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2020 年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、全世界的に誰もが体験したことのない激動の一年と

なった。いまだ先行きの見えない状況で様々な価値観が大きく変わりつつある中、私たちはこの時代をどう

生き抜くべきかを考える分岐点となっている。大学にとってもこれまで当たり前だった対面講義からオンラ

イン講義に切り替えるなど、既存の常識だけでは通用しない大きな変革の年となった。本学では新型コロナ

ウイルス発生以前からオンライン講義の導入を検討しており、感染が拡大した昨年のゴールデンウイーク明

けには、九州の大学の中でもいち早くオンライン講義を開始することができた。

日本経済大学・大学院は、建学の精神「個性の伸展による人生練磨」の下、学問の神様である菅原道真公

を祀る太宰府天満宮のお膝元・福岡県太宰府市に 1968 年に開学。東京渋谷、神戸三宮にもキャンパスを構

え、経済学・経営学に特化している。世界が求めるグローバル人材を輩出するため、体験型語学教育、情

報リテラシー教育、コミュニケーション能力向上教育によるキャリア形成を重視した個別指導を実践し、グ

ローバルな交流を育むため経済・経営はもちろんのこと、デジタル・AI・芸能・音楽・スポーツなどの様々

な特色を持った約 60大学の海外の教育機関と提携している。

このコロナ禍においてもグローバル人材の育成を止めないために、本学では今春から全学生を対象とした

産学連携による“オンライン留学プログラム”をスタートする。このプログラムは、留学を希望する学生に

対してオンラインでマンツーマンでの英語研修を実施するほか、提携している国や地域のオンラインでの観

光を通して現地の歴史や文化も学ぶことができる。このようなプログラムの実施は大学では珍しく、参加し

た学生には単位も認定する予定だ。いかなる状況でも学びを止めないことが重要であり、大学としてこれま

で築いてきた世界各国のネットワークをフルに生かし、留学のニューノーマルとして推進していきたい。

またウィズコロナ・ポストコロナ時代の社会の課題を解決すべく、本学でも様々な形で取り組んでいく方

針だ。新型コロナウイルスの感染拡大の中で、これまで以上に注目が集まっているデジタル技術。今春から

はAI や IoTなど先進のテクノロジーに関する知識を専門的に学ぶことができる新たなコース「デジタル・

ビジネスデザインコース」をスタートし、今後、全学科において文部科学省が環境の整備を進める“AI・デー

タサイエンス教育”の導入も検討している。また自然災害などへの備えとしても、対面講義とオンライン講

義の“ハイブリッド型”の講義は今後も不可欠で、VRやARを活用したバーチャル授業や ITリテラシー

教育にも力を入れていく。情報化社会の中で適切な対応ができる人材の育成を目指し、教育のDX化を進

めたい。

グローバル・イノベーション人材育成を推進　  　　
―“学びを止めない！”ニューノーマルな時代の中で―

都築学園グループ
日本経済大学 学長

都築　明寿香
つづき　あすか
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高崎経済大学にして初めての大学発ベンチャーのフューチャーノートが、コオロギパウダーに着目
した食品開発で食料難に挑んでいる。
世界的に不足するタンパク源を昆虫の姿そのままでは茶化されておしまいだが、粉にすることで違
和感をなくした。

■世界的人口増加で食料争奪戦
国際連合広報センターによれば、世界の人口は 2019 年の約 77 億人から 2030 年には 85 億人

（10% 増）ほどになるとされる。さらに 2050 年には 97 億人（26% 増）、2100 年には 109 億人（42%
増）へと予測されている。

最も大幅な人口増加が起きると考えられているのがインド、ナイジェリア、パキスタン、コ
ンゴ、エチオピア、タンザニア、インドネシア、エジプト、米国の 9 カ国だという。インドは
2027 年ごろには、中国を抜いて世界で最も人口が多い国になるとみられている。2050 年までに
は人口増加の半分以上がこれら 9 カ国で発生するとみられるが人口は世界的に増加傾向にある。

人が増え、生活水準が上がり、肉や魚介類などに含まれる動物性タンパク質の需要も高まる
のは必須で、これだけの人口の食料を賄うには、豚や鳥など何億匹もの家畜が必要だ。だが、
過剰な放牧は環境汚染や森林破壊を引き起こし、魚介の大量捕獲は海洋資源の枯渇を招く。

医療の進歩や食料事情の向上によって摂取する栄養価の高まりは、世界的に高齢化を加速す
る。世界人口の規模と構成の変化は、持続可能な開発目標（SDGs）の達成と、誰一人取り残さ
ない世界の実現に影を落としかねない。

これらのことは、少子化による人口減少が深刻化している日本では、ピンと来ないかもしれ
ないが、食料自給率に目を向けると、カロリーベースでは約 38％の自給率。飼料自給率は約

25％、生産額ベースでは、
約 66％とされる。人が増え
ることで、国同士の食料争
奪戦は水面下で熾烈な競争
にさらされる。近い将来、
食肉の生産が減少すれば、
重要なタンパク源を何でと
ればいいのか。

そ の 課 題 に 取 り 組 む の
が、高崎経済大学にして初
めての大学発ベンチャー、
FUTURENAUT（フューチャー
ノート）株式会社だ。

■昆虫食をゲテモノ扱いする日本は世界から笑われているかも
日本では、長野県など一部の地域で、蜂の子（ハチの幼虫）、イナゴ、蚕のさなぎ、ざざむし

（トビケラやカワゲラなどの水生昆虫の幼虫）を佃煮にして食べることもあり、昆虫食は郷土料

（本誌編集長　山口泰博）

ヨーロッパイエコオロギ
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理としての食文化がかろうじて残っている。しかし、食の欧米化など時代の変化とともに衰退し敬遠され、
希少性からゲテモノ扱いされてきた。

一方海外に目を向けると昆虫は、アジア、南米、米国、アフリカなど 90 カ国ほどの国と地域で食べら
れている。昆虫食は、世界から見ればスタンダードフードと言える。コオロギをはじめとする昆虫は、
一般にタンパク質、良質な脂肪（不飽和脂肪酸）、ミネラルが豊富で高栄養食なのだ。

テレビなどで、昆虫を目の前にした出演者のオーバーアクションは、世界から見るとどう映っている
のだろうか。昆虫食をゲテモノ扱いする日本。井の中の蛙大海を知らずと笑われているかもしれない。

■高栄養食のコオロギに着目
群馬県高崎市の FUTURENAUT（フューチャーノート）株式会社は、未来のタンパク源として食用昆

虫のコオロギに注目し、未来へとつなげる食育の推進事業を展開する。ゲテモノ扱いされがちな昆虫だが、
コオロギを粉（コオロギパウダー）にして、食べやすく加工することで、初心者でも違和感なく食べら
れると注目を集めている。

2013 年に国際連合食糧農業機関（FAO）が、世界の食糧危機の解決には栄養価が高い昆虫類の活用を
推奨する報告書を出したのをきっかけに、食品として昆虫の活用が世界的に注目を集めた。採集や飼育
の産業化によって新たな雇用や収入を生み、家畜より飼料が少なくて済む。さらに温暖化ガスの排出量
を減らすこともできることも相まって昆虫食への関心が高まるばかりだ。

そんな世界の動きに呼応するように、フューチャーノートは、公立の高崎経済大学としては初めての
大学発ベンチャーとして 2019 年７月、櫻井蓮社長が大学在学中に立ち上げた。

環境行動と心理の違いを研究する同大学地域政策学部地域づくり学科の飯島明宏教授は、「昆虫由来タ
ンパクが肉を完全代替するような存在になるとは考えづらい。しかし、肉の生産も環境負荷を考えると
そう遠くない将来に限界を迎えるでしょう。そうなったときに増え続けるタンパク質需要を賄う代替タ
ンパク源が幾つか市場に普及していくと予測されます。大豆やえんどう豆、藻類や昆虫、培養肉などが
期待されている次世代タンパク源です。市場への普及は食経験の豊富さと関係します。例えば、日本は
大豆を食べる食文化があったので大豆タンパクの定着は早かった。しかし、大豆がポピュラーでなかっ
た国では、新しいタンパク源という認識です。昆虫由来タンパクも今はまだなじみのないタンパク源で
すが、実際に食する経験を重ねることで次第に市場に定着してくるでしょう」と昆虫由来タンパクのポ
ジションを説明する。

昆虫は、タンパク質などの栄養素を豊富に含むこと、養殖に必要とされる土地や飼料が家畜などに比

飯島明宏教授 櫻井蓮社長
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べ大幅に少なく環境負荷が小さいことから、人間にとって重要な食物になる可能性がある。
「日本では、イナゴなどを食べる地域はありますが、イナゴや蜂の子は大量に養殖生産することが困難

といわれています。自然界での採取では安定供給も難しいし、品質も不安定です。餌の管理や生体の生産・
繁殖管理など全てを管理できる状態で生産量と品質が安定的に供給できるのがコオロギです。コオロギ
は食品原料としての品質管理の下、養殖生産できる技術が確立されてきました。家畜と同じようにゲー
ジの中で増やせます」と櫻井社長。さらに「若い人がこういう分野に興味を持つことが大事です」と付
け加えた。

高崎経済大学では初めてのベンチャーだったことからインキュベーション施設もなく、前例もないと
大学の支援も受けることができなかった。手探りでの起業の苦労は想像に難くない。当初合同会社にし
たのもミニマムスタートでリスクを回避させた結果だ。

苦労して設立し、いざ事業をスタートするため地元の企業や飲食店などを回ったが、コオロギと聞い
ただけで顔をしかめられる。昆虫に対する嫌悪感は、想像をはるかに超えた。「食品に虫はだめ」と断ら
れ続けた。

■タイの農家から供給
気になるのは原料となるコオロギの調達方法だが、タイのコンケン大学には、食用コオロギの養殖技

術を確立させた研究者がいて、その養殖技術がスタンダードになりつつあるという。大学周辺の農家では、
コオロギの養殖が営農形式で普及しタイ政府もバックアップしている。タイでは、世界的な昆虫由来タ
ンパクの需要の高まりを受けて、標準的な生産方法を確立させ、必要とする地域に輸出し産業支援にも
積極的だ。

飯島教授は、「タイは農業国です。食用コオロギ生産に携わる現地の労働者は女性と高齢者がほとん
どで、重労働を必要とせず軒先で営農できます。卵から成虫に至る成長速度が速く、短期で出荷できる
ため、農業の副業としての現金化も早いのです。また、農産物の野菜を餌に利用したりコオロギの糞を
畑に戻したりと、資源の域内循環にも一役買っています。農家の収入を増やし生活水準を上げることは、 
SDGs にもつながるのです」と強調する。

現地ではイエコオロギを姿のまま調理して食べて
いるが、欧州や日本ではそのまま食べることが敬遠
されることから現地でパウダーに加工して日本へ空
輸している。見た目は小麦粉と同じだが、真っ白では
なく少し褐色がかった粉だ。
「ありとあらゆるコオロギを試食しましたが、ヨー

ロッパイエコオロギが養殖しやすく、加工にも向いて
いて、このパウダーが一番おいしいです」と櫻井社長
の言葉に、筆者も試食させていただいたが普通の粉で
味もいけた。

市場には様々なコオロギパウダーが流通し始めてい
るが、品質にはかなりの幅があるという。食品原料と
しての安全性の確認は何よりも大切であることから、
パウダーの品質評価には特にこだわる。

粉砕前のヨーロッパイエコオロギ
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■課題は価格
飯島教授や桜井社長によれば、生体重量にして 1kg のヨーロッパイエコオロギから、約 300g のパウダー

が生産できるという。パウダー化すると、その 70％ほどがタンパク質で、高タンパクであることが見て
取れる。二人ともどちらかといえば昆虫は苦手だというが、パウダーにすることで何の違和感もなく食
べられるようになった。

コオロギパウダーの市場小売価格が 100 ｇで約 1,500 ～ 2,000 円、小麦粉は 1kg で約 200 円だが工業
用の場合はさらに安い。残念ながら小麦粉と比較してもまだまだコオロギパウダーの割高感は否めない。
また現状では扱う量も少ないことから、空輸による輸送コストもばかにならない。価格を下げるには消
費拡大を実現させ船便による輸送となるよう事業を拡大していくしかない。

ならば、野生のコオロギを採取すればと単純に思うかもしれないが、何を食べているか分からない昆
虫を食料とすることは衛生的な観点から受け入れられない。餌の品質と飼育環境の管理は、食の安全の
観点から極めて重要である。

では国内養殖はどうか。コオロギの養殖は暖かい夏には適するが、冬期に熱源設備を設置し維持管理
をすればコストが増える。熱帯モンスーン気候のタイは年間平均気温29℃前後、高温多湿で年中蒸し暑く、
一年を通して日本の 7、8 月ごろの気候である。さらに、飼料自給率が高く、餌の調達リスクも低い。農
家が作る野菜も餌に活用でき、コオロギの糞は農作物の肥料にも利用できるため、循環が可能だ。仮に
日本の農家がコオロギの養殖をするとなれば、夏以外は育成温度を維持するための熱源と大規模な養殖
施設が必要となる。

コオロギパウダーを使った商品を提案しても断られてきたが、食品を OEM 製造する会社と商品化に
こぎ着けて販売すると珍しさもあり話題になった。そしてコオロギパウダーを練り込んだゴーフレット
やビスコッティ、チョコクランチなど次々と商品化した。

販売促進も兼ねて様々なイベントにも出向き、これからというときの 2019 年 12 月に新商品を投入し
たが、新型コロナウイルス感染症拡大が想定外に立ちはだかった。商品を置かせてもらっていた博物館
などが閉館し、併設の売店も休業や時短営業で一気に暗雲が立ち込める。今は、オンライン販売や原料
の調達等、ビジネスモデルを見直しコロナ収束後のチャンスを狙う。

コオロギパウダー
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特集1
Feature 地域発コンソーシアム

■大学支援機構の設立の目的は
大学支援機構は、全国の大学が抱える共通の

課題を解決するために徳島大学の野地澄晴学長
をはじめとする有志により設立された。

設立当時、国立大学法人は運営費交付金を約
1%、継続的に削減されており大学運営が疲弊
していた。一方で、国立大学改革プランが実施
されており、各大学の機能強化を実現するため
の方策に数多くの取り組みが行われていた。少
子化、国の財政状況の悪化などを理由に、当面
の間、運営費交付金の削減は継続されることが
予想されていた。しかしながら、継続的に経費
を削減し続けることは困難であると考えられた
ため、この問題を解決するには、継続的に収入
が増加するシステムを構築するしか方法はないと考えた。

大学支援機機構は、大学の外部資金を獲得するための事業を行うことと、IT の活用やシステムの共有な
どを行い大学の運営を助けるための仕組みを提供することを目指す組織として活動を開始した。大学支援機
構は、研究費獲得とアウトリーチを支援するために様々な事業を開始した。

ニューノーマルの時代では
場所の制約はなくなった
大学支援機構は、大学と国民との双方向の
コミュニケーションを支援していく

一般社団法人大学支援機構（以下、大学支援機構）にとって 2020 年は大きな節目の年になっ
た。大学支援機構は、大学クラウドファンディングサイト「Otsucle( おつくる )」＊ 1 において、
2016 年 10 月のサービス開始から 3 年 11 カ月となる 2020 年 9 月末時点で累計支援額が 1 億円
を突破した。また、10 月から新たな理事長を迎え設立当初からのコンセプト「全国の大学の経営合
理化や資金調達、社会貢献のため」つまり、研究者へのオープンサイエンス活動（研究推進）＊＊ 1 支
援を行う機関として再度走り出した。

一般社団法人大学支援機構 
リサーチ・アドミニストレータ

橋爪　太
はしづめ　だい

一般社団法人大学支援機構 
リサーチ・アドミニストレータ

小出　静代
こいで　しずよ

一般社団法人大学支援機構の記者会見の様子、中央が理事長
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■大学支援機構の取り組み
私たちは 5 年前から大学のクラウドファンディングへの取り組みをサポートする業務を開始した。クラ

ウドファンディングとは、一般的には中小企業などが新製品を開発・販売する際や新たなサービスを提供す
る際にインターネットを利用して資金を集める手法だ。資金を提供した方には、その製品やサービスを安価
に購入することができるメリットが付いている。この様な仕組みが米国を中心に世界中で定着している。ま
た、社会貢献する団体などに対する寄附を行うクラウドファンディングもある。

大学支援機構が支援する大学クラウドファンディングは、研究者の研究や大学・学生の取り組みを社会に
認知していただき、多くの方々の共感を得て事業費を支援していただく仕組みである。これまで大学では、
どういった研究や教育を行なってきたかが一般には伝わっていなかった。より具体的に理解していただける
ように情報を発信し、大学の活動に興味を持ってもらえることが重要であると考えている。その結果、寄附
などの支援につながる効果も期待している。

私たちが大学と共に取り組んできた大学・研究案件のクラウドファンディングでの寄付金は、2020 年
12 月末時点で総額 7,298 万 5,995 円を調達している。取り組んだ大学案件のプロジェクト数は 40 件とな
り、成功率は約 70％となっている。昨年は、新型コロナウイルス感染症拡大により学生への支援を求めた

「修学支援クラウドファンディング」プロジェクトを徳島大学と鳴門教育大学で同時期に公開した。両校と
も大きな反響があり支援内容が分かりやすく、スピーディーな支援対応につながった。

さらに、クラウドファンディングをきっかけとして、これまでの実績の表には反映されていない、大学に
対して直接的な寄附に結びついた事例などもあり、単純に資金を獲得するためだけではなく、相乗効果的に
大学の抱える課題にアプ
ローチする手段としての
クラウドファンディング
の活用を提案している。

また、大学の使命であ
る地域貢献を進めるため、
県や市の行政案件、また
地域企業と共同で、地域
創生案件や地域経済案件
にも取り組んでいる。こ
の分野では 39 件が支援
を集めることができた。

■大学支援機構　Otsucle サイトの事例
本稿では三つの事例を紹介する。

①テーマ：筋萎縮ゼロプロジェクト～ ICU の患者さんにもう一度社会復帰してもらいたい～
　挑戦者：徳島大学病院集中治療部 助教　中西信人（なかにしのぶと）
　達成額：2,478,000 円　サポーター：94 人　期間：2020 年 1 月 20 日～ 2020 年 3 月 27 日
　プロジェクトについて：
　 筋萎縮ゼロプロジェクトは、ICU の患者が社会復帰できるために世界初の筋萎縮モニタリング測定のモ

デルの構築を目的としている。このプロジェクトを通し重症患者の筋萎縮予防に向けた原因・診断・治療
に関する研究の発展を目指す、研究費獲得のために挑戦した。

Otsucle のこれまでの実績
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　支援者への感謝：
　 重症患者さんの社会復帰を目指して始めた筋萎縮ゼロプロジェクト。無事クラウドファンディングを終え

ることができました。支援していただいた方一人一人に今すぐ御礼を申し上げたい気持ちです。クラウド
ファンディングの目的である研究も順調に進んできております。尿中物質を用いた筋萎縮のモニタリング
はもちろんのこと、筋萎縮予防に向けた研究も成果が出てきております。御支援していただいた皆様の期
待に応えられるような活動を、人生をかけてしていきたいと思っております。

②テーマ：徳島大学 鳥人間プロジェクト創設メンバーの挑戦！　0 から作った飛行機で、空へ
　挑戦者：徳島大学イノベーションプラザ鳥人間プロジェクト　八木橋依吹（やぎはしいぶき）
　達成額：1,125,000 円　サポーター：41 人　期間：2020 年 11 月 4 日～ 2020 年 12 月 14 日
　プロジェクトについて：
　 「鳥人間プロジェクト」は毎年 7 月に開催される『鳥人間コンテスト』で飛行することを最大の目標とし

て発足しました。コロナ禍により 2020 年のコンテストが中止となりました。創業メンバーにとっては、
『鳥人間コンテスト 2021』への出場が最後のチャンスです。悲願であるコンテストに向けて滑空機を製
作する予算が不足しており、クラウドファンディングに挑戦しました。

　支援者への感謝：
　 皆様のご支援、ご協力のおかげで目標金額を達成することができました。クラウドファンディングをス

タートさせたときは、正直どうなるのか不安な気持ちの方が大きかったですが、たくさんの方々から応援
メッセージをいただき、その言葉が私たちの力となりここまで頑張ることができました。またこの挑戦を
通して、皆様の支えがあっていまの活動ができているということを改めて実感しました。 感謝の気持ち
でいっぱいです。メンバー一同、感謝申し上げます。本当にありがとうございました。来年の鳥人間コン
テスト出場に向けて、皆様のご期待に添えるように日々精進していきますので、今後も応援のほどよろし
くお願い致します。

③テーマ：「国内最古級　恐竜化石　本格発掘調査プロジェクト」 ―徳島県で恐竜化石をもっと発掘したい！―
　挑戦者：徳島県立博物館 学芸員　辻野泰之（つじのやすゆき）
　達成額：1,543,000 円　サポーター：93 人　期間：2019 年 7 月 12 日～ 2019 年 9 月 17 日
　プロジェクトについて：
　 徳島県勝浦町には、全国でも珍しい恐竜化石を含む地層ボーン・ベッドが存在し、現在も掘削が可能な

ボーン・ベッドは日本でこの場所だけである。この場所は、急傾斜の山腹に位置し、木々の足元には、大
きな岩が多数あり、安全に発掘できる状況ではない。また、一般道路から離れており、まずは、重機を発
掘現場まで運ぶための作業道を確保し、その上で、ボーン・ベッドをむき出しにして、恐竜化石が発掘で
きる状況にするための支援をお願いした。

　支援者への感謝：
　 皆様のご支援・ご協力のおかげで、目標額を大きく上回り、挑戦を締めくくることができました。コメン

ト欄への、たくさんの応援メッセージもありがとうございます。また、このクラウドファンディングの周
知にご協力いただいた皆様、報道関係の方々に、あらためて感謝申し上げます。企画展「とくしまの恐竜
時代」が終了し、一部の展示資料は、移動展として勝浦町に貸し出していますが、現在、それ以外の展示
資料の撤去作業を行っています。また同時並行で、本格発掘調査に向けての準備作業も行っています。皆
様のご期待に添えるよう、発掘調査を頑張りたいと思いますので、引き続きご声援のほどよろしくお願い
いたします。今後、発掘調査の状況も発信できればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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■問題点と課題
私たちは徳島大学の事例を元に様々な意見を取り入れ、クラウドファンディングサイト「Otsucle」の改

善を続け、多くの大学にノウハウを提供し、システムを利用していただけるように努めている。今までに、
全国の大学に呼び掛けを行い「大学への理解、支援」の機運を一緒になって盛り上げていこうと賛同いただ
いた大学には賛助会員として登録いただいた（2021 年 1 月現在で、徳島大学、鳴門教育大学、島根大学、
香川大学）。

研究者のクラウドファンディング活用の意識は科研費や補助金などの申請に比べるとまだまだ低い。私た
ちが当初学内の説明会などを通じて、挑戦者を募集していた際に感じたことは研究者の意識として、クラウ
ドファンディングは研究費の無い研究者、つまり科研費や共同研究などが取れない研究者がやるものという
偏見を持つ方もいたように思う。また、目標金額に届かず失敗すると自らの研究価値を否定されるかのよう
な思い込みがある方も見受けられた。研究者の心理的なハードルをいかに払拭し、正しく理解を深めていく
かが今後の活用のポイントとなると感じてきた。

実際にクラウドファンディングに挑戦した方の結果からは、成功率が科研費の採択率よりも高く、研究内
容が外部のメディアなどに取り上げられる機会も多くなっているなど副次的な効果も含めておおむね好評を
得ている。クラウドファンディングに挑戦したほとんどの先生が地元紙または地元のテレビ局からの取材を
受けている。クラウドファンディングとは直接的に関連しない内容の取材も含まれるが、クラウドファン
ディングへの挑戦と分かりやすい情報発信が関係している。

アウトリーチと研究費の獲得が同時にできる点で、クラウドファンディングの活用は非常に効果的な研究
支援だと考えている。課題は大きな研究に対しては、金額がまだまだ小さいことと長年に渡る研究の一部ま
たは、一面しか支援できないことがある。そのような研究に対する研究費は、科研費など従来からの研究費
の獲得も重要な役割を持っていると考えている。

■今後の展望
国は、公的資金による研究成果については、その利活用を可能な限り拡大することを国のオープンサイエ

ンス推進の基本姿勢とすることとなっている。研究は論文を投稿して終わりではない、世界中でその研究が
認知されることで、研究成果を最大化することが求められている。

大学支援機構は、Otsucle の仕組みを利用し全国の大学と連携し、大学と国民との双方向のコミュニケー
ション機会の充実を増進し、研究者などと国民とが科学技術に関して相互理解を促進する支援を進めてい
る。積極的な情報の発信が外部資金の獲得を増加させることに不可欠だと考え、多くの大学や研究者を支援
することを目指している。コロナ禍でテレビ会議などの利用率も増加したことで、場所や地域の制限が少な
くなり活動範囲が広がるきっかけとなった。研究者がなるべく研究に集中できる環境を整えるため、情報発
信や研究費の獲得をサポートする機能を強化していくことを目指していく。

＊ 1
「OTSUCLE（おつくる）」とは？
徳島大学がスタートした、大学初のクラウドファンディング・クラウドソーシングプラットフォーム。大学の本来のミッションである教育、研究、
社会貢献を目的とした活動のクラウドファンディング、クラウドソーシングを行い、研究者が市民と直接つながることで、社会に開かれ共創する
仕組みを作り、大学の知と技術を社会に還元し、かつ収益化することを目的としている。プラットフォームは他大学の教員も利用できる。

＊＊ 1　
文科省資料「オープンサイエンスの推進について」（科学技術・学術審議会総合政策特別委員会 平成 28 年 11 月）より
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特集1
Feature 地域発コンソーシアム

■水素・燃料電池関連の研究拠点が集積
山梨県における水素・燃料電池の最大の特徴は、山梨大学をはじめとした研究拠点が集積し、水素の製造

から利用まで、フルラインアップで揃っていることである。国家プロジェクトなどにより燃料電池に関する
研究を進めてきた世界トップレベルの研究拠点である山梨大学クリーンエネルギー研究センターおよび、燃
料電池ナノ材料研究センターが存在するほか、山梨県産業技術センター燃料電池評価室、一般社団法人水素
供給利用技術協会（HySUT）水素技術センターなど、研究開発拠点の集積が進んでいる。さらに 2022 年
度中に技術研究組合 FC-Cubic の移転も決定している。これらは、水素・燃料電池の普及の鍵となる性能
向上や低コスト化などに資する技術シーズの創出や材料・製品の評価・実証など、企業における事業展開の
基礎となるべき技術開発などに大きく寄与する拠点である。このほか、山梨県甲府市の米倉山にある米倉
山電力貯蔵技術研究サイトにおいて、太陽光発電による電力により水素を製造し、貯蔵・利用する Power-
to-Gas（P2G）システムの実証研究を、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）
の委託を受け、山梨県企業局が進めている。このシステムは、長期間の貯蔵や輸送が可能な水素の特性を生
かし、天候の変化によって変動する再生可能エネルギーの発電量の安定化に資する技術の一つとして期待さ
れており、間もなくこの米倉山で製造された水素が、電力や熱として県内の工場や商業施設で利用される。
このように山梨県では、水素の製造から利用まで一気通貫した取り組みが行われている。

やまなし水素・燃料電池バレーの創出に向けた
山梨県の産学官連携

「2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と、菅義偉首相は 2020 年 10 月
26 日の所信表明演説のなかで宣言した。脱炭素化に向けては、特にエネルギーの分野が注目され
ているが、その中でも期待が大きいエネルギーが「水素」であり、脱炭素社会の切り札とも言わ
れている。水素は、中学校の理科の授業で習うので多くの人に知られているが、エネルギーとし
ての利用については、あまり知られていない。今でこそ脱炭素化の流れのなかでよく聞くように
なってきたが、ここ山梨県では、山梨大学において 40 年以上も前から水素をエネルギー源とし
て使う燃料電池の研究開発が行われてきた。

山梨県 産業労働部 成長産業推進課

山寺　勲
やまでら　いさお

燃料電池ナノ材料研究センター 米倉山電力貯蔵技術研究サイト
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■産学官連携
2015 年に山梨大学、やまなし産業支援機構、県の関係部局で構成される「やまなし水素・燃料電池ネッ

トワーク協議会」を設立し、産学官連携して水素・燃料電池関連産業の集積・育成に向けた取り組みを進め
ている。山梨大学の技術シーズを活用した水素・燃料電池関連製品の開発・事業化を促すための技術移転や、
蓄積されたノウハウを活用した技術支援・人材育成、さらには水素・燃料電池関連メーカーとのネットワー
ク構築など、県内企業の産業参入推進の中核を担っている。

■県内産業のポテンシャル
水素・燃料電池関連分野への参入においては、燃料電池への水素や空気の供給、排水の制御など高度な制

御技術、また、多様なノウハウを含む高度な製造技術が求められる。燃料電池のシステムには、本県製造業
の主要製品の一つである電子部品・デバイス・電子回路が部品として用いられているほか、金属・樹脂部品
に求められる精密微細加工技術などを持つ企業も多く、これらの技術力は、水素・燃料電池関連産業への参
入を可能とし、すでに参入を果たしている企業も存在している。また、山梨大学と県との産学官連携によ
り、参入への取り組みを開始した企業もある。

■ FCyFINE の取り組み
山梨大学と山梨県は、文部科学省事業である「地域イノベーションエコシステム形成プログラム＊１」の採択
を受け、県内企業と共同で水素・燃料電池の製品開発を行っている。このプロジェクトをFCyFINE＊2 と称し、
山梨大学が長年培ってきた燃料電池技術の強みをさらに発展させ、新たな燃料電池やシステムを創出し、電源
システムおよび燃料電池自動車などのアプリケーションへの展開を図ることを目的として取り組んでいる。主
に三つの事業化プロジェクトに取り組んでおり、①電源用燃料電池システム事業、②GDL一体型金属セパ
レータ供給事業、③触媒層付き電解質膜製造装置事業について、山梨県内に本社を置く企業と共同開発し、実
用化を目指している。地域の大学の強みと企業の開発技術、チャレンジ精神が結びついた取り組みである。

■水素・燃料電池関連産業の育成支援
研究拠点の集積に伴い、専門人材も山梨県には集まっている。この貴重な人材が持つ水素・燃料電池関連

製品の知識・技能を産業展開し、県内の水素・燃料電池関連産業を下支えする人材を育成するため、山梨大
学と連携し、「水素・燃料電池産業技術人材養成講座」を開設している。山梨大学の教授陣のほか、大手民
間企業で水素・燃料電池産業の第一線で活躍した技術者を講師に迎え、水素・燃料電池関連産業分野への参
入を目指す県内企業の人材育成を推進している。2020 年度で開設 5年目となり、99人の受講者が山梨県
内の企業で活躍しており、リピーター企業も多い。また、受講者同士の繋（つな）がりもでき、企業間の交
流も生まれているほか、水素・燃料電池産業への参入を目指す企業にとって、国内トップレベルの講師陣と

やまなし水素・燃料電池ネットワーク協議会

山梨県 やまなし
産業支援機構

山梨大学
水素・燃料電池
技術支援室

大学シーズに基づく研究開発の実用化支援
大学シーズや企業ニーズと県内企業とのマッチング
県外企業等の誘致
県内企業の技術力向上への支援
燃料電池関連大学発ベンチャー創出支援
水素エネルギー社会に向けた実証研究及び普及啓発
県内企業の人材育成（技術者養成）連携した

取り組み
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の関係構築ができる点も大きなメリットである。さらに県では、企業の技術開発やビジネスマッチングを支
援するため、水素・燃料電池の専門家「水素・燃料電池関連分野支援プロデューサー＊3」を設置している。
県内の企業へ無償で派遣し、個々の企業ニーズに対応する。
このように山梨県では、大学や専門家と連携し、きめ細かな支援策を展開することで企業が産業へ参入し
やすい環境を用意している。

■やまなしHFCクラスターの設立
2020 年度から水素・燃料電池関連の企業団として「やまなしHFC（水素・燃料電池）クラスター」を設立し、

県内企業の技術力を束ね、国内外への産業展開を推進している。県内企業のほか、山梨大学、やまなし産業

地域イノベーション・エコシステム形成プログラム
水素社会に向けた「やまなし燃料電池バレー」の創成
電極触媒・担体・電解質材料、ガス拡散層（GDL）一体型金属セパレータ、触媒層付き電解質膜の製造

など、山梨大学と地域に蓄積された燃料電池技術の強みをさらに発展させ、新たな燃料電池スタック及び
システムを創出し、電源システム及び燃料電池自動車等への展開を図っています。

事業プロデューサー：永田裕二客員教授

事業化プロジェクト①：電源用燃料電池システム事業

図ジーメイ要概術技要概業事

山梨大学の触媒･電極に関わるコア
技術を活用し、「やまなしスタック」を
開発。さらに「やまなしスタック」を活用
した電源用燃料電池システムを開
発・事業化。

従来にはない、高い耐久性（起動停止を繰り返しても
劣化が少なく、水素が欠乏しても破壊しにくい）を持つ
燃料電池スタックを目指す。世界トップを超える軽量性
（単セル性能）とコンパクト性（単セル性能）の空冷
式燃料電池スタックと電源システムを開発し、様々なア
プリケーションへの適用を目指す。

中心研究者：飯山明裕教授 参画企業：日邦プレシジョン株式会社

事業化プロジェクト②：GDL一体型金属セパレータ供給事業

図ジーメイ要概術技要概業事

燃料電池スタックの1/3以上のコ
ストを占める「GDL+セパレータ
部」に、高性能・低コスト化を両
立させる技術を適応した製品を
開発し、自動車メーカ等へ供給。

高出力、高耐久性、コンパクト性、低コスト化、高生産性が
見通せる耐蝕コート付き平板SUS材セパレート及び反応ガ
ス流路を設けた低コスト炭素材料からなるガス拡散層
（GDL）を開発、更にそれらを一体形成できる量産技術を
開発し、次世代燃料電池自動車（FCV）への貢献を
めざす。

GDLFC+：流路付GDL
FSG+：GDLFC+付平坦

SUSセパレータ

中心研究者：渡辺政廣特命教授 参画企業：株式会社エノモト

事業化プロジェクト③：触媒層付き電解質膜製造装置事業

図ジーメイ要概術技要概業事

燃料電池本格普及の到来に向けて、
キーとなる低白金化を支える新たな
触媒塗布技術を適用した製造装置
を製品化。

高分子電解質膜への静電スプレー法を用いた精密均
一塗工により、触媒層中のPtの利用率を格段に向上さ
せ、その使用量の大幅削減を実現する連続生産性にも
優れた製造装置を開発する。

静電スプレーの原理図

中心研究者：内田誠教授 参画企業：株式会社メイコー

FCyFINE 事業化プロジェクト概要
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支援機構、水素・燃料電池関連分野支援プロデューサーも参画している。山梨県に集まる専門人材が有する
水素・燃料電池に関する最新情報の提供や参加者が自由に意見交換できる情報交換会の開催、県内企業から
大手企業へ技術提案を行いマッチングへ繋げる技術提案会の実施、ジェトロ山梨と連携して海外の産業クラ
スターとのビジネスマッチングなどを実施している。
登録企業は、金属製品製造業が中心であるが、燃料電池の部品そのものに関わる企業だけでなく、燃料電
池を搭載する機器を製作する企業やその機器を使う企業、水素製造やシステム構築に関わる企業など、幅広
いプレーヤー企業が登録している。2021年度からは水素・燃料電池関連分野支援プロデューサー監修の下、
やまなしHFCクラスター内にコンソーシアムを設置し、登録企業と連携して新たな試みを行う予定である。
また、水素・燃料電池に関するセミナーも開催しており、大企業の技術者による企業の取り組みや製品説
明などの講演、同じく国内で産業クラスターとして活動している団体職員による講演をご覧いただくこと
で、やまなしHFCクラスターの活動の機運醸成を図っている。今後、産業クラスター同士の交流も始め、
地域間でのビジネスマッチングに繋げていきたい。

■「地域特性を活かしたテストベッドの聖地化」
さらに、2020 年 3月に策定した「リニアやまなしビジョン＊4」では、「地域特性を活かしたテストベッ
ドの聖地化」を施策として掲げ、県内の水素・燃料電池関連技術の研究開発が産学官連携のもとで活発に行
われ、既に豊富な研究実績と技術シーズが蓄積された「水素・燃料電池関連技術」を中核として、脱炭素社
会の実現に向けたテストベッドの誘致に優先的に取り組んでいる。

現在、水素・燃料電池分野は欧米が先行しており、同じアジアに目を向けると、中国では巨額の資金を投
じ、物すごい勢いで追い上げている。国内においては、2020 年 12 月に「2050 年カーボンニュートラル
に伴うグリーン成長戦略（経済産業省）」が策定され、燃料電池についても 2050 年までの成長戦略工程が
示されている。水素・燃料電池に関する産業展開は長期的な視点で考えなければならないが、すでに動いて
いなければ海外から取り残されてしまう。山梨県では、早くから水素・燃料電池の研究開発を行ってきた歴
史と技術、人材があり、そこに産学官が連携し、お互いの利点を生かしながら取り組みを進めており、県内
における連携だけでなく国内外とも連携がとれる体制を整えている。
末筆ながら、これを機に、県外企業や研究機関の方々に山梨県の取り組みへ興味を持っていただけたら幸
いである。

＊ 1
地域大学のコア技術等を核に、地域内外の人材や技術を取り込み、グローバル展開が可能な事業化計画を策定し、地域の成長と共に国富の増大に
資する事業化プロジェクトを推進することにより、日本型イノベーション・エコシステムと地方創生を実現する事業 

＊ 2
Fuel Cells-Yamanashi Frontier for Innovation and Ecosystem の略

＊ 3
トヨタ自動車株式会社で FC 開発担当部長などを歴任し、現在は FC-Cubic 専務理事の大仲英巳氏と本田技研工業で水素・燃料電池実証試験プロ
ジェクト理解促進 WG 実務者リーダーや水素エネルギー製品研究試験センター（HyTReC）で特別アドバイザーなどを歴任し、現在は日本立地セ
ンター客員研究員の中村博氏の 2 名

＊ 4
リニア中央新幹線の開業を契機として確実に山梨に富を呼び込み、県民生活の豊かさに直結させていくために策定した、「山梨県総合計画」の部門
計画
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工学系私大で産学連携が活性化

■本学の産学官連携の概要
本学には、異分野融合型の五つの研究所（表１）があり、産学官連携はこれらの研究所が主体的・組織的

に担っている。各研究所の設立目的・方向性は様々であるが、いずれの研究所においても、医・薬・工のそ
れぞれの強みを生かし、研究者同士の相互リスペクトにより連携した学際的・学融合的研究を広く展開して
いる。本学が目指す先には、「北海道No.1 の実学系総合大学」があるが、実学を支えるのはやはり基礎研
究であるため、各研究所は、学術的「基礎研究」と産学官連携の「実学研究」の双方に軸足を置いて研究活
動を行っている。産学官連携先としては、一般企業の他に、自治体、教育研究機関、公的研究機関、一般社
団法人、医療施設などの連携協定締結先がある（表２）。
本学は、北海道に立地するため、北海道の地域性に根ざした産学官連携研究を展開することには強い思い
入れがある。産学官連携を通じ、北海道の人々と本学との間で「地域共育力」（本学ブランドビジョン）を
醸成し、研究はもちろん、地域社会と教育に対しても貢献を果たして参りたい。

■研究所が取り組んでいる産学官連携研究＊＊1

上記の研究所が企業や連携協定締結先と協働して取り組んでいる産学官連携研究の概要を以下に示す。
①寒地型疾病や障害を伴う在宅生活を維持するためのサポートシステムの開発
寒地未来生活環境研究所（IF）の研究テーマである。超高齢社会を迎えている日本において、健康寿命を
延ばすことは個人の生活を豊かなものにする点のみならず、社会システム上も重要な課題となっている。こ
の研究では、高齢者を対象とした健康支援の一環として、本学が開催している高齢者向け公開講座において
収集した運動機能情報、身体計測情報、各種アンケートなどを収集・蓄積・分析し、活用するためのデータ
管理システムの開発を行っている（図１A）。

北海道の地域性に根ざした産学官連携

北海道科学大学は、1967 年に開学した旧 ･ 北海道工業大学が前身であり、2014 年に工学部、
保健医療学部および未来デザイン学部を擁して、現在の大学名称となった。2018 年には、系
列校の北海道薬科大学と統合して、４学部 13 学科からなる医 ･ 薬 ･ 工を学術基盤とする学生数
4,000 人超の中規模総合大学となり、2024 年の学校法人創立 100 周年には「北海道 No.1 の実
学系総合大学」を実現することを目標にしている。
産学官連携は、大学の３使命「研究」「教育」「社会貢献」のうち、一般的には「研究」に位置付
けられるものであろう。本学においても、産学官連携は「研究」の位置付けであるのはもちろん
であるが、加えて、北海道の人々に対する「社会貢献」の一環として、また学生の潜在力を引き
出す「教育」ツールとしても産学官連携を強く意識している。

北海道科学大学 研究推進 ･
地域連携センター長 / 教授

丁野　純男
ちょうの　すみお
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名称（略称） 設立目的 研究者の構成

寒地未来生活環境研究所
Institute of Research Life 
Style and Environment for 
Future（IF）

積雪寒冷地における、持続可能な住環境の
構築に資する技術の開発および人々の生活
環境を支援・向上することで豊かな生活を
目指す技術の開発に寄与することを目的と
する。

所長 情報工学科 教授

副所長 看護学科 教授
電気電子工学科 教授

研究員 看護学科 教授 2 名・准教授
公衆衛生看護学専攻科 教授
機械工学科 教授
電気電子工学科 教授
建築学科 教授 2 名
情報工学科 准教授
都市環境学科 准教授

寒地先端材料研究所
Laboratory of Advanced 
Materials for Cold Region

（LAM）

ものづくりの基盤である先端材料・材料加
工領域、半導体・電子デバイス材料領域お
よび建築構造材料領域の研究拠点を形成し、
材料を取り巻く寒冷地特有の課題解決に資
する技術の開発に寄与することを目的と 
する。

所長 機械工学科 教授

副所長 義肢装具学科 教授
建築学科 准教授

研究員 機械工学科 教授 2 名・講師・助手
建築学科 准教授
電気電子工学科 准教授
薬学科 講師
義肢装具学科 講師
自動車工学科 准教授

北方地域社会研究所
Research Institute of 
Northern Regional 
Community（RINC）

北海道を中心とした地域社会が抱える諸問
題を研究課題とし、各地域の自治体、企業、
NPO 法人等各種団体と協働して、地域社会
の課題解決および地域振興へ向けた研究活
動を行うことを目的とする。

所長 電気電子工学科 教授

研究員 薬学科 教授・講師
人間社会学科 教授 3 名・准教授
メディアデザイン学科 教授・准教授 2 名
自動車工学科 准教授

北の高齢社会アクティブライフ
研究所
Laboratory of Active Ageing 
in the North（LAAN）

積雪寒冷地における高齢者・障がい者が、
地域社会の中で可能な限り自立した日常
生活活動 (ADL) を送れるよう、生活の質
(QOL) を高めると同時に、家族と社会の負
担を軽減し、活力ある超高齢社会の創造に
資する技術の開発に寄与することを目的と
する。

所長 理学療法学科 教授

副所長 義肢装具学科 教授

研究員 情報工学科 教授
理学療法学科 教授・准教授 2 名・助教
義肢装具学科 講師
建築学科 准教授

北の大地ライフサイエンス創生
研究所
Creation Research Institute 
of Life Science in KITA-no-
DAICHI（CRILS）

人類を悩ます病の克服や食料・環境問題の
解決など、人々の生活に直結した「よりよ
く生きる」、「よりよく食べる」、「よりよく
暮らす」の領域に資するライフサイエンス
の研究拠点を形成し、特に、北の大地、北
海道の人々の生活に有益となるライフサイ
エンス研究を通じて地域並びに国民の健康・
福祉の増進に寄与することを目的とする。

所長 薬学科 教授

副所長 薬学科 教授

研究員 臨床工学科 准教授・助教
薬学科 准教授 3 名・講師
メディアデザイン学科 准教授

道内 道外

自治体 北海道、札幌市手稲区、網走市、小樽市、根室市、幕別町、上富良野町、
新ひだか町、猿払村

弘前市

教育研究機関 国立工業高等専門学校（苫小牧、釧路、旭川、函館）、酪農学園大学 東北工業大学、追手門学院大学

公的研究機関 地方独立行政法人北海道立総合研究機構

一般社団法人 北海道機械工業会、北海道バイオ工業会

医療施設 手稲渓仁会病院、仁楡会病院

その他 北海道新聞社

 表１ 　研究所とその概要

 表２ 　連携協定締結先
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②積雪寒冷地環境下における装具材料の性質評価
寒地先端材料研究所（LAM）の研究テーマである。積雪寒冷地では、雪や凍結によってプラスチック製
短下肢装具使用者の活動圏は縮小されてしまうことがある。この研究では、装具使用者の安全確保および活
動圏拡大のため、装具の主材料となる高分子化合物（ポリプロピレン）の機械的性質の評価・改善を行うこ
とで、積雪寒冷地で生活する装具使用者の安全確保、活動圏の拡大、医師の装具処方および交換判断の情報
としての活用を目指している（図１B）。

③地域課題の解決をともに目指す道内自治体と本学の協働
北方地域社会研究所（RINC）の研究テーマである。道内自治体と協働し、遠隔システムを用いたモノづ
くり講座の実施や、地域活性化の取り組みに関するセミナーの開催、本学学生と住民との交流の場を設ける
など、地域連携の促進に向けた諸研究活動を展開している。一例として、「地域が抱える課題の共有と解決」
を目的とするセミナーでは、道内の各自治体からパネリストを招き、地域の現場での経験に基づくディス
カッションを継続して行っている（図１C）。

④積雪寒冷地の高齢者・在宅患者を対象とした遠隔ヘルス・リハビリテーションシステムの開発
北の高齢社会アクティブライフ研究所（LAAN）の研究テーマである。積雪寒冷地では、冬季の屋外活
動が制限されるため、高齢者や障がい者に対する、在宅での健康維持およびリハビリテーション支援が求め
られている。この研究では、自宅にいながら通院・訪問サービスと同質のヘルストレーニング・リハビリテー
ションが受けられるよう、ICTおよびMR技術を用いて、自宅環境においても質の高いトレーニングが可
能となる遠隔ヘルス・リハビリテーションシステムの開発を目指している（図１D）。

BA

C

E-1

D

E-3E-2

 図１ 産学官連携研究の概要
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⑤北海道の農林業・健康医療の発展に資するライフサイエンス研究
北の大地ライフサイエンス創生研究所（CRILS）の研究テーマである。この研究では、北方系野菜であ
る赤ビーツ（図１E-1）およびアイヌ民族が伝承してきたキハダという樹木の果実（図１E-2）に着目し、
これらを食することで健康にどのような影響があるかを種々検討しており、農林業の発展とヒトの健康福祉
の向上に寄与すべく研究を進めている。また、ドクターヘリが出動する、北海道の冬季屋外救命医療（自動
車衝突事故や山岳遭難など）にて起こることがある「輸液の凍結」を防ぎ、救命率を向上させるため、輸液
温度の低下因子を明らかにし、凍結防止策の構築を目指している（図１E-3）。

■産学官連携を促進するための取り組み
上述のように、本学の産学官連携研究のほとんどは研究所が担っている。産学官連携の促進とその裾野を

広げるため、本年度には、学内研究助成として「特別奨励研究費（産学官連携研究促進型）」を１件あたり
３年間総額 1,000 万円の上限で導入し、産学官連携研究の門戸を研究所だけでなく全研究者に対して拡幅
した。その結果、研究所以外からも応募があり、採択に至った優れた研究提案も見受けられた。今後もこの
助成を継続し、全学レベルで産学官連携を推し進めていきたい。
札幌商工会議所、北海道経済連合会、公益財団法人北海道科学技術総合振興センターおよび北海道ニュー
ビジネス協議会の主催事業として、道内大学生のビジネスアイデアによる北海道の活性化を目的とした「も
のづくり製品化＆起業化支援事業」がある。本学では、この事業が立ち上がった 2018 年度から機械工学科
の教授の指導の下で、学生グループが毎年エントリーしており、冒頭でも述べたように、学生の潜在力を引
き出す「教育」ツールとしても産学官連携の必要性を強く感じている。本年度は、「人類滅亡の危機を回避
するためのインフレータブル素材の検討」というテーマでエントリーした。このテーマに興味ある企業や金
融機関が名乗りを上げ、面談にて交渉がまとまれば、資金提供、企業への採用、創業融資などが受けられ
る。将来ある学生が飛躍するチャンスでもあり、今後も学生の積極的なエントリーを支援していきたい。

■今後の展望
2020 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、特にフィールドワーク系の産学官連携は、当初の計

画通りには進まなかったようである。その一方で、オンラインが大いに進展し、その有効な活用法を知るこ
とができた１年でもあった。今後の産学官連携の在り方を考える一助となったことは、大きな収穫であった
と考えてよいだろう。
産学官連携は、一朝一夕に結果が出るものではないため、施設設備や助成制度の拡充、大学の認知度向上
プロジェクト、知的財産化の推進などを地道に進めていくことになる。最近では、どこの大学においても、
研究者に産学官連携への参画を求めているようであるが、教育や校務に忙殺され、研究も覚束（おぼつか）
ない中で、余裕をもって産学官連携に打ち込める状況にはないようである。
幸いにも本学は、北海道という地域性に目を付けて需要を発掘し、その需要に対応できる研究者がいるた
め、決して満足とは言えないまでも本学なりの産学官連携ができているのではないだろうか。本学の産学官
連携にさらなる展望をもたらすには、研究推進 ･地域連携センター長である筆者自身が率先して産学官連携
研究に取り組んで成果を創出することはもちろん、本学の研究者が産学官連携に参画しやすい環境を一刻も
早く整備することが筆者に求められているのは言うまでもない。

＊＊ 1　
北海道科学大学「産学官連携のご案内」冊子
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工学系私大で産学連携が活性化

■既存義手の課題
欠損した手の外観や機能を代替する義手には大きく分けて、装飾義手、能動義手、筋電義手の３種類があ

る。装飾義手は、手に酷似した外観のシリコングローブを、可動しないウレタン骨格に被せた義手である。
失った手の外観を補完するための義手であり、物体を把持する機能を持たないが、３種類の義手の中では最
も安価に入手できる。
ユーザーの意思で指を開閉して物体を把持できるのは、能動義手と筋電義手である。能動義手は体幹に装着し
たハーネスの動きによりケーブルを牽引してフック状の手先を操作する義手であり、装飾義手の次に価格が安く

作業に適している。一方で、ハーネス着脱の手
間や装着時の拘束感、フック状の手先の外観な
どに課題がある。筋電義手は5指の外観を持
ち、筋を動かす際に生じる電気的な生体信号で
ある筋電を用いて自然に操作できる。しかし、
能動義手ほど作業性は良くなく、800g以上の
重量や150万円以上の価格が課題である。
能動義手や筋電義手は利便性が高いが、上

記に挙げた課題により選択肢から外れること
が多く、多くの欠損者は外観や価格面でメ
リットのある把持機能のない装飾義手を使用
している。また、いずれの義手も装着するた
めには欠損した腕（以下、断端）を挿入する
ソケットが必要となるが、これまでのソケッ
トはユーザーの断端を採型して手作りする一
点物であり、時間とコストがかかるため、容
易に入手できない課題もあった。

低価格で機能的な電動義手 Finch で
義手ユーザーに新たな選択肢を

義手は欠損した手の機能を代替する人工の手である。これまでにも様々な義手が開発されてきた
が、私たちが開発した電動義手 Finch は優れた機能を低価格で実現し、義手ユーザーに新たな選
択肢を提供する。本稿では、Finch 開発の背景となる既存義手の課題、Finch の特長と使用事例、
Finch の今後について紹介したい。

大阪工業大学ロボティクス
& デザイン工学部ロボット
工学科准教授

吉川　雅博
よしかわ　まさひろ

サポータソケット
3指ハンド

筋隆起センサ

 図 1 　電動義手 Finch の構成
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■ Finch の特長
このような背景のもと、私たちの研究グループとダイヤ工業株式会社は、軽量・低価格で作業性、操作性、

装着性に優れた電動義手 Finch を 2016 年にリリースした。Finch の開発においては、義手の道具として
の機能性を追求し、前述した既存義手の抱える課題の解決にチャレンジしている。
Finchの特長は、図１に示す３指ハンド、筋隆起センサ、サポータソケットである。Finchは従来の５指の
筋電義手とは異なり、対向配置された３指により様々な姿勢でも物体を安定して把持できる。指先のシリコン
キャップとばねの働きにより、ペットボトルのような太い対象から紙のような薄い対象まで、様々な形状の日
用品に指先がなじむ。図２のように卵も割らずに把持できる。

Finch の操作は、図３に示す筋隆起センサを用いた独自の操作システムにより行う。筋隆起センサは、赤
外線を用いた距離センサを応用したセンサである。残存する前腕に力を入れると筋が収縮し前腕の表面が隆
起するが、筋隆起センサはユーザーの意図による筋隆起を検出できるため、ユーザーは筋隆起の度合いに応
じて指の開閉を操作できる。筋電義手に用いられる筋電センサに対する筋隆起センサのメリットは、筋隆起
と操作する指の関係を理解しやすいこと、布を介してもユーザーの意図を検出できること、汗の影響がない
こと、価格が安いことである。
Finch は、サポータソケットと呼ばれる独自のソケットシステムを採用している。樹脂のソケットフレー
ムを５サイズから選び、これに被せて使用する布製サポータのベルトで締め付けることで、義手を装着でき
る。ソケットフレームは橈骨（とうこつ）と尺骨（しゃっこつ）を挟み込むような構造になっており、外側
のスリットで一定のサイズ調整が可能である。サポータの内張りは適度な摩擦のある特殊素材になってお
り、断端の抜け落ちを防ぐ。義肢装具士が採型して作る通常のソケットに比べると適合や懸垂力は劣るもの
の、断端には柔らかいサポータが接触するため、装着感は快適である。また、断端をソケット内に密閉せ
ず、サポータは洗濯できるので衛生的である。
Finchの製造には３Ｄプリンターをフル活用し、軽量化と低コスト化を図っている。３Ｄプリンターによ
りモジュールを一体造形し、要求機能を満たす機構部品や電子部品を厳選することで、総重量330gと軽量と
なっている。これは従来の筋電義手の３分の１である。義手のようにユーザー数の少ない福祉機器は、金型に
よる樹脂成形品では初期コストがかかり過ぎて採算が合わず製品化に至らない場合が多いが、３Ｄプリンター
であれば１台からでも製造可能である。最も安い筋電義手の10分の１の価格を目指して開発を行い、１５万

 図 2 　Finch による卵の把持
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円の販売価格を実現している。海外製の義手では海外メーカーから部品を取り寄せる必要もあり修理に時間が
かかることもあるが、Finchは部品をモジュール化することで故障時の部品交換も容易になっている。

■ Finch の使用事例
Finch はすでに装飾義手を持っているユーザーの２台目の義手として使用されている事例が多い。普段は

装飾義手を用い、両手で効率良く作業をしたい場合にさっと装着して使用する、まさに道具としての義手の
使い方である。書類の整理、カメラによる撮影、料理、機械の整備、工作など様々な用途に用いられてい
る。既存の義手を入手することが困難な方の最初の義手としても使用されている。また、価格が安いことか
ら病院での義手の見本や、義肢装具士の養成校での教育用途にも利用されている。

■ Finch の今後
Finch は当初成人用としてリリースしたが、先天性形成不全児の保護者や関係する医療機関からの問い

合わせが多かったため、小児用にさらに小型・軽量化した Finch の開発を行い、現在販売を検討している。
また、脳卒中や神経疾患で手の不自由な方に対して、Finch のハンド部分のみを手に装着して、第３の手と
しての利用も提案している。
眼鏡のように義手ユーザー自らが義手を自由に選択できる世界の実現を目指して、私たちは自由な発想で
様々なバリエーションの義手をリリースしていく予定である。

皮膚
皮膚

距離センサ

距離センサが筋の隆起を検出し、
隆起度に応じて指を開閉

 図 3 　筋隆起センサの仕組み
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本シリーズのこれまでの４回の連載で
紹介されてきたように、URA の質保証
制度導入にあたって、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」＊＊ 1

および文部科学省令和２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の認定制度の実施に向けた調査・検証」＊＊ 2 において、
本制度の基本的な枠組みを設計し、それを具体化していくために必要な認定スキームと研修プログラムに関
する検討が進められてきた。前者の認定スキームに関しては、その仕組みの概要と審査方法について前回

（第 4 回）紹介した。今回は後者の研修プログラムの概要を示す。研修プログラムの具体的内容については
今後紹介される予定である。なお、本稿では上記の事業における成果を中心に紹介するが、この質保証制度
については現在も継続的に検討が進められているところであり、最終的には内容の詳細な部分で多少異なる
ところがあり得る可能性をお断りしておく。

■研修プログラムの種類（レベル）
研修プログラムには、基礎的なレベルのものから高いレベルのものまで、順に Fundamental、Core、

Advanced の 3 種類のプログラムを設定している。各プログラムのレベルは下記の通りである。

① Fundamental：URA 業務上の課題の発見と解決を上司の指示のもとに行うことができる知識のレベル
② Core：URA 業務上の課題の発見と解決を自立的に行うことができる知識と理解力のレベル
③ Advanced：URA 業務上の課題の発見と解決を主導的に行うことができる知識と理解力のレベル

■URAの認定区分と研修プログラムの履修の関係
これまでの検討で、下記に示すように、URA に「認定 URA に申請の可能性のある URA」、「認定

URA」、「認定専門 URA」の三つの区分を設定し、それを URA 質保証制度の枠組みの中に位置付け、その
中で認定 URA、認定専門 URA を認定称号授与の対象とすることとしている。

本シリーズの第 4 回（前回）で記載されているように、今回の制度ではスキル＝業績（経験あるいは実
績）＋業務遂行能力（知識・理解力と問題解決能力）としており、認定 URA、認定専門 URA として認定
されるためには、それぞれの区分に応じて相応のスキルの水準を満たしていることが求められる。研修プロ

シリーズ URAの質保証制度

認定のための研修プログラムの概要

京都大学 学術研究支援室長
佐治　英郎
さじ　ひでお

金沢大学 先端科学・社会共創推進機構・准教授

大阪大学 名誉教授

稲垣　美幸
いながき　みゆき

池田　雅夫
いけだ　まさお

第5回
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グラムはこのスキルの中の知識・理解力を学修することを対象としているもので、URA の各認定区分に応
じたレベルのものがそれぞれ設計されている。すなわち、URA の認定区分と研修プログラムの履修の関係
は Fundamental レベル研修の修了が Core レベル研修の受講要件であり、Core レベル研修の修了が認定
URA の申請要件かつ Advanced レベル研修の受講要件、Advanced レベルの研修の修了が認定専門 URA
の申請要件となっている。したがって、Fundamental は基礎的なレベルの内容で、これから URA にな
ろうとしている人を含めて今後「認定 URA に申請の可能性のある URA」、Core レベルは「認定 URA」、
Advanced レベルは「認定専門 URA」にそれぞれ必要な知識・理解力の最低限を担保するものである（図 1）。

■研修プログラムのカリキュラムの内容
研修プログラムの編成にあたっては、本シリーズの第２回で紹介された文部科学省「リサーチ・アド

ミニスターを育成・確保するシステムの整備」事業において東京大学が作成した「スキル標準」＊＊ 4 で示
された 22 項目の URA 業務を土台にして、URA 業務の現状を踏まえて、科目構成および各科目の内容
を検討し、Fundamental および Core レベルについては、表 1 に示す 10 科目群、15 科目を設定した。
Fundamental レベルと Core レベルでは科目間でのつながりが分かるように科目群、科目名は同じである
が、二つのレベルでは内容の範囲や深さが異なる。

この 15 科目には「スキル標準」の業務内容は全て含まれており、さらに大学の役割、組織構成、大学で
の研究、わが国の科学技術施策、URA の位置付けなどの URA 業務を行う上で基盤となる項目の設置、研
究力の分析・評価、国際化等の項目の充実などが行われている。

これらの各科目の位置付け、各科目と学修対象となる URA 業務の関係を図 2 に示す。図 2 の中の研修
プログラムの左側の部分にある科目は URA 業務の種類に拘わらず、URA として必要な基盤的内容や URA
業務として共通的に行われている業務に関する内容を身に付けるための科目であり、右側の部分にある科目
は URA 業務としてそれぞれ専門性のある業務に必要な内容を取り扱う科目である。また、縦軸はレベルを
示しており、下から上に向かってレベルが高くなっている。学修する科目の適切な順序が矢印で示されてい

Fundamentalレベルの研修

Coreレベルの研修

Advancedレベルの研修

能力

経
験

（
業

績
）

高

高

スキル 高

研修

実務

研修

研修

実務

論点整理**3で指摘されているレベル

基準適合性

卓越性

業務未経験

は、一つの業務（科目）区分を示す。

認定URA

認定専門URA
（〇〇）

業務経験

業務実績

審査

審査

（〇〇） （△△） （□□） （◎◎）（▽▽）

図１　研修プログラムのレベル
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る。すなわち、左下の Fundamental レベルの「1. 大学等の研究機関」、「2. 日本の URA」を最初に学修し、
順次上の方向へ進み、その後右側の関連専門業務に関する科目を学修すること、そして、Fundamental レ
ベルを修了後、Core レベルへ進み、Core レベルについても Fundamental レベルと同様の順序で各科目

業務遂行能力
知識・理解力

1. 研究戦略推進支援業務
2. プレアワード業務
3. ポストアワード業務

4. 関連専門業務問題
解決能力

U RAスキル標準

3

1

2

業
績

Fu
n
d
a
m
e
n
t
a
l

C
o
re

認定URA

A. 研究機関とU RA

1. 大学等の研究機関 2. 日本のU RA

B. 研究力分析とその活用

3. 科学技術政策概論
4. 研究力分析とその活用

E. 研究プロジェクト

8. 研究プロジェクトのマネジ
メント手法

D . 外部資金

6. 外部資金概論
7. 申請書・報告書の作成支援

C. 研究開発評価

5. 研究開発評価

H . 研究コンプライアン
スとリスク管理

12. 研究コンプライアンス
及びリスク管理①

13.研究コンプライアンス
及びリスク管理②

G . 知的財産

11. 知的財産

F. セクター間連携

9. 産学官連携
10. 地域連携

J. 国際化推進

15. 国際化推進

I. 研究広報

14. 広報

A. 研究機関とU RA

1. 大学等の研究機関 2. 日本のU RA

B. 研究力分析とその活用

3. 科学技術政策概論
4. 研究力分析とその活用

E. 研究プロジェクト

8. 研究プロジェクトのマネジ
メント手法

D . 外部資金

6. 外部資金概論
7. 申請書・報告書の作成支援

C. 研究開発評価

5. 研究開発評価

H . 研究コンプライアン
スとリスク管理

12. 研究コンプライアンス
及びリスク管理①

13.研究コンプライアンス
及びリスク管理②

G . 知的財産

11. 知的財産

F. セクター間連携

9. 産学官連携
10. 地域連携

J. 国際化推進

15. 国際化推進

I. 研究広報

14. 広報

図２　研修プログラムの各科目の位置づけおよび各科目と学修対象となる URA 業務の関係

記号 科目群 番号 科目名

A 研究機関と URA
1 大学等の研究機関
2 日本の URA

B 研究力分析とその活用
3 科学技術政策概論
4 研究力分析とその活用

C 研究開発評価 5 研究開発評価 

D 外部資金
6 外部資金概論
7 申請書・報告書の作成支援  

E 研究プロジェクト 8 研究プロジェクトのマネジメント手法

F セクター間連携
9 産学官連携
10 地域連携

G 知的財産 11 知的財産

H 研究コンプライアンスとリスク管理
12 研究コンプライアンス及びリスク管理①
13 研究コンプライアンス及びリスク管理②

I 研究広報 14 広報
J 国際化推進 15 国際化推進

表 1　Fundamental および Core レベルの科目一覧
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を学修していくことを基本とする。各科目の位置付けを理解して学修を進めていくことが効果的な業務遂行
能力の修得につながる。各科目の具体的な内容は、紹介を予定している。なお、科目の内容とともに、研修
プログラム自体も今後定期的に検証を行い、必要があれば改訂していく予定である。

Advanced レベルについては、URA や雇用者からのニーズ、当該専門業務区分の研修の対象となり得る
教材シーズの有無（スキルの一般化や標準化という観点でのシーズの有無）、さらに当該専門業務区分の審
査が可能な審査員数の確保という実効性の観点を踏まえて、研修が実施可能な区分から具体的に検討を開始
し、現時点で、「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」の五つの専門業務区分を設定し、各専門業務区分の具体的な内容、科目構成について検討
しているところである（本シリーズの第 3 回を参照）。Advanced レベルの専門業務区分は上記の三つの観
点を踏まえ、必要に応じて今後段階的に拡大していく方針である。

■研修プログラムの実施方法、修了要件
Fundamental および Core レベルは全科目をオンライン（非同期・同期）で実施する予定である。また、

1 科目の時間は 60 分を基本とするが、90 分の科目もある予定である。
また、科目ごとに受講修了後、確認テストを行い、8 割以上の正解で当該科目を合格とする。各レベルの

修了要件は、Fundamental レベルでは全科目（15 科目）での合格、また、Core レベルでは、必ず合格し
なければならない必須科目を設定し、合格必須の科目を含めて、全科目の 8 割以上（12 科目）の合格を修
了要件とする。確認テスト、修了要件の詳細については現在検討しているところである。

Advanced レベルの実施方法、修了要件については今後詳細を検討していく予定である。

■今後の検討課題
URA の研修については、現在、日本の URA に関係する幾つかの団体において、それぞれ独自の研修プ

ログラムが実施されている。また、URA が所属する大学や研究機関でも、それぞれ独自の研修プログラム
が実施されており、URA の育成、質の向上に尽力され、それぞれ成果が挙げられている。これらの団体・
大学・研究機関等で実施されている既存の研修が今回設計した研修と内容的に同等のレベルにあると評価で
きるものもあることから、これらの各団体などが実施している既存の研修の修了結果を本研修プログラムの
修了結果とみなすことが可能と思われる。そこで、今後、各団体などが実施している既存の研修との読み替
えについて検討することが一つの課題である。その他、教材の改善、確認テスト問題の精査、再試験、受講
期間などの研修実施に向けた具体的な対応についても検討していく必要がある。

さらに、Advanced レベルについては既存の研修科目の読み替え以外に、教材の作成、研修の実施方法、
修了要件などに関する事項を研修実施前までに決定していく必要があり、これも当面の課題である。

＊＊ 1
金沢大学「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」報告書

＊＊ 2
金沢大学「リサーチ・アドミニストレーターの認定制度の実施に向けた調査・検証」ホームページ

＊＊ 3
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「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」

＊＊ 4
東京大学「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」（スキル標準の作成）報告書
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海外　Overseas

近年、中国のイノベーション能力が顕著に向上している。
2018 年に中国の国際的科学技術論文の総数と引用回数は米国に次ぎ世界２位となり、年間特許出願件数

と登録件数は世界１位となった。
研究成果の市場化を手掛けるスタートアップも相次いで設立され、次世代のリーダー企業とみなすユニ

コーンの数も米国に次ぎ２位となり（図 1）、北京、上海、深センなどの都市エコシステムや「BAT」（Baidu、
Alibaba、Tencent）などの企業エコシステムは多くの研究対象となっている。

本稿では、中国の大学を代表する清華大学およびその傘下でスタートアップ支援事業などを手掛けるTus
ホールディングスが、中国のイノベーション政策の変遷に伴い、どのようにしてスタートアップエコシステ
ムを形成してきたのかを見ていく。

■中国のスタートアップの現状
CB Insights によると、2021 年 2 月 16 日時点で世界の 532 社のユニコーン企業のうち、米国が 256

社、中国が 121 社を抱えており＊＊ 1、その中でも、世界中のショートビデオアプリ TikTok を運営する
ByteDance と ラ イ ド シ ェ ア の
Didi は最も企業価値が高い企業と
評価されている。

実際にグローバルランキングに
載っていないスタートアップも多
く、中国のスタートアップデータ
ベースの IT 桔子によると、275
社のユニコーンがあると言われて
いる。その内、105 社が北京、53
社が上海、45 社が広東省、28 社
が浙江省にあり、上位 4 地域は中
国ユニコーンのうち 8 割以上を生
み出している＊＊ 2。また、この４
地域のエコシステムはグローバル
においても高く評価されている。
Startup Genome が毎年発表する

デロイト トーマツ グループ

曾　婷
ぜん　てぃん

中国の成長と共に歩んできた清華大学の
スタートアップエコシステム

図 1 各国におけるユニコーン企業数
出所：CB Insights のユニコーンリストを基にデロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社作成
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都市エコシステムランキング Top 30 Global Startup Ecosystems 2020 において、中国は北京（４位）、
上海（８位）、深セン（22 位、広東省）に加え、杭州（28 位、浙江省）、香港（29 位）も新たにランクイ
ンしており、日本は東京が初めて Top30 に入った（15 位）＊＊ 3。

北京のユニコーン輩出には、清華大学、北京大学をはじめとする著名な大学において、優秀な人材や研究
開発機関が集積していることが背景にある。IT 桔子が 2015 ～ 2017 年に設立したスタートアップにおけ
る創業者・経営陣の所属する大学について分析したところ、最も起業家を輩出する大学は清華大学と北京大
学であり、それぞれ 196 人、183 人を輩出した。特に清華大学は Pony.ai、Momenta などの自動運転ユ
ニコーン、MEGVII、Horizon Robotics の AI ユニコーン、そして最近上場した EV 新興企業の Xpeng、
月間アクティブユーザー数3億人を抱え、TikTokに次ぐショートビデオアプリを展開するKuaishouなど、
清華大学の学生・卒業生により設立される有力スタートアップはすさまじい勢いで増加している。これまで
多くの研究開発成果を挙げている清華大学は、それらの市場化を担うスタートアップの輩出にも成功してい
るといえる。

■中国のイノベーション・スタートアップ政策に伴った清華大学エコシステムの変遷
中国は 1978 年に改革開放政策が始まってから、民間企業の設立が認められた。この 40 年余りの間に多

くのイノベーション企業、特に最近注目されるハイテクスタートアップが続々と誕生し、中国も創新型国家
として認められつつある。清華大学においては国の発展に伴い、1980 年に初めての大学発企業を設立し、
40 年後の 2018 年には、大学発企業である清華ホールディングスは中国企業連合会、中国企業家協会が発
表した「中国企業トップ 500」において 137 位、研究開発費の売上高比が 3 位となり、中国における最も
イノベーティブな企業の一つとなった。また、その傘下の Tus ホールディングスは中国各地において多く
のスタートアップ支援拠点を設立して地域のエコシステム構築に貢献している。

本章では、国の政策の歴史を見ながら、清華大学スタートアップエコシステムの変遷について見ていく
（表 1）。

 
フェーズ①　研究開発の市場化に向けた改革

中国は 1978 年に改革開放政策が始まり、鄧小平は演説の中で「科学技術は第一の生産力」と表明し、科
学技術と経済発展と融和する時代が始まり、1985 年、「科学技術体制改革に関する決定」が発表され、「経
済の発展は科学技術に頼らねばならず、科学技術は経済に向き合わなければならない」との方針が打ち出さ
れた。1995 年には「技術の進歩加速に関する決定」にて「科学・教育興国」戦略が打ち出された。

この動きに対し、大学は研究開発のみならず、その成果の応用と市場化も探り始めた。清華大学では
1980 年に中国初の大学発ベンチャー「清華技術服務公司」が設立された後、続々とスタートアップが誕生
した。1988 年設立の「清華大学科技開発総公司」は半導体大手「紫光」の前身であり、1994 年に設立し
たサイエンスパーク（科技園）を管理する組織は現在の「Tus ホールディングス」の前身である。

同時期には、清華大学卒業生の張朝陽氏が 1995 年に米国マサチューセッツ工科大学（MIT）博士課程を
修了して帰国し、大手ウェブポータルサイトの Sohu を設立し、2000 年に NASDAQ への上場を実現した。

フェーズ②　自主イノベーション力の向上
2006 年に中国は「国家中長期科学技術発展規画綱要（2006 ～ 2020）」を発表し、自主創新能力向上、

イノベーション型国家建設の目標を掲げ、具体的に 15 年間をかけて 2020 年に創新型（イノベーション）
国家に仲間入りする目標を発表した。

大学と運営する企業間の独立性や経営リスクなど、様々な課題が浮上し、「清華大学企業集団」が 2003
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年に「清華ホールディングス」に名称変更し、前述した「紫光」、サイエンスパーク管理会社を含む全ての
清華大学関連企業を持ち株企業として傘下に収め、「持ち株制」により企業運営から企業保有の方向に転換
した。

卒業生である王興氏は 2003 年に中国の Facebook といわれる「Xiaonei（校内）」を設立し、大学生の
間で最も人気のある SNS となった。

フェーズ③　イノベーションによる経済発展駆動
2012 年に中国は「イノベーション駆動経済発展戦略」を発表し、科学技術イノベーションにより社会と

総合国力を向上させる方針を示し、2016 年に同戦略を基に 2050 年までの目標、方向性、重点任務を明ら
かにした。2018 年以降には 5G、AI、IIOT（インダストリアルインターネット）、新エネ車充電インフラ
等の新型インフラ建設を促進するための政策を相次いで打ち出した。

起業関連の政策として、教育部が 2010 年に「高等学校における創業創新教育及び大学生自主創業の促
進に関する意見」を発表し、起業家教育プログラム、学生起業活動の支援などを促進することを示した。
2014 年 9 月、李克強首相がダボス会議で「大衆創業、万衆創新（大衆による創業、万人によるイノベーショ
ン）」を提唱した。その一連の政策を受け、中国のユニコーン企業が 2016 年に 37 社から現在の 121 社に
急増した。

清華大学も教育部の政策に従い、学生起業家教育および起業活動支援の専門組織「清華 x-lab」、スター
トアップ投資機関として「Tus Star」を設立した。

学生や卒業生により設立したスタートアップは冒頭にて説明したように非常に増えており、前述の
「Xiaonei（校内）」の創業者であった王興氏も 2010 年に再度起業し、デリバリー最大手の Meituan を設
立した。

出所：各種公開情報を基にデロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社作成
※ FoF（=Fund of Fund）、ファンドオブファンズとは、複数の投資信託を投資対象とする投資信託のこと

1978年～ 2000年～ 2010年～

イノベーション
政策

n イノベーションの市場化改革
• 「科学技術是生産力」（1978）
• 「科教興国戦略」（1995）

n 自主イノベーション力の向上
• 「国家中長期科学技術発展規画綱要

（2006～2020）」

n イノベーションによる経済発展を駆動
• 「イノベーション駆動発展戦略」（2012）
• 「大衆創業、万衆創新」政策（2014）
• AI、5G、IIOT等の新基建政策（2015～）

清華大学における
スタートアップ
エコシステム

清華大学 紫光(1988),同方(1996), Sohu(1998) Xiaonei(2003), Douban(2006), Talk China(2007) Meituan(2010), Kuaishou(2015),  
Pony.ai, Momenta等の自動運転・AI企業数十社

中国 Huawei(1987), Alibaba(1999), Tencent(1998) Baidu(2000), Youku (2005) Xiaomi(2010) , Didi (2014), Bytedance(2014), 
DJI(2015)

米国 Yahoo(1994) , Amazon(1994), Google(1998) 2001年インターネットバブル崩壊。Tesla(2003), 
Facebook (2004), Twitter (2006), Uber(2009)

Zoom (2011), Robinhood(2013), 
自動運転、AI、FinTech等のユニコーン企業

日本 Rakuten(1997), Cyber Agent(1998), DeNA(1999) Gree(2004), ユーグレナ(2005),
ペプチドリーム(2006) LINE(2011), Mercari(2013), PFN(2014)

日本における起業
関連の主な出来事

• 1999年、マザーズ創設
• 2001年、「大学発ベンチャー1,000社計画」
• ゲノム、バイオ、大学発スタートアップブーム

• 2014年、日本再生戦略にベンチャー創造協議
会設立等、多くのベンチャー支援策を打出した

1980年、清華大学初のスタートアップ
「清華大学技術服務公司」が設立

1988年、「清華大学科
技開発総公司」設立

1995年、「清華大学企業集団」が設
立、学内の数十社企業を統合管理

2003年、「清華大学企業集団」が
「清華ホールディングス」に名変更

1994年、清華サイエンスパーク及びそ
の管理組織「清華科技園中心」を設立

2000年7月、会社「清華科技园
建設」として設立

1993年、「紫光
股份」に名変更

2004年に「Tusホール
ディングス」に名変更

2012年、傘下にアセットマネジメント
企業「清控資産管理」を設立し、VCや
ファンドへ出資するFoF*を管理

2013年、「清華 x-lab」が設立、起業
家教育、学内起業支援を実施

1996年、「同
方股份」が設立

2000年、傘下の
「誠志股份」上場

2014年、アクセラレータTus Star設立

1

2-1 2

2-2

表 1　中国全体および清華大学スタートアップエコシステムの変遷
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■現在の清華大学におけるスタートアップ支援機関
清華大学における起業支援活動は非常に盛んであり、起業家マインド醸成、アイデア形成からレイト期の

販路拡大、海外展開まで、全スタートアップステージをカバーする様々な支援を提供している（図 2）。
本章では学内組織による支援を分析していく。

①起業家マインド醸成・アイデア形成：「Dream Course」を代表とした起業家教育プログラム
起業家教育プログラムの代表として「Dream Course」があり、起業基礎知識に関する講義に加え、実

践型起業プロジェクトも設けられており、Meituan のような卒業生により設立されたスタートアップと連
携したプログラムも多い。起業家アイデアピッチの場として「校長杯」、「校友三創（創業、創意、創新）」
などのビジネスコンテストがあり、優勝チームに起業のスタート資金を提供し、非参加者の学生も含めて、
起業に対する認知・興味関心を高めている。

②アーリー期スタートアップ：x-lab、Tus Star
初期スタートアップに対し、大学内部において x-lab はエンジェル投資家、企業経営者によるメンタリン

グのほかに、大学に隣接する清華大学サイエンスパーク内のインキュベーション施設にてスペースも提供し
ている。Tus Star は清華大学の関係者に関わらず、一般投資家として様々なスタートアップに出資し、イ
ンキュベーション施設のスペースも提供している。

③ミドル・レイト期スタートアップ：Diamond Plan、Tus ホールディングス海外拠点
スタートアップの製品・サービスが確立された後、最も重要な課題が顧客開拓になる。これに対し、Tus

ホールディングスは Diamond Plan を運営し、厳選したスタートアップに資金、技術、人材、協業パート
ナーなどのリソースを、清華大学関係者に限定せず、全てのスタートアップに提供している。

図 2　清華大学における主要な起業支援組織およびプログラム
出所：Tus ホールディングス紹介資料、各種公開情報を基にデロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社作成
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アクセラレータプログラム
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地域・海外進出支援
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支援コース

資金・
その他

• 157起業プロジェクトの
50％が企業を設立し、資
金調達額合計1,800万元

• 1,212起業プロジェクトの
うち，494が企業設立し、
資金調達額合計27億元

• 5,000社育成、35社上場
• 上記以外、年間2,000回

以上のイベントを開催

• 69社選定、うち21社上場

• 資金、技術、人材、大企
業との繋がり等を提供

• 海外展開を支援し、海外
企業、投資家との
マッチング機会を提供

場所
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また、Tus ホールディングスは国内外に多くの拠点を設立し、エコシステム構築のノウハウに加え、清
華大学の学生や研究開発成果を各拠点へ誘致し、現地のエコシステム構築に寄与している。各拠点にて構築
した現地の政府・大企業との関係を活用し、スタートアップの地方や海外への展開を支援している。

■まとめ
中国の目まぐるしい変化と成長に伴い、清華大学は最初の企業設立から、統廃合による経営管理の効率

化、サイエンスパークでの試み、持ち株制による大学との独立性維持など、様々な試行錯誤を繰り返しなが
ら、現在は Tus ホールディングスによるリードのもと、大学発スタートアップを強力に支援するエコシス
テムを構築してきた。さらには、その成功モデルを横展開するために国内外に多くの拠点を設立し、一大学
にとどまらず、地域、国のエコシステム構築に貢献している。

＊＊ 1　
The Complete List Of Unicorn Companies（CB Insight、2021 年 2 月 16 日）

＊＊ 2　
全球新経済行業最新估値超過 10 億美元的独角獣公司榜単 (IT 桔子、2021 年 2 月 26 日 )

＊＊ 3　
Global Startup Ecosystem Report 2020（Startup Genome、2020 年）
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見守る気持ち

2021（令和３）年１月 25 日未明、九州大学発宇宙
スタートアップ・株式会社QPS研究所の小型レーダー
衛星２号機「イザナミ」が、スペースX社のファルコ
ン９で打ち上げられ、無事宇宙へと放出された。
福岡県は、2020（令和２）年度から宇宙ビジネス振

興の取り組みをスタートしており、これをきっかけに新
ビジネスへ挑戦する地域の機運を盛り上げたいと、オン
ラインでパブリックビューイングを開催させていただい
た。（詳しくは、「福岡県宇宙ビジネス研究会」のHPを
参照されたし。）
進行（MC）を務めた地元ラジオパソナリティーの軽

妙なトークのおかげもあり、非常に分かりやすくかつ面
白いコンテンツに仕上がり、全国ニュースでも取り上げ
ていただけた。MCは、出演者の一人である八坂哲雄九
州大学名誉教授（QPS 研究所の創業者でもある）に対
して、「少年のような眼をしている」と何度か述べていた。

産学の開発成果だけではなく、携わった研究者の魅
力について紹介することの大切さも改めて感じたところ
である。
このパブリックビューイングは、直前の打ち上げ延

期通告（いわゆる宇宙あるある）に何度も悩まされた。
スタッフの若手職員も配信などに携わったイベント会社
も、ロケットが打ち上がった時は歓喜というより、安堵
の表情だった。ただ私は、こんな苦労はなかなか味わえ
るものではないとポジティブに考えている。
「どうせお前は大した仕事をしていなかったのだろ
う？」との声が聞こえてきそうだが、こう言い訳？しよ
うと思う。「やっている、姿を感謝で見守って、信頼せ
ねば、人は実らず」（山本五十六の名言）。

福岡県庁 商工部新産業振興課 企画主幹　小野 昌志

時を巻いて戻すすべはない

科学技術基本法が科学技術・イノベーション基本法
に改正され、それに伴い第５期科学技術基本計画も第６
期科学技術・イノベーション基本計画へと引き継がれ
2021 年度がスタートした。
５年間で政府の研究開発投資は総額約 30兆円、実質

的なイノベーションを起こすためのその原資を基に、官
民合わせた研究開発投資を総額 120 兆円規模に高める
設定だ。さらに10兆円大学ファンドにも注目が集まる。
そして、デジタル変革（DX）などによる社会変革、研
究力強化、人材育成の３本柱は、イノベーション創出へ
の意気込みとして熱気を帯びる。

本誌もこれらの方向性に沿った編成方針を計画する
のだが、気になるのは新型コロナウイルス感染症と東京
五輪だ。感染者が一定以上下げ止まり、終息の兆しが見
えないと五輪開催も危うくなる。金余りの蛇口を全開に
したような株高は、コロナバブルの様相を呈し、実体経
済との乖離（かいり）も見られ気掛かりだ。現時点では、
この１年を見通せない危うさが残る。
しかし時を巻いて戻す術はない。イノベーションを

起こす手立ての参考になるよう、新たな気持ちで有益な
情報をお届けできるよう気を一新するしかない。

本誌編集長　山口 泰博

視点：Point of view

編 集後記：Editor's note
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