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伊藤 慎一

巻頭言

Foreword

「あゝ渺々の蒼穹に」
―新型コロナウイルス感染症との闘い―

松本歯科大学 理事長

矢ヶ﨑
やがさき

雅

ただし

信州松本平に位置する松本歯科大学は、創立 48 年となる単科大学です。現在までに、累計 4,500 人の
歯科医師、1,300 人の歯科衛生士、300 人の歯科技工士を社会に送り出しています。本学のキャンパスは、
北アルプスの穂高連峰の高嶺から吹き下ろす爽やかな風の中、四季の移り変わりにつれて、様々な花々が目
を楽しませてくれるなど、地域の人びとの憩（いこ）いの場ともなっています。
このような平和なキャンパスを襲った新型コロナウイルス感染症の脅威。本年 2 月の卒業式は挙行でき

たものの、4 月の入学式は中止となり、全学年で映像授業を開始できたのは、5 月の連休明けからでした。
そして、全国的に感染が拡大する状況を鑑（かんが）みて、5 月末には歯学部・衛生学院学生のみならず、
全教職員および学生寮や食堂関係を含む関連企業職員全 1,146 人に対する健康調査および新型コロナウイ
ルス感染症抗体検査を実施しました。抗体検査の結果、全員が陰性であったことから、6 月 1 日からの通常
対面授業・実習、大学病院における通常診療を再開しました。

本学は、外国人留学生を積極的に受け入れ（歯学部学生の約 3 割）
、日本人学生と留学生が協調しながら

切磋琢磨（せっさたくま）して勉学に励んでおります。そのような海外との交流による新型コロナ感染症の
感染拡大が懸念されていました。そこで、春休みに自国に帰った学生については、日本入国後、本学のキャ

ンパスイン（学生寮）で 2 週間の隔離予防措置を行ったことも、抗体検査の好結果に大きく影響したと考
えています。
松本歯科大学は、1982 年に障がい者歯科学講座を全国に先駆けて開設し、他の医療機関では対応が困難
な心身障がい者や有病高齢者などの歯科診療を積極的に行ってきました。重度障がい者施設での巡回診療や
集団保健指導、訪問診療、長野県の拠点病院としての活動を展開しています。なお、現在では地域連携歯科
学講座と称して研究活動の幅を広げております。また、1989 年には総合歯科医学研究所を開設し、独立専
攻科大学院を開設し、科研費や国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）による外部資金をいただき、硬
組織研究のフロントランナーとして、世界に誇れる研究成果を発信してまいりました。
松本歯科大学の「建学の理念」を具体的に謳（うた）った校歌「あゝ渺々の蒼穹に」は、信濃の朝と目覚
めから始まります。渺々（びょうびょう）とは、果てしなく限りなく広い形容、蒼穹（そうきゅう）は大空・
天空です。信濃の朝と目覚めは、
「転換期時代の目覚め」を指しています。これはまさに、新型コロナウイ
ルス感染症と闘いながら、新しい時代の我々の生き方を追求しなければならない現状についても当てはまる
ことではないでしょうか。
去る 9 月 4 日には、京都府立大学の塚本康浩学長を迎えて、全学スタッフ・ディベロップメント研修会
を開催しました。塚本先生からは、新型コロナウイルスに反応するダチョウ抗体（IgY）がすばらしい武器
と成り得ることを教えられ、人類が新しい時代を生きるために立ち向かっていく勇気をいただきました。そ
して、本学においては、京都府立大学、東京医科歯科大学および JST との共同研究によるダチョウ抗体配
合含嗽（がんそう）液（うがい液）の開発を目指しております。
「あゝ渺々の蒼穹に」（作詞・矢ヶ﨑康、作曲・山本直純）
、本学ホームページにアクセスしていただき、
お聴きいただけたら幸いです。新しい時代に向けてのメッセージが込められております。
2020.11
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リポート

Report

エゴマ油の粉末化で広がる用途
島根大学 学術研究院
農生命科学系 准教授

吉清

よしきよ

恵介

けいすけ

■プロジェクトの概要

一年草の植物「エゴマ」の種子から採れるエゴマ油は、オメガ 3( ω 3) 脂肪酸の一種であるα - リノレ

ン酸（ＡＬＡ）を約６割と高濃度で含む。魚の消費量が減少している現代において、食品から効率よくω 3
脂肪酸を摂取する手段として、またベジタリアン可食なω 3 脂肪酸として、エゴマ油が近年注目を集めて
いる。
2015 年前後にはテレビでの紹介が増え、それをきっかけにエゴマ油の認知度が高まった。島根県では、
それよりも約１０年前からエゴマ油の商業生産が行われていたため、需要増加にいち早く対応することで国
内産エゴマ油の産地の一つとして認知されるようになった。
筆者らは、
「加工食品に容易に添加できるエゴマ油」を目指してエゴマ油の粉末化を試み、その食品原料
としての性質を研究した。そして島根大学発のベンチャー企業である株式会社 S-Nanotech Co-Creation
（株式会社ＳＮＣＣ）にて、その成果を「エゴマ油粉末」という形で商品化するに至った。

■研究開発の背景と産学連携

魚介消費量の減少で不足するω 3 脂肪酸をエゴマから
ω 3 脂肪酸とは、メチル基末端から三つ目の炭素原子に二重結合を有する多価不飽和脂肪酸の総称であ
り、必須栄養素の一つである。ヒトを含む哺乳（ほにゅう）類は、摂取したω 3 脂肪酸を代謝する能力を
有するものの、ω 3 脂肪酸を新たに作り出すことはできない。そのためω 3 脂肪酸は食事から摂る必要が
ある。青魚に多く含まれる「ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）
」や「エイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）
」がω 3
脂肪酸として有名であるが、近年は植物に含まれる「α - リノレン酸（ＡＬＡ）
」が新たに注目を集めている。
この背景の一つに、日本人の食習慣の急速な変化がある。令和元年（2019）度の水産白書によると国民
１人当たりの魚介類消費量は 2001 年をピークに減少を続けており、それに伴いＤＨＡとＥＰＡの摂取量も
減少していると考えられる。この減少を補うた
めに、また、より積極的なω 3 脂肪酸の摂取の
ために、植物由来のω 3 脂肪酸であるＡＬＡが
注目されている。ＡＬＡの摂取源として特に注
目されているのが、一年草のエゴマ（写真１）
の種子から採れるエゴマ油である。エゴマ油
は、全脂肪酸におけるＡＬＡの割合が約６割と
高いことが最大の特徴であり、これを食べる事
で効率よくω 3 脂肪酸を摂取できると期待され
ている。また様々な理由で魚介類を食べない人
4
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写真１

実をつけた未熟なエゴマの穂

にとって、植物由来のω 3 脂肪酸は極めて重要な栄養素であり、食の多様性への対応の面からも注目され
ている。
島根県では、県西部の邑智（おおち）郡川本町や県東部の仁多（にた）郡奥出雲町といった中山間地域
で、十数年前からエゴマ油の生産が精力的に行われており、今では県内の多くの地域で栽培されるように
なった。しかしながらエゴマ油は常温で液体であり、また他のω 3 脂肪酸と同様に酸化されやすく加熱調
理に向かないため、加工食品への添加が困難であるという利用上の弱点がある。筆者らはこれらの問題点を
解決することで、エゴマ油の用途の拡大とさらなる高付加価値化を実現し、島根県のエゴマ油産業の活性化
に微力ながら寄与したいと考えた。そこで本学の産学連携コーディネーターに相談し、島根県内のエゴマ
油生産企業への訪問の機会を得た。その後、2014 年度には、島根県の助成金への採択を受けて研究開発を
進め、2015 年度には、エゴマ油の粉末化に関する研究会を発足させ、産学官連携を深めた＊＊１。その結果、
酸化安定性と体内吸収性に優れ、幅広い形態の
食品に添加可能な「エゴマ油粉末」の開発に成
功し＊＊２、その成果をＳＮＣＣにおいて商品化
した。

■大学発ベンチャーにおける商品化

株式会社ＳＮＣＣは 2018 年 10 月に設立さ

れ、山陰合同銀行により設立された「しまね大
学発・産学連携ファンド」の出資を受けた島根
大学発のベンチャー企業である。同社は、島根
大学ナノテクプロジェクトセンターの技術シー
ズをはじめ、様々な学内外のアカデミックな研
究成果に対して、幅広く研究開発支援や事業化

写真２

エゴマ油粉末
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支援を行う機能を持つ。
エゴマ油粉末は、同社の「機能性食品及び食品添加物の製造及び販売」事業の一つとして、会社設立時に
採用されたものである。特にエゴマ油粉末の商品化においては、生産・販売業務委託先との交渉や契約の締
結など、大学教員である筆者には不慣れなことを重点的に支援していただき、商品化に至った。

■製品の概要

小麦粉のようなエゴマ油粉末
エゴマ油粉末は、分子カプセルの中にエゴマ油を構成する脂質成分を部分的に封じ込めることで作られ
る。分子カプセルとして、食品添加物である環状オリゴ糖（シクロデキストリン）を利用している。シクロ
デキストリンは分子中央に疎水性の空洞を有しており、その空洞内に疎水性の分子、または分子の疎水性部
分を取り込み（包接し）
、包接錯体と呼ばれる錯体を形成する性質がある。これまでにシクロデキストリンが
様々な脂肪酸を包接し、それらの包接錯体が固体として回収されること、さらに包接錯体中の脂肪酸の酸化
安定性が向上する事が報告されていたが、包接錯体として摂取した脂肪酸あるいは脂肪酸を含む油脂の体内
吸収性については、筆者の知る限りでは詳しく報告されていなかった。そのために商品開発にあたっては、
エゴマ油粉末（シクロデキストリンとの包接錯体）として摂取したエゴマ油の体内吸収性について詳しく調
べた。そしてラットを用いた体内吸収性の実験結果から、エゴマ油粉末として摂取することで、エゴマ油の
体内吸収性が向上することが示された。
製品には、島根県の企業から購入した島根県産のエゴマ油が、重量で約 15％含まれる。液体のエゴマ油
は黄金色の透明な液体であるが、エゴマ油粉末は白色で小麦粉のような手触りである（写真２）
。味、匂い
に大きな特徴はなく、これにより添加する食品の風味を損なうことは少なく、幅広く利用できる食品原料と
なった。

■今後の展望

ゼリータイプの子供向けサプリメントも
エゴマ油粉末は 2020 年初頭に商品化されたが、新型コロナウイルスの影響により展示会などでの宣伝が
困難な状況である。このような状況下ではあるが、エゴマ油粉末入りのゼリータイプの子供向けサプリメン
トの開発が進みつつある。今後は、ω 3 脂肪酸の摂取を目的としたエゴマ油粉末の利用に加えて、既存の
サプリメントなどへのω 3 脂肪酸強化による差別化など、幅広い利用法を検討する必要がある。
＊＊ 1

丹生晃隆，吉清恵介，山崎幸一，橋本道男．島根県におけるエゴマを通じた産学官連携
―エゴマ油の粉末化による新規食品開発―．産学連携学会第 13 回大会講演予稿集．2015，p．66-67
＊＊ 2

Yoshikiyo, K., Yoshioka, Y., Narumiya, Y., Oe, S., Kawahara, H., Kurata, K., Shimizu, H., Yamamoto, T., Thermal stability and
bioavailability of inclusion complexes of perilla oil with gamma-cyclodextrin, Food Chemistry, 294: 56-59, 2019
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IoT で遠隔漁獲体験
国立高等専門学校機構
鳥羽商船高等専門学校

亀谷

かめや

知宏

ともひろ

■漁獲体験アクティビティで地域活性化

鳥羽商船高等専門学校が位置する鳥羽市は、新鮮な魚介類や周辺地域の観光名所で全国有数の観光地とし

て知られ、第三次産業が地域経済を支えている。つまり鳥羽市の今後の発展には観光事業のさらなる活性化
がカギを握っている。近年、観光業界において単に観光名所に訪れるだけでなく、その地で農村体験や漁業
体験をする、アクティビティ型のツアーが人気となっている。そこで観光客らがパソコンやスマートフォン
などで漁獲体験するシステムを考案した。

■水産業に IoT を導入

近年、農業分野では急速に IoT が導入され、従来生産者が自ら行ってきた収穫、灌漑（かんがい）など

の作業が一部自動化されるなど様々なシステムが導入されつつある。それらの中で、遠隔で害獣を捕獲する
システムに着目した。この害獣捕獲システムは、檻の入口にある柵をケーブルにより、開いた状態でピンに
固定し、獲物が檻に入ったときにピンを外すことで柵が自重により落ち、檻が閉まる仕組みである。この
害獣捕獲システムを水産業に応用することを着想し、ICT を得意とする中部電力グループの株式会社中電
シーティーアイ（愛知県名古屋市）と協力しながら観光客をひきつけるアクティビティの開発を進めてきた。

■遠隔漁獲カゴシステム「You 魚キャッチャー」

遠隔漁獲カゴシステム「You 魚（うお）キャッチャー」は、観光客などのユーザーが漁獲カゴに取り付け

られた水中カメラの映像を専用サイトから見ながら、獲物が入ったタイミングで遠隔で捕獲するシステムで
ある。

a 漁獲カゴ

b 制御箱と閉鎖機構
図１

漁獲カゴシステム
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実際の装置は、獲物を捕獲するための漁獲カゴと、カゴの柵の閉鎖や電力供給、通信を司る制御箱から
構成される。漁獲カゴは海中に沈め、制御箱は海上の筏（いかだ）に固定して運用している。漁獲カゴは
図 1-a に示すように直径 90cm、高さ 90cm の砲弾型をしており、17cm × 17cm の開口部が 2 カ所ある。
開口部には柵を取り付け、バネの力で閉鎖する機構となっている。カゴにはさらに内部の様子を観察するた
めに防水処理を施したカメラと、夜間でもカゴ内部を観察できるように投光器が取り付けられている。制御
箱にはケーブルを引っかけるピンを外すためのソレノイドラッチ、通信などを行うためのマイコンなどが格
納されている。漁獲カゴの柵は、開いた状態で海上に設置されたピンにケーブルで固定され、ユーザーが捕
獲を指示したときにソレノイドラッチが作動することでピンが外れ、バネの力により柵が閉まる仕組みであ
る（図 1-b）。

■潮位の影響

本システムと害獣捕獲システムで大きく異なる点は、柵とピンの位置関係である。害獣捕獲システムは

柵もピンも常に同じところに固定されているため 24 時間相対的な位置関係は変わらない。一方本システム
は、柵は海中に、ピンは海上に設置しているため、潮の満ち引きによって柵と制御箱の相対的な位置関係が
変わってしまう。そのため図 2-a に示すように満潮時にカゴが海底に接地するようなケーブルの長さにし
た場合、満潮時はケーブルが張った状態になるため柵は開いているが、干潮時など潮が引いたときは図 2-b
のようにケーブルがたわみ柵が閉じてしまう。この潮位による問題に対してケーブルをチューブに通すこと
で柵とピンとの距離が変化してもケーブルの張力が保てるようにし、潮位に影響を受けないシステムを実現
した（図 2-c）
。

a 満潮時

b 干潮時（対策前）
図2

c 干潮時（対策後）

潮位の影響

■今後の展望

構築したシステムを、2020 年 3 月に鳥羽市内にオープンした１棟貸しの宿泊施設で漁師体験できる

「Anchor.（アンカー）漁師の貸切アジト」にて試験的に運用し、同時に長期間海中に沈めたときの防水機
能の確認や、その他腐食の影響について検証、改良を行っている。さらにカゴ内へ餌を投入する機能の追加
などによりエンターテインメント性の拡充や、獲物がカゴに入ったときにユーザーにメールや SNS（ソー
シャル・ネットワーキング・サービス）などで通知するシステムを検討している。
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Biz & Company

帝国データバンクと産学連携

株 式 会 社 帝 国データバ ンク
データソリューション企画部
総合研究所 主任

平峰

ひらみね

芳樹

よしき

■帝国データバンクと主な産学連携

株式会社帝国データバンク（以降、TDB）は、1900 年の創業以来 120 年にわたって信用調査を行って

きた企業だ。信用調査とは、企業と企業が取引をする際に、取引相手を知るために行うもので、取引をする
にあたって「信用」できる相手かどうかを判断するために行われる＊＊ 1。
企業が取引しようとする相手を訪問して聞いて回るのは困難なため、TDB が代わりに企業を訪問し、経
済状況や長所、技術力など「信用」を裏付ける情報を集め、信用調査レポートを提供する。全国 83 カ所に
及ぶ事業所を活用して、現地に直接赴（おもむ）き、一次情報の収集に努めている（図１）
。

図１

TDB は長年の調査の中で得られた大量の企業情報をデータベースとして蓄積してきた。この企業データ
ベースを「企業ビッグデータ」と呼んでいる。データ構造化、アルゴリズム開発、アウトプット・指標化と
いう流れを「ビッグデータのバリューチェーン」と定義しており、大学との連携は、このバリューチェーン
を支える要素として位置付けられている。
2011 年に東京工業大学を皮切りに、TDB は様々な大学と共同研究契約や連携協定を結び、今では 13 の
大学・研究室と連携している。2018 年には一橋大学と連携協定を結び、
「一橋大学経済学研究科

帝国デー

タバンク企業・経済高度実証研究センター（TDB-CAREE）
」を設立した。このセンターでは、TDB のも
つ企業データを用いて、日本の企業構造・産業構造・地域経済等とその長期的な変化に関する実証研究を行
い、研究成果を発信している。一橋大学の研究者だけでなく学外の研究者も受け入れることで、幅広く研究
2020.11
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包括連携協定
TDB-CAREE
連携協議会＝運営・⽅針決定
研
究
科
⻑

⼀橋⼤

研究担当者＝研究

役
員

学内研究者
16⼈

TDB

学⽣（学内・学外）
13⼈

定期的な会議で密な連携を図る

学外研究者
27⼈

TDB社員
8⼈

研究者間のコミュニケーションで研究のアイデアを⽣む
図２

活動を行っている（図２）

■ TDB-CAREE での取り組み

TDB-CAREE で取り組んでいるプロジェクトをいくつか紹介したい。岡室博之教授（一橋大学）らの取

り組む帝国銀行会社要録の電子化プロジェクトでは、TDB の前身である帝国興信所が発刊していた帝国銀
行会社要録を電子化し、公開するとともに、同データベースを用いて実証研究を行っている。恩地一樹教授
（大阪大学）は、消費税が企業の売上高をどのようにゆがめるのかということに着目し、TDB の社員と共同
で研究を行っている。中島賢太郎准教授
（一橋大学）
、手島健介准教授
（一橋大学）
、山﨑潤一助教
（神戸大学）
のグループは、企業立地の変遷に関する研究を行っている。大山睦准教授（一橋大学）は、企業間取引ネッ
トワークの特徴から新型コロナウイルスの企業への影響の伝播をモデル化する研究、原泰史特任講師（一橋
大学）は新型コロナウイルスの感染過程と対応策の効果のモデル化やパチンコホールの休業など、新型コロ
ナウイルス感染症に関連する研究にも積極的に取り組んでいる。筆者自身も、ディスカッションペーパーと
して新型コロナウイルスに関する研究を公開している。このように、様々な領域の研究者が「帝国データバ
ンクの企業データを使って研究をする」という旗の下に集まり、日々切磋琢磨（せっさたくま）している。
日経ビジネス 2018 年 10 月 1 日号で取り上げられた「これが大手 110 社のエコシステムだ」＊＊ 2 も一橋
大学との連携から生まれた成果の一つだ。影響を受ける先を企業間取引ネットワークから抽出するアルゴリ
ズムを用いて企業エコシステムを定義した。特集では、企業エコシステム単位で集計することで、企業のビ
ジネスモデルの分析を行っている。企業エコシステムの考え方は、2020 年版中小企業白書でも取り上げら
れるなど、実社会への展開が進んでいる。

■産学連携における課題とその解決に向けて

産学連携において問題となるのは「期間」と「目的」だ。一つ目の「期間」の問題は、企業が短期間での

成果を求めてしまう点にある。企業の場合には研究開発にも相応の成果が求められ、1 年単位で評価される
ことも少なくないが、研究の場合には 1 年で得られる成果は限定的となる。このような「期間」に対する
10
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認識のズレが、産学連携の成功を阻害することになる。
二つ目の「目的」の問題は、企業の目的と大学側の目的が異なる点にある。企業は研究の成果をビジネス
で利用し、利益を創出することが一番の目的であるのに対して、研究者は研究を行い、公表することが目的
である。どちらかの目的だけが重視されてしまうと、関係性が崩れてしまう。これらの二つの問題を解消す
るために設けたのが、連携協議会という枠組みである（図 2）
。連携協議会では、一橋大学からは研究科長
が、TDB からは役員が参加し、共同研究に関する様々な議題について検討を行っている。このように実務
者だけでなく決裁権者を含めた会議の枠組みを設けることで、連携の方向性を定めることができる。

■様々な産学連携の形

東京工業大学や一橋大学のような研究センターではなく、個別の研究室との共同研究も行ってきた。東京

大学の柴崎研究室、渡邊研究室、城所研究室、九州大学の馬奈木研究室、横浜国立大学の池島研究室、北海
道情報大学の伊藤研究室などだ。これらの研究室との共同研究では、空間経済や地域経済、可視化、持続
可能な開発目標（SDGs）といった研究室の特徴にあった共同研究を行っている。共同研究先の研究室には
TDB の社員が研究員として所属することで、共同研究の推進や人材交流を図っている。また、研究室との
共同研究という形式ではなく、TDB の客員研究員という形で学生の雇用も行っている。
研究だけでなく、教育面でも大学との連携を進めている。滋賀大学や横浜市立大学をはじめとするデータ
サイエンス学部では、TDB が長年の企業データを扱う中で培ってきたデータの前処理について、受講者が
実際にデータを触って、前処理を行う演習型の講義を行っている。さらに兵庫県立大学との連携協定の一環
で、姫路西高校でプログラミング言語 Python（パイソン）の講義を担当するなど、教育分野での TDB の
役割は拡がりを見せている。講義だけでなく、インターンシップ形式で実際の業務に触れる機会を設けてい
る。データ活用において８割を占めるともいわれる前処理を実践的に学習できる環境を作ることで、データ
活用人材の育成を支援している。

■帝国データバンクの産学連携のこれから

このように TDB は大学との連携を通じて、研究開発を推進はもちろん、社内・社外のデータ活用人材の

育成にも取り組んできた。今後は、このような大学との連携を通してビッグデータのバリューチェーンをよ
り強固にし、企業データを用いた「企業の健康診断」のような社会の見方を提示していくことを展望してい
る。企業ビッグデータを用いて、物理学、経済学、データサイエンスといった複数の分野から、経済現象を
科学的に捉え、企業・経済の過去〜未来を見通す方法を研究・開発することで、中小企業を支援するサービ
スを展開していく。
＊＊ 1

株式会社帝国データバンクホームページ「信用調査とは」
＊＊ 2

「これが大手 110 社のエコシステムだ」，『日経ビジネス』2018 年 10 月 1 日号，p.24-27，日経 BP 社．
「取引構造の実態」，『中小企業白書』2020 年版，p. Ⅱ 202- Ⅱ 211，中小企業庁．
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経済産業大臣賞に城南信金、文部科学大臣賞に
弘前大学、農林水産大臣賞はとかち財団
イノベーションネットアワード 2020
東京都千代田区の TKP 御茶ノ水カンファレンスセンターで 2020 年 9 月 29 日、地域産業の振興や活性
化に貢献した団体・個人を表彰する、第 9 回地域産業支援プログラム表彰事業
（イノベーションネットアワー
ド 2020、主催：一般財団法人日本立地センター、全国イノベーション推進機関ネットワーク）の受賞プロ
グラム・受賞者の表彰式が行われた。

経済産業大臣賞に選ばれたのは、城南信用金庫の「よい仕事おこしネットワーク」
、文部科学大臣賞は、
弘前大学ＣＯＩ研究推進機構（健康未来イノベーションセンター）の「健康ビッグデータをハブに産学官金
民の強固な連携で新産業創出をめざす弘前大学『寿命革命』プロジェクト」
、農林水産大臣賞は、公益財団
法人とかち財団の「地域のものづくりを柱とする「とかち型ビジネス支援」プログラム」
。
よい仕事おこしネットワークは、中小企業の事業支援、地域問題の解決に取り組むプロジェクトで、全国
の 149 の信用金庫が協力し、そのネットワークを活用。オンライン上でのマッチングにより、約 1 年間で
119 件が成約。会津信金取引先企業と三島信金取引先企業とのマッチングを城南信金が仲介し、わさび漬
けを商品化した。専任のコーディネーターらが能動的に地域企業同士をつなぐフォローも奏功している。
健康ビッグデータをハブに産学官金民の強固な連携で新産業創出をめざす弘前大学『寿命革命』プロジェ
クトは、
「短命県返上」という地域的課題解決のため、弘前大学が地元自治体と一体となり、2005 年から
15 年間にわたり岩木地区の住民 1,000 人を対象に行った「岩木健康増進プロジェクト」のデータ活用だ。
DNA、生理・生化学データ、個人生活活動データなど最大 3,000 項目を蓄積した健康に関するビッグデー
12
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タを活用し、予防・先制医療を推進。平均寿命、健康寿命が着実に伸び、短命県返上への貢献が受賞につな
がった。
地域のものづくりを柱とする「とかち型ビジネス支援プログラム」は、十勝地域の基幹産業である「食」
と「農」に特化した企業支援で、農業機械・食品製造機械などの開発支援や食品の開発支援、スタートアッ
プ支援・起業家人材の育成の三つの支援プログラムを構築。AI を活用して発情・疾病兆候など牛の活動情
報を自動検知するクラウド牛群管理システムやウエアラブルデバイスなどを開発し、十勝地域をはじめ、国
内外の酪農・畜産生産者に広く導入し、生産性向上や労働環境の改善に寄与する。その結果、94 件の新事
業創出や大手企業との共同プロジェクトなどが誕生。約 480 アイテムの商品化を実現し、過去 10 年で農
業・食品加工機械で約 20 億円、加工食品で約 40 億円の売上増を実現した。
第 9 回地域産業支援プログラム表彰事業（イノベーションネットアワード 2020）の受賞プログラム・受
賞者は次の通り。
◇

◇

【地域産業支援プログラム】経済産業大臣賞：よい仕事おこしネットワーク（城南信用金庫）
、◇文部科学
大臣賞：健康ビッグデータをハブに産学官金民の強固な連携で新産業創出をめざす弘前大学『寿命革命』プ
ロジェクト（弘前大学ＣＯＩ研究推進機構「健康未来イノベーションセンター」
）
、◇農林水産大臣賞：地域
のものづくりを柱とする「とかち型ビジネス支援」プログラム（公益財団法人とかち財団）
、◇全国イノベー
ション推進機関ネットワーク会長賞：光の応用産業を創出・発展させるための技術・経営一体型ハンズオン
支援事業（光産業創成大学院大学）
、◇一般財団法人日本立地センター理事長賞：高付加価値企業・産業の
育成とオープンファクトリー開催による持続可能な産業形成（つやま産業支援センター）
。
優秀賞は３件、◇優秀賞：周年マルチ点滴かん水同時施肥法（マルドリ方式）の開発および技術導入・運
営支援による高収益カンキツ経営の実現（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）
、◇同：産
学連携による次世代スマート植物工場技術強化およびグローバル展開支援（特定非営利活動法人植物工場研
究会）、◇同：デザイン視点での企業支援ニイガタ IDS デザインコンペティション、百年物語プロジェクト、
Design LAB（公益財団法人にいがた産業創造機構）
。
◇

◇

地域イノベーション・地方創生の支援活動に携わっている個人を表彰対象とした「全国イノベーション推
進機関ネットワーク堀場雅夫賞」
は、株式会社ソアラサービス
（広島県広島市）
代表取締役社長の牛来千鶴（ご
らいちづる）氏。広島でシェアオフィスの草分けとして、20 年ほど前に当初 10 ブースで「広島 SOHO'
オフィス」を創業。今では、およそ 100 社が入居する大型シェアオフィスに拡大。その経営手腕と感性か
ら、創業支援、商品開発、地場企業とクリエイターの連携によるブランド構築ほか、多くのプロジェクトを
手掛け、長年にわたり多くの創業者や企業を支援してきたことが評価された。
また、次回のイノベーションネットアワード 2021 は、12 月 25 日まで応募を受け付け中。他薦は 11 月
27 日まで。


（本誌編集長

山口 泰博）
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コアコンピタンスの変化が知財にもたらした
影響と重要性を増す大学研究
鳥取大学客員教授
弁理士
一般財団法人工業所有権電子情報化センター
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ごたに

陽一

よういち

■グローバル化の進展がもたらした企業戦略の変化と特許出願構造

近年、グローバル化の進展とともに、世界的な企業間競争が激化している。その中で、多くの日本企業

は、経営戦略の見直しを図らざるを得ない状況にある。
かつて、日本企業の競争力が強かった時代、例えば日本の全ての家電メーカーが白物家電を作っていたよ
うに、多くの産業分野で、日本企業のライバルは日本企業であった。各業界は、世界的に有名な多くの企業
であふれていて、世界市場に対して、争うように同じような製品を投入しては、技術力やデザイン力を競っ
ていた。
しかしながら、中国をはじめとする新興国企業が次第に力をつけ始め、グローバル市場に彼らの製品が投
入されてくるに従い、状況は変化した。多品種の製品で高い品質を維持するために、必要となる技術分野全
てで最先端の研究開発をし、世界市場で競争力のある製品に仕上げることが困難となった。そして、日本製
品の技術的優位性は、次第に薄れてしまったのである。
このため日本企業は、自社の得意な技術分野に製品を絞り込み、研究開発分野も縮小して、グローバルに
競争力のある分野のみに集中投資をすることになる。各社はコアコンピタンスを分析し、企業経営戦略を急
激に変化せざるを得なかったのである。これを契機に、日本企業の特許出願構造も大きく変化した。

■コアコンピタンスの変化への適合を求められた知財戦略

特定の製品分野に、多くの日本企業が参入し、競争している時は、各企業ともに類似する技術の研究開発に

資金投入していた。最終製品を他社の
技術を全く使わずに製造できるのであ

（万件）

日本特許庁への出願推移

50

れば、自社開発した技術の特許権のみ
で、事業を安定的に実施することがで
きる。しかしながら、多くの企業が同
一の製品に参入したばかりに、他社の
特許権に全く抵触しないで高品質の製
品を作ることは、難しい状況になって
いた。そして、各社が開発した技術を、
互いに用いて研究開発することによっ
て、相乗効果的に技術力の向上を図る
こともできることから、日本企業同士
14
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日本人による出願
40

外国人による出願
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日本企業からの出願は減少傾向に

が、互いの特許権を使うことを可能とする、クロスライセンスを知財戦略として多用するようになった。この
ため各企業は、クロスライセンスを有意に働かせるために、日本国内において大量に特許出願をしていくこと
になったのである。
現在このような日本企業の出願構造は、大きく変化しつつある。コアコンピタンスの変化がもたらしてい
るのは、特許出願をコア技術のみに絞り込むということであり、もはや広い分野で研究開発を行い、クロス
ライセンス用に、大量に特許出願する時代は終えんを迎えたのである。

■クロスライセンスに用いた特許権は無用のものとなるのか

コアコンピタンスの変化によって、各社の研究開発対象の絞り込みがなされ、過去に行われていた、クロ

スライセンスを前提とした特許権の取得戦略は、変革期を迎えた。国内の企業間でクロスライセンスするた
めに、多くの分野で実施していた研究開発と、その成果の特許権はもはや不要のものとなった。このため長
きに渡り、膨大な研究開発投資をしてきた、最先端技術の塊である特許権は、企業にとって特許料を払って
まで維持すべき財産ではなくなってしまったのだ。
それでは、多くの特許権はどうなったのか。価値ある技術であれば、買い取りを希望する企業がいる。日
本の中小企業に目を向けると、仮に日本の大手企
業にとって必要のなくなった技術といえども、規
模の小さな企業にとっては、事業として実施する
価値のある技術もある。この場合、特許権を買い
取って、自らの事業に生かす選択肢があり得る。
また、中国企業のように、自国に大きな市場を抱
えていて、自国内にライバル企業もいないとなれ
ば、不要となった日本企業の技術を使って、事業
実施することに旨みがある。このような技術を必
要とする国内や外国の企業に、自社で不要となっ
た特許権を売ることによって、研究開発投資の一
部でも回収できれば、次なる投資に回すことが可
能となるのだ。

■行き場を失ったクロスライセンス用の特許権

自社で不要となった特許権といえども、技術には大きな価値があり、売買が進みそうである。しかしなが

ら実態としては、なかなか特許権を売ることはできなかった。中国企業に対して、事業を譲渡できたのであ
れば、特許権は事業の一部として対価を得たことになるから、成功した事例といえるだろう。自社で必要の
なくなった技術を処分したいという、弱い立場に置かれている日本企業にとって、安値でも中国企業に買い
取られるのであればまだ救われたのだが、必ずしも積極的に特許権を売ろうとはせず、多くの場合年金の支
払いをやめて、特許権を消滅させてしまった。その結果、中国企業は無償で、日本企業が手放した技術を利
用することが可能となったのである。そればかりか、日本の特許権は消滅しているので、中国企業は日本へ
の製品輸出も可能となっている。
日本企業が撤退した製品であっても、新たな市場や新たな購買層が見い出せるのであれば、中国をはじめ
とした新興国企業は新規に参入を目指すであろう。その時、日本企業の手放した技術が、特許権の縛りなく
使えるのであるから、研究開発投資も抑えられ、また、日本企業にライセンス料を支払う必要もないので、
極めて効率良くグローバル市場への参入が進むのである。
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■急激な事業環境の変化に追随できなかった日本企業の知財戦略

残念なことに、クロスライセンスをはじめとして、特許権の売買を伴わない知財戦略に慣れていた日本企

業は、個別の特許権をどのように評価して価値を定め、そしてどのように売買するのかについて、明確な戦
略を持ち合わせていなかった。また、売買が進まなかった別の理由として、撤退時に中国企業にライセンス
すると、その特許権を武器にして、中国企業が残留組の日本企業を攻めるのではないかといった、日本風の
遠慮が、少なからず影響していたこともある。
本来クロスライセンスは、各企業間の特許権を集約して価値を上げる枠組みであるし、事業を安定させる
枠組みでもあるから、クロスライセンスに関わった企業間で調整して、パッケージ化した特許権にすれば、
ライセンス交渉の条件が良くなるはずである。しかしながら残念なことに、複数の日本企業間での知財連携
はあまり機能していない。また、ク
ロスライセンスが日本のみでの枠組
みであったため、日本企業が特許権
を取得していない国には、枠組みを
移植することができないことも交渉
が進まない原因となっている。
日本企業が弱くなったのは、コモ
ディティ化によって、日本の先端技
術を使わなくとも、誰でも製品を作
れるようになったことが、理由の一
つではあるが、日本の先端技術を誰
でも使えるようになったことも、大
きな要因なのである。

（万件）
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日本企業は中国出願を増やしている

■日本企業からの技術移転を積極的に進める中国企業と政府

中国は 2011 年より始まった第十二次五カ年計画で、知財の普及や啓もうを謳（うた）い、特許出願を奨

励した。この間、中国企業は必ずしも十分な研究成果を出していたわけではないが、特許出願の数が、先端
企業認定や補助金交付の指標となっていたことから、特許出願を増やすことを目指した。このような理由か
ら、この時代に出願した特許が、後に企業を支えるものとなることは少なかった。一方、出願によって、中
国企業には知財への関心が芽生え、そして、知財が企業経営上どのように活用できるのかについての、知見
を得ることができたのである。その結果、多くの中国企業が、2016 年から始まった新たな五カ年計画で謳
われる、知財を利用し活用するという時代の変化に、速やかに適応することが可能となっている。
新たな五カ年計画の下では、技術や事業を外国から中国国内へ移転することが、積極的に行われるように
なった。各地方政府が管轄している工業地域では、それぞれの地域ごとに特徴のある産業分野を定めたうえ
で、短期間で事業を始められる企業を世界から誘致して、最先端の工業地域へと生まれ変わらせようとして
いる。地域によっては、弁護士や弁理士を各国から招いて、中国の地場企業の経営を、知財や技術指導の面
からもサポートできる体制を整えている。このように、一時期の単なる資金に任せた工業地域の発展モデル
ではなくて、専門的な多くの知見を踏まえた発展モデルへの転回が図られようとしているのである。
個別中国企業の振る舞いも、大きな変化を遂げている。知財の利用や活用の知見を得た企業は、コアコン
ピタンスの変化によって、日本のどの企業がどの事業から撤退する可能性があるのかを、具体的に調査して
おり、対象となる日本企業の事業を、中国においてそのまま継続するために、技術や特許権をパッケージに
した譲渡を模索し、日本企業に働きかけをするようになってきている。
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具体的に日本のどの企業の、どの技術、どの製品、といった指名がなされたうえで、移転の相談にくる中
国企業や中国代理人が増えており、事業の見直しが進む日本は、中国企業にとって、膨大な過去の研究開発
の成果を安く手に入れることのできる、美味しい市場になっているのである。

■オープンイノベーションの進展と大学研究

コアコンピタンスの変化がもたらしたのは、各企業が自社の中枢となる競争力を持った技術に絞り込ん

で、研究開発資金を集中投下することであり、従来に比べて狭い範囲の技術力を深めていくといった研究戦
略へと変貌を遂げさせている。一方、コア技術に絞り込んだ研究開発の成果のみで、製品化や事業化ができ
ればよいのだが、近時の技術の複雑化の影響もあり、自社開発技術のみでは、製品として完成することが
できなくなるといった新たな問題が発生した。このため各企業は、自社のコア技術と組み合わせるための技
術を、自社以外から購入したり、ライセンスしたりすることにより、賄うことが必要となっている。これが
オープンイノベーションの進展をもたらす要因である。
自社内で研究開発を行わないとなると、あとは誰の技術を導入するの
か、新規に必要となる技術を誰に研究開発してもらうのか、ということ
になる。そのために、各企業は世界中の大学の研究内容に注目しており、
いわば大学を企業の外部研究機関として利用するようになってきている
のである。研究者や研究内容の情報は、世界を駆け巡っていて、日本の
大学に注目しているのは日本の企業だけではなく、中国企業をはじめと
した世界中の企業なのである。この結果、国立研究開発法人科学技術振
興機構（JST）のプロジェクトにもあるように、外国の大学や企業との国
際間連携が急速に進みつつある。

■オープンイノベーションへ適した大学経営へ

各企業が、自社の強みを探り、研究開発投資を強みの技術に集中していくという、コアコンピタンスを分

析する動きは、同時に、独自開発を諦めた分野の技術を、他社や大学の技術に置き換えていくというオープ
ンイノベーションへの動きにつながっている。技術の移転は当たり前の世界となり、ますます流動化が進ん
でいくであろう。
このような企業環境の変化がもたらすのは、大学の研究成果を社会実装する機会の増加であるが、その中
で、使われる技術と使われない技術との差が明らかになっていくだろう。事業化の際に技術を安定して利用
できるための、適切な特許権化ができているのかが、使われる技術の条件となる。せっかく取得した特許権
であっても、その内容が好ましくなくて、企業への譲渡やライセンスができないのであれば、逆に特許権が
あるばかりに、その技術は誰にも使われなくなってしまう可能性もある。これでは、大学の研究が無駄に
なってしまう。
事業をしないのに特許権を取得することには意味がない。大学には、企業が事業化したときに、グローバ
ル展開をサポートできる特許権なのか、世界中に多く出てくるライバルに対して対抗できる特許権なのか、
といったことを見極めて、いかに使ってもらえる特許権にするのかが求められている。特許権化の良し悪し
で、研究成果の価値を無くすこともあれば、より多くの価値を産むことにもなることに、注意を払わなくて
はならない。
参考文献

「知財の協調と交渉から学んできたもの」, 特技懇

http://www.tokugikon.jp/gikonshi/280/280bridge.pdf
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Serialization

と地方創生
3

地方創生と持続
国家間の格差と持続
公立小松大学 顧問

林

はやし

勇二郎

ゆうじろう

人類は、農業社会から工業社会に移行することで、高度な社会を創り上げてきた。その一方で、地球環境
問題や国家間の格差と貧困の問題が、人類の持続的発展に向けた共通課題とされ、パリ協定と SDGs の合
意に至っている。そこでは、人類がこれまで取り組んできた「社会の高度化」は合目的であり、是とされて
いる。しかし、持続可能性を追求するにあたって、はじめに是々非々ありきではない。
農業社会は、食料の生産もエネルギーの確保も自然環境に依拠し、生産と生活が自然と一体になって営ま
れた社会である。工業社会は、化石資源と科学・技術を活用して製品・サービスや都市を開発し、利便性や
快適性を追求している社会である。即ち、自然と共生する農業社会は自然に対して受動的であり、自然の事
物を改変加工する工業社会は能動的である。工業社会の持続性は、農業社会と対比することで、以下のよう
な観点が必要であろう。
一つには、自然と社会との関係の希薄化や生産と生活の分離であり、それによるコミュニティの弱体化や
アイデンティティの喪失がある。二つには、人為的な自然環境の改変による社会の高度化が、主体である
個々人や集団の能力、さらには世代の継承に様々な影響を及ぼしていることである。三つには、農業社会が
地域分散型であるのに対して、工業社会の地域に拘（こだわ）らない企業立地の優位性が、ヒト・仕事・町
からなる地方都市の存続を危うくしていることである。
以上、アイデンティティの喪失、世代の継承、地方都市の存続等の問題を提起したが、これらは社会が持
続的に発展するうえで、基本的にして地域性の強い事項である。ヒト・仕事・町の関係性は、都市が成立す
る構造上の問題であるが、地方都市はこの点において極めて脆弱（ぜいじゃく）である。自然との関わりや
地域住民の連帯は、社会のあるべき姿としての質的な条件であるが、この優位性を持ち合わせるのが地方で
ある。即ち、このような質と構造の要件を抱える地方の創生こそ、持続的な発展において重要といえよう。
本号では、以上のような観点で、工業社会の問題に踏み込むことで、地方創生と持続について言及する。
なお、ここでいう工業社会は、工業を産業とする社会を意味するものではない。世界の産業は、産業革命以
降において農業を含め多様化しており、工業が未だに立地していない国家も多い。即ち、工業社会とは、化
石資源と科学・技術の活用が社会の高度化をもたらし、このことが人類が発展するうえでの通念となってい
る社会のことである。

■社会とアイデンティティ

人類は、アフリカを起源とする人種が、数万年前に世界に拡散したとされる。農耕は紀元前１万年の新石

器時代に始まるが、約３千年頃のエジプト、メソポタミア、インダス、中国（黄河）等の文明において、象
形、くさび形、インダス、甲骨等の文字とともに発展している。仏教、キリスト教、イスラム教は世界の
三大宗教であるが、これらは紀元前 5 世紀頃から７世紀にかけて世界を伝搬した。このような人種、言語、
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宗教が世界の地域に分布し、そこに
農耕とともに醸成された文化や慣習

社会環境

社会環境

が重なることで、地域のアイデン
ティティとなっている。即ち、一定

農業
グローバル化

の領土に居住する社会集団である共
同体や国家は、このようなアイデン
ティティのもとで形成され、自然環
境と共生する農業社会がそれを継承
し発展させている。
図 1 に、 社 会、 ア イ デ ン テ ィ

（文化の醸成）

（継承）
（規範化）

ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ

自然環境

農業社会

都市化
製品・ｻｰﾋﾞｽ

（希薄化）

（均一化）

ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ

自然環境

工業社会

（社会と自然環境が一体化）
図1

工業

（社会と自然環境が乖離）

アイデンティティの醸成・規範化・継承

ティ、自然環境の三者の関係を示
す。農業社会は、生産と生活が自然環境と一体になって営まれ、農業と農村、漁業と漁村、林業と山村の関
係をもって存在している。村人達が生活の手段としている農耕にとって、自然環境は厳しくかつ畏敬の対象
であり、そこには連帯の絆が生まれ、自然の恵みに対する祈りと感謝の行為が育まれたことであろう。農耕
文化は、これらが個性となって常態化したものと考えられる。
文化は、知識・信仰・芸術・慣行など、社会の構成員によって獲得される多様な振る舞いの総体とされる。
このような文化は、多様な起源と地域性のある農耕文化が、近隣の異文化と交流する社会の下で発展してい
る。即ち、社会・アイデンティティ・自然環境の場における、文化の育成、個性化・規範化、継承が繰り返
される不易と流行が、数千年に及ぶ農耕と人類の歴史である。
工業社会は、産・学・政府・市民のセクターのもとでの組織化と、人工物・人工システムからなる都市化
をもって進展している。このような社会では、生産に係る仕事と生活の分離が市民の連帯を弱体化し、自然
と社会との疎遠が文化の育成を希薄にしている。他方、国家の壁を超えて人・物・情報が流れるグローバル
化は、個性を均一化する方向で作用し、言語や文化の多様性を消失させている。即ち、工業社会は、社会の
発展の基礎となる文化等のアイデンティティの多様性に対しネガティブであり、これに如何（いか）に対応
するかが課題である。

■産業の発展と社会環境

産業革命は、技術革新による産業上の諸変革であり、同時に社会の変革でもある。18 世紀末に始まる第

一次・二次・三次の産業革命は、それまでの農林水産業に加えて、鉱業、工業、サービス業などの新たな産
業を創出している。ここでは、産業革命によって創出された産業を広義の工業とし、このような社会を工業
社会と呼ぶことにする。
工業社会においては、鉱山からエネルギー・資源を採掘する鉱業、鉄鋼、動力機械や船舶などを製造する
重工業等の 2 次産業が出現した。次いで、港湾、河川、橋梁、道路等が整備され、運輸・通信・サービス
の 3 次産業が勃興した。やがて既存の産業に情報やサービスを付加した高次の産業が創出され、光ファイ
バーの通信網や衛星通信の整備のもとで、
「都市化」と呼ばれる高度情報社会に到っている。
モノづくり産業は、科学を技術に応用し製品を開発するが、結合要素を相互に作動させて所定の仕事を得
る機械は、自前の動力と制御機能を持つ方向で進化している。馬車に代わって、エンジンを積んだ自動車が
開発され、それもまた電気自動車や燃料電池車に代わろうとしている。運転は、ナビゲーターによる操作
が、周囲との位置や状況を認識し、自律的に走行する自動運転車が実証段階にある。さらに、家電製品や産
業機器にはソフトウェアが組み込まれ、デバイスの制御が機能を高め、利用者の操作を支援している。
サービス産業は、家庭や職場のニッチな領域に入り込み、市場原理に基づいて労働の軽減と利便性を提供
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し、税金を原資とする公共サービスは、都市のインフラや治安を整え、市民の暮らしを支えている。
以上、産業の高次化と多様化のもとで、居住性に優れた都市・住宅や革新的な製品・サービスが開発さ
れ、高度な社会環境が形成されている。しかし、このような社会の客体が、主体である人間の行動や生活と
整合し、どこまで発展し得るかは疑問である。組織的な集団生活を営むためには、個々人の頭脳や身体的な
能力、集団を形成するコミュニティ力は大切である。次代に向けた世代の継承には、子どもから青壮年、そ
して高齢者が安全安心で活力をもった健やかな暮らしが必須であることは言うまでもない。

■社会の質的崩壊

図 2 に、高度に 発達 した

社会環境のプラットフォー
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社会のプラットフォーム
図2

社会の高度化と質的影響

考・表現・記憶は、身体能力とともに子供たちの発達過程で修得される基本的な能力である。しかし、高度
に発達した都市環境や輸送機器が身体能力を減退させている。ノートパソコンやスマートフォン等の電子
機器が、頭脳の外付け機能を果たす今日、自分が学んだ知識を組み立て、考え、判断、そして記憶する能力
を低下することが危惧されている。メールによるコミュニケーションも、こころや情操の発達に及ぼす影響
が懸念される。また、都市化や情報化は、人と人との出会いを少なくし、キメの細かいサービスが組織のつ
ながりや役割を喪失させ、住民の連帯、協働の精神、公共性等、集団によるコミュニティ力を弱体化させて
いる。
市民の生活には、子供たちの学びと遊び、青壮年の職業人としての仕事と生活、仕事の一線を退いた高齢
者の暮らしがあるが、高度に発達した都市には様々な問題が顕在化している。子供たちの育成には、学びと
遊びの場や安全安心な成育環境が必要であるが、このような場は都市化により縮小している。下校時の学童
を監視するモニタリングが進んでいるが、その一方で、地域住民によるスクールサポート隊の活動など、市
民による新しい環境づくりが展開されている。
国の経済活動を担う生産年齢人口層には健全な心身が求められる。しかし近年、生活習慣病が増加し、国
の生産活力の低下が懸念される一方、これらの疾患と肥満が複合したメタボリックシンドロームが、がん・
心臓病・脳卒中の三大疾病を引き起こしている。先進的な医療が進められているが、食生活や適正な運動に
よる健康管理こそ基本であり、セルフメディケーションの構築が喫緊である＊ 1。また、利便性の高い社会
は、高齢者の生活や社会参加を逆に困難にしている面がある。地域包括支援システムを中心とし、国と地
域、医療福祉機関、市民と家族等の連携による、高齢者の健やかな暮らしの推進こそ重要であろう＊ 2。

■社会の構造的崩壊

地方都市が立ち行くためには、自治体の財政が、企業の経営、市民の家計、税金で賄われる社会保障を

もって成立しなければならない。また生命の再生産により、子どもから高齢者までの世代が維持され、生産
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年齢人口層の雇用が企業等に
よって確保されねばならない。
日本創成会議は、20 ～ 39 歳
の若年女性が人口の再生産力
を中心的に担う層として、出
生数と総人口の推移を試算し、
2040 年 に は、 全 国 1800 市
区町村の 49.8％にあたる 896
自治体が消滅する可能性があ
るとしている＊ 3。所謂（いわ
ゆる）、2014 年に公表された
増田リポートであるが、地方
から大都市圏への人口移動を、
2010 年 か ら 2015 年 の 水 準

図3

わが国の産業構造の変化

で推移するとしている。
社会が発展するにつれて、第一次産業から二次・三次へと就業人口の比率および国民所得に占める比率の
重点がシフトしている。これはペティ = クラークの法則と呼ばれる。わが国の就業人口から見た産業構造は、
1950 年と 2015 年の比較において、第一次産業が 48.5% から 4%、第二次産業が 21.8% から 25%、第三次
産業が 29.6% から 71.9% へと変化しており、農業に代わって情報・サービス業が台頭している（図 3）
。
産業構造の高次産業へのシフトに加えて、近年は、産業の種別による地域偏在化が生じている。自然環境
に依拠する一次産業を地域型とすれば、市場競争が熾烈な２次産業は、生産コストの重視から多国籍型であ
り、情報・サービス産業や金融産業は大都市型である。即ち、低次の農業等が地方に残存し、モノづくりに
係る工業はバリューチェーン化して海外シフトが進み、7 割を超える３次産業が大都市へ集中する構図であ
る。産業の偏在化に呼応した生産年齢人口層の偏在化が進み、それに人口減少が重なることで、わが国にお
ける東京一極集中と地方都市の過疎化があり、消滅都市の問題がある。
本号では、人類の持続的発展において、工業社会における「地方創生と持続」が基軸の問題の一つであると
し、国家アイデンティティの喪失、世代の継承、地方都市の存続等の観点から言及した。即ち、社会の高度化
の負の側面として言及した地方創生とその観点は、人類にとって共通の重点課題である。ただし、それぞれの
国家や地域社会のアイデンティティは多様であるし、工業社会にある現状そのものも様々である。取り組みは
画一的ではなく、それぞれの国家の実情に合わせることが重要であり、そうすることに多様性がある。
＊1

日本再興戦略（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）
＊2

地域包括ケア研究会報告書

三菱 UFJ リサーチコンサルティング株式会社 平成 28 年 3 月

＊3

［消滅可能性都市］の発表について 日本創成会議人口減少問題検討分科会 平成 26 年 5 月
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連載

Serialization

＃４

鬼殺隊９人
（校）
の柱
（本誌編集長

山口泰博）

レベル５から「鬼殺隊」最高位に立つ９人の「柱」＊＊ 1 か

前号の本誌 10 月号でレベル５とし紹介した指定国立大だが、早々と構成の変更が必要になりそうだ。文

部科学省は、指定国立大学法人を、筑波大と東京医科歯科大を新たに指定したと発表したからだ。国立大
86 校の中で既に指定されている７校と合わせ、指定国立大は計９校となり、追加の２校は、2022 年度に
始まる第 4 期中期目標期間から指定国立大として扱われる。
９校…９人…と思案を巡らせると、コロナ禍で経済の停滞が危惧される中で、
「日本経済の柱」
「寒い日本
経済に煉獄（れんごく）さんが炎を灯してくれた」など、日本経済を支えているとまで言われ快進撃を続け
経済効果を生む「鬼滅の刃」をご存じだろうか。そこに登場する「鬼殺隊」最高位に立つ９人の剣士の「柱」
も欠かせない存在だ。
「とあるシリーズ」での７人しかいないレベル５が、９人（校）になった手前、「鬼滅」
がイノベーションを起こすほどの人気にあやかって、本誌の存在も知ってもらえるといいのだが。

今さらだが認知度の低い産連

さて、今さらだが、社会貢献の中心は産学連携や社会連携、地域連携（以下、産連、社連、地連）と呼ば

れる場合が多い。
産連は、「産学」の文言の後に「官金」が隠れ、
「産」は企業、
「学」は大学や研究機関、
「官」は国や自治
体などの行政機関を指し「公」とする場合もある。
「連携」は一部で「協創」や「協働」などとする場合もあり、
教育と研究とは異なり地域、大学や研究機関によってその表現にはばらつきがある。なんとか統一され、一
言で誰もが分かり馴染めるワードや表現はないものかと常に考えてしまう。世間の認知度が低いのは、何を
しているのか分かりにくいうえに呼称に統一感がないからだろう。
政府が発信する表現は、産学連携がほとんどだが、呼び方の制約はなく内容が伴えば表現にはこだわって
いない。従ってこの連載では勝手に短縮し、産学連携を「産連」と呼ぶことにする。
だが常々疑問が消えず鬱積（うっせき）していることがある。
「社会」は世の中の大きな括りである。そ
の中には企業などの産業界の「産」
、地方自治体や市区町村の地域全体の「地域」が入っている。つまり、「社
会」の部分集合が「産」だから「社会⊇産」であるし、同様に「社会⊇地域」なのではないか。この疑問を
関係者にぶつけても明快な答えが返ってくることはなく、モヤモヤが消えることがない。いっそのこと総称
して社連にしたほうが世間に受け入れやすいのではないだろうか。
大学で教員として学生に〇〇を教えている（
「教育」
）とか、〇〇を「研究」していると言えば理解される
だろうが、産連（社会貢献）していると言っても「狭い業界関係者」以外、誰も理解してくれない。理解が
進まなければ地域に入っていけない。そこで活躍するアドミストレーターやコーディネーターはどう考えて
いるのだろうか。
＊＊ 1

© 吾峠呼世晴／集英社
© 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
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（次号へ続く）

視点：Point of view
産学連携のデジタル化について考える
本原稿を書いている現在でも、新型コロナウイルスによる影響は続いており、連日感染状況についての報
道がされている。このような変化の中、産学連携活動においても、昨年の今ごろは全く想定していなかった
点においてご苦労をされている方も多くいらっしゃるのではないかと思う。本学でも、特に研究シーズの紹
介機会の減少、県境を越えた対面による技術相談の調整、産学連携プロジェクト実行のための計画変更など
を余儀なくされており、おそらくコーディネーション実務に携わられる方々も様々な面でこのようなご調整
をされているのではないかと拝察する。
このたびの状況を象徴する一つの視点として、新型コロナウイルスの影響によるパラダイムチェンジの結
果、ビデオ通話を活用した遠隔会議に対する抵抗感が徐々に薄らいでいるのではないかと感じる。いや、む
しろ必要に駆られながら各自ミーティングのセットアップができるようになりつつあると言ったほうが適切
かもしれない。
しかしながら、私自身幾度かの遠隔会議を経験し、改めて、産学連携とは企業と大学の相互の信頼関係か
ら形成されるべきものであると再確認した。
遠隔会議による場の提供をセットできるようになり、私たちは新しいチャネルを手に入れた。しかし、遠
隔会議のコーディネーションプロセスをなぞる中で、重要な点、例えば産学間の協議がシームレスに行われ
ていると教員・企業担当者双方に感じてもらえるようなマッチング経緯の共有、大学側と企業側の研究課題
に対する問題意識の一致を双方に提案する技術、新規プロジェクトに向けた夢を語る役目など、対面時に意
識せず行ってきたエモーショナルな共感部分をビデオカメラとチャット機能をとおして、どのように従前同
様提供するかを非常に難しく感じている。
この先、アフターコロナ時代になっても産学連携にはデジタル化が取り入れられ、遠隔会議は継続される
かもしれない。その際、オンライン上でも産学双方の信頼をつなぎ合わせるような研究支援者の存在は重要
であると思いたいが、そのためには大学・企業・ステークホルダー、関係者全ての満足感を高めるための手
法を継続して学ぶことが必要なのではないかと想像している。遠隔会議がスタンダードとなった未来、研究
支援業務に求められるスキルは新しいパラダイムを迎えるのだろうか。
産学連携によるプロジェクトはカスタムメイド式で one to one マーケティングな側面が強い。それゆえ、
相手の立場に寄り添った支援が重要となる。今この時代において、改めて産学連携担当者が果たすべき役割
とは何かをもう一度考えてみたい。
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2020 年 8 月号の第１回産学連携支援セミナー「ＳＤＧｓと
地方創生」の記事内で、創生とすべきところ創成と記載され
ていました。また、2020 年 9 月号の SDGs と地方創生 (1)
地球環境問題と持続の記事内でも同様の誤記がありました。
お詫びして訂正します。
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