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スタンフォード大学の優れた点はリーダーシップ、科学を信じ創出する力。今、必要な科学技術をしなや
かに確実に社会実証できるスピード力だ。2020 年、世界中がCOVID-19 禍に翻弄された。2021 年 1月
30日、世界の感染者は 1億 300 万人、死者は 223万人を超えた。米国はCOVID感染者 2,610 万人、死
者44万人の世界最悪COVID-19受難国だ。中でもカリフォルニア（CA）州は感染者、死者、50州中最多だ。
だが、スタンフォード大学は最悪のCA州の中央に位置しながら医療崩壊も社会混乱も起きていない。
2020年3月16日、スタンフォードのリーダー達は大学封鎖した。オンラインでShelter in Place （SIP） 
を一斉通達した。それはCA州知事の通達の３日前であり、ニューヨーク州知事の６日前だ。それ以降ス
タンフォードは今日まで SIP 継続中だ。教育はオンライン。研究もオンライン主体のハイブリッド。臨床
も 90％がリモートだ。１月末でのCOVID-19 の入院患者は延べ 1,446 人、死者 76 人だが入院の中央値
は４日、平均値は６日と非常に短い。
スタンフォードは昨年６月の段階でSIPが本年９月まで継続すると予測し大学運営計画を再編し我々に共
有した。各学部で教育プログラムが再編され、研究はCOVID-19関連が通常研究に追加された。臨床研究
も外部から産官学共同研究が追加された。Facebook、Google、Apple の支援やインフラを活用しフィー
ルド調査、製薬企業とワクチン臨床試験、NIH、FDA、CDCと連携を強化した。UCSF、Johns Hopkins、
Harvard などと毎週のWebinar が日常となった。特筆すべきは情報更新の頻度と透明性だ。大学、学部、
病院のリーダーから毎日定時に更新される。速さだけに重きを置かず精度も非常に高い。科学のみに拘泥せ
ず世論も傾聴する。そのバランス感覚と透明性、信頼感がスタンフォードの真髄と再認識した。
CES 2021 もオンライン開催だった。ラスベガスで毎年開催される世界最大の情報震源地だ。SIP 関連以
外ではデジタルヘルス、デジタル機器、オンライン不動産事業など Electronic Commerce（EC）関連が
話題だった。中心は欧米企業と中国企業だ。ECの実績は米中が牽引して来たが、2020 年は特に中国が驚
異的に飛躍した。スタートアップも企業もパンデミックに柔軟にデジタルトランスホーム（DX）し、人も
考え方もトランスフォーム（HX）した。Zoom、Slack はもとより Spotify に刮目した。しかし、日本の
プレゼンスは例年以上に希薄化し ECも伸びていなかった。
米中に比し日本が今停滞する原因は少子高齢化が根底にある。DXの主体であるGenZ やミレニアル世
代の少なさとDX無縁の高齢者世代の多さだ。米中はDXに迅速に対応したが、わが母国はリーダーシッ
プ、教育、研究、臨床、社会実証に至るまで精度に重きを置き過ぎる余りスピード力を軽視している。コロ
ナ・パンデミックは終息に向かい漸減するが影響は 2022 年以降も継続する。まだまだウィズコロナだ。コ
ロナで多くが変化・変革した世界で日本のV字復活の鍵は日本の科学・技術を再編成し少子高齢化研究と
アマルガムを作り出すリーダーシップとスピード力だ。

コロナ・パンデミック下で再認識した　　　　　　　
スタンフォード大学のリーダーシップ＆スピード力と
日本の課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スタンフォード大学 医学部麻酔科 創薬医療機器開発研究所 所長

西村　俊彦
にしむら　としひこ
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■概要
弊社は、2003 年 10 月から 2006 年 9 月まで、私がリーダーを務めた国立研究開発法人科学技

術振興機構（JST）のプレベンチャー事業「シュガーチップの実用化」の成果を元として、わ
れわれの技術を世の中に役立たせるために 2006 年 9 月に起業した鹿児島大学認定ベンチャーで
あり、JST 発では 51 番目と聞いている。

われわれの細胞の表面には、糖鎖と呼ばれる多様性に富んだナノメータ－サイズの鎖状の糖
が存在する。糖鎖は特定のタンパク質と、または糖鎖同士とが互いに作用し、細胞へ情報を伝
達することで、免疫などの生体反応に関与している。また細胞の癌化やウイルス感染などにも
関係することが分かってきたことから、ライフサイエンス分野における糖鎖科学が注目されて
いる。しかし、分子レベルの研究には必須である、構造が明確である糖鎖の確保には多大な労
力と費用が必要となり、研究を進めることができないことが多々ある。われわれは、この問題
を解決して糖鎖科学研究を飛躍的に進めるために、構造明確な糖鎖をナノメータースケールで
金属（金）チップに固定化したバイオデバイス「シュガーチップ」と「糖鎖固定化金ナノ粒子」
の二つのツールを開発した。さらに、これらのツールを応用すれば、ウイルス粒子を捕捉・濃縮・
精製することができることが分かり、PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）と組み合わせることによっ
てインフルエンザやノロ、ヘルペス、豚流行性下痢などヒトや家畜のウイルス性疾患の高精度
かつ迅速検査診断法の開発に成功した。2020 年にパンデミックとなった新型コロナウイルス

（SARS-CoV-2）に対しても、この技術を応用した体外診断薬キットを開発し、2020 年 6 月には、
SUDx SARS-CoV-2 detection kit として保険適用、10 月には新型コロナウイルスとインフルエ
ンザを、同時に非侵襲性の唾液を検体として用いても検査可能なSGNP nCoV/Flu PCR検出キッ
トの薬機承認を得て、2020 年 12 月から販売を開始している。

■インフルエンザについて
マスク、手洗い、人混み（三密）を避ける、ワクチン接種、免疫力アップなど、新型コロナ

対策とほぼ同様のインフルエンザ防止対策を、われわれは幼児の頃から教育されてきたはずで
ある。それにもかかわらずどうして毎年インフルエンザが流行するのだろうと考えたのが、わ
れわれの技術を検査診断キットへ展開しようと思ったきっかけである。

インフルエンザの検査診断は、イムノクロマトによる抗原タンパク質の検査によるのが、日
本では一般的である。しかし、その感度は十分でなく、発症後 24 時間経たないと、陽性と判定
できない場合が多い。またその検体はウイルスの抗原が多いが、侵襲性の鼻腔拭い液が主とし
て使われている。インフルエンザの検査で痛い思いをしたのに陰性と診断され、その後に悪化
した経験を持つ人は少なくないし、それがトラウマになってしまって、検査を受けず、そのため、

株式会社スディックスバイオテック  
代表取締役 兼 鹿児島大学大学院  
理工学研究科 教授

隅田　泰生
すだ　やすお



クローズアップ ｜ Close up

52021.5

抗インフルエンザ薬が投与されず重症化してしまうことさえある。
この問題を解決するために「痛くない・超高感度」の検査を開発した。弊社のホームページに動画を

掲載（唾液を用いた痛くないインフルエンザの PCR 検査｜株式会社スディックスバイオテック）してい
るので、それを見ていただくのが最も分かりやすいと思うが、簡単に説明する。

細胞表層は糖鎖に覆われているので、ウイルスから細胞を見ると細胞表層のタンパク質は見えない。
そこで、ウイルスは最初に糖鎖に吸着する。その後、真のレセプター（インフルエンザの場合はシアル
酸含有糖鎖とされている）として、細胞内に侵入し感染する。われわれは図１に示すように、まずウイ
ルスが吸着する糖鎖をシュガーチップで同定し、その糖鎖をウイルスよりも小さな金ナノ粒子に固定化
して、SGNP（糖鎖固定化金ナノ粒子）を調製した。SGNP をウイルス溶液に加えると、SGNP はウイル
スに吸着して捕捉する。捕捉されたウイルスは重くなるため、低速遠心機でもウイルス粒子を含む沈殿
画分が得られる。その沈殿画分に少量の界面活性剤液を入れる、または水を入れて加熱することによっ
てウイルス粒子を破壊して中の RNA（リボ核酸）を溶出させる。ウイルス粒子を集めるときに粗精製も
行っているので、溶出された RNA は十分な純度が有り、そのまま RT-PCR（逆転写ポリメラーゼ連鎖反応）
に供してウイルス RNA を検出する。ナノ粒子に磁性を持たせれば磁性分離ができるが、その場合はガ
イドとなる磁性マイクロ粒子を加える方法を考案し、検体を得てから３分ほどで、RT-PCR に使用でき
る RNA 溶液を作製できるようになった。

表１は、われわれの検査法の最初の臨床研究の結果の一部である。鹿児島市内の小規模医院または大
学病院でインフルエンザ様症状のある患者さんの鼻腔拭い液と迅速診断キット（イムノクロマト法）を
用いた時の結果と、同患者から唾液を約 0.5 ｍ L 採取して、SGNP 法で RNA を抽出し、RT-PCR 法で測
定（以下、SGNP/PCR 法）した結果の比較である。陽性率（感度）は圧倒的に SGNP/PCR 法が優れて
いることが示された。迅速診断キットで陰性と判断されたインフルエンザ様症状のある患者さんの 50％
以上が、インフルエンザ陽性だったことは驚きだった。さらに、5 年間ほど臨床研究を継続し、2017 年

 図 1 糖鎖固定化ナノ粒子を用いるウイルスの高感度検出法：ウイルス粒子を捕捉・濃縮・精製する
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には厚生労働省の先
進医療会議で、「糖鎖
ナノテクノロジーを
用いた高感度ウイル
ス検査法による感染
症診療および院内感
染対策支援」として
先進医療Ａとして認
めていただいた。

この先進医療Ａの
研究では、今まで明
ら か と な っ て い な
かった SGNP/PCR 法

が、迅速診断キットに比べて特に優れた性能を示す発症後の時間帯を調べることを主目的とした。2018
～ 19 シーズンに I 病院で行った検査では、インフルエンザ様症状を発症後 24 時間以内で、迅速診断キッ
ト陰性患者 46 人のうち 17 人の唾液にインフルエンザウイルス A 型（9 人）、B 型（7 人）、A+B 型（重
複感染 1 人）が認められた。また、M 医院では、194 人のインフルエンザ様症状を呈した患者 194 人中、
64 人（A 型 53 人、B 型 9 人、重複感染 2 人）の唾液からインフルエンザウイルスが検出された。この
ように、発症後 24 時間以内でも、インフルエンザ罹患者を的確に捉える検査であることが示された。さ
らに、30 人の患者唾液の希釈液を、MDCK 細胞を用いたウイルス分離培養実験に供したところ、精度（陽
性合致率、13 ／ 13）および特異度（陰性合致率、17 ／ 17）とも完全に一致し、SGNP/PCR 法は、感染
性のあるウイルスを測定できる方法であることが示された。

これらの結果から、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）との協議を経て、臨床性能試験
を行った。患者さんの唾液を検体とした SGNP ／ PCR 法との対照試験としては、今まで認可されたイン
フルエンザの体外診断薬では、唾液を検体として用いた例はなかったため、同患者の鼻汁の MDCK 細胞
を用いたウイルス分離培養とした。ウイルス量は鼻汁の方が多いことが多くの論文や報告で明らかとなっ
ていたので、この比較試験で 90％以上の合致率が得られるか不安であったが、2019 年 12 月から鹿児島
市内の四つの医院・病院にお願いして、臨床性能試験を開始した。2020 年 3 月からは新型コロナの影響
で、ほとんど検体が集まらなくなり、PMDA の了承の下、問診票などデータが全てそろっていた 463 人
の患者検体のデータを比較した。その結果、幸いにも精度 93％、特異度 95％、全体 95％の合致率となり、
臨床性能試験は成功裏に終了した。

■新型コロナ
2020 年 2 月、先進医療 A の共同研究者である田島医師が勤務する浜松医療センターへ、新型コロナに

罹患した患者さんが入院された。ヒトのコロナウイルスは経験がなかったが、豚のコロナウイルス（豚
流行性下痢ウイルス）はインフルエンザウイルスと同じ SGNP で濃縮できることが分かっていたため、
田島医師と相談し、SARS-CoV-2 の臨床研究を開始した。田島医師が唾液と喉咽頭または鼻咽頭拭い液
の 2 種類の検体を採取し、喉咽頭または鼻咽頭拭い液は浜松環境保健センターで国立感染症研究所（国
立感染研）のプロトコールに従って RNA をキアゲン法で抽出し、PCR 検査を行った。一方、唾液はイ
ンフルエンザ用のキットでウイルスを濃縮してから RNA を抽出して鹿児島に送付していただき、われわ
れが米国 CDC（アメリカ疾病予防管理センター）および国立感染研推奨のプライマー・プローブを部分

 表 1 　2011-12 シーズンに行った臨床研究の結果：インフルエンザ様症状の患者の鼻腔拭い液を用いた
迅速診断キットでの検査結果と唾液を用いた SGNP/PCR 法で行った検査結果の比較

患者
迅速診断キット
（鼻腔拭い液）

SGNP/PCR法（唾液）

A B －

大人
(N = 74)

A+ 25 25 0 0
B+ 3 1 2 0
－ 46 24 0 22

子供
（15才以下）

(N = 109)

A+ 56 54 0 2
B+ ７ 1 4 2
－ 46 23 3 20



クローズアップ ｜ Close up

72021.5　

的に改良したものを用いて PCR 検査を行った。結果、この患者さんは入院後 35 日目まで唾液に SARS-
CoV-2 が存在し、唾液が陰性になった後、鼻咽頭拭い液が陰性になって 42 日目に退院された。この研究
から、朝起き抜けの唾液を検体として使用すれば、鼻咽頭拭い液と同様な結果をえる検査が可能である
ことが示唆された。

引き続き、浜松医療センターで検査を行った新型コロナ罹患疑い患者の唾液と鼻咽頭拭い液を用いて、
臨床研究を継続した。そして、浜松医療センターでの鼻咽頭拭い液を用いて行った検査結果を対照試験
として、SGNP/PCR 法を評価した。その結果、鼻咽頭拭い液を用いた場合は、精度（10 ／ 10）、特異度（15
／ 15）となって 100％合致、唾液の場合の精度（9 ／ 10）は 90％合致、特異度（15 ／ 15）は 100％合
致となった。そこで、これらの結果を厚生労働省へ説明し、緊急使用可能な研究用試薬「SUDx SARS-
CoV-2 detection kit」として 2020 年 6 月 10 日付けで保険適用が認められた。

■薬機申請
インフルエンザの臨床性能試験が精度、特異度ともに 90％を超えたので、PMDA の全般相談を 2020

年 6 月 24 日に受け、薬機（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律：薬
機法）申請について相談したところ、症例 463 で問題なく、申請して良いとの意見を頂いた。余った時
間で、上述の新型コロナ検査の保険適用を受けた検査キットと組み合わせて、唾液でインフルエンザと
コロナを同時に測定できる検査系を検討していると話したところ、2020 年インフルエンザシーズンに
備えて、むしろ同時検査系を先に薬機申請をするようにとのご示唆をいただいた。そこで、不活化した
SARS-CoV-2 とインフルエンザ A 型および B 型の陽性対照品を唾液と混合した人工模擬検体を用いるプ
ロトコールを約 2 週間後の全般相談で伝え、PMDA の了解を得た。その相談の場には、厚生労働省の方
も同席され、量産化も検討するようにとのご要望を頂いた。

3 種のウイルスを同時に測定するための酵素系、プローブとプライマー、マルチプレックス色素の選
定などを行った後、計 120 の人工模擬検体を用いた試験を行い、それぞれの模擬検体を、新型コロナ、
インフルエンザ A 型、インフルエンザ B 型単独での測定を対照試験として評価した。その結果、精度（105
／ 105）、特異度（15 ／ 15）ともに 100％となった。これらの結果をまとめて、「SGNP nCoV/Flu PCR
検査キット」として 9 月に薬機申請を行った。さらに、唾液だけではなく、鼻腔拭い液、および鼻咽頭
拭い液を用いた人工模擬検体の試験も行い、最終的に検体としては唾液、鼻腔拭い液、または鼻咽頭拭
い液を使用して、新型コロナとインフルエンザを同時に測定できる体外診断薬として、10 月 23 日に薬
機承認、さらに 11 月 10 日に薬価がついて保険収載となった。

唾液を用いて、インフルエンザと新型コロナを同時に検査できるキットは、われわれのキットだけで
あり、現在も正式に認可されているものは他にないと思われる。唾液は、患者が苦痛や不快な思いをせ
ずともよい検体であり、自己での採取をオンラインで行うことも可能である。

■偽陽性とならない検査法
SGNP/PCR 法は、最初にウイルス粒子を集めてくるので、この方法で測定するウイルス量は患者の病

態を説明できると考えた。これを証明するために、新型コロナの入院患者のフォローアップ実験を行っ
た。上述の浜松医療センターの例を参考に、鹿児島市内の T 病院に入院された患者さんから、朝起き抜
けの唾液を採取し、SUDx SARS-CoV-2 detection kitの検体希釈保存液に混合し、4℃保存していただいた。
その溶液から、キアゲン法（Boom 法）で SARS-CoV-2 の RNA を抽出・精製、また SGNP 法でウイル
ス粒子を集めてから、RNA を抽出し、両者を同じ RT-PCR 試薬と PCR 測定機、同じプロトコールで検
査し、元の溶液中のウイルス濃度として定量した。
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二つの例を示す。
図 2 のように患者
TCH-59 は、入院 2
日目には SGNP 法

（図中の青色棒グラ
フ ）、 キ ア ゲ ン 法

（図中の灰色棒グラ
フ）ともにかなり
高 い 濃 度 の RNA
が唾液中に存在し
た。SGNP 法では、
5 日目にいったん
少 し 上 昇 し た が、
RNA 濃度は日ごと
に減少傾向があり、
6 日目以降は検出
できなかった。一方、キアゲン法では RNA 濃度は 10 日目までほぼ変わらなかった。患者さんの病状は
日ごとに良くなり、7 日目には完全に無症状となった。患者 TCH-61 は、入院 2 日目には、非常に少な
い RNA が SGNP 法で検出されたが、キアゲン法では検出できなかった。SGNP 法は単純計算では検体
を 25 倍に濃縮するが、キアゲン法の濃縮度は 2.5 倍ほどのためと思われる。3 日目は SGNP 法では変化
なかったが、4 日目には上昇した。キアゲン法では 3 日目に RNA が検出され、4 日目はほぼ同じレベル
の RNA であった。5、6 日目は週末のため、検体採取ができなかったが、7 日目には SGNP 法、キアゲ
ン法ともに RNA 量は上がっていた。さらにこの患者は病態が悪化し、専門病院へ転院された。

患者 TCH-59 のように、キアゲン法では、ウイルス断片の RNA とウイルス粒子のなかの RNA は区別
できないため、回復期の患者さんに PCR を行うと、偽陽性となり、混乱が生じる恐れがある。そのため、
入院患者の PCR はあまり行われないようである。検査せずとも、患者 TCH-59 のように、10 日間入院し
て、病状が残ってなければ、患者は退院できる。一方で、患者 TCH-61 は、病状の悪化をキアゲン法で
も SGNP 法でも予想させるデータが得られている。以上から、SGNP 法のように、病状と一致する結果
が得られる PCR 検査は非常に有効であろう。さらに多くの例があり、現在論文にまとめつつある。いず
れも SGNP 法では、キアゲン法よりも病状の回復を説明できる RNA が定量されており、より偽陽性の
可能性を下げた検査が可能になると思われる。

■終わりに
SGNP 法は、PCR 検査の前処理法として、簡単で短時間でできるという利点と、ウイルス粒子を濃縮

するので、感度を上げ、かつ病状を的確に表す PCR 検査法を可能にし、特に回復期の患者さんには早
期に現場復帰も可能であろうという例も見いだしている。東京オリンピック・パラリンピックの際など、
アスリートが罹患した場合には、有効な検査法となるであろう。

現在、検体数が少ないが迅速な結果が求められる場合に使用していただくための、Multipelx 対応の高
速 PCR 測定機の開発を行っている。また、SGNP 法の自動検体処理装置についても、開発していきたい
と思っている。

 図 2 　COVID-19 入院患者（TCH-59、TCH-61）のフォローアップ臨床研究 
唾液検体の PCR 前処理法の比較（SGNP 法：青色棒グラフ；キアゲン法：灰色棒グラフ）
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米国 North Carolina 州の Research Triangle Park（RTP）は、現在では 250 社以上の研究施設など
を擁する米国有数の産学連携・研究拠点となっている。日本での知名度は現時点では一般的に低い状況では
あるが、RTP は全米の他の産学連携・研究拠点と比べても、各種ランキングにおいて、圧倒的にビジネス
フレンドリーであり、Quality of Life が高いと評価されているという一面もある。ここでは、RTP を米国
の他地域、特に圧倒的な存在感を誇る Boston Route 128 地域や Silicon Valley/Bay Area と比べその特
徴を整理するとともに、日本からはあまり注目されてないこの地域、RTP のポテンシャルについて簡単に
触れてみたい。

■ Research Triangle Park とは
米国独立時の 13 州の一つである North Carolina（NC）州は、歴史的にその経済活動の基本は事実

上、「たばこ」、「繊維」、「家具」の三つの産業に集約され、州民一人当たりの収入は 1952 年には全米 50
州で 48 位と大きく低迷していた。また、州都 Raleigh 近郊には全米でも有数の研究大学が三つ（Duke 
University、University of North Carolina Chapel Hill、NC State University）も集積しているにもか
かわらず、その卒業生は地元に適切な就職場所がなく、卒業後、他州への引越しを余儀なくされるなど、い
わゆる他州への「Brain Drain」が起きている状況であった。このため 1950 年半ばに当時の知事が中心と
なり、R&D Company を誘致するための「器」作りについて議論を開始し、1959 年に正式に RTP が設
立された。すなわち、RTP は米国の他地域の集積のような自然発生ではなく、州政府の主導により設立さ
れ、州政府の支援を受け大きく発展してきた点が他地域と異なる。いわば、限られた資源しかない地域に

「人工的」に外部からの研究所を誘致し、数十年の時間をかけ根気よく RTP を形成してきたと言える。

米国有数の産学連携拠点 North Carolina 州
Research Triangle Park のポテンシャル

名古屋大学　総長補佐
Technology Partnership of Nagoya University, Inc.（NU Tech）
Executive Director

神山　知久
こうやま　ともひさ

ⓒ Google マップ
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現在の RTP は、南北 13km、東西 3.2km の広大な敷地（2,833ha）に研究所などがゆったりと離れ
て存在し、木々の緑に囲まれ、道路からは企業のサインしか見えない場合が多い。いわゆる日本の「工場
団地」とは全く異質なものとなっている。National Institutes of Health 関連研究所、Environmental 
Protection Agency 関連研究所、IBM 研究所など、多くの研究拠点の他、特に AgBiotech 企業の集積も
大きく、Syngenta や BASF といった世界的な化学・植物企業の北米中央研究所も設置されている。結果と
して、RTP は企業数 250 社以上、雇用者数 5 万人以上、までに成長し、現在では全米で最大の Research 
Park、そして米国有数のバイオテククラスターとも言われるまでに成長した。

■米国の他の産学連携・研究拠点との比較
日本でも知名度が高く実績のあるエリアとして Massachusetts 州 Boston Route 128 エリアや

California 州 Silicon Valley/Bay Area が挙げられる。現在の RTP をこれらの両地域と単純に VC（ベン
チャーキャピタル）投資額、Startup（スタートアップ）数、経済規模などで比較するとかなり見劣りする
感は否めない。ただし、ここでは RTP の将来のポテンシャルを示す二つの指標について述べてみたい。

①優れた研究大学の存在
両地域が Harvard、MIT、Stanford といった知の創造拠点である大学を中心に形成されてきたのと同

様、RTP も Duke、UNC Chapel Hill、NC State 大を中心に形成されてきた。これらの研究大学の年間
研究費総額およびその全米ランキングを比較すると下記の通り（表１）。Innovation をもたらす源泉とな
る研究費総額では、RTP の大学は両地域と比べ遜色はない。特に UNC Chapel Hill および Duke では医
学・生命科学の研究が充実しており、NC State 大では工学・農学の分野において全米トップレベルの研究
に定評がある。しかも、これらの３大学が米国では珍しく、極めて物理的に近接している（車で 20-30 分）
という特徴もある。

②優れたビジネス環境
米国の企業人・大学人などに産学連携やスタートアップエコシステムにつき意見を聞くと、SV（Silicon 

Valley）については、引き続き、米国のスタートアップエコシステムの中心的な存在であり続けると指摘
するものがほぼ全員であるが、同時に多くがその限界にも言及し、その他の地域への Spill over を指摘す
る場合が多い。こうした意見の多くを代弁しているのが、若干古いが、Silicon Valley の評価、動向につい
て、The Economist 2018 年 9 月 1-7 日号にて特集された「Peak Valley」という特集記事である。同誌
の基本的な論調は、Silicon Valley の絶対的な優位性はほぼそのピークに達しており、今後は、緩やかに米
国内の他地域や中国などの諸外国にその地位を奪われていくというもの。これを同誌では Peak Valley や
Silicon Plateau（成長曲線が台地の形状）と揶揄（やゆ）している。これが的を射ているものかどうなのかは、
筆者は実際に SV/Bay Area に住んでいるわけではないため、皮膚感覚では分からないが、今後、徐々に

RTP Boston Route 128 Silicon Valley

UNC
Chapel Hill Duke NC State MIT Harvard Stanford UC 

Berkeley UC SF

年間研究費
2019 年

1,154M
(12)

1,227M
(10)

541M
(49)

1,009M
(18)

1,240M
(9)

1,204M
(11)

803M
(31)

1,595M
(3)

出典：National Center for Science and Engineering Statistics
　　　Table 21: Higher education R&D expenditures, ranked by all R&D expenditures, by sources of funds: FY 2019

 表 1 　各地域を代表する大学の年間研究費総額およびそのランキング
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SV/Bay Area や Boston の求心力・優位性が薄れていき、米国内の他の産学連携拠点に人・カネ・技術が
移っていくことを想定することは自然ではないだろうか。ましてや、COVID-19 によりオンラインでの面
談、勤務が米国でもさらに普及してきている現在、こうした動きが加速する可能性すらも考えられるのでは
ないか。

RTP のある NC 州は CA（California）州、MA（Massachusetts）州と比べそのビジネス環境に対す
る評価はかなり高いものとなっている。それぞれのビジネス環境につき、Forbs などの各種調査機関によ
る評価をまとめると下記の通り（表２）。これらは、当該地域に存在するマーケットの規模のデマンドサイ
ドには触れられておらず、ビジネスを実施するサプライサイド側のみの評価ではあるものの、ビジネスの
ベースを設置する州として、NC の優位性は各指標から読み取ることができる。特に Corporate Income 
Tax Rate は 2.5% となっており、8％を上回る CA や MA を大きく引き離している。こうしたデータから
も SV/Bay Area や Boston からの Spill Over 先の有力な候補の一つとして、NC 州の RTP を挙げること
が可能と考えられる。

■ RTP の将来的なポテンシャル
以上、Innovation を生み出す RTP の大学や NC のビジネス環境につき言及してきたが、RTP が、引

き続き、バイオテクや産学連携・研究拠点として、その存在力をさらに高めていく可能性は大きいと考え
られる。例えば、RTP では COVID-19 の中にあっても大きな「HUB RTP」プロジェクトが進行してお
り、研究所だけではなく、RTP 内に住居を設置し家族が住める一体的な施設・地区を建設中である。ま
た、他地域から RTP への研究所などの移設の発表も後を絶たない。COVID-19 の影響が今後どうなるか
は不明ではあるが、「密」を避ける者が増加し、物理的に SV/Bay Area や Boston にいなければならない
理由は徐々に薄れていくかもしれない。他方で、NC 州では州政府、RTP 運営主体、商務省を民営化した
Economic Development Partnership of NC がさらにビジネス環境の改善に日々努力し、かつ、州政府

 Source NC CA MA

Business Climate

Best State for Business in 2019 Forbes #1 #31 #19

Business Climate Ranking in 2020 Site Selection #1 #19 Out of ranking

Best State for Business in 2020 Chief Executive #6 #50 #45

Tax Climate

Corporate Income Tax Rate, Lowest in the 
United States in 2021 Tax Foundation 2.5% 8.84% 8%

State Business Tax Climate in 2021 Tax Foundation #10 #49 #34

Low Business Costs

Lowest Business Costs in 2019 Forbes #4 #47 #48

Top State for Doing Business: Competitive 
Labor Environment in 2020

Area 
Development #2 Out of ranking Out of ranking

Legal & Regulatory Environment

Best Regulatory Environment in 2019 Forbes #1 #40 #37

各種出典より、NU Techs が整理

 表 2 　NC 州、CA 州、MA 州の各種ビジネス環境のランキング
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が高等教育の重要性を十分に認識しその投資を惜しまない（州政府による大学への拠出額は NC 州は全米
で第 6 位）。RTP が Boston や SV/Bay Area から撤退・移設する企業や新たな Startup の魅力的な受け皿
にますますなっていくことも十分現実味があると考えられる。

名古屋大学は RTP の可能性に早くから目をつけ、米国事務所を設置する日本の大学の多くが SV や San 
Francisco を選ぶ中、NC 州と歴史的なご縁もあり、2007 年に RTP に現地法人の Technology Partnership 
of Nagoya University, Inc.（NU Tech）を設立した。また、他の日本の大学では主に学生交流に重点を置
き、その米国事務所が活動しているところであるが、名古屋大学米国事務所では、設立以来、産学連携をその
中心目的とし、米国企業や米国大学との連携に力を入れてきたところである。例えば、2010 年以降、毎年、
RTP にて技術発表会を開催し、これは地元では定着してイベントとなってきており、数千ドル程度ではある
ものの、毎回、スポンサーまで付くイベントとなっている。そして、RTP の企業などへの技術のライセンス
も複数実現している。また、NU Tech を拠点として、RTP ３大学は言うまでもなく、米国の他大学、例え
ば、名古屋大学の強みを生かしつつ、当該分野では全米でトップレベルである大学、例えば、Virginia Tech 
Transportation Institute と自動運転技術・運転データ分野で、Ohio State 大 Translational Data Analytics 
Institute と Data Analytic の 分 野 で、University of Minnesota Medical Device Center と Medical 
Device の分野での共同研究、グラントの共同申請やその他の連携を推進してきているところである。

日本では RTP の名前を聞いたことがある人はまだまだ少ないとは思われるが、今後、大きな成長のポテ
ンシャルを秘めた NC 州の RTP に関心を持ってくれる人々が少しでも増えていくことを期待したい。もし、
RTP に関する情報などが必要であれば、10 年以上にわたり蓄積してきた地元のネットワークがある名古屋
大学米国事務所がお力になれる余地があるかもしれない。国立大学法人東海国立大学機構の米国組織とし
て、名古屋大学・岐阜大学のために努力することは言うまでもなく、もし可能であれば、両大学の枠に留ま
ることなく、事務所としては微力ではあるが、日本の企業・大学の方々の米国での産学連携等に少しでも貢
献できれば幸いである。

NU Tech が RTP にて毎年主催している Technology Roundtable( 技術発表会 )。2010 ～ 2019 年まで物理的に開催。2020 年（第 11 回）は 
初めてオンラインにて開催。2021 年は 5 月にオンラインで第 12 回を Martial Informatics に焦点を当て開催予定。
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■はじめに
大きな被害を及ぼした東日本大震災から 10 年が経過した。インディアナ大学日本語プログラムの学生た

ちが、ビデオ会議システム Zoom の中で「花は咲く」を歌ってくれている。様々な人種の学生たちが一年
を通して授業で学んだ日本語で私の故郷である東北の被害者への慰霊と復興の願いが込められた歌を、心を
込めて歌っている。私は被災地への変わらない思いと「花は咲く」の旋律を重ねながら、この 10 年の日本
とインディアナをつなぐ取り組みの中で出会った様々な方々の温かい支援や協力を思い出していた。

 震災当時、インディアナ大学でポスドクとしてインスリンの研究に没頭していた私は研究することしか
能がなく、被災した故郷のために「チャリティー」を立ち上げてみたものの、何をどのようにやればいいの
か全く分からない状況だった。悲しみと熱意ばかりが空回りしていた私の前に、二つの運命的な出会いが訪
れ、それをきっかけに何も経験のない研究者が国際交流、産学連携、研究者の異分野交流、州政府機関との
連携という活動に飛び込んでいくこととなる。大学教員として 10 年で学んだことの中から日本の皆さんに
知ってほしい最も重要な部分だけを抽出して届けたいと思う。

■インディアナ州　日本からの投資全米 1位の背景
米国中西部に位置するインディアナ州は世界三大レースに数えられるインディアナポリス 500（インディ

500）が行われることで有名である（図１）。一方で、ここ数年での日本からインディアナ州への投資（製造
業）が全米 1 位を記録していることはあまり知られていない（表 1＊＊１）。インディアナ州にはスバル、トヨタ、

ホンダの工場があり、日系企業の総数は現
在 300 社を数える。州内の 6 万 5000 人の
雇用を支え、これは米国以外の企業では圧
倒的な数字である（図２＊＊２）。

インディアナ州日米協会 Japan-America 
Society of Indiana（JASI）の活動は素晴
らしく、企業、政府、大学を結ぶ活動に寄
与しており、東日本大震災の義援金も日米
協会が寄付した額としては全米で 4 番目に
多い義援金が集まった＊＊３。これは全米第 3

大学教員は見た
日本からの投資全米 1位を記録した
インディアナ州の裏側

インディアナ大学 医学部 リサーチアシスタントプロフェッサー
社団法人海外日本人研究者ネットワーク（UJA）理事
株式会社 Quantaglion Co. Ltd. 米国アドバイザー
Indy Tomorrow 代表幹事

河野　龍義
こうの　たつよし

 図 1 　インディアナ州の位置（インディアナ州議事堂ブログより）
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の都市シカゴがあるイリノイ州よりも多い額であった。
インディアナ日米協会が開催する復興関連のイベント
には日系会社役員、インディアナ州知事や州政府の要
人、自治体首長、またシカゴから日本国総領事館の総
領事や、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）シカゴ所長などそうそうたるメンバーが参加していて、
私もそこでインディアナ大学の研究者として紹介していただいた。本来であれば、自分には見合わない場所
だと尻込みしたかもしない。しかし、宮城県沿岸で育った自分にとって、家族や仲間から入ってくる現地の
情報を彼らに伝え、必要とされている支援を求めることが自分の使命のように思えて輪の中に入っていった
のを覚えている。また、震災２周年、３周年のイベントでは一人一人の支援にお礼を述べるのが自分の役割
だと勝手に感じてその場に参加していた。毎回、多くの方に優しい言葉をかけていただき、こぼれた涙も
あった。

話を戻すと、なぜインディアナが日本からの投資先として魅力的なのか？　という質問には三つの点で答
えることができる。コストの安さと税制優遇、 日本とのつながりである。

平均的な家を持つために必要な収入ランキングというものがある。これによるとインディアナ州は $42K で
あり、ニューヨーク州＄91K、カリフォルニア州 $120K はもちろん、テキサス州 $66K、オレゴン州 $87K
に比べても格安なのである。その中でもインディアナは州内に 60 を超える大学があるなど教育水準が高く、
低コストで質の高い労働力を得やすいメリットもある。また税制面での大胆な優遇措置が取られている。イ
ンディアナのこれらの魅力に気づいてインディアナに進出したり、支店を移したりする日系企業が増えてい
る。あの Amazon も本社をインディアナに移すことを最後まで検討していたというほどメリットが多く（ま
だ可能性はあるらしいとのこと、FedEx は重要な拠点を置いている）、知る人ぞ知るインディアナである。

 
■研究者組織のスタートと国際的 R&Dのすすめ

東日本大震災は、研究者が一人では何もできないということを教えてくれた、それと同時に遠く離れたこ
のインディアナでも多くの方々が日本とのつながりを大事に生きていることを知った。そこで私は 2014 年
にそれまでインディアナには無かった日本人の科学者組織を立ち上げた。その際、震災関連のイベントで出
会った JETRO シカゴ所長をされていた曽根一朗氏から本当に貴重な助言と激励をいただいた。「インディ
アナは日系企業と日米協会と現地法人や州政府が連携して非常に成功している特別な地域です。科学者組織
ができることにより、大学と日系企業を結んで研究開発（R&D）を行うことが実現すれば、大いにメリッ
トがあります」。曽根氏はこのアドバイスだけではなく、実際に各方面の重要な方々を私に紹介してくだ

 表 1 　2008 ～ 2019 年の日本企業の州別直接投資件数（製造業）

 図 2 　インディアナ州内の日系企業の所在地 
（米国インディアナ州政府駐日代表事務所提供）
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さった。
多くの方々から賛同をいただき、インディアナ州全体の

日本人研究者をつなぐ組織「Indy Tomorrow」を設立する
ことができた。その際に最高顧問になってくださったのが
ノーベル化学賞を受賞したパデュー大学の根岸英一先生で
ある＊＊４。イーライリリーの研究所所長であったパーヴェル

フリドジンスキー インディアナ州名誉領事は設立時の顧問になってくださった。
Indy Tomorrow はインディアナの友、そしてインディアナから明日を拓くという意味で名付けた。メ

ンバーはインディアナ大学、パデュー大学、イーライリリーなど五つの組織から集まっている。インディア
ナ大学は DNA 構造を発見したジェームズワトソン博士などを輩出しており、生物学、医学系が非常に強
く、一方で物理学、工学、化学が世界有数であるパデュー大学とは表向きには強烈なライバル関係にあるの
だが、異分野融合を行うには絶好のパートナーである。さらにイーライリリーは 1922 年に世界で初めてイ
ンスリン製剤を開発した世界的な製薬会社である（2021 年はインスリン発見 100 周年）。交流会や勉強会
では毎回活発な議論が行われている。

Indy Tomorrow では素晴らしい成果を発表した個人を表彰する優秀論文賞や隣接する州の研究者団体との
合同研究会を重ねることで活動を拡大している＊＊５。

2020 年 は 海 外 日 本 人 研 究 者
ネ ッ ト ワ ー ク（UJA） と 連 携 し
て VR( 仮想現実 ) 技術を利用して
開催した学会 Japan XR Science 
Forum in Midwest が 1,100 人を
動員し、多くの企業からも協賛が
得られた（図３）＊＊６、７。こちら
の活動は日本の大学としては近畿
大学と慶應義塾大学（ASG-Keio）
に注目していただいており、支援
を頂いている。中西部の日本人
研究者が連携して日系企業との
R&D を実現するまでがんばって
続けていきたいと考えている。

Indy Tomorrow 初代アドバイザー 
インディアナ州前名誉領事パーヴェル氏と共に

2015 年　「ノーベル賞と若手研究者をつなぐ取り組み」　 
写真左から、第１回優秀論文賞受賞者の寺師先生、根岸英一先生、筆者

 図 3 　仮想現実 (VR) で開催された学会の様子。ノーベル賞受賞者、 
大隅良典先生からのメッセージ
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■ペンス副大統領の 5本の指とレガシー
トランプ政権を支えたマイク・ペンス副大統領がインディアナ州知事だった頃、何度かお会いする機会が

あった。とは言っても私の場合、列に並んで一瞬だけ握手をするというものであった。ペンス知事はすでに
周囲からは将来大統領になる人と見られていて、日本の企業役員の皆さんも外務省の方々もかなり気を使っ
て対応しているのが見て取れた。

ところが一度だけ、時のいたずらのように１対１に近い形で対峙（たいじ）する機会があり、私は聞いてみ
たかった質問を彼に投げ掛けたことがある。「インディアナにとって日本はどれだけ大事なのですか？」。ペ
ンス知事は大きな右手を開いて私に見せ、「君には友達は何人いる？　たくさんいるだろう、ただ、その中で
本当の友達は 5 本の指で数えられるくらいだ。私もそうだ。友達が少ないということを言っているんじゃな
い。アメリカにとって日本は確実にこの 5 本の中にいる友達なんだ」。インディアナにとってという質問だっ
たのにもかかわらず、米国にとっての日本という言葉で返ってきたことが強烈に印象に残っている。

さらに 2016 年にも日米協会の催しでホワイトリバー沿いに日本のソメイヨシノを 60 本植えるイベント
があり、奥様であるカレン前副大統領夫人が植樹した後の懇親会で、「上を向いて歩こう」を日本語で歌わ
れたのが非常に印象的であった。パフォーマンスの一言では片付けられない日米の長年の友好関係がイン
ディアナには存在しているのである。

ペンス知事は副大統領就任に際して、「レガシー」としてインディアナに大規模な投資計画 (10 年 10 億
ドル計画 ) を残した。私の所属しているイン
ディアナ大学糖尿病研究センターはこの計
画の恩恵を受け、2016 年に産学連携の基盤
として 100 億円規模の資金を獲得し、The 
Indiana Biosciences Research Institute 

（IBRI）を設立している＊＊８、９。そこでは、
企業と大学から約半数ずつの職員が所属し、
大学で行われている基礎研究から応用研究
を生み出す取り組みなどが行われている。
この 100 億円規模の資金を獲得した際に、
インディアナ州政府の代表として書類にサ
インをした弁護士が、現在東京にあるイン
ディアナ州政府の駐日事務所所長のポール・
ローランド氏である（大変魅力的な人物な
ので、次の機会に登場していただく）。

■アメリカ中西部を知らずにアメリカを語る危険性
米国中西部を知らずに米国を語ることは、東京と京都の観光地だけを見て日本を語るようなものだと思

う。大学のあり方、ビジネスの捉え方、人材の育成に関しても、米国のスタイルは非常に多様であり一口に
は言えないが、中西部を知らずに米国を知ったつもりでいるとこの国の本質は見えてこない可能性がある。

特に私の研究留学体験を基に考えると、最初の 2 ～ 3 年は「お客様」として扱われていたため表面しか
見ることができず、地域に根ざした組織運営や産学連携の舵取りの実情が見えてきたのはつい最近のことで
ある。

大学に関して述べると、東北大学出身の私にとってインディアナ大学のやり方は、どこか母校のスタイル
と通じるものを感じさせる。両大学とも、地方から国際的な取り組みや新しい分野にいち早く取り組むこと

インディアナポリス市の中心部ホワイトリバー沿いに植えられた 
ソメイヨシノの桜並木（インディアナ日米協会 JASI 提供）
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でステップアップを目指す気概がある。
国全体のバランス、特にそれぞれの組織への細かい配慮を要求される中央に比べ、地方では政府（官）や

企業との距離が比較的近く、迅速に方向転換ができる。その一方で肝心な部分では中央ともしっかりと強い
パイプを築くことでその強みを何倍にも生かしている。

このように、数年前まで研究室にこもって実験するしか能のなかった私が国を背負って世界を動かす政府
関連団体の代表者やノーベル賞受賞者と出会い、日米をつなぐ活動の末端に参加する機会を得たのである。
各方面の方々が感じている日本の科学技術への危機感とかつてない速さで爆発的に進歩している技術革新へ
の期待というものはとても一言では語れないが、若い世代の活躍が鍵となっていることは間違いない。

インディアナ州やアメリカ中西部の実情が日本の様々な分野における連携や地方活性化に繋がるヒントに
なればと考え、多くの若手研究者の挑戦などを交えて今後も情報を届けていきたい。

＊＊ 1　
ウェブサイト：在米日系企業の拠点数は 36 州で国別首位、全米各地で高いプレゼンス｜地域・分析レポート - 海外ビジネス情報 - ジェトロ

＊＊ 2　
ウェブサイト：企業誘致について｜米国インディアナ州政府駐日代表事務所

＊＊ 3　
ウェブサイト：インディアナ州日米協会（JASI）Japan-America Society of Indiana

＊＊ 4　
ウェブサイト：HOME of INDY Tomorrow

＊＊ 5　
ウェブサイト：UJA 論文賞のスタート　アメリカ中西部 4 州合同優秀論文賞の開催報告｜ 2019 年 7 月号｜ News & Hot Paper Digest ｜実験
医学 online：羊土社

＊＊ 6　
ウェブサイト：学術集会も VR 空間で―コロナ禍にあっても「身体と精神の制約を解き放つ」意欲的な試みで実現｜ Science Portal - 科学技術の
最新情報サイト「サイエンスポータル」

＊＊ 7　
ウェブサイト：世界初！研究者と家族が参加した国際サイエンスフォーラム「Japan XR Science Forum 2020 in US Midwest」｜株式会社メディ
プロデュースのプレスリリース

＊＊ 8　
インディアナ大学糖尿病研究センター　ウェブサイト：Center for Diabetes and Metabolic Diseases ｜ IU School of Medicine

＊＊ 9　
産学連携施設　糖尿病部門　ウェブサイト：IBRI Diabetes Center ｜ Indiana Biosciences Research Institute（IBRI）
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■はじめに
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）は 2015 年 10 月にインドのデリーにリエゾンオフィスを開

設し、JST のインドとの科学技術協力の推進やインドの科学技術動向の情報収集などを行っています。本稿
ではインドの大学とその産学連携の活動を紹介し、今後ますます重要なパートナーとなっていくインドにつ
いて少しでも関心を持っていただけましたら幸いです。

今回は JST が支援する日本の大学／企業とインドの大学との国際共同研究プロジェクトのインド側研究
代表機関であるインド工科大学ハイデラバード校（Indian Institute of Technology Hyderabad：IITH）
の産学連携の活動事例について報告します。

IITH は JST の SICORP プログラムで 1 件＊＊ 1、SATREPS プログラムで１件＊＊ 2 のプロジェクトを実
施中です。JST のインドとの案件はまだ多くはないのですが、IITH は２件のプロジェクトを実施している
大学として特筆できます。

■インド工科大学ハイデラバード校（IITH）について
IITH はインドの最高峰の大学・研究機関である 23 の IIT の一つで、2008 年に 11 番目の IIT として

インド南部テランガナ州の首都、ハイデラバードに設立されました。学部生は約 1,100 人、修士課程は約
600 人、博士課程は約 900 人で、約 200 人の専任教員で、人工知能、医療生体工学、バイオテクノロジー、
化学工学、化学、気候変動、土木工学、コンピュータサイエンスとエンジニアリング、設計、電気工学、基
礎工学、材料科学と冶金工学、数学、機械と航空宇宙工学、物理の学科があり、イノベーションを重視して
います。IITH は IIT の中で日本との協力窓口となっていると聞いており、そのキャンパスはハイデラバー

インド工科大学ハイデラバード校の産学連携

国立研究開発法人科学技術振興機構 
インドリエゾンオフィサー

青木　一彦
あおき　かずひこ

円借款で建設が進む IITH のキャンパス JST 支援プロジェクトのワークショップ
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ドの郊外で日本の円借款で建設中であり、独立行政法人国際協力機構（JICA）の人材育成事業や独立行政
法人日本貿易振興機構（JETRO）の事業も行われています。

JST が支援している２件のプロジェクトは今後、研究成果の社会実装や日印研究拠点となっていくことが
期待されています。本稿では IITH の産学連携のプログラムについて幾つか紹介します＊＊ 3。

■ IITH の産学連携プログラムの事例 1：Rural Development Centre（RDC）
インドのナレンドラ・モディ首相は「国を作るのであれば村から作るべきだ」と語ったとのことです。イ

ンドでの農業の比重は高く、2021 年 4 月以降に８年ぶりに発表される予定のインド政府の新たな科学技術
政策でも農業の重要性が引き続き挙げられています。RDC は IITH で開発される技術を通じてインド政府
の農村開発イニシアチブを支援するビジョンを持って 2020 年 7 月に設立されました。RDC の目的は次の
とおりです。

・農村との交流を通じて、また、農村に関与する NGO 等と協力して農村の問題とニーズを特定する。
・IITH が採用した村で行われる協力活動を通じて大学のチームが周囲の村で行う活動を支援する。
・農村地域の農業・衛生・飲料水などの分野で使用される技術を開発する教職員や学生を支援する。
・農村セクターの発展に貢献することに関心のある機関や産業と協力する。
・農村の人々を教育するための技能開発に関するトレーニングやワークショップを開催する。
・衛生と清潔さの重要性について農村部の人々に啓蒙活動を行う。
・社会問題の解決策の提供に取り組むための学術的枠組みを開発する。
・学生を巻き込んで社会の福祉のために働くことを動機づける。

この RDC に関連して、IITH は、Unnat Bharat Abhiyan（高度なインドのキャンペーン）というプロ
グラムを持ち、大学によって包摂的なインドの構造構築を支援することにより、農村開発プロセスの変革を
目指しています。具体的には高等教育機関と地域コミュニティをつなぐ参加型プロセスと持続可能な成長を
加速するための適切な技術を通じてインド農村部の開発課題に取り組んでいます。また、大学の新たな研究
者に対して関連する知識と実践を提供することにより、社会と包摂的な大学システムの間に好循環を生み出
し、公的部門と民間部門の両方の能力を向上させることを目指しています。

以上のプログラムからはインドの大学が果たす役割の大きさが読み取れると思います。JST が支援してい
る IITH とのプロジェクトの一つは農業× IT の分野であり、その研究成果や将来の日印研究拠点としての
活動が RDC と結びつけば良いと思います。

■ IITH の産学連携プログラムの事例 2：Fabless Chip Design Incubator（FabCI）
FabCI は、電子情報技術省（MEITY）の支援を受けて IITH で実施されているプログラムで、チップ設

計の分野でのあらゆるスタートアップのためのエコシステムの構築に焦点を当てています。このインキュ
ベータープログラムの主な目的は、チップ設計の分野に焦点を当てた新興企業にワンストップソリューショ
ンを提供することです。FabCI ではインキュベーションに関連するインフラハードウェアとソフトウェア
を提供します。この分野のパイオニアであるメンターのビジョンはインドが持つ設計の専門知識を活用し
てインドの知財を生んで国際的なチップ設計を行うことです。JST が支援している IIT の別の大学とのプロ
ジェクトではこの分野が関係していますが、IITH のこのような仕組みは別の IIT にもあるのではないかと
思います。
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■IITHの産学連携プログラムの事例3：Center for Healthcare Entrepreneurship（CFHE）
CFHE は２人の IIT ボンベイ（IITB）卒業生によって後援されています。同センターの目的は、インド

の医療ニーズに対応する的確なソリューションを実現するために医療イノベーションを促進することです。
センターは、商業化できる費用対効果の高いソリューションを提供する起業家を育成することを目的として
います。

インキュベーターは、6,000 平方フィートの施設でデバイスのプロトタイピング用の設計施設や 3D 製造
施設を提供して、フェローやスタートアップの加速プラットフォームとして機能しています。また、月５万
ルピー（約８万円）の奨学金で１年間のフェローシップを提供し、トレーニングを行ってローカルやグロー
バルのメンター、中小企業、ベンチャーキャピタルパートナーを通じてヘルスケアのニーズを継続的に収集
します。このプログラムから生まれたスタートアップの NemoCare と BeAble は、いくつかのピッチ賞を
受賞し、マイクロソフト元会長のビル・ゲイツ氏と妻のメリンダ氏によって 2000 年に創設された慈善基金
団体のビル＆メリンダ・ゲイツ財団などから資金を確保したとのことです。CFHE は今後、COVID-19 へ
の対応でも実績を出すのではないかと思います。

■おわりに
インドの大学は研究成果の実用化や地域社会への貢献に熱意を持っており、スタートアップも活発である

ことを理解いただけたら幸いです。JST がインドと推進しているプロジェクトの社会実装等に関心のある方は
JST インドリエゾンオフィスのホームページをご覧ください＊＊ 4。

＊＊ 1　
JST が支援している IITH と日本の大学との国際協力科学技術プロジェクト ウェブサイト：
国際共同研究拠点｜ SICORP

＊＊ 2　
マルチモーダル地域交通状況のセンシング、ネットワーキングとビッグデータ解析に基づくエネルギー低炭素社会実現を目指した新興国における
スマートシティの構築

＊＊ 3　
IITH ウエブサイト：Centres and Incubators ｜ IIT Hyderabad RnD

＊＊ 4　
JST インド ウエブサイト：JST - Japan Science and Technology Agency India Liaison Office
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海馬とは、中国でタツノオトシゴの仲間を総称した名称である。中国では古来よりタツノオトシゴの仲間
を滋養強壮のための漢方薬として用いてきた。用いられてきた種としては、オオウミウマ、クロウミウマ、
サンゴタツ、タカクラタツなどである。これらの種類は乾燥させた状態で流通している。

主な市場は中国であるが、決して自然界で大量に生息している生物ではなく、むしろ少ない種であること
から、国際取引を制限するためにワシントン条約（CITES）の付属書Ⅱにタツノオトシゴ属全種が掲載さ
れた。

通常付属書Ⅱに掲載された種については、輸出国が一定の基準を満たしている場合に発給する輸出許可が
ある場合には国際取引が可能となる。ただし現在日本はタツノオトシゴ類に関して留保している。この様な
背景の中、亜熱帯や熱帯地方の発展途上国では今でも大量にタツノオトシゴ類が漁獲され商取引されている。

この需要をまかなうためには漁獲だけでは供給量を満たせず、養殖することが望まれている。養殖するこ
とで野生のタツノオトシゴ類を漁獲しなくてすむようになれば野生生物の保全にも寄与しながら、市場への
供給も可能となる。

■海馬養殖研究のきっかけ
このような背景の中、静岡商工会議所では、新たなる産業を見いだすために、会員企業による新産業開発

振興機構（静岡県静岡市）の「駿河湾地域新事業創出プロジェクト」の中で、海馬の養殖についても議論さ
れ、研究開発することとなった。

東海大学海洋学部水産学科では、年間を通じて温度が一定で無酸素であることから一般細菌が皆無である
静岡県の三保半島で取水した地下海水を利用し、クロマグロ、カワハギ、アオリイカ、マダコなど様々な水
族の養殖について研究を進めていたことから、本研究についても繁殖研究を行うこととなった。特に東海大
学では海洋科学博物館を保有し、タツノオトシゴ類の水族館での展示ノウハウもあることから観賞用生物と
しての情報も入手しやすいメリットがあった。

■タツノオトシゴ類の生態
タツノオトシゴの仲間は大変ユニークな形態をしているが、形態だけでなく、その生態も特異的である。マ

グロやイワシのような魚では、卵や子供が他の生物に食べられたり、餌にありつけずに死んでしまったりして
も生き残る個体があるように、小さくて浮く卵を大量に産卵して広い海洋に拡散する。いわゆる危険分散型で
ある。他にも海底に卵をばらまいたり、海藻や岩に卵を産み付けたりと様々な繁殖方法で子孫を残している。
このような中で、卵が孵化（ふか）するまで保護する魚もいる。産み付けた卵のそばで親が守るだけでなく、
卵が孵化するまで口にくわえている種類もある。タツノオトシゴ類も卵を保護する魚種の一つである。

海馬（タツノオトシゴ類）の完全養殖

東海大学 海洋学部 水産学科

秋山　信彦
あきやま　のぶひこ
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タツノオトシゴ類は、雄の腹部に育児嚢という袋があり、雌がこの袋に卵を産み付け、雄は袋の中に精子
を放出し受精させる。卵が孵化しても子供はすぐに出て行かず、親からもらった栄養物質である卵黄を吸収
しきるまで雄の育児嚢で過ごす。クロウミウマの場合には２～３週間で育児嚢から出てくる。卵黄を吸収し
きると雄は腹部を屈伸して育児嚢の中の子供達を放出する。そのためにタツノオトシゴは雄が子供を産むと
言われている。

出てきたクロウミウマの子供達は 5mm 程度であるが、すでに親と同じ形態をしている（写真１）。しかし
ながら、この時のクロウミウマの子供達は骨が硬骨になっていない。硬骨になっていないと言うことは親と
同様に海藻などに尾を使ってつかまることができない。通常クロウミウマは、昼間は海底を這（は）うよう
に泳いでいるが、夜間には何かにつかまって休息する。しかし、外見上親と同様であってもクロウミウマの
子供は物につかまれないためにプランクトン生活をしている。チリメンジャコにタツノオトシゴ類が時折混
ざっていることがあるがこの時期の
子供たちは遊泳能力も弱く物にもつ
かまれないので他のプランクトン同
様に海中を漂っているためにシラス
と一緒に漁獲されてしまう。この間
は面白いことに強い走光性を持って
おり夜間は光に集まる性質を持って
いる＊＊１。おそらく光に集まってき
た小さな動物プランクトンを効率よ
く捕食するためと思われる。このよ
うなプランクトン生活は２～４週間
で終わり（写真２）、その後は着底し、
親と同様に昼間は海底を這うように
泳ぎ、夜間は流されないように物に
つかまって休息するようになる。

■タツノオトシゴ類の育成方法
タツノオトシゴ類は小型の甲殻類などを捕食していることから、水族館などでは生きたアミ類を与えてい

る。このように飼育することで定期的に産卵し、子供も放出してくれる。しかしながら雄の育児嚢から放出
された子供たちの生存率は著しく低い。多いときには１回に 1,000 匹弱の子供を産出する。しかし、展示
にこぎ着けるのは 20 匹程度である。展示や鑑賞という目的であれば、これでも十分であるが、漢方薬用と
して養殖するのでは効率が悪すぎる。そこで、まず目標としたのがマダイやヒラメなど技術的にかなり成熟
している魚種の種苗生産では安定的に 60％以上が生産できていることから、クロウミウマについても 60％
を着底するところまで持っていくことを目標とした。

飼育当初、子供の扱い方や餌のやり方をいろいろな文献や情報のまねをしたが、どの方法でも大量生産に
は至らなかった。そのような中でタツノオトシゴの遊泳能力に注目した。通常の魚類は尾鰭（おびれ）が一番
の推進力となる。マグロのような魚では、背鰭や胸鰭、腹鰭などは折り畳んで体のくぼみにはめ込んでしまい
限りなく抵抗を小さくして尾鰭による推進力を最大限生かして速く泳ぐ。しかしタツノオトシゴ類は尾鰭が退
化して巻き付く尾となっているために、背鰭と胸鰭をゆらゆらとなびかせてゆっくり泳ぐ。特に前述したよう
に生まれてから 1 カ月弱の間は骨が硬くなっていないことから泳ぐ能力は極めて小さい。多くの魚類は生ま
れてすぐは親とは似つかない形をしていてプランクトン生活をしている。この間は餌にありつけずに餓死する

写真 1　雄の育児嚢から放出直後の子供 写真 2　着底間近の子供
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数が多い。これを初期減耗と呼んでいる。タツノオトシゴ類の子供は生まれてきたときに親と同じ格好をして
いることから見た目は遊泳能力があるように思えたが、実は他の魚類同様にこの時期には遊泳能力が極めて弱
い。さらに通常の魚類の子供であれば、体をＳ字状に曲げて一気に伸ばすことで一定の距離を瞬時に動いて
餌を食べる行動ができるが、タツノオトシゴ類はこの行動ができず、泳ぎも下手である。餌の食べ方は下顎 

（かがく）が下方に下がって口腔を広げることによって口の前の水を一気に口腔に入れることで、そこに含ま
れる動物プランクトンを捕食している。このような摂餌を吸引摂餌と呼ぶが、極めて効率の悪い摂餌方法であ
る。このような摂餌生態であることから餌を十分量摂餌できていない可能性があることに気づいた。

そこで、餌としているクロウミウマの必須栄養素である n-3 系高度不飽和脂肪酸を強化したシオミズ
ツボワムシ＊＊２を通常の魚類に与えるときの密度より大幅に増やした。通常であれば、1 回の摂餌行動で
300µm（ミクロン）程度のシオミズツボワムシを１個体摂餌する。もちろん失敗すれば摂餌できない。そ
れをシオミズツボワムシの密度を１cc 当たり 50 ～ 200 個体程度まで増やした。この数はワムシを培養す

る際の密度に匹敵する。通常このような
密度で生物を飼育することはあり得ない。
その結果、クロウミウマの子供は今まで
見たことがないほど腹部を膨らませるま
で餌を食べるようになり、着底までの生
存率を高くすることが可能になった＊＊ 3。

しかしながら、この方法では水質が著
しく悪化することや、場合によっては特
定の雑菌が繁殖することなどの諸問題に
よって安定的な生産には至っていない。
だが最近では、95％以上が着底すること
もあり、安定生産に向けた諸問題も解決
に向かっている（写真３）。

■今後の展望
以上のように子供の育成についてはかなり問題が解決してきている。一方、親の産卵についてはまだ問題

が残っている。生きているイサザアミを給餌すると良質の卵を数多く産卵するが、同じイサザアミでも冷凍
品を与えると産卵量が減少する。徐々に減少し 100 粒以下になってしまう。人工的に繁殖させた親の餌と
しては、冷凍のイサザアミだけでなく、オキアミやシラスなども良く摂餌する。冷凍餌にはビタミン剤など
を纏着（てんちゃく）して与えているが産卵量は減少してしまう。生きたイサザアミが安定して入手できる
立地条件であればほぼ全ての問題を解決できる。

今後さらにこれらの諸問題を解決することで完全閉鎖循環濾過による完全養殖がどこの地でも可能とな
り、野生のタツノオトシゴを漁獲せずに需要を満たすことが可能となるだろう。

＊＊ 1　
岩谷厚志・金子誠・秋山信彦（2013）：クロウミウマHipocampus kuda 稚魚の成長に伴う骨格形成と走行性の変化。水産増殖 61(2)，145-
151

＊＊ 2　
金子誠・下川原誠・西村弥亜・齋藤寛・岡田喜裕・秋山信彦（2013）：クロウミウマ稚魚の生残と餌料中の脂肪酸組成との関係。水産増殖 61(2)，
189-197

＊＊ 3　
金子誠・齋藤寛・秋山信彦（2015）：クロウミウマ稚魚の成長に与えるワムシ給餌密度の影響。水産増殖 63(4)，409-415

写真 3　大量生産されたクロウミウマの成魚
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■九州２強　伝統の一戦
この両チームの一戦は「九州学生クラシコ（伝統の一戦）」と名付けられ、九州の大学サッカーのトップ

を牽引（けんいん）している強豪２チーム（福岡大学、鹿屋体育大学）の試合を通じて、九州大学サッカー
の「価値の向上」「全国への発信」を目的として 2018 年より学生主体で運営されてきた。

九州学生クラシコ運営委員会は、福岡大学サッカー部と鹿屋体育大学サッカー部が連携して発足したプロ
ジェクトである。

九州の各大学サッカー部からは、これまで多くの J リーガーが誕生している。特に、福岡大学からは、既
に 70 人を超える J リーガーが誕生している。全国的に見てもレベルの高いチームが多いにもかかわらず、
関東・関西地区に比べ学生主導で有観客の試合を盛り上げる企画が少ないことも起因してか、各選手のプロ
ファイルやチームの取り組みが報道される機会も少なく、一般的に知名度が劣る。

そうした九州大学サッカーの取り組みに対する認知度拡大の起爆剤として、福岡大学サッカー部と鹿屋体
育大学サッカー部の九州２強とも言える２チームによる試合を「九州学生クラシコ」と名付けた。

過去の成績は１勝１敗１分と全く五分。前回開催時には、福岡大学サッカー場に仮設観客席を設置し約
500 人の観客を集めるなど年々注目度が高まっている。

数々の J リーガーを輩出し全国大会優勝、準優勝経験もある両校が、正々堂々と真正面からぶつかる熱い
一戦を、今後九州における大学サッカーの「伝統の一戦」として認知してもらえるよう、両校でアイデアを
出し合い、学生主導で運営している。

過去の九州学生クラシコでは、試合入場時のエスコートキッズを募集し、選手と一緒に入場したり、ハー
フタイムには両チーム OB で、現在プロでも活躍している選手たちのサイン入りスパイクやユニフォーム
が景品として当たる抽選会を行っている。

毎年九州学生クラシコには多くの観客が集まる。選手の保護者はもちろん、サッカー部 OB 会や大学関
係者、サッカー部の学生たちが普段お世話になっている大学付近の定食屋や理髪店の方々、近隣の住民、高
校生、中学生、少年サッカークラブの子供たちなど、多い時で約 1,300 人の来場者で埋め尽くされた年も
ある。つまり、大学スポーツと地域の密着性が高く、「する」だけでなく「観る」「応援する」大学スポーツ
の姿を具現化していると言える。

2020 年 12 月 6 日、駅前不動産スタジアム（佐賀県鳥栖市）にて、第 35 回九州大学サッカーリー
グ最終戦「福岡大学 - 鹿屋体育大学」の試合が開催された。無観客のままシーズンを戦ってきたが、
この試合だけが唯一観客 500 人限定で開催された。
福岡大学は当日まではリーグ首位で勝てば「４連覇」、一方で鹿屋体育大学も勝ち点１差の「3 位」
につけ逆転優勝を目指すまさにライバル校が火花を散らす大一番の試合となった。

九州学生クラシコ　学生主体の取り組みで
伝統の一戦をライブ配信

福岡大学スポーツ科学部 教授
福岡大学サッカー部 監督

乾　真寛
いぬい　まさひろ
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■福岡大学サッカー部成長戦略部とは？
福岡大学サッカー部では、約百人いる部員の一人一人が積極的に、かつ自発的に部の活動に関わり、選手主体

で運営を行っている。この活動により、部員たちは各々の部署ごとに部会を開き、サッカー部の活動を自ら支え
主体的に運営することを目指している、「人づくり日本一」というスローガンを掲げ、サッカーの競技面だけでな
く、課題発見力、課題対応力、対人基礎力など、社会人となるために必要とされる人間力向上に取り組んでいる。

■コロナ禍で前期公式戦は全て中止 ライブ配信費用をクラウドファンディングで
2020 年度は新型コロナウイルスの流行により、前期の公式戦は全て中止となっ

た。後期（10 月）より公式戦は開催されたものの、コロナウイルス感染拡大防止
のため全ての試合が「無観客試合」となった。
「選手にも保護者など応援する方々にとっても、思い出に残るものにしたい」「よ

り多くの方々に試合を見てもらいたい」という学生の意見から、監督（筆者）の
人脈をたどり、試合のライブ配信実績があるスポーツ関連会社の株式会社グリー
ンカード（福岡市中央区）に相談した。

配信などにかかる経費はおよそ 150 万円。同社の助言も受け、クラウドファン
ディングから支援を募った。ただ配信するだけでなく、試合当日へ向けた盛り上
げにも取り組んだ。この一戦のための特設ホームページを作成し、選手の意気込
みやプレーを紹介する動画を情報豊富に掲載した。

同時に力を入れたのが地域とのつながり。部員が日ごろから利用する飲食店や理髪店など大学周辺の 30
ほどの店舗に足を運んで 5,000 円でも１万円でもライブ配信費用の足しになるよう金銭的支援をお願いし
た。店内へはカメラ片手に飛び込み、応援メッセージをもらった。料理などお店の様子を撮影し、情報番組
のように支援してくれる店舗紹介の動画をホームページに載せた。

九州クラシコ１カ月前、急遽開始したクラウドファンディングによる資金調達となったが、努力の甲斐も
あって最終的には達成率 110% の 165 万円の費用を集めることができた。リターン返礼品も学生たちがア
イデアを出し、ステッカーや T シャツなど自分たちでデザインした。

当日のライブ配信は再生回数 7,000 回、再生同時視聴者 934 人、ハイライト再生回数も 1,318 回と多く
の方々に見ていただくことができた。目的であった「大学サッカーの価値の向上」「全国への発信」を達成
できたのではないかと思う。

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）や口頭にて保護者、学生の知人、
保護者会、OB 会に支援を募った。企業へのスポンサー支援の営業は基本的には監
督である筆者が行ったが、運営委員会の三家本航（当時、福岡大学スポーツ科学部
４年）はスポンサーでもあるキリンビバレッジ株式会社へプレゼンし支援金をいた
だいた。そのほかの支援企業はミズノ株式会社、株式会社エモテント、株式会社ア
スリートフードマイスターである。

■ NHK ドキュメント番組「ひとモノガタリ」( 全国放送 ) にも登場
コロナ禍で、活動自粛や大会中止など多くの困難な状況の中でも決して諦めることなく、自分たちの置か

れた状況の中でトライできる最善な活動を企画し、自分たちの力で達成していく姿を取材された。スポーツ
を「する」だけでなく、「観る」「支える」という視点から捉えて、学生たちが奮闘する姿に全国の視聴者か
ら「感動した」というメッセージを数多く頂いた。
「チームで働く姿」「前に踏み出す姿」「考え抜く力」という社会人基礎力の養成には、学生時代のアクティ

西元 耀星　スポーツ科学部
4 年　成長戦略部長（当時）
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ブラーニングの経験が大きく影響することを実感する出来事と
なった。

■課題
不安要素は常にあった。活動準備期間も短く、運営委員会の人

員も少なく、毎日夜遅くまで研究室に残って準備をしていた（三家
本航、西元耀星 当時、福岡大学スポーツ科学部 4 年）。

リモートでのオンライン会議の中で、
役割分担や意思決定を繰り返した。

自分たちでお金を集めることへの不安、お金を出してもらえるのかという不安。
目標金額を達成できるかという不安。部員は協力してくれているのか？　TOP
チームのメンバーは本当に協力してくれているのか？　他人事として捉えていない
だろうか？　リターン品を考えること、T シャツデザインを考えることなど短期的
で考え、即決断して実行することが多かった。より資金調達力を加速させるための
アイデアとして、2009 年度総理大臣杯全国優勝当時のユニフォームをリターン品
として追加した。

一度スタジアムの現地視察には行ったものの、当日の会場は普段と違う会場、勝手が分からない中で試行
錯誤して準備を進めた。当日の運営方法は J リーグの運営マニュアルやコロナ対策基準を参考に学生たちが独
学で行った。通常の大学グランドとの違いを想定して運営準備を行った。スタジアムの大型液晶ビジョンの操
作、運用はほとんどぶっつけ本番だった。音響や液晶ビジョンとの連携方法などはＮＨＫの密着取材でずっと
傍らにいたディレクターさんから操作方法などを現場で直々に教えていただきとても参考になった。当日のス
タジアムＤＪは福岡大学サッカー部学生が務め、筆者の知り合いのフリーアナウンサーの方に事前指導を受け
た。また、女性アナウン
スもその方から紹介いた
だいた他大学の女子学生
だったが、試合前、ハー
フタイム、ゲーム直後の
インタビューなど現場を
盛り上げるという目的は
二人の即席 DJ が見事に演
じて役割を達成した。

■成果
良かったこと、身についたことは、仕事は早くやることを心掛ける。知らないこと、経験のないことでも

やれることを着実にやること。アドバイスは素直に聞いてすぐに動くこと。最終的な決断は自分たちで行う
など、実行力を高めたことだった。

最後に、コロナ禍での初の試みではあったが、今回のライブ配信により、われわれ大学スポーツ（サッ
カー）を取り巻くステークホルダーの存在を明確に意識することができた。

また、コロナ禍により定着したオンライン、リモート授業の経験値により、学生たち自身にも新しい環境
や時代に対応して、行動する実践力、共働力が劇的に高まったと言える。

三家本 航　スポーツ科学部
4 年　企画運営部長（当時）
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■加速する地銀再編
人口減少や超低金利で地方銀行の経営は転換点を迎えている。フィンテック（Fin Tech）の台頭やデジ

タル化の過渡期を通り越し、DX（デジタルトランスフォーメーション）などの経営環境の激変も拍車をか
ける。政府と日銀は、地銀に対し合併や経営統合を支援する政策を打ち出すなど、地銀再編の動きも活発化
してきた。

FinTech は、金融（Finance）と技術（Technology）を組み合わせた造語で、金融サービスと情報技
術を結び付けた技術を指す。スマートフォンを使った送金手段は身近な事例で、伝統的な銀行振込より気軽
で簡単な送金方法として定着しつつある。銀行を経由した決済には時間とコストがかかり、特に海外送金に
おいて、ビットコインは新たな金融市場の形成を促す。

新型コロナウイルス感染症の影響下では、伝統的な既存銀行よりインターネットバンキングやインター
ネット専業銀行を好むトレンドが加速。特に、インターネットが当たり前の時代に育ったデジタルネイティ
ブと呼ばれる 20 代前半から 30 代後半のミレニアル世代で顕著だ。

彼らは、学生時代からスマートフォンを使いこなし、ゲームをはじめ、ツイッターやフェイスブック、イ
ンスタグラムなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）にも積極的で生活の一部と化す。ス
マホのない生活は考えられない彼らによって地殻変動が起きている。

物理的な店舗を基盤として拡大してきた銀行だが、街中を歩けば銀行店舗の統廃合が進み、ATM だけの
省スペースの無人店舗にしたり、来店を前提としたサービスや商品設計の見直し、資産運用の相談などコン
サル業務に軸足を置く軽量化店舗が増えてきた。

銀行を利用する者からすれば、伝統的な銀行かネット専業銀行かは、自分にあった目的にふさわしい使い
勝手であればそれに越したことはない。しかし、デジタルネイティブが人口の主流を成せば、さらに対面に
よるコミュニケーションは希薄になるかもしれない。

このように、経営環境が激変する銀行業界だが、ＤＸへの移行を進めながらもネット専業銀行との差別化
を進める際の優位性は、人との対面とリアル店舗といえる。顧客ニーズに寄り添うコンサル業務は、全てを
オンラインだけで完結させるネット専業銀行との違いを打ち出せるかもしれない。

■顧客の課題を解決するため大学につなぐ
銀行が産学官金連携を進めてきた背景には、国立大学の法人化にともない、産学連携活動も同時に進展し

てきた時期と符合する。
直近の 2020 年度、愛知銀行は愛知大学と地元企業の課題解決プロジェクトを進めてきた。愛知銀行の顧

客でもあるヤマサちくわ株式会社（愛知県豊橋市）を愛知大学との間で仲立ちし、創業 200 年の同社が次

愛知銀行が、取引先地元企業の課題と大学との橋渡し役として、多岐にわたる産学連携を行っている。
メガバンクやネット専業銀行との差別化、ＤＸ、人口減少、超低金利など経営環境が激変する銀行
業界において、たった２人で実務を回す姿は頼もしいばかりだ。

地域に求められる地銀としての存在感 
金融仲介から情報仲介
愛知銀行
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の創業 250 年を迎えるために、何をすべきかの課題に対して、調査・研究活動を通して立案した企画を学
生が発表。新商品の開発や販路拡大についてアイデアを提案。新成人が成人の日に両親へちくわを贈り感謝
の思いを伝える「若竹の輪」など、学生ならではの視点で考案された多彩な企画が提案されたという。若者
がなぜちくわを食べなくなってきたのか、当事者である学生目線のアイデアには気づきが多いという。

また中京大学とはホンダカーズ東海をつなぎ、車の新たな販売手法を学生が提案するゼミに参加。「未来
の自動車ディーラーを考える」をテーマに、学生目線のアイデアが提案され、優秀な企画には愛知銀行賞を
贈った。

日本国内の大学で学ぶ留学生の中には卒業後、日本で働きたいと願う希望者もいる。一方、留学生の採用
を希望する企業もあり、愛知銀行の取引先企業３社と大学をつなぎ連携プロジェクトの仲立ちを行った。

名古屋大学、名古屋工業大学などのベトナム人留学生をオンラインで結び企業と交流会を開催。12 人の
留学生が参加し、留学生を採用したいと考える企業と日本で就職を希望する学生をつなぐことで、両者の課
題解決に一役買っている。

■地域に求められる銀行として
メガバンクとのすみ分けが明確化されつつある中、地域金融機関として、地域経済活性化をはじめ「まち・

ひと・しごと」の各分野において、地域の地方創生に関する取り組みに貢献することは、対応しなくてはな
らない使命感があるという。

企業の成長や発展には、新しい技術の開発や新しい分野の開拓などが必要だ。その際に様々な技術的な問
題が生じる。取引先の中小企業が、大学が保有する研究を活用することで自社の技術を発展させ大学との連
携で技術的付加価値をつけたいと考える企業は多い。営業ツールの一つにすることで販促効果を狙ってのこ
とだ。従って、大学が保有する研究を活用できないかと愛知銀行には相談が多く寄せられる。

愛知銀行は、その問題を解決するため、産学連携協定を締結している大学などへ取引先企業の橋渡しや
マッチング活動を行う。このほか大学の研究シーズや技術シーズを、取引先企業へ紹介する橋渡しも行って
きた。反響も上々だった技術シーズマッチング会は、継続しようとした矢先に新型コロナウイルス感染症の
拡大によって、延期せざるを得ない状態が続く。

ビジネスマッチングは、顧客の売上向上が目的で、顧客の課題解決に貢献するのが地方銀行の目的となる。
ただ、産学連携活動は、銀行にとって無償の活動ゆえに収益拡大には直結しないのでもどかしさはある。

従って、部署を拡大していくことは難しいが、顧客からの問い合わせが多く、地域の銀行として地域から逃
げるわけにはいかない。「銀行が持つツールはフル活用し臨みますし、直接的フィーよりイメージ戦略。産
学官連携は、銀行にとってブランディングになる」と愛知銀行の坪井和之氏（法人営業部地域連携グループ 
グループリーダー）。

長らく銀行業務の稼ぎ頭だった、預金貸出の時代は終焉を迎え、ソリューションの種類の手数を持つこと
が求められ、仕事内容は多岐にわたるようになってきた。坪井氏は、自身の仕事を「金融仲介でなく情報仲
介」と評する。さらに「もともとは取引先である中小企業の技術相談を大学の教授に橋渡しをする役割に注
力してきました。主に理系分野での連携が多かったですが、近年は、文系大学との連携も増えてきました。
新商品開発や販促、プロモーションなども含め学生ならではの、アイデアや発想を取り入れたい企業も多く
企画を実施しています。産学連携に関わるようになって、文系の大学の先生方の意識の変化が感じられま
す。企業との交流によって経験を深めることで、就職する際の社会勉強になります。また先生方は学外の事
業会社とのネットワークはそう多くありません。そこで銀行の持つ取引先（企業）とのネットワークは魅力
があるのではないでしょうか。文系私立大学は、先生個人のネットワークややる気で産学連携を実践してこ
られました。私たちはその学部先生に照会していましたが、大学側にその窓口が徐々に整備されてきたので
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大学の意識も変わってきたように感じます。その結果、私立大学との連携も増えてきました。しかし、まだ
組織化されていない大学もあるので、われわれがアプローチするにはどこに問い合わせたらいいのか分から
ない大学があるのも事実です。大学には敷居が高いと言われていますが、敷居を下げてもらい、われわれ銀
行が持つ取引先の情報提供がしやすくなるといいのですが」と坪井氏は語った。

■愛知銀行産学連携データ
愛知銀行の産学連携協定締結先

名古屋大学 名古屋工業大学 名古屋市立大学 豊橋技術科学大学 名城大学

豊田工業高等専門学校 日本福祉大学 愛知大学 中小企業基盤整備機構
中部本部

その他の連携先
中京大学 岐阜大学 中部大学

愛知工業大学 名古屋学院大学 名古屋女子短期大学

ベンチャー支援
・ 名古屋大学、岐阜大学、豊橋技術科学大学、名古屋工業大学、三重大学が有する技術シーズの事業化を

目指す企業を対象に、名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー 1 号投資事業有限責任組合に出資
・ あいぎん未来創造ファンド 

2006（平成 18）年～　現在 4 号ファンドまで組成

大学発ベンチャー支援
・名古屋大学発ベンチャー
・名古屋工業大学発ベンチャー 
・名古屋市立大学発ベンチャー

金融リテラシー活動
名古屋工業大学 寄附講座（全 16回）

日本福祉大学 地域金融論（毎年講師派遣）

名古屋学院大学 企業研究２（隔年で講師派遣）

愛知大学 地元企業の課題解決プロジェクト

中京大学経営学部ゼミ 地元企業の課題解決プロジェクト

日本福祉大学経済学部ゼミ 地元企業の課題解決プロジェクト、自治体との地域活性化プロジェクト

エコノミクス甲子園愛知県大会の主催 全国の高校生が金融や経済の知識を競い合う全国高校生金融経済クイズ選手権

（山口 泰博）
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ESG の言葉が聞こえてくる以前に、企業は、社会貢献をしようと CSR（企業の社会的責任：Corporate 
Social Responsibility）に目を向けてきた。CSR は、企業が信頼獲得の手段として慈善活動を行い、その
取り組みを伝える CI 戦略は、広報活動でも用いられてきた。

そして時は、SDGs（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals）へと軸足を移す。
SDGs は、2001 年に策定された MDGs（ミレニアム開発目標：Millennium Development Goals）の後
継として、2030 年までに持続可能な世界を目指す国際目標である。

SDGs は、17 のゴール、169 のターゲットから構成され、企業でも個人でも取り組むことができる。し
かし ESG 視点で捉えると、SDGs は途上国の人的資源開発を目的とした MDGs が背景にあることから、
企業活動や投資家の一般的な判断基準に直接沿わないテーマも含まれているため、その取り組みは CSR 的
色合いが強いものとなる。

■ ESGは手法で、企業が取り組む　SDGs は目標で、誰もが取り組める
従来の投資や企業運営は、業績や財務状況といった経営状況を示す数値を参考に、利益を最優先にしてき

た。しかし、それでは、環境負荷増大や不正・不祥事が発生し、持続的な可能性の確保が難しくなる。企業
の持続的な成長には、ESG への配慮が不可欠とすることは、社会の安定にもつながる。しかし単に、企業
への努力目標にしただけではその効果の担保に疑問符がつく。

そこで機関投資家の投資判断の基準を変えることで、ESG に対する積極姿勢を企業に促し、世界規模の
環境問題や社会問題の解決に導くことが期待できるというもの。

ESG 投資は、2006 年に国際連合のアナン事務総長（当時）が機関投資家に対し、ESG を投資プロセス

近ごろ、ESG投資という言葉を見聞きする方も多いのではないだろうか。
世の中には、アルファベットの短縮用語やカタカナ用語が次々と登場し、その意味を理解するのが
難しい。
そこで ESGと SDGs の違いと、大学発ベンチャーの今後の方向性をまとめてみた。

ESG投資の基本とスタートアップ

CSR Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任

SDGs Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標

ESG 投資

Environment 環境

Social 社会

Governance 企業統治
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に組み入れる「PRI（責任投資原則：Principles for Responsible Investment）」を提唱したことで注目さ
れるようになった。日本では、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が、2015 年にこの PRI に署名
したことで頻繁に目にするワードとなったといえる。

ESG も SDGs どちらも「持続可能性（サステナビリティ）」の関心の高まりから来るので、サステナビ
リティも両方を語る上で欠かせないキーワードといえる。

そして、ESG の話題が出れば必ずセットでついてくるのが SDGs だ。
ESG 投資は、SDGs と一見区別がつかないようにも思えるが、SDGs の壮大な「目標」の中に、「手段や

方法論」として存在するのが ESG で、Environment（環境）、Social（社会）、Governance（企業統治）
と絞り込まれているのでより分かりやすい。この三つのテーマに取り組む企業に投資をすることだ。SDGs
の「目標」に対し ESG は「方法論」で、その意味では似て非なるものといえる。さらに SDGs は現状、
2030 年と残り 9 年の時限付きの目標であることを忘れてはいけない。

先にも触れたが、ESG 投資は、三つの観点から企業の将来性や持続性などを分析評価し、投資先を選別
する方法だ。長らくキャッシュフローや利益など、定量的なデータによる財務情報が投資の判断材料だった
が、新たに ESG という非財務情報も考慮する投資が必要になってきた。

例えば、温暖化防止や省エネ化対策といった環境負荷の軽減＝ Environment（環境）、女性社員の幹部
登用、外国人社員の雇用などのダイバーシティ＝ Social（社会）、社外取締役の積極的登用による透明性の
確保や働きやすい職場環境の整備＝ Governance（企業統治）などが具体例といえる。

各国の脱炭素宣言からも分かるが、世界的な気候変動リスクへの関心は高まるばかりで、環境・社会・企
業統治を考慮した ESG 投資は世界中で拡大している。ESG を念頭にした企業活動は、企業自身のサステナ
ビリティが向上し、長期的には知らず知らずに SDGs にも貢献していく。

■アカデミアでの ESG投資
ESG 投資を含め SDGs は、企業が投資家に選ばれるために必要不可欠な指標だが、産学連携においては

どうだろう。大学や研究機関では、民間企業と異なり、世界的な潮流や国が行う政策などダイレクトに伝わ
りやすい。従って、その浸透率は高い印象を受ける。そもそも研究や組織運営においても SDGs に着目し
ない運営は考えられないほどだ。

大学系ベンチャーキャピタル（VC）の京都大学イノベーションキャピタル株式会社（京都 iCAP）、代表
取締役社長の楠美公氏と東京大学協創プラットフォーム開発株式会社（東大 IPC）の筧一彦氏に話をうか
がうと、おおむね、学内のシーズを基に数人で起業したばかりのベンチャー企業にとって、シードラウン
ドから ESG へ十分な対応をすることは容易ではないが、VC が育成する過程の中で徐々に ESG への取り
組みを具体化させていくことは必要で、VC としても強く意識しているという。投資家に選ばれるためには
ESG が重要で、IPO する際、ESG や SDGs を尊重していない企業には投資家はついてこないので、経営
者は常に念頭に置いておくことが必要という。

利益追求から持続可能な社会へつなげるための ESG は、投資判断に大きな影響を及ぼす。
 （山口 泰博）
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連載　Serialization

本連載では、地球規模環境と国家間の格差、そして地方創生が人類の持続的発展における基軸の問題であ
るとし、国際社会の合意や共通認識を基本にそれらの機序や対応について言及してきた。人類の持続に向け
た活動は、SDGs の実践＊＊ 1 や現状＊＊２などに見られるように、今や世界の大きな流れとなっている。そん
な中で、2019 年 12 月に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が中国の武漢で発生し、翌年１月には
瞬く間にパンデミックとなった。2021 年 4 月には変異株が拡大する第 4 波が懸念される中、世界の感染者
数が１億 3,000 万人、死者が 290 万人に達しており未だに終息する気配はない。

人類の感染症との闘いには、天然痘、ペスト、コレラ、スペイン風邪があり、エイズ、SARS、MERS と
続いている。連載の最終回にあたり「with /post コロナと持続性」を取り上げ、三つの基軸の課題と統合
した議論を展開する。

■人類の発展と感染症の発生・伝播・拡大
基軸をなす三つの課題は、地球の自然環境、世界の社会環境、そして地域の社会環境の系での事象であ

る。他方、ウイルス感染症は地球上のどこかで発生し、動物あるいはヒトが感染媒体となって世界中に伝搬
し、地域社会で拡大しパンデミックを起こしている。ここに感染症の発生・伝搬・拡大と人類の発展とを重
ねて議論し、「with /post コロナと持続性」が展開される。

①感染症の発生と地球規模環境
地球は太陽の惑星として自然環境とそれに包摂される生物環境の系をもって構成され、太陽からのエネル

ギーを光合成によって植物組織に取り込むことで生命活動と気象現象が営まれている。即ち、地球において
は、動物・植物・細菌などの生物群が増殖によって進化しながらバクテリアからヒトまでの生物多様性を形
成し、二酸化炭素と酸素の交換によって恒常的な気象現象が維持されている。

人間はヒトとしての生命活動を営む限り生物群の一種と見なされる。耕地開拓やエネルギー取得のために
樹木を伐採し森林などの自然環境を破壊するとき、その自利的な行為は生態系の枠組みから外れたものとな
る。他方、細胞を持たないウイルスは、動物に寄生することなしには自立増殖ができない受動的な存在であ
る。即ち、生物群から外れて生態系を破壊する人類の行為がウイルスの居場所を縮小し、人への感染をもた
らすと言えよう。

世界の人口は、ルネッサンスの終わりの 16 世紀末で約 5 億人であったが、18 世紀末には 9 億 3000 万
人となり現在 76 億人に達している。人類の自利的な行為は、このような人口増加を受けた森林の破壊と面
積の縮小であり、このことが二酸化炭素の吸収能を低下させ、地球の温暖化と生物多様性の減少をもたらし
ている。即ち、前者に起因するのが気候変動であり、後者が宿主の乗り換えによる感染症の発生である。

公立小松大学 顧問

林　勇二郎
はやし　ゆうじろう
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第一次産業革命に始まる化石燃料の使用は、樹木の伐採による森林面積の減退を抑制した。しかし、その
一方で、燃焼に伴う二酸化炭素の排出が直接的に地球の温暖化をもたらし、その際に生成される酸性雨が河
川や湖沼の酸性化とともに森林面積を縮小し、生態系に影響を及ぼしている。

2015 年のパリ協定はカーボンニュートラルについての合意である。再生可能エネルギーの利用や熱帯雨
林などの森林面積の維持によるカーボンニュートラルは、安定で恒常的な気象と生物多様性を維持すること
になろう。ただし、森林の縮小や砂漠化などの防止は、二酸化炭素が平均的に作用する気候変動には効果的
であるが、ウイルス感染症は環境の局所的な破壊で発生していることに留意しなければならない。

②感染症の伝搬とグローバル社会＊＊3

天然痘の歴史は古く、古代エジプトのミイラにも痕跡が見られるが、12 世紀のヨーロッパにおける十字
軍の度重なる遠征がパンデミックと集団免疫をもたらしている。米国では白人の植民と天然痘の侵入が同時
に進行する、いわゆる、コロンブス交換がある。わが国では平安時代と室町時代に疫病として流行し、江戸
末期の発生は藩の養生所や種痘所が接種の拠点となって鎮圧された。

黒死病と呼ばれるペストは、船舶が寄港した際に人に紛れて上陸したネズミが原因とされ、14 世紀の
ヨーロッパで史上最悪のパンデミックを引き起こしている。コレラは過去 200 年間に 7 回のパンデミック
があるが、19 世紀初頭のガンジス川下流域からの大流行は、産業革命による蒸気機関車や蒸気船などの進
歩と植民地政策が背景となっている。スペイン風邪は、第一次世界大戦下の 1918 年米国カンザス州の陸軍
基地で発症し、米軍の欧州戦線投入によりヨーロッパ全土に拡大した。

以上のように感染症のパンデミックの歴史は、人類の地球規模での移動の歴史でもある。十字軍の遠征や
米軍の侵攻は国境を越えた領土の拡大であり、コロンブス交換や植民地政策は海をまたぐ広域化であり、い
ずれも地球という限られたパイの中での争いであった。

産業革命に始まる近代の工業社会は、市場を拡大することで人・物・情報が自由に移動するグローバル環
境を創出している。グローバル化が感染症の伝搬とパンデミックにとって極めて脆弱な状態であることを認
識しておく必要がある。即ち、経済の発展と感染症の伝搬をもたらすグローバル化は二律背反の関係にあ
り、感染症の伝搬防止はともすれば経済活動の停止に直結するからである。

世界の国は現在 196 の主権国家と 12 地域よりなり、それぞれの国家の立場を主張する主権は、多様性
を相互に認め合うセーフティーネットの役割を担っている。国の枠組みを超えた企業の海外展開は世界経済
の成長をもたらしているが、今度の COVID-19 に見られるように、感染症の拡大は危機管理を根底から揺
さぶっていると言えよう。

③感染症の拡大と地域社会
世界の国々はパリ協定の合意を受けてエネルギー・環境政策を進めている。わが国が目指す「2050 年の

カーボンニュートラル」は、産学官・市民を挙げて推進されようが、ゴールは 仮想発電所（VPP）を中核
とした脱炭素社会のスマートシティである。化石燃料に代えて再生可能エネルギーや水素エネルギーなどで
供給を賄い、電力の負荷平準化を図るためにも、未来都市スマートシティの構築は必至であり、そこには
5G/IoT の活用が目論まれていることは言うまでもない。

他方、人類の持続のための基軸である地方創生は、仕事と暮らしなど人間社会の本来に関わる問題である。
科学・技術の革新による高度な製品・サービスの普及や都市化が、快適で利便性の高い社会を創り出す反面、
地域社会の文化の希薄化やコミュニティ力の低下をもたらし、産業の都市偏在化がまち・ひと・しごとの関
係性を崩壊している。

東京圏に代表される大都市は、就業率の高い情報・金融などの産業が集中するため、人口は不可逆的に膨張し、
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一極集中は止まる気配はない。他方、地方都市には比較的低次の産業が立地するため、政府の「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」にも拘らず、その存続が危ぶまれている。大都市の存在理由が経済優先の価値観に基づいて
いるとすれば、地方都市には人間が本来とする文化の創造やコミュニティの形成が求められていると言えよう。

COVID19 の感染拡大は、経済的な強みとされてきた密度の高い都市空間を一挙に脆弱な空間へと変貌
させつつある。ウイルスなどの病原体の体内への侵入は、空気中の飛沫感染、飲食などによる経口感染、接
触による経皮感染が主たる要因である。感染防止のためにオンラインやリモートが駆使され、オフィス外で
の仕事や教室外での授業など、これまでの概念を覆すニューノーマルが意識の変革を起こしつつある。

総務省の人口移動報告 2020 によれば、4 ～ 9 月の半年間で東京圏の人口は転出が転入を 5,500 人上回っ
ている。転出超過は現在の調査が定着した 2013 年以降初めてのことであり、この傾向は東京圏に継ぐ大阪
圏、名古屋圏、九州地区でも現れている。このような流れが今後どう続くかは分からないが、地方創生に向
けた契機となっていることは確かである。

■持続的な発展と桟関統治
感染症の発生・伝播・拡大を重ねて「with/post コロナと持続性」を言及することで、持続に係る課題の 

記述に新たな方程式が付加される。これによって問題の本質とその対応がより鮮明となる。一方、社会を構成
する国家や地方自治体、民間企業や NPO、さらには大学等の高等教育機関は、社会のための組織としての使命
を果たすためにも、持続に向けて何ができるかを示さねばならない。これはコーポレートガバナンスである。

コーポレートガバナンスは、民間企業などがミッションを遂行するためにコンプライアンスを遵守し、財
務諸表により経営の透明性を図り、世間やステークホルダーに対する情報の開示である。近年は雇用集団のダ
イバーシティが管理の要諦でもある。法令遵守と訳されるコンプライアンスは、法律や社内規則、倫理や社会
通念などを内容とするが、様々な局面で協調が問われる国際社会にあって、広義には、人類の持続的に向けた
合意や共通の概念、国家の政策上の規範がそこに包含されよう。人類の持続的発展に向けた取り組みを社会に
おける主要な機関のコーポレートガバナンスと捉え、図 1 に地球規模環境（Environment）、グローバル社会

（Global society）地域社会（society）を対象として、with/post コロナの持続性と桟関統治の関係を示す。
地球規模環境については、カーボンニュートラル、森林の保護と砂漠化防止、生物多様性の維持、化学物

質の管理、海洋プラスチックの削減が主要な事項であり、ウイルス感染症の発生防止は生物多様性の維持と

図 1　機関の ESG 統治

（地球規模環境）
□ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ
□森林の保護、砂漠化防止
□生物多様性の保護
□化学物質の管理
□海洋ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの削減

（ｽﾏｰﾄｼﾃｨ）
□脱炭素社会ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾝﾌﾗ
（地方創生）
□ﾋﾄ・町・仕事
□ｺﾐｭﾆﾃｨ（絆、協働）
□世代の継承
□ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨの維持
（防災都市）
□国土ﾘｼﾞｪﾚﾝｼｰ

[Global Society] ＝SDGs[Society]= 地方創生

□異文化・多文化理解
□国家格差・貧困の撲滅
□ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化と国家主権
□健全なﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ
□ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

（南北、南南）

[ ]
・ﾐｯｼｮﾝの遂行
・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ遵守
・経営の透明性
・ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ
・情報開示

[Enviroment]= パリ協定

■ｳｲﾙｽ感染症の伝搬防止
■物流と人移動の管理

■ｳｲﾙｽ感染症の発生防止
■生物多様性の維持

■ｳｲﾙｽ感染症の拡大防止
■働き方・暮らし方改革
（ﾘﾓｰﾄ、ｵﾝﾗｲﾝ）

産学官・市民
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関係づけられる。即ち、温暖化による気候変動と生物多様性の減少によるウイルス感染症の発生は、森林の
縮小や砂漠化などの地球規模環境問題と同源であり、防止に向けて一体的に取り組まれよう。

脱炭素社会に向けた取り組みは、再生可能エネルギーや水素による電力供給から、製造業などにおける多
様な形態でのエネルギー利用、さらには市民生活での需要など社会全体に及ぶ。国家や地方自治体は、パリ
協定に基づいたエネルギー・環境政策を策定し、脱炭素社会を計画的に主導する責任があり、企業や市民に
あってはこれに応えねばならない。他方、持続可能な発展を企業の社会的責任に求める ESG 投融資が拡大
し、企業間でのサプライチェーンやバリューチェーンにおいては脱炭素が前提になりつつある。脱炭素およ
びそのコンプライアンスは国を超えた流れであり、今や待ったなしと言えよう。

グローバル社会については、異文化・多文化理解、国家格差・貧困の撲滅、グローバル化と国家主権、健
全なバリューチェーン、パートナーシップであり、そこではグローバル社会におけるウイルス感染症の伝搬
防止と物や人の移動の管理が問われる。工業社会は、市場の拡大による経済成長を価値観として発展してき
た。グローバル市場はその結果であり、世界経済の枠組みの中での国家経済の営みが、格差の常態化をもた
らしている。さらに、国家の壁を低くする生産システムや物流のチェーン化は、感染症や災害の発生時にお
けるファイアウォールを弱体化しており、そこには国家主権のあり方が問われている。

地域社会については、スマートシティの構築と地方創生が目標である。スマートシティはカーボンニュー
トラルを基本としたエネルギー基盤都市であり、気候変動に関わる地球規模環境問題と連動する都市の構築
は喫緊である。地方創生は、コミュニティの形成・世代の継承・文化の創造など、人間本来のあるべき姿を
取り戻す地域社会の再生であるが、その際、まち・ひと・しごとの成立が前提である。COVID19 の体験
が働き方や暮らし方改革を引き出し、地方に住むことや自然と文化に触れ合うことがニューノーマルとなる
ことを期待したい。結論的には、スマートシティは国際社会の必須事項であるのに対して、地方創生は先進
国や先進地方が率先して進めるべき矜持（きょうじ）であり、防災都市は脱炭素社会に到る道程で避けられ
ない問題である。

■おわりに
長い歴史を刻んできた人類の持続的な発展を問うとすれば、先ずはこれまでにない顕著な発展が前提であ

り、次いでそれに伴いこれ以上の持続が困難な事態が生じていることであろう。顕著な発展は、科学・技術
と化石資源を活用し事物を改変加工する工業社会であり、困難な事態は、基軸とされる地球規模環境の問題
であり、グローバル化と国家間の格差であり、地方創生と呼ばれる人類が本来あるべき姿から逸脱した社会
である。

本稿は三つの基軸に感染症拡大の課題を重ね、その機序と対応について言及したが、それは工業社会や人
口増加、そしてエネルギー需要などの現状を前提としたものである。その上で、地球規模環境問題の解決とス
マートシティの構築は必至であり、地方創生は達成を期待し得る事項である。ただし、MDGs の後継として
SDGs が主唱する国家間の格差や貧困の問題は必ずしも容易でない。先進国によるバリューチェーンへの期待
は大きいが、グローバル化が進む中での国と国の枠組みを超える企業の関係が、多くの不安定要素を抱えてい
るからである。今後はさらなる分析を進めることとし、本号をもって連載を一先ず終えることとする。

＊＊ 1　
「SDGs 達成に向けた科学技術イノベーションの実践」国立研究開発法人科学技術振興機構　2021.3

＊＊ 2　
「SDGs- 危機の時代の羅針盤」 岩波新書　南博、稲場雅紀  2020.11

＊＊ 3　
「感染症の世界史」角川ソフィア文庫　石弘之　2014.12



産学官連携ジャーナル（月刊）
Vol.17 No.5 2021
2021 年 5 月号（5 月 15 日発行）

https://www.jst.go.jp/tt/journal/
PRINT　　ISSN  2186 － 2621
ONLINE　ISSN  1880 － 4128

編集・発行
国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）
産学連携展開部
産学連携プロモーショングループ

編集委員会委員長
野長瀬 裕二（摂南大学 経済学部 教授）

問い合わせ先
〒 102-0076
東京都千代田区五番町 7　K’s 五番町
TEL：（03）5214-7993
FAX：（03）5214-8399

癒やしのものづくり

自宅にいる間は古いオーディオ・システムで音楽を
楽しむ時間が増えた。
ジャズは女性ボーカルやトリオ、ソロピアノも好き

である。学生時代にアルバイトで買いためたＬＰレコー
ドを引きずり出して楽しんでいる。
最近、ハイレゾ・オーディオにはまり、中華ＤＡＣ（デ

ジタル信号をアナログ信号に切り替える音楽機器）を
買ってしまった。さすがにクリアで目の前で歌うボーカ
リストや生演奏とも思えるリアルさを見事に再現してい
る。このＤＡＣの心臓であるチップは日本製であるが、
回路設計から筐体まで、ほとんど中国製である。コスパ
良すぎるデバイスに仕上がっている。恐るべし、中国の
ものづくり技術。いつの間にか、身の回りの品物はメイ
ド・イン・チャイナが増えている現実にあらためて驚く。
「安かろう悪かろう」のものづくりは過去のもの。

かつて、オーディオ・システムと言えば、国産メーカー
が多数製品を出していた。貧しい学生にとって、なけな
しの軍資金で国産コンポを組み、中古レコードショップ
をさまようのが楽しみだった。
高度成長期に三種の神器と言われた家電のように、生

活に潤いと楽しみを届ける身近な品物に日本製の表示が
見えなくなった。日本製が癒（い）やしてくれなくなった。
日本のものづくりはどこへ向かっているのだろう。

どこの、どのような市場にどのような製品やサービスを
届けようとしているのであろうか。産学官のトリプルヘ
リックスはどこへ収斂（しゅうれん）していくのであろ
うか。それがたった一人であっても、世界の片隅で待ち
焦がれている人にサイエンスとテクノロジーを届けたい
と思うのは、私一人ではないはずである。

北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携本部 副本部長／
産学官連携推進センター長　山本 外茂男

海外情報目白押し

本誌では過去、断続的に海外情報を記事にして発信
してきた。
海外情報の少なさは、ここ数年来の悩みの種だった

が、今年に入ってからは２月にはシンガポール、3月は
欧州、4月は中国と、執筆にご協力いただくことができ、
海外情報も世界各国に広がってきた。
スタートアップ、共同研究、知財など産学連携にか

かる海外の情報は、現地在住で実際にその仕事に関わる
方々が体験してきた生の情報だけに大変貴重だ。産学連
携の海外事情は、どのメディアもあまり取り上げないた
め、海外進出する際の参考になるものもあれば、国内で
も取り入れることができるのではないだろうか。

5月号では米国、インドの情報も紹介しており、今年
の本誌はこれまでになく海外情報が充実してきたと感じ
てもらえるとありがたい。
隣人は外国人が当たり前に生活する日本においても、

地方の中だけに収まっていては、成長や進化は望めない。
インターネットを介して情報の国境は取り払われ、世界
的に猛威を振るうコロナ、五輪、ダイバーシティなど、
国内はもとより海外にもアンテナを張って情報をキャッ
チしておくことで、「産連ボキャブラリー」も充実する。
今年の本誌は、海外情報がさらに充実の予感。少し

成長できたかもしれない。
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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