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研究もサービスもカラスの行水にしない
カラスの行動研究でカラス対策をする
ベンチャー
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わが国は環太平洋変動帯に位置し、世界に 1,500 カ所あるといわれる活火山の約 1割が集まり、地震発
生回数は世界の 18.5%と極めて高い。また、国土の約 7割を山地・丘陵が占め、ひとたび大雨が降ると水
は山から海へと一気に流下する。筆者は熊本県水俣市の出身であるが、九州地区の急峻な山々、強い台風は
「恐さ」としての思い出である。
わが国の自然災害、特に水害は近年頻発・激甚化しており、1990 年から 2019 年の 30 年間において日

降水量が 200 ｍｍ以上となる日数は、1901 年から 1930 年の 1.7 倍、土砂災害の発生回数も 2018 年に過
去最多の 3,400 件以上を記録している。この背景には地球温暖化による気候変動があり、菅首相の所信表
明演説にもあった「2050 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロ」など脱炭素に加え、防災の未然防止、被
害の軽減と災害復旧のための体制整備への取り組みは、わが国にとって重要な課題である。
また、人口減少と少子高齢化が進展し、消費者ニーズも「モノ」から「コト」へ軸足を移しつつあるなど、
わが国の経済・社会構造は中長期的に大きく変化している。こうしたパラダイムシフトと合わせ、企業の果
たす役割そのものも変わっていかなければならない。
株式会社関電工は 1944年に関東電気工事株式会社として戦時中に産声を上げた。翌年の空襲で本社社屋
と関東8支社のうち 7支社を焼失する中、焼け野原に建てられたバラックや戦災復興住宅の一軒一軒に明か
りを灯していった。その後も電力インフラの建設などを通じて社会とともに歩み、現在では再生可能エネル
ギーを含む発電所、送電線から地域の配電設備、さらにはビルや工場・商業施設など電力のライフサイクル
全体の維持・構築を主力事業としている。また、水害・風害・震災など自然災害時の復旧も当社の重要な役
割である。創立当時は 1,000 人ほどだった従業員数もグループ全体で 10,000 人を超え、協力会社も含める
とおよそ40,000 人を数える。このように、当社は「労働集約型企業」であり、社是も「人間第一」である。
一方、建設業界における人手不足は深刻化しつつある。入職者の減少と就業者の高齢化もあり、新たな担
い手の確保が大きな課題である。このような状況下、当社では働き方・休み方改革に加え、デジタル化によ
る生産性向上を進めている。
かつては工事をすることがわが国の発展と人々の豊かな暮らしに直接つながっていた。しかし価値観が多
様化した現代社会においては、当社が取り扱うインフラ、設備、さらにはエネルギーを通じ、人々にどのよ
うな価値を提供することができるかがより重要である。従って、当社の役割は「設備の建設」から「安心で
豊かな暮らしを支える」という方向にシフトしていかなければならない。
2020 年 10 月、当社は東京電機大学とレジリエンス向上に関する共同研究プロジェクトの設立に向けた
包括的産学連携協定を締結し、情報技術を積極的に活用した災害復旧を目指すこととした。このほかにも、
大学やメーカーなどと連携し、インフラの効率化、脱炭素、防災、さらには安心で便利なエネルギー利用に
向けた技術開発を進めており、こうした取り組みを通じ、わが国の明るい未来に貢献していきたい。

わが国が直面する課題と当社の役割

株式会社関電工 代表取締役社長 社長執行役員
技術士（電気電子部門・総合技術監理部門）

仲摩　俊男
なかま　としお
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生ごみを漁り、農作物を食害するカラス。
これらの被害を防ぐため、カラスの行動研究を活用し、音声を用いて成果を出すベンチャーがある。
顧客の中には、2年以上も持続してカラス被害を食い止めることに成功している。�

■カラスの行動をコントロール
カラスが警戒する音声でカラスを追い払う製品とコンサルで実績を挙げるのは、栃木県宇都

宮市の宇都宮大学発ベンチャー株式会社 CrowLab （クロウラボ）だ。
長年の研究によってカラスは多様な鳴き声によって発達したコミュニケーションをとること

を発見。声紋解析により数万のカラスの鳴き声を分析し、カラスが警戒する鳴き声を導き出した。
スピーカーからその鳴き声を再生して、その場所が危険だと認識させるというもので、カラス
の行動研究によって得た知見を事業化した。

当初開発した製品は、ごみ置き場での使用を想定したカラス被害防止機器「CrowController
（クロウコントローラー）」。縦 210mm ×横 160mm ×厚さ 100mm の装置に、赤外線センサー
でカラスを感知し内蔵したスピーカーで約 10 秒間カラスの警戒心を煽る音を鳴らして追い払

う。カラスが音声に慣れないよ
うに 2 パターンを用意したもの
だが、センサーの検知範囲が
3m 程度と短く、ごみ置き場な
どの局所的な場所以外には適さ
ない。より広範囲の場所に対応
するため、「カラス追払い音声貸
出サービス」を展開した。音声
とともに貸出すスピーカーは、
AC100V タイプや太陽電池タイ
プの他、バッテリータイプも開
発し、様々な現場に対応できる
よう工夫した。

■雑食性で環境適応に秀でたカラス
雑食性のカラスは、果物、種子、動物の死骸をついばみ、昆虫類、小型哺乳類、鳥の卵や雛（ひ

な）、爬虫類、両生類、ザリガニなどの小動物を好むグルメな動物だ。そのため農耕地では果実
などの農作物を食害し、都市部ではカラスや猫避けのためにかぶせたネットを巧妙に擦り抜け
ごみ集積所を荒らす。ごみが散乱する光景は見慣れた光景だろう。

春から夏、一夫一妻制で協力して子育てを行う繁殖期間中は特に縄張り意識が強くなる。不
用意に巣に近づく人や動物を威嚇し攻撃することもある。

巣は木の上に小枝を組み合わせて作る「木造住宅」だが、都市部では電柱や看板などに営巣
することもあり、小枝以外にも針金やプラスチックなどさまざまなものを利用している。

電柱や送電塔に針金類で営巣すると短絡の原因になり、糞害、早朝・夜間のけたたましい鳴

（本誌編集長　山口泰博）
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き声による安眠妨害 ...。カラスは人の生活圏で身近に見かける動物だけにその被害も多く見られる。
以前、東京・大手町のビルの屋上に設置された鉄塔の最上部に、ハンガーを重ねて巣を作り子育てす

るカラスに遭遇したことがある。10 階建ての古いビルの屋上は、高層階にいた筆者らにはよく見え、屋
根もなく雨風も凌げず孤立した鉄塔だった。夏真っ盛りで日光が直射する環境の悪い場所にも適応する
ことと、毎日懸命に子育てするカラスを微笑ましく見ていた。しかし、ほどなくしてビルの管理業者が
鉄塔によじ登り巣を撤去していった。周囲の人たちは残念そうに見入っていたのを思い出す。カラスの
生命力や適応力には驚くばかりだ。

鳥獣被害の多くは慣れによって効果が持続しないことが課題だ。忌諱（きき）効果をうたう製品の中
には、間違った知識によるものを提供するものがある中、確かな知識と専門家によるアドバイスは参考
になるのではないだろうか。

■カラスの観察中に不審者と間違われる
研究者志望だった代表取締役の塚原直樹社長は、動物が好きだったことからカラス博士として知られ

る宇都宮大学の杉田昭栄教授の研究室に入りカラス研究を開始。そこで博士号を取得後、ポスドクも経
験した。その後、総合研究大学院大学助教の任期付き最終年の 2017 年 12 月に宇都宮市と宇都宮大学の
支援を受けて起業。現在も週２日、宇都宮大学のバイオサイエンス教育研究センターで特任助教（動物
行動学）として研究活動を続ける。
「カラスを研究する中で、カラス被害の相談が多く寄せられたことから起業を考えるようになりました。

大学教員を続けながら、企業と共同研究して製品を開発するという方法もありましたが、考えていたも
のとは違うものになってしまうことがあり、それだと効果がないんだよなと思ったのが、大学を辞めて
会社に専念したほうがいいものができると考えたか
らです」と塚原社長が言うように、共同研究で製品
を具現化する難しさを痛感したようだ。

総合研究大学院大学では、５年の任期を終えても
さらに追加で 5 年の任期更新ができそうだったがあ
えて起業したのは、近年は大学では雑務が多くてや
りたいことができにくい環境なのだという。「起業
を決めた後、複数の他大学から准教授のポストを打
診されたので、足踏みすることなく次の職場は見つ
かったとは思いますが、知人の研究者の中には苦労
している話をよく聞きます。給料は半分程度に下が
り不安はありますがやりがいはありますよ」と塚原
社長。カラスと人とが共存できる社会へ向けた事業
に手掛かりを見つけているようだ。

研究室で与えられたテーマはカラスだが、「カラ
ス語」は完全解明にいたってはいないという。その
ためカラスをひたすら観察し、レコーダーでカラス
の鳴き声をひたすら集め、その音声をカラスに聞か
せ、データを取り、音声データを声紋にするといっ
た作業の連続だ。

鳴き声の収録も当初は大学内で始めたが、早朝の 塚原直樹社長
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繁華街に出向き、夕方にはカラスのねぐらとなる森や電線がある市街地にも出かけカラスを追いかける。
朝方のレコーディングは、不審者扱いされることもあったと塚原社長は苦笑する。

■売りっぱなしではなく音声交換、コンサル継続
カラスは人間より可聴域が狭く超音波が聞こえないためその種の製品から発せられる超音波の効果は

期待できない。音声でコミュニケーションを取るといっても、どんな音でも最初は警戒し効果はあるが
長続きしないのが最大の課題だ。

製品は常に進歩していて、最新製品は拡声器の後ろに箱が取り付けられていて、その中には超小型パ
ソコンの Raspberry Pi（ラズベリー・パイ）などが組み込まれ、音声がインストールされている。これ
を貸出し、現場に合わせた再生方法などをコンサルするのが事業形態である。

その仕組みは、例えば月曜日と木曜日の午後４時と午後５時に音声を流すプログラムだ。ただ流し続
けるのではなく、インターバルを設けるなどして慣れさせないよう研究の知見を活用し効果が持続する
よう工夫している。それでも、同じ音声を流し続けると追い払い効果がなくなり、必ずカラスは慣れて
しまう。そのときは、顧客のヒアリングを基に作成した現場に適した音声パターンが入った USB メモリ
を送り、製品の音声を交換することで、カラスの慣れを解消し、効果を長期的に持続させる。研究もサー
ビスも「カラスの行水」にならないよう注意しているからだろう。

農地や畜産現場での使用を想定する、翼がパタパタ動くカラスロボットもユニークだ。
光が透過しないシートでロボット部分を隠してあるのだが、シートから露出した部分には、実際のカ

ラスの翼で胴体はない翼だけカラス。カラスがじたばたする状況を作り出し、危機的状況にある時の鳴
き声がスピーカーから流れる。瀕死など危険な状態にあるカラスがいると、周りのカラスに錯覚させる
ロボットだ。そのほか、カラスドローンを飛ばし、周囲のカラスの反応を見る実験も大学発ならではの

最新機種のCrowController
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試みで関心をそそる。
スピーカーの設置方法や再生のタイミング、現場に合った地道なコンサルティングを続けることで多

くの現場で効果が持続しているという。
起業当初、想定した顧客は自治体だったが、公的機関は何より実績を重視する。またその年度で必要

だと思われても企業のようにすぐに購入決定ができない。予算措置の手続きから、納入が決まるまでに
は少なくとも 1 年はかかる。そんな理由から事業計画も見直しを余儀なくされていた創業１年目は資金
繰りに苦労したという。４期目現在は、顧客の 3 割強が自治体で、自動車関連企業、食品会社、ビルの
屋上がカラスのねぐらになった企業、農家などへと販路を開拓する。特にブドウや梨、桃などの露地栽
培で単価の高い作物を生産する農家からの引き合いが多くなった。しかしコロナ対策に人手を取られた
のか、自治体からの契約が頓挫することも。

■冬に生ごみを与えるとカラスが減らない
野生の鳥や獣は、被害を与えるからといってむやみに捕獲ができない。
鳥獣保護管理法（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律）によって、鳥獣保護管理事

業計画や鳥獣の捕獲の規制、鳥獣の飼養・販売の規制、鳥獣保護区、狩猟免許・登録などに関する制度、
その他の雑則・罰則について定められている。従って、狩猟制度による狩猟鳥獣を捕獲する場合と学術
研究の目的などで法による許可を受けた場合と、同法の対象にならないネズミ類や海に住むほ乳類を除
き、捕獲はもちろん傷付けることや採卵も禁止され許可が必要だ。

塚原社長によれば、そもそもカラスを捕獲で減らすのは現実的ではないと話す。カラスは、一つのペ
アから 1 年におよそ 2.5 羽の子が巣立つと考えられ、1 年で倍近くに増えるため、既存のカラスと同程度
の数を捕獲してようやくトントンだという。生まれて１年以内の雛は経験が浅く、自力で餌を確保する
力が劣る。エサが減る冬に多くが餓死するため、カラスも自然に減るので、エサとなる生ごみや畑に放
置された農作物などを適切に管理してカラスのエサにならないようにすることがカラスを増やさない方
法だと説明してくれた。

エサが減る冬に、生ごみを与えることはカラスを増やしてしまうことになりかねない。人が野生のカ
ラスを育て増やしていながら、カラス被害を嘆いているのだとしたら本末転倒だろう。今後は生ごみの
出し方にもさらに細心しそうだ。
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大正大学が東日本大震災をきっかけに、キャンパスのある地元・巣鴨にこだわり、日本全国95の
自治体と連携ネットワークを構築中だ。
巣鴨で連携自治体の特産品を販売したり、学科の特徴である地域実習は学生のハートをキャッチ�
している。�

■東日本大震災を契機に巣鴨で被災地の物産販売
巣鴨と言えば、巣鴨地蔵通り商店街（東京都豊島区）が頭に浮かぶ。中山道の出発地点とな

る日本橋から最初の休憩所となる立場（たてば）として、江戸六地蔵尊眞性寺から巣鴨庚申塚 
（こうしんづか）の間に点在した町並みが作られた。1891（明治 24）年に、とげぬき地蔵尊高
岩寺が上野から巣鴨へ移転し、巣鴨地蔵通りはとげぬき地蔵尊と江戸六地蔵尊の二つのお地蔵
様と巣鴨庚申塚に守られている。そのため商店街が発達し、信仰の街としても親しまれ、今で
は「おばあちゃんの原宿」と呼ばれて久しい。

そのような歴史を背景とする町に拠点を構える大正大学キャンパスは、豊島区内の都営三田
線の西巣鴨駅から徒歩２分、池袋にも近い好立地だ。だがあえて巣鴨駅からの通学を進めてい
るという。

柏木正博専務理事は「近年は大型のショッピングモールなど画一的な小売店に押されて空き
店舗が多くなりました。本学は西巣鴨駅が最も近いのですが、学生の 20％にあたる 1,000 人ほ
どが巣鴨駅を降りて、商店街を通り 2km 先のキャンパスに来てくれたら商店街も活性化すると
考えたのです。借り手のいないテナントは町中の教室となります。町と大学に一体感が出ると
感じています」とシャッター通りになってしまわないよう、危機感を募らせた。

巣鴨駅から大正大までの間には、巣鴨駅前
商店街、巣鴨地蔵通り商店街、庚申塚商栄会
と三つの商店街が連なる。大正大は、人通り
が減りつつある商店街を何とか活性化したい
という思いがあった。

きっかけは、東日本大震災だ。震災後に大
正大として宮城県南三陸町へのボランティア
活動のため被災地に入った。被災地の現状を
目の当たりにして、復興のために何か支援が
できないかと考えたからだ。そこで南三陸町
を含めた被災地の物産を巣鴨で販売すること
になる。

■特産品販売のアンテナショップ「座・ガモール」誕生
「3.11 がきっかけで研究所を作り、さらに地域創生学部を開設し、産学官連携を進めてきまし

た」と髙橋秀裕学長が言うように、大正大が最初に取り掛かったのは、産学官連携の研究と基
盤となる地域構想研究所の設置（2014 年）だ。地域創生の実践や実装に役立てる研究活動を行
うための研究機関で、官公庁や企業などと連携し、地域課題の解決を図ることが目的だ。そし

（本誌編集長　山口泰博）

柏木正博専務理事
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て 2016 年には地域創生学部を設置した。研究結果を同学部の学びに生かしながら「新しい価値創造を企
画・実現できる人材」を育成し、地域創生への貢献を最終目標としている。

さらに同年には、巣鴨にこだわる契機となる一般社団法人コンソーシアムすがも花街道も設立した。
大正大の地元でもある巣鴨駅前商店街、巣鴨地蔵通り商店街、庚申塚商栄会と三つの商店街と連携して、
地域の活性化や振興のために展開する全国各地の特産品を販売するアンテナショップ「座・ガモール」
の誕生につながる。

大正大は、「座・ガモール」店舗の企画や運営に携わり、三つの商店街とも協働。巣鴨の町全体をキャ
ンパスとして学生に体験や学びの場を提供す
る。地域にこだわり、産学官連携による地域・
社会をつくる人材育成に注力することで、地
方は立地を生かした大消費地・東京での物産
販売やＰＲ、商店街は活性化の期待が可能と
なり三者三様それぞれにメリットを作り出す。

座・ガモール１号店のテーマは「東北」で、
宮城県三陸町、登米市、栗原市、山形県最上町、
新庄市、庄内町、長井市、鶴岡市、遊佐町といっ
た東北エリアの特産品や復興支援品、自治体
のＰＲを担う。

２号店は「京都館 すがものはなれ」と名付け、

座・ガモール地図

１号店

３号店２号店の店内



10 2021.2　

京都の若手職人が作る工芸品や漬け物、菓子など京都老舗の食をテーマにする。
３号店の「神の国から」は、北宮崎がテーマで、宮崎県延岡市、高千穂町、日向市の特産品や地酒を

扱うほか、２階は café& 地酒ダイニング「あちこち庵」を併設する。
髙橋秀裕学長は「単に販売しているだけでなく、東京という大消費地で売るための対策も提案できて

います」と強調。学生によるマーケティングやＰＲ方法など、販促活動にも貢献できているようだ。
プロジェクトを進めていくには想定しないアクシデントも付きものだが、その点を尋ねると柏木正博

専務理事が笑って応えてくれた。「各地域の物産を都内に送る際、その輸送コストを考慮していませんで
した。助成金で賄えるものと考えていたのです。事業者が負担すればその費用だけで赤字になります。
プロジェクトを進める上でこのような問題に直面することを身を持って学生も感じ、その課題をどう解
決していくのか経験できたのが大事なのでしょう」と。

今は新型コロナウイルスの感染症対策のため、営業短縮やネット販売に切り替え通常営業ができてい
ないがＳＮＳなどで情報発信は怠らない。

■連携を基盤　95の自治体
大正大が地元巣鴨にこだわりながら、全国各地の自治体と連携ネットワークを構築しているのが大き

な特徴だろう。その数は何と 95。地元への貢献である「巣鴨オールキャンパス」と並行して、地域構想
研究所を窓口に 95 もの自治体と連携し、大きなプラットフォームを作り上げている。

しかしここで疑問に思うのは、東京の一私立大学がなぜこれほど多くの自治体と手を組むことができ
るのか。事情を知らなければ、地方から見れば、なぜ大正大なのかと素朴な疑問が出てくる。その答え

宮古市・遠野市・久慈市・

一関市・二戸市・八幡平市・
葛巻町・平泉町

塩竈市・登米市・栗原市・南三陸町

米沢市・鶴岡市・新庄市・寒河江市・
長井市・金山町・最上町・庄内町・遊佐町

氷見市

館山市

静岡市・熱海市・
藤枝市・下田市

御坊市・みなべ町

阿南市

室戸市

霧島市・奄美市・屋久島町・

大和村・宇検村・龍郷町・天城町・
伊仙町・和泊町・知名町

柏崎市・糸魚川市・五泉市・
佐渡市・南魚沼市・胎内市・
阿賀町・粟島浦村

大正大学

大正大学地域構想研究所 連携自治体一覧 【2021（令和3）年1月1日現在】

豊島区・松伏町

宮崎市・都城市・

延岡市・小林市・日向市・
えびの市・高千穂町

大正大学地域構想研究所は、地
方自治体と連携協定を結び、情報
交換・交流や、様々な事業で連携
を行っています。

岩手県

飛騨市・中津川市

益田市・邑南町・西ノ島町

日田市・佐伯市・玖珠町

淡路市

京都市

南牧村・神流町・下仁田町・上野村

那須町

越前市

佐賀市

井原市
・美咲町

大崎上島町

室蘭市・帯広市・滝川市・恵庭市・
石狩市・礼文町・利尻富士町・浦幌町

広野町須坂市・高森町・
箕輪町・小布施町

連携自治体数
９５

松阪市・
志摩市

長野県

大正大学地域構想研究所　連携自治体一覧
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は、「４宗派の連合宗派の大学（複数宗派の仏教系大学
で天台宗、真言宗豊山派、真言宗智山派、浄土宗の設
立四宗派と時宗）であることから、全国に卒業生がい
ます。そのネットワークは、都内の中規模大学という
枠を超え、自治体からも声を掛けてもらえるようにな
りました」と首藤正治副学長が応えてくれた。「しかし、
アンテナショップである座・ガモールは 95 の自治体全
ての物産を扱っているわけではありません。そんな中
で、地域創生学部の今年度の地域実習ではコロナ対策
としてオンライン販売を活用し、コロナ禍により物産
販売などが厳しい地域を支援しました」と付け加えた。

95 の自治体との連携は、何もアンテナショップへの
出店だけではない。学生が連携自治体に一定期間滞在
して、社会経験を積むための地域実習も行う。コロナ以前は約 40 日間の地域実習を実施してきており、
学生側も奄美大島などの実習地へ行ってみたいという熱意が高いのだそうだ。その町で生活し、課題を
見つけ解決できる人材となる。

髙橋秀裕学長はその目的を「地域研究所が 95 の自治体の窓口となり、学生が実習に行く。課題を自ら
見つけること」だと説明。「ただ長ければいいということでもありません」とも付け加えた。奄美大島の
ような離島だけに気が行き観光のような目的で参加されるのであればそれは違う。

首藤正治副学長は「地域創生学科では毎年 15 カ所ほどの自治体で地域実習を実施しています。長期滞
在はゼミ単位ではよくあることかもしれませんが、学科を挙げて地域実習に行き、暮らしながら提言ま
で行うのは、全国の大学でも珍しいのではないでしょうか。私が延岡市長時代に、実習の１期生となる
大正大の学生 7 人が、延岡市に来てくれました。その中の１人は埼玉県出身なのですが、実習で延岡を
気に入り、地域の人とも溶け込んで、縁もゆかりもなかった延岡で就職したのです」と補足した。

首都圏から地方へ移住し就職するのは大きな成果といえそうだ。自治体との連携によって長期滞在型
実習は、首都圏から人材を送り出すことのロールモデルとなり得る。

通常なら 1 年生が地方、2 年生が都内、3 年生が地方で実施する実習プログラムは、コロナ禍では 1 年
生は東京、2 ～ 3 年生が地方にと変更し規模も縮小せざるを得ないという。
「地域に行かなければ学生のモチベーションも下がり

ます。多くの学生がこの実習を楽しみにしています」と
柏木正博専務理事。

授業、連携ともにコロナ対応に追われる中、髙橋秀裕
学長は「春はリモート、秋は２割を対面授業に切り替え
ましたが、やはり卒論指導は対面でないと難しいですね。
2020 年 5 月 11 日からのオンライン授業実施にあたり、
インターネット環境整備など学修環境全般を整えていた
だくための支援として、在学生全員に一律 5 万円を給付
しました。コロナをきっかけに 2021 年度の 1 年生から
はパソコンを必須として持たせることにしています」と
髙橋秀裕学長。

大正大の産学官連携は、地域創生学科の学生が主体

首藤正治副学長

髙橋秀裕学長
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だったが、2020 年度が初年度となる公共政策学科の学生は、連携自治体へ行くことができず、コロナ禍
は大学運営に大きな制約を加えている。2021 年度は両方の学科で地方へ行けるようにしていきたいとの
ことだが、現状は先が見えない。

10 年ほど前までは 2,000 人ほどが通う小規模文系大学だったというが、今では 5,000 人ほどの中規模大
学へと成長した。基本はこの巣鴨のキャンパスだけで収容しているのだが、増え続ける学生が修学しや
すいよう敷地内のあちこちで年中改装しているという。

東京都豊島区という好立地が影響しているとはいえ、社会共生学部、地域創生学部、表現学部、心理
社会学部、文学部、仏教学部の文系大学にして、地域との連携では「巣鴨」と「全国 95 自治体」の取り
組みで個性を発信していたことも無縁ではないだろう。

さらにこの４月には大学発ベンチャー第 1 号を立ち上げる予定だ。
外でアルバイトしなくても、学内企業でアルバイトができる仕組みを作りたいと卒業生から起業した

いと相談が押し寄せ、柏木正博専務理事が中心となり進めている。文系大学がベンチャーを立ち上げる
のは少ないとは、近年徐々に聞くようになった。自然とアントレプレナーシップも醸成されているようで、
その船出も注目したいものだ。
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リポート　Report

■医療用個人防護具が調達困難に
北海道で初の新型コロナウイルス感染者が確認されたのは、2020 年 1 月 28 日のことだ。この時点では

海外からの旅行者であったが、2 月 14 日には札幌市民の感染が初めて判明。それ以降、感染者は函館、旭
川、北見などへと広がっていった。北海道が独自に緊急事態宣言を出すなどして一旦は収束したものの、 
４月中旬から再び感染が拡大。北海道は第２波に見舞われた。その頃には首都圏や関西地域でも感染が拡
大しており、全国的に医療物資不足となっていた。特に医療現場では個人用防護具（Personal Protective 
Equipment：PPE）が調達困難となり、備蓄状況も危うくなりつつあった。不織布製の PPE の多くは中国
などからの輸入に頼っており、発注をかけてもいつ入るか分からないという状況に陥っていたのだ。

■『ないもの作ろうプロジェクト』始動！
４月 22 日、札幌市役所ものづくり・健康医療産業担当課の納（おさめ）課長が市幹部に呼ばれた。「医

療用ガウンとフェイスシールドの調達が大変困難になっている。このままでは市立札幌病院の医療従事者を
新型コロナウイルス感染の危険にさらしかねない。市内ものづくり企業の力を活用してゴールデンウイーク

（GW）に入る前までに製作して欲しい」との特命が下ったのだ。
通常、感染症の対応は保健所が担当する。しかし、市

内で急速に増加する新型コロナウイルス感染者の対応
に追われており、また企業に働きかけて PPE を製造し
てもらうにも伝手が無い。そこで経済観光局と病院局を
管轄するその市幹部は、経済観光局内にある同課を動か
し、必要な物資を作るよう指示を出したのである。

PPE は用途にもよるが、今回必要とされた使い捨て
の医療用ガウンなどについては、製造業者が許認可を受
ける必要が無い。つまり、血液や危険な病原体の曝露か
ら医療従事者を守る機能が備わっていれば、縫製技術を
駆使して製造することが可能なのである。

納課長はすぐに同じ部内の経済戦略推進課と連携し、
総勢 20 人の職員が特命の任務に当たった。四つの班（情
報、調達、契約、倉庫）に分かれて業務を担当し、毎日
のミーティングでその日あった出来事の共有を図った。

札幌市「ないもの作ろうプロジェクト」
～�知恵と工夫で乗り越えた�
新型コロナウイルス感染拡大の第２波～

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

医療用ガウン　相合縫製製（左）、三晃化学製（右）
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「とにかく夢中でした」と、納課長は当時を振り返る。
調達班を率いたのが、同課ものづくり産業係の髙橋係長だ。札幌市内に PPE を製造している企業はない

が、縫製工場があることは把握していた。そこで、帝人フロンティア株式会社が公開していた医療用ガウン
の型紙をダウンロードし、それを見本に製作してもらえそうな市内の縫製工場を係員とともに回って歩い
た。一方、素材となる不織布の確保にも苦慮した。医療用のガウンは、ほとんど中国からの輸入により賄わ
れていたため、資材業者にあたるも、医療用ガウンに使われるような厚さの不織布は、入荷の見通しが立た
ないとのことだった。そこで量の確保が可能で、防水性のある不織布として候補に上がってきたのが、花束
のラッピング材として使われるフラワーラップだ。花束を購入した際に透明なフィルムの内側に装飾として
使われる不織布だが、防水性があり、生地の厚さもちょうどよく、よれたりしないよう強度も高かった。

■企業と病院をつなぐ札幌市の職員
早速フラワーラップを購入し、相合縫製株式会社に持ち込んだ。同社笠原社長に事情を説明したところ、

その翌朝には医療用ガウンの試作品が完成。フェイスシールドについても有限会社北海化成工業所の伊吹社
長が、依頼日の翌朝には試作品を製作するなど、両社とも夜を徹して対応してくれたのだ。すぐに試作品を
市立札幌病院に持ち込み、医療従事者による防水性や着心地などの評価を企業にフィードバック。完成まで
何度か試行錯誤を繰り返した。GW 中には、医療用ガウンが枯渇する可能性もあったことから、市販のポ
リ袋を活用した代用ガウンを、連休を返上して、職員総出で製作する準備も同時に進めていたが、連休直前
の 5 月 1 日に、待望の医療用ガウン 328 枚、フェイスシールド 1,000 枚が納品され、また北海道からの医
療物資の供給もあり、代用ガウンの製作をせずに GW を乗り切ることができた。

当時は不織布で作られる PPE の全てが品薄となっており、髪の毛が落下しないよう着用する医療用
キャップも調達困難となっていた。そこで、農業用の不織布を素材とした医療用キャップの製造に取り組ん
だ。ちょうど暑くなる時期だったこともあり、通気性に優れたキャップは好評を得た。また足元を汚染から
防ぐシューズカバーについても国内の不織布在庫を徹底的に洗い出し、製造に取り組んだ。その他、手術の
際に使用する不織布製の手術帽の製作を医療機関から依頼されたこともあった。このように医療現場から要
望があれば型紙や材料などを調達し、企業に製作を依頼。試作から製造、配布までを一貫して対応した。

■ PPE だけでなく体温計や消毒用アルコールも
感染がピークを迎えていた当時（5/1 ～ 15）、札幌市内の複数の新型コロナウイルス感染者の受け入れ医

療機関では１日あたり合計約 2,500 枚の医療用ガウンが使用されていた。また、第３波に備えた備蓄も必
要である。市内での製造と並行し、国内外のルートでの調達も進めていた。また国や道からも医療物資が届
く回数も増していき、その受け入れ先の確保も急がれた。

そこで備蓄用倉庫として、廃校となった小学校の体育館を教育委員会から借り受け、稼働を始めた。物資
を積んだトラックが玄関先までしか運び入れることが出来ず、トラックから降ろした物資は職員総出で体育
館まで台車で運ばなけ
ればならないのが難点
だったが、このおかげ
で多くの物資を備蓄す
ることができた。また
市内中心部の空き店舗
を借り受け、医療機関
への配布拠点とした。 備蓄倉庫となった体育館の様子
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この備蓄用倉庫や配布拠点の確保は契約班
が、これらの施設への物資の入出庫作業は倉庫
班が、物資の在庫管理は情報班がそれぞれ連携
しながら行った。

当時は体温計も不足しており、調達も困難で
あった。そこで納課長が思いついたのが「体
温計 眠っていませんか プロジェクト」。各家
庭で体温計を買い替えた際に、古くなった体温
計が残っているのではないか？という、自身の
実体験からのひらめきであった。そこで庁内イ
ントラネットを閲覧できる市職員や教職員約
14,000 人にメールで寄付を呼び掛けたところ、
なんと 300 本以上を集めることが出来た。今でも軽症の新型コロナウイルス感染者が療養する施設で使わ
れている。

さらに、消毒用アルコールも不足していた中、サッポロホールディングス株式会社から 65vol％アルコー
ル 3.9L 入りボトル× 1,080 本の寄付を受けることができるようになったが、これだけのアルコール類を安
全に保管できる場所の確保に苦慮していた。そんな中、医療物資も扱う、株式会社竹山が自社倉庫に無償で
保管してくれ、しかもその倉庫を市内 316 医療機関が消毒用アルコールを受け取りに来る配布会場として
開放してくれたのである。「本当にたくさんの『産』の力に助けられた」と納課長は振り返る。

■緊急事態の備えにはハードもソフトも必要
今回の取材で、納課長と髙橋係長の前向きな姿勢とチームワークの良さが伝わってきた。パンデミックや

自然災害など、未来を予測して完璧な備えをしておくことは難しい。もし想定外の事態が起きたとき、それ
を乗り越えるのは人の行動力、発想力、ネットワークなど「ソフト」の力なのではないだろうか。緊急事態
ではスピードが必要とされる中、ネットワークを持つ『官』が『産』と『病院』をつないだことで、迅速な
対応が可能となった。現在は感染予防のために人の移動や接触が制限され、会議の多くが Web 対応となっ
ている。人との関係性が希薄になりつつある今、改めて「生きた情報」「生きたネットワーク」の価値を見
直す必要があるのではないだろうか。

札幌市経済観光局国際経済戦略室ものづくり・健康医療産業担当課
納 真悟課長（右）、同課ものづくり産業係　髙橋 宏明係長（左）

製造した製品と協力企業一覧

製品名 協力企業

医療用ガウン（不織布製） 相合縫製（株）、三晃化学（株）

医療用ガウン　（ポリエチレン製） 極東高分子（株）、ホクレン包材（株）

フェイスシールド （有）北海化成工業所

マスク一体型フェイスシールド 極東高分子（株）

医療用キャップ 相合縫製（株）、（株）イガタワークス、富士商事（株）

シューズカバー （株）プラザ

アイシールド（眼鏡型） 極東高分子（株）

手術帽 富士商事（株）
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海外　Overseas

筆者のシンガポールでの起業経験を振り返ってみて、技術系スタートアップに重要だと思う点は以下の三
つである。それは「起業をサポートする環境」「多様なバックグラウンドを持つ人達とのネットワーク」「失
敗にめげずマーケットに求められる技術を追求する」である。

■起業をサポートする環境
筆者が米国・サンディエゴからシンガポールに移ったのが 2011 年。貿易・金融・交通において、アジ

アのハブとして多国籍企業を多く呼び寄せ、経済発展を遂げたシンガポール。しかし、さらなる発展を
維持するには、自国での研究開発によるイノベーションとそれを事業化する起業家育成が不可欠という、
国の政策が採られる真っただ中であった。その一環として創設された A*STAR（Agency for Science, 
Technology and Research；シンガポール科学技術研究庁）は、国内の研究開発の起爆剤となり、アジ
アにおける科学技術活動のハブとしての役割を目指す機関である。5,000 人以上のスタッフ（うち研究者
は 4,000 人 以 上 ） を
擁し、その 4 割が 60
カ国以上から来ている
外国人が占める。バイ
オ医学分野と工学分野
の約 20 研究所で構成
されており、事業化
や産学連携を支援す
る Enterprise 部 門 の
役割がとても重視され
ているのも特徴的であ
る。その中で、バイオ
医 学 分 野 の A*STAR
傘下研究所のほとんど
が、「バイオポリス」
と呼ばれるキャンパス
に位置している。ここ
は他にも生物分野関連

A*STAR バイオ工学ナノテクノロジー
研究所 グループリーダー
株式会社セリジェニクス 共同創業者・
科学アドバイザー

杉井　重紀
すぎい　しげき

科学技術エンタープライズ国家を目指す
シンガポールで起業する

A*STAR など公的機関の研究活動によって経済を発展させる戦略。
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の企業や政府系の機関が集まる、バイオ研究の一大集積地である。
基礎研究に興味を持ち没頭しつつも、自分の研究がもっと社会に役立てられないか考え始めていた、サン

ディエゴでのポスドク時代。そんな私を尻目に、元ボスや同僚などが各々の研究成果をもとにスタートアッ
プ企業を立ち上げ、投資資金を得て、事業化していくのを目の当たりにしていた。自分もそんなふうに研究
成果を発展していけたら良いなと思いつつも、無名の自分が成熟した起業エコシステムで相手にされるわけ
はなかった。

サンディエゴではすでに名のある教授・一流研究者が、投資家やビジネスマンを引き付けて、起業するこ
とが多かった。そんな時に目にしたのが、「シンガポールがバイオ研究に投資し、研究成果を事業化して経
済を活性化するのを目指している」という、Nature 誌の記事だった。これは自分の目的にも合致するに違
いないと、シンガポールでのファカルティのポジションに応募し、その中でもバイオポリスの環境にひか
れ、A*STAR でグループリーダーとして研究活動を始めることになった。一つ目のポイント「起業をサポー
トする環境」に身を置くことになる。当時サンディエゴほど成熟したエコシステムではなかったが、様々な
支援体制が整えられてきており、心強かったのは言うまでもない。

■多様なバックグラウンドを持つ人達とのネットワーク
当地では、ヒト脂肪由来幹細胞の分子的解析の研究をしていたが、その過程でたまたま簡易的に幹細胞を

分離する方法を見つけた。これについて Enterprise 部門から、基礎研究としてこの方法を発展させ論文を
出すよりも、特許を取得し事業化するのが適しているというアドバイスも受けた。そこで A*STAR で GAP
ファンディングという事業化に特化した研究費を申請し、申請中に事業化を推進するために、起業をするこ
とを決意した。A*STAR には、産業界や投資に関わった経験のある人たちも多く、同僚や知り合いの縁の
おかげで、ビジネスパートナーや個人投資家と出会うことができた。その中で、起業の準備をするために
様々なディスカッションをしたことで、スタートアップへの道筋がはっきりし、事業化に適したプロジェク
ト内容も決まり、GAP ファンディングも獲得することができた。

事業化のプロジェクト内容は、脂肪吸引などによって取り出されたヒト脂肪から、簡単に幹細胞を分離す
る医療機器の開発である。ただ利益相反を避けるために、私自身はポジションは持たず、共同創業者・科学
アドバイザーとして、スタートアップに関わることになった。ビジネス経験の乏しい私でも起業できたの
は、まさしく二つ目のポイント「多様なバックグラウンドを持つ人達とのネットワーク」に恵まれたおかげ
である。研究者として日々過ごしていると、狭い世界に閉じこもりがちだが、起業を目指すときは、異業種
の人たちと会って話したり、視野を広げ
ることが必要だと痛感した。こうしてセ
リジェニクス社の前身を創業し、その後、
中小企業・ベンチャー企業を支援する政
府機関の助成金を獲得することができた。
場所も同じバイオポリスにある共用施設
の一部屋を借りることになった。研究
スタッフを３人雇い、その他の業務では
自分たちでカバーできない部分はアウト
ソースした。

会社を立ち上げて２年ほど経った頃、二
つの大きな壁にぶち当たった。一つは当初
のビジネスパートナーであった社長に会社

バイオポリス・キャンパス。2003 年に作られてから 
現在 13 の建物が立ち並び、さらに拡張中である。
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の成長を妨げるいくつかの問題があることが分
かったこと。もう一つは、上記の医療機器に似
たような製品を、先行して売り出した会社が出た
ことである。我々の特許ではカバーされていない
技術が使われていた。このままの形で継続するわ
けにはいかない、と創業時から支えてくれていた
個人投資家と相談し、名前を変えて会社を仕切り
直しすることを決めた。それがセリジェニクス
社である。そしてこの個人投資家が CEO とな
り、現在まで続いている。社長には辞めてもら
い、ビジネスプランも再考を重ねることになっ
た。医療機器開発についても、他企業に先行さ
れたことだけでなく、共同研究先エンジニアの
仕事に左右される面もあったこと、また臨床へ
の応用は臨床試験や開発に前向きな医師と提携しなければなかなか進まないので、いったん白紙に戻した。

■失敗にめげずマーケットに求められる技術を追求する
ここからが苦しい時期であった。売上もまだないので資金は底をつき、CEO だけでなく私自身も自己資

金をはたいて、研究の継続を目指した。マーケット調査をし直し、様々な投資家と話すうちに、大量に生産
でき、かつ有用なタンパク質を多く分泌する、質の高い幹細胞を選別することが重要だと分かった。また私
自身が開発した脂肪幹細胞に関する方法だけでなく、臍帯（さいたい）由来で質の高い幹細胞を選別する方
法を開発した、シンガポール国立大学の教授とライセンス契約して、応用研究を行った。そして長い交渉と
デューディリジェンスの末に、2019 年 1 月にシリーズＡ資金を得ることができた。CEO と彼が雇った専
門家の努力のおかげであった。その機関投資家は、パーソナルケア販売を手掛けるシンガポール上場企業
で、広い販売チャンネルを持っており、ちょうど幹細胞由来の製品開発パートナーを求めていた。

それ以降は、臨床目的というよりは、パーソナルケア製品への応用として研究開発を最優先に行って来
ており、私自身の貢献できる度合いは減った。しかし、大きい資金を得られたことで、優秀な人材を獲得
し、専門の機関との提携により、事業を進展させ、幹細胞を有用な形で役立たせられる道筋をつけられた。
このこともあり三つ目のポイント「失敗にめげずマーケットに求められる技術を追求する」ことが重要だ
と学んだ。

アカデミアの研究者はどうしても、自分自身の研究・技術に固執してしまいがちだ。しかし、マーケッ
トに求められている技術でなければ、事業としては成立しない。自分の興したスタートアップ企業を発展
させたいのであれば、信頼のおけるパートナーと協業し、事業に最適な人たちへ徐々にバトンタッチして
いくべきだと思う。幸いセリジェニクス社も、優秀な人材とパートナーに恵まれ、事業を委ねても良い時
期にきた。

当初は未熟に感じたシンガポールのスタートアップ・エコシステムであったが、その後急速に発展し、起
業のためのインキュベーション施設、資金提供、ベンチャーキャピタル、ビジネスマッチング、専門家によ
る支援、人材育成体制、どれをとっても充実してきていると感じるようになった。今では A*STAR や大学
に所属しているかなりの数の研究者が、起業や事業化に関わるのが普通になった。私自身も最近、違った分
野で事業化に適した研究成果が得られている。より整った環境のおかげで、今は上記のような困難も回避で
きるかもしれない。この先 1 年ほどの間に、もう一度起業にトライしたいと考えている。

東京でリバネス・テックプランター、バイオテックグランプリに参加させて
もらった時の写真。左が CEO のカート・ウィー、中央が筆者
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Series

前 2回の号で示したURAとURA質保証
制度の導入の背景を踏まえ、今回はURA質
保証制度で認定するURAの人材像と制度の
概要について紹介する。
今回紹介する内容は、主に、文部科学省

「リサーチ・アドミニストレーター活動の強
化に関する検討会」でまとめられた「リサー
チ・アドミニストレーターの質保証に資する認定制度の導入に向けた論点整理（平成 30年 9月）」を踏ま
えて実施された、文部科学省令和元年度科学技術人材養成等委託事業「リサーチ・アドミニストレーターに
係る質保証制度の構築に向けた調査研究」での検討に基づくものである。若干堅苦しい説明と感じられるか
もしれないが、日本のURAシステムが政策的に推進されてきたことから、正確な理解を共有することは大
変重要だと考えるためである。
なお、この検討は、現在の日本のURAに関係する団体である、研究大学コンソーシアム（RUC）、学術
研究懇談会（RU11）、大学技術移転協議会（UNITT）、多能工型研究支援人材育成コンソーシアム、医療
系産学連携ネットワーク協議会（medU-net）、科学技術振興機構（JST）、リサーチ・アドミニストレーター
協議会（RMANJ）、の全ての団体からご参画いただいた委員の皆様によって行われたものである。

■URAの認定区分
まず、制度の全体を検討するにあたり、認定区分について検討した。東京大学が実施した「リサーチ・ア

ドミニストレーター（URA）を育成・確保するシステムの整備」（スキル標準の作成）の報告書におけるス
キル標準（以下、東大スキル標準）のレベル区分、文部科学省のリサーチ・アドミニストレーター活動の強
化に関する検討会、上記 7団体によるリサーチ・アドミニストレーター認定制度導入推進委員会での検討
結果を踏まえ、認定制度について次のように整理した（図１）。
認定URAに申請の可能性のあるURA、認定URA、認定専門URAを認定制度の枠組みの中に位置付
け、そのうち認定URA、認定専門URAを認定称号授与の対象としている。ただし、認定称号を有さなく
ても認定URAあるいは認定専門URAと同レベルの能力を有し、業務に従事するURAあるいはURA相
当職もいるとの前提で制度は検討されている＊1。なお、図における東大スキル標準の初級に対比される「認
定URAに申請の可能性があるURA」は、称号授与の対象外ではあるものの、認定URAに求められるレ
ベルの研修の前提となる基礎レベルの研修対象者とみなすことができることから、認定制度の枠内として扱
うこととしている。

シリーズ URAの質保証制度

認定するURAの人材像と制度の概要

金沢大学 先端科学・社会共創推進機構・准教授
稲垣　美幸
いながき　みゆき

大阪大学 名誉教授

京都大学 学術研究支援室長

池田　雅夫
いけだ　まさお

佐治　英郎
さじ　ひでお

第3回
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■認定制度におけるURAの人材像
URA人材については文部科学省＊2 や研究大学コンソーシアム＊3 等において既に定義されている。しか
しながら、現在多くの機関に配置されているURAが従事している多様な業務実態を踏まえた認定制度とす
るため、認定制度におけるURA人材を以下のように定義した。

URA人材とは
大学等組織全体を俯瞰しながら、学術的専門性を理解しつつ、自身の業務に関する専門性とセクターに偏
らない能力を駆使して、多様な研究活動とそれを中心に派生する様々な業務に積極的かつ創造性を持って関
わり、研究者あるいは研究グループの研究活動を活性化させ、組織全体の機能強化を支える業務に従事する
人材。
この定義は、文部科学省の定義による業務範囲やRUCの定義における専門性や俯瞰能力に加えて、主体
性や創造性を求めている点に特徴がある。
そしてこのURA人材像に基づき、認定URAと認定専門URAの人材像を次のとおり定義した。

認定URA
URAとして関わる業務全般の知識を一定レベル以上備え、かつ大学等、我が国の研究組織での一つ以上の
中核的業務＊4 の経験を有し、研究者、研究グループの研究活動の活性化に主体的に関わる能力を備えた人材。

認定専門URA
URAとして十分な実績を有しており、一つ以上の中核的業務に関する卓越した能力を備え、組織内外の
関係者と協力して研究者、研究グループの研究活動の活性化に重要な位置付けで寄与するとともに、組織の
機能強化に貢献できる人材。
ここで示した人材像は、現時点のURAとして様々な業務に従事している人たちをできるだけ包含できる
ような説明となっているが、将来的にURA業務がさらに広範化、深化した場合はURAが従事する業務の
定義とそれに基づくそれぞれの人材像が改訂されるという前提にたっている。

認定の枠組み

上級

中級

初級

業務上の課題と発
見と解決を主導的
に行う

業務上の課題の発
見と解決を自律的
に行う

業務上の課題の発
見と解決を上司の
指導の下に行う

Advanced URA

Basic URA

URA
（企業経験者等）

業務
実績

業務
経験

研修
受講

呼称 認定称号の対象

東京大学作成の
スキル標準

認定URAに求められるCoreレベルの研修の前
提となるFundamentalレベルの研修対象者であ
るので，認定制度の枠内（対象）とする。

認定URAに申請

の可能性がある
URA

認定URA

認定専門URA
（◯◯）

ﾘｻｰﾁ・ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ認定制度
導入推進委員会における資料
（文部科学省資料を抜粋）

認定URA

図 1　認定対象のこれまでの取り組みとの関係図
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■認定専門URAの審査における専門業務区分
認定専門URAについては、認定専門URA（○○）（図１を参照）となっているように、従事している業

務（ここでは、専門業務区分と呼ぶ）ごとに審査を行うこととしている。これは業務内容によって実績の見
え方や評価の視点が異なることを理由としている。専門業務区分の設定には、URAや雇用者からのニーズ
があること、当該区分のスキルの一般化や標準化という観点でのシーズがあること、そして当該区分に関す
る審査員が一定程度おられることという実効性の観点で、5つを設定した。この専門業務区分についても、
評価・審査体制の確立に時間を要する区分もあることから、現時点で実施可能な区分から認定を開始し、今
後段階的に拡大していく方針としている。

●大学戦略の企画立案
●プロジェクト企画・運営
●セクター間連携
●知的財産管理と活用
●医療系

この認定制度では、職名に関わらず上記の人材像に適合している人であれば誰でも認定対象となるという
前提で検討を進めている。したがって、この議論の過程では、学位の有無に関係なく人や事務職員の人、さ
らには大学以外の研究機関や企業における研究支援業務に従事している人などにも活用していただくことを
想定した表現を使用している。漠然としているとか抽象的といった指摘を受けることも多々あるが、それは
こういうことが理由の一つとなっているためである。
次回は具体的な認定スキームについて紹介するが、今回ご紹介した人材像がこの認定制度の土台となって
いる。

＊ 1
これは認定制度が能力認定制度であり、名称独占の対象となるような国家資格（医師免許や薬剤師免許など）ではないためである。

＊ 2
文部科学省による URA の定義
URA は、大学等において、研究者と共に（専ら研究を行う職とは別の位置付けとして）研究活動の企画・マネジメント、研究成果活用促進を行う（た
んに研究にかかる行政手続きを行うという意味ではない）ことにより、研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務
に従事する人材（「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」（リサーチ・アドミニストレーションシステムの整備）事
業平成 23 年度公募要領から）

＊ 3
研究大学コンソーシアムによる URA の人材像
URA は、既存の教員職、事務職の垣根を超え、大学全体の研究および研究に関連する活動を高めるために活躍する人材として期待される。よっ
て、教員職のような深く高度な専門性を持つとともに、事務職のような分野に偏らない知識と経験、大学等機関全体をみる俯瞰能力が求められ
る。その両者を両立できる人材を目指す。（（議論のまとめ）高度専門人材・研究環境支援人材（URA 等）の活用に関するタスクフォース）

＊ 4
中核的業務：当該申請者が主として従事している業務のこと
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連載　Serialization

工業社会は、人工物や人工システムの普及と多様な組織や制度をもって、高度な社会を創出してきた。そ
の一方で、人間の能力や人と人との関係、さらには生活の様態に様々な影響を及ぼしている。前号では、農
業社会から工業社会への移行が、国家アイデンティティーや文化の希薄化、個々人と集団の能力の低下や生
活上のリスクの増加、地方都市の構造的な崩壊などをもたらしたとし、その観点と機序について言及した。
さらに、地方都市がこれらの事項に対する優位性と脆弱性を併せ持っており、その長短を捉えた「地方創生」
が、人類が持続的に発展するための一つの基軸であるとした。
このような地方創生は人類の共通課題であるが、工業化の進捗や状況が異なる国家にあっては、それぞれ
に対応した取り組みが求められる。人口減少が重なるわが国にとっては特に深刻な問題であるが、科学技術
立国を掲げ工業化を先導してきた先進国として、あるべき範を世界に示す責務があろう。
本号では、地方創生が、社会の質的持続性と構造的持続性からなるとし、それぞれの観点に関わる公的な
対応から市民や各種団体の取り組み、さらには ICTや IoTとの関与などを概観し、人類の持続的発展のあ
り方を探る。

■社会の質的持続性
「人間社会は、自然と共生して知的活動とモノづくりを営み、組織的に生活することで世代をつなぎ、文
化を育んでいる集団である」。人間社会を定義するこの一文に照らせば、地方創生の観点と人間社会のある
べき姿は次のように言えよう。知的活動とモノづくりのためには、ホモサピエンスである個人の能力の発達
とその維持が必須である。コミュニティの形成には、集団の能力が求められる。世代をつなぐためには、生
活上のリスクを減らし、健やかに暮らすことが問われよう。そして、人類の存在理由であるアイデンティ
ティーの形成には、精神文化の創造が極めて重要であろう。
地方創生は、社会の発展に伴う負の事象からの回帰である。本来あるべき姿への回帰は不可逆的であるだ
けに、社会を挙げた高い意識が必要であり、それが自助、共助、公助であろう。図１に、個人の能力や健や
かな暮らしなど、人類のあるべき姿と関連付けた地方創生の観点とその活動などの事例を示し、以下にその
実態について言及する。

①個人の能力
ホモサピエンスである人間の能力は、数十万年の歴史とともに発達してきたが、近年その低下が懸念され
ている。OECDは、世界の 72カ国から生徒約 54万人の参加を得て、国際学習到達度調査「PISA」を実
施している。学校で習得する読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの 3分野の基本的な知識に加
えて、それらを生活に生かす能力の調査であり、子供の発達過程での修得を確認している。2018 年の調査

公立小松大学 顧問

林　勇二郎
はやし　ゆうじろう
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図 1　地方創生の観点とその活動

　　　国・地方自治体 　民間組織、市民 　　ICT/IoT
　　　　　(公助） 　（自助、共助）

個人の能力 知的活動と ・PISA(OECD),TIMSS ・青少年ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
（ﾎﾓｻﾋﾟｴﾝｽ） ものづくり ・日本体力ﾃｽﾄ ・高齢者の高砂大学

・各種ｽﾎﾟｰﾂ大会 ・子どものｽﾏﾎ使用
・学習指導要領

集団の能力 ｺﾐｭﾆﾃｨ形成 ・地域おこし協力隊（総務省） ・神事仏事など
（絆、協働） （質的） ・ふるさとﾜｰｷﾝｸﾞﾎﾘﾃﾞｰ ・町会の活動

・関係人口の創出 ・NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

健やかな暮らし 世代の継承 ・子ども農山漁村交流（総務省） ・ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄ隊 ・監視ｶﾒﾗ
（安全安心、 ・健康経営（経産省） ・健康優良企業など ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
健康,生きがい） ・地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ（厚生省） ・介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ・ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ

・見守りｼｽﾃﾑ

文化の創造 ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ ・世界文化遺産(ﾕﾈｽｺ） ・祭り伝統行事
の維持 ・日本文化遺産（文化庁） ・芸術文化活動

・異文化・多文化理解 ・ｶﾙﾁｬｰ教室
・少数民族の保護 ・観光振興

まち・ヒト・仕事 ｺﾐｭﾆﾃｨ形成 ・市町村合併（総務省） ・ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ ・ﾘﾓｰﾄﾜｰｸ
の創出 （構造的） ・地方創成総合戦略（内閣府） ・地域資源活用産業 ・ｳｴﾌﾞ会議

・働き方改革(厚労省） ・ｽﾏｰﾄ農業 ・5G/IoT活用
・COC+（文科省） ・小企業の事業承継

観点とあるべき姿

では、日本の読解力の順位が 8位から 15位に下がった話題は記憶に新しい＊１。また、国際教育到達度学会
は、国際数学・理科教育動向調査TIMSS を 1995 年から開始し、基礎的な知識の習得度を測定している。
体力・運動能力の調査は、わが国においては 1964 年度に始まる。都市化や人工物の普及による社会の発展
が、体力や運動機能を変化させ、それが日常の生活や仕事にどう影響を及ぼすかの調査である。
子供たちの発達過程で習得されるこれらの基本能力の結果は、学修指導要領へのフィードバック、スマー
トフォンなどの最新機器の開発や使用に対する指針、さらにはジムなどでの自主的な体力づくりや頭脳の訓
練に生かされている。健康寿命の延伸には、変化する体格に相応した体力づくりが求められよう。

②集団の能力
農業社会は、生産と生活が一体になった共同体を形成し、信頼関係・規範・ネットワークなどの人と人と
がつながる絆を醸成してきた。しかし、工業社会は、都市化や情報化が人と人との出会いを少なくし、サー
ビス産業や公共サービスが市民の連帯意識を希薄にしており、コミュニティ形成に必要な集団の能力は低下
する傾向にある。
律令の時代には50の集落をもって里とし、村人たちは、“社（やしろ）”と呼ばれる何もない広場に集って、
五穀豊穣を祈り、祭りを踊り、神聖さと人間くささが入り混じることで、地域のアイデンティティーを育ん
だとされる。社会は、人が“社”の下で“会う”ことを語源とするが、このような役割を担う場が少なくなっ
ている。
キリスト教やイスラム教では、市民が定期的に集まり祈りを捧げる教会が場となっているが、わが国におけ
る宗教活動は、日常の生活と疎遠になる傾向がある。町会はコミュニティ形成に重要な組織であるが、現在の
ままでは存続が難しい。高齢化に伴う課題や災害対応、犯罪や各種リスクに対するセーフティーネットとして
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の役割、旧来の住民に外国人やマンション居住者の組織など、新たなプラットフォームづくりが求められよう。
総務省は、ふるさとワーキングホリデー推進、関係人口創出・拡大、地域おこし協力隊、子供の農山漁村体
験など、地域のアイデンティティーや資源を活用した地域力創造の事業に取り組んでいる。表彰制度「ふるさと
づくり大賞」＊２は、やがて40年の歴史を重ね、“社”に代わる場や新しい仕組みに大きな役割を果たしている。

③健やかな暮らし
工業社会は、高度な利便性とともにネガティブな環境を提供している。ユビキタス環境下での市民の暮ら
しは受動的であり、健やかな暮らしには高い意識が必要である。現状を確認し、また市民相互で意思の疎通
を図るためにも、ツールとしての ICT/IoT の活用は有効であろう。ここでは、健やかな暮らしが世代継承
の基本であるとし、子供、壮年、高齢者の実態について概観する。
子供たちの暮らしは学びと遊びが基本であり、そのための安全安心な環境づくりは、国が責任を持って進
める将来の投資である。子供たちの農山漁村交流なども見直されてはいるが、都市環境とともに大きく変容
したライフスタイルをどう取り戻すかが課題である。登下校時の安全安心という当面の課題については、ラ
ンドセルにタグを付け、それをモニタリングする計画が進む一方、防犯ボランティアやスクールサポート隊
など、コミュニティが連帯した活動が広がっている。
15 歳から 65 歳の壮年は、国の生産活動を支える人口層であるが、生活習慣病が生産活力を低下させ、
これと肥満が複合したメタボリックシンドロームが三大疾病を引き起こしている。車社会や豊かな食生活の
高度社会が生活習慣病や疾病を引き起こし、その予防、診断、治療に係る先進的な高度医療や先制医療が、
社会保障費を膨らませている。
経済産業省は、従業員などの健康管理を経営的な視点で捉える健康経営を推奨している。企業などが健康
投資を行うことで、従業員の活力や生産性の向上をもたらし、結果的に組織の経営力を高めるもので、この
制度を利用して健康経営銘柄の指定を受ける法人が増加している＊３。制度の柱は、健康保険管理者が被保
険者である従業員や市民の健康に係るデータを取得管理し、運動や食事の指導を通して生活習慣を改善する
ことで、病気を回避する仕組みである。個人および全体に対するビッグデータは分析統合され、本人への指
導にフィードバックされるほか、データの取得を預かるジム、クリニック、薬局などのサービスの深化、さ
らには健康に関連する産業の製品開発のプラットフォームとなることが期待される。
65歳以上の高齢者を社会的弱者と見なせば、高齢者の暮らしを支えるのは、国や地域が一体となった公
助と共助が基本である。しかし、健やかな暮らしの原点は生きがいであり、それには可能な限りの自立や自
助が必要である。即ち、公助や共助は自立を引き出すための支援であることが望ましい。2005 年の介護保
険法改正のもとに、2025 年を目途にした地域包括ケアシステムの整備が進展している。地域包括ケアシス
テムは、地域の高齢者が自分らしく最期まで生活するために、介護や医療、住まいや生活支援などのサービ
スを、可能な限り在宅ケアを基本としながら、地域で一体的に提供するシステムである。
システムの中核は、市町村から運営を委託される地域包括支援センターであり、ケアマネージャーが介
護・医療・その他の関係職種の仲介役となってサービスを提供している。高齢者の住まい・施設・介護サー
ビス・給付などの利用状況、健康状態の実態、さらには日常の活動状況など、把握すべき事項は多い。これ
らをデータ化したビッグデータを統合・分析することで、高齢者一人ひとりのサービスの提供と、それをプ
ラットフォームとした街づくりと支援機器やサービスの開発が可能となろう。

④文化の創造と継承
農耕は、太陽エネルギーなどの自然環境の資源をインプットとし、農業生産物の獲得をアウトプットとし
ている。そこには、自然環境と生活とが一体となった協働作業があり、これが人と人との連帯を強め、自然
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の恵みに感謝と祈りを捧げ、季節や風物を愛でる精神文化を育成している。即ち、農耕における人と人との
親和性が、協働の精神や絆とともに多様な振る舞いの総体としての文化を醸成しており、これはアウトカム
と言えよう。
知的資源と物的資源をインプットとする工業社会は、製品やサービスをアウトプットとする高度な社会を
構築してきたが、人と人とのつながりに関わる社会関係資本や文化の創造には多くは望めない。また、工業
化がもたらすグローバル化は、インターネット上での英語の地球言語化や少数民族言語を消滅するなど、ア
イデンティティーを埋没させている。国際機関および各国政府は、人類の文化的活動によって生み出された
有形無形の文化的所産の保護に努めている。中でも学術上、歴史上、芸術上、鑑賞上などの価値が高いもの
は、文化遺産あるいは文化財と位置付けられ、条約、法律、条例などによる保護の対象とされるが、このよ
うな考え方の基本をなすのが異文化理解である。

■まち・ひと・しごと創生
人口減少と東京圏の一極集中が進む中で、地方活力の減退と国の経済力の低下が懸念される。政府は、

2014 年に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、2019 年には第 2期計画を閣議決定している＊４。
そこでの基本目標は、①地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする、②地方への新しいひとの流れ
をつくる、③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、④安心なくらしを守り、地域と地域が連携
し好循環する地域をつくる、の４点である。
日本世論調査会が 2020 年 11 月に実施した全国郵送世論調査によれば、地方創生策について「進んでい
ない」「どちらかといえば進んでいない」と答えた人が 89％に達している。また、一極集中の是正策につい
ては、「税優遇などを通じて企業の本社機能の地方移転を促す」（37％）、次いで「子育て世代が地方移住を
しやすい環境を整備する」（34％）と回答している。結論的には、社会の趨勢（すうせい）に逆らう地方創
生には、優遇税制などの実行性のある政策とともに、政府、民間、市民を挙げた取り組みが必至であろう。
図２に、「まち・ひと・しごと」の関係性のもとで、国と連携した地方の取り組みの事例を示す。
産業の地域立地の視点に立てば、農業などの１次産業は有力な候補である。しかし、わが国の農業人口は
４%にまで落ち込んでおり、集約化やスマート化による復活が必至である。資源の減少が進む漁業にあっ
ては、資源採取型から育成型への転換も必要であろう。モノづくりなどの 2次産業は、バリューチェーン
やサプライチェーンなどの国を超えた機能分散化が進んでおり、国内にあっては、クラスター化による企業
の連携強化を図らねばならない。伝統的な技術や発酵ライブラリーの地域資源を活用する産業は、市場の開
拓が課題である。観光は極めて有望な産業であり、地域の文化やアイデンティティーが異文化理解に繋がる
ことを期待したい。
少子高齢化と人口減少および産業構造の偏在に伴う若者の流出は、地方における「まち・ひと・しごと」
の関係性を脆弱にしている。全国の自治体は、若者を流出させない、流出した者を戻す、他地域から呼び込
むことで、人的資源の確保に努めている。その一方で、生産年齢人口層のヘルスケア、高齢者の活用、外国
人の雇用、大学の「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」＊５など、人的資源の活性化策
が講じられている。
人と仕事をつなぐ町の存在は次のように言えよう。企業経営は、給料の支払と生産活動による利益の獲得
で採算を取り、市民の家計は、労働の対価である給料を取得し、それをもとに生活（費）を営んでいる。そ
こでは、企業の生産拠点と市民の生活の場は給料と労働をもって接続されるが、市民の生活は企業経営に対
して従属的である。即ち、バリューチェーンや大都市集中など、企業が戦略的に進める経営の中で、国内や
地方における市民の仕事と生活がある。
新型コロナウイルスのパンデミックは、このような企業経営と市民生活のあり方に大きな影響を与えてい
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る。感染が拡大する中で、バリューチェーン化も大都市集中化もマイナスに作用し、“仕事は職場でするも
の”という概念すら覆ろうとしている。リモートワークによる働き方や暮らし方の改革が、企業と市民生活
に新たな関係をもたらし、地方創生に一筋の光明が差すことを期待したい。

＊ 1
OECD 生徒の学習到達度調査（PISA），国立教育政策研究所 2019.12.3

＊ 2
令和元年度ふるさとづくり大賞，総務省 2020.1.10

＊ 3
健康経営銘柄 2019 選定企業，経済産業省 2019.2.21

＊ 4
第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」，閣議決定 2019.12.21

＊ 5
地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+），文部科学省 2015.4

図 2　国と連携した地方の「まち・ひと・しごと」の取り組み

仕事ヒト １次産業の
生産性向上

２，３次産業
クラスター化

［企業の多国
籍化、高次産業
の都市集中化］地域資源の活用（食品、

天然資源、伝統産業）

観光、ﾂｰﾘｽﾞﾑ

町大学のCOC＋

生産年齢人口層
のヘルスケア

高齢者・外国人
の雇用

関係人口の増加

［少子高齢化
人口減少

若者の流出］

地域資源の活用人的資源の活用

国の成長戦略・政策
まち・ひと・しごと創成「長期ビジョン」

働き方、暮らし方改革
（リモートワーク、オンライン授業）

新型コロナ感染症



272021.2　

ヒト：Person

■創薬の効率化
須佐社長が、創薬ベンチャー・ライラックファーマ株式会社を設

立したのは 2016 年。同年 6 月に北海道大学を退職した。現在、北
大の外部アドバイザーも兼務している。

同社は現在、マイクロ流路デバイスを北大から技術導入し、それ
を使ったナノ粒子製造技術によって新しいナノ粒子製品・装置の共
同開発をするのが事業の柱だ。進行中の共同開発は、化成品大手の
株式会社日本触媒（大阪府大阪市）との化粧品素材開発や自動車部
品大手の住友理工株式会社（愛知県名古屋市）との装置開発など国
内大手を中心に複数にわたる。活用されている技術は、ライラック
ファーマが北大から特許の使用許諾を得て事業化しているナノ粒子
製造用のマイクロ流路「iLiNP®（アイリンプ）：innovative Lipid 
Nanoparticle Production」流路で、北大の渡慶次学（とけしまなぶ）
教授と真栄城正寿（まえきまさとし）助教らが開発した。医薬品分
野では癌や希少疾患（難病）の治療薬、ワクチンなどの試薬が効率
的に試作でき創薬の加速が期待できるという。

■ポスドク一万人計画の時期に
須佐社長は、京都大学工学部で工業化学を学んだ後、東京大学薬学部の大学院に進んだが修士２年の夏に

中退、国立遺伝学研究所（静岡）で研究活動を再開する。その後、総合研究大学院大学（総研大）生命科学
研究科遺伝学専攻の博士課程に入学し、国立遺伝学研究所の嶋本伸雄教授の指導を受け行った転写制御メカ
ニズムの研究で 2002 年に博士（理学）号を取得した。文部科学省が 1996（平成 8）年度から 2000（平
成 12）年度の 5 年計画として策定した「ポスドク一万人計画」の時期と重なる。

博士号取得後はアカデミアでの研究職の道も考えたが、ポスドク一万人計画で生き残り競争激化が予想さ
れる中、自分が好きなテーマで基礎研究に没頭することが将来難しくなると予感し研究者の道には進まない
ことを決意。研究開発以外のビジネスに役立つスキルを身につけるために、北海道のバイオテクノロジーの
研究支援などを行う民間企業に就職。技術営業を志望して入社したが、その後、会社の方針により東京大学
と共同研究するため東大へ出向することになった。

しかし研究開発職以外を希望していたこともあって、出向から約半年後に出向元企業を退職。古巣の国立

北海道大学で産学連携に携わる職員が、大学の研究成果を基に起業したのは 42 歳のときだ。
当時は、任期付きではない北大の正規職員。
安定を取るか夢を取るか、そんな選択の中で選んだのは起業だった。

大学職員 安定したポジションから起業家へ転身
ライラックファーマ株式会社 代表取締役　須佐 太樹

須佐太樹社長
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遺伝学研究所で助手（現在の助教）のポジションを得て
じっくりと再就職先を探していたところ、札幌在住のコ
ンサルタントから北大の知的財産本部（現在の産学・地
域協働推進機構）の任期付きポジションを紹介された。
知財の仕事に新たなスキルとしての魅力を感じ 2005 年
に転職。当時は大学が法人化へと舵を切っていたころで
ある。

北大では、バイオや材料分野の知的財産管理や産学連
携業務に携わり、国立研究開発法人科学技術振興機構では、技術移転業務に携わる人材（目利き人材）の専
門能力の向上を目的にした研修「目利き研修」の講師も 2013 年から務めていた。

■最先端技術が社会を切り開くサイエンスがおもしろい
研究者の道を進まないと決めたときから、常に頭の片隅にはいずれ起業したいという思いがあったよう

だ。北大在籍中には何度か北大発ベンチャー設立に協力する機会があったが、様々な理由によりそのベン
チャーに移籍するところまでには至らなかった。また自ら北大発ベンチャーを計画する機会もあったが、そ
れも当時のビジネス環境から頓挫した。それでも、あきらめずにその機会を探っていた。
「北大では産学連携コーディネートの他、発明の発掘、技術移転、契約の仕事など幅広く担当してきまし

た。最先端の技術が社会を切り開くサイエンスがおもしろかったのです。研究成果を知るとどう膨らませ、
それをどう事業化するか考え、世界がどう変わるのか考えると楽しかったのです。起業はそのための有力
な手段の一つとしてずっと意識していました。しかし 2014 ～ 15 年ごろから組織運営や国への予算要求と
いった企画系の仕事を任される機会が増えてきました。自分がやりたい方向からずれてきている感覚はあり
ました」と須佐社長。

そんなときに製薬会社から北大へ赴任してきた教員と出会う。その教員が創出する医薬品特許のレベルは
民間企業出身とあって特許のための実施例（実験データ）に隙がなく、他の教員の特許レベルとは違ってい
たと振り返る。その案件の担当となり、仲間と共にこの案件をどうやって花開かせるかに取り組んだ。医薬
品の場合、ライセンスまで到達するには安全性試験などを含めじっくり検証する必要があり時間と労力、そ
して最低でも数千万円規模の資金が必要だ。しかし、大学にその研究だけに充当できる余裕資金があるはず
もなく、ならば起業して資金を集めてシーズを事業化しようと計画したのが 2015 年だ。

最初は資金調達の当てがなかったが、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）
の研究開発型ベンチャー支援事業 ( スタートアップイノベーター ) に応募し、3,500 万円の資金を得ること
ができたことから起業が実現した。

起業には不安は付きものだ。しかし須佐社長は、「日本は起業家と呼ばれる人は少ないですよね。ならば
自分でやるしかないと。成功するにせよ失敗するにせよ、まっとうにやっていれば次のステップがあるので
はないでしょうか。失敗しても、借金は背負うかもしれませんが、大学発ベンチャーの立ち上げや経営の経
験を得られます。その経験やスキルのニーズはどこかにあるでしょう。根拠のない自信です」と楽観的に
笑った。

■起業当初の事業で倒産しそうに
しかし、起業からしばらくは苦労の連続だった。
最初はパーキンソン病治療薬の研究シーズを基に起業したが、治療薬候補の非臨床試験の過程で全く予期

していなかった安全性に関する懸念が出たことで、当時予定していた製薬会社とのアライアンス交渉も立ち

右端が須佐太樹氏（2000 年）
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消えとなった。
「当時は会社の運転資金が残り

1,000 万円ほどになり、何もし
なければ会社は１年も持たない。
残りの僅かな資金で治療薬開発
を一からやり直すか、それとも
会社をたたむかというところま
で追い込まれました」と順調な
船出ではなかったと明かす。結
局、資金が残っているうちにそ
の治療薬の開発は大幅縮小（の
ちに中止）を決め、治療薬の DDS（ドラッグデ
リバリーシステム）用ナノ粒子を自社製造する想
定で技術導入を決めていたマイクロ流路を事業の
メインにすることで収益化の道を探った。幸いに
も治療薬開発で購入した設備や器具の多くは新事
業に流用することができた。事業転換により失意
の別れもあったが、その後優秀な技術スタッフを
新たに招き入れることもできた。

研究者が起業する場合、自分の研究に対して
こだわるあまり、立ち止まることができず方向
転換がしにくい。ライラックファーマのケース
では、同じ北大の研究成果でも治療薬とマイク
ロ流路はそれぞれが異なる教員の研究成果だ。
大学の各技術を第三者の立場で見ることができ
る産学連携職の目利きがあったからこそ、切り
抜けられたのかもしれない。

また、須佐社長はシーズの事業化では「大学
の研究成果の事業化を進めるにあたり、研究内
容はもちろん大事ですが、教員との相性や人柄
も重要な要素です。また最初は大学に多くを依
存しなくてはなりませんが、少しずつ自社でで
きるようにしていかなくてはなりません。その
ための優秀な人材の確保は優先して実施してい
ます」と話す。新しい事業で再スタートできた
のは、理解ある北大の教員や優秀な人材に恵ま
れたことも大きい。

■自分の好奇心からくる研究は将来の趣味に
須佐社長に、研究者への未練はないのか尋ねると、「自分の好奇心からくる基礎的な研究をしたかったの

ですが、近年は興味、好奇心からやりたいと思う研究と、研究費が取れる研究は必ずしも一致しないと思

マイクロ流路デバイス iLiNP® の模式図
脂質ナノ粒子原料 ( 脂質 ) のアルコール溶液を希釈液 ( 水 ) で薄めると脂質が自己集合して脂質二分子膜
からなる柔らかいナノ粒子 ( 粒径 20~200nm 程度 ) が形成される。粒子サイズは希釈速度で変化する。 
iLiNP は流速を変えることで希釈速度を容易に変えることができるため粒径制御性に優れている。

流路部分の拡大写真
流路構造を見えやすくするため片方のインレットからは緑色の蛍光色素を
流している。

脂質ナノ粒子

脂質溶液

希釈液

✔ 狙った粒径にできる。
✔ 製造再現性が良い。
✔ 様々な物を封入可能。

医薬品, 化粧品などに
配合する高品質･高機能な
ナノ粒子の製造に最適。

マイクロ流路チップの全体写真
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うのです。日本では職業としてサイエンティス
トを選んだとき、自分の好きな研究はしにくく
なっていました。がんばって好きな研究と、研
究費を取るための研究の２本立ても選択肢にあ
ると思いますが、自分にはその能力はありませ
んし、やろうとするとまた 10 年くらいはかか
るでしょう」と語った。

今はビジネスの世界に生き、自分がやりたい
研究は将来に趣味として実現する構想のよう
だ。「大学発科学技術の商業化」をライフワー
クと考え、産学連携の支援やコーディネーター
人材の育成を手掛けつつ、自らはシリアルアン
トレプレナーとなることを夢見ている。そのた
めにまずは今の事業を安定させ、さらに次の事
業を発掘し企業価値を高めることに集中してい
るようだ。そして将来は起業家として得られた

利益を新たな大学発科学技術に投資し、人や事業を育てていくのが理想なのだ。もちろん、その利益の一部
を自らの将来の趣味（研究）に回すことも、忘れてはいない。

 （山口泰博）

ライラックファーマ株式会社が入居している北海道産学官協働センター 
（コラボほっかいどう）
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種まきの努力

2020 年の年の瀬に、何人かの中小中堅企業経営者と
お話しして気がついたことがある。2019 年度まで元気
であった企業にも、コロナ禍は業績に影響を与えている。

もちろん、特需の恩恵を受けた企業もあるが、それ
は一部に限られている。悪影響を受けている企業の方が
明らかに多い。

しかし、このような状況下であるが、「種まきの努力」
の話を嬉々としてする企業経営者は多い。

恐らく、このコロナ禍が明けた後、努力をしている
企業は、同業他社に差をつけていくのであろうと感じさ
せる。

筆者が会長をしている一般社団法人首都圏産業活性
化協会も、「Our Core」を定めて、2021 年以降の提案
を色々な企業に行っている。

種まきを一生懸命行っている企業の経営者ほど、真
剣に提案に耳を傾けてくださる。

先のことなど誰にも分かりはしない。
コロナ禍の収束時期も不透明だが、こうした意欲的企

業経営者との協働を深め、より産学官金民連携によりわ
が国経済に貢献する一年としていきたいと考えている。

摂南大学 経済学部 教授／首都圏産業活性化協会　会長　野長瀬 裕二

地域との連携進むか 地方国立大定員増で期待

内閣府のまち・ひと・しごと創生本部の検討会議は、
昨年 12 月に地方創生をミッションとする地方大学の改
革案をまとめた。首都圏の 1 都 3 県以外にある地方国
立大学の定員増を、「地方創生に資する」要件を満たす
ことで、早ければ 2022 年度にも特例で認めるという。

地方創生を後押しする施策では、STEAM（科学、技
術、工学、芸術、数学）人材の育成や地方への移住、地
域産業の創出が欠かせない。そのため特例の中心となる
のは、地域での進学と就職といった地域活性化が焦点と

訂正

2021 年 1 月号 「全集中」で温泉推し 実はすごい別府大学 地方私大は別大を参考にしてほしいと考える理由の記事内で、

泉質は 11 種類と記載しましたが、正しくは 10 種類で、別府にあるのはそのうちの 7 種類でした。訂正しお詫びします。

なり若者の定着に取り組む大学に限られそうだ。
2004 年の国立大学法人化以降、定員増を原則認めら

れなかった国立大学だが、東京、神奈川、千葉、埼玉を
除く地方国立大学と自治体や地域企業などが参加する、
地域連携プラットフォームや大学間連携の進展が期待で
きそうだ。

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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E-mail：journal@jst.go.jp
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