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巻頭言

Foreword

開発研究に必要なのは ---?

筑波大学 学長

永田
ながた

恭介

きょうすけ

初夢を見た。
カーボンニュートラルを掲げる官と、ゼロカーボンのエネルギー生産手段をわれ先に実現したい皮算用の
民と、非線形性と非平衡性に関わる謎を追いかける学が協働する夢である。常温核融合システムの開発とそ
の商用化の話であった。
こうした産官学連携に必要なことの一つは、2000 年代前半から提唱されたオープンイノベーションとい
うムーブメントである。自前開発一辺倒だった企業が自社以外の力も借りて、事業開発の効率とスピードを
上げるモデルである。研究資金を求める大学の方策にも合致し、官の競争的資金への企業の参入を求める施
策などもあり、大学への民間資金の導入が拡大してきた。日本の大学全体では、2015 年からの 5 年間で、
民間企業からの資金流入額が 1.55 倍に増大した。
産学共同研究において、学は自分のシーズの社会実装を全面に出してきた。開発研究が狙うのは、今現在
の顕在化しているニーズのみならず、社会へのサービスとそれを通じた事業に結び付くニーズである。社会
や企業のニーズに則した研究、すなわちニーズドリブン型共同研究が求められている。そのために、レガ
シーな手法のみでは変化に対応することは困難であり、米国西海岸のデザイナーが発案した手法であるデザ
イン思考の手法が組み合わされるようになってきている。さらに、本学では SF 思考という新しい未来予測
の研究も進めている。関係者で SF 小説を書き上げて未来像を顕在化する手法である。
大学の研究成果を迅速に社会実装するために今後ますます重要になるのは大学発ベンチャーである。既存
の企業との協働とは異なり、大学の研究成果を直接社会実装できる重要なプレーヤーとなる。社会課題の解
決に向けて、官の支援と、企業と大学、そこに大学発ベンチャーを加えて、資金と人の循環を進める新たな
エコシステムの構築を進めることが肝要である。このベンチャーエコシステムを推進することにより、持続
的な大学発ベンチャーの創出とニーズドリブン型共同研究もさらに加速化し、新たな産官学連携が生まれる
ものと考えている。
最後に産学連携論文が重要である証拠を示しておく。デジタルサイエンス分野で活躍されているメリーラ
ンド大学の Ben Shneiderman 博士と議論をした際に、興味深いデータに触れることができた
（その一部は、
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 115, 12590（2018）
）
。それは、米国のトップ六つの私立大学、六つの州立
大学、さらに英国のトップ 6 大学から発表された論文の引用数について、著者の組成別の比較を行ったデー
タである。全てにおいて、単著者論文＜機関内共同研究＜国内共同研究＜国際共同研究＜産学共同研究と
なっていた。調べた限りの日本の大学では、東京大学、京都大学、筑波大学の順で上記の傾向であり、他の
大学では産学共同研究＜国際共同研究となっていた。
産官学連携に必要な方策や効果などについて述べた。しかし、本当に大切なのは、実は夢を見て夢を持つ
ことなのだと思う。いかがだろうか？
2022.2
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大学で誰もがチャレンジできる組織・体制作りを

スタートアップ人材、女性研究者の抱える問題から見える
大学の課題
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
きの

理佳子
りかこ

2021 年４月時点におけるわが国全体の女性社長の割合は前年比 0.1 ポイント増の 8.1％となり、過去最高
となった。ただし、就任経緯では「同族承継」が 50.8％で約半数を占める一方、内部昇格による就任は男性
11.8％に対し、女性 8.3% と低い傾向にある。また、資本金別では「1,000 万円未満」での女性社長割合が
9.1％と最も高く、中小・零細企業では女性社長比率が高まる傾向にあるも、資本金 1 億円以上の企業にお
いては 2.3％にとどまっている（帝国データバンク特別企画：全国「女性社長」分析調査「2021 年」より）
。
女性経営者が少ない傾向は、大学発スタートアップにおいても同様である。北海道大学における教授職
に占める女性の割合は 7％（国立大学の平均は 11％）と低く、大学発スタートアップの母体となる大学に、
そもそも女性研究者が少ないのが現状である。このような状況の中、大学の現役研究者でありながら起業
し、自ら経営を行っている長堀さん、天野さん、また起業を目指している繁富さんに、
「ダイバーシティ推
進」の観点から研究者、また起業家としてお話を伺った。

長堀紀子
（北海道大学人材育成本部ダイバーシティ研究
環境推進室特任教授／遠友ファーマ株式会社 CEO）

2019 年 12 月、遠友ファーマ株式会社を起業。博士論文指導教

員である西村伸一郎教授ら４人による共同経営。研究室記念行事
で再会したことが起業のきっかけとなる。2013 年度より経済産業
省北海道経済産業局にて産学連携の橋渡し支援やスタートアップ
支援を行う。2015 年度からは北海道大学人材育成本部にて女性研
究者支援などを手掛ける。プライベートでは 3 人の子育て中。

天野麻穂（北海道大学大学院医学研究院講師／ HILO 株
式会社代表取締役
2021 年 8 月

HILO 株 式 会 社 を 起 業。2014 年 度 よ り 北 海

道大学 URA ステーションに所属し、北海道大学病院や医学部
に出向し業務に従事。研究シーズの発掘を行う中で大場雄介教
授（兼 HILO 株式会社取締役 CTO）のシーズ「光診断薬」と
出 会 う。2020 年 度 よ り 医 学 部 に 移 籍 し、 起 業。NEDO TCP
（Technology Commercialization Program）2020 最終審査会
にて最優秀賞受賞。
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繁富
（栗林）香織（北海道大学高等教育推進機構特任准
教授）
当時 URA の天野さんの紹介で、北海道大学大学院医学研究院の

宮武由甲子助教と出会ったことがきっかけとなり共同研究を開始。
学生時代は英国に留学し、起業家クラブ（Oxford Entrepreneurs現在ヨーロッパ最大のクラブ）を設立した。これまで大学発スター
トアップ設立の経験があり、現在は宮武助教との「マイクロナノ
基板技術」に関連する技術シーズを基に事業化を検討している。
プライベートでは 2 年前に出産し、子育てに奮闘中。

スタートアップは大学の技術を世に出すために必要な選択肢

企業における研究では、事前に事業化を前提としたマーケット調査を行い、費用対効果を検証した上で製

品開発への投資が行われる。想定されるマーケットは企業規模や分野によっても異なり、たとえ世の中で必
要とされる技術であってもマーケットの規模が小さいなどの理由から製品開発を行わない場合もある。一
方、大学における研究はマーケットの設定は曖昧
（あいまい）
で、むしろ研究者の使命感、知的好奇心によっ
て研究が進められるため「世の中には必要だが、企業への技術移転が難しい」という現象がしばしば起こり
得る。大学発スタートアップはこのような袋小路に入ってしまった技術を世に出し、その効果を示すことに
よって社会に変革を起こそうという壮大な挑戦である。
天野さんが URA 時代に出会った「光診断薬」技術は、患者さんにとっては必要な技術でありながら、臨
床検査会社や製薬会社にとっては「売り上げに貢献し難い」ことから技術移転が進んでいなかった。
「この技術を世に出そうという使命感から、社長をやると宣言しました」と天野さん。正規職員でありな
がら URA を退職し、大場研究室の講師としてスタートアップの起業に専念することを決意した。

大学研究者が会社経営をすることの難しさ

長堀さんと天野さんは大学のフルタイムでの業務を終えた後、時間外で企業活動を行っている。大学にお

いて「兼業」は認められているものの、スタートアップの目的が大学の研究成果の技術移転であったとして
も、そこは「企業活動」として明確に分けることが求められる。しかし、身体は一つであり、１日は 24 時
間なのである。
「起業する人はいまだに大学では『変な人』として見られているのではないでしょうか」と長堀さん。今
の日本の企業や社会においては、男性、日本人、ケア責任がない（家庭において子育て・介護などの無償労
働を担う責任を負っていない）、仕事優先（人生のほぼ全てのステージで常に有償労働を優先できる状況に
ある）。
これらの条件に当てはまる人を「標準」として制度設計されていると説明する。そしてこれは大学におい
ても同様のことが言えるのではないだろうか。例えば大学で「標準とされる研究者」とは、以下のような人
物像が暗黙の了解となっていないだろうか。
・男性
・日本語でのコミュニケーションが可能
・ケア責任がない
・仕事優先
・教育研究に専念（スタートアップや企業の役員兼業などに携わっていない）
2022.2
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そして、標準から外れている研究者、例えば女性やスタートアップに携わる人などのために制度を見直す
などの対応には後ろ向きであり、現行の制度になんとか当てはめようとしているのではないだろうか。する
と様々な歪（ひずみ）が研究者個人にのしかかり、それが過度の負担や足枷（あしかせ）となっているのだ
が、それを「個人の責任」として黙認しているのが現状なのではないだろうか。
「今、プライベートの時間は０です。やりがいのある仕事なので今は頑張れますが、もし体を壊したらど
うなってしまうのだろうと不安になります」と天野さん。このような先輩研究者の姿を見て、後に続く者は
いるのだろうか？

現在、博士後期課程に進学する日本人学生が減少していることが問題となっているが、

大学が学生にとって「魅力のある職場」ではなくなってきているのではないだろうか。
「苦労されている先輩方の姿を見ているので、まだ子供の小さい私としては決心が付かないというのも、
起業に踏み切れない一因でもあります」と繁富さん。任期付きの特任准教授でもあり、今後のキャリアを考
えると今のうちから起業に向けた助走を始めておきたい一方で、フルタイムで大学の業務をこなし、子供の
面倒を見て、さらにスタートアップを並行して進めるのは体力的に難しいのではないかと躊躇
（ちゅうちょ）
すると言う。
「今、仕事も家庭も両立して成功している女性は『スーパーウーマン』だと思います。起業す
ることは簡単なことではありませんが、例えば子育て中の女性もチャレンジできる社会になってほしいで
す」と語った。

ダイバーシティ推進は大学発のスタートアップにも有効

「今の日本社会は標準の人たちを守る制度になっているので、当てはまらない人は守られません。しかし

ながら、社会における意思決定の場は、ほぼ標準の人で占められているので、自分たちが守られていること
にも気付かないし、守られない人の状況は理解されにくい状況にあると思います」と長堀さん。大学にお
いて「起業した研究者」はいまだにマイノリティであるが、現在の大学制度は設立当初（140 年以上前！）
より「標準の研究者」用にカスタマイズされているため、そこに適合している限りそのことには気付きにく
い。そのため、「起業した（したい）研究者」や、
「女性研究者」に対しても同様に「標準の研究者」と同等

6

2022.2

特集

の働き方や制度を強いることによって、チャレンジ精神を削いだり、場合によっては心身の健康を損なうこ
とにもなりかねない状況は、想像が付き難いのかもしれない。
内閣府の総合イノベーション戦略では「大学等発ベンチャーの創出力の強化」を掲げており、今後も様々
なスタートアップの支援制度が作られることが期待される。しかし、いくら研究費や人件費を確保しても、
その恩恵を受けるべき人材が属する大学においてスタートアップに対する理解や体制が不十分である限り、
大きな飛躍は期待できないと思われる。

大学にチャレンジングな人材が集い、イノベーションを育む環境を

起業には当然リスクも伴い、利益相反の問題も生じるため、経営はプロに任せて研究者は研究に専念する

べきという声もあることは承知している。しかし、だからと言って研究者には起業という選択肢は必要な
い、という理由にはならないだろう。
「オックスフォード大学では起業する人が身近にいましたし、研究者や学生と大学のマネージャーで『ど
んな事業にするか？』を議論する機会もたくさんあったので、自然とスタートアップについて学べる環境に
ありました。大学のサポートも厚く、安心して起業できる環境にありました」と繁富さん。特に、近年増え
つつある任期付き雇用の研究者については、雇用形態を柔軟にし、一定期間、大学が雇用のセーフティー
ネットとなることで研究者も安心してチャレンジすることができるのではないだろうか。むしろ起業の経験
は人材育成の醸成機会とも捉えられ、さらに雇用形態の多様化はダイバーシティを推進し、かつ優秀な人材
の獲得にもつながるのではないだろうか。
「起業することは不安要素も多いのですが、身近に長堀さんがいたので、心強かったです」と天野さん。
医学部では「医学部起業部」が作られ、その顧問を大場教授が担当されているとのこと。天野さん自身も
学生から起業について質問される機会も多い。起業経験者が身近にいて、研究室の普段の会話の中でも起
業や事業化についてディスカッションできるような環境こそが、イノベーションを育む土壌なのではない
だろうか。
北海道大学では 2021 年 12 月 2 日に「ダイバーシティ & インクルージョン推進宣言」を制定した。こ
れまでの「標準の研究者」にカスタマイズされた制度を見直し、起業経験者、女性、外国人などのマイノリ
ティ研究者も組織の中枢で活躍し、評価される環境になることを期待している。

2022.2
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私が大学、
修士・博士課程で
学び直した理由
俳優でタレントのいとうまい子さんが、45 歳で大学に進学し、修士課程を経て、今博士課程に在
学中だ。昨年末には、内閣官房の「教育未来創造会議」有識者構成員にも任命されるなど社会貢
献のための研究活動でも注目を集め、学び直しは 12 年目を迎えた。社会人が大学などで学び直
すリカレント教育は政府も後押しするとはいえ、仕事と主婦をこなしながら、学業の三刀流はそ
う簡単ではなく、学び直しのお手本と言えそうだ。

■芸能活動の傍ら学び直し 12 年

1980 年代を代表するアイドルで、今

でもテレビやドラマに舞台などの芸能活
動の傍ら研究者として、学び直しを実
践しているいとうまい子（57）さんは、
1982 年に講談社のミスマガジンコンテ
ストの初代グランプリを受賞し、1983
年に「微熱かナ」でアイドル歌手として
デビュー。1984 年に TBS テレビで放送
されたドラマ「不良少女とよばれて」で
は、それまでのアイドルやヒロイン役の
イメージから一転、不良少女役で主演。
このドラマが高視聴率を記録し話題を集
め絶大な人気を誇っていた（当時は伊藤麻衣子）
。その後も数々のドラマや映画で活躍し、1980 年代に青春
時代を過ごした人たちには、特に印象に残っている人も多いのではないだろうか。
今でも映画や舞台、テレビなどで活躍しているいとうさんは、早稲田大学大学院人間科学研究科博士課程
で研究者として学び直しの真っ最中にいる。高校卒業後、芸能活動と並行して大妻女子大学に入学したとい
うが、人気アイドルの仕事は多忙を極め大学には一度も通えず中退を余儀なくされた。その隙間を埋めるよ
うに、学び直しは大学からスタートし、大学院修士課程、大学院博士課程と学び続けている。
――仕事を持ちながら研究するのは大変だと思うのですが、直近ではどのような時間配分ですか。
いとう：最近はシンポジウムやアカデミアに関する場に姿を見せることが多くなりました。今は、実験をし
ているただの学生です。実験が思うように進まず、博士課程の６年生になり、いよいよ最後の年なので今年
は博士論文を書かなくてはなりません。芸能活動と主婦をしている時間をやりくりして、基本は週 5 ですが、
日を空けると培養実験中の細胞が死んでしまうので、週末も含めほぼ毎日実験のために研究室に通学してい
ます。
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――学び直しをしようと思ったきっかけは？
いとう：高校を卒業してすぐ芸能界に入って、今まで仕事を続けてこられたのは、多くの方々に助けても
らったからです。その恩返しをしたいと思ったのですが、どうしたら恩返しができるだろうかと考えても何
も思い付きませんでした。そこで大学へ行けば恩返しの土台が見つかるのではと、まずは知識を身に付けよ
うと思い立ちました。
文部科学省の医療プロジェクトのビデオに出演し、そこで予防医学のことを知り、予防医学は、早稲田大
学人間科学部の健康福祉科学科で学べることが分かり受験しました。面接では「あなたのような人（芸能人
など）は、すぐに辞めてしまうから入れたくない」と言わ
れましたが、どうしても勉強したかったので絶対辞めませ
んと説き伏せました。その情熱が伝わったのか、2010 年に
早稲田大学人間科学部 e スクールへ入学したのが 45 歳のと
きです。大学では予防医学とロボット工学を学び 2014 年 3
月 26 日に４年間で卒業しました。
大学院進学は考えたこともありませんでしたが、大学の
4 年間だけでは、まだ恩返しの土台となるたどり着きたいと
ころに達していないなと、修士課程に進学しました。ただ
予防医学を学びたくて早稲田大学に入学したのですが、希
望していたゼミの教授が定年で退官され予防医学を専攻で
きなくなってしまいました。そこでロボット工学が人気だ
と、ゼミの同級生に促されロボット工学を選びました。ロ
ボット工学を選んだのも想定外でしたが、大学院に進学し、
週に 2 回通っていましたが、2 年間はあっという間に過ぎ、
2016 年 3 月 26 日に修士課程を修了しました。修士論文は、
「高齢者のロコトレ継続のための、ロコトレ支援ロボットの
開発」です。
――研究科目を変更するのは大変だと思いますが。
いとう：さらに勉強したいと思い、博士課程に進もうと思ったのですが、属していたゼミの教授は博士課程
を担当していませんでした。しかし、修士課程の 2 年間、欠かさず授業に出ていた基礎老化学の教授が博
士課程のゼミを担当していることを知りました。ロボット工学を専攻していた私が基礎老化学の博士課程に
進むことは基本的には許されません。でも大学院の成績が良かったのと、授業を２年間みっちり受けていた
おかげで、面接で教授たちの厳しい質問にも全て答えることができ博士課程に進むことができたのです。今
は、早稲田大学大学院人間科学研究科博士課程の「基礎老化学」の研究室に所属しながら、東京大学大学院
で「老化のメカニズムの解明と防止方法の開発」を目指して共同研究をしています。大学４年、大学院修士
課程２年、博士課程は今年で６年目なので 12 年目に突入です。
――苦労をされたことは？
いとう：普通の学生なら学業が本分なので、学ぶ時間を取るのは容易ですが、私は情報番組のレギュラーや
ＮＨＫの俳句番組、ドラマや映画などこれまで通りの仕事もあるし、主婦もしているので毎日、睡眠時間を
削り深夜１～４時は当たり前で、学ぶための時間配分には苦労しました。でもあっという間に時間が経って
しまいました。でも大変だけど楽しいですよ。
2022.2
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1982 年

ミスマガジンコンテスト 初代グランプリ受賞

1984 年

TBS テレビ「不良少女とよばれて」主演

2010 年

早稲田大学人間科学部ｅスクール入学（予防医学、ロボット工学）

2014 年

早稲田大学大学院 人間科学研究科 修士課程進学
修士論文 高齢者のロコトレ継続のための、ロコトレ支援ロボットの開発

2016 年

早稲田大学大学院 人間科学研究科 博士課程進学（基礎老化学研究室）

2019 年

AI ベンチャーの株式会社エクサウィザーズ フェロー

2020 年

東京大学 健康栄養機能学研究室 特別共同研究学生
老化のメカニズムの解明と防止方法の開発、共同研究

2021 年

不動産テックの株式会社タスキ 社外取締役

2021 年

内閣官房「教育未来創造会議」有識者構成員

――共同研究もされていますね。
いとう：正しいスクワットを検証するロ
ボットにある企業の方が注目して、
「この
先、大学院に進むつもりなら、うちの会
社と共同研究をしませんか」と声を掛け
てくださいました。また、国際ロボット
展への出展を機にそこでも声を掛けてい
ただき、AI ベンチャーのエクサウィザー
ズのフェローもやらせていただいていま
す。今も定期的に出社し研究をしていま
す。東京大学の研究室と共同で、若返り
遺伝子といわれるサーチュイン遺伝子も
研究中です。サーチュイン遺伝子を活性
化する食品を探すため、ほぼ毎日、東大
の研究室に通い、細胞の培養実験をして
います。
――大学と大学院で学んで何が大変でしたか？
いとう：私の場合は大学 4 年間の授業料は私立なので年間 110 万円ほどで初年度には 20 万円の入学金がか
かります。大学院は修士課程と博士課程で金額が変動しますが、4 年で 440 万円です。子供がいると子供に
お金がかかるので、ある程度大きくなり、自分にお金をかけられるようになってからがいいのかもしれませ
ん。だからそこは、何かしらの補助がないのかーななんて思いました。
高齢化が進むと、足腰が弱って動けなくなる「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）
」で寝たきり
のお年寄りが増えること知ったことから、高齢者の健康を支援する介護予防ロボット「ロコピョン」を開発。
ロコモーショントレーニングは、筋力を維持し寝たきりを回避できる可能性が高いと言う。
ロコモティブシンドロームは、骨や筋肉、関節、神経などの運動器の機能低下が進行し、要介護となるリ
スクが高まる。運動器障害は寝たきりの一番の要因となる。この社会問題を解決することは、社会に恩返し
をすることにつながると話す。
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――大学教員や研究者にスイッチすることは？
いとう：私が人に教えるような立場になれませんよ。講
演なら伝えられると思いますが。できれば今後も研究
は継続していきたいですが、お声が掛からなければ研
究もできませんし、私なんかに研究費を出してくれる
企業がいるかどうか…。今くらいの芸能活動をしなが
ら、ロコモティブシンドロームは、高齢化社会にとっ
てすごく重要な研究なので、ロコモになったら寝たき
りですよと声を挙げていきたいです。
――有識者として未来会議にも参加されると聞きました。
いとう：月１回の会議ですが、学び直しの代表なのかな
と思っています。
閣議決定された「教育未来創造会議」は、教育再生実
行会議の後継の組織で、高等教育の在り方や、生涯に
わたり学び直し可能な教育と社会の接続の多様化など
を中心に議論し、大学生への経済支援や社会人が大学
で学び直せる仕組みづくりなどを提言しまとめる。
議長には岸田文雄首相が就任し、議長代理は松野博
一官房長官と末松信介文部科学大臣が務め、閣僚と有
識者１５人で構成する。
有識者構成員（敬称略）
安宅和人

慶応義塾大学教授、ヤフー CSO ＝チーフストラテジーオフィサー

安孫子尋美

株式会社ニトリホールディングス取締役

阿部守一

長野県知事

いとうまい子 俳優
大坪正人

由紀ホールディングス株式会社代表取締役社長

加藤史子

WAmazing 株式会社代表取締役 CEO

上岡美保

東京農業大学副学長

清家篤

元慶應義塾塾長

関山和秀

Spiber 株式会社取締役兼代表執行役

高橋祥子

株式会社ジーンクエスト代表取締役

中野信子

脳科学者

東原敏昭

株式会社日立製作所執行役会長兼 CEO

日比野英子

京都橘大学学長

日比谷潤子

聖心女子学院常務理事

益一哉

東京工業大学学長

■人生 100 年時代の学び直し、リカレント教育とは

政府は社会人が大学などで学び直す「リカレント教育」の強化を進めている。その中身は、社会人向けの
2022.2
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実践的なプログラムの開発・拡充のために、産学連携による情報技術人材などの育成や産学官連携による地
元定着のための教育プログラムの実施なども重要なテーマとなる。このほかリカレント教育を支える専門人
材の育成では、実務家教員の育成などもプログラムに入る。従って、リカレント教育は本誌が扱うテーマに
もなっている。
リカレント教育に注目が集まる要因は、人生 100 年時代の到来や少子化によって、生涯現役で暮らすライ
フスタイルの変化が背景にある。
時代は、モノのインターネット（IoT）やビッグデータ、人工知能（AI）
、フィンテックなどの技術革新が
進み、デジタルトランスフォーメーション（DX）へと深化。
「デジタル田園都市国家構想」の実現と絡み合い、
この先 10 年前後には「第 4 次産業革命」が進展し、結果として Society 5.0 が到来すると言われる。こう
した変化への対応には、新たな知識やスキルが必要となることから、政府の後押しもあってリカレント教育
の関心は高まるばかりだ。
一方で新卒の採用、年功序列、終身雇用が当たり前だった日本型雇用形態も、時代とともに変化し見直さ
れつつある。個人だけでなく、企業にとっても時代に対応する能力を身に付けた人材を獲得するため、プラ
イオリティーの高い人事戦略となるだろう。

■睡眠時間を削り、休日も

しかし、仕事をしながら大学などで学び直すには、
相当の覚悟がいる。筆者も 20 ～ 30 代のころに、い
つかは大学院入学をして学び直したいと考えていた
が、帰宅は午後 10 時や深夜は当たり前で、休日出勤も
しょっちゅうだった。多忙を口実に先送りに先送りを
重ねてきた。気付けば学び直しは、頭の片隅に追いや
り数十年が経過してしまった。
仕事柄、働きながら大学院に入学し、学び直しに挑
戦してきた人の話を数多く聞いてきた。皆が口を揃え
「とにかく大変」という言葉が返ってくる。分かっては
いるものの踏み出す決意は半端ない。
例えば、ある企業の社長は、大阪から高知の大学院
へ通学したが諸事情でいったんは諦め、二度目の挑戦
で延べ 10 年かけて博士課程を終えたつわものだ。また
ある人は、仕事の実績が認められ修士課程を経ずに飛
び級で博士課程に入学したが、東京から岩手の大学院
に通学していた。大学や担当教員の配慮もあり、土・
日曜日を空けて研究時間を作ってくれたという。仕事
があるため、寝る間と休日を削るのは当たり前なのだ。

さらに知人のあるシングルマザーは、いったん仕事を辞め子供と渡米し、米国の大学院に留学した。
社会人の学び直しは、揺るぎない向学心に加え睡眠時間を削り、休日も当てる覚悟が必要だ。
――仕事を持ちながら 12 年も学んできた代表として、アドバイスがあれば聞かせてください
いとう：20 歳前後の若いころとは違って、年齢を重ねるとなかなか覚えられず時間がかかります。仕事もし
ていて主婦もこなしているので、普通の学生のようにはいきません。時間配分が最も苦労しました。学業の
12
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大半は、深夜１～４時まで勉強に費やすのは当たり前です。そもそも学んでいなかったので、学び直すとい
うよりは、初めて学んだというほうが正しいかもしれません。45 歳で大学へ入学し４年、修士 2 年、博士 6
年目（最終）で、振り返れば大変ですが楽しいです。あっという間に時間が経ちました。やってみると、日
常の世界観が広がりました。皆さんにもお勧めします。

――ありがとうございました。
最後に、産学連携政策と産学官連携ジャーナルのことをたくさんの方々に知ってもらうため、いとうさん
の知名度に乗っからせてもらってもいいですかと図々しいお願いにも、
「研究にはお金が必要ですから、共
同研究など産学連携で研究費を確保できると大学も助かりますね。企業と大学がウインウインで協力しなが
らですね」応じてくれた。
著名人で、大学から博士課程まで学び直しをした人は稀だ。いくつになっても前向きで、向学心を維持し
続けられるいとうさんの姿勢には驚きを隠すことなく尊敬する。今年を学び直し元年に据え、長年の目標に
向かう心新たにする話が聞けた。


（聞き手／文も 本誌編集長 山口泰博）
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リポート

新たに開学した専門職大学と地域連携

静岡県立農林環境専門職大学 学長

鈴木

すずき

滋彦

しげひこ

■はじめに

2020 年 4 月、農林環境専門職大学が静岡県に第三の県立大学として開学した。コロナ禍の下での開学と

なり、広報活動も自粛気味でままならない状況が続いている。本稿では、新しく始まった専門職大学の制度
と本学の特徴を合わせて、「連携」をテーマに紹介させていただきたい。また専門職大学の中でも農林業系
の面白さをお伝えできればと願っている。

■専門職大学とは

専門職大学とは「高度な実践力」と「豊かな創造力」を養うことを目的として 2017 年に制度化された新

しいタイプの大学である。2019 年に３校が開学し、2020 年に 11 校となり、そして本年度（2021 年度）
6 校が加わって合計 17 大学と増えつつある。ファッション、ＩＴ、国際、医療、看護、観光など幅広い分
野を対象とする中にあって、本学は農林業系であること、また公立であることが特徴である。
専門職大学の謳（うた）い文句として文部科学省は「高度な実践力」という言葉を使っている。筆者はこ
れを「大学における職業教育」と読み替え、すなわち高等教育で実践教育・職業教育をどのように行うべ
きかが問われているものと解釈している。欧州の高等教育に目を向けてみると、フランスでは大学とグラ
ンゼコール（Grandes Écoles）があり、ドイツでは大学と専門大学（Fachhochschule）が高等教育を担っ
ていて、ともに複線型の教育システムが動いている＊＊ 1。大学は学問や人格形成の場で、技術や経済を支え
る人材育成は後者が担うとの論がある。欧州では総じて、職業教育に対する社会的な評価が高いように感
じられる。
わが国で新しく始まったこの教育制度では、学校教育法第一条に規定される大学として専門職大学
が位置付けられ、大学が持つべき学術性に実践力の育成を上乗せした教育内容を有している。英名を
Professional University といい、人格形成と職業教育の両方をかなえる場であるとの思いを持っている。

■静岡に開学のわけ

静岡県に農林業系の専門職大学が開学した理由を問われることが多い。答えは明快であり、静岡県は豊

かな農業県であることがその背景にある。確かに、海外に行くと Shizuoka を知る人は少なく、YAMAHA
や SUZUKI の知名度が高いことが示すように、静岡は工業の「ものづくり県」としての印象が強いようだ。
全国第４位の製造品出荷額もそうした実績を裏付けている。農林業の実力が「ものづくり県」の陰に隠れて
いるのかもしれない。
さて、静岡の農林業を一言でいうならば、
「多彩な農産物が生産されている」となろう。お茶、メロン、
14
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ミカン、イチゴ、ワサビなどは全国的に有名であり、ガーベラをはじめとした花卉（かき）も強い。千を超
える多様な農林水産物が生産されていることも特徴である。富士山の麓や県西部では畜産業も盛んで、地元
では静岡の牛や豚が美味しいことはよく知られている。また、天竜スギは江戸城の御用材を支えるなど古く
から知られ、富士のヒノキも合わせて木造の文化を担っている。静岡は実は「豊かな農業県」であり、この
産業を支える人材育成が大学設置の背景であり動機となっている＊＊ 2。

■目標とするところは

新大学の設置に際して、人材育成の目標を二つ掲げた。第一は、農林業に必要な栽培や生産技術に加え

て、加工、流通、販売、そして経営のできる人材を輩出すること。農林業を業として支えるためには、栽培
技術に加えて経営マインドが必要だろうと主張している。第二は、農山村地域の伝統文化や環境を守りなが
ら、地域を支えるリーダーとなる人材を育てることである。野菜の栽培も林業も地域コミュニティーとの関
係を抜きに語ることはできない。食文化や住まい方の文化をよく知ること、環境を意識することを合わせて
学ぶこととしている。農林業に関わって経営ができ、ゆくゆくは地域のリーダーとなる人を育てるという大
きな目標を持って開学した。それを支える教育体制やカリキュラムも、これまでの大学にない特徴がある。

■教育での連携

専門職大学の場合、卒業単位の３分の１以上が「実習等」であることが求められている。中でも臨地実務

実習という名の長期のインターンシップは専門職大学に特徴的である。四年制大学の場合、全体で概ね４カ
月間を要し、本学の場合２カ月を栽培や生産技術に充て、１カ月をマネジメント、残り１カ月を経営戦略を
テーマとした実習に振り分けている。従って、実習生を受け入れる産業界の教育負担も通常のインターン
シップより大きくなる。いわゆる
「預けっ放し」
と違って、双方向の情報のやり取りや評価のディスカッショ
ンが必要になる。大学と受け入れ側がまさに「連携して」人材育成に当たる制度である。実は、いま動き始
めたばかりの仕組みであり、運用に当たってはこれから工夫が必要となるだろう。産業界の協力をお願いし
たい。
余談であるが、実習等が授業の３分の 1 以上というのは大学関係者には驚きの数字かもしれない。一般
に、座学の講義に対して実習等は２～３倍の授業コマ数を要するからだ。さらに専門職大学では授業は 40
人以下で行われるなど、教育の質を重視している。
また、専任教員の 4 割以上が実務家教員と定められている。実務家教員とは、担当する専門分野で 5 年
以上の実務経験があり、高度な実務の能力を有する者とされている。実務経験と大学人としてのアカデミズ
ムの両方を兼ね備えた人を探すのは大変であるが、本学の場合 5 割が実務家教員である。産業界での経験
のある教員が半数近くいる環境で学生は理論と実践を学ぶことになる。ティーチングスタッフそのものが産
と学の連携集団であるということができる。

■教育課程連携協議会

専門職大学運営上の特徴の一つが、教育課程連携協議会だ。これは、教育課程の編成方針を検討する際に

産業界との連携を担保するための組織として義務付けられている。教育課程を編成し、実施し、また見直し
を行う際に産業界および地域社会の意見を取り入れる仕組みとして導入された。協議会は当該職業に関する
実務の経験者、地方公共団体など地域の関係者、臨地実務実習など授業実施に協力する事業者などで構成
され、カリキュラムの編成や教育の進捗状況などを報告した上で意見を頂く＊＊ 3。国立大学でいう経営協議
会、海外の大学の Advisory Board に近く重い存在であるとみることができる。経営協議会などが大学運
営全般に関わっているのに対して、専門職大学の教育課程連携協議会は、教育の方針論議を中心とするとこ
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ろが特徴である。実践力を養うことを目的とする大学にとって、肝心なところは求められる人材像にあると
思う。人材育成の方針を大学人だけで決めることなく、関係する社会・産業界の意見を取り入れる仕組みで
あると理解している。

■地域連携

農と工のバランスの取れた連携

開学間もない大学ではあるが、幾つかの連携が動き始めている。本学が立地する磐田市（静岡県）は、開

学の年に「未来の農業連携懇話会」を発足させた。農・商工団体、企業と連携して課題の解決策を話し合う
場となっている。この懇話会が仲介となって、水耕栽培ホウレンソウの糸状菌による病害研究や地域特産の
海老芋のエグレ症状への対応などで成果が出ている。また、無人ヘリコプターを用いた森林計測や樹種判別
の研究がヤマハ発動機株式会社との間で進みつつある。磐田市は、製造品出荷額、農業産出額ともに県内で
４位あるいは５位の位置にあり、工業に加えて農業も強くバランスが良い。商工会議所が農林業との連携に
関心を寄せてくれるのもありがたい。
最近ではスマート農業が話題となっており、本学でも自動走行の最新トラクターが走り（写真１）、また、
30 棟ほどある温室では、統合型の環境制御システムにより温湿度や CO2 などの制御、給液の自動制御も遠
隔で行い、データはクラウド管理されている。このほか、自動草刈り機、自動走行車による薬剤散布、収穫
補助、運搬補助、果樹の自動選果にアシストスーツの開発など、農林業のスマート化は現実の課題となって
いる。まさに農と工のバランスの取れた連携がいま求められている。磐田市に限らず、静岡県の中にあって
多くの産業からその研究力や経営力に学びたいというのが本学の姿勢である。
先端技術との連携に加えて、本学では農山村の伝統・文化の継承をテーマにした授業「展開科目」群が構
成されていることが特徴でもある。演習では学生が地域の皆さまと課題解決のための交流を行うことを積極
的に支援している。
「グリーンツーリズムと蒟蒻（こんにゃく）加工」
、
「ほんのり酸っぱい梨ビール」
、
「寺
谷用水の世界灌漑（かんがい）施設遺産登録」
など、テーマは農と食、伝統文化を基軸として
広がりを見せている。
最後にもう一つ、
「農福連携」が特徴的なテー
マとして動き始めたことを紹介したい。農福連
携は農業と福祉が協力することで課題解決、地
域共生社会の実現につなげようというもので、
本学では教員グループが中心となって行政、企
業の参加を得た研究会が立ち上がった。日本農
林規格に
「ノウフク JAS」＊＊ 4 が制定されるなど、
多様性を受け入れようとする価値観の変化がう
写真１
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機械研修場を走る自動走行トラクター

かがえる。

＊＊ 1

金子元久：高等教育システムと職業教育―7 か国概観、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構編「高等教育における職業教育と学位」
、
第 2 号、No.2、pp.1-18、平成 28 年 8 月

＊＊ 2

鈴木滋彦編：「農林業の魅力と専門職大学」、筑波書房、（2022 年 3 月発行予定）

＊＊ 3

文部科学省高等教育局専門教育課：専門職大学等の設置について（平成 30 年 11 月 21 日）

＊＊ 4

農林水産省告示 594 号「障害者が生産行程に携わった食品の農林規格（平成 31 年 3 月 29 日）」
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リポート

プール水を安全な飲用水へ

近畿大学 生物理工学部
食品安全工学科 准教授

江口

えぐち

陽子

ようこ

■プロジェクトの始まり

大学での研究は基礎研究が中心になり、研究の到達目標である社会貢献までの道のりは長い場合が多い。

研究の原動力は、新しい知見を得よう、新奇メカニズムを解明しようという知的好奇心であるが、毎年メン
バーが入れ替わる大学の研究室の学生には時として伝わりにくい。近畿大学では社会に貢献する実学教育に
力を入れており、学外からの受託研究を積極的に受け入れている。応用に直結する研究は目的が明確で学生
も取り組みやすい。そんな環境の中、三重県紀北町の株式会社岡本組から受託研究の申し込みがあった。
訪ねてこられた岡本組執行役員の三目さんは、ご自身の被災体験に基づき、災害時の飲用水確保の重
要性を強く感じられていた。研究の目的は、波長が短い領域の紫外線（UVC、深紫外線（DUV; deep
ultraviolet））を発光する深紫外線発光ダイオード（DUV-LED）を使って水を殺菌し、災害時の飲用水確
保につなげるというものであった。ひとたび自然災害が起きると電気、ガス、水道などが止まり、避難者の
生活は困窮する。中でも飲用水は生きていく上で必須であり、安全な水の確保は特に重要である。提案され
たプランは、日機装技研株式会社が開発した中流量対応 DUV-LED 流水殺菌装置（ピーク波長 280 nm）
である「DUV-LED 水除菌装置」を使って災害時に活躍する浄化装置を作ることであった。DUV-LED に
よる水処理は、すでに水産養殖（牡蠣）
、ウォーターサーバー、簡易水道、地下水の殺菌などに応用されて
いる。日機装の水除菌装置を牡蠣養殖に応用した例に筆者も関わっていたこともあり、装置の殺菌力は十分
に理解していた。そこで、受託研究を受け、共同研究契約を結び、プロジェクトが開始した。

■プール水の確保と浄化試験

まず、浄化する原水をどこから入手するかを検討した。地震や水害などで断水した場合を想定し、井戸

水、湧水、河川水、防火用水などを候補として挙げた。ところが、DUV-LED 殺菌装置は、生物的危害要
因となる微生物は不活化できるが、有害な有機物、化合物、金属などを除去することは、ほとんどできな
い。原水の前処理として活性炭カラムを使用するとしても、混入した物質の除去には限界がある。本プロ
ジェクトのメンバーである総合水処理メーカーのローレル株式会社とも相談し、安全な原水として学校の
プール水を使うことにした。学校はその地域住民の避難場所に指定される場合が多く、もともと安全な水道
水を溜めたものだ。溜めた水は動物や鳥からの糞便などの汚染を受けて人に対する病原菌の混入が懸念され
るが、病原菌の殺滅は DUV-LED が得意とするところである。
そこで、ローレルが DUV-LED ろ過装置（活性炭カラムと DUV-LED 殺菌装置を組み合わせた装置）
の試作機の設計および作製を、近畿大学は浄化試験に使用するプール水の確保を担当した。近畿大学生物理
工学部は産官学連携を推進しており、キャンパスが立地する和歌山県紀の川市とも連携している。プール水
について紀の川市に相談したところ、市内の休校中 2 校のプール水と、児童が使用する小学校のプール水
を提供していただけることになった。災害発生時に遊泳可能な塩素消毒されたプール水を原水として使える
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とも限らず、むしろ、夏期以外での使用の方が多いであろう。そもそもプール水にはどのくらいの細菌がい
るのだろうか。プール水の汚染状態は春夏秋冬でどのくらい変化するのだろうか。プール水を飲用可能なレ
ベルまで浄化するには、厚生労働省が定めた水道水の水質基準を満たす必要がある。プール水で心配される
基準は一般生菌数（100 CFU/mL 以下、CFU は生菌数の単位であり標準寒天培地上に集落を形成しうる
微生物数）と大腸菌（100 mL 中から大腸菌が検出されない）である。そこで、試作機の完成を待つ間、プー
ル水の水質の季節変化を学生とともに調査することにした。
調査した 3 校は活動中の小学校（A 校）
、2011 年から休校中の T 校、2005 年から休校して 2019 年に
廃校が決まった M 校である（図 1）。A 校は紀の川市の街中に、T 校は山の中腹の果樹園と集落に囲まれ
た場所に、M 校は山中の渓流沿いに立地する。水を長期間入れ換えていない T 校、M 校のプール水は深緑
色で、池のようであった。毎月、紀の川市企画部地域創生課の西川さんに 3 校まで連れて行っていただき、
プール水を採取し、一般生菌数、大腸菌群・大腸菌の有無を検査した。食品の衛生指標として大腸菌群（グ
ラム陰性の短桿菌で乳糖を分解する好気性または通性嫌気性の細菌群；大腸菌も含まれる）が用いられる
が、大腸菌群に含まれる細菌の中には動物腸内だけではなく天然環境に生息するものがあり、必ずしも糞便
汚染の指標にはならない。そのため、水道水の水質基準では、大腸菌群ではなく大腸菌の陰性が求められて
いる。2019 年 7 月から 2020 年 6 月までの調査の結果、A 校プールでは一般生菌数は低く抑えられていた
ものの、たまに大腸菌群や大腸菌が検出された。2020 年 6 月の最後の採水では、さすがの A 校プールで
も一般生菌数が水道水基準の 100 CFU/mL を超えた。通常では 6 月にはプールが掃除され、新しく水道
水が溜められて遊泳可能な状態にリセットされるが、2020 年は新型コロナウイルス感染予防のためにプー
ル指導が中止となり、１年間放置された A 校のプールの水質が悪化したと考えられた。T 校、M 校プール
水は年間を通して一般生菌数は水道水基準を超える高いレベルの場合が多く、大腸菌群は常に陽性、大腸菌
は時々陽性という結果となった。
2019 年秋には、図 2 の DUV-LED ろ過装置の試作機が完成した。この装置では、まず原水が活性炭カラ
ムで前処理され、その後に DUV-LED 水殺菌装置を通過して浄化される。殺菌装置を複数回通過できるよ
う、浄化水槽から原水槽へと水が流れるように設計されている。早速、水質状態の良い A 校プール水をポリ
タンクで 100 L 汲み、大学キャンパス内に運んで浄化試験を行った。その結果、殺菌装置に原水を 1 回通過
させることで一般生菌数が 21 CFU/mL から 0 CFU/mL となり、一般生菌が完全に殺滅された浄化水を得
ることができた。次に水質状態が悪い T 校プール水を汲んできて浄化試験を実施した。T 校の場合、殺菌装
置に原水を 1 回通過させることで一般生菌数が 164 CFU/mL から 10 CFU/mL まで減り、水を循環させて
殺菌装置を 2 回通過させることで 0 CFU/mL まで殺菌された。ただし、陽性であった大腸菌については 1
回目の通過で陰性に転じたので、水質が悪い T 校プール水を原水に用いても、殺菌装置を 1 回通過させるだ
けで一般生菌数も大腸菌についても水道水基準を満たすレベルの浄化水が得られることが分かった。

A校

T校
図１

調査した和歌山県紀の川市のプール（2019 年 7 月）

M校

A 校（使用中プール）；T 校（2011 年から休校）；M 校（2005 年から休校）
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a) DUV-LEDろ過装置

DUV-LED水殺菌装置

浄化水

活性炭
カラム

流量計
ポンプ
原水

b) DUV-LED水殺菌装置
DUV-LED

図2

DUV-LED ろ過装置（試作機）

a) DUV-LED ろ過装置の全容（矢印は水の流れを示す） b) DUV-LED 水殺菌装置の写真と殺菌原理（矢印は水の流れ、点線の矢印は紫外線照射の方向を示す）

■ DUV-LED ろ過装置積載車

災害時にプール水の浄化ができそうだということで、次に浄化装置の形態が問題となった。DUV-LED

の魅力として、無水銀、瞬時点灯、ウォームアップ不要、点灯消滅の繰り返しで劣化しにくいなどととも
に、小型であることが挙げられる＊＊ 1。大量の原水が処理できるように 2 本の DUV-LED 殺菌装置を並列
につなげて対象プールの横に据え置くという案もあったが、小型という特徴を生かして移動可能な浄化装置
にすることになった。そこで、試作機を、貯水タンク、発電機、プール採水用ポンプとともに軽ワンボック
スカーに積載し、和歌山市雄湊公園内のプールへと移動させた。図３に試作車の「紀州号」と浄化試験を
行ったプールを示す。このプールは学校統合のために 2017 年に廃校になった旧雄湊小学校のものであり、
2016 年夏期に使用されてから放置されてきた。水も深緑色で T 校プールに近づきつつある状態であった。
プール近くまで DUV-LED ろ過装置積載車を寄せ、プールからポンプで水を直接吸い上げて連続的に水を
浄化したところ、この時の原水の一般生菌数 149 CFU/mL も、浄化によって 0 CFU/mL となり、十分な
殺菌が確認された。原水の大腸菌群が陽性であったが（大腸菌は陰性）
、浄化水では大腸菌群が陰性に転じ、
水道水の微生物基準はクリアした。微生物基準以外の水道水基準項目に関しても検査機関に測定を依頼した
ところ、有機物の項目以外はクリアした。雄湊公園のプールは 5 年間放置されており水質が低下していた
ことを考え、前処理フィルターの数を増やし処理能力を強化することで有機物の項目もクリアされ、水道水
基準 51 項目を満たす浄化水の取得が可能となった。この成功をもとに 2021 年 11 月に報道陣を招いた公
開実験が雄湊公園内のプールで実施され、安全で美味しい浄化水が参加者に振る舞われた（図 3）
。

■ DUV-LED ろ過装置の応用例

災害時の避難場所は学校だけではない。和歌山県の海沿いの山の中腹に立地するある寺院では、災害時の

避難場所として指定されている。この寺院の井戸水（山の湧水）は環境庁「全国名水 100 選」に選定され
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a)

b)

e)

d)

図3

c)

f)

DUV-LED ろ過装置積載車による雄湊公園内のプールでの公開実験（2021 年 11 月）

a) DUV-LED ろ過装置積載車「紀州号」 b) 原水を採取したプール c) 採水用ポンプ d) 公開実験での浄化試験

e)、f) 浄化されたプール水で乾杯

るほど有名であり、多くの人が名水を汲みにここを訪れる。ところが近年、名水にも微生物汚染が見つかる
ことが時としてあり、採水箇所では安全のために煮沸して飲用するようにと掲示されている。寺院の許可を
得て、名水を汲んできて DUV-LED ろ過装置で浄化試験を行ったところ、一般生菌数は 20 CFU/mL から
0 CFU/mL へ低下し、大腸菌も陽性から陰性へと転じた。澄んだ湧水を原水に用いると、紫外線を遮断す
る物質の混入も少なく、DUV-LED 殺菌装置の能力が最大限発揮される。名水を煮沸せずに飲むために塩
素消毒を行うと味が変わってしまう。薬品の添加なしで生物的危害要因を除く紫外線水処理の応用例として
紹介する。
また、災害は自然災害だけではない。2021 年 10 月に和歌山県の六十谷水管橋が破損して紀の川に落下
し、和歌山市北部 6 万世帯で断水するという災害が生じた。1975 年に建設された水管橋は、川の南側の浄
水場から市北部に浄水を供給してきた。橋の中央付近で破損が生じたもので、社会インフラの老朽化に伴う
災害である。和歌山市北部への給水復旧まで数日間を要し、その間、22 か所の応急給水所において給水車
による給水が行われた。給水所には水を待つ大勢の人が集まったが、給水車が空になると次の給水車が来る
のを待つしかない。本プロジェクトの DUV-LED ろ過装置積載車を使用すれば、給水所に指定された学校
のプールまで移動して、プール水がなくなるまで連続的に浄化水の供給が可能となる。このように、DUVLED ろ過装置積載車は、自然災害だけではなく老朽化する社会インフラが引き起こす災害への備えとして
も期待される。
本共同研究は、災害に備えるという共通目的のもと、紀の川市や和歌山市のご協力を得ながら推進され、
短期間で実用化まで到達した。11 月の公開実験を眺めながら、これこそが産学連携プロジェクトの強みだ
と改めて認識した。この成果が災害現場で少しでも役立てば、研究者として本望である。
＊＊ 1 小熊久美子
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紫外発光ダイオード (UV-LED) を用いた消毒技術 J. Antibact. Antifung. Agents , 48(8), 351-354 (2020)

リポート

産学官連携による共創で地域課題の解決を
学生主体モデルによるがん検診受診率向上施策

社会福祉法人聖隷福祉事業団
保健事業部総合企画室 室長兼
聖隷予防検診センター 事務長

池田

いけだ

孝行

たかゆき

静岡県を中心に人間ドックや健康診断、がん検診などの予防医療を展開する社会福祉法人聖隷福祉事業団
保健事業部（静岡県浜松市）では、2019 年度より聖隷クリストファー大学（同）と、AYA 世代＊ 1 に向け
た女性のがん検診啓発活動を行う「SGE ♥プロジェクト」＊ 2 を設立、産学官連携により地域の課題解決に
向けた活動を展開している。
今回、本プロジェクトの企画立案および事業推進者の一人として、設立の経緯やこれまでの活動、今後の
方向性などについてお示しする。

■がん検診の受診状況

低い受診率

日本で最大の死因として挙げられる「がん（悪性新生物）
」は、定期的ながん検診の受診による早期発見、

早期治療によりリスク低減が可能である。しかし受診率は低く、中でも乳がん・子宮頸がん検診は、諸外国
が国策により高い受診率を維持する一方、日本の受診率は 4 割程度にとどまっている。
また近年、婦人科系のがん罹患（りかん）数や死亡者数は増加傾向にある。乳がんは 40 歳代後半以降、子
宮頸がんは成人以
降に罹患数が急増
するが、その現状
は広く知られてい
ない。市町村から
若い世代に検診無
料クーポンを配布
しているにもかか
わらず受診率の低
迷が報告されてお
り、その理由の多
くは「多忙で受診
する時間がない」
や「健康に異常が
なく必要性を感じ
ない」などである。

低い日本の検診受診率＊＊１
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■本プロジェクト発足の経緯

私が所属する聖隷予防検診センターでは、以前より「女性検診推進プロジェクト」を立ち上げ、SDGs が

掲げる目標「予防や治療を通じた非感染性疾患による若年死亡率の低減」等を目指し、がん検診の受診啓発
を行っている。
当地域の検診受診数は少しずつ増加しているものの、前述の通り AYA 世代の受診率は伸び悩んでいた。
そこで、スタッフとともに、どのような手法であれば行動変容を起こすことができるのかを検討した結果、
そもそも「忙しい中でもなぜ検診を受ける必要があるのか」や「なぜ検診によるがんの早期発見が重要なの
か」を自分事として認識してもらう必要があると考えた。そしてその点を、医療従事者からだけではなく同
世代の女性から共感を呼ぶような分かりやすい言葉で伝えることで課題解決につながるのではないかという
仮説を立てた。
そこで 2019 年 8 月、近隣に所在する聖隷クリストファー大学看護学部の先生に対し、学生を中心とし
た婦人科検診啓発プロジェクト設立を打診したところ快諾をいただき、同年 10 月に学生が主体となり大学
と当センターがその活動を支援する本プロジェクトが発足した。
構築時、①コンセプトの明確化、②（卒業によって自然解散しないよう）継続した仕組みとすることの 2
点を念頭に置いた。自由な発想で生き生きと活動ができるよう、コンセプトを「楽しい！婦人科検診啓発プ
ロジェクト」とし、また大学側が本プロジェクトを授業に組み込み単位化することで、毎年新しい学生が加
入・参画することを仕組み化、プロジェクト名も学生が命名し、本プロジェクトが始動した。

■活動内容

以下、これまでの主な活動を紹介する。

①学園祭での検診啓発ブース出展
2019 年 11 月、同大学の学園祭「聖灯祭」内にて婦人科検診啓発ブースを設置、10 人以上の学生と当セ
ンタースタッフが啓発活動に参加した。学生は手作りのプラカードで集客を行いながら、ブースでは子宮頸
がん検診で使用する機器や乳がん触診モデルを用いて検査方法や検診の重要性を説明、併せて近隣の婦人科
関連クリニックの情報提供などを行った。当日は家族連れや中・高生なども数多く来場、200 人を超える
幅広い年齢の方に向けて、本プロ
ジェクトとともに検診の重要性を
理解してもらう機会となった。
2020 年度は新型コロナウイル
ス感染症の影響でウェブ開催と
なったが、学生から「当センター
を舞台にがん検診啓発動画撮影、
ウェブ開催の学園祭やユーチュー
ブで動画を配信したい」との申
し出があり、当センターのスタッ
フも加わり動画作成を行った。学
生自らが発案・参画し、同世代の
方に情報を発信する取り組みは私
たちだけでは成し得ないことであ
り、大変貴重な経験であった。
SGE プロジェクトメンバー

22

2022.2

②人間ドック健康食の開発
当センターでは、
「おいしく楽しく学べる食育レストラン」をコンセプトとして、受診された方に対し管
理栄養士が監修した健康食の提供を行っている。がんに対する免疫力を高めるためには、食事も重要な要素
であるとの考えから、2020 年に夏メニューを学生と共同開発した。
学生には「野菜を多め・減塩・脂質を控えた健康的な食事を考案してほしい」とだけ伝えたが、考案され
たメニューは、食欲アップにつながるよう見た目を意識し、季節を感じるよう夏食材
（ナスやカジキマグロ）
を取り入れ、さらに食べやすく餡（あん）かけにし、健康を意識した薄味で…という、将来本当は調理師か
管理栄養士を目指しているのかと感じたほど配慮された、スタッフも驚くメニューであった。提案されたメ
ニューは若干のアレンジを行った後、6 ～
9 月の間に人間ドックを利用された 4,000
人を超える方々に提供した。学生からは
「大学で学んだ栄養学と、現在学習してい
る生化学の知識を生かしたメニューが考案
できた」などの意見が挙がり、利用者から
も「学生の思いとアイデアが伝わるおいし
い食事だった」など、200 件以上の温かい
応援メッセージをいただいた。産学連携に
よる人間ドック食の開発は全国的にも事例
がほとんどないことからメディアにも大き
く取り上げられ、本プロジェクトが広く周
知される一因となったとともに、現在も継
続して共同開発を行っている。

ドック健康食の展示

③市中での出張がん検診啓発活動
2020 年 8 月、報道などを通じて本プロジェクトを知った浜松市のがん検診担当者の方から「コロナの影
響でがん検診の受診率が昨年対比で約 3 割減となっている、市民向けの受診啓発イベントを一緒にできな
いか」と提案をうけ、同年 10 ～ 11 月の間に計 3 回、市内のドラッグストアにて啓発活動を実施した。市
の管理栄養士や当センターのスタッフとともに、学生も万全なコロナ対策を行いながら、積極的に運動体
験や健康相談、がん検診の予約などの活動を行った。当日は通常関心を示しにくい AYA 世代も多く立ち寄
り、私たちにとっても学生とともに実社会の場で協働ができたことは、今後の啓発活動への大きな収穫で
あった。
④ＬＩＮＥを活用した子宮頸がん検診の受診率向上
浜松市は 2020 年度から、官民連携によるヘルスケア事業により市民の健康寿命の延伸を図るとともに、
ヘルステックなどのヘルスケア産業を育成・支援する事業として「浜松ウエルネスプロジェクト」を推進し
ている。2021 年 1 月、このプロジェクトの一環として、市の実証実験サポート事業の採択を受けた IT 関
連のスタートアップ企業が実施する「LINE（ライン）を活用した子宮頸がん検診の受診率向上プロジェクト」
において、市および企業からプロジェクトへの参画依頼を受けた。
まず学生の間で「LINE で何ができたら受診行動につながるか」をディスカッション、
「
『私』だったらど
のような情報が心に刺さるのか」などの意見をもとに LINE を活用した機能・コンテンツを検討した。
LINE の「友達登録」を行うことで、検診に関する様々なコンテンツ（子宮頸がんとは？

といったもの
2022.2
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から、早期発見の重要性などの啓発情報、受診できる医療機関や
予約の方法、各種問い合わせなど）が全て LINE 上ででき、市から
も受診勧奨や検診電子クーポンの配布、お知らせなどの情報提供
が配信される仕組みとした。画面表示には学生が学んだ行動経済
学のナッジ理論なども反映され、初期は文字が多く無機質だった
表示が、打ち合わせを経るごとに若い女性に伝わるような画像や
言葉の言い回しなどにブラッシュアップされていった。また、登
録者には飲食店にて使用可能な電子クーポンが抽選で当たる仕組
みも取り入れた。
リリース後、当初目標とした 1,000 人の友達登録数をクリアし
た現在も登録数は伸びており、本事例を踏まえ、他のがん検診の
啓発でも同様のデジタル化が期待されている。
参画した学生の意見として「自分や同年代の人が検診を受け
る必要があることを改めて実感した。学生視点での SNS の運用
など、検診の必要性を同世代の方々にもっと理解してもらうた
めの活動に関わることができたことに感謝したい」などの声が
挙がった。

■地域課題の解決に向け新たな価値創造へ

LINE を活用した子宮頸がん検診の啓発

新型コロナウイルスの影響による受診控えから、全国的にがん検診受診率が低下、浜松市も対前年で約

2％ダウン（2020 年度）した。しかしながら子宮頸がん検診の受診率は 1.1％向上し、市のがん検診担当
者からは本プロジェクトの活動もその一因として挙げられる評価をいただくことができた。
また、地元企業からデジタルネイティブ世代でもある学生の知見を生かしたコラボの申し出や、産学官連
携の先行事例として、検診関連の学会からシンポジウムなどの参加依頼を受けるなど、地域課題の解決に向
けた新たな価値創造としてさらなる広がりを見せている。

■産学官連携により、ともに共感・共創できる未来を

浜松市は人生 100 年時代を見据え、「市民が病気を未然に予防し、いつまでも健康で幸せに暮らすことが

できる持続可能な都市（予防・健幸都市）
」という新たな都市像を掲げ、その実現に向け、官民を挙げた様々
な取り組みが行われている。その舞台に、
「学」という将来を担う若い DNA が参画することで、さらに有
意義かつ未来につながる取り組みになるとともに、将来学生に「この地域で予防医療を目指したい」と考え
てもらえる一因になると考えている。
医療経営という視点において、このような取り組み自体が近視眼的な利潤を生み出すことは考えにくい。
しかしながら、将来この地域を担うであろう若い世代が、地域課題の解決に向けて行政や企業とともに共創
する姿は、私たちも含むこの社会の長期的な利益、ひいてはこの地域の健康寿命の延伸につなげることがで
きると確信している。
＊ 1 ここでは「15 歳から 39 歳の思春期・若年成人」を指す。
＊ 2 S：seirei（聖隷）
、G：gynecology（婦人科）、E：enlightenment（啓発）に対して、♥（愛）を持って行動する。
＊＊ 1 公益財団法人がん研究振興財団「がんの統計 2022」がん検診受診率の国際比較
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大学の産学・社会・地域連携窓口紹介

帯広畜産大学
部門・
部署

帯広畜産大学 産学連携センター

所在地

〒 080-8555 北海道帯広市稲田町西 2 線 11 番地

お問い
合わせ

電

スタッフ

話

0155-49-5771

メール
センター長／特任教授

大庭

潔

産学連携推進室長／助教

河野

洋一

知的財産・リスク管理室長／教授

西川

義文

人材育成マネージャー

藤倉

雄司

高橋

悠

副センター長／特任准教授
知的財産マネージャー

知的財産コーディネーター

取り扱い
内容

東

陽介

嘉屋

元博

産業人材育成室長／教授
特任教授

仙北谷
宮下

康

和夫

企業等集積プラットフォーム／産学官金連携交流会／技術相談／共同研究／受託研究／学術指導／共同研究
講座／寄附講座／寄附金／大学発ベンチャー／知的財産／研究成果有体物／安全保障輸出管理

「日本の食料基地」と称される北海道十勝地域において、生命、食料、環境をテーマに「農学」
「畜産科学」

特

徴

「獣医学」に関する実学を重視し農場から食卓に至る様々なニーズに応じた教育研究、社会貢献を推進してい
ます。

近年の活動では、企業や地域との連携をさらに深化させるため、
「企業等集積プラットフォーム」を設置し

「おつきあいの文化」を醸成しつつ効果的に大学の情報発信を行っています。また、これらの会員ニーズに応
じたテーマ別ミニ交流会（産学官金連携交流会 mini）などを企画し、気軽に直接教員と意見を交換できる「共

創の場」作りも積極的に進めています。これらの取組みから、地域の皆さまと課題を共有し、個別の共同研
究や、複数メンバーの連携による問題解決コンソーシアムを形成できるよう体制を強化しています。

2021（令和 3）年からは、地域の基幹産業である酪農が抱える牛糞処理問題を解決するための寄附講座と

して「資源循環環境学講座」がスタートしました。

また、近年力を入れて取り組んでいるデータサイエンス・ICT 関連の教育研究基盤強化の一環として、

NTT 東日本と連携協定を締結し、学生・教員向けのスマート農畜産業に関する講義や、共同研究を行ってい
ます。

さらに、小樽商科大学、北見工業大学との経営統合に向け、農商工連携の一層の拡充を図っています。三大学

によるオープンイノベーション・センター（通称 ACE）の構築を進め、重点テーマとして、
「スマート農業」
「防

災」
「観光」に取り組んでいます。三大学の研究課題を対象とした「オープンイノベーション促進共同研究」の
公募を行い、具体的な連携を始めています。

これらの取り組みにより、2020（令和 2）年度、学生 1,000 人当たりの地元（北海道内企業など）との共同

研究件数が 51.0 件と全国で第 1 位となり（日経グローカル 421 号 , 2021 年）
、共同研究全体でも前年度比 1.5
倍の共同研究費を得て活動を活発化させるなど、地域に根差した産学連携が継続的に進んでいます。

注）2022 年 2 月 15 日現在の情報です。組織改編、スタッフの異動などで変更となる場合もあります。
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大学の産学・社会・地域連携窓口紹介

北見工業大学
部門・
部署

所在地

お問い
合わせ

スタッフ

北見工業大学 学術推進機構 社会連携推進センター

〒 090-0013
〒 090-8507

電

話

北海道北見市柏陽町 603 番地 2（社会連携推進センター）

北海道北見市公園町 165 番地（北見工業大学メインキャンパス）

フォーム

0157-26-4161

https://www.crc.kitami-it.ac.jp/contact/

センター長／教授

藤井

教員／准教授

三枝

教員／教授

研究協力課／課長
取り扱い
内容

享

内島

典子

柴田

俊成

昌弘

研究協力課／副課長

松沼

研究協力課産学連携担当

泊

研究協力課地域連携担当係長
研究協力課事務補佐員

山本
木村

拓夫
至
晋

朋恵

技術相談／シーズ・ニーズコーディネート／共同研究／受託研究／研究プロジェクト支援／技術広報

北見工業大学が位置する北海道東部のオホーツク地域は、知床世界自然遺産に代表される自然溢れる環境

特

徴

にある。これらの自然は地球規模の環境の観点からも世界から注目されている。そして日本の食文化を支え

る豊かな大地に恵まれている。北海道の中でも特に寒い地域であり、夏と冬との気温差が 60℃以上に及ぶ。
自然エネルギーをはじめとする代替エネルギー源が豊富である。北見工業大学はそれらを舞台とする様々な
研究を推し進めている。

北見工業大学は、従来から学外の皆さまと種々の形態で連携し、
「地域連携・ 社会貢献」
「共同研究推進・

研究支援」の機能強化を目的とし、産学官連携活動を推進している。

社会連携推進センターは、大学が持つ「研究」機能を社会のために活用すべく、研究者個々の持つシーズ

を社会のニーズとのマッチングを図る窓口・コーディネート業務や、種々の社会貢献・地域貢献に関する窓
口として、北見工業大学の産学官連携活動を推進するセンターである。

「産学官連携・地域連携を推進するすべての活動においてご活用ください。」

注）2022 年 2 月 15 日現在の情報です。組織改編、スタッフの異動などで変更となる場合もあります。
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新技術説明会は令和３年度もオンライン開催を実施中です。

視点：Point of view
ドアポリシー
意外に思われるかもしれないが、35 歳を過ぎてから

の私のドアポリシーはというと、自分が貢献できる内容

ダンスミュージックにはまり、実践の場を求めてクラブ

かどうか、お互いに良い関係性を築けるか、学生への教

でフィールドワークを行っていた。国内では飽き足らず

育や学習効果があるのかなど。加えて、外部資金が獲得

に海外に繰り出し、欧州のとある国の首都のクラブには

できるか、研究や活動のフィールドを広げることができ

年に数回は通っていた。多くのクラブには、ドアポリシー

るかなどが挙げられるだろうか。

が存在し、ドアの番人による一種の審査を受けなければ

かの国のドアマンのように、これらを一瞬で判断す

ならない。1 時間以上待った揚げ句に「No, Sir」と言

ることはできない。一つ一つお話を聞いた上で、その後

われると立つ瀬がない。最初は、断られるたびに憤慨を

を考えることになる。私のドアポリシーも最近少し狭く

していたのだが、何度か通ううちに、ドアマンとの一瞬

なっているかもしれないという反省がある。またフロア

のコミュニケーションがエントリーの成否を握っている

で朝までダンスができる日が来ることを祈りながら、改

ことに気付いた。

めてドアポリシーを考える年にしたい。

産学官連携や地域連携において、相談を受ける立場
になると、どんな相談だったら対応できるか、何らかの

宮崎大学 地域資源創成学部 教授

丹生 晃隆

ドアポリシーを持っているのではないだろうか。現時点

コロナ禍、2 年
２年にわたるコロナ禍で、テレワークやワーケーショ

上にアップデートした状態で復活すると説く。例えば、

ンという言葉が一気に浸透し、新しい生活様式が生まれ

若者のライフスタイルは、寮からアパートの一人暮らし、

た。オフィス移転が進み、地方にとっては都会から人を

そしてシェアハウス、ゲストハウスへと変遷した。人が

呼び込む好機になると思われた。ところが、ワーケーショ

集まる場に回帰し、人のつながりを求める機会が増えて

ン需要もオフィス移転も当初の見通しほどは伸びず、も

いる。オンライン化と人が集まる場づくり。ここに、ヒ

くろみは外れた。企業の採用試験がオンライン化される

ントが隠れている。

と、地方から都会を目指す人が増えた。オンラインセミ

コロナ禍前であれば荒唐無稽だと一蹴された考えも、

ナーも、同じテーマであれば都会のセミナーのほうが集

聞く耳を持つ人が増えた。変化に対する社会的受容性が

客力に長ける。都会と同じ土俵で勝負するには、柔軟な

高まっている今こそ、地方の大転換のチャンスだ。

発想で地方にしかない付加価値を高めなければならない。
地方ならではの付加価値とは何か。多摩大学大学院
の田坂広志名誉教授は、ヘーゲルの「事物のらせん的発
展の法則」を基に、ものごとは古く懐かしいものが一段
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