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東日本大震災により、全市民の７パーセント以上が犠牲となるなど、壊滅的な被害を受けた岩手県陸前高
田市は、今日までそのやりきれない気持ちや後悔を力に変え、復興に取り組んできた。
「真の復興」とは何なのか ?　津波で壊滅したまちを「安全なまち」に作り直すことと同時に、人口の減少・
少子高齢化への対応、新しい産業展開による雇用の場の創出、公共交通の脆弱さへの対応など、震災以前か
ら山積する課題を少しでも解決に近づけることを強く意識しながらまちづくりを進めてきた。それが意味す
るところは、陸前高田市が持続可能なまちとなるべく未来への可能性を探求すると同時に、生き残りをかけ
た復興であるということだ。
復興が本格的に始まるのとほぼ時を同じくして、2014（平成 26）年に安倍内閣は「地方創生」という方

向性を打ち出した。被災前の陸前高田市であったら、課題解決に向けた踏み込んだ取り組みを進めることは
容易ではなかったと思われる。
なぜならば、地方中の地方の自治体において、自分たちの知恵や英知を結集しただけでは、現状の課題克

服や新しい取り組みを進めることには限界がある。
従って、理想やアイデアは示せても、どこかに諦めがあるのが「地方」なのだと思う。しかも、「地方」

の定義も曖昧で、企業などからすれば県庁所在地の市など大きな地方都市に目が行きがちになるのは当然で
あり、陸前高田市のような小さな自治体が産学官の連携を進めていく枠組みを作ることさえ実際には難しい
のが現実である。
震災は我々から多くのものを奪い去った。
しかしながら一方で、多くの方々との出会いをもたらした。
震災がきっかけの出会いであるから、ある意味皮肉みたいなところもあるが、現実には市民を前向きに

し、若者に希望を与える出会いであることは間違いない。
この出会いこそが、産学官連携の枠組みを作り、地方創生に取り組む大きな原動力となっている。
例えば、東京大学や大阪の菓子メーカーサロンドロワイヤルと連携して始まった「ピーカンナッツプロ

ジェクト」や、大手飲食チェーンのワタミや東京農業大学との連携による「農業テーマパークオーガニック
ランド構想」。
JT（日本たばこ産業）や農協、商社、地元農業者などと取り組んでいる「地域ブランド米たかたのゆめ」、

立教大学・岩手大学とともに空き校舎を活用し全国の大学や海外の大学、地域の方々をつなぐ「グローバル
キャンパス」の運営など、それぞれ「産」・「学」・「官」の強みや持ち味を生かした連携が図られており、未
来に向けての可能性を市民が感じ取ってくれているものと思う。
今後は、これらの取り組みに SDGs の考え方を加味する中で、ビジネスとして発展させながら地域の課

題解決につなげることが求められており、最終的に「真の復興」を果たすことが我々の責務だと考えている。

真の復興を追及して

陸前高田市長

戸羽　太
とば　ふとし
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特 集
Feature シン・防災減災考

■組織横断での災害時情報共有の必要性
「災害大国・日本」。そう呼ばれるほど、わが国は地震、噴火、豪雨、大雪など、様々な自然の脅威にさら

されている。ひとたび災害が発生すれば、多くの組織が、救助、避難所運営、物資供給、道路啓開、生活再
建など、同時並行で様々な応急対応・復旧復興活動を行うこととなる。従って、これらの組織間でいかに状
況認識を統一し、全体としての最適な災害対応を行うことが重要である。その鍵を握るのが「情報」である。
ある組織が知っている情報を別の組織が知らない。この状態で活動が同時並行で行われることがいかに非効
率であるかは言うまでもない。「情報共有」という言葉は災害対応においてよく聞かれるが、これを読んで
字のごとく、「情報を共に有する」状態を組織横断的に作ることが必要である。

■災害時情報共有を支えるパイプライン「SIP4D」
2014 年、府省・分野横断で取り組むべき課題として、内閣府総合科学技術・イノベーション会議が推

進する「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」の一つに「レジリエントな防災・減災機能の強化」
が設定され、産学連携のプロジェクトとして、国立研究開発法人防災科学技術研究所（防災科研）と株式
会社日立製作所による SIP4D（エス・アイ・ピー・フォー・ディー：Shared Information Platform for 
Disaster Management、和名：基盤的防災情報流通ネットワーク、旧名：府省庁連携防災情報共有システ
ム）の研究開発が開始された。図 1 に示すように、SIP4D は、災害対応を行う組織が有する情報システム
同士を結び付ける「パイプライン（土管）」を目指している。そのためには、異なる情報システム間でのデー
タ変換処理、同種のデータの統合処理が必要であり、そのための汎用技術を開発・実装している。SIP4D
で共有される情報は多岐にわたる。例えば、震度分布、降水量分布、停電状況、通信途絶状況、道路通行可
否状況、避難所状況、給水・入浴支援箇所、衛星画像、航空機による空中写真、ドローン画像等、所管の枠
を超え、組織に横串を通す形で、情報を一元的に利用できるようにする点が特徴である。

産学官連携で拓くこれからの防災・災害対応

防災・災害対応は常に産学官の様々な組織が連携して取り組むべき課題である。これらの連携を
実現するための鍵となるのが「情報」の共有である。毎年のごとく発生する自然災害に対し、開
発された技術の適用や支援活動を行うことで、その重要性や効果が評価されてきた。今後発生が
想定される国難災害への対応のためにも、産学官連携による新たなイノベーションの共創が期待
されている。

国立研究開発法人
防災科学技術研究所

臼田　裕一郎
うすだ　ゆういちろう
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■災害情報の共通ビューア「bosaiXview」
SIP4D は情報システム同士を接続するため、共有される情報はそれぞれの情報システムで閲覧・利用す

ることができる。しかし、逆に言えば、普段から使用している情報システムがなければ、閲覧・利用するこ
とができない。そこで、情報を共通して閲覧できるビューアとして bosaiXview（防災クロスビュー、旧名：
防災科研クライシスレスポンスサイト）を構築し、災害時には防災科研のウェブサイトから公開している。

図 2 は 2021 年 7 月 3 日 に 発 生
した静岡県熱海市での土砂災害に
関する bosaiXview である。左側
のメニューに共有される情報が並
び、順々に見進めていくことで災
害全体を把握できるようにするこ
とを目指している。右側には様々
な災害情報が地図に重なる形で表
示される。図 2 では土砂災害が発
生した範囲と家屋形状のデータを
重ね、流失などの被害を受けた家
屋を可視化している。

■災害対応を情報で支援するチーム「ISUT」
SIP4D を活用し、共有すべき情報を現場で集約したり、現場のニーズに合わせた情報を作成するチームが

ISUT（アイサット：Information Support Team、災害時情報集約支援チーム）である。2015 年の関東・
東北豪雨、2016 年の熊本地震、2017 年の九州北部豪雨時に防災科研として活動を行い、2018 年からは内
閣府・防災科研のチームとして試行を重ね、大阪府北部の地震、平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨）、北海道

災害現場で役立つ情報プロダクツの生成

災害現場で活動する災害対応機関の情報利活用

a省
データベース

bセンター
データベース

c機関
データベース

d団体
データベース e観測網 f被害推定

データ
gリアルタイム
評価データ h分析データ

A府防災情報
システム

B省防災情報
システム

C庁防災情報
システム

都道府県
防災情報
システム

市区町村
防災情報
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防災情報
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防災情報サービスプラットフォーム
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防災情報
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B企業
防災情報
システム

企業
コンソーシアム

災害時情報集約
支援チーム

基盤的防災情報流通ネットワーク

 図１ 　SIP4D が目指す組織間情報共有の概念図

 図２ 　2021 年熱海市土砂災害の bosaiXview（防災クロスビュー）
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胆振東部地震での実災害適用を経て、2019 年より本格運用が開始となった。ISUT は、内閣府の情報先遣
チームとともにいち早く現地入りする。政府の現地拠点にブースを設け、持ち込んだパソコン、プロジェク
ター、タブレットなどを駆使し、bosaiXview
により詳細な情報を加えた災害対応機関限定の
共通ビューアとして ISUT-SITE をその場で表
示し、現場での情報共有に努めている。写真１
は、2020 年の令和 2 年 7 月豪雨の現地拠点と
なった熊本県庁の様子である。複数の制服を着
た現場担当者が一堂に集まり、ISUT-SITE で情
報を閲覧しながら、状況認識の統一を図ってい
る。ISUT-SITE は現場だけでなく、災害対応機
関であれば遠隔地でも閲覧できる。現場が今ど
のような状況になっているのか、これからどの
ような支援がどの程度必要なのか、各組織の意
思決定を支援している。

■「情報」を介して実現する産学官連携
SIP4D による情報流通、bosaiXview/ISUT-SITE による情報可視化、ISUT による情報集約・提供の活

動は、現在は内閣府と防災科研による協働だが、「情報」を取り扱うことで、図 1 で示したように、組織と
組織、現地と遠隔地、そして産学官を連携させる災害対応の形を目指している。ここでは、実災害時の活動
において、情報が異なる組織の活動をつないだ事例を幾つか紹介する。

2016 年の熊本地震では、まだ被害状況に関する数値が現地から上がってこない中、防災科研が提供した
リアルタイム建物被害推定情報に基づいて被害の概算が見積もられ、全国知事会による早期の支援活動につ
ながった。また、国土地理院の空中写真が早期に公開されたことで、これを民間企業が画像解析してブルー
シートを抽出し、別の民間企業が家屋形状と重ねて被害建物数をより詳細に抽出した。

2017 年の九州北部豪雨では、悪天候が続き国土地理院の航空機観測ができず、被災地の全容把握に時間
を要した。これに対し、民間企業のヘリコプターによる写真撮影データが大量提供され、これを緊急消防援
助隊が判読し、被災エリアを紙地図上に同定した。さらに、これを防災科研現地チームがデジタル化し、各

組織に共有することで、
消 防 だ け で な く、 自 衛
隊、警察などの実動機関
間での救助・捜索活動に
活用された。

2018 年の西日本豪雨
では、複数の都道府県が
被災し、広域での災害対
応が必要となった。試行
段階だった ISUT は広島
県に、加えて防災科研と
して岡山県、愛媛県に支
援部隊を派遣し、県ごと 図３ 　2018 年西日本豪雨で ISUT が作成した病院支援用地図

 写真１ 　2020 年熊本県庁での ISUT-SITE による情報共有の様子
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で情報集約を行ったが、それぞれの県で作成されている情報に違いがあり、そのまま共有するのでは広域で
状況把握するには適さない状況にあった。そこで、SIP4D を活用し、地域ごとに異なる情報の同種部分を
論理的に統合し、統一化した上で、各県の現地拠点にいる様々な組織のニーズに応える地図を作成し、提供
した。図 3 は、有床病院の位置と停電状況を重畳することで支援が必要な有床病院を特定し、給水拠点と
道路規制箇所を示して、被災現場への移動、物資の輸送、患者の搬送などを支援した ISUT 作成の病院支
援用地図である。

2019 年の房総半島台風では、千葉県庁での ISUT 活動中に要請を受け、産学官連携で構成される AI 防
災協議会が、県が作成した被災者向けの FAQ（頻繁に尋ねられる質問への回答集）を AI に読み込ませ、
SNS 上でチャットボットとして提供した。これにより、被災者からの問い合わせに自動回答できるように
なり、被災者と問合せを受ける行政の双方の負荷を軽減した。さらに、これを運用する中で、官の FAQ だ
けでは被災者の実直な問い合わせに答えられないことが分かり、保険会社が有する FAQ も読み込ませるこ
とで、被災者のニーズに応える対応を実現した。

同じ 2019 年の東日本台風時では前年の西日本豪雨時と同様、複数都道府県で被害が発生し、ISUT は宮
城県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、長野県に派遣された。千曲川が決壊した長野市において、各家庭
から搬出される被災家財などが道路にはみ出し、渋滞が発生して復旧活動が遅れるという事態に陥ったが、
市民・ボランティア、市、県、支援自治体、国土交通省、環境省、自衛隊が、災害廃棄物の状況把握、小型
車両を活用した一時置場への移動、大型車両を活用した被災地外仮置き場への移動を一体となって行うチー
ム「OneNagano」として連携した活動が行われた。この中で、ISUT は災害廃棄物の位置、一時置場・仮
置き場の位置、道路規制の状況を地図に示し、これを紙地図やデジタル媒体で共有し、活動を支援した。

■これからの産学官連携に期待すること
このような活動と効果が評価され、2019 年には ISUT が、2021 年には SIP4D が国の防災基本計画に

記載された。研究開発成果が実用化され、試行活動が本格運用に位置付けられた形である。また、SIP4D
は、2021 年 4 月からの第 6 期科学技術・イノベーション基本計画においても、頻発化、激甚化する自然災
害への対応として、その展開を図ることが明記されている。加えて、2021 年 5 月には、内閣府より「防災・
減災、国土強靱化新時代の実現のための提言」が出された。ここでは、事前防災、複合災害対応、防災教育、
防災ボランティアとともに、デジタル防災技術の一つとして官民災害対応システム「防災デジタルプラット
フォーム」の必要性が示されている。今後、防災 IoT や様々な個別アプリケーションの開発・実装が注目
されるが、その根幹としてのプラットフォームが統一化・標準化・グレードアップされることで、これらが
一つの木のごとくつながり、花開くことが期待されている。2021 年 9 月にはデジタル庁が創設されるが、
それに向けて、政府では「包括的データ戦略」を策定しており、その中で、防災分野は連携基盤となるプラッ
トフォームの整備を重点的に取り組むべき分野の一つとして示されている。防災はもともと分野横断、組織
横断で取り組むべき課題である。あらゆる分野において DX（デジタルトランスフォーメーション）への加
速化が叫ばれる中、他の分野に先駆けて産学官連携を果たし、産学官連携社会を牽引（けんいん）すること
が期待されている。

南海トラフ地震や首都直下地震をはじめとした国難災害への対応のためにも、オールジャパンでの連携
が必要不可欠である。防災科研では、産学官連携による「知の共創」を目指し、2020 年 7 月にイノベー
ション共創本部を設置した。学術研究という枠組みにとどまらず、「先ず隗（かい）より始めよ」の精神で、
産学官連携社会としての新しい防災へのイノベーション創出に自ら先陣を切り、社会のレジリエンス向上
を着実に実現していきたいと考えている。ご賛同いただける産業、学術、官公からの積極的な参画を期待
したい。
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特 集
Feature シン・防災減災考

■はじめに
日本列島では、地震、津波、洪水、斜面崩壊、火山噴火など、多種多様な自然現象が発生してきた。これ

らは、変化に富んだ景観や豊かな土地を生じる一方で、人々に多くの負担を強いてしまう結果ももたらす。
岩手大学のある北東北太平洋側の地域にも、これらの現象が太古の昔から発生してきた。2011 年の東日本
大震災は、この中でも最大級のものであり、復興はいまだ途上の段階にある。岩手大学地域防災研究セン
ター（以下、本センターという）は、2012 年 4 月に全学組織として再編され、文理融合型のセンターとし
て活動を進め、現在に至っている。本センターは、岩手大学工学部（現、理工学部）に所属する防災に関わ
る教育・研究や実践活動を行ってきた教員が中心となり、2007 年に工学部附属地域防災研究センターとし
て発足した。センターという形をとるに至った経緯も防災に関わる研究や実践活動に一定の蓄積があったこ
とによる。

現在の本センターは、多重防災型まちづくり、災害文化の醸成と継承およびボトムアップ型の防災システ
ムの構築をキーワードにして、災害に強い地域づくりの「岩手モデル」を発信すべく、教育・研究・実践活
動を行っている。「岩手モデル」では、本センターの活動の特徴である地域とともに取り組む姿勢を明確に
し、教育・研究・実践活動の地域への還元、行政、報道、住民と一体となって地域の防災を支える活動、お
よび災害時や復興時において、Leave no one behind（誰も置き去りにしない）を忘れることなく取り組
んだ成果を目指している。

本稿では、本センター設立に至る主要な防災関連の活動についてはじめに述べた後、本センターのメン
バーが中心となって行ってきた人材育成および教材開発のための取り組みを紹介する。

■地域防災研究センター設立までの防災活動
1998 年岩手山では火山性地震活動が急激に活発化し、噴火に至る恐れもあり、緊急の防災対応が望まれ

た。1998 年当初、岩手山の噴火を想定したハザードマップもなく、防災対応を最初から構築する必要が
あった。この中で、岩手大学は、それまでに築いてきた産官学の連携関係を生かして、岩手山防災マップ、
防災ハンドブックなどの策定に大きく寄与した＊＊ 1。このとき、大学、国・県などの行政機関、気象台・消

岩手大学地域防災研究センターにおける
地域防災力向上のための実践活動

岩手大学地域防災研究センターでは、災害に強い地域づくりの「岩手モデル」を発信すべく、教育・
研究・実践活動を行っている。本センターの設立前の経緯、現在行っている人材育成活動や防災
教材の開発の取り組みについて紹介する。

岩手大学 地域防災研究センター

越谷　信
こしや　しん
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防・警察・自衛隊などの防災関連機関、報道機関、鉄道・高速道路会社や通信関連会社などの担当者が顔の
見える関係を作り出すことで、防災活動を有機的かつ実際的に行うことができ、火山防災関係者からは「岩
手方式」として注目されるようになった。このような連携の関係性は、地域住民の参加も促し、産官学民が
地域の安全を支えるという考え方に発展し、現在の本センターの活動の中でも生かされている。

三陸海岸は、海岸線に特徴的な地形を持ち、地震が多い地域を控えていることから、過去甚大な津波被害
を被ってきた。2004 年にスマトラ沖を震源とした地震が発生し、巨大津波はインド洋沿岸地域を襲った。
また、地震調査研究推進本部からも宮城県沖で高い確率で M7.5 程度の地震が発生すると発表があった。こ
れらのことから、三陸沿岸地域でも津波災害に対する危機感が高まってきていた。こうした中、岩手大学で
は岩手県宮古市鍬ヶ崎・角力浜地区において、岩手県などの協力の下、2005 ～ 2006 年にかけて地元住民
や宮古市などとともにワークショップを実施し、防災意識の醸成に努めた＊＊ 2。対象地域は、リアス式海岸
に面し、山地が海岸付近に迫り、その間に挟まれたわずかな平地に住宅が密集しており、防潮堤もなく、岩
手県沿岸で津波に対して最も無防備な地域といわれていた。

この活動を踏まえて、地区の住民は自主的に津波避難マップを作成し、毎年避難訓練を行ってきた。
2011 年東北地方太平洋沖地震（M9.0）により発生した津波は、同地区に壊滅的な被害を与えたが、地区
住民 110 人のうち 109 人は高台などに避難して無事であった。亡くなった 1 人も第一波からは逃れたもの
の、自分の船を見に海に戻ったところを第二波で犠牲になってしまった＊＊ 3。当時、本ワークショップを中
心的に進めた本学教員が受けた強い印象は、残念ながら、犠牲者がでてしまったものの、事前の防災活動が
一定の成果を挙げることができたのは、この地区に地域を積極的に牽引（けんいん）するリーダーが存在し
ていたことである。このような経験が基になって、後述の防災リーダー育成プログラムへと発展していく。

■人材育成活動
前項で述べたように地域活動の牽引役となるリーダーの重要性が明らかになり、実際の活動に結びつける

方策を探っていたところ、文部科学省による 2007 年度社会人学び直しニーズ対応教育推進プログラム「地
域を支えるエコリーダー・防災リーダー育成プログラム」に採択され、実施の運びとなった。エコリーダー
と防災リーダーの両方が入っているのは、地域の防災だけでなく、地域の良好な環境保全も重要であると考
えたことと、本プログラムの実施母体が岩手大学工学部建設環境工学科（現、理工学部システム創成工学科
社会基盤・環境コース、同コースの防災に関心のある教員は本センターを兼務）であったことによる。

この防災リーダーコースは、一般市民を対象とし、募集定員 15 人、毎年 5 月から 12 月までの隔週土曜
日に行っている。受講生は、まず自然災害の理解に必要な気象や地学の基礎を学び、地震、津波、洪水、火
山噴火、斜面災害、防災・復興まちづくりおよび防災危機管理について学習し、防災関連施設などの現地見
学を行う。これらの学習の後に、各自で防災リーダーとしての活動目標を設定し、目標達成のための方策に
ついて本センター教員や外部評価委員の前でプレゼンテーションを行い、十分な内容であれば防災リーダー
として認定される。外部評価委員は、国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所、岩手県県土整備部、
復興防災部、教育委員会、盛岡市総務部危機管理防災課などからそれらの組織の長または専門的な知見を有
する方に担当してもらっている。また、本プログラムの修了生による現在の活動状況報告会も実施し、防災
リーダーのネットワークづくりにも取り組んでいる。現在までの受講者は 235 人で、防災リーダー認定者
は 135 人である。

2011 年の東日本大震災は、地震の規模が想定外であったばかりでなく、行政、医療や学校など災害時に
緊急の対応が迫られる組織にとっても予想を超える災害となってしまった。大災害などの緊急時において
は、平時の組織による平常業務の延長上で考えられるものとは質的に全く異なる、危機管理の対応が必要と
なる。ところが、このような組織では人事異動のために、一定の防災に関わる知識や手法を身につけた職員
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が継続的に防災関連業務を続けられることは少ない。以上の問題点を改善するため、岩手大学では、これら
の組織の構成員を主たる対象者として、 2013 年度には実践的危機管理講座として、2014 年の岩手県地域
防災ネットワーク協議会（代表および事務局は本センター）の立ち上げに伴って、2015 年度からは、防災・
危機管理エキスパート育成講座として、危機管理の基本的な考え方や実践的な対応力を修得した人材育成に
取り組んでいる＊＊ 3。

本講座は、基礎、実習および総合実習コースからなる。基礎コースは、災害危機管理の概要を学んだ後、
気象情報、関連法制、医療・消防・警察・自衛隊・物流・行政対応・避難所運営・防災教育などの災害対応
各論、報道や通信などの災害情報を座学形式で学習する。これらを踏まえて、実習コースでは図上訓練を
学習する。ここで取り上げている図上訓練は、図 1 に示す。これらの図上訓練で防災意識や判断力を養い、
地域の防災力や脆弱性を把握し、様々な状況の中での判断や意思決定の手法について学習していく。

総合実習コースでは、仮想の災害対策本部を設定し、受講生はロールプレイング形式の図上訓練として、
災害発生直後の被害予測、情報の処理・提供、状況判断や対応方針の決定に至る考え方などを学習する。本
コースで行っている図上訓練では、
受講生には事前には知らせずに、
災害発生に伴う事象を時系列なシ
ナリオにまとめ、これらを気象台
や防災関連機関の職員がコント
ローラー役になって受講生に与え、
対応を促していく形で進められる。
このような実践形式の学習を通し
て、図上訓練の重要性を理解し、
実際の訓練における問題点の抽出
と改善に役立ててもらい、地域の
防災力の向上を目指している。現
在までの受講生は、実践的危機管
理講座と合わせて、各コース延べ
人数で 485 人に達している。

■防災教材開発
人々の防災力の向上には、学校教育が大きな役割を果たす。岩手大学は岩手県からの委託を受け、宮古市

教育委員会との連携のもと、本センターのメンバーが中心となって 2006 年に小中学校の実際の授業で使用
することができるような津波防災学習教材を作成し、県内の全小中学校に配布した。同メンバーは、この防
災教材が実際に児童・生徒たちの授業に生かしてもらうために、配布後、沿岸全市町村の小中学校教員向け
の防災教育研修会を実施してきた。沿岸全市町村を巡るこの活動は、東日本大震災の前年に終了した＊＊ 3。
東日本大震災において、岩手県では学校管理下にあった小中学生は全員無事であったが、これは本活動の寄
与があったと推察される。

東日本大震災後、本センターは、岩手県の委託を受け、県内の防災教育全般の充実を図るため、地震編・
津波編・火山編・土砂災害編・資料編からなる防災教育教材を 2014 年に、大雨・洪水編・土砂災害（資料）
編からなる防災教育教材を 2015 年に作成し、県内全小中学校に配布した。これらの教材も、2006 年版の
津波防災学習教材と同様に、小中学校教員が授業での防災教育に活用してもらうことを企図して作成され、
これらの教材を使った教員向け研究集会などで有効活用の向上に努めている。これらの教材では、災害の種

 図１ 　図上訓練の種類と特徴＊＊ 3
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類ごとに、災害を引き起こす自然現象の発生メカニズ
ム、災害の特徴、防災対策について、図面、写真、動
画、表などを使って、児童・生徒の理解が進むよう配
慮して作られている。なお、地震編の中でも紹介され
ている防災カルタ（図 2）は本センターホームページ
からダウンロード可能である。

さらに、学校防災には、生徒・児童たちの防災教
育、教員自身の防災に関する知識・知見・ノウハウの
深化および学校運営における防災活動という多面性を
有する。これらは互いに補完し、融合して実践的な防
災活動につなげていく必要がある。このような点を達
成するため、実践的に行った例として、防災教育教材

「台風・大雨から身を守る」の作成がある。本教材は、
2016 年 8 月に岩手県南部に上陸した台風 10 号によ
る大雨災害をきっかけとして、甚大な被害を被った岩
手県岩泉町の教育委員会、さらに岩手県教育委員会お
よび本センターが連携して、作成された。本教材では、
系統的に「地域を知り、気象情報を基に災害対応を考

え、行動計画を作成する」ことを学習することができ、それを学校版タイムラインとしてまとめていくよう
になっているのが特徴である。学校版タイムラインでは、気象庁や国交省による気象や河川の情報、県・地
方自治体や教育委員会の対応や情報、学校の対応、家庭や地域の対応を時系列に分けて整理し、学校、家庭
や地域の対応の内容とタイミングを理解するのに役立てることができる。本センターでは、岩泉町以外の地
域の小中学校でも本教材を活用した防災教育のサポートや教員研修において本教材を使った図上訓練に活用
している。

■おわりに
地域防災研究センターでは、前述の活動のほかにも、地域防災力向上のために自主防災組織の活性化事業

に取り組んでいる。岩手県や県内市町村からの依頼などにより町内会・自治会や自主防災組織に、本セン
ターのメンバーが出向き、組織の立ち上げや組織がすでにある場合には防災活動の方向付けを講演会や図上
訓練などを通して実施している。そのほかにも、社会的に関心の高い防災に関わる話題について、地域防災
フォーラムとして取り上げ、内外の有識者を招いて、最新の情報の提供、現状での課題の抽出、将来の展望
に向けた議論を行っている。地域防災研究センターはこのような防災や減災に関わる活動を通してより安全
な社会の構築を目指している。

＊＊ 1　
斎藤徳美（監修）・土井宣夫・菊地真司・吉田桂治（編集）（2005）1998 年岩手山噴火危機対応の記録．国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所・
岩手県、525pp．

＊＊ 2　
小笠原敏記・佐々木信也・堺茂樹・古川隆（2006）自主防災の意識向上に対する津波ワークショップの役割．海岸工学論文集，53，1346-
1350．

＊＊ 3　
岩手大学復興活動記念誌編集委員会編（2019）東日本大震災被災で大学はどう動いたか 2．287pp．

 図２ 　地震防災カルタ
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特 集
Feature シン・防災減災考

■はじめに
福島大学うつくしまふくしま未来支援センター（FURE）は、2011年の東日本大震災および東京電力福島

第一原子力発電所の爆発事故（福島第一原発事故）を受け、同年設置され、今年で満10年を迎えた。本稿では、
FUREの目的や組織、そして活動を紹介したのち、現在の成果や課題等について述べることとしたい。

■ FUREの目的と組織
FUREは、2011 年 4月に設置された。その目的は、前月に発生した東日本大震災と福島第一原発事故に

伴う福島県内の被害に関し、地元の国立大学として、生起している事実を科学的に調査・研究するとともに、
その事実に基づき被災地の推移を見通し、復旧・復興を支援することにあった。
ここで強調したいのは、FURE設置の目的が「研究」ではなく「支援」にあったということである。スタッ

フ自らが被災地に赴き、専門に基づいて福島県内を中心とする住民や関連機関などと密接に連携・交渉しつ
つ様々な実践的な活動を行い、それらを「実践知」、「支援知」として蓄積し、さらなる活動の継続や発展を
目指した。発生から 10年が過ぎ、福島県内の状況は大きく変化しているが、「復興支援」という当初の目
的は変わることなく現在も続いている。
設置当初の FUREは、まとまった組織・施設・スタッフがなく、走りながら体制を整えていった。2011

年度中には山川充夫・初代センター長（現名誉教授）の下「企画・コーディネート」、「環境エネルギー」、「復
興計画支援」、「こども・若者支援」の 4部門・9担当を立ち上げるとともに複数の特任教員を採用し、ほぼ
形が整った。FUREの運営経費については、復興庁から 5年間の時限付きで補助金が措置され、設置 6年

目からは文部科学省からの予算
措置を受け、現在に至っている。
FURE は、被災地の実情に

合わせてスタッフの増減と組織
体制の改変を重ね、最大時の
2013 年度には、四つの部門と
10 の担当に約 70 人のスタッフ
を擁する一大組織となった。ス
タッフは、専任教員を中心に、
兼任教員（学内の他の学部等所
属の教員による兼務）、客員教
員、事務職員などからなる。ま
た、2013 年 8 月にはキャンパ

東日本大震災と福島大学うつくしまふくしま
未来支援センター

福島大学 うつくしまふくしま
未来支援センター長 
行政政策学類 教授

菊地　芳朗
きくち　よしお

 図 1 　福島大学うつくしまふくしま未来支援センターの組織図
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スの一角に 5階建てのセンター棟が完成し、活動の拠点となった。
2021年現在のFUREは、「企画コーディネート」、「地域復興支援」、「こども支援」の三つの部門に約30人

の専任・兼任スタッフを抱える（図 1）。これは、震災・原発事故からの復興過程の変化に対応した結果であ
り、特に2013年に「環境放射能研究所」、2019年に「食農学類」が福島大学にそれぞれ設置され、それまで
FUREの「農・環境復興支援部門」に所属していた機能とスタッフの多くがこれらに移籍したことを大きな理
由とする（これにより、センター棟は食農学類棟となった）。

■ FUREの活動
①活動の推移
FURE の活動は、原発事故直後の福島県内の放射線量の測定を皮切りに、避難所運営支援やボランティ

ア支援など、東日本大震災および原発事故の発災直後に生じた緊急を要する各種問題への直接的な対応と支
援から始まった。そして、営農再開のための調査や各種農業団体との連携、仮設住宅と旧居住地を結ぶジャ
ンボタクシーの運行、避難区域の博物館に取り残された歴史資料の救援と保全、学校生活などに不安を抱え
た子供や若者の学習や自立のためのサポートなど、震災・原発事故によって福島県内に起きた諸問題の支援
活動へと展開していった。
発災から数年が過ぎたころからは、原発避難者への聞き取りや行政との橋渡し、再生可能エネルギーの計画

立案、基礎自治体の復興・まちづくり計画へのアドバイザリーなど、中長期的視野からの広い意味での支援活動
が多くを占めるようになった。そして、避難区域の解除が進み、インフラやハード面での県内の復旧がほぼ達
成された現在では、10年間のなかで新たに生じてきた各種問題への対応や、住民帰還が進まない自治体の復興
計画への参画など、原発事故という過去に例のない長いスパンを持つ災害への取り組みが中心となっている。
FURE は基本的に教育機能を持っていないが、各種活動による支援知・復興知を福島大学学生に還元す

るため、2013 年度から主に 1 ～ 2 年生向けの授業として
「災害復興支援学」を開講し、専任・兼任教員がオムニバ
ス形式（全 15 回の授業を複数の教員で 1 回～数回ずつ担
当する）で自らの活動を学生に紹介する機会を設けている
（写真１）。この授業は、被災地や支援活動を直接経験した
ことのない学生にとって貴重な学びの機会となっており、
これまで多くの受講生を集めるとともに、高い評価を受け
ている。

②企画コーディネート部門
ここは FUREの窓口調整機能を有する部門であり、産官

民学間の連携、情報収集・情報発信、シンポジウム・講演
会の開催などの活動を行うことにより、センター業務を側
面からサポートする役割を担っている。
FUREでは、福島県内の被災状況や課題、そして FURE

による活動を外部に発信するための手段の一つとして、毎年
福島県内外でシンポジウムを開催している。県外ではこれま
で、東京、名古屋、大阪、新潟、仙台などで開催しており、
テーマも「食と農」、「教育」、「街づくり」、「震災アーカイブ」
など多彩で、多くの参加者を得ている（写真２）。

 写真１ 　「災害復興支援学」の授業風景

 写真２ 　FURE2018 仙台シンポジウム 
「ほんとの空が戻る日まで」
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また、本部門は福島県から委託を受け、被災地域の復興や住民帰還を支援する現地拠点として、2012 年
から沿岸地域（浜通り）に「相双地域支援サテライト」を設置運営している。サテライトは、住民帰還の状
況や避難区域の解除に伴って設置場所を移し、現在では富岡町の本所と浪江町の分所の二カ所体制となって
いる。サテライトの設置によって、住民の生の声を聞くとともに、そのニーズによる様々な支援対応を取る
ことが可能となっている。

③地域復興支援部門
本部門は、こども支援を除く全ての人文社会系の分野をカバーする幅広い活動を特徴とし、これまで、仮

設住宅・借り上げ住宅で生活する避難者の支援、商工・観光・水産などの産業復興支援、避難地域での文化
財の救出・保護、災害が起こりやすい地域の研究とそれに基づいた防災教育、被災地域の新しい都市計画や
交通計画の支援などを行っている。
本部門で近年力を入れている活動の一つが、大規模災害時に開設される避難所を円滑に運営するためのシ

ミュレーション教材の普及・研究活動である。「さすけなぶる」（「心配ない」を意味する福島方言の「さす
けない」と「sustainable」を合わせた造語）と名付けたこの教材は、東日本大震災の避難所運営で実際に
起きた問題を解決していきながら学ぶワークショップ型防災教育ツールで、その普及・研究のため学内外の
研究者による「さすけなぶる研究会」を組織し、福島県内外でワークショップ、認定ファシリテーター養成
講座、シンポジウム等を開催している。

④こども支援部門
本部門は、東日本大震災により被災した子供やその保護者に対し、個別に専門的な支援を継続して行って

きた。支援当初から、子供たちの「生きる力」の育成を目指して活動を行い、近年は自分らしさを生かしな
がら、他者と協働してより良い社会を作ろうとする力「社会力」の育成も目標としている。
近年は、課題を抱えた子供たちのための「相談支援活動」と、子供たちの防災力の向上を目指した「防災

リーダー育成プログラム」に力を入れている。

■課題と展望
東日本大震災と原発事故の発生から 10年が過ぎ、福島県内の状況や人々の感情が様々に変化する中、簡

単には解決できない多様かつ複雑な現実が「被災地」にはなお多く存在している。「支援する側」と「され
る側」といった単純な括りではもはや通用しない時期に至っており、それを受ける形で FUREの再編計画
が学内で議論されており、新たな方向性も模索されている。また、猛威を振るう新型コロナウイルス感染症
により、FUREによる対面での活動の多くを中止・縮小せざるを得ない状況が続いており、生命線ともい
える対面や現地に赴いての活動を制限せざるを得ないことは、FUREにとって大きな痛手となっている。
東日本大震災・原発事故後、2016年の熊本地震や2019年の台風19号など、国内で大規模な災害が相次い

で発生しているが、これに際してFUREスタッフや元スタッフが現地に赴き、これまでの支援知を踏まえた
様々な支援活動を行ってきた。また、FUREの元スタッフは新たなポストを得て学内や福島県内だけでなく広
く全国で活躍しており、今も様々な機会に連絡や連携を取り合う関係にある。このようなFUREや東日本大震
災という枠を超えた活動や連携が全国規模で広がりを見せていることは、FUREの大きな財産といえる。
福島県内では、東日本大震災と原発事故は決して過去の出来事ではなく、現在進行形のものである。上で

述べたように、これまでFUREは「支援」に大きく注力してきたが、今後は現地の状況を的確に汲み取りな
がら、蓄積してきた支援知と復興知を現在と未来に広く伝えるための「研究」と「教育」にも一層力を入れ
るべきであり、そのことが福島県内に所在する唯一の国立大学としての重要な責務でもあると考えている。
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■はじめに
熊本大学は 2016（平成 28）年の熊本地震に対して、発災から２カ月後には八つのプロジェクトからな

る「熊本復興支援プロジェクト」を立ち上げた。このうち、「震災復興デザインプロジェクト」の中核をな
す活動として、最も被害が大きかった益城町の秋津川河川公園内に、「熊本大学ましきラボ」というサテラ
イトラボを設置することとなった（2016 年 10 月 19日開所）（写真 1）。設置の目的は、着実に復興を実現
したい行政と、想いや希望を伝えたい住民の間に入り、持続可能なコミュニティを創出・支援する場として
潤滑剤のような役割を果たすことである。さらには、地元の大学として被災地とともにあるという姿勢を明
確に示したかったこと、被災者たちが落ち着いて街の将来を議論できる場を提供したかったということがあ
る。立派なサクラ並木を有する環境豊かな秋津川に隣接した「ましきラボ」を拠点として、変わらないふる
さととしての益城町を思い直し、さらに新しい
価値を創造する場として機能していくことを期
待した。この設置活動は、当初から益城町と十
分な連携の元に行われていたため、「益城町震
災復興基本方針」（2016 年 7月）や「益城町復
興計画」（同年 12月）においても、ラボは行政
と住民をつなぐ役割を果たす場として位置づけ
られていた。また、発災時からの貢献が評価さ
れ、地震からおよそ 1年後の 2017 年 4 月 12
日には、益城町と熊本大学において包括的連携
協定が結ばれた。

■ましきラボの活動
「ましきラボ」は、柿本竜治（都市計画）、田中智之（建築計画）、田中尚人（まちづくり）、竹内裕希子（地
域防災）、円山琢也（交通計画）、筆者（景観デザイン）を中心とする、多様な専門を持つ土木建築系の教員
と研究室に所属する学生によって構成されている。毎週開催する「オープンラボ」、夏祭りや梅仕事など地
域イベントへの参加や外部講師を招いてのシンポジウムの企画、行政が主催する各種委員会への参加などを
通じた行政へのアドバイスなど、益城町の復興に関わる様々な活動を、「ましきラボ」という枠組みのなか
で緩やかにつなげ活動している。

震災復興に対する大学の貢献：
ましきラボの活動から

熊本大学 くまもと水循環・
減災研究教育センター 
准教授

星野　裕司
ほしの　ゆうじ

 写真 1 　ましきラボ全景
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中でも、住民とともにあり続けようという「ましきラボ」の姿勢を最もよく示す活動が「オープンラボ」
である。これは、毎週土曜日の14～ 17時まで、教員が最低でも1人、学生は数人がましきラボに待機し、
来所された住民と自由に意見交換を行う活動であり、コロナによる幾度かの中断を挟みながらも 2021 年 7
月末現在、計 160 回、来所者は 800 人を超えている。開所当初は、益城に住宅を再建してよいのかという
復旧復興に関わる個人的かつ切実な相談が多かったが、その後は、町が策定する復興計画への意見など復興
の在り方に関する議論が生まれ、現在では、来所いただいた方々が暮らす地域をこれからどうしていこうか
という地域づくりに関する相談が多くなっているように感じる。開所当初には自宅の片付けに仮設住宅か
ら通っていた地域の方々が学生との会話を楽しみに訪れてくれたことや、コロナによる中断明けには再開を
待っていたように常連の方々が顔を出してくれることなどを思うと、様々な政策提案などの基盤に、「オー
プンラボ」のような住民との親密なコミュニケーションの場を継続していることの重要性を強く感じる。加
えて、地域の方々の生の声に触れる場を学生に提供できているということも教育という点でとても貴重なこ
とである。

■政策提言：県道四車線化
益城町の復興における「ましきラボ」の具体的な貢献の一例として、県道四車線化事業をここで紹介した

い。益城高森線と呼ばれていた県道益城中央線は、益城町の中心的な道路でありながら、最も狭いところで
幅員 10m、歩道もない劣悪な道路環境であった。発災時においても、両側の家屋やブロック塀、電信柱の
倒壊によって通行困難な箇所も発生し、避難、復旧に対して大きな障害となった道路である。熊本市と益城
町の境界から全長約3.5km、４車線の車道と広幅員の自転車歩行者道を有し、全幅で27.0mとなっている。
沿線住民にとって非常に影響の大きな事業となるため、反対意見も根強くあった。反対意見の要点として

は、都市計画決定および事業認可が早すぎるため、住民の意見を十分に汲み取ったものとなっているかとい
う手続きの問題や、益城町市街部は歴史的経緯もありコミュニティが南北に連続しているため、横断が困難
になることによる地域分断の問題、交通量の増大や走行速度の増加による安全性の低下、そして事業期間の
長期化による沿線住民、特に事業者の生活再建の問題などである。行政と住民だけでは、なかなか合意形成
が進まず、建設的な議論ができない状況であったため、「ましきラボ」は包括的連携協定に基づき、新しい
県道のデザイン案を住民に示し、意見交換を行うことによって、その可能性や課題を明らかにし、行政へ提
言することとなった。
筆者らは、都市計画決定と同様の幅員構成の「一般道路型」、植栽帯を中央に集約し、新しいシンボル的

な道路となるような「グリーンベルト型」、歩道の中央に植栽帯を設置し、自転車と歩行者の分離を促し、
多様な植栽などによって沿道と道が一体的な印
象となる「沿道にぎわい型」の 3案を提案し、
2018 年 2 月 21 日および 5 月 28 日の「27m
県道の姿をみんなで考えるオープンラボ」とい
うワークショップ、「オープンラボ」や益城町の
お母さんたちのグループなどに出向いての意見
収集を行った（写真 2）。これらの議論をまとめ
て、県道の四車線化事業において大切だと思わ
れる項目を、復興のシンボルとして新しい「益
城らしさ」をつくること（益城の顔づくり）、車
中心ではなく歩行者や自転車にとって快適な道
をつくること（歩行者を中心とした道づくり）、 写真 2 　オープンラボでの意見聴取の様子
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沿道の店舗へのアクセス性を高めるなど街全体の環境改善を図ること（周辺へ波及するまちづくり）、住民
との継続的なコミュニケーションを図ること（住民と協働する仕組みづくり）を四つの柱とした 12の提言
にまとめ、2018 年 8月 15日に蒲島熊本県知事に提出した。
現在も、ラボと熊本県、益城町の協議は継続しており、舗装や植栽、交差点周りなどデザインに対して入

念に議論を行っており、12の提言は着実に具体化され、歩道の一部区間は完成している。特に「住民と協
働する仕組みづくり」に関して、原寸模型による検討が効果的であった。熊本県の益城復興事務所にある広
大な駐車場に、バス停部分を原寸かつ実際の材料で施工していただき、様々なディテールを検討するととも
に、2019 年 10 月 2日には多くの住民を招いて原寸模型の体験も行っている。このような丁寧（ていねい）
なプロセスは、空間の質を向上させるのみならず、事業を進める行政職員にとっても、大きなやりがいにつ
ながるのではないかと考えている。

■住民との協働：記憶の継承
復興は行政による公共事業のみで行われるものではない。「天災は忘れた頃にやって来る」という言葉が

示す通り、様々なリスクとともに暮らす私たちにとって、災害の記憶を継承することはとても大切であり、
この記憶の継承にとって住民の果たす役割は大きい。ここでは、「ましきラボ」という場があったからこそ
実現することができた、住民主導の記憶の継承活動について紹介したい。
記憶の継承において、具体的な物証としての震災遺構の意義は大きい。しかし、震災後に多く見られた断

層によってズレた道や水路、倒れた石碑や標識などは、生活の復旧
を優先するためにほとんど遺構として残らないのが現状である。そ
のような状況に問題意識を感じていたまちづくり協議会の会長が
「ましきラボ」に相談を持ち掛け、協議会の活動として遺構を保存
し、その活動をラボがサポートすることとなった。具体的には、地
震によってズレた用水路に対して、ズレを遺構として保存しながら
機能を復旧させることである。方法としては、クランク状のズレを
一つの枡と位置づけ、コンクリートのたたきと石垣で囲うこととし
た。地権者との交渉などを協議会会長が、デザインを筆者が、施工
の段取りを造園協会が担当した。2019年12月15日の施工当日は、
協議会や造園協会、研究室の学生に加えて、地元の小学生も参加
し、積む石にメッセージを書いてもらったり、にぎやかで楽しい会
となった（写真３）。断層と共存しながら力強く生きる「益城らしさ」
を、住民主導で実現できたプロジェクトになったと思う。なお、現
在は水路としても無事に復活し、豊かな水を水田に運んでいる。

■おわりに
現在、熊本地震から 5年が経ったが、未だ仮設住宅暮らしを続けている方もおられ、当然ながら復興は

終わっていない。むしろ、やっと少しずつ形が見え始めた段階である。「ましきラボ」の活動の核は、計画
や方針ではなく、住民とともに考え活動を続けようという姿勢にあると考えている。おそらく、住民のニー
ズや課題は、刻々と変わっていくだろう。核となる姿勢を維持しつつ、活動は柔軟に変化させながら、益城
町の復興にこれからも貢献していきたい。

 写真 3 　住民主導で行われた遺構保存の様子
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■早期に交通機能を回復させるためのリスクマップの作成＊＊1

平成 30 年７月の豪雨災害時には、広島市・呉市・東広島市の広域にわたって大規模な交通ネットワーク
の寸断が起こり、人命救助や救急支援物資の輸送のみならず、住民の日常生活や経済活動に甚大な被害を及
ぼした。こうした大規模豪雨災害時に道路ネットワークの機能を維持するためには、トポロジー脆弱性、暴
露、ハザード、途絶確率などを重ね合わせた空間リスクマップを用意し、総合的な道路ネットワークのリス
ク評価が必要である。そこで道路ネットワークのリスク評価のためのフレームワークを構築し（図１）、呉
市を対象に空間リスクマップを作成した（図２）。

■道路復旧時の交通混雑の観測＊＊2

災害後には道路復旧に応じて道路容量と交通需要が時々刻々と変化する。こうした動的な交通実態を把握す
るためには、路側に設置した交通観測装置や通信履歴・自動車走行軌跡を継続的に記録したパッシブデータの
活用が重要となる。ここでは県警のトラフィックカウンターデータ、国土交通省の ETS2.0 データ、Docomo
携帯電話から取得されたモバイル空間統計、富士通の商用車プローブデータの複数データを同期させて、リン
ク旅行時間の経時変動（図３）および交通量－時間占有率図（図４）をリアルタイムに求めることに成功した。

デジタル時代の豪雨災害時の交通マネジメント

広島大学防災・減災研究センターは、平成 30 年７月の豪雨災害直後に設立されて以降、「相乗型
豪雨災害」を全体テーマとして学際的研究を実施している。本稿ではその一例として交通マネジメ
ントの分野を取り上げる。豪雨災害の経験を踏まえて、早期に交通機能を回復させるためのリスク
マップの作成、道路復旧時の交通混雑の観測、総合的な交通情報の提供、優先して復旧する道路区
間の決定、グリーンスローモビリティを活用した急斜面住宅街の避難行動支援、感染症パンデミッ
ク下での複合豪雨災害時の避難などデジタル時代の防災・減災研究の新展開を紹介する。

広島大学防災・減災
研究センター

藤原　章正
ふじわら　あきまさ

土砂災害に対する道路ネッ ト

ワークのリ スクマッ プ

土砂災害による途絶の影響

土砂災害ハザード の発生確率

道路リ ンクの土砂災害への暴

露

道路ネッ ト ワークのト ポロジ

ー脆弱性

 図１ 道路ネットワークの空間リスクマップ  図２ 呉市リスクマップの例
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■総合的な交通情報の提供＊＊3

平成 30 年７月の豪雨災害時には想定を超える道路混雑が発生し、広島〜呉間では所要時間が平常時の
３倍を超える道路区間があった。この道路混雑を解消するためには自動車から公共交通機関への転換が必
要となり、高速道路の一部区間を活用した特別措置により災害時 BRT（Bus Rapid Transit）を運行した

（写真１）。また利用者に周知するために有志が集まり、地域公共交通情報ポータルサイトを立ち上げ、災害
時の公共交通のリアルタイム情報を提供した（図５）。

■優先して復旧する道路区間の決定
平成 30 年７月の豪雨災害時には都市圏全体の道路ネットワークが被災し、多くの道路区間で寸断や容量

低下が同時に生じた。限られた資源の中で被災した道路区間を復旧させ道路ネットワークの機能を最も効率
良く回復させるためには、応急仮設橋「モバイルブリッジ」（写真２）の設置や復旧工事など道路区間の復
旧順序の決定が重要となる。復旧優先順序を決定するためのシミュレーションを行った（図６）。

 図３ 　リンク旅行時間の経時変動  図４ 　交通量−時間占有率図

 写真１ 　災害時 BRT  図５ 　災害時の公共交通情報ポータルサイト

【出典】平成22年道路交通センサスベース交通量推計結果

R375二級峡TN下
上段原端全損

通行止
( 8/23暫定解除予定)

呉環状線
片側交互通行

( 8/31解除見込)

【観測地点名】
交通量[百台/日] (混雑度)

交通容量[百台/日]

凡 例

広島呉道路
呉IC～坂北IC

通行止
( 復旧見込 11月目標)

【阿賀-郷原】

242 (1.49)
162

【郷原-黒瀬】

219 (1.55)
141

郷原IC

黒瀬IC

【黒瀬-馬木】

232 (1.86)
125

【郷原町】

47 (0.41)
113

【乃美尾】

179 (1.74)
103

【広白石2】
318 (1.16)

274

【先小倉】

394(1.51)
261

【休山TN東口】

472(2.73)
173

【焼山此原町】

241(2.39)
101

【焼山南1】
72 (0.75)

96 

【熊野町】

137 (1.04)
132

【熊野町】

64 (0.60)
107

【矢野東4】
300(2.44)

123

【狩留家5】
370(2.33)

159

【矢野東1】
393 (0.91)

430

【三条1】
374(1.31)

286

【亀石】

418(2.63)
159

※混雑度の目安
・1.00未満：混雑することなく、円滑に走行できる状態

・1.00～1.25：ピーク時に混雑する可能性がある状態

・1.25～1.75：ピーク時のみの混雑から日中の連続的
混雑への過渡状態

・1.75以上：慢性的な混雑状態

規制区間500mの

容量は1/6(16)程度
⇒混雑度4.50

+95

+175

+140

【天応東-呉】

-130

+179
+99 +54 +52

+94

+88

+94

-137
【広町田1】

-57

+52

+47

-53

-31

呉安浦線
片側交互通行

：ケース0（平時）と比較した交通量の変化

12

東
広
島

呉
自

動
車
道

 写真２ 　モバイルブリッジ  図６ 　道路復旧順位決定シミュレーション
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■グリーンスローモビリティを活用した急斜面住宅街の避難行動支援
傾斜地が広がる呉市では、豪雨災害時において高齢者などが避難を行うのに障壁が多かった。特に、道路

幅員が狭小な急斜面住宅市街地では避難指示などの情報を得ても徒歩でも自動車でも避難が困難であった。
そこで、数百メートル以上離れたバス停までの徒歩アクセスを支援するために「グリーンスローモビリティ」

（写真３）導入の実証研究を行った。2020 年 11 月の 2 週間、呉駅および中心部の商店街と急斜面住宅街を
接続するルートを定時ダイヤで運行し、利用者および非利用者にとって避難移動手段としてのニーズが強い
ことが確認された（図 7）。

■感染症パンデミック下での複合豪雨災害時の避難
COVID-19 災禍で豪雨災害が発生すると、感染症リスク回避の基準（ソフィア基準）を定め、その範囲

内で自然災害リスクを最小化するという避難施設の最適配置が求められる。東広島市八本松西地区では最寄
りの避難施設までのアクセス距離とアクセス時間は現状で約 1,300m、23 分である（図８）。密を避けた避
難施設の受容基準を適用すると 65 歳以上の高齢者のいる世帯（その多くが自動車を保有せず車中泊などの
分散避難ができない世帯）が基準を満たしておらず、感染症リスクを回避した上で避難住民の収容するため
の計画の見直しが必要であることを確認した（図９）。

＊＊ 1　
Santos, J.R., Varghese, V., Chikaraishi, M., Uchida, T. (2021) An Integrated Framework for Risk and Impact Assessment of Sediment 
Hazard on a Road Network, Transportation Research Record.

＊＊ 2　
力石真, 浦田淳司, 吉野大介, 藤原章正 (2019) 交通ネットワーク被災時の発生・集中・内々交通量及び旅行時間の変動特性, 土木学会論文集 B1 特
集 ( 平成 30 年西日本豪雨災害特別企画 ), 75(1), 214-230.

＊＊ 3　
神田佑亮, 藤原章正, 塚井誠人, 力石真, 三村陽一 (2019) 平成 30 年 7 月豪雨時の広島〜呉間の公共交通サービスの確保・向上策とその効果検証, 
土木学会論文集 B1 特集 ( 平成 30 年西日本豪雨災害特別企画 ), 75(1), 340-230.

Aルート(約3km)：11/28(土)～12/4(金)

Bルート(約5km)：12/5(土)～12/11(金)

呉駅

斜面地

 写真３ 　グリーンスローモビリティ  図７ 　運行ルートと乗降場所

 図８ 　最寄り避難施設までのアクセス水準  図９ 　受容基準から見た避難者の収容可能性
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特 集
Feature シン・防災減災考

■備蓄品管理の負担を軽減し必要な人へ食糧を
地震、猛暑、台風、噴火、豪雨…自然

災害はいつ、どこで起こるか分からない。
2011 年に発生した東日本大震災。当

時、新宿区の曙橋駅近くのビルにいた筆
者は、経験したことのない激しい揺れが
断続的に続いたことから、このビルが倒
壊して死ぬかもしれない。そんな恐怖を
覚えた。あまりの激しさに震源は近いの
だろうとさえ思っていた。そして、これ
ほどの揺れでは電車は止まるだろうと早
くから電車で帰ることを諦め、自宅まで
およそ 20 キロある道を徒歩で帰ることに
した。途中で復旧すれば乗れるだろうと
高を括って。外はアリの行列のごとく歩
道に人が歩く列が連なり、道路はもちろん歩道も大渋滞だ。歩いているうちに電車は走り出したが大幅に
遅れているアナウンスが聞こえてくる。家に着いたのは、午後 11 時過ぎ。徒歩 20 キロは初めての経験で、
最短距離ではなく、駅近くを歩いてきたため結局８時間以上かかった。

毎年のように全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生したとき必要となるのが、水や食糧などの備
蓄品だ。特にこの東日本大震災を契機に災害に備える意識が高まり備蓄品を準備する企業も増え始めた。

市区町村などの自治体では、災害発生時に避難所となる公立小中学校や自治体所有の施設などに備蓄倉庫
を設け、水や食糧、生活必需品、医薬・医療品、防災資機材を保管している。

例えば、乾パン、缶入り粥（かゆ）、米飯を炊いた後に乾燥させたアルファ化米、パンの缶詰、調整粉乳、
ミネラルウォーターなど「食糧」。最近は、この軽くてコンパクトなアルファ化米とレトルト食品を備蓄す
る傾向にある。

このほか、投光機、発電機、炊き出し用バーナー、メガホン、テント、簡易便所、ポータブルトイレ、担
架、組み立て式リヤカー、大工道具セット、救出用資器材セット、間仕切りパネルなどの「救助用資機材」。

毛布、カーペット、バケツ、タオル、石鹸、ポリタンク、調理器具、食器、ゴミ収集袋、オムツ（子供用、
大人用）、哺乳びんとスペアの乳首、多機能ラジオ、乾電池、生理用品、肌着、ブルーシートなど「生活必需品」。

災害医療資機材 7 点セット、消毒液、包帯、ガーゼなどの救急用医療セットといった「医療防疫用資機材」。

災害備蓄品を廃棄前に必要な人へ届ける
廃棄しない循環型社会を

災害備蓄品を準備する意識は高まっている。しかし、消費期限の管理が必要な食糧は期限が過ぎた
場合はどうしているだろうか。従業員に配布したりフードバンクなどへ寄付することもあるだろ
う。大きな組織ではそれでも余り、残った分は廃棄される。ストックベースは、備蓄食糧を廃棄せ
ず、必要な人へ届ける循環型社会を実現するために生まれた会社だ。
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ガソリン、オイル、灯油などの「燃料等」だ。もちろん、自治体以外に企業なども状況に応じ備蓄品を保
管管理している。

■備蓄品廃棄の流れ
備蓄品も使用機会がなければいずれ消費期限が訪れる。特に食糧は、期限が近くなれば廃棄せざるを得な

い。職員や社員が全てを自前で廃棄できるくらいの備蓄量ならいいが、大量に備蓄する自治体や大企業など
はそうもいかず、一部の備蓄品は、職員らに配布してもまだ余ってしまうのが現状だ。

フードバンクや子ども食 堂、生活困窮者に対し食糧や
食事の提供を行う NPO など の支援機関が配布可能な備蓄
品だけを限定量引き取って、 必要な人へ無償配布すること
もあるが、大量に引き取るだ けのキャパシティーはなく、
それでも大量に残ってしまえ ば、廃棄コストなどを負担し
て、廃棄業者に依頼すること になる。

一般的に、災害に備える意 識は高くなってきたものの備
蓄品を管理し、期限の切れた 備蓄品をどうするかまではそ
れほど重要視されていない。 備蓄品を用意したらそれでお
しまいで満足しているのでは ないだろうか。

防 災 備 蓄 品 の う ち、 保 存 水・食糧の賞味期限は 5 年。 
その他の用品は期限の設定が ないとはいえ、経年劣化を考
えれば、10 年をめどに交換 の検討が必要だ。消費期限が
数年と長い分、人事異動など で管理が手薄になることもあ
るだろう。意識しないでいる と、気が付けば消費期限が過
ぎていたなんてことも少なく ない。そうなれば、必要な人
へ届けるどころか廃棄せざるを得ず、循環型社会を目指す以前の本末転倒といえる。

備蓄品は、備えておしまいではなく、期限管理を見える化し、期限切れの３～５カ月の間には、必要な人
たちへ寄付をするところまでが重要で、廃棄しない備蓄品管理が迫られそうだ。

■期限が切れる前に
そんな課題を解決したいと備蓄品を廃棄せず必要な人へ届ける事業を展開するのは、横浜市立大学国際

総合科学部の関芳実氏（代表取締役社長）と菊原美里氏（取締役）が起業した神奈川県横浜市の株式会社
Stock Base（ストックベース）だ。

両氏が数社へヒアリングしたところ、災害備蓄食は Microsoft Excel などの表計算ソフトで在庫管理し、
新旧備蓄品の入れ替えの手配、新旧備蓄品入れ替え時の立会いなど、備蓄品管理は手作業が主体だという。
賞味期限が近づくと寄付や廃棄対応のため、提供先を探し、提供先とのやりとり、配送手配、配送料の負担
と担当者の負担は少なくない。ストックベースは、廃棄対応のため寄付や提供先探しから配送手配までを全
て行う。廃棄量を削減し循環型社会を実現するのが経営ビジョンだ。

本来なら今年度４年生に進んでいるはずだが、就職活動（就活）も中止し、起業と会社運営のため休学。
相応の大きな決断で臨んでいる。

起業のきっかけは、授業で練り上げた事業プランを具現化するためだ。
関社長は、医療系を目指して就活をしていたが、新卒で医療系だけに絞るのはもったいないと、分野を絞

らず視野を広げようと考えた。しかし就活先を広げた分、何をすればいいか分からなくなった。
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そんなときに、同大学の芦澤美智子准教授が担当する、
起業プランニング論が面白そうだと思い、後期授業として
選択した。起業プランニング論は、事業アイデアを作りビ
ジネスコンテストに応募するまでが授業の内容で、関氏は
アイデアを模索していた。一方、菊原氏は、街づくりに興
味があり、住環境を良くし生活を豊かにしたいと都市開発
や再開発、宅地開発、マンション開発など、大規模な物件
の開発事業を行う不動産デベロッパーを中心に就活してい
た。その最中、デベロッパーの社員から、カレンダーなど
販促用のノベルティグッズを必要な人へ届けていたのを目
の当たりにし、廃棄していたものを有効活用することに着
目しアイデアを組み立てていった。

２人を含め、国際総合科学部経営科学系の学生５人によ
るチームは、企業の廃棄問題と社会課題を同時に解決する
サービス「ReLife」を提案したところ、2020 年度横浜市
立大学ビジネスプランコンテストで優勝。

2021年2月には「第1回よこはまアイディアチャレンジ」
で、応募総数 130 件の中から最優秀賞に選ばれた。同時期
に千葉銀行・横浜銀行共催の「ちばぎん・はまぎん学生ビ
ジコン 2020」でも、はまぎんアイデア賞（3 位）に入賞し、
ビジネスモデルへの評価が高かった。

通常、授業としてこれで終わり、学生らはそれぞれの進路に軸足を置き始めるのだが、５人でこのプロ
ジェクトを実際に事業化するかしないか議論した。４年生の先輩の中には、就活中ですでに内定をもらって
いた人もおり事業化に参加できなかったり、他のメンバーもそれぞれの事情がある。そこで関氏と菊原氏２
人で事業化を決断することに。

菊原氏は、この時期ちょうど就活中で、「決めてしまえばどんどんやれる性格だが、３年生まで普通に大
学生で就活もしていたので、起業するかどうかを判断するのが大変でこのとき最も悩んだ」と当時を振り返
る。しかし決断したときの２月末には休学を決め、その時点で就活は止めた。大学３年次の学生には大きな
決断だ。

■賞金を事業資金に
事業資金は、コンテスト優勝賞金 50 万ともう一つの賞金 10 万合わせて 60 万円。今のオフィスも賞品

で来年３月までの２年間は無償で借りることができる。
横浜市立大学は、グローバル化時代の未来を切り開く国際人育成にも力を入れていることから、留学しや

すいよう休学しても学費などの費用はかからない。一般的には、休学中でも年間学費の半額は支払わなくて
はならない大学が多い。休学して自分を磨くにはいい大学との評価も。そのため、会社立ち上げのため今年
４月から休学し就職活動も止めても負担がないから休学しやすかったという。そうはいっても、同年代の同
級生と１年遅れることの不安は少なからずあるだろう。

関氏は、「学生生活から何もかもが初めてのことで、全て自分で動かないと何も始まりません。手続きも
分からない状態でした。企業向けのサービスなので、SNS で発信して広めるよりも、企業の担当者と対話
して賛同を得ていかなくてはならないのは学生の私たちにとってそう簡単ではありません」と試行錯誤の繰

関 芳実 社長
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り返しの胸中を語った。
「現在は、イベントなどで出会った企業の方に担当部署

を紹介してもらうなど、備蓄品を寄付してくれる企業の開
拓と生活困窮者やシングルマザー、子ども食堂のような必
要とする人たちへ届ける団体の開拓を並行してやっていま
す。受け取り先がたくさんあれば提供するほうも安心して
もらえるので」と菊原氏。

さらに「企業に廃棄寸前の備蓄品はありませんか尋ねる
と、すっかり忘れていたようで、そこで気づいて確認する
と、すでに期限が切れていて従業員に配ろうかなどと話し
ている状態です」と話す。そもそも寄付する考えがなく、
廃棄ぎりぎりになって焦って従業員に配ったりしてはいな
いだろうか。備えることに対する意識も、寄付に対する意
識もばらばらなのがネックのようだ。

少なくとも２年間、２人は無給覚悟だが、来年４月には
４年生として復学し、経営者との二足のわらじを履く。卒
業予定の 2023 年４月以降からは、生活できるくらいの報
酬を受け取るのが目標で、就活を中止しこの事業へ賭ける
思いは真剣だ。

廃棄前の食糧を必要な人たちへ配布するフードバンク
は、消費期限が少なくとも３カ月前でないと受け取らない。それを考慮すれば、期限３カ月～半年前の備
蓄食糧品が寄付に適している。

食糧品の備蓄期限は５年に１度、タイミングが合わず廃棄間近の備蓄品確保ができないことも多い。備え
る意識は高まっているものの、備えた後の意識が希薄で、東日本大震災から10年、熊本地震から５年の今、
廃棄期限を確認してほしいと関氏と菊原氏は訴える。

このほか意外にも、水は備蓄品で最も多い割には受け取ってくれない。災害時には水は必需品だが、災害
時ではない通常時の生活では、水は水道水で間に合うことと場所を取るので敬遠されるからだ。

筆者の学生時代の就活は、非常にシンプルでアナログだった。書籍名は忘れてしまったが、日本経済新聞
社などが発行する（確かダイヤモンド社か東洋経済のどちらかも発行していたような記憶がある）10㎝以
上の分厚い新卒採用情報誌から、応募資料を入手し会社訪問のために郵送し返事があれば訪問が実現する。
これを複数社繰り返し、面談の採用担当者から「他も当たったらどうでしょう」などと言われるとそれ以上
の進展はない。２回目の会社訪問はありませんよという意味だ。

大学は就活をサポートすることもなく、学生課の掲示板に張り出された新卒採用の募集要項のみだった。
当然当時はインターンシップ制度もなく、起業マインドを醸成する授業もない。卒業に必要な単位を取るた
め、ひたすら講義を聴くだけの授業である。従って、誰も教えてくれないことから自主性だけは形成される
が、情報を知らず、自主的に動くことができなければ新卒採用時期に乗り遅れ機会損失になるそんな学生時
代だ。そんな経験もあってか、大学生から社会活動や社会事業に関心を持ち、休学し、就活を中止してまで
自ら起業する姿勢に驚くばかりである。

欲しい人がいるのに一方で廃棄されている、支援団体での受け入れに制限がある、輸送コストも削減しな
ければならない。そんな課題を解決したいと学生社会起業家の挑戦は続く。

（山口泰博）

菊原取締役
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■背景
近年のグローバル化が感染症の流行に大きな影響を与えていることは、新型コロナウイルスのパンデミッ

クにより明確になった。その感染症対策として身の回りの消毒・殺菌、人や動物の移動制限が重要であるこ
とが改めて認識されている。宮崎では、2000 年、2010 年に牛や豚に壊滅的な被害を及ぼすウイルス感染
症である口蹄疫（こうていえき）の被害があった。その際に、見えないウイルスに対しての徹底した消毒対
策、人や物の移動制限を実施することが、感染症拡大の早期封じ込めに重要であることを経験している。

宮崎大学では、これらの経験から感染症防疫体制整備を最重要課題と位置付け、2011 年 10 月に学内共
同教育研究施設として産業動物防疫リサーチセンター（Center for Animal Disease Control: CADIC）
を開設した。感染症研究拠点として機能強化を図り、その一つとして、病原体高度封じ込め施設 BSL3（バ
イオセーフティ・レベル３）も設置した。宮崎大学は、日本で唯一医学 - 獣医学の連携・融合体制による医
学獣医学総合研究科大学院を有することから、CADIC は産業動物における感染症のみならず、人獣共通感
染症を対象とした教育・研究にも取り組み、人、動物への致死性ウイルス感染症の原因である重症熱性血小
板減少症ウイルスなどの新たな感染環を明らかにしてきた＊＊ 1。また、「組織」対「組織」の共同研究推進
体制の構築を目指した日機装株式会社（本社東京都渋谷区）と宮崎大学の共同研究包括連携協定（2016 年
11 月締結）に基づき、医学部においては、2019 年 11 月に医療分野におけるイノベーションに取り組む「医
療環境イノベーション講座」が開設された。医療環境の課題解決を目指して、産学連携体制による総合的な
共同研究、およびその成果の迅速な実現化に取り組んでいる。

2019 年 12 月に中国で報告された新型コロナウイルスのパンデミックにより、われわれの生活様式が一
変する事態に見舞われた。その突然の感染対策のために、マスク、グローブ、防御衣、消毒薬などの物資が
枯渇する事態が起こった。この異常事態に対応するために、CADIC としては獣医学科との協力体制の下、

動物を起源として人への感染拡大を起こしたと考えられる新型コロナウイルスは、変異型の出現も
あり、その猛威の収束はめどが立っていない。ワクチンの効果が期待される中においても、やはり
身の回りからの感染対策は不可欠である。そこでわれわれは、これまでにも医療環境での殺菌に用
いられてきた深紫外線に着目し、新しい光源として普及してきた LED（Light-Emitting Diode）を
組み合わせることにより、変異型を含む新型コロナウイルスを効果的に不活化することを明らかに
した。本稿では、宮崎大学における「医学 - 獣医学」「大学 - 企業」連携という、垣根を超えた「ワ
ンヘルス」の取り組みにより生み出された、新型コロナウイルスに対する研究成果を紹介する。

深紫外線 LED照射による
新型コロナウイルス不活化効果

宮崎大学 産業動物防疫リサーチセンター
宮崎大学 農学部 獣医学科 獣医微生物学研究室

岡林　環樹
おかばやし　たまき



26 2021.9　

2020 年 3 月には新型コロナウイルスの入手、診断システムを導入し、研究体制を配備した。また、医療環
境イノベーション講座においては、感染対策に高い有効性を示す紫外線、その中でも短時間で紫外線の積算
光量を上げることにより強い殺菌効果を示す深紫外線に着目し、医療現場への応用に取り組んでいた。な
お、日機装株式会社では波長が短くなれば光出力が低くなるという紫外線の課題が、2014 年ノーベル物理
学賞を受賞した青色 LED 技術を導入することで克服されていた。

宮崎大学は、この深紫外線 LED による新型コロナウイルスの不活化効果を早急に確認し、医療機関のみ
ならず、一般生活における新型コロナウイルス対策法として還元することが最重要課題であると考えた。そ
こで宮崎大学における医学 - 獣医学の分野横断的な連携体制「ワンヘルス・アプローチ」を活用した共同研
究に取り組んだ。

■深紫外線 LED照射における新型コロナウイルス不活化効果
深紫外線 LED 照射における新型コロナウイルス不活化効果試験は、日本で分離された従来型といわれる

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2/Hu/DP/Kng/19-027、LC528233、神奈川衛生研究所より分与）、
および変異型ウイルス（英国型：hCoV-19/Japan/QHN001/2020 ［B.1.1.7］、南アフリカ型：hCoV-
19/Japan/TY8-612/2021 ［B.1.351］、ブラジル型：hCoV-19/Japan/TY7-501/2020 ［P.1］、国立感染
症研究所より分与）を対象として実施した。各種ウイルス液を 2.0 x 104 プラーク形成単位（PFU）/ml に
調整し、プラスチックシャーレ上に 15μl 滴下した。滴下したウイルス液に、深紫外線 LED を、出力 3.75 
mW/cm2、距離 2cm の条件下で、1、10、20、30、60 秒間照射した（ただし変異型ウイルスに対しては
1、10 秒間照射）。それぞれの照射ウイルス液を細胞に感染させ、感染 72 時間後の PFU/ml を測定した。
それぞれの照射ウイルス液における PFU/ml を非照射群と比較することにより、ウイルス感染価への影響
を計算した。ウイルス培養およびプラーク形成試験には、VeroE6/TMPRSS2 細胞を用いた。これらの試
験は CADIC の BSL3 実験室内にて実施した。

深紫外線 LED 照射 1 秒群、60 秒群、および非照射群におけるプラークの形成状態、そのプラーク数を

図１　深紫外線 LED 照射による新型コロナウイルス感染性への影響（参考文献 2 を改変）
ウイルスは、SARS-CoV-2/Hu/DP/Kng/19-027（LC528233、神奈川衛生研究所より分与）を使用。
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図 1 に示した（図１は日本の分離株での実験像）。ウイルスの感染を示す白い穴（＝プラークの数）が、深
紫外線 LED の照射時間に伴って減少していることが観察できた。各種条件下におけるプラーク数の減少率
を表 1 に示した。10 秒の深紫外線 LED で 99.9% 以上、1 秒の深紫外線 LED 照射でも 87.4-96.3% のウ
イルス感染力を抑制した＊＊ 2。これらの結果より深紫外線 LED 照射が、新型コロナウイルスの従来型に加
えて、変異型（英国型、南アフリカ型、ブラジル型）を、短時間で不活化することが明らかになった＊＊ 3。

■今後の方針・課題
宮崎大学における「医学 - 獣医学」「大学 - 企業」という垣根を越えたワンヘルス理念の実践により、今、

まさに、世界的な問題となっている新型コロナウイルスの不活化に対する深紫外線 LED 照射の有効性を実
証することに成功した。従来から感染症対策に用いられていた紫外線の中でも、短時間で病原体不活化効果
を発揮する深紫外線の特徴に着目し、小型・長寿命などの LED の特徴と掛け合わせることによって深紫外
線の実用化に成功した。また、深紫外線 LED が感染症対策に対して有効性を示したことから、医療分野だ
けでなく、様々な生活領域における「新しい生活様式」に沿った応用が期待できる。

新型コロナウイルスは、飛沫感染、接触感染だけでなく、空気感染する可能性も指摘されている。感染症
学的な感染経路の定義はともかく、密閉された屋内や、換気状態の悪い状況では感染のリスクが上がるため
に、室内の空気循環を良くすることが重要であるとされている。このような深紫外線 LED 照射における瞬
時のウイルス不活化効果は、このような空気循環システムへの応用が期待できる。また、紫外線照射は長時
間ではプラスチック劣化などの問題が指摘されているが、短時間照射でのウイルス不活化効果が確認できた
深紫外線 LED 照射では、接触感染リスクを下げるための応用も考えられる。

今回の試験では、エンベロープという脂質二重層からなる膜を有した新型コロナウイルスを対象として深
紫外線 LED 照射のウイルス不活化効果を確認した。エンベロープはウイルスが細胞に感染する際に細胞と
の融合に重要な働きをするために、そのエンベロープはウイルス感染を阻止するための重要な標的となり、
アルコール消毒薬や界面活性剤の有効性が確認されている。しかし、エンベロープのないウイルス（代表例
としてはノロウイルス）などはこれらの消毒薬が無効である。また、細菌や真菌などはウイルスと異なる生
物学的構造形態をとる。細菌や真菌感染に対しても消毒薬や抗菌薬の有効性が確認されている一方で、消毒

表１　深紫外線 LED 照射による新型コロナウイルス従来型および変異型感染性への影響

1 10 20 30 60
従来型1) プラーク形成単位* 3.7x104 4.7x103 2.7x101 6.7x100 <20 <20

感染力価減少率** - 87.4 99.9 >99.9 >99.9 >99.9

英国型2) プラーク形成単位 3.5x104 1.3x103 <20 - - -
感染力価減少率 - 96.3 >99.9 - - -

南アフリカ型2) プラーク形成単位 5.3x104 2.9x103 <20 - - -
感染力価減少率 - 94.6 >99.9 - - -

ブラジル型2) プラーク形成単位 1.1x104 8.7x102 <20 - - -
感染力価減少率 - 91.9 >99.9 - - -

1) SARS-CoV-2/Hu/DP/Kng/19-027、LC528233、神奈川衛生研究所より分与
2)英国型：hCoV-19/Japan/QHN001/2020 [B.1.1.7]、南アフリカ型：hCoV-
19/Japan/TY8-612/2021 [B.1.351]、ブラジル型：hCoV-19/Japan/TY7-501/2020 [P.1]、
国立感染症研究所より分与
*PFU/ml、 **照射群/非照射群(%)

深紫外線LED照射時間（秒）非照射群
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薬スペクトルには限界があり、さらに薬剤耐性菌の出現は世界的な課題となっている。すでに新型コロナウ
イルスだけでなく、エンベロープを持たないウイルス、細菌、真菌などへの深紫外線 LED 照射による不活
化効果の検証を展開し、さらなる有効的な感染症対策への応用を目指している。

■終わりに
今回の取り組みにより、世界的規模の課題となった新型コロナウイルスに対して、深紫外線 LED 照射が

感染対策に有効であることを世界に先駆けて発信することができた。人 - 動物 - 環境という垣根を越えた感
染症対策が求められる喫緊の課題に対して、CADIC や医学獣医学連携という分野横断的な教育・研究を推
進してきた宮崎大学の「ワンヘルス・アプローチ」と、日機装株式会社と宮崎大学による総合的な共同研究
を推進する「産学連携体制」が有機的に機能した結果であるといえる。

（共同研究者：宮崎大学医学部医療環境イノベーション講座：藤元昭一特別教授、杉山博信特別助教、稲垣
浩子助教、宮崎大学農学部獣医学科獣医微生物学講座：齊藤暁准教授、宮崎大学産業動物防疫リサーチセン
ター：兼子千穂助教）
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南九州では古くから焼酎、特に芋焼酎が愛飲され、重要な産業となっている。焼酎製造の過程で蒸留残渣
である焼酎粕が焼酎生産量の 2 倍程度発生する。焼酎粕をエタノール燃料と固形ペレット燃料のバイオマ
ス燃料に変換・利用して処理するプロセスを、焼酎業界と全く異業種といえるあなぶきグループと 2014 年
から共同研究を続け開発した。

当初、焼酎粕を再発酵して生成したエタノールを蒸留してエタノール燃料を製造するプロセスのみの共同
研究であったが、その後、エタノール蒸留後の固形分も分離してペレット燃料に成形し利用する総合的な焼
酎粕処理プロセスとして研究を進め、2017 年 11 月に宮崎大学産学 ･ 地域連携研究センターの敷地内に 1
日 100L のエタノール発酵を行うパイロットプラントを設置した。パイロットプラントでの実験結果に基づ
き、1 日 15 ｔの処理が可能な実証工場「焼酎バイオエナジー宮崎日南工場」を 2021 年 4 月に宮崎県日南
市に株式会社あなぶきハウジングサービスが開設し、実証運転を開始した。開発した焼酎粕処理プラントの
焼酎工場への導入・設置を目指す。

エタノール燃料は、処理プラントの運転のための燃料に利用し、固形ペレット燃料も処理プラントおよび
バイオマス発電などの燃料に利用する。これまで廃棄物として「処理」していた焼酎粕を焼酎バイオマスと
して捉え、焼酎バイオマス燃料に転換し化石燃料に替わる燃料として「利用」することで、カーボンフリー
な社会の構築に貢献できると期待される。

■はじめに
焼酎は、九州における代表的な蒸留酒であり、主原料としてさつまいも、麦、ソバ、米などを用いた焼酎

が生産されている＊＊ 1。焼酎は、お湯割りやロックなど多様な飲み方が可能で、酔い覚めの良いことから消
費者に広く受け入れられ、出荷量および売上額を増やしてきた。宮崎県全体の焼酎売上額および出荷額も
年々増加し、売上額は 2015 年度に全国 1 位となり、その後５年間連続で 1 位を維持している＊＊ 2。

焼酎の蒸留後に蒸留釜内に残された残渣が焼酎粕であり、産業廃棄物としては廃酸に分類される。飲料業
に分類される産業から排出される廃酸は、ほぼ全量が焼酎粕と考えられる。

2006 年から 2018 年までの宮崎県の飲料業から排出される廃酸（焼酎粕）の発生量、自己処理量、委託
処理量＊＊３および乙類焼酎の生産量＊＊４を図 1 に示す。乙類焼酎生産量のほぼ 2 倍量の焼酎粕が発生してお
り、生産量の増加に伴い増加している。

バイオマス燃料製造による焼酎粕処理プロセスの
開発と焼酎バイオエナジー宮崎日南工場の開設
―あなぶきグループと宮崎大学との連携―

宮崎大学工学教育研究部 
応用物質化学プログラム担当

塩盛　弘一郎
しおもり　こういちろう
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以前は、焼酎蒸留粕の全量が海洋投棄など
で処理されていたが、2007 年から廃棄物の
海洋投棄が原則禁止となり、焼酎粕の全量が
陸上処理されるようになった。焼酎粕の発生
量の増加とともに焼酎粕の自己処理量が増加
しているが、2012 年度には自己処理量が大
きく増加した。これは、大手焼酎メーカーの
メタン発酵による焼酎粕処理プラントの稼働
によると考えられる＊＊５、＊＊６。一方、委託処
理量は、2011 年度までは自己処理量の増加
に対応して減少したが、2012 年度以降の委
託処理量はほぼ一定となった。2018 年度の
焼酎生産業は約 15 万キロリットル＊＊４、焼酎
粕発生量は約 30 万トン、委託処理量は約 7 万トン＊＊３であった。委託処理の費用は、1 トンあたり 1 万円
程度と言われており、焼酎メーカーの収益圧迫の一つと言われている。このような状況の中で建設業・不動
産業を主な事業とするあなぶきグループとの共同研究を 2014 年より行い、焼酎粕をエタノール燃料と固形
ペレット燃料に変換して処理する「焼酎バイオエナジー宮崎日南工場」を 2021 年 4 月に開設し、実証運
転を開始した。この経緯について紹介する。

■あなぶきグループとの共同研究のきっかけと経緯
2013 年に宮崎県よろず支援拠点を通して株式会社加賀城建設（現 株式会社あなぶき建設工業、本社香川県

高松市）の池田勇人氏（現 株式会社穴吹ハウジングサービス、同）を紹介された。加賀城建設の社長（当時）
から、「会社として環境事業に取り組みたい」という提案を受け、焼酎粕の処理を新規事業として取り組むと
のことであった。池田氏は、焼酎粕から蒸留でエタノールを取り出すとエタノールの量が増えるので、効率良
く取り出して事業化したいとのことであった。通常、蒸留粕に残っているエタノールの濃度は 1％以下と少な
く、蒸留後にエタノールが増えることはないと考えられた。また、前述のように焼酎粕の処理は陸上処理が行
われており、異業種からの参入は非常に難しいと考えられ共同研究は断った。しかしながら、宮崎県よろず
支援拠点の担当者より、エタノールが増えるという結果だけでも検証してほしいとのことであった。そこで、
池田氏に焼酎粕を蒸留してエタノールを回収する実験を行ってもらった。その実験結果の一例を図 2 に示す。
焼酎粕に含まれていたエタノールの総量は、蒸留後に 2 倍以上増えた。種々の条件でも蒸留過程でエタノー

ルが増えることが確認できた。この時用いていた蒸留粕は、減圧蒸
留焼酎の焼酎粕であった。減圧蒸留は、蒸留釜内の圧力を低くして
50℃〜 60℃で沸騰させて蒸留する方法である。減圧蒸留による焼酎
粕は蒸留中の温度が低く、発酵に用いられる麹（こうじ）の酵素群と
エタノールを作る酵母が活性を持って残っており発酵が進んだと推定
され、その後活性が残っていることが確認された＊＊７。2014 年より
焼酎粕の再発酵によるエタノールの生産、蒸留によるエタノールの回
収、処理プロセス全体の構築と実用化のための共同研究を開始した。

加賀城建設は事業継承のための M&A によりあなぶきグループ
となり株式会社あなぶき加賀城建設となった。あなぶきグループと
なっても加賀城会長の思いは継承され焼酎粕の処理に関する共同研

図１　宮崎県の焼酎粕（廃酸）の発生量と処理量、乙類焼酎生産量の年次変化

図 2　減圧焼酎粕の蒸溜前の缶液と蒸留後の 
留出液に含まれるエタノール総量
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究は継続された。
池田氏は各種補助制度や研究支援制度への申請を積極

的に行い、2014 年度は一般社団法人宮崎県商工会議所
連合会の経営革新計画応援事業補助金、2016 年度は宮
崎県環境リサイクル技術開発・事業化支援事業およびふ
くおかフィナンシャルグループ企業育成財団（KYUTEC:
キューテック）の支援を受けた。

焼酎粕の処理は、焼酎粕にデンプン原料を加え再発酵
によりエタノールを生産し、多段蒸留装置による濃度
70％のエタノール燃料の製造、蒸留残液の固液分離と

ペレット化による固形燃料の製造で行うこととした。焼酎粕処理プラントは、1 日 30 トンの焼酎粕の処理、
施設建設費用を 3 億円程度と設定し、焼酎処理コストは委託処理費用の半分とすることを目標とした。こ
れは、中規模焼酎メーカーの焼酎粕発生量と委託処理経費をもとに設定した。

あなぶきグループでの事業担当の再編により、焼酎粕処理の事業は株式会社穴吹ハウジングサービスが担
当することとなり、焼酎バイオマス事業推進部が設置され、焼酎粕の処理の研究はあなぶきグループの事業
として引き継がれることとなり、共同研究は継続された。

実験と並行して焼酎メーカー各社に焼酎粕処理プロセスの説明と導入の可能性を調査した。その過程で、
実験室レベルの実験結果だけでなく、テストプラントおよび実用化プラントでの実証・実績が必要と考えら
れた。そこで、2017 年に 1 日 100L の発酵が可能なテストプラントを大学の産学 ･ 地域連携研究センター
内に設置した（写真 1）。設置の費用は穴吹ハウジングサービスが負担し、大学へ寄付された。このテスト
プラントでの焼酎粕処理の実験で焼酎粕 15 トンに対しくず芋などのデンプン原料を 12 トンと水を 3 トン
加えてエタノール発酵によりエタノールを製造し、70wt% エタノール燃料を 1 トンと固形ペレット燃料を
16 トンを製造できることを確認した＊＊７。テストプラントでの結果を基に、実際の処理を行う規模での実
証工場を建設することとなり 2018 年末より工場の計画・設計を開始した。

■焼酎バイオエナジー宮崎日南工場の概要
テ ス ト プ ラ ン ト

の結果を基に実証プ
ラントを計画・設計
し、2021 年 4 月 に
穴吹ハウジングサー
ビスが宮崎県日南市
に 建 設 し た。 独 立
した焼酎粕の処理工
場としては全国初で
あり、「焼酎バイオ
エナジー宮崎日南工
場」と命名された。
焼酎粕処理のフロー
図を図３に、処理概
要を図４に、 工 場

写真１　宮崎大学産学 ･ 地域連携研究センターに設置した 
テストプラント

酒造会社B
（蒸留後残さ）

酒造会社A
（蒸留後残さ）

発酵槽
（4日間発酵）

蒸留器
（1バッチ5ｔ）
3バッチ/日

バッファータンク

反応槽

フィルタープレス
（固液分離） 植物性残さ 植物性残さ

混合乾燥機 破砕機

造粒機
（ペレタイザー）

フレコン
（ペレット製品）

植物性残さ

バイオマスボイラー
（ペレット燃料）水処理設備

（13㎥/日）

【バイオエナジープラントフロー図】
発酵槽4基/15t

生芋
破砕機

移送

混合物

移送

凝集剤

ボイラー設備

エタノール燃料
1225L/日
71wt%

VRD-1500N型

蒸気

出荷
保管

流量調整槽
（1.4㎥/日）

放流

発酵能力が認
められない場合

直接固液分離を行う

BOD  20mg/L

食品加工会社

図 3　焼酎バイオエナジー宮崎日南工場の焼酎粕の処理フロー図
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の外観を写真 2 に示す。製造したエタノール燃料は工
場内のボイラーの燃料として全量使用し、製造した固
形ペレット燃料は、工場内のボイラーの燃料およびバ
イオマス発電所などの燃料に利用できる。その他にペ
レット状の固形燃料を用いる農業用ボイラーや工業用
ボイラーでも利用できる。工場は、2021 年 6 月から
本格稼働し実証運転が行われている。

■今後の展望
あなぶきグループおよび穴吹ハウジングサービスの

息の長い支援により研究を継続することができたとと
もに、思い切った投資と池田氏の熱意により焼酎バイ
オエナジー宮崎日南工場の開設となった。この実証プラントで実証試験を重ね、プロセスを改良し焼酎メー
カーへ導入を目指す。焼酎粕に限らず幅広い分野で廃棄物の「処理」から燃料・資源としての「活用」を目
指すことで、処理コストの面だけでなく SDGs の達成や再生可能エネルギーの利用の面からの利点も期待
される。

＊＊ 1　
小川喜八郎, 中島勝美 ; 本格焼酎の来た道, 金羊社 (2007).　

＊＊ 2　
帝国データバンク福岡支店 ; 特別企画 : 焼酎メーカー売上ランキング（2019 年）. 

＊＊ 3　
宮崎県 ; みやざきの環境 HP, 産業廃棄物関連統計, 平成 18 年度〜平成 30 年度実績. 

＊＊ 4　
国税庁, 統計情報, 酒税, 平成 18 年度〜平成 30 年度. 

＊＊ 5　
藤原誉司 ; 甘藷製焼酎粕のメタン発酵処理によるリサイクルシステム, 化学工学, 83(2), 92-95 (2019).

＊＊ 6　
環境成長エンジン研究会 ; 霧島酒造株式会社・さつまいも発電，平成 28 年度環境ビジネスの振興方策検討等委託業務 - 環境への取組をエンジン
とした経済成長に向けて - 報告書, p.100-108 (2017). 

＊＊ 7　
塩盛弘一郎, 濱田百合香, 池田勇人 ; バイオマス燃料製造による焼酎廃液処理プロセスの開発, バイオマス利用研究 ( バイオマス利用研究会 ), 20, 
91–100(2019)

図 4　焼酎バイオエナジー宮崎日南工場の概略図

写真 2　焼酎バイオエナジー宮崎日南工場
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最先端の研究開発を行う国の研究機関（国研）は、地域の中堅企業などへの技術支援も行う。特に産業寄
りの研究開発や産学連携を推進する産業技術総合研究所（産総研）、農業・食品産業技術総合研究機構（農
研機構）、科学技術振興機構（ＪＳＴ）では、企業などの課題やニーズの内容、事業化に向けたフェーズに
応じ、技術相談、共同・受託研究、試料・データなどの提供、人材育成といった幅広い支援を行っている。

また、主に国や地方公共団体が行う土木事業に関する調査や研究、支援などを行う土木研究所（土木研）
も、企業に対し公募による共同研究や施設貸し出し、革新的社会資本整備研究開発推進事業などで技術開発
を支援している。
国研の支援を受けることで、自社だけでは困難な新製品開発や技術課題を解決できるのがメリットだ。

上記 4国研とこれら国研を所管する経済産業省、農林水産省、文部科学省、国土交通省の 4省からなる
「中堅企業等の研究開発支援に関する関係研究開発法人・所管省連絡会議」は、国研による中堅企業等の研
究開発支援に関し、企業からの相談の裾野を広げ、支援を必要としている企業に適切な支援が提供できるよ
う、各国研が行う支援業務に係る情報交換・共有を図るとともに、関係国研が連携して行う情報発信・相談
受付等の具体的取り組みについて検討・実施することを目的に、2020 年 9月からスタート。これまでに連
絡会議を3回開催し、そこでの議論を踏まえ、2020年12月に4国研の研究開発支援について紹介するポー
タルページ「国立の研究機関による技術支援」を経済産業省のウェブサイトに開設するとともに 4国研共
通 PRチラシを作成・配布。さらに SNSやメルマガ配信、展示会への共同出展など 4国研連携による中堅
企業等向け情報発信を実施。全体調整窓口を経済産業省が行う。
本誌では、４国研のそれぞれの取り組みを随時紹介していく。

国立の研究機関による技術支援国立の研究機関による技術支援
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国立の研究機関による技術支援

■産業界との連携強化
ビジネスコーディネーターによる資金提供型共同研究の拡大
農研機構は産業界との連携を強化するため、事業開発部に統括ビジネスコーディネーター１人、ビジネス

コーディネーター 11人を配置し、企業が求める新商品開発や新たなサービス提供につながる技術開発ニー
ズと農研機構の研究開発成果をマッチングさせ、企業との資金提供型共同研究の拡大を図っている。
研究分野は、食品、育種、バイオテクノロジー、農業デジタルトランスフォーメーション、環境、畜産と

幅広く、基礎から応用、実用化までのフェーズで共同研究を実施している（図１）。
産業界との連携事例では、NTT東日本および株式会社NTTアグリテクノロジーから農研機構が受託し

たもので、農研機構のデジタル栽培マニュアルと圃場（ほじょう）から収集したデジタルデータを自動的に
連動させ、生産者に栽培支援情報を提供する実証試験があり、農研機構が育成したブドウ品種「シャインマ
スカット」から開始している。
また、総合分析機器メーカーである株式会社島津製作所との共同研究では、農研機構が開発した農産物や

食品中の機能性成分の分析法に島津製作所の最新技術を生かして、島津製作所内に「食品機能性解析共同研
究ラボ」を設置し、農研機構が有する約 20品目 200 以上の品種に含まれる機能性成分の定量やその分析
法の開発を進めている。
資金提供型共同研究から社会実装につながった最近の一例を挙げると、株式会社リコーおよび株式会社

ファスマックと連携した「新型コロナウイルス用DNA標準プレート」の商品開発がある。遺伝子検査にお
いて汎用されている PCR法を基に、遺伝子組み換え食品の検知法の開発・公定化のために進められてきた
研究開発成果が応用されたものであり、製品の販売は 2020 年 4月から開始された。

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）では、研究開発成果を産業界およ
び農業界へ普及浸透するため、2018 年 10 月に事業開発室（2021 年 4 月より事業開発部）を創設
し、それぞれとの連携体制を強化している。産業界との連携では、事業開発部にビジネスコーディネー
ターを配置して、資金提供型共同研究により、農研機構の研究開発成果を活用した企業の商品開発な
どに貢献している。農業界との連携では、地域の農業研究センターに農業技術コミュニケーターを配
置し、標準作業手順書（SOP : Standard Operating Procedures）により、研究開発担当者とともに、
公設試験研究機関（公設試）、県普及組織を通じて研究開発成果を農業界に展開している。このほか、
地方公共団体との取り組み、九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクトなどにおいて、地
域の農業・食品産業の競争力強化と輸出拡大を通じて、地方創生に貢献する活動も実施している。

農研機構における産業界および
農業界との連携について

国立研究開発法人農業・食品産業
技術総合研究機構　総括執行役　
兼事業開発部長

田中　健一
たなか　けんいち
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■農業界との連携強化
標準作業手順書（ＳＯＰ）を活用した研究成果の普及拡大
農研機構は、農業界との連携を強化するため、事業開発部に地域ハブコーディネータ―１人、五つの地域

農業研究センター（北海道、東北、中日本、西日本、九州沖縄）に農業技術コミュニケーター９人を配置し、
研究成果を公設試、都道府県の普及組織を通じて農業界へ普及している。
研究成果の普及に当たっては、研究成果の紹介パンフレットとは別に、技術の再現性を担保するために

必要となる作業手順を明記した標準作業手順書（SOP）を作成し、農業技術コミュニケーターおよび研究
開発担当者が、公設試・都道府県の普及組織を通じて、農業協同組合（JA）、農業法人へ指導する手法を
2019 年 12 月から導入している（図２）。
標準作業手順書は
（１）栽培技術・新品種導入
　①�大区画圃場における乾田直播（かんでんちょくは）栽培体系、②ダイズ難裂莢（なんれっきょう）

品種群、③多収・良食味米品種の普及拡大
（２）輸出拡大
　①輸送中のかんしょ腐敗防止方策、②海外需要が拡大する抹茶・粉末茶に適した茶品種「せいめい」
（３）病害虫防除
　①�天敵を主体とした果樹のハダニ類防除体系、②新規土壌還元消毒を主体としたトマト地下部病害虫青

枯病防除体系
（４）デジタルトランスフォーメーション
　①１kmメッシュ農業気象データシステムの利用と応用、②デジタル土壌図

など、50件が作成済みとなっており、農研機構のホームページから閲覧できる（ホーム画面の「注目トピッ
クス」から標準作業手順書 (SOP) のリンクをクリック）。2021 年 5月現在、①もち性大麦、②かんしょ腐
敗防止方策、③茶新品種「せいめい」の SOPが閲覧件数のベスト３である。
水稲の乾田直播栽培技術については、これまで農研機構東北農業研究センターが中心となって宮城県、岩

手県を中心に普及拡大に取り組み、普及面積は3,900ha（全国直播栽培面積の27％）に達している。今後は、
北海道、九州北部向けに技術をカスタマイズしながら、同地域での普及拡大を目指しているところである。

図１　産業界との連携事例
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■地方創生への取り組み
農研機構は、県、地方大学と連携協定を締結し、農業の競争力強化や人材育成を通じて地方創生に取り組

んでいる。北は帯広畜産大学から、茨城県、香川県、高知県・高知大学・高知工科大学・高知県立大学、南
の宮崎県・宮崎大学まで４県 5大学と地方創生を目的とした連携協定を締結している。このほか、連携協
定は締結していないが、岩手県とは研究成果の普及面で協力関係を構築している。
具体的な活動として、高知県および高知大学・高知工科大学・高知県立大学との連携においては、高知県

プロジェクト「“IoP（Internet�of�Plants）”が導く『Next 次世代施設園芸農業』への進化」（内閣府、地
方大学地域産業創生交付金事業）にアドバイザーとして参画し、IoP プロジェクトの加速化につながる共同
研究の実施に加え、農研機構の農業情報研究センターへの県研究職員の受け入れや、農業情報研究センター
職員を講師として高知県へ派遣するなど、高知県・大学研究者の人材育成に貢献している。
このほか、九州沖縄経済圏（九州各県、沖縄県、山口県）の高い農業産出額（年間約２兆円）と立地条件

を生かして、付加価値の高い農畜産物・加工品のアジアへの輸出を拡大するため、農研機構、産業界、農業
界、公設試、大学等が連携して、育種から生産、加工、流通、販売、輸出に至るフードチェーンを構築する
「九州沖縄経済圏スマートフードチェーン（SFC）プロジェクト」を2019年 7月に開始した。九州経済連合会、
九州農政局、九州経済産業局と連携し、①冬季輸送中のかんしょ腐敗対策、②イチゴ「恋みのり」の産地拡大
と輸出促進、③茶新品種「せいめい」の普及拡大など、地域商社の技術的課題の解決や産地基盤の強化につな
がる研究課題に取り組んでいる（図 3）。プロジェクトの取り組み状況については、農研機構のホームページ
「九州沖縄経済圏SFCプロジェクト」に示している。最新の研究成果については、本年9月 28日に開催予定
の第３回事業化戦略会議（オンライン開催）で報告するので、ご関心のある方は是非ご参加をお願いしたい。

図２　農業技術コミュニケーターと研究担当者が一体となって普及活動を推進する仕組みを構築

図３　九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクトの関係団体との相関図
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海外　Overseas

■パンデミックとメタモルフォーシス
パンデミックとの戦いの中で、世界中の多くの人々が長い我慢の時間を過ごした。逆風の中で静かに耐え

しのいだ私たちは羽化を待つ蛹（さなぎ）だったのではないだろうか。東京 2020 オリンピックで躍動した
全ての素晴らしいアスリートたちの姿を見て、私はそんなことを思い描いていた。研究者や産業界に関わる
多くの方々にとっても、我慢の時間を乗り越えて長年の努力が実を結び自分たちの技術をさらに昇華させて
全世界に届ける時が近づいていると強く信じたい。

前回の記事で日本とつながりの深いインディアナ州の重層的な起業支援システムの概要を紹介させていた
だいたが、実際にインディアナのシステムに注目して日本から米国への企業進出を行ったばかりの矢島工業
株式会社 横山淳社長にお話を伺ったので紹介したい。また、インディアナ州にあり工学、化学、農学、宇
宙物理学などが世界でも有数であるパデュー大学の先進的な動向についても紹介したい。

■新素材の技術と 2020 年のアメリカ進出の決め手
横山淳氏はイギリスの大学を卒業後、レーシングエンジニアとしてヨーロッパを中心に世界各国で活躍

された後、自動車部品の開発製造を中心に行う矢島工業株式会社の３代目社長として様々な事業を展開さ
れている＊＊１。横山氏の活動は多岐に及び、自社技術の医療応用にも取り組んでおり、カーレースのエン
ジニアであった経験を生かし、競技車両製作に関わる ART SYMS Racing では Director も務められてい
る（写真１）。

米国進出においては経済産業省の先端的技術開発分野でも認められた研究開発チームの高度な技術力を生
かして、CFRP（炭素繊維強化プラスチック）の新素材の開発と部品提
供を行うために 2020 年に米国インディアナ州に YAJIMA USA Inc を
設立されている。軽くて強いカーボンファイバーとして広く普及してお
り、今後の開発も大きく期待されている材料であるが進出先としては米
国内ではインディアナ州１択であり、その他の地域に関しては参考に調
査を行った程度であるということであった。

進出先を決めた理由として四つ挙げていただいた。①すでにインディ
アナに進出している日系の 340 社の中に重要な取引先があり人脈の紹
介を含めた情報を十分に得られたこと、②インディアナ州政府の駐日事
務所および IEDC（経済開発機構）から多大なサポートが得られたこと、
③パデュー大学に複合材料分野の大きな研究センターが存在し、カーボ

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 代表幹事職

河野　龍義
こうの　たつよし

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３　パデュー大学編

写真１　矢島工業株式会社 横山淳社長
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ンファイバーの応用を含む材料研究の世界的第一人者と会ったときに研究内容で意気投合し共同開発を行う
話が進んだこと、④インディアナ州と日本のつながりの深さ、特に本社のある群馬県との交流の歴史という
縁があったこと。

■豊富なパデュー大学の産学連携のオプション
YAJIMA USA Inc はパデュー大学を介して Robert Byron Pipes 教授との共同研究契約を締結し、従来

の製品に比べ耐熱性に優れた新素材の開発研究を進めている（写真２）。15 年間も海外生活をされており、
海外展開の経験もある横山氏にとってもパデュー大学の産学連携のオプションは豊富で、いつでも大学内の
製造ラインで生産を行うことができそうなくらいに非常にアクセスしやすい印象を受けたとお話しくださっ
た。最新のシミュレーション技術により材料開発の効率と速度は格段に上がっているとのことで、すでに
2020 年に締結した契約に含まれる３段階のうちの Phase1 がたった 1 年で終了し、現在は Phase2 の段階
であり 2023 年の量産化を目標に順調に進めているとのことだった。

その他のメリットとして製品化の補助金の金額が大きいことと州からの事業サポートが素晴らしいという
点があり、その一方で製品化に向かう際の知財戦略は非常にシビアで、特許の内容に関してもしっかりと注
意して進めていくことが大事であるということを強調されていた（こちらは前回記事にしたウィットニー氏
も強調していたが、専門家を含めたチームで隙のない知財戦略というものがカギになるようである。一昔前
の大学や企業の残念な穴だらけの国内外の知財戦略からは脱却しなければいけないようだ）。

YAJIMA USA Inc とパデュー大学との共同研究の先には、航空機事業や飛行可能な自動車も含めて、持
続可能な次世代の移動手段を多くの方に普及させたいという横山氏の夢が広がっているのを感じた。

■パデュー大学学長　ミッチ・ダニエルズ氏
私にとってパデュー大学の一番の思い出と言えば、根岸英一名誉教授のノーベル賞受賞とその翌年の先生

との出会いであるがすでに別の記事で書かせていただいているので、ここでは学長のミッチ・ダニエルズ
氏について触れたいと思う。根岸先生とのつながりで招いていただいたパーティーで「President is going 
to say something ! （大学長が話すぞ！）」といった口調で、自ら注意を促しながら前に出てきてお話をし
た方がいた。

ミッチ・ダニエルズ学長である。世界的製薬会社であるイーライリリー社の副社長を務めた後、2012 年ま
でインディアナ州の州知事として活躍し、一時は有力な大統領選候補でもあった。日本企業のインディアナ
州の誘致にも積極的に取り組み、パデュー大学と日本企業の連携でも成功を収め 2017 年には旭日重光章を受
勲されている＊＊２。これだけの人が大学長としてパデュー大学の産学官連携の中軸を担っているのである。

写真２　YAJIMA USA Inc と Robert Byron Pipes 教授との共同研究
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ミッチ・ダニエルズ氏の学長としての年収が 90 万ドルを超えたというニュースではその内訳まで公開
されたりするのだが、アメリカの Public School の大学長の収入は 100 万ドルを超えることは珍しいこ
とではない。もちろんその分、成果が求められる。近年のパデュー大学の躍進は目覚ましく、学生の満足
度も高く、大学ランキングはもちろん、大学の研究財団からの年間報告（Purdue Research Foundation 
Annual Report から）を見ても 2013 年から 2020 年までに 300 を超えるスタートアップ企業と 400
億円以上の資金調達に成功しており、アメリカの国内ランキング 3 位の数字を残している（2020 年
IPWatchdog Institute 調査結果）。こちらの集計をよく見てみると、1 位が MIT、2 位がコロンビア大学、
3 位がパデュー大学となっており、大きな大学連携システムを除いたランキングである。つまり UCLA、
UCSF、UCDAVIS、UCSD から成るカリフォルニア大学のような大きな連携システムを除いたものでは
あるが単独大学としては素晴らしい数字と言える。例えばハーバード大学やカリフォルニア工科大学の同
時期のスタートアップ件数と比べてもパデュー大学が上回っていることが分かる（数字はいずれも AUTM 
STATTs database より）。パデュー大学の先進性を感じる分野は量子コンピューター、AI、IoT、宇宙開
発、コンピューターシミュレーションなど様々あるが、その一つがサイバーセキュリティーである。5 月
13 日アメリカでサイバーセキュリティーに対する大統領令が出された＊＊ 3 が、古来の「環境、ミス、内部
不正」に加え金銭目的及び社会混乱を目的とした複雑な「国際的サイバー攻撃」を対象とした対策が急務で
ある。１件あたりの被害損失額も大きく、国家としての研究費の額も大きく増加している。インディアナ大
学も早くから H4D（Hacking for Defense: 防衛のためのハッキング）という様々な分野の専門家が集ま
りアイディアを競うイベントなどで成果を出しているが、量子コンピューターのスタートアップ企業を複数
抱えているかつサイバーセキュリティー分野で国内 6 位に位置するパデュー大学が頭一つ抜けている印象
である。

■ Biggest risk of all is that we stop taking risks at all
今年のパデュー大学卒業式にてミッチ・ダニエルズ氏は挑戦することの例えに冒険すること、起業するこ

と、新しい世界に挑むことなどを挙げて、パンデミックを理由にリスクを回避する大人が増えていることを
指摘した。私たちが学んだことは未知の恐怖に怯えることではなく「どんな困難でも乗り越えることができ
るという自信」であるということを述べた後、リーダーシップに対する一番のリスクは挑戦を止めることだ
と強く訴えた。

■研究者が集まるハッカソン「SXR Innovation Hub」の開催
一方、この状況の中で、海外の

日本人研究者はどのような取り組
みを行っていたのだろうか。

私が所属する海外日本人研究者
ネットワーク UJA は慶應反分野的
サイエンス会（ASG-Keio）と共
催の形で 2 月と５月の２回のハッ
カソンイベント「SXR Innovation 
Hub」を主催した（写真 3）＊＊ 4。
このイベントでは「越境し共創す
る研究シーズの発掘と事業開発」
をテーマに掲げ、CIC 東京などの

写真３　セレンディピティと知的創造を育む取り組みとして
開催されたイベント「SXR Innovation Hub」
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日本の拠点と仮想現実空間をつないだハイブリッド形式で行い、世界各国で活躍する研究者と日本の研究者、
さらに日本の高校生が参加して、様々なテーマに対する解決策を創造する機会を設けた。

大きな注目を浴びた開催であり、ご存じの方もいると思うが海外をリードする企業が開催するハッカソン
に匹敵するほどの素晴らしい提案がなされ、異分野の研究者が集うイベントの重要性を改めて認識できる機
会となった。特にパンデミックに強い社会を実現するための提案は秀逸で、大学関係者だけではなく協賛企
業からも高い評価が得られていた。同時に日本の高校生の起業意識の高さを感じることができ、次世代の挑
戦をより強固な体制で支援していくことが日本の将来にとって不可欠であるということを考えさせられた大
会でもあった。

■ドン・キホーテのように
今回はパンデミックの中でのアメリカ進出の実情やパデュー大学の先進的な動向について取り上げさせて

もらった。
研究者や起業支援に関わっている多くの方々にとっても我慢の時期が続いている分野も多くあると思うが、

蛹から蝶に羽化する時と同じように、かつてない大きな変化のための準備期間であるように私には感じられ
る。挑戦する多くの方に心からのエールを送りたいと思う。

最後になるが、今年の 6 月、長く若手研究者育成支援に熱心に取り組んでおられた根岸英一先生のご訃報
に接した私は大きな喪失感を持つとともに先生の存在の偉大さを改めて知った。2011 年に偶然お会いしてか
ら頂いた激励の言葉の数は数えきれない。根岸先生は海外の日本人研究者グループのアドバイザーを務めて
くださり、研究者としても教育者としても憧れの存在であるとともに、私たちの大きな支えであった。高潔
な理想を掲げ、どんな困難にも決して屈せずに前に進み続けるドン・キホーテの物語のように不可能を可能に
することに挑み続けようというメッセージは心に刻み込まれている。先生への心からの感謝と哀悼を胸に今
回はパデュー大学に関する記事を書かせていただいた。

冒頭で紹介させていただいた横山氏の夢のある挑戦やパデュー大学の取り組み、またハッカソンの開催が
日本の産学官連携のヒントになることを願っている。

＊＊ 1　
ウェブサイト　<title> 矢島工業株式会社｜世界に向け、価値のある製品を発信する </title>

＊＊ 2　
ウェブサイト　2017 年パデュー大学ニュース：Japan honors Daniels with prestigious Order of the Rising Sun
<title>Japan honors Daniels with prestigious Order of the Rising Sun - Purdue University News</title>

＊＊ 3　
ウェブサイト　ホワイトハウス　サイバーセキュリティーに関する大統領令 President signed the executive order (EO) on Improving the 
Nation's Cybersecurity. May 12, 2021.

＊＊ 4　
ウェブサイト　PRTIMES 、　ASG-Keio と UJA は、CIC Tokyo で異分野・異世代が交流するハッカソン & サイエンスフォーラムイベントを現実
と仮想現実空間をつなぐクロスリアリティ（XR）空間で開催しました　2021 年 6 月 8 日
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ヒト：Person

■エッジの効いた大学のゆえん
金工大には夢考房というプロジェクトがある。学んだ知識や培った技術を「ものづくり」に応用する力を

養うために、個別ブースや実験設備、工作機械などが揃えられ学生が自由に利用できる。さらに工具室や部
品を販売するパーツショップも併設され、ものづくり活動を支える様々な機能を備えていて、技術者となる
べきアイテムが何でも揃う。

どんな学生が集うのかと言えば、通常は地元からの進学者が多い地方大学において、地元入学者はおよ
そ３割。コロナ下で影響を受けたとはいえ、残りの７割が県外からの入学者だ。地方の単科系私大の中で
7,000 人もの学生数を誇るのはまれで、数字からも学生の人気ぶりを物語っている。

そんな中、金工大は 2018 年には歴史ある金沢工業高等専門学校（金沢高専）を改称し、石川県白山市に
国際高等専門学校（国際高専）を新設した。そのキャンパスには、金工大の白山麓キャンパスを併設し、地
域と地元企業と共創を図る自然豊かな地域連携・産学連携の拠点として実証実験を行っている。

その拠点で奔走する一人が、産学連携局次長の福田崇之氏だ。
福田局次長は、生まれも育ちも金沢で、中学卒業後金沢高専（現国際高専）に入学し５年、卒業後は金工

大工学部情報工学科に３年次編入し、卒業後は日本 IBM の SE として東京で働いた。IBM で３年間勤務し
た後に金沢に戻り、母校の金工大の事務職員として採用された。金工大では、情報処理系の部署、広報など

で経験を積み、企画調整部門在籍時に大学教育の充実を目的とした文
部科学省の「Good Practice」事業を担当。そこで地方創生や社会連
携に関心を持ったことが今の仕事の契機となった。今では産学連携局
次長として、自治体、地域、企業連携によるイノベーションプロジェ
クトや白山麓キャンパス産学連携拠点整備などの推進役を務め、地方
創生に重きを置いた社会連携に奔走する。

福田局次長の地域の情報をキャッチし、人的ネットワークを作り上
げるその手法は、地域の人々の声に細かく耳を傾け、溶け込み信頼を
得ることだ。

日本 IBM から金工大に来たてのころは、社会課題もシンプルで解
決に寄与もできたが、ここ数年複雑化し、業界の枠を超えていくよう
なこともあるそうだ。そのため、関係のないような事業体や地域も巻
き込み（つなぎ）ながら、得意のテクノロジーを併用し解決に導くよ
うに心掛けている。

金沢工業大学（金工大）は、地方の私大において、人材育成や社会連携で独自色を重ね異彩を放つ
「クセが強い」大学だ。地方経済が縮小しがちな中、最近では中山間地に投資をしてキャンパスを新
設した。そんな積極的な大学経営にも乗り出す。エッジの効いた大学には、「クセがすごい」経営者
や教員、職員がいるものだ。金工大の産学連携事業には、地域の声に耳を傾け地方創生に奔走する「ク
セつよ」な職員がいる。

エッジの効いた大学でクセがすごい大学事務職員
高まる存在感
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■事務職員を対象にし働きながら大学院入学、授業料は大学負担
福田局次長のもう一つの転機は、大学で働きながら修士を取ったことだ。当時の大学経営者のはからい

で、大学の事務職員にも学んでほしいと、職員を対象にした大学院入学制度を構築。働きながら学ぶ２年間
の修士課程の入学料や授業料は全て大学が負担してくれた。働きながら給料が支給され、学ぶことができ、
130 万円前後の費用も負担してくれる。何て素晴らしい大学だろうとうらやむばかりだ。

福田氏は、率先して５年前に修士を取得した。
「情報学系出身ですが、工学にかかわらず、社会科学系はもとより、アートなどにも関心を向け、地元の

中小企業には技術系社員向けにデータ活用の勉強会を開催しています」と付け加えた。
注力している分野には、関心のアンテナを広げて勉強しています。修士で学ばせてもらい大きな転換点になっ

たし、貴重な体験をさせてもらいました。時代の変革期には学ぶ必要性をより一層感じています」と強調する。
さらに「中山間地域を学生たちが学ぶキャンパスにしていこうとしているので、国際高専は地域の人に地

域の住民と認めてもらわなくてはなりません。絵だけ書いてそれでおしまいにはできない性分で、泥臭くや
る、学んで事務方が積極的に現場に降り立つべきです。だから、大学の仕事としてではなく、プライベート
で積極的に地域の飲み食いにも参加します」と笑った。福田局次長の「クセつよ」の真骨頂はここにある。

きっかけは、白山麓キャンパスの産学連携
機能を都内から情報発信するイベントの中で

「熱いやつがいるぞ」と口伝で広がったこと
だ。事務職員が前に出るにあたり、おそらく
学内でも賛否両論があるに違いないが、当人
も承知の上で、事務職員もビジョンを共有し
たうえで主体的に、現場で学んだことを仕事
に反映させる必要性を感じているようだ。

その上で福田局次長は、「社会と連携して
いかなければ大学が成り立っていかない時
代。自分たちが勉強しながら、先生方や学生
と並走していかなければなりません。大学は
民間企業と違い、利害関係のない中立の立場なので、場を作っていくには都合のいい組織です。それを先生
方だけに任せていれば先生方に負担がかかり過ぎます」と語った。

そもそも金工大には、夢考房やロボコン、ソーラーカーレースなどで学生とともに、教育支援の観点から
事務職員も学生と一緒に汗をかき、涙を流す先輩方がいて当たり前にやってきたことだというから、事務職
員の意識レベルのポテンシャルは元々高いのかもしれない。

大学が実践する社会連携活動は、価値観が合理性追求に偏っているようにも感じているとか。その地域ご
との文化や慣習、現場の細かな声に合わせながら、目標を実現するために心身を使い、粒々辛苦する熱い
ハートの持ち主だ。

社会連携の成果を確認まで捉えると息の長いプロジェクトだ。多くは、異動や転職、定年などの節目で自
分の取り組んだプロジェクトの成果を見ることなくその仕事から離れていく。

だからこの質問は意地悪な質問で誰もがちゅうちょする。それを承知しながらも聞いてみた。社会連携は
どうなったら成功なのか。
「それを自分が見ることができるかどうか分かりませんが、金工大で学んだ人（学生）が経済と環境と社会を

調和するビジネスに寄与できる人材になったら成功です」と間髪を入れずに応じたのは福田局次長しかいない。
（山口泰博）
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車社会は人類には早すぎた？

「車の運転は人類には早すぎた」という議論がある。
「車の運転は難しく、事故が後を絶たない」、「全てが運
転者任せ」、「デジタル時代になぜいつまでもアナログな
のか」という主張である。自動車メーカーの努力（技術
の発達）でドライビング性能が向上し、さらに安全装備
の導入で乗員事故死は間違いなく減っているが、歩行中
の事故で亡くなる方は多い（警察庁交通事故統計によれ
ば、令和 2 年度の交通事故死者数 2,839 人のうち、乗
車中 882 人、歩行中 1,002 人）。運転する人の中には
制限速度超過、飲酒運転、運転中のスマホ操作をする人
もいるし、誤操作による事故もあり、今の車載安全装備
では対人事故を無くすには不十分だ。自動運転車の普及

はその解決法かもしれないが、技術の進歩を待つより社
会のシステムを見直し、例えば車と人の接点を無くす都
市構造で解決できないだろうか。ヒントの一つはバルセ
ロナのスマートシティ（道路センサーと信号の連動やブ
ロックごとの通行規制）で、交通事故の削減に成功した
と聞く。技術革新だけを追い求めるのではなく、市民目
線で新しい技術を街づくりの中でどう使うかを考えるこ
とも大事だと思う。ガソリン自動車普及からわずか 120
年であるが、歩行者の安全を守ることが、運転者のモラ
ル任せとなっていること自体、大きな社会的欠陥で、確
かに人類には車社会はまだ早かったのかもしれない。

愛媛大学 社会連携推進機構 准教授　秋丸 國廣

視点：Point of view

女性研究者のキャリアと選択的夫婦別姓制度

「譲渡証書のサインは本名ですか？」
親しくしている女性研究者からのメールだった。彼女

にとって初めての特許出願を行うことになり手続きを進
めていたのだが、結婚して姓が変わっていたことをうっ
かり忘れていたのだ。北海道大学では結婚等で姓が変
わった場合も旧姓使用が認められているので、HP（ホー
ムページ）や名簿なども全て旧姓で表記される。しかし
特別なことではない。研究者の世界においては氏名と業
績が連動しており、国内外を含め流動性も高いことから、
氏名が変わってしまうと論文等との紐（ひも）付けが難
しくなるため、当然の対応といえる。また研究者にとっ
ては自身の論文が他者の論文等に引用されることも重要
な業績になるので、なおさらである。

まさかと思い確認したところ、案の定「特許上での
発明者は戸籍上の氏名を使用」とのこと。ここにきて突
如「選択的夫婦別姓制度」の壁が立ちはだかったのだ。

日本の研究機関ではまだまだ女性の研究者数が少な
く、声は小さいかもしれない。だが、姓が変わることは
女性研究者のキャリアや業績において不利になることは
間違いないのである。様々な分野においても女性研究者
が増えてくれば、これまで顕在化しなかった問題も見え
てくるのではないだろうか。今後も事業化を目指して支
援を続けていきたい。

北海道大学 産学・地域協働推進機構 産学連携推進本部 
産学協働マネージャー　城野 理佳子
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	2109-13 金工大（山口）
	2109-98 AD
	2109-H4 視点（秋丸様／城野様）



