた
ことだろう。

そこで気になることが一つあったので、バラエティー番組
で散々いじられていますが気にならないのですかと投げかけ
てみた。その問いかけに、「全然気になりませんよ。吉本の
お笑い文化で育ってきて、大阪人独特の間が何となく身に付
いているのだと思いますよ。プロの芸人さんとしゃべること
ができるのはめちゃめちゃ面白いですよ。“ボケ”て“つっ
こまれる”のは至福の喜びです」と即答した。京都生まれで
大阪府立大学に在学しそこで教員もしていたことから、関西
のお笑い文化とともに生活してきたことが根底にある。

骨折したのもバラエティー番組の収録中のできごとで、お笑い芸人品川庄司の庄司智春さんが、番組
の企画でダチョウは何キロで走れるかを調査するもので、ダチョウを追いかけ回していて興奮したダチョ
ウから演者を守らなければならないからと事情を明かした。
「関節が複雑骨折してしまい、軟骨が飛んでしまっているのでいずれ人工関節にしなくてはなりません

が自分の足を使える限り使って、５年くらいしたら人工骨に取り変えますよ」とあっけらかんとしている。
聞けば、肋骨が折れたり、羽が顔に当たって鼻骨を折ったりなど普通にあるという。塚本学長の人の良
さと許容量の大きさがビジネスでも人を引き付ける魅力のようだ。番組に出演することで研究のことや、
大学を知ってもらう機会にもなり将来の受験生にも京都府立大をアピールできる。「出演するとマスクの
売り上げにもつながりますしね」と商売人の一面ものぞかせた。

意外にも高校時代は純文学を学びたい文系だった塚本学長だが、やはり鳥好きだったので大学は理系
に進んだという。そのうえで塚本学長は、「京都府立大でも文系で尖った研究をされている先生もいま
すし、研究も産学連携も文系理系と分ける必要ありません。人の役に立ってこその学問ですから。例え
ば抗体を抽出して製品化するにしても、化粧品や薬なら薬事などの法律といった専門外が絡んできます。
だから応用トレーニングは必要です。民間企業が何を求めているか常に考えながら進めていかなくては
なりません。昔は、大学がカネカネというと叩かれましたが、学生も教員も起業や企業文化を理解し、
お金を回せるようにならなくては。海外の研究者の周囲には、起業家や投資家などたくさんの人種が取
り巻いているので日本の研究者とは政治力が違います」と話す。

ダチョウ抗体は、熱にも耐え、酸性、アルカリ性どちらにも強く様々な製品への応用が期待され、誰
にも注目されなかったダチョウの研究は、折に触れて幾度となく注目され続けることだろう。

 写真５ 　テレビ朝日の弘中アナ（左）と
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■はじめに
わが国はこれまで様々な自然災害を受け、そ

の被災経験から得られた教訓に基づき、知見を
法規制や計画の策定、技術や製品の開発などに
反映させてきた。また、法律や技術基準に従っ
て、都市開発やインフラ整備を行い、事前に投
資することで防災・減災の対応力を向上させて
きた。さらには、防災文化を形成しながら、地
域での資産・資源（経験・教訓、智恵、科学・技術）を地域の防災活動に生かすという「地
産地防」というシステムも育み実践している。しかしながら、近年の災害像の変化や規模の
増大により、残念ながら各地で被害を繰り返している。また、防災の取り組みも地域での格
差が広がっているとの指摘もあり、従来の防災・減災の在り方の見直しも迫られている現状
がある。また、世界に目を向けると、都市化・人口過密による脆弱性（ぜいじゃくせい）の
高まり、社会インフラの未整備、防災啓発や教育の未浸透、などの課題により、深刻な被害
を受けている。

このような状況下、東日本大震災の被災地である仙台において、２０１５年３月に国連防災
世界会議が開催され、延べ１５万人の参加の下、「仙台防災枠組 2015-2030」が採択された。四
つの優先行動および七つのグローバルターゲットが折り込まれ（図１）、世界での防災活動推進
の指針となっている。この趣旨に沿って防災・減災の活動を新しく推進するための基本概念を
定義し「国際標準化」を目指す中で、国際社会での防災力を向上させたい。さらに、わが国で
生み出された防災技術やシステムを新しい防災産業の創出に結びつけ、継続・発展できる防災
活動を目指したい。これが「防災ＩＳＯ（国際標準化）規格」の目標であり、本文で、以下に
その活動を紹介させていただきたい。

■防災ＩＳＯ規格に向けた活動
昨年（２０１９年）１１月、世界ＢＯＳＡＩフォーラム（第２回）が仙台で開催され、国内

地産地防の連携発展とKIAZENシステム導入

アウトカム；
①仙台防災枠組（７つのターゲット）へ貢献
人的被害，影響人口，経済損失，インフラ被害 ＝＞ 減少
防災戦略策定，国際協力，早期警報・情報提供 ＝＞ 増加
②我が国の新しい防災産業の創生

地産地防 ①災害リスクの理
解

②災害リスク管理
のためのリスクガバ

ナンス

③強靭化に向け
た事前投資

④緊急対応の強
化とより良い復興

人材 専門家，コミュニケータ
リーダー，教員

リーダー，組織（チーム）
マルチステークホルダー

訓練

投資家（官民） 地域リーダー

情報 ハザード・リスク評価
災害・地区防災計画

法律・ルール
基準

投資効果
地震・災害険

事前復興計画

技術 観測，解析，早期警報 学術学会，防災士会
技術士会

レジリエント支援技術
グリーンインフラ

エネルギー自律分散

早期警報，BCP/BCM
リソースの確認・確保

資金 公的支援 投資銀行 企業投資・支援，ファン
ディング・寄附基金

復興基金，生活支援金

仙台防災枠組（４つの優先行動）

 図１ 　仙台防災枠組と防災・減災についての改善（KAIZEN）の取り組み

東北大学災害科学国際研究所
所長・教授

今村　文彦
いまむら　ふみひこ



クローズアップ ｜ Close up

92020.9　

外の産官学の関係者が一堂に集まり、現在の防災活動の課題や展望、協力の在り方が議論された。その
企画セッションの一つが、「地産地防を踏まえた取り組みを国際標準化へー仙台防災枠組の実現化、仙台・
宮城・東北からの発信」であった。基調講演、民間主体の取り組み事例の紹介、そしてパネルディスカッ
ションが行われ、（１）日本の防災力とは何か、（２）防災力を高め続けるためにどうすればよいか、（３）
国際標準化に向けての期待と課題、などが議論された。災害は地域特有のハザードに加え、そこでの防
災活動や住民意識が強く関係しており、これらの対応を世界基準化にするのは困難であるとの意見があっ
たが、近年のグローバル化や地球規模での気候変動もあり、国際的な視点や協力が不可欠であることから、
防災ＩＳＯ規格活動への賛同や支援の声が挙がった。

今年度（２０２０年度）には、経済産業省戦略的国際標準化加速事業（産業基盤分野に係る国際標準
開発活動）で「Smart Community Infrastructure 活用した防災に関する国際標準化」の受託が決まり、
東北大学が事務局となり本格的な活動が始まった。委員メンバーには、国際防災や国際標準化の専門家、
独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）、中央官庁、自治体、民間企業、などに賛同いただき着任いただ
いている。国際社会における自然災害などに対する地域の防災力の持続的な向上に貢献するため、過去
に多様な災害を経験した日本から、国連採択案件である仙台防災枠組 2015-2030 の趣旨に沿ってスマー
トシティにおける防災・減災に必要なインフラ・システムなどに関連する国際標準の提案を行う準備が
整ってきた。今後はＩＳＯでのＷＧ（ワーキンググループ）の新規提案、テクニカルレポートの作成、
ＩＳ（国際標準）に向けての本格的議論が始まる予定である。

■防災 ISO規格ヘの期待
仙台防災枠組に加えて、国連のＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）となっている分野（環境、

防災など１７分野）などに対応し、今までのわが国の経験・知見、技術の貢献が強化される。特に、地
域の防災力は、ハード整備だけではなく、日々の暮らしの中で育まれるシステムが必要であり防災力を
高め続けるシステムをいかに地域に実装するのかが重要である。ここに新しい標準化による【概念】と
して共通理念が形成されれば、様々な地域での防災の活性化が期待される。今回の国際ＩＳＯのコンセ
プトである地産地防を他の地域と連携できれば、わが国で開発された防災関連技術や製品・商品（保険

KAIZENシス

テムによる
改善

KAIZENシス

テムによる
改善

自律分散
エネルギー

防災情報；セン
サー，ドローン，
衛星画像，AI

グリーインフラ
活用

既存インフラの活
用（盛土道路）

コミュニ
ティー形成，
備蓄文化

KAIZENシステ
ムによる改善
KAIZENシステ
ムによる改善

防災情報，防
災減災ICT

○○地区
防災計画

システム（計
画，事前投資）

 図２ 　復興プランと Smart Community Infrastructure 活用したレジリエントシティ構想 
（仙台市での復興計画に加筆）＊１
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関係）の性能が明確になり、諸外国に輸出（市場）を拡大することも可能である。自然災害（ある程度
予測・評価出来る災害）に対して備えることにより他の災害（人為災害、気候変動、テロなど；予測が
難しい災害）に対しても対応力を向上させ、日常生活の向上にもつながる。例えば、非常時の自然災害
対応を強化することで、スマートコミュニティにおけるインフラ維持管理、情報コミュニティ形成、技
術的なイノベーション促進、などの活動も強化することができると考える。

そのためにも、各地域での事前防災（計画、投資、実践と評価）が重要であり、それに、緊急対応、復旧・
復興を視野に入れた総合防災・減災対策（地産地防）が不可欠である。特に、地産地防の考えを、仙台
防災枠組の四つの優先行動に対応させ、スマートコミュニティ・インフラを活用した各対応フェーズで
の対策を総合的に検討していくことが不可欠である。ここでは、関係のマルチステークホルダーの参画
が必要であり、それぞれの役割（分担）と連携を定期的に確認し改善（ＫＡＩＺＥＮ）していかなけれ
ばならない（図１）。 

■おわりに
今後、新しい国際標準化【概念】が実現化されれば、今まで経験に基づいた対処療法的な防災対応・

対策であった状況に対して、モニタリングや評価を導入することが可能となり、改善（ＫＡＩＺＥＮ )
すべき点などを明確にでき、防災力の総合的な向上につながると期待される。系統的な防災・減災効果
の改善により地域の弱点を突いた被害の軽減を図ることが可能となり、負の経済効果も低減できる。

この【概念】は、例えば、東日本大震災後の仙台市の具体的な復興プランに関係する（図２）。大震災
で沿岸部で津波の被害を受けたが、沿岸部では最低限必要な（レベル１に相当）海岸堤防を整備し、そ
れを津波が乗り越えた場合は、海岸防災林といった自然の力を利用したり、既存のインフラ利用という
ことで道路をかさ上げ（盛土道路）、避難タワーの設置などにより多重防御を実現している。今後は、災
害時に地域全体がブラックアウトにならないように、自律分散型のエネルギー管理を行うことが重要で
あり、センサーやドローンやＡＩなどを使った防災情報の収集と伝達、コミュニティの形成や備蓄文化
の定着も検討されている。

仙台市は「仙台市経済成長戦略 2023」を２０１９年 3 月に策定し、ICT 関連企業と幅広い分野の民間
企業などとの協業を創出しイノベーションを促進するとともに、「防災×ＩＴ」（BOSAI-TECH）やドロー
ンなどの実証実験などを通じた防災関連産業の創出を通して地域産業の活性化を目指している。今年度
から、BOSAI-TECH イノベーション創出促進プログラムが開始されている。このように総合的なフレー
ムの下で実施しながら、学術による新しい科学技術の導入、民間などによる投資と整備、行政による支
援とプラットフォームの形成などの協力が不可欠であり、このような取り組みにより防災分野でもイノ
ベーションが生まれることを期待したい。

＊ 1
仙台市での復興計画に加筆
http://www.city.sendai.jp/shinsaifukko/shise/daishinsai/fukko/kanren/kekaku-03.html

＊＊ 1
外務省　仙台防災枠組 2015-2030, https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000071588.pdf

＊＊ 2
第２回世界 BOSAI フォーラム，http://www.worldbosaiforum.com/2019/

＊＊ 3
仙台市　BOSAI-TECH イノベーション創出プログラム
http://www.city.sendai.jp/renkesuishin/jigyosha/kezai/sangaku/minkan/bosai-tech.html
https://sendai-bosai-tech.jp/#briefing
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リポート　Report

事業承継と後継者の育成は中小企業にとって喫緊の課題となっている。特に地方においては若い人材の首
都圏への流出について指摘をされる。また一方では、後継者と経営者のコミュニケーション不足で後継者の
育成に頭を抱える経営者も少なくはない。三晃化学株式会社（北海道札幌市）では、６年前に長男の庸介氏
が東京の大手企業を退職し、父の経営する会社に就職した。庸介氏は自社の営業を担当する一方で、産学官
連携による共同研究に取り組むなど、幅広い活躍を見せている。本稿では中小企業が産学官連携を後継者の
人材育成に取り入れている事例を紹介する。

■きっかけは、１本の電話から
庸介氏が就職して４年ほどたった

ある日、父である渡邊社長の元に１
本の電話があった。「ここで勉強でき
ることは終わったから、戻ろうと思
うのだけれど」当時を振り返り渡邊
社長は、上場企業を辞めて戻るとい
う息子からの電話にはとても驚いた
と語る。庸介氏は「小樽商科大学の
ビジネススクールに入学を決めてい
た」と話し、渡邊社長のあずかり知
らぬところで、庸介氏は家業を継ぐ
ための準備と経験を積み、経営者と
しての将来のロードマップを描いて
いた。やる気を持って家業を継いだ
後継者を、いかにして経営者として育成するのか、特に中小企業では父と子という近い関係性もあり難しさ
がある。ゆえに、実際に息子が家業を継いでもスムーズに継承されないケースが散見される。

■企業経営で父が息子に伝えたいこと
「企業経営なんて全然楽しくないですよ」と、渡邊社長は笑顔で語った。三晃化学は炭鉱内部に空気を送
るための炭坑用ビニール送風管を作る企業として１９５６年に先代が立ち上げた。当時、東レ株式会社と技
術提携をして「三晃式ナイロン風管」を開発し、国内外の炭坑・鉱山などに使用されてきた。１９６０年
ころから石炭産業が衰退の一途をたどる中、渡邊社長は創業時からの縫製技術を生かして農業資材の開発

産学官連携が織りなす「後継者育成」の景色

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

城野　理佳子
きの　りかこ

渡邊社長と庸介氏
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に着手した。北海道大学農
学部教授のシーズを元に農
業用の防風網を開発したこ
とで活路を切り開き、その
後も現場のニーズに合わせ
た様々な農業用、土木用の
資材を、大学と連携して開
発した。現在では約６０種
類のオリジナル商品を製造・
販売するなど、北海道の１
次産業を支える企業として
大きく成長を遂げた。
渡邊社長は「新たな商品
を試行錯誤して研究開発を
重ね、それが現場で使われ
ることを想像することがと
ても楽しい」と語る。研究開発は全てうまくいくとは限らない。しかし一方では、現場ニーズを取り込み、
ニッチな市場に新たな商品を迅速に投入できることが中小ものづくり企業の強みである。しかし、その精
神・ノウハウを次世代に引き継ぐことは難しい。その際、産学官連携は、研究所を持たない中小企業におい
て、経営者が研究シーズから商品開発のヒントを得る機会を担っている。

■産学官連携は「人と人とのつながり」
産学連携研究による成果は、すぐには結果が見えにくい場合が多い。特に中小企業においては、結果が見

えにくい研究開発は評価につながりにくく、担当する社員のモチベーションの維持や、社員同士での理解が
得られにくいなどの問題がある。しかし「社長」や「後継者」となれば話は別である。現在、庸介氏が岩手
大学の芝﨑祐二准教授と進めている共同研究は新規素材の開発であり、その成果が出るまでには５～１０年
という期間が予測される。庸介氏は「今はまだ大学側での素材開発が中心だが、いずれは様々な用途での展
開を考えていてとても楽しみ」と語る。芝﨑准教授との連携は会社全体に広がり、社員研修の一環として、
高分子についてのセミナーを開催したこともあった。「大学の先生が講義をすることで、社員も真剣に勉強
して、仕事への自信にもつながった」と、渡邊社長は話す。

■産学官連携の本当の価値とは
渡邊社長は「息子には外部の知識を取り込んで、人間として成長してほしい。会社の成長は社長の器の大

きさで決まる」と語った。会社の仕事だけをしていると、仕事の関係先だけで終始してしまうため、人間関
係の幅を広げることは難しい。ともすれば、業界の中の偏った見方、考え方に陥りがちである。渡邊社長
は、産学官連携を通して官や学の関係者と接点を持つことにより、会社をブラッシュアップすることができ
ると考えている。「“官”の関係者の『標準的な考え方』や“学”の関係者の『忌憚（きたん）のない率直
な意見』は、企業にとって重要なヒントであり、企業の永続性につながる」と語り、「関係者と直接知り合
うことで、『生きた情報』を得ることができる」とも渡邊社長は話す。一般的な情報はインターネットで収
集出来る時代ではあるが、中小企業にとって本当に必要な情報は直接得るしかない。渡邊社長にとっての産
学官連携とは、そこに携わる全ての関係者との関わりも含めた「行為」そのものに意味があり、「会社磨き」

主力製品の一つである防風網
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として捉えている。

■経営者への着実な歩み
最後に、昨年末から流行している新型コロナウイルス感染症の話を伺った。同社は札幌市からの要請で、

不足している防護服を一週間で１，０００着作り寄付をしたという。通常、三晃化学では防護服などは作っ
ていない。同社の縫製技術と、取り扱う様々な生地を組み合わせることで実現は可能だったが、収入につな
がる話ではない。それを引き受ける決断をしたのは、庸介氏だった。「産学官連携やビジネススクールで学
んだことなど、広いネットワークの中で、これからの企業のあり方や考え方を学んできたからこそできた判
断だった」と、渡邊社長は息子の成長に目を細める。
「社長は孤独だ」と言われる。社長の見る「景色」は社長にしか理解できず、後継者の育成も社長にしか
できないのかもしれない。筆者は近年、何度か産学官連携に取り組んでいる道内中小企業の若い後継者と接
する機会があった。とても熱意があり、優秀な方々で、生き生きと仕事に取り組んでいる印象を受けてい
る。事業の継承は地域の中小企業だけではなく、地域にとっても重要なことであり、特に経営者の育成は
難しい課題である。産学官連携による研究は成果が出るまでに時間を要するといわれるが、経営者の人材育
成も短期間に成し得るものではない。三晃化学では産学官連携でつながった関係者と共に経営人材も一緒に
成長していく人材育成モデルを試行しているのではないかと考える。今回の取材で、地域における大学の役
割、また大学の新たな価値について知ることができた。

現場のニーズから作られた「ベコジャン」
冬期間の仔牛の体温低下を防ぐ
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■開発の背景及び目的
河内晩柑（かわちばんかん）は文旦（ぶんたん）の血を引く偶発実生（ぐうはつみしょう：偶然に発見さ

れた優良な形質をもつ実生樹の意）の柑橘で、愛媛県は生産量全国１位（約 80%）であり、年間約 7,000t
（2017 年産）を生産している。松山大学薬学部、古川教授らのグループは、2006 年の学部開設時から愛
媛県内で栽培されている柑橘類について、含有成分を網羅的に解析した結果、河内晩柑の果皮に機能性成
分のオーラプテン（AUR）が特異的に多く含まれること、AUR が脳内の炎症を抑制する効果を示すこと、
AUR の一部は搾汁過程で果皮から果汁に移行することを確認し報告してきた。

そこで本プロジェクトでは、河内晩柑特有の AUR を有効活用するため、産学官が連携し、AUR を富化
させた河内晩柑果汁飲料の開発を行い、マウスなどを用いてその機能性を評価するとともに、認知機能の維
持改善に寄与する機能性表示食品を目指して、ヒト介入試験による認知機能の維持改善効果を検証した。

■プロジェクトの概要
（１）実施体制

まず、当時の愛媛県プロジェクトプロデューサー田中氏のコーディネートの下、2013 年に県内の産学官
が連携して「河内晩柑研究会」を結成し、“毎日の食生活に認知症予防を取り入れる”を目標に、河内晩柑
の機能性（特に AUR の抗炎症作用）を生かした新しい機能性食品の創生を検討することとなった。

さらに、このプロジェクトが愛媛県の「戦略的試験研究プロジェクト」で採択となり、2014 年度から
2016 年度までの３年間、愛媛県産業技術研究所、愛媛県農林水産研究所・果樹研究センター みかん研究所、
愛媛県立衛生環境研究所、松山大学薬学部、愛媛大学医学部・農学部、株式会社えひめ飲料が共同研究を実
施した。以下に取り組んだ研究の概要の一部を紹介する。

（２）研究の概要
①河内晩柑の成分特性と果汁飲料の開発及び品質　
評価

搾汁方法の違いによる AUR 濃度の比較を行ったとこ
ろ、搾汁方法により AUR 濃度に大きな違いがあること
が分かった（表１）が、搾汁効率と果汁の汎用性を考慮
してインライン搾汁した果汁を用いることとした。

しかし、果汁中の AUR 含量は十分に高いものではな

愛媛発！　産学官総動員！！　
特産柑橘で機能性表示食品を商品化

愛媛県経済労働部
産業創出課技術振興グループ 
担当係長

福田　直大
ふくだ　なおひろ

愛媛県産業技術研究所 
所長

大野　一仁
おおの　かずひと

搾汁方法 インライン搾汁 ベルト搾汁

ＡＵＲ濃度（mg/L） 27 50

搾汁率（%） 54 35

表１　搾汁方法の違いによる AUR の濃度
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いため､ 1 日 1 本（125mL）の摂取で認知機能の維持改善が図れるような AUR 濃度とするため、搾汁残
渣（さくじゅうざんさ）である果皮からペーストを作製し果汁に添加することとした。まず、河内晩柑の搾
汁残渣を粗粉砕してペーストを試作し、果汁に添加したが、果皮が粗く舌触りに難があった。次に、コミト
ロールという装置により果皮の微細化処理を行うと、非常に細かいなめらかな果皮ペーストを製造すること
が可能となり、舌触りを格段に良くすることができた。以上の結果から、微細化処理した河内晩柑果皮ペー
ストとインライン搾汁果汁を混合し、果汁飲料を製造することとした。

果汁飲料は、ホモジナイザーによる均質化処理を行い、脱気、濾過、除塵した後、殺菌、冷却を行い、
125mL の白無地紙容器に無菌充填し、ヒト介入試験用 AUR 強化飲料（6 mg AUR ／容器）とした。本飲
料を 5℃または 25℃の温度で保管し、１カ月毎に機能性成分濃度を分析した結果、いずれの保管温度でも
製造後６カ月経過後の機能性成分はほとんど減少しないことが確認された。また、対照となるプラセボ飲
料については、少量の香料とインライン果汁を 10% 含有させることで、AUR 濃度を 1/70 以下に抑えた 

（0.08 mg 程度の AUR を含む）。

②脳虚血マウスを用いた機能性評価
河内晩柑果皮ペースト入り果汁飲料の濃縮サンプルを全脳虚血モデルマウスに投与し、脳に及ぼす作用を

解析した。モデルマウスは、C57BL/6 マウス（９週齢、♂）に対し、麻酔下で両側総頸動脈流をクリップ
で 12 分間一時的に止め、再灌流（かんりゅう）を行うことで作製した。経口投与に供する試料は、本飲料
の凍結乾燥粉末を水に懸濁（けんだく）し調製した。経口投与は、脳虚血手術５日前から手術３日後までの
８日間、１日１回、胃ゾンデを用いて行った（2.5 g/kg 体重 / 日）。対照群（偽手術群および虚血手術群）
には水を投与した。

脳虚血障害により、海馬 CA1 領域（記憶に重要な役割を果たす脳領域）などにおいて神経細胞死が起こ
る。そこで、脳虚血手術３日後に脳を摘出して
脳切片を作製して組織染色に供し、CA1 領域
における健常な神経細胞数を計測した（図１）。
その結果、偽手術群における健常な神経細胞数
を 100% とすると、虚血手術群は 66.6 ± 8.9%
と有意に（***p<0.001）低値であったのに対し、
本飲料の凍結乾燥粉末を投与した場合（虚血手
術 + 果汁群）は 93.7 ± 7.9% と、虚血手術群
と比較して有意に（###p<0.001）高値を示した。
すなわち果汁投与により有意に神経細胞死が抑
制されたことが明らかになった［J. Nutr. Sci. 
Vitaminol. （2019） Vol.65; p.66-71］。

③ヒト介入試験による検証
ヒト介入臨床試験は、愛媛大学医学部附属病院の抗加齢ドック受診者で明らかな認知症がない被験者 82

人（男 27 人、女 55 人、平均年齢 71 ± 9 歳）を対象として実施した。無作為に AUR 強化飲料摂取群と
対照飲料摂取群 2 群に分け、6 カ月間それぞれ 1 日１回飲用していただいた。認知機能検査は、軽度認知
障害スクリーニングテスト（MCI screen）で使われる「10 単語想起テスト」を用いた。「認知機能スコア」
は答えられた数とし、10 単語想起テストを３回繰り返すため、満点は 30 点である。

６カ月の飲用期間の前後において認知機能検査を実施し、認知機能スコアの変化率を求めたところ、

偽手術群 虚血手術群 虚血手術
+果汁群
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80
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40

20

0

正
常
神
経
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＊＊＊ ###

図１　各試験群と正常神経細胞数
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AUR 強化飲料群はプラス 6.3、対照飲料群ではマイナス 2.4
となり、両者の間には有意な差（p<0.05）が認められ（図 2）、
AUR 強化飲料摂取群で認知機能スコアの改善が認められるこ
とが明らかになった。このことから、河内晩柑果皮入り果汁飲
料が認知機能の維持に有効であると考えられた［J. Prev. Alz. 
Dis. （2017） Vol.65; No.3］。

■製品化までの流れ及び製品概要
本プロジェクト終了後 2017 年８月に、愛媛県・松山大学・

愛媛大学・株式会社えひめ飲料が共同で「河内晩柑果皮入り飲
食品」として特許出願し、愛媛県庁での知事報告・記者発表お
よび東京での記者発表を行った。株式会社えひめ飲料は、愛
媛大学医学部伊賀瀬教授らの論文［J. Prev. Alz. Dis. （2017） 
Vol.65; No.3］を科学的根拠として、2018 年５月に機能性
表示食品の消費者庁届出を行った。同年９月に届出が受理さ
れた後、同年 12 月 14 日に愛媛県庁において知事報告と記者発表を行い、

「POM アシタノカラダ河内晩柑ジュース」として販売を開始した（図 3）。
本商品は、ＡＵＲを機能性関与成分とする日本で初めての機能性表示食

品となり、高齢者の記憶力の維持をヘルスクレームとしている。また、本
商品は 2020 年７月末現在、認知機能の維持をヘルスクレームにした機能
性表示食品のうち、最終製品でヒト試験を行ったサプリメント形状ではな
い唯一の食品である＊１。

■問題点及び打開策
本プロジェクトでは、当時の田中プロジェクトプロデューサーが産学官

の調整に奔走したことで、多くの機関が、2015 年からスタートした「機
能性表示食品への届出」という同じ目標に一丸となって取り組むことがで
きたことがよかった。また、始まったばかりの機能性表示食品の届出には、
ヒト介入試験の方法や、論文の取り決めなど様々な制約がある中、当所に
2017 年７月に設置した機能性表示食品ワンストップ相談窓口をフル活用
し、外部専門家の支援も受けながら、一つ一つ課題をクリアし、届出に至
ることができたことも目標達成の大きな要因である。

今後、本商品の販売増を目指すためには、河内晩柑の増産による加工原料の安定供給が課題である。ま
た、果汁飲料以外の商品への展開も可能であり、今後も、県内企業との共同研究により新商品の開発を目指
していく。

＊ 1
販売方法は、通販専用、価格は税込み 178 円／本

図２　AUR 強化飲料（左）と対照飲料（右）での 
10 単語想起テストスコアの変化率

図３　POM アシタノカラダ 
河内晩柑ジュース
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■はじめに
米国で１９６０年代から発展したといわれる Institutional Research（以下、「ＩＲ」）は、高等教育機関

の関係者の中では、すでに一般的な用語となった。ただし、学内外のデータの収集・分析によって、大学経
営や教育研究に関する様々な施策の立案、検証、改善などに寄与することがＩＲの一般的な役割と考えられ
てはいるものの、大学によってＩＲの捉え方は多様であり、大学の数だけＩＲの形があると言って過言では
ない。

佐賀大学では、２０１２年７月にＩＲ室を設置し、全学的にＩＲを展開したこともあり、しばらくの間、
国公私立を問わず全国各地の大学から訪問調査や講演依頼があった。当時、多くの大学の関心は、「ＩＲが
何をもたらすのか」、「ＩＲを導入するために何をすればよいのか」といったものだった。それから数年が経
ち、ＩＲに関する書物も多く発刊され、ＩＲに対する共通理解が深まるとともに、近年における各大学の関
心は、上記の関心から「ＩＲをいかに機能させるか」という段階に移行したと思われる。佐賀大学のＩＲも
少しずつ形を変えながら進化してきた。本稿では、佐賀大学版ＩＲの変遷と組織的なＩＲ機能の向上に向け
た取り組みを紹介する。

■佐賀大学における IR の位置付け
大学の使命を「教育」「研究」「社会貢献」だとしたとき、使命達成に向けた計画策定・実行に必要なヒト、

モノ、カネ、スペースの資源配分、その他重要な意思決定などがマネジメントの役割であろう。そして、統
治基盤としての「ガバナンス」と、行動的基盤としての「コンプライアンス」が相互に作用することが望ま
しい。加えて、大学の組織運営は、構成員のコンセンサス（合意）の形成がとても重視される。そのため、
構成員のコンセンサス形成に向けた情報提供が求められる。一方で、大学に限らず組織が活性化するために
は、構成員の意識改革は不可欠であり、改善意識や危機意識の喚起とともに、適正な評価を通じた動機づけ
が必要となる。これらのことから、佐賀大学のＩＲは、構成員のコンセンサス形成を支援する「情報提供機
能」に加え、ＩＲが提供する情報を通して、構成員の意識や行動に影響を与える「影響機能」を重要な機能
と位置付けている（図１）。

■導入当初のＩＲ体制と活動
ＩＲの活動が機能することを最優先の課題とし、学長直下にＩＲ室を設置した。これは「エビデンスに基

づく大学経営を行う」という当時の学長の方針によるものである。室員は１８人、専従の事務職員１人を除
く全員が兼務である。また、学内のデータを収集する仕組みとして、各現場でデータを管理している事務職
員を「拡充メンバー」とすることで、システムを構築せずとも組織的にデータを収集できる仕組みとした。

情報提供機能と影響機能を発揮する
最適なＩＲを目指して

佐賀大学　教授　ＩＲ室長

西郡　大
にしごおり　だい
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このように、事務組織を網羅的に取り込むことで学内最大の教職協働組織とし、ＩＲの考え方を全学的に共
有することを目指した。組織横断的にＩＲ室体制という横串を刺すことで、業務の中にＩＲの考え方を浸透
させ、ＩＲ組織のみならず、全ての教職員にとって共通に必要なマインドとスキルを高め、ＩＲを発展させ
ようと考えた。

ＩＲ室には、分析のための作業部会を置き、教学、研究、社会貢献、経営基盤の観点から様々な分析を探
索的に行った。例えば、入試区分別にみた入学者の修学状況、入学時の競争倍率と卒業率の相関関係、学校
基本調査のデータを用いた教育分野別のベンチマーキング、外部資金（研究費等）獲得のベンチマーキング
などである。これらの結果は、毎月、学長とＩＲ室員が勉強会的に行っていたＩＲ室会議で報告された。同
会議では分析報告だけでなく、佐賀大学のＩＲが目指す方向性も議論していたが、ＩＲの目指す方向性が定
まるに伴い、理事や管理職も加わり、ＩＲがなすべきことやエビデンスに基づく議論の雰囲気が少しずつ醸
成されることとなった。こうしたＩＲ室発足当時の取り組みについては、書箱＊＊１を参照されたい。

■組織的な IR 機能の向上に向けて
ＩＲ導入後の数年間は、構成員のコンセンサス形成を支援するエビデンスが何かを意識して情報提供を

行った。また、大学間、学部間などのベンチマーキング、自己点検・評価書には含めにくいネガティブデー
タなど、当事者にとって現状や課題を意識せざるを得ないものを積極的に提供するとともに、各部局の取り
組み状況や改善による変化を関係者へフィードバックした。一方で、「データ収集→データ分析→課題発見
→改善」というサイクルを目指しつつも、それぞれが個別的であり、大学運営の組織的なプロセスとは別の
次元で動いていた面がある。そこで、２０１５年ころよりＩＲが目指す方向をアドホックな分析から指標モ
ニタリングに基づく内部質保証の支援へ転換し、組織的なＩＲ機能の向上を目指すことにした＊＊２。

最近では、大学経営にＫＰＩ（Key Performance Indicators）などの目的や計画に関する具体的な指標
を意識した進捗管理や自己点検・評価が求められるようになった。しかし、指標を選定しても体系的・組織
的に活用されなければ効果がない。指標の定期的なモニタリングによって、重要な指標の実態を関係者が認
識し、課題がある場合には改善することが機能的と言えるだろう。

図１　佐賀大学におけるＩＲの位置付け
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以上のことから、ＩＲ室では、中期計画などで取り組むべき重点事項を指標化し、各指標の実績や進捗状
況を定期的にモニタリングできる体制へ移行した。実際には、役員と部局長が情報共有や意見交換を行う会
議（毎月）において、各指標の実績や進捗データとともに、毎月の法令遵守対応、広報活動実績（プレスリ
リースや報道数）、人材配置・人件費の状況、学生状況（現員、休学、退学など）、予算執行状況、学生カウ
ンセリング実績（相談件数、経過状況等）、派遣留学生数、就職状況、図書館の貸し出し状況、外部資金情
報（申請・受入情報）、附属病院の経営情報などをＩＲ室の情報収集体制を通じて収集・集約し、月例デー
タとして提出している（現在は１００頁を超える）。

この月例データのモニタリングによって、大学が目標値として設定した教育、研究に関わる指標の現状把
握や大学運営上のリスクの早期発見が可能となる。ＩＲ室の業務は、月例データの収集と集約、データの動
きから見える「気づき事項」の抽出である（例えば、前年度同月と比較したデータの変化など）。「気づき事
項」として課題やリスクが抽出された場合、関係する部局に対し、学長や理事から原因解明や対応策の検討
が指示され、当該部局は、検討結果を報告しなければならない。なお、課題の原因分析や対応策の具体的な
検討などは、指摘された部局や関係の専門委員会、センターなどが行う。つまり、ＩＲ室が重要指標のモニ
タリングを支援することで課題発見や気づきを促し、課題が発見された場合には、改善やアクションを実際
に担う部署が詳細分析を行うことで、ＰＤＣＡの Check から Action のプロセスを強化している。これま
での事例として、就職率の向上、休学・退学者数の抑制に向けた改善、図書館の利用状況や貸出数に関する
分析、光熱水料金の削減、附属学校園の事故防止に関する改善などが挙げられる。

他方、指標モニタリング支援だけでなく、ヒト、モノ、カネ、スペースといった資源の最適化を行うため
の根拠となる情報提供もＩＲの重要な役割である。佐賀大学には、「評価反映特別経費」というＩＲデータ
を用いて学長裁量経費の一部を部局へ配分する仕組みがある。ここでのＩＲデータとは、教学、研究、社会
貢献、経営基盤の視点から、中期計画達成に向けて確実な進捗が求められるものや、大学として特に行動喚
起したい取り組みなどを指標化したものであり、その実績や進捗に関するデータである。これらの指標は、
先述した月例データにも含まれているため、各部局は、モニタリングによって状況が芳しくない指標を把握
し、必要に応じて改善に取り組むことができる。各部局が取り組んだ結果は、部局間比較、経年比較、全国
平均とのベンチマーキングなど、指標の特性に合わせた基準によって評価し、それぞれの達成状況に応じて
予算を配分する。つまり、ＩＲの情報提供機能と影響機能の発揮を期待した仕組みと言える。

■最適なＩＲの在り方を目指して
筆者は、佐賀大学のＩＲに約１０年にわたり携わってきた。この経験から分かったことは、ＩＲは常に変

化し続けるということである。学長をはじめとする執行部の考え方によってＩＲの在り方は変化するし、Ｉ
Ｒデータの活用という観点では、異なる部署のデータを結合するなど複雑な処理を要する高度な分析が求め
られるようになった（例えば、財務データと研究実績データの結合した費用対効果の分析など）。さらにデー
タの正確性や鮮度も従来以上に期待されている。こうした変化に対応するために、２０２０年度からＢＩ

（Business Intelligence）プラットフォームを導入した。当面は、本システムの活用基盤を構築する予定で
ある。「“情報提供機能”と“影響機能”を発揮するための最適なＩＲとは何なのか」を問い続けながら、こ
れからも変化し続けるだろう。

＊＊ 1
佛淵孝夫．大学版 IR の導入と活用の実際．実業之日本社．2015．

＊＊ 2
佐賀大学 IR 室．大学マネジメントと IR 最適な KPI の設定を目指して．昭和堂．2015．
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リポート　Report

■はじめに - 技術科学大学設立と実務訓練
技術科学大学（長岡技術科学大学とその姉妹校である豊橋技術

科学大学）は、主として工業高等専門学校（高専）の卒業生に
修士以上の学位を授ける目的で１９７６年１０月に開学した＊１。
その設立趣意は「実践的・創造的な能力を備えた指導的技術者の
養成」にある＊２、＊３。特に開学前から「社会との密接な接触を通
じて、指導的技術者として必要な人間性の陶冶（とうや）を図る
とともに、実践的技術感覚を体得させることを目的」とする実務
訓練が計画された。この実務訓練は、米国などですでに行われて
いた「コーオプ（ＣＯＯＰ）教育」＊４を意識し、産学連携共同教
育を当初から目指していた＊５。従って開学当初から産業界など
への学生派遣を図り、図１に示す通り当時の文部省を通して一般
社団法人日本経済団体連合会（経団連）幹部に学生受け入れの要
請を行なっている。長岡技術科学大学の実務訓練は、このような
経緯をたどり産業界などへの派遣は、１９７９年の１期生２０９
人（国内派遣６５機関）に始まり、２０１９年の４１期生まで、
のべ 1２，９７９人（国内１１，９９９人＋海外９８０人：国内派
遣７，４８６機関＋海外派遣５６３機関）となっている。

コーオプ（ＣＯＯＰ）教育としての
長岡技術科学大学の実務訓練

長岡技術科学大学　教授

明田川　正人
あけたがわ　まさと

図１　文部省から経団連への依頼状

図２　長岡技術科学大学の教育システム
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■長岡技術科学大学の実務訓練のシステム
図２に長岡技術科学大学の教育システムを示す。先に述べたように高専卒業生を３年次に編入させ、学部

修士一貫教育を行うシステムになっている。３年次に編入する高専卒業生は約８０％、学部と修士の定員は
ほぼ同数である。長岡技術科学大学の教育システムの最大の特色は学部４年次の後半に５カ月（海外は６カ
月）の実務訓練を主に産業界で行うことである。これは国内では最長である。なお、豊橋技術科学大学は２
カ月である。修士進学を目指す学部４年生は実務訓練が必修科目（８単位）となる。

図３（ａ）に実務訓練実施の教育支援体制を示す。准教授・講師以上の教員全員（共通教育教員は除く）
は実務訓練指導教員となり、企業などと交渉し実務訓練の受け入れ開拓および企業と実務訓練テーマに関す
る協議を行う。実務訓練指導教員の担当企業数は一人当たり数社である。学生はその教員に訓練派遣前に実
務訓練先の希望を伝え、もしその教員の選考に適（かな）えば企業への派遣が決定する。実務訓練中は、教
員は企業現場での実務訓練を視察するとともに企業と協力して訓練が大学４年時の卒業研究レベルになるよ
うにする。従って事前の教員と企業間の訓練テーマのすり合わせが重要である。学務課は学生・企業・教
員で実務訓練がスムーズに進むようにサポートを行う。図３（ｂ）に実務訓練の年間スケジュールを示す。�
図３（ａ）（ｂ）の重要事項を箇条書きにすると次のようになる。
（１）�企業と大学の間に「引受書」を交わし、訓練テーマ・引受条件（日当・住居など）・企業大学担当者な

どを明確にする。実務訓練の学生負担金は企業支払いを基本とする。学生はこの書類を見て派遣企業
を希望する。派遣学生は企業での訓練のために「誓約書」を企業に提出する。秘密保持契約などは別途、
学生－企業間で行う。

（２）�国内実務訓練先企業の新規開拓などはその年度４月までに行い、各課程において派遣が適当かどうか
（訓練テーマが適当か？　安全対策は？　有償か？　学生に過度の負担がないか？　など）を判定する。
これで派遣可と認められた企業を学生に公開（引受書を公開）する。企業ごとに希望者を募り、その
中から派遣学生を選考する。

（３）�実務訓練の意義を確認するために５月に「実務訓練シンポジウム」を行う。これには学生だけでなく、
教員および企業も参加する。派遣前（９月）までに派遣学生への事前教育（安全教育・海外の場合は
語学研修など）を行う。

（４）�実務訓練派遣は１０月（海外の場合は９月）から行う。派遣の後、学生は毎月１回実務訓練報告書を
企業担当者の確認（押印または署名）後、指導教員に提出する。指導教員は報告書で訓練内容を把握

図３　長岡技術科学大学の実務訓練。（ａ）実務訓練教育支援体制、（ｂ）実務訓練年間スケジュール。

（ｂ）（ａ）
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するとともに、企業を１〜２回訪問し、学生の訓練進捗状況を企業担当者とともに確認する。実務訓
練終了時に、学生は最終報告会を企業で行い、企業担当者は訓練が「実務訓練」の単位に値するかど
うかを「評定書」で指導教員に報告する。

（５）�派遣されていた学生は、２月に大学に戻り各課程において開催される「実務訓練成果報告会」にて自
らの訓練に関する報告を行う。この報告会では各課程の教員がこれを聴講する。またこの学生報告お
よび指導教員の調査を基に、その企業に次年度も学生を派遣してよいかどうか課程内で審議する。適
当でないと認められた場合派遣を取りやめることもある。

（６）�大学学務課は上の（１）〜（５）のプロセスがスムーズに進むようにサポートを行う。また、損害保険（海
外の場合は海外旅行保険など）を準備し、学生に加入させる。

以上の通り、実務訓練では、学生－企業－大学が協調して、学生への教育的効果を維持向上させている。
産学協同の共同教育をコーオプ（ＣＯＯＰ）教育と定義するなら、長岡技術科学大学の「実務訓練」は「コー
オプ（ＣＯＯＰ）教育」そのものである。
「実務訓練」は、企業が求人目的で、学生が求職目的で行うインターンシップとは明らかに異なる。目的
が冒頭で述べた通り「人間性の陶冶」「実践的技術感覚の体得」でありこれらとともに大学院での研究活動
の動機付けが加わっており、求人求職が目的ではない。実際、初期の実務訓練では、企業に派遣された学
生は、その企業に就職してはならないという不文律が存在した。現在ではそのような不文律は学生に強制
できないが、実務訓練に派遣された企業に修士修了後に就職する学生の割合は５％以下である。また実務訓
練の期間が５カ月という長期であることも２週間〜１カ月程度のインターンシップと大きく異なる。５カ月
間あれば、工学部の４年生は、ほぼ卒論に相当する仕事（企業での大卒新入社員がこなす初仕事）の成果
を出すことは容易である。従って企業によっては、実務訓練学生を積極的に受入れるところもある。また、
１９７９年からずっと実務訓練生を引き受けていただいている企業も数十社ある。
海外、特に北米やヨーロッパ、東南アジアなどでは、コーオプ（ＣＯＯＰ）教育による学生の企業での産
学協同による教育訓練が盛んである＊４。特にタイでは、ＣＯＯＰ教育により企業での訓練が大学工学部な
どでは必修科目化されている＊６。その制度は本学の実務訓練とほぼ同等であり、産学連携共同教育が基本
である。本学からは、タイで行われているＣＯＯＰ教育に基づき、タイの企業に本学学生を実務訓練生とし
て派遣している＊７。また逆に、本学のタイのパートナー大学の学生を、ＣＯＯＰ教育生として、日本の企
業に派遣している。筆者は両方の窓口を担当しているが、本学の実務訓練はタイでのＣＯＯＰ教育となんら
相違はないと感じる。

■コーオプ（ＣＯＯＰ）教育としての実務訓練の評価
実務訓練の教育的効果が学生・企業に対しどのように現れているか、またフィードバックする事柄はある

かを検証するために長岡技術科学大学では、毎年、実務訓練終了後、学生・企業・教員に対しアンケートを
行っている。それらの一部を紹介する。

（１）学生の反応
実務訓練を終了したばかりの学部４年生および２年前に実務訓練を行った修士２年生に、アンケート調査

を行っている。紙面の都合で全ての設問に関するアンケート結果を論じないが、以下の三つの設問に関する
前向きな回答（そう思うＡ＋どちらかと言えばそう思うＢ）の割合を示す。２０１８〜２０１９年度を併せ
た結果である。
＊�「実務訓練は社会的・国際的視野を広げる上で役に立ちましたか」Ａ－７０％（学部）Ａ－６６％（修
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士）　Ｂ－２３％（学部）Ｂ－２３％（修士）
＊�「専門的な知識や応用能力を身につける必要性を強く感じるようになりましたか」　Ａ－６４％（学部）
Ａ－４０％（修士）　Ｂ－２６％（学部）Ｂ－３８％（修士）
＊�「実務訓練は自分のためになったと思いますか」　Ａ－８１％（学部）Ａ－７４％（修士）Ｂ－１３％（学
部）Ｂ－１８％（修士）
特に最後の設問ではほとんどの学生が実務訓練に満足していることが分かる。自由記述でも、「約５カ月
間企業で働くことで、『企業で働く』ということを身を持って体験できた」（学部）などの前向きな意見がほ
とんどを占める。しかし、「企業からお金がもらえず生活が困難だった」（学部）などの意見もあった。企業
から生活費が有償提供でも学生の生活を全て支えられない場合も稀（まれ）にある。このような企業には教
員から生活費増額を働きかけることが必要である。

（２）企業担当者の反応
こちらも企業からは前向きな意見が大半である。例えば、「課題、テーマに対する理解力がある。不明な

点、迷った点があった場合は、タイムリーに相談するなどコミュニケーション力がある」「理解力が高く、
資料の作成などについても適切に進めることが出来た」などである。しかし、「発表の場面などについては、
経験が浅く緊張により、なかなか本来の力が出せていなかった」などの意見もあった。訓練テーマの選定で
企業担当者と学生の間の齟齬（そご）はほとんど見られない。５カ月間の訓練で双方の理解が深まったもの
と考えられる。ほとんどの企業からは学生が企業への貢献を行ったことに対する謝辞が述べられている。

■終わりに
長岡技術科学大学の実務訓練の紹介を行った。実務訓練はコーオプ（ＣＯＯＰ）教育を前提に制度が設計・

維持されているものである。今後も、学生・企業・大学がそれぞれ満足するように維持発展を図りたい。海
外実務訓練では、一部無償の訓練などがあるがこれも改善する必要がある。

＊ 1
例えば https://www.nagaokaut.ac.jp/annai/daigakusyokai/enkaku.html 参照

＊ 2
技術科学系の新高等教育機関構想に関する調査会、「技術科学系の新しい大学院の構想について－報告－」、1974 年 3 月 15 日

＊ 3
技術科学大学の教育課程、施設等に関する調査研究会議、「技術科学大学の組織、教育課程、施設等について」、1976 年 2 月 16 日

＊ 4
例えば WACE https://waceinc.org/ 参照

＊ 5
斎藤信義、「技術科学大学の教育研究と実務訓練」、VOS 長岡技術科学大学広報、pp. 3 〜 4, No. 2, 1979.

＊ 6
例えばタイ王国・スラナリー工科大学 http://coop.sut.ac.th/EN/index.php 参照

＊ 7
長岡技術科学大学、「実務訓練の手引」（令和元年度）、pp.73 〜 77, 2019.



と地方創生

地球環境問題と持続地球環境問題と持続1
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連載　Serialization

■はじめに
人類の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、２０１５年国連サミットの決定である。国も地方も、企業、

非政府組織（ＮＧＯ）、そして大学生から小学生までが、ＳＤＧｓ推進に向けて活動を展開している。他方、
地方創生はわが国の重点課題であるが、東京一極集中の流れは止まる気配がなく、地（知）の拠点大学によ
る地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）も苦戦を強いられている。

そんな中で新型コロナウイルス感染症が発生し、世界における国家から一人ひとりのライフスタイルま
で、そのあり方が問われている。今や、国や地域が抱えている問題は世界の問題であり、世界が進む方向
は、国や地域が考えねばならない。

ＳＤＧｓは、健康、福祉、教育、環境など１７の目標を掲げ、１６９のターゲットと行動指針を提供して
いる。地球規模から個人レベルの問題に対して、世界の“誰一人取り残さない”とするスローガンがＳＤＧｓ
推進の気運を高めている。しかし、多くの課題の列挙からなるＳＤＧｓは基軸が見えにくいとされる。人類
が持続に向けて総力を結集するためには、個々の課題と基軸とのつながりが明確であるのが望ましい。そし
て、そこには人間社会のあるべき姿の視点が欠かせない。

人間社会を定義すれば、「自然と共生し、知的活動と生産活動をもって組織的な生活を営み、世代をつな
ぎ公共の精神や文化を育む集団」と言えよう。知的活動と生産活動は、ホモサピエンスやホモファーベルと
呼ばれる人類特有のものであり、このような活動が今日の高度な社会を創り上げてきた。しかし、その一方
で、人類の存続に関わる地球環境問題が発生し、途上国の貧困や格差の問題は歴史を引きずっている。

化石資源を活用する工業社会は非循環的であり、自然界との共生の齟齬（そご）が地球環境問題を引き起
こしている。中でも、大気中の二酸化炭素の増加に起因する温暖化と気候変動は、地球の自然環境の基盤を
根底から揺るがしている。これに対する２０１５年のパリ協定は、複雑で困難な事情を乗り越えて、ようや
く得られた国際社会の合意である。そして第一次産業革命に始まる２５０年の化石資源型社会の転換に向け
て、残された時間は僅（わず）かでしかない。

社会が発展したのは工業化に成功した先進国であり、その道筋が立たない途上国、特に、後発の開発途上
国の貧困と生活は劣悪であり、市場の拡大と経済のグローバル化が進む中で、国家間の格差が常態化して
いる。途上国などに対する先進国の支援は、第二次世界大戦後に設立された国連やユニセフなどに始まり、
２０００年の国連ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）に至るが、それを発展的に拡大したのが２０１５年の
ＳＤＧｓである。

人間社会は、自然界と地域や国家のアイデンティティーとの関わりをもって、生活と生産活動を営んでき
た。工業社会における人工物や人工システムの普及や都市化は、それらの関係を疎遠にし、世代をつなぐ力
や文化を醸成する力を脆弱（ぜいじゃく）にすることで、社会の質的な低下をもたらしている。グローバル

公立小松大学　顧問

林　勇二郎
はやし　ゆうじろう
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化は、ヒト・町・仕事からなる地域社会の構造を希薄にしている。地域社会における構造の希薄化と質的な
低下が地方創生の問題であり、それはまさに人類の存在理由と言えよう。

本稿では、地球環境問題、国家間の格差と貧困、そして地方創生の問題が、人類の持続に係る基軸の事象
であるとし、３回のシリーズでこれらについて言及する。

■非循環型社会と生産活動
地球は４６億年前に創生された太陽系の惑星であり、地圏・水圏・気圏からなる自然環境の系を形成する

（図１）。太陽からのエネルギーを受けた地球では、大気を構成する濃度０．０３５％の二酸化炭素などで暖
められ、対流圏での雨冠現象などの気象現象が営まれている。このような自然環境の系に包摂して植物と動
物が共存する生物環境の系が形成され、光合成や食物連鎖などの生命活動を営むことで地球の循環システム
を維持している。

人類は約７００万年前のアフリカで誕生し、約５０万年前には薪を燃やして火を使用し、発達した脳で道
具を使い、複雑な言語体系を持ったとされる。やがて、住まいを固定することで、農業・林業・水産業の一
次産業が営まれるが、それは生活と生産そして自然が一体となった循環型のエコ社会であった。そして、近
代になって化石資源を活用する工業を創出することで、非循環型の社会に突入する。

科学・技術と化石資源を活用する工業は、生産活動と経済活動の体制を整えることで社会を発展させてき
た。生産活動は、科学・技術と産業・市場を基本とするが、これは市民革命、科学革命、そして産業革命の体
験を通して確立された。市民革命は市民が自治と市場を持つ国民国家を創成し、科学革命は大学等で獲得し
た科学の知見の技術への応用を可能とし、産業革命は科学・技術と化石資源を活用した新産業の創出である。
図２は、人間社会の発展とそれに伴う自然環境の変化を、社会環境の系と自然環境の系をもって示してい

る。社会環境の系は、物質的な資源と知的資源を原資とし、科学・技術によって製品やサービスが製造され、
それが市場を通して社会に供給されることで、次代へと発展している。

自然環境の系は、製品の製造、運転、さらには使用後の廃棄など、自然界と物質とのやり取りで構成され
るが、化石資源の使用が、自然環境とエネルギー・資源のつながりを分断している。すなわち、社会環境と
自然環境の系は相即不離（そうそくふり）の関係にあり、生産活動による方向性と経済活動の継続性が社会
を高度に発展させ、その一方で、地球環境問題を引き起こしている。

図２　社会の発展と持続　（社会環境の系、自然環境の系）図１　地球環境における熱と物質の循環システム
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■地球環境問題と気候変動
非循環型の工業社会においては、反応性が高く、また生物の体内に取り込まれて濃縮する環境影響物質

が、比較的狭い地域で顕在化し、産業公害や都市公害が発生した。そしてわが国では、１９７０年に公害対
策基本法が制定され、１９７１年に環境庁が発足した。

今日、人類に問われている環境問題は地球環境問題である。環境影響物質は、自然界に既に存在している
か、あるいは化学的に安定であるのが一般的であり、このことが発生源などの地域を問わず、長時間かけた
地球規模の問題としている。地球環境問題は地球温暖化問題として次のように集約される。

熱帯雨林の減少、砂漠化、酸性雨による森林破壊は、二酸化炭素の吸収量を減少し、温暖化に対して間接
的である。化石燃料の燃焼ガスやフロンガスの温室効果ガスの排出は、温暖化に対して直接的である。これ
らの効果が相まって、大気中の二酸化炭素が増加し地球温暖化が進行するが、その影響が最も顕著に現れる
のは海洋である。海洋は、熱的にも物質的にも容量の大きなリザバー（貯水池）であるが、水温の上昇ととも
に炭酸ガスを吸収することで酸性化し、それに加えてマイクロプラスチックなどによる汚染も進んでいる。

以上、大気中の二酸化炭素などの増加は、地球の循環システムを狂わせることで、地球の温暖化と気候変
動を引き起こし、地球の自然環境を土台から揺るがしている。そして、これらの全ての事象が、より上位に
ある生物多様性減少に関わっている。

■ＩＰＣＣ報告とパリ協定
大気中の二酸化炭素濃度の増加は、１９５８年ハワイのマウナロア観測所で測定された「キーリング・

カーブ」が最初の報告である。１９８８年に現在１９５カ国が加盟する地球温暖化についての政府間パネル 
（ＩＰＣＣ）が設立され、以来、科学的および社会経済的な見地から気候変動に関する包括的な評価が行わ
れてきた。

２０１４年公表の第５次評価報告書＊＊１によれば、二酸化炭素濃度は工業化以前より４０％増加し、その
中の約３０％が海洋で吸収され、海洋酸性化を引き起こしている。１８８０年から２０１２年の期間におい
て、陸域と海上を合わせた世界の平均地上気温は０．８５℃上昇している。１９７１年から２０１０年の間
での地球温暖化は、貯蔵されたエネルギーの９０％以上を占める海洋が顕著であり、６０％以上が海洋の表
層（０～７００ｍ）に、約３０％が７００ｍ以深に蓄熱された。気候に対する人為的影響については、大気
と海洋の温暖化、世界の水循環の変化、雪氷の減少、世界平均海面水位の上昇、およびいくつかの気候の極
端現象について言及している。

国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（ＣＯＰ２１）＊＊２は、２０１５年１２月にパリで開催され、
２０年から始まる温暖化防止の新ルールが採択された。パリ協定は、産業革命前からの気温上昇を２℃未満
に抑え、１．５℃を努力目標とすることとし、締約国は自主的に二酸化炭素の排出削減の目標を申告し、そ
の進捗を互いに検証し合う仕組みである。上昇が１．５℃であっても、夏に北極海の氷が解け、７～８割の
サンゴ礁の破壊、感染症の増加、世界の洪水リスクの倍増などは避けられないが、２℃の上昇に比べて、海
面上昇や熱波、干ばつなどの被害が大幅に軽減されるとしている。２０１８年のＣＯＰ２４では、パリ協定
の実施ルールの大筋が合意されたが、ＣＯＰ２５では詰めにあたる削減に向けた国際取引が不調に終わって
いる。

■脱炭素社会の構築
２０２０年現在での世界の温室効果ガスの総排出量は、二酸化炭素換算で現在５００億トンだが、

２０３０年には５７０億トンが見込まれている。２℃目標に整合したシナリオに戻すには、３００億トン超
の追加的な削減が必要であり、抜本的な政策と革新的な技術開発が必至である。
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わが国は、２０１９年６月に「脱炭素社
会」を実現する地球温暖化対策を閣議決定
している＊＊３。戦略の柱は、太陽光や風力
などの再生可能エネルギーの主力電源化
であり、水素の利用拡大や次世代蓄電池
の開発とともに、ＣＯ２回収技術や送電網
の増強を図るとしている。石炭火力につ
いては、２０年７月に、非効率な発電所
の９割を２０３０年までに削減するとし、

「脱石炭」に向けてようやく舵が切られた。
２０１８年と２０３０年の比較において、
総発電量に占める石炭火力は３２％から
２６％に、再生可能エネルギーが１７％
から２２～２４％になると想定される。
「脱炭素社会」は、国際社会のパリ協定

の合意、各国のエネルギー・環境政策、民間企業に対するＥＳＧ投融資などが連動して推進されるが、ゴー
ルは「仮想発電所（ＶＰＰ）」を中核としたスマートシティである。ＶＰＰは、再生可能エネルギーなどの小
規模分散型の電源と、従来の発電所をつなぎ、電力の負荷平準化を制御する仮想の発電所であり、図３に概
念図を示す。ホライズン２０２０は、全欧州が実施する研究およびイノベーション促進のフレームワークプ
ロムグラである。２０１４年より２０２０年までの７年間で約８００億ユーロが助成され、その後継のホラ
イズンヨーロッパへのもとで、ＶＰＰを拠点としたスマートシティプロジェクトの実証が動き出している。

わが国は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害が多い国であり、社会基盤
はそれらの被害を可能な限り小さくするように建設されてきた。３．１１の東日本大震災と原発事故は、エ
ネルギー基盤としての限界の露呈でもあり、ここに原発の必要性の是非が問われている。地球温暖化による
気候変動は、世界中で気象災害の規模を拡大している。中でも、わが国における近年の豪雨・台風被害は半
端ではなく、将来的には海面上昇による都市被害も予想される。災害大国であり、世界を主導する先進国で
ありながら、脱炭素化に向けて後れを取っている。災害に対する適応能力や強靭性（きょうじんせい）のあ
る社会に高めねばならないが、温暖化という人為に対する脱炭素こそ第一義であることは言うまでもない。

そして、その先にあるスマートシティの未来社会は、夢物語ではなく持続のために必要な社会である。わ
が国は、水素エネルギー、蓄電池、電気自動車、自動運転、５Ｇ、ＩｏＴなど、多様な優れた技術を有す
る。Society 5.0 が、これらの技術を統合した新しい社会の価値創造をもたらすには、まずは、確かな脱炭
素社会に立脚したスマートシティの構築ありきでなければならない。

 （次号へ続く）

＊＊ 1　
「気候変動２０１３」気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）第 5次評価報告書　第 1作業部会の報告　気象庁　２０１３- ９

＊＊ 2　
「パリ協定」気候変動の国際関連会議資料　環境省　２０１５- １０

＊＊ 3　
「エネルギー・環境イノベーション戦略（ＮＥＳＴ２０５０）」総合科学技術・イノベーション会議　２０１９- １１

図３　仮想発電所とスマートシティ
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連載　Serialization

技術移転
このころから米国を中心に、欧州諸国も競って工業から知的財産（知財）を基礎にした知識社会へと変貌

していった。日本はバブル経済の突入から崩壊し始めたころである。日本では、欧米の先進技術を活用しよ
うにも、特許に守られてガチガチに縛られ身動きがとれないそんな状況だったことだろう。

そこで日本国内でも、これではいかんとなり、慌てて日本版バイドール法と言われる「産学活力再生特
別措置法」を施行（1999 年）。工学系に偏っていた日本の産学連携は、特許を含めた法整備や施策を押し
進め、国の科学技術基本計画という枠組みで産学連携が本格的に始まった。欧米諸国から 20 年ほど遅れた
後追いだ。

科学技術基本計画は、1995( 平成 7) 年 11 月に公布、
施行された科学技術基本法に基づき、科学技術の振興に
関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本
的な計画だとしている。その基本法では、大学の研究成
果の民間移転を図るための大学等技術移転促進法（1998
年施行）という法律で、技術移転機関の「承認ＴＬＯ

（Technology Licensing Organization）」が設置され
た。ＴＬＯは、研究成果を特許化し企業へ技術移転する
機関だ。

文部科学省のウェブサイトには、「法律に基づいて承
認を受けた技術移転機関（承認ＴＬＯ）」として、株式会社東京大学ＴＬＯ、株式会社東北テクノアーチ、
有限会社金沢大学ティ・エル・オーなど、株式会社・財団法人など大学外の組織２１機関、大学の学内組織
１３機関、計３４機関を紹介している。認定ＴＬＯは、企業と大学をつなぐ組織である。大学はＴＬＯから
得られた収益の一部を研究者に戻し、研究資金として活用する。

2001 年当時の平沼赳夫経済産業大臣は「新市場・雇用創出に向けた重点プラン」の一環で、イノベーショ
ンの基盤整備を目的に、大学改革、「学」から「産」への技術移転戦略による「大学発ベンチャー企業を３
年間で 1,000 社にする」提言をした。それが契機となり、大学や企業に「イノベーション（技術革新）」と
いう言葉が広がった。当時ＩＴバブル真っ盛りで、デジタルメディアを担当していた筆者の元には、カタカ
ナ語ばかり使うＩＴ業界の面々が次々とやって来た。そしてどこもかしこもイノベーションと連呼してい

日本が技術移転に本腰を入れ始めたのは、1980 年米国で施行されたバイドール法がきっかけだ。
大学が米国政府の資金によって研究開発を行った場合、それまでは政府に帰属していた権利を大学
や研究者に帰属させた。すると特許権を得た大学と企業の技術開発が進み、その技術を基にしたベ
ンチャー企業が次々と誕生。産学連携活動が加速し世界的な産業競争力を取り戻した。

＃２　道のり
（本誌編集長　山口泰博）
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た。そのときからイノベーションというワードが嫌いになった。
だがそれらの施策によって、経済発展の一因として専門の部門や担当を置く大学や企業なども増え始め、

産学連携を推進する上で、地域イノベーションやオープンイノベーションという発展型の言葉に置き換えな
がらも共に取り組まれて久しい。

2001 年度から 2005 年度までの５カ年計画で策定された第２期科学技術基本計画では、「大学発ベン
チャー」「知的クラスター創成事業」「大学知的財産本部整備事業」などが叫ばれた。知的クラスター創成事
業とは、地域の主体性を重視し、知的創造の拠点たる大学や公的研究機関などを核とし、関係研究機関と研
究開発企業などが集積する研究開発能力の拠点（知的クラスター）の創成を加速するための支援事業で、札
幌周辺を核とする道央地域（ライフサイエンス、情報通信）、広域仙台地域（情報通信、ライフサイエンス）、
富山・石川地域（ライフサイエンス）などだ。

国立大学の法人化と改革
2004 年 4 月には、99 の国立大学（短大含む）と 15 の大学共同利用機関は、89 の国立大学法人と四つ

の大学共同利用機関法人（人間文化研究機構、情報・システム研究機構、自然科学研究機構、高エネルギー
加速器研究機構）となった。また全国の国立高専は、東京都八王子市に本部を置く、独立行政法人国立高等
専門学校機構が運営し、全国に 51 校（商専含む 55 のキャンパスでおよそ 5 万 5000 人の学生が学ぶ。本
科 5 年（商船学科は 5 年半）、専攻科 2 年（通常の大学の 3 年、4 年相当）、本科卒業生は就職するか他大
学へ３年次編入するか、専攻科に進学することができる。専攻科を修了して「学士」を得た者は、就職する
か他大学も大学院への入学資格がある。

国立大学の法人化は近年にない大きな改革で、これらの改革を機に産学連携を機能的、機動的に実施でき
るよう研究と知財を統合して組織が再編され、現在の大学産学連携組織ができ上がった。

何度か述べてきたが 2006 年の教育基本法の改正によって、大学の使命として、「教育」と「研究」だけ
でなく、教育・研究の成果の社会への提供、「社会貢献」が明記され、産学連携は社会貢献として位置付け
られ、2006 年度から 2010 年度までの５カ年計画で策定された第３期科学技術基本計画で、産学官連携が
イノベーション創出のための重要な手段となっていく。



30 2020.9　

理系と文系の連携、その違い
理系の産学連携は数字で算出されやすいが、文系は費用負担や収益も少なく成果が見えにくい。従って文

系は、学生の教育に寄与するかもしくは、社会事業、社会貢献といった連携が主流だ。例えば授業の一貫と
して学生が企業や地域と関わる経験を得る。学生がアイデアを出し商品開発やデザインなどを行うといった
ものだ。「アイデアソン」などが各地で実施されているのもそのためだ。

社会貢献を主体とする連携は、公開講座、キャンパスの開放、ボランティア、町づくり（商店街・地域の
業活性化など）、マーケティングなど、地域と関わり大学の社会貢献の一環として行うことが多い。

理系が行う産学連携の主な分野
情報、物理、生命科学、化学、生物資源、農林水産、畜産、工学、建築、宇宙、地球、海洋、気象、地

質、医薬、看護・福祉・保健、栄養など

文系が行う産学連携の主な分野
芸術・デザイン、考古・地理、観光、心理、経済・国際経済、商経、法、政治・行政・政策、国際政治、社会、

福祉、生活環境、教育など

近年の大学改革と逆行する大学の思惑
１８歳以下の人口がさらに減少期に入った 2018 年問題を経て、大学の廃校や学生獲得には相当の努力を

要すると言われてきた。１８歳人口減少は想定されながら、小泉政権時代の規制緩和政策の流れを受け、特
に私立大学の数は増え続け、短期大学からの４年生大学への転換なども進んだ。それでも進学率の上昇を受
け学生の確保が何とかできていた。しかし、2010 年以降、経営悪化から学生募集を停止する私立大学が目
立ち、定員割れが全体の５割近くまで進み閉校する大学も出てきた。知名度や特色のない大学への志願者が
減り、大学の二極化が進む。大学側も企業と同様、選ばれる大学に変わる必要がある。

自治体が設立した学校法人による公設民営の私立大学として開学した大学の多くは、学生の定員割れが恒
常化。運営形態を公立大学法人に変更し、公立大学へ転換、学費を安くし公立というブランドでよみがえる
大学も出てきた。公私協力方式で開設された大学も公立大学法人に移行するなど、地方の私立大学の公立化
の動きから目が離せない。

（次号へ続く）
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視点：Point of view

新しい生活様式とセレンディピティ

今はできるだけ人が集わないことに注意が払われているため、ウェブ会議の利用が増えた。ノートパソコ
ンの内蔵カメラを使うことはまずないと思っていたが、ようやく世のＩＣＴツールの恩恵を受けている。県
外企業との打ち合わせはウェブ会議で行うため、訪問せずに必要最低限の要件は容易に済ませることができ
る。遠隔地訪問だけでなく、学内の会議もほとんどがウェブ会議形式となり、時間的に仕事の効率化が図ら
れるようになった。今後もあらゆるシーンでオンラインのシステムが活用されるであろうが、一方でいつま
でもこのままでいいのかということには多少不安もある。
他人と会って話をすることはあまり得意ではないが、職業柄会う人、会う機会は選んではいられない。要
望を聞き取り、条件などの交渉を行うためには、やはり面と向かい合って話をするのが基本だが、メールで
簡単に済ませたいと思うことも多い。そんな中、ある方から「人と会うことのメリット」を教えていただいた。
仕事と直接関係しない話でも、会話を重ねているうちにひょんなアイデアが生まれることがあり、思いもし
ない連携が生まれるきっかけになったことがたびたびあるという。セレンディピティ（serendipity）とし
てよく語られる偶発的出会いのことだと理解した。
産学連携の成功事例やイノベーション創出事例では、この偶発的出会いが新しいアイデア創出の生みの親
になっているとよく聞く。ウェブ会議では要件はあらかじめ設定され、議論が広がることや無作為な会話に
なることは少ない。情報共有を図る目的で使用するには効率的な優れたツールだが、このシステムが社会の
スタンダードになってしまうと、「人と会うことのメリット」が失われるのでは、と危惧してしまう。「新し
い生活様式」では仕事でもオンラインでつながることが増えることは間違いないであろうが、イノベーショ
ン創出につながるセレンディピティを生む機会が減らないような新しい工夫が必要だと思う。
ヒントは幾つかあるようだ。例えば、ＩＣＴ時代を想定して作られたクラウドオフィスがある。メールと
ファイル共有を統合したソフトもあるが、テレワーク時代の到来を予期して開発されたアバターで仮想空間
のオフィスへ出勤するサービスは興味深い。仕事の情報共有を図るばかりでなく、今のコロナ禍中のテレワー
クで失われそうな個人間の私的コミュニケーションを確保するアプリケーションとして急速にビジネスを伸
ばしているようだ。日本人的発想では仕事用ツールに遊び感覚のある私的コミュニケーション機能を持つこ
とに違和感を覚えるが、これこそがセレンディピティを生むシステムかもしれない。アバターが仮想空間
内で雑談をするさまは、まるでゲームソフトの世界のようで、日常オンラインゲームに興じる若い世代には
問題なく受け入れられる。次世代のセレンディピティは仮想空間から生まれると予測もできよう。“近未来”
が駆け足で近づいている。
� （愛媛大学�社会連携推進機構�准教授　秋丸國廣）
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