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　 　巻頭言　Foreword

32022.3　

岩手大学の校是が「岩手の“大地”と“ひと”と共に」であることからも、岩手県における産学官連携が、

30年前となる 1992 年の INS（岩手ネットワークシステム）発足に端を発し、極めて強固な連携関係にあ

ることを理解いただきたい。そこで築かれた地域社会との関係基盤があったからこそ、2011 年３月の東日

本大震災の際には、いち早く被災地に入り教職員一丸となって復興支援活動に貢献することができたと考え

ている。さらに昨今では新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大が、これまでに経験のない「未知

の常態」とも言うべき日常をもたらし、われわれの生活に大きな制約を及ぼしている。執筆の時点ではワク

チン接種による集団免疫獲得の段階に入っているが、岩手県では産学官の連携により、滞りのない対策・対

処がなされている。今後は元に戻るのではなく「新たな常態」を受け入れての社会活動を営むことになるで

あろう。

そのような状況下でも岩手大学は、学術文化の創造と幅広く深い教養と高い専門性を備えた人材の育成に

より、地域社会の文化の向上と国際社会の発展に貢献していく責務がある。そこで 10年後の 2030 年を見

据え、目指すべき方向性を示すものとして「岩手大学ビジョン 2030」を策定・公表した。ビジョン策定に

際し、岩手大学が地方国立大学としての使命・役割を再認識し、地域における高等教育機関・中核的学術拠

点としてのセントラルドグマ（中心命題）を明確にする必要がある。卒業生である宮沢賢治の精神「世界が

ぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」を受け継ぎ、誰一人取り残さない持続可能な社会

の実現と予測不能なVUCA時代を切り開く強靭（きょうじん）でしなやかな人材を育成し、社会に貢献し

ていくことをセントラルドグマとした。すなわち 2030 年の岩手大学は変化する社会・予測不能な時代にお

いて、レジリエントな人材を育成し、その人材がターゲットである「産業振興」「次世代育成」「食糧問題」「環

境問題」「安全・安心」「地域振興」などで活躍し、社会に貢献することを目指す。そして『岩手大学は、よ

りよい未来を創造する「地域の知の府」「知識創造の場」として、地域に頼られそして尊敬され愛される大

学となる』。現在「共考と協創（共に考え、協力して創る）」を行動規範とし、岩手大学総体としてビジョン

実現に向かって邁進（まいしん）している。ビジョン実現の取り組みの一例として 2021 年６月に「いわて

高等教育地域連携プラットフォーム」を設置し、岩手県における高等教育をキーワードに、地域に貢献する

優れた人材の育成・地域への還元や高等教育機関の専門性や特色が生かされる地域づくりについての議論を

行う場をスタートさせた。関係する 21団体がそこで共有した課題を各団体が随時連携し、また必要に応じ

てプラットフォームの枠組み全体を活用して、効果的に解決することを目指していく。今後の岩手大学の活

動に注目いただきたい。

産学官連携のエンジンとしての大学

岩手大学 学長

小川　智
おがわ　さとし
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■地域中核・特色ある研究大学の振興について
イノベーションを生み、経済社会を成長させるためには、大学の機能強化を地方の活性化につなげること

が重要であり、2021（令和3）年 8月開催の総合科学技術・イノベーション会議にて、地域の中核大学への
必要な政策パッケージについて今年度中にとりまとめるよう当時の菅総理から指示があった。その後、2022
（令和4）年2月開催の同会議にて「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」が決定された（図１）。
本パッケージは、地域の中核大学や特定分野の強みを持つ大学が、「特色ある強み」を十分に発揮し、社

会変革を牽引（けんいん）する取り組みを強力に支援し、実力と意欲を持つ大学の個々の力を強化するのみ
ならず、先進的な地域間の連携促進や、社会実装を加速する制度改革などと併せて、政府が総力を挙げてサ
ポート、さらに、地域社会の変革のみならず、わが国の産業競争力強化やグローバル課題の解決にも大きく
貢献していくような支援を行っていくために関係府省の施策をまとめたものである。
本パッケージは、①大学自身の取り組みの強化、②繋ぐ仕組みの強化、③地域社会における大学の活躍の
促進という三つの内容により構成されており、これらを通じて、地域の中核大学や特定分野の強みを持つ大
学の機能を強化することで、成長の駆動力へと転換し、日本の産業力強化やグローバル課題解決にも貢献す
るような大学の実現を目指す。
特に「①大学自身の取り組みの強化」は、基盤的経費や競争的研究費（人材育成、基礎研究振興、産学連
携促進）による、
大学の強みや特色
を伸ばす事業間の
連携や大学改革と
連動した研究環境
改善の推進、特定
分野において世界
的な拠点となって
いる大学への支援
強化、人材育成や
産学官連携を通じ
た社会課題解決・
地域貢献を意図し
た、地域ニーズを
踏まえた質の高い
人材育成システム
への転換支援や、
産学官連携拠点、

文部科学省
地域中核・特色ある研究大学の振興について
～社会実装関係を中心に～

文部科学省 科学技術・学術政策局 
産業連携・地域振興課

機密性2情報

n 地域の中核大学や特定分野の強みを持つ大学が、”特色ある強み”を十分に発揮し、社会変革を牽引する取組を強力に支援
n 実力と意欲を持つ大学の個々の力を強化するのみならず、先進的な地域間の連携促進や、社会実装を加速する制度改革な

どと併せて、政府が総力を挙げてサポート
n 地域社会の変革のみならず、我が国の産業競争力強化やグローバル課題の解決にも大きく貢献

①大学自身の取組の強化
l 基盤的経費や競争的研究費（人材育成、基礎研究振興、産
学連携促進）による、大学の強みや特色を伸ばす事業間の連携
や大学改革と連動した研究環境改善を推進

l 特定分野において世界的な拠点となっている大学への支援強化

②繋ぐ仕組みの強化
l 地域の産学官ネットワークの連携強化

- 域内に作られている産学官ネットワークを整理し、活用を促進
- 地域内・地域横断の組織を繋ぐキーパーソン同士の繋がりを広
げ、地域のニーズ発見や課題共有を促進

③地域社会における大学の活躍の促進
l 各府省が連携し、地域が大学の知を活用してイノベーションによる
新産業・雇用創出や、地域課題解決を先導する取組を一体的
に支援
- イノベーションの重要政策課題や地域課題ごとに事業マップを整
理して、社会変革までの道のりを可視化
- ポテンシャルの高い取組について、情報共有を図りつつ伴走支援

l 大学への特例措置や特区の活用促進

l 人材育成や産学官連携を通じた社会課題解決・地域貢献
- 地域ニーズを踏まえた質の高い人材育成システムへの転換支援
- 産学官連携拠点、スタートアップ創出支援、大学マネジメント人
材育成・確保策の充実

l スマートシティ、スタートアップ・エコシステム拠点都市、地域バイオコミュ
ニティなどの座組活用によるデジタル田園都市国家構想の実現への貢献
l 大学の知の活用による新産業・雇用創出や地域課題解決に向け、
大学と地域社会とを繋ぐ（社会実装を担う）大学の教職員や、それを
伴走支援する専門人材・組織に着目した仕掛け

l 大学と自治体の連携強化
- 地域等（自治体・社会実装を担う官庁）からの資金を受け入れ、
地域貢献を行う大学に対してインセンティブを付与
- 大学が持つ様々なポテンシャルに対する理解を促進し、自治体を巻
き込む仕掛け

地域の中核大学や特定分野の強みを持つ大学の機能を強化し、成長の駆動力へと転換
日本の産業力強化やグローバル課題解決にも貢献するような大学の実現へ

R4 予算案 462億円
R3 １次補正予算額173億円
R3 予算額 418億円
（この他、関連予算として〇〇億円）

地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ
（総合振興パッケージ）

令和4年度予算政府案 462億円
令和3年度補正予算額 173億円
令和3年度予算額 418億円
（この他、関連予算※として544億円（330億円））

※大学が参画することも可能な事業（予算額については、内数の予算も含めて集計）

 図１ 　地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの概要
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スタートアップ創出支援、大学マネジメント人材育成・確保策の充実、といった大学への支援内容を含んで
いる（図２）。

■社会実装に向けた取り組みへの支援について
本パッケージの中では社会実装の取り組みとして産学官連携拠点の形成や、スタートアップ創出の支援な

どを行うことになっている。そのため文部科学省（文科省）の産学官連携施策では、産学官連携拠点の形成
の取り組みを「共創の場形成支援」（2022 年度予算額（案）：約 138 億円）で行う。本事業はウィズ・ポス
トコロナ時代を見据えつつ、国連の持続可能な開発目標（SDGs）に基づく未来のありたい社会を拠点ビジョ
ン（地域共創分野では地域拠点ビジョン）として掲げ、その達成に向けた、バックキャストによるイノベー
ションに資する研究開発と、自立的・持続的な拠点形成が可能な産学官連携マネジメントシステムの構築を
パッケージで推進する。
共創の場形成支援のうち「共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）」においては、国の政策方針に基
づき文科省が対象分野を設定する「政策重点分野」、国レベルやグローバルレベルの社会課題の解決を目指
す「共創分野」を設置しており、さらに 2021 年度からは、地域大学等を中心とし、地方自治体、企業など
とのパートナーシップによる、地域の社会課題解決や地域経済の発展を目的とした、自立的・持続的な地域
産学官共創拠点の形成を行う「地域共創分野」も設置している。また、各分野には拠点ビジョンに基づく研
究開発課題とそれを支える産学官共創システムを一体的に推進する「本格型」、共創分野と地域共創分野に
は本格型に加え、本格型へのステップアップを目指す「育成型」を設定し、準備状況や現状体制などに応じ
た最適な提案を可能としている。
また、スタートアップ創出の支援については、「大学発新産業創出プログラム（START）」のうち「大学・
エコシステム推進型」（2022年度予算額（案）：約10億円）で行う。本事業では、2020（令和2）年度に政
府が選定したスタートアップ・エコシステム拠点都市において自治体・産業界と連携し、大学等における実践
的なアントレプレナーシップ教育やギャップファンドを含めた一体的な起業支援体制の構築による起業支援の
強化を行う。また、
拠点都市に参画す
る全大学でオンラ
インを含むアント
レプレナーシップ
教育を実施するな
ど、わが国全体の
アントレプレナー
シップの醸成や、
デジタル技術を含
む、大学等の有望
なシーズを活用し
た、ポストコロナ
の社会変革も見据
えた成長性のある
大学等発スタート
アップ創出力の強
化も推進する。

機密性2情報

これらの支援による大学の取組について、大学のミッションに基づョンに基づョンに基 くビジョンの実現に向けた位置づけと進捗を事業間で共有し、伴走支援する仕組みを構築。
中でも、社会実装を志向し成果を上げているポテンポテンポ シャルの高い取組は関係府省と連携し、大学の価値創造を社会発展・変革に転換の価値創造を社会発展・変革に転換の 。

n「グローバルな課題への対応」と「国内の社会構造の改革」に向けてバルな課題への対応」と「国内の社会構造の改革」に向けてバ 、「知と人材の集積拠点」である多様な大学等
の力を伸ばし、活躍を促進

n 特定分野の高い研究力の強化、人材育成や産学連携活動を通じた地域の経済社会、日本や世界の課題解決
への貢献のために、地域中核・特色ある大学が強みを最大限に活かし、発展できるよう、大学のミッション・ビジョ
ンに基づく戦略的経営の実現を実を実現を現推現推現 進

大学自身の取組の強化

【研究拠点の形成、研究基盤の強化<文>】
◆世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)：6,100百万円
◆マテリアル先端リサーチインフラ：1,733百万円【3,606百万円】
◆生命科学・創薬研究支援基盤事業（BINDS）：3,701百万円
◆先端研究基盤共用促進事業：1,180百万円
◆研究大学強化促進事業：3,005百万円
◆創発的研究支援事業：60百万円【5,280百万円】 等

令和4年度予算政府案 462億円
令和3年度補正予算額 173億円
（令和3年度予算額 418億円）

大学のミッション実現を下支えする
ための基盤的経費の改善・充実

基盤的活動

研究

社会実装人材育成

地域の大学群と産業界・自治体と
一体で、地域ニーズを踏まえた質の
高い人材育成モデルへの転換支援
（学生教育、リカレント教育等）

研究で独自色を発揮する取組や
大学改革と連動した研究環境改善

を推進

ビジョン主導のビジョン主導のビジョン主導のビジョン主導の
戦略的経営戦略的経営戦略的経営戦略的経営戦略的経営戦略的経営
に向けた支援に向けた支援に向けた支援に向けた支援に向けた支援に向けた支援に向けた支援に向けた支援

【人材育成・社会実装】
◆<文>共創の場形成支援：13,751百万円
◆<経>産学融合拠点創出事業：251百万円
◆<経>地域の中核大学の産学融合拠点の整備：【5,900百万円】
◆<内>地方大学・地域産業創生交付金事業：7,200百万円
◆<文>大学発新産業創出プログラム（START）
大学・エコシステム推進型：1,014百万円【2,546百万円】
◆<内>地域の中核大学イノベーション創出環境強化事業
（PRISMの一部）:（新規）
◆<文>地域活性化人材育成事業（SPARC)：1,450百万
円（新規）等
※加えて、国立大学法人等からの出資範囲を拡大

大学の強みを伸ばし最
大活用促進することで、
「グローバルな課題への
対応」と「国内の社会
構造の改革」とを実現

目指す姿

【】内は補正予算額

【基盤的活動の支援＜文＞】
◆国立大学経営改革促進事業：5,000百万円
国立大学法人運営費交付金（教育研究組織改革の推進、共同利用・共同研究拠点の強
化、教育研究基盤設備の整備）、私立大学等経常費補助金（私立大学等改革総合支
援事業）、国立大学法人等施設整備費補助金、独立行政法人国立高等専門学校機構
運営費交付金、研究のデジタルトランスフォーメーション（研究DX）の推進 等

①

産学官連携拠点の形成、スタートアップ
創出等に向けた学内体制の強化、アン
トレプレナー、特許戦略を構築する専門
集団、大学マネ大学マネ大学マ ジネジネ メント人材等の育成・の育成・の 確
保など知的アセットの価値化に向けた活動保など知的アセットの価値化に向けた活動保など知的アセットの価値化に向けた活

 図２ 地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージのうち「①大学自身の取り組みの強化」の概要
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農林水産省では、多様な分野の知識や技術を結集し、産学官の連携により革新的技術を生み出す新たな仕
組み『「知」の集積と活用の場 ®』を介して、民間の資金を活用しつつ研究開発を加速化する取り組みを実
施している。

■「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出
　（2022「令和４」年度予算概算決定額：39.7 億円）
農林水産・食品分野におけるオープンイノベーションを促進するため、農林水産省が開設した『「知」の

集積と活用の場』において、様々な分野の多様な知識・技術等の連携を図る。

農林水産省
産学官連携による研究開発の推進について

農林水産省 農林水産技術会議事務局
研究推進課 産学連携室

「知」の集積と活用の場
農林水産・食品分野に様々な分野のアイデア・技術等を導入した

産学官連携研究を促進するオープンイノベーションの場

イノベーション創出に向けた
研究開発の推進

研究開発プラットフォーム

研究コンソーシアム

多様な主体の「知」の集積と活用の場から、イノベーションを創造します。

産学官連携
協議会

新たな商品化・
事業化を通じて
農林水産・
食品産業を
成長産業へ。

生命科学

医学

情報工学

流通工学

機械工学

化学

物理学

社会科学
多様な会員が集まり

交流や意見交換を実施

プロデューサーを中心とし、
新産業創出のための
研究戦略等を策定

「知」の集積と活用の場づくりの推進

商品化・事業化につながる
革新的な研究開発を実施

スタートアップによる
新たなビジネスの創出

「知」の集積による産学連携推進事業 イノベーション創出
強化研究推進事業

スタートアップへの
総合的支援

「知」の集積と活用の場
農林水産・食品分野に様々な分野のアイデア・技術等を導入した

産学官連携研究を促進するオープンイノベーションの場

イノベーション創出に向けた
研究開発の推進

研究開発プラットフォーム

研究コンソーシアム

多様な主体の「知」の集積と活用の場から、イノベーションを創造します。

産学官連携
協議会

新たな商品化・
事業化を通じて
農林水産・
食品産業を
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物理学

社会科学
多様な会員が集まり

交流や意見交換を実施

プロデューサーを中心とし、
新産業創出のための
研究戦略等を策定

「知」の集積と活用の場づくりの推進

商品化・事業化につながる
革新的な研究開発を実施

スタートアップによる
新たなビジネスの創出

「知」の集積による産学連携推進事業 イノベーション創出
強化研究推進事業

スタートアップへの
総合的支援
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①「知」の集積による産学連携推進事業
　（令和４年度予算概算決定額：2.4 億円）
『「知」の集積と活用の場』における協議会の運営、研究開発プラットフォームから生み出された研究成果
を海外へ展開するためのセミナー等の開催、バイオエコノミーの推進に資するプロデューサー人材への支援
等、イノベーションの創出に向けた取り組みを支援する。
②イノベーション創出強化研究推進事業（提案公募型研究事業）
　（令和４年度予算概算決定額：33.1 億円）
『「知」の集積と活用の場』からの提案など、異分野のアイデア・技術等を農林水産・食品分野に導入し、
革新的な技術・商品・サービスを生み出す研究を支援する。さらに、研究成果の迅速な実用化・事業化を図
る実証研究を支援する。
③スタートアップへの総合的支援
　（令和４年度予算概算決定額：4.2 億円）
新たな日本版ＳＢＩＲ制度を活用し、サービス事業体の創出、新たな技術開発・事業化を担うスタート
アップを切れ目なく支援する。また、若手研究者等による「創発的研究」の取り組みを支援する。

■ムーンショット型農林水産研究開発事業
　（2022「令和４」年度予算概算決定額：1.6 億円）
　（2021「令和３」年度補正予算額：30 億円）
困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題等を対象に総合科学・イノベーション会議等

が決定したムーンショット目標の実現に向けた様々な研究アイデアを国内外から結集した研究開発を推進す
るため、基金を設け中長期的にわたる研究開発を弾力的かつ安定的に実施する。
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野等の研究開発プロジェクトの充実化・加速化を図る。

フェーズ１
（構想段階）

フェーズ２
（実用化段階）

フェーズ３
（事業化段階）

フェーズ０
（発想段階）

【研究開発等】
創発的研究に
よる事業シーズ
創出

実行可能性調
査や概念実証

試作品の作成・
試験等

社会実証等

※海外展示会等の出展についても支援

【プログラムマネージャー等による伴走支援】

○ ピッチコンテスト等の開催
○ 研修等の実施
○ チーム組成支援
○ インキュベーション施設の活用 等

経営人材、国内外のVCや事業会社
とのマッチング等

ESG投資の呼び込みやグローバル展
開に向けた環境整備

スタートアップへの総合的支援
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経済産業省では、イノベーション創出に向けた環境の整備を重点的に取り組む政策の一つと位置付け、官
民協調による次世代の産業を生む若手研究者の発掘支援や産学融合拠点の創出、J-Startup を中心とした研
究開発ベンチャーエコシステムの構築・強化などを推進する。
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機能・リソースを十分に活用できているとは言い難い状況だ。破壊的イノベーションにつながるシーズ創出をよ
り一層促すためには、有望な研究者と企業をマッチングし、産学連携を加速させる仕組みの構築が必要である。
本事業では、目的指向型の創造的な基礎または応用研究を行う大学、公的研究機関などに所属する有能な
若手研究者を発掘するとともに、若手研究者と企業とのマッチングを伴走型で支援。加えて、企業との共同
研究などによる研究開発を積極的に支援することで、企業との連携を促進し、官民協調による若手研究者の
発掘および育成の実現を目指す。

経済産業省　
産学官連携によるイノベーション創出に向けた
環境の整備

経済産業省 産業技術環境局 
技術振興・大学連携推進課・
大学連携推進室

大石　知広
おおいし　ともひろ

事業化・実用化

官民による若手研究者発掘支援事業
⚫実用化に向けた目的志向型の創造的な研究を行う大学等に所属する若手研究者を発掘し、
若手研究者と企業との共同研究等の形成等を支援することで、次世代のイノベーションを担う人
材の育成、我が国における新産業の創出に貢献し、民間企業からの大学への投資増を目指す。

⚫また採択に際し、「産学連携ガイドライン」の活用や大学等と企業双方への「産学連携の対応
窓口」の設置を求めていくことなどにより、大学改革に向けた大学の機能強化を図る。

実用化に向けた目的
志向型の創造的な基
礎～応用研究を行う
若手研究者の研究
シーズ

産業競争力の根底
となる研究開発力
の向上ニーズ

研究開発型民間企業

大学等 民間企業マッチングサポート

民間企業のニーズに合わせた
研究シーズの課題克服を伴走
支援し、共同研究まで橋渡し

大学等の若手研究者★

民間企業大学等

￥

￥
共同研究等

マッチングサポートフェーズ

共同研究フェーズ

事業全体概念図

民間企業との共同研究等を
実施する若手研究者に
当該研究にかかる研究費を支援

共同研究等

若手研究者の研究シーズと企業のニーズを効率的・効果的にマッチング※
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マッチングサポート機関※による伴走支援

令和 年度予算案 億円（令和 年度予算 億円）

※AMED事業では、「開発サポート」機関が医療機器分野に対してマッチングサポートフェーズ「研究開発サポートフェーズ」を支援
事業では、医薬・創薬、医療機器分野以外を支援。エネルギー・環境分野は、「エネルギー・環境分野の官民による若手研究者発掘支援事業」予算で支援

★若手研究者：事業の責任者となる主任研究者は、大学等に在籍し、 年 月 日時点において、博士号の学位の取得者であり、かつ 歳未満（ 事業）等

大学等

※

￥
民間企業

マッチング

エネルギー・環境分野における官民による若手研究者発掘支援事業も一体的に実施
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研究シーズの課題克服を伴走
支援し、共同研究まで橋渡し

大学等の若手研究者★

民間企業大学等

￥

￥
共同研究等

マッチングサポートフェーズ

共同研究フェーズ

事業全体概念図

民間企業との共同研究等を
実施する若手研究者に
当該研究にかかる研究費を支援

共同研究等

若手研究者の研究シーズと企業のニーズを効率的・効果的にマッチング※

産学連携対応窓口 産学連携対応窓口

マッチングサポート機関※による伴走支援

令和 年度予算案 億円（令和 年度予算 億円）

※AMED事業では、「開発サポート」機関が医療機器分野に対してマッチングサポートフェーズ「研究開発サポートフェーズ」を支援
事業では、医薬・創薬、医療機器分野以外を支援。エネルギー・環境分野は、「エネルギー・環境分野の官民による若手研究者発掘支援事業」予算で支援

★若手研究者：事業の責任者となる主任研究者は、大学等に在籍し、 年 月 日時点において、博士号の学位の取得者であり、かつ 歳未満（ 事業）等

大学等

※

￥
民間企業

マッチング

エネルギー・環境分野における官民による若手研究者発掘支援事業も一体的に実施

大学等

大学等
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共同研究フェーズでは、大学等に所属する若手研究者が企業と共同研究等の実施に係る合意書を締結し、
企業から大学等に対して共同研究等費用が支払われることを条件として、実用化に向けた目的志向型の創造
的な基礎または応用研究を実施するものについて助成する。
マッチングサポートフェーズでは、大学等に所属し、企業との共同研究等の実施を希望する若手研究者が
実施する、産業界が期待する目的志向型の創造的な基礎または応用研究を実施するものについて助成する。
また、企業との共同研究等の機会を創出するためのマッチング支援を実施することで、共同研究フェーズ
における企業との共同研究等の実施を目指す。

■産学融合拠点創出事業（2022「令和 4」年度当初予算案額 2.5 億円）【大学連携推進室】
知識集約型社会へのパラダイムシフトが進展し、社会全体が価値創造への転換が求められているなか、イ

ノベーションを興し、社会課題を解決していくためには「知」の集積が不可欠である。このため、「知」の
源泉である大学が、産学連携のオープンイノベーションを通じて、未来社会へとつながる共通価値の創造に
寄与していくことの重要性はますます高まっている。
一方で、産学連携の取り組みは、1998（平成 10）年の大学等技術移転促進法（TLO法）の制定以降、
一定の進展はあるが、いまだに個別技術の橋渡しが中心となっており、国際比較においても企業等による大
学の機能・リソースの活用が進んでおらず、十分な成果を上げられていない状況にあると言われている。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による新たな社会課題の顕在化や社会構造が複雑化し、不確
実性が一層高まる状況下で、企業が自前主義から脱却し、オープンイノベーションを志向するために、大学
と産業界が役割分担論を超えて、一体的で融合的に研究開発や人材育成を行う産学連携の新たなステージへ
と転換が求められている。
産学融合先導モデル拠点創出プログラム（J-NEXUS）では、各地域において大学と企業などのネットワー
クを創設し、シーズ発掘から共同研究立ち上げまでを一気通貫に支援することで、産学融合拠点の先行モデ
ルを実現すること目的としている。事業開始の 2020（令和２）年度は北海道地域と関西地域の２拠点を採
択、2021（令和３）年度は北陸地域の１拠点を採択している。

産学融合拠点創出事業
令和４年度予算案額 億円（ 億円）

事業の内容 事業イメージ

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的・概要
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、社会の有り様や社会経済的価
値の変化が生じる中、新たな社会課題の解決に向けて産学官が総力
を結集し、未来ニーズから価値を創造していくことが必要です。

企業が自前主義から脱却し、オープンイノベーションを志向するために、
大学と産業界が役割分担論を超えて、一体的・融合的に研究開発・
人材育成を行う産学連携の新たなステージへと転換が求められています。

 時代には、人材やアイディアの流動性を高めた、出島型な
どの「産学融合」によるスピード感を持った研究開発が必要であり、これら
の先導的取組を展開する「ホットスポット」を創出していくことが必要です。

 これらの課題に取り組むため、
❶ 産学融合先導モデル拠点創出プログラム
（産学融合に先導的に取り組み、モデルとなる拠点の形成支援）
❷ 地域オープンイノベーション拠点選抜制度
（地域オープンイノベーション拠点の評価・選抜）

を推進し、オープンイノベーションの深化とさらなる拡大を目指します。
成果目標
（１）大学・国研等に対する企業の共同研究費などの投資額を 倍増

（ 年度比）に寄与します。
（２）各拠点事業モデルの社会実装（ベンチャー創出、事業化等）に

寄与します。

国
① 間接補助（定額）
（マッチング支援等）

②委託

定額補助

産業技術環境局 大学連携推進室

１．産学融合先導モデル拠点創出プログラム（ ）

２．地域オープンイノベーション拠点選抜制度（ イノベ）

• これまで形成されてきた地域のイノベーション拠点の中で、企業ネット
ワークのハブとして活躍しているものを選抜する枠組みを創設。

• 選抜制度を通じて優れた拠点としての“お墨付き”による信用力向
上や、トップ層の引き上げ、拠点間の連携等の促進とともに、徹底
的な対話によりトップ層拠点の課題の抽出を行う。

• 地域ブロックにおける複数の大学と企業のネットワーク創設に向けて、
①民間団体等が実施する、専門人材を活用した産業界と大学の
マッチングの場のデザイン、交流会等の実施、マッチングのための
研究計画等のブラッシュアップ等の支援

②また、マッチングの結果、産学の共同研究に向けて、大学等が
技術シーズの市場性等を評価するための 調査等を支援する。

• こうした支援を通じ、産学融合に取り組む先導的なモデルとなる拠
点を創出する。

評価・選抜

信用力向上、連携促進等 地域
拠点選抜

地域
貢献

的な対話によりトップ層拠点の課題の抽出を行う

国際
展開

技術シーズ技術シーズ

産学融合に取り組む先導的なモデルとなる拠

産学融合産学融合産学融合産学融合
拠点

①産学融合先導モデル拠点創出プログラム
②地域オープンイノベーション拠点選抜制度

実用化
＆

事業化

民間
団体等

民間
団体等

令和3年度予算額

産学融合拠点創出事業
令和４年度予算案額 億円（ 億円）

事業の内容 事業イメージ

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的・概要
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、社会の有り様や社会経済的価
値の変化が生じる中、新たな社会課題の解決に向けて産学官が総力
を結集し、未来ニーズから価値を創造していくことが必要です。

企業が自前主義から脱却し、オープンイノベーションを志向するために、
大学と産業界が役割分担論を超えて、一体的・融合的に研究開発・
人材育成を行う産学連携の新たなステージへと転換が求められています。

 時代には、人材やアイディアの流動性を高めた、出島型な
どの「産学融合」によるスピード感を持った研究開発が必要であり、これら
の先導的取組を展開する「ホットスポット」を創出していくことが必要です。

 これらの課題に取り組むため、
❶ 産学融合先導モデル拠点創出プログラム
（産学融合に先導的に取り組み、モデルとなる拠点の形成支援）
❷ 地域オープンイノベーション拠点選抜制度
（地域オープンイノベーション拠点の評価・選抜）

を推進し、オープンイノベーションの深化とさらなる拡大を目指します。
成果目標
（１）大学・国研等に対する企業の共同研究費などの投資額を 倍増

（ 年度比）に寄与します。
（２）各拠点事業モデルの社会実装（ベンチャー創出、事業化等）に

寄与します。

国
① 間接補助（定額）
（マッチング支援等）

②委託

定額補助

産業技術環境局 大学連携推進室

１．産学融合先導モデル拠点創出プログラム（ ）

２．地域オープンイノベーション拠点選抜制度（ イノベ）

• これまで形成されてきた地域のイノベーション拠点の中で、企業ネット
ワークのハブとして活躍しているものを選抜する枠組みを創設。

• 選抜制度を通じて優れた拠点としての“お墨付き”による信用力向
上や、トップ層の引き上げ、拠点間の連携等の促進とともに、徹底
的な対話によりトップ層拠点の課題の抽出を行う。

• 地域ブロックにおける複数の大学と企業のネットワーク創設に向けて、
①民間団体等が実施する、専門人材を活用した産業界と大学の
マッチングの場のデザイン、交流会等の実施、マッチングのための
研究計画等のブラッシュアップ等の支援

②また、マッチングの結果、産学の共同研究に向けて、大学等が
技術シーズの市場性等を評価するための 調査等を支援する。

• こうした支援を通じ、産学融合に取り組む先導的なモデルとなる拠
点を創出する。

評価・選抜

信用力向上、連携促進等 地域
拠点選抜

地域
貢献

国際
展開

技術シーズ

産学融合
拠点

①産学融合先導モデル拠点創出プログラム
②地域オープンイノベーション拠点選抜制度

実用化
＆

事業化

民間
団体等

民間
団体等



10 2022.3

また、地域オープンイノベーション拠点選抜制度 J-Innovation HUB（J イノベ）は、大学等が組成した
全国の地域オープンイノベーション拠点の中で、企業ネットワークのハブとして機能しているなど、特色・
強みが鮮明なものを選抜し、信用力を高めるとともに支援を集中するとともに、トップ層の引き上げや拠点
間の競争を促すことを目的に、国際展開型・地域貢献型の２類型で評価、選抜するものである。2020 年度
の開始から 2021 年度までに全３回の選考を実施し、国際展開型９拠点、地域貢献型８拠点の計 17拠点を
選抜している。なお、別途 2021 年度補正予算事業「地域の中核大学の産学融合拠点の整備」において採択
された拠点について、三つ目の類型としてプラットフォーム型として支援することを予定している。

■研究開発型スタートアップ支援事業（2022「令和 4」年度当初予算案額 25.8 億円）
【技術振興・大学連携推進課】

研究開発型スタートアップは、技術イノベーションの担い手として期待される存在で、その創出や成長の
ための環境整備が重要である。
しかしながら、研究開発に要する期間の長さ、資金調達の難しさ、成功ノウハウ蓄積の少なさなど、研究
開発型スタートアップを取り巻く環境は依然として厳しく、自律的に創出や成長が繰り返される「エコシス
テム」の構築にはいまだ至っていない。特に、事業化の前段階におけるリスクマネー供給の強化が必要と
なっている。
そこで、本事業において、急成長の可能性を秘めた研究開発型スタートアップに対して、その事業段階に
応じた支援を実施する。具体的には、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）を
通じ、NEDOが認定したベンチャーキャピタル（VC）から出資を受けた研究開発型スタートアップに対して、
実用化開発や試供品製作等に係る一部の費用を助成する（STS＊1）。また、事業会社や研究機関と連携して研
究を行う研究開発型スタートアップに対して、事業化を進めるために必要な費用の一部を助成する（PCA＊2）。
さらに、政策
課題から研究
開発型スター
トアップに適
した研究開発
テーマを設定
し、ステージ
ゲートを通し
て、事業化・
成長可能性の
高い研究開発
シーズを実現
可能性調査か
ら段階的に選
抜し、連続的
に 支 援 す る
（SBIR＊3）。

＊1 Seed-stage Technology-based Startups　＊ 2 Product Commercialization Alliance　＊ 3 Small Business Innovation Research

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間
企業等

交付金・補助金

事業イメージ

研究開発型スタートアップ支援事業
令和 年度予算案額 億円（ 億円）

産業技術環境局技術振興・大学連携推進課
（ 、 、 ）
中小企業庁技術・経営革新課
（ ）

事業目的・概要

成果目標
①事業年度毎の支援終了 年以内に次のステージの資金調達に成功する割合が
割（ ）

② が本事業を開始する前と比較して、認定 の研究開発型スタートアップ
に対する投資額が 倍（ ）
③本事業のフェーズ で研究開発を実施し、他省庁事業も含めフェーズ に移行し
た事業者の、事業終了後 年での実用化率が ％以上（ ）

 の実現に向け、イノベーションの担い手であるスタートアップ企業は重
要な存在です。特に、研究開発型スタートアップは、スピード感を持った果敢な研
究開発や技術の社会実装により、技術イノベーションの担い手として期待される存
在で、その創出や成長のための環境整備が重要です。

 しかし、研究開発に要する期間の長さ、資金調達の難しさ、成功ノウハウ蓄積の
少なさなど、研究開発型スタートアップを取り巻く環境は依然として厳しく、自律的
に創出・成長が繰り返される「エコシステム」の構築は未だ不十分です。

 このため、本事業では、 startup(※)に選出されるような急成長の可能性を秘
めた研究開発型スタートアップに対し、その事業段階に応じて、関係者のコミットを
得ながら実用化開発や社会実装等に係る費用等を支援すること や、
民間有識者の知見も活用しつつ、政策課題から設定した研究開発テーマについ
て、事業化・成長可能性の高い技術シーズをステージゲートにより選抜しながら、
研究開発計画の実現可能性調査から連続的に支援すること で、成功モ
デルの創出とエコシステムの構築を目指します。

（研）新エネルギー・
産業技術総合開発
機構

＜ ＞
• 政策課題から研究開発型スタートアップに適した研究開発テーマを設定し、ステージ
ゲートを通して、事業化・成長可能性の高い研究開発シーズを実現可能性調査か
ら段階的に選抜し、連続的に支援

＜ ＞
• が認定した からの出資を受けた研究開発型スタートアップに対して、実用

化開発、試作品製作等に係る費用の一部を助成

＜ ＞
• 事業会社や研究機関と連携して研究を行う研究開発型スタートアップに対して、事

業化を進めるために必要な費用の一部を助成

※「 」とは、グローバルで活躍できるスタートアップ企業を官民により集中支援する取り組みです。

委託・補助

令和3年度予算額
事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間
企業等

交付金・補助金

事業イメージ

研究開発型スタートアップ支援事業
令和 年度予算案額 億円（ 億円）

産業技術環境局技術振興・大学連携推進課
（ 、 、 ）
中小企業庁技術・経営革新課
（ ）

事業目的・概要

成果目標
①事業年度毎の支援終了 年以内に次のステージの資金調達に成功する割合が
割（ ）

② が本事業を開始する前と比較して、認定 の研究開発型スタートアップ
に対する投資額が 倍（ ）
③本事業のフェーズ で研究開発を実施し、他省庁事業も含めフェーズ に移行し
た事業者の、事業終了後 年での実用化率が ％以上（ ）

 の実現に向け、イノベーションの担い手であるスタートアップ企業は重
要な存在です。特に、研究開発型スタートアップは、スピード感を持った果敢な研
究開発や技術の社会実装により、技術イノベーションの担い手として期待される存
在で、その創出や成長のための環境整備が重要です。

 しかし、研究開発に要する期間の長さ、資金調達の難しさ、成功ノウハウ蓄積の
少なさなど、研究開発型スタートアップを取り巻く環境は依然として厳しく、自律的
に創出・成長が繰り返される「エコシステム」の構築は未だ不十分です。

 このため、本事業では、 startup(※)に選出されるような急成長の可能性を秘
めた研究開発型スタートアップに対し、その事業段階に応じて、関係者のコミットを
得ながら実用化開発や社会実装等に係る費用等を支援すること や、
民間有識者の知見も活用しつつ、政策課題から設定した研究開発テーマについ
て、事業化・成長可能性の高い技術シーズをステージゲートにより選抜しながら、
研究開発計画の実現可能性調査から連続的に支援すること で、成功モ
デルの創出とエコシステムの構築を目指します。

（研）新エネルギー・
産業技術総合開発
機構

＜ ＞
• 政策課題から研究開発型スタートアップに適した研究開発テーマを設定し、ステージ
ゲートを通して、事業化・成長可能性の高い研究開発シーズを実現可能性調査か
ら段階的に選抜し、連続的に支援

＜ ＞
• が認定した からの出資を受けた研究開発型スタートアップに対して、実用

化開発、試作品製作等に係る費用の一部を助成

＜ ＞
• 事業会社や研究機関と連携して研究を行う研究開発型スタートアップに対して、事

業化を進めるために必要な費用の一部を助成

※「 」とは、グローバルで活躍できるスタートアップ企業を官民により集中支援する取り組みです。

委託・補助
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特 集
Feature 産学連携に関する 2022 年度予算

■環境省の科学技術関係予算
わが国は、2020（令和 2）年 10月に、2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、

すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言した。また、2021（令和 3）
年４月には、2050 年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030 年度に温室効果ガスを
2013（平成 25）年度から 46％削減することを目指すこと、さらに、50％の高みに向け挑戦を続けること
を表明した。
さらに、2021 年 6月に策定された地域脱炭素ロードマップにおいて、地域課題を解決し、地域の魅力と
質を向上させる地方創生に資する脱炭素に国全体で取り組み、さらに世界へと広げるために、特に 2030 年
までに集中して行う取組・施策を中心に、地域の成長戦略ともなる地域脱炭素の行程と具体策が提示された。
2050 年カーボンニュートラルの実現に向けては、国民一人一人、そして社会全体の行動変容に向けて、
あらゆる主体の取り組みのさらなる後押しと、ライフスタイルの転換が必要である。また、デジタルを含む
脱炭素技術のさらなるイノベーションを推進するとともに、再生可能エネルギーなどの地域資源を徹底活用
した持続可能で豊かなグリーン社会を実現することで、「科学技術立国」と「地方活性化」に貢献する。
環境省（原子力規制庁分を含む）における 2022（令和４）年度科学技術関係予算案については、総額約
1,600 億円程度が見込まれており、前年度とほぼ同額程度となる見込みである。

■環境研究総合推進費について
環境研究総合推進費（以下「推進費」）は、環境省が必要とする研究テーマ（行政ニーズ）を提示して公

募を行い、広く産学官民の研究機関の研究者から提案を募り、外部有識者で構成される評価委員会および分
野ごとの研究部会の審査を経て採択された課題を実施する、環境政策貢献型の競争的研究費である。持続可
能な社会構築のための環境政策の推進にとって不可欠な科学的知見の集積および技術開発の促進を目的とし
ている。
研究対象領域は、「環境研究・環境技術開発の推進戦略」（2019「令和元」年5月環境大臣決定）の構成に沿っ
て、統合領域、気候変動領域、資源循環領域、自然共生領域、安全確保領域の 5領域であり、2021 年度は
159 課題および戦略的研究開発を 11プロジェクト実施している。
推進費の公募スケジュールについては、図１に示す通り、例年９月下旬から約 1 カ月間の公募期間の
後、書面・ヒアリング審査を行い、2 月ごろに採択課題が決定する。採択された場合は 4 月から研究が

環境省
環境研究・技術開発の一層の推進に向けた
取り組みについて

環境省 大臣官房総合政策課 
環境研究技術室

木村　ほのか
きむら　ほのか
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開始できる。
環境省では推進費による研究成果の環境政策への一層の貢献を図るべく、制度の基本方針の検討・策定、
行政要請研究テーマ（行政ニーズ）の策定・提示、環境政策への活用および制度全体の管理・評価について
強化を図っていくとともに、引き続き産学官連携の研究開発を促進していく。

 図１ 　環境研究総合推進費の公募スケジュール
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特 集
Feature 産学連携に関する 2022 年度予算

 研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP） 
■研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）の全体像

研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）は、大学等で生まれた研究成果を実用化することにより、
社会へ還元することを目指す技術移転支援プログラムである。研究開発の状況に応じて複数の支援メニュー
を設けており、「トライアウト」、「産学共同（育成型）／（本格型）」、「企業主体」がある（図 1）。2022（令
和 4）年度においても、従前通り分野やテーマを問わず広く公募を行う予定（国立研究開発法人日本医療研
究開発機構（AMED）が担当する医療分野は対象外）だが、自然科学と人文・社会科学の融合による「総合知」
を活用した研究開発についても支援できるよう対応を行う。さらに「トライアウト」および「産学共同」で
はデジタル技術を活用した研究開発、「トライアウト」では地域の大学等における研究成果を活用した研究
開発の促進も図る。また「企業主体」ではベンチャー企業・中小企業などによるハイリスク・ハイインパク
トな課題の支援を目的として、制度利用の促進を図るべく見直しを行う。各メニューについて以下にご紹介
したい。

＊1　研究開発費は間接経費を含む	 ＊ 2　初年度の上限は半額
＊3　中小企業基本法の定義に基づく中小企業以外は対象外	 ＊ 4　詳細は今後A-STEP のホームページにてご案内

■トライアウト
トライアウトは、リスクの大きい「技術の実現可能性の検証」段階を対象として、研究者が中心となって

行う試験研究を支援する。研究成果に着目した企業が、この成果を元に技術の実現可能性を判断すること

科学技術振興機構
研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）、
大学発新産業創出プログラム（START）について

国立研究開発法人科学技術振興機構

支援メニュー トライアウト
産学共同

企業主体
育成型 本格型

目的・狙い
大 学 等 の シ ー ズ が 企 業
ニーズの達成に資するか、
可能性を検証する。

大学等の基礎研究成果を
企業との共同研究に繋げ
るまで磨き上げ、共同研
究体制の構築を目指す。

大学等の技術シーズの可
能性検証、実用性検証を
産学共同で行い、実用化
に向けて中核技術の構築
を目指す。

大学等の研究成果・技術
シーズに基づく企業主体に
よる実用化開発を行う。

課題提案者 大学等の研究者 大学等の研究者 企業と大学等の研究者 ベンチャー企業等＊ 3

対象分野 特定の分野を指定せずに幅広く募集。ただし医療分野は対象外。

研究開発費 ＊ 1 上限 300 万円
（総額）

上限 1,500 万円
（年額）＊ 2

上限 1 億円
（年額）＊ 2 現在、検討中＊ 4

研究開発期間 最長 2 年度 最長 3 年度 最長６年度 現在、検討中＊ 4

資金の種類 グラント グラント マッチングファンド

目標達成時、開発費返済
目標未達時、90% 免除
技術シーズ所有者への

実施料納付
	図 1	　研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）
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で、本格的な産学共同研究開発へとステップアップすることを期待している。特定の分野を指定せずに幅広
く募集し、多様なニーズに対する有用な技術を広く社会実装につなげることを狙う。

研究者と企業に加え、「支援人材」（産学連携コーディネータなど）の参画を要件としており、事業化に向
けて継続的に活動できる体制の構築も期待する。また、地域のニーズ解決に応えるため、2022 年度公募よ
り、研究開発体制に自治体等の地域関係者の参加も可能とする。

研究開発実施中は JST の専門人材「マッチングプランナー」が各課題に伴走し、ステップアップを支援
する。2022 年度も引き続き全国 5 拠点で活動予定である。

■産学共同
産学共同は、育成型と本格型の二つのタイプから構成されており、実用化に不可欠な中核的技術の構築を

支援する。育成型は、大学等における新規性・独創性のある基礎研究成果について「学」と「産」のマッチ
ングを行い、将来的な社会実装に向けた共同研究体制の構築を目指す。共同研究相手の企業が確定していな
い企業探索段階で大学等研究者が単独で応募することができ、研究推進上の助言を与える推進アドバイザー
を各研究課題に配置の下、相手先企業の探索、企業ニーズとシーズの擦り合わせによる技術シーズの検証、
技術シーズの知財化を行い、本格的な産学共同研究を推進するための体制構築と具体的な研究開発計画の策
定を図る。本格型は、大学等の研究成果に基づく顕在化したシーズの可能性検証及び実用性検証を目指し、
産学共同での本格的な研究開発を実施する。2022 年度公募においては、より多くの優れた課題申請がいた
だけるよう提案時の知的財産の要件について検討している。

■企業主体
企業主体は、大学等の研究成果の社会実装の推進を目的としている。2021（令和３）年度まで公募して

いたマッチングファンド型は 2022 年度から産学共同（本格型）へ統合し、企業主体は返済型に一本化する。
返済型は、大学等の研究成果を用いた企業の開発を、JST のリスク負担によって後押しする制度で、こ

れまでは主に大企業の大規模な開発が対象であった。2022 年度以降は、イノベーション創出における大学
発ベンチャー企業等の重要性の高まりを受け、ベンチャー企業・中小企業などによるハイリスク・ハイイ
ンパクトな課題の支援を目的として、制度利用の促進を図るべく見直しを行う。具体的には、開発リスク
の JST 負担などのこれまでの特長は残しつつ、近年のオープンイノベーションの普及や技術シーズの多様
化、また産学連携を取り巻く環境変化に応じ、2021 年度までの公募内容から、以下の項目を中心に見直す
予定である。

主な見直し内容
　・支 援 対 象 企 業：ベンチャー企業など（中小企業基本法の定義に基づく中小企業以外は対象外）
　・応募時の財務条件：要件を緩和
　・公募・選考スキーム：事前の応募相談を必須に
　・技術シーズ（特許）：JST への独占的通常実施権の設定を廃止
　・技術シーズの対象：特許以外の知的財産権（著作権など）にも拡大

なお、2022 年度公募による採択課題については、2023（令和５）年 1 月～の開発開始を予定している。
見直しの詳細は、A-STEP のホームページにて案内していく。現在、制度ご利用に関する相談も受け付

けているため、ホームページの「お問い合わせ／ご意見・ご要望」よりお問い合わせ頂きたい。
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 大学発新産業創出プログラム（START） 
■大学発新産業創出プログラム (START) の全体像

大学発の技術シーズを、より多くのより良い起業につなげるべく創設されたのが「START プロジェクト
支援型」（2012 年～）、および「SCORE チーム推進型」（2017 年～）である。さらに 2020（令和 2）年
からは学内での起業支援活動に取り組む大学を支援する「SCORE 大学推進型」を開始し、2021（令和 3）
年度からは、内閣府が選定するスタートアップ・エコシステム拠点都市で、活動の中核となる大学を中心と
したコンソーシアム（プラットフォームと称する）の起業支援活動を支援する「スタートアップ・エコシス
テム形成支援」を開始している。

このように START では、技術シーズを持つ個々の研究者単位での起業を支援するプログラムと、組織
を挙げての起業支援への取り組みを支援するプログラムの双方を運用し、起業による大学発技術シーズの社
会実装へ取り組んでいる。

なお、2022（令和 4）年度よりこれらプログラムは図 2のとおり改称されている。プログラムの運用に
変更はない。

■各プログラムの概要
以下に START の主なプログラムのご紹介をしたい。

①起業実証支援
ここでは VC が事業プロモーターとなり、研究者とタッグを組んで事業化構想を立案し、経営ノウハウ・人

的ネットワーク等を駆使しつつ、プログラム実施期間（2 ～ 3 年）に国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）
が支援する研究開発資金を原資として、技術シーズを社会実装前提の事業化レベルまで磨き上げ、起業を促進
している。起業の際に課題となる、資金やノウハウ等をワンパッケージで提供するものとなっている。
②ビジネスモデル検証支援

起業実証支援よりさらにアーリーな段階と位置付けており、自らの技術シーズを基として、近い将来起業
活動を起こしたい研究者が、起業知識の学習により、リーンスタートアップの方法論を学び、市場ニーズを
聞きつつ自らの技術シーズを基に MVP（Minimum Viable Product）の試作などを行い、ビジネスモデ
ルのブラッシュアップを行うプログラムとなっている。
③スタートアップ・エコシステム形成支援

2020 年に内閣府が選定した「スタートアップ・エコシステム拠点都市」において中核となる大学・機
関から構成されるプラットフォームに対し、アントレプレナーシップを有する人材の育成とスタートアッ
プ創出へ一体的に取り組むための活動に必要となる支援を行う。技術シーズの実用化やアントレプレナー
シップを有する人材の育成を支援することでスタートアップが持続的に創出されるエコシステムの構築を
目的とする。

旧名称 新名称（2022 年度より）
START プロジェクト支援型

START
プロジェクト推進型

起業実証支援
START 事業プロモーター支援型 事業プロモーター支援

SCORE チーム推進型 ビジネスモデル検証支援
SBIR フェーズ 1 支援 SBIR フェーズ１支援

スタートアップ・エコシステム形成支援 START
大学・エコシステム推進型

スタートアップ・エコシステム形成支援
SCORE 大学推進型 大学推進型

図 2　START 各プログラムの新旧名称について



16 2022.3　

リポート　社会人向け組込みシステム技術講座

■成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT）
文部科学省は、情報技術の実践力を育成することに焦点を当てた教育プログラム enPiT(Education 

Network for Practical Information Technologies) を 2012 年度から始めた。enPiT が対象とする受講
者は、2012 年度から 2016 年度までは大学院生、2016 年度から 2020 年度までは学部生、そして 2017
年度から 2021 年度までは社会人である。

enPiT は、情報技術を高度に活用して社会の具体的な課題を解決できる人材の育成を目指す。そのため
には、教条主義的な教育ではなく、実践力を育成する教育が必要である。そこで、産学協働の実践教育ネッ
トワークを形成して、大学における IT 教育を改革してきた。

2012 年度から 2020 年度までの学生教育においては、大阪大学が運営拠点となり、IT 技術の 4 分野で
教育ネットワークを構築した。最終年度では、ビッグデータ・AI 分野で 10 校、セキュリティ分野で 14 校、
組込みシステム分野で 10 校、ビジネスシステムデザイン分野で 10 校の大学が、プログラムを推進した。
さらに高等専門学校を含む多数の参加校と連携企業に教育ネットワークの輪を広げた。

例えば、筆者が所属する名古屋大学は、組込みシステム分野の中核拠点校であった。名古屋大学のほかに
9校が連携校として実践的な組込み教育をリードした。さらに、20の参加校と、50の連携企業が参画して、
学生に対する実践的な組込み教育のネットワークを全国に広げた。

2017 年度からは、受講者を社会人とした enPiT-Pro が始まり、5 件の社会人教育プログラムが採択さ
れた。筆者らが進める「組込みシステム技術者のための技術展開力育成プログラム enPiT-Pro Emb」はそ
の一つである。以下に、5 件の採択されたプログラムの愛称と産業分野と中核拠点校を列挙する。

● enPiT-Pro Emb。組込みシステム（車載と IoT）。名古屋大学
● スマートエスイー。AI、IoT、ビッグデータ、ビジネス応用。早稲田大学
● ProSec。情報セキュリティ。情報セキュリティ大学院大学
● enPiT-everi。人工知能、ロボット技術。北九州市立大学
● Open IoT 教育プログラム。IoT 関連。東洋大学

■組込みシステム技術者のための技術展開力育成プログラム enPiT-Pro Emb
enPiT-Pro Emb は、名古屋大学を代表校として静岡大学・広島大学・愛媛大学・南山大学の合計 5 校で

進めている。図 1 に Web ページを示す。
組込みシステムとは、特定の機能を実現するために機器に組み込まれるコンピュータシステムであり、機

社会人向け組込みシステム技術教育
enPiT-Pro Emb

名古屋大学 大学院情報科学研究科 
附属組込みシステム研究センター 
特任教授

山本　雅基
やまもと　まさき
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器の付加価値を高める。炊飯器から原子力発電装置まで、多様な機器に組込みシステムが組み込まれてい
る。われわれは、(a) 自動運転に代表される技術進歩が著しい自動車の車載組込みシステムと、(b) 家電や
工作機械をインターネットに接続し新しいデジタル社会を実現する IoT 組込みシステムを取り上げて、そ
れらの開発に必要な技術教育を、enPiT-Pro Emb で行うこととした。

車載と IoT にフォーカスした実践的な社会人教育を進めるために、われわれは、以下の取り組みをした。
① 以前から大学で実施してきた社会人教育を発展させる
② 企業勤務や企業との共同研究の経験がある大学教員が参画する
③ 企業に教材や講師をご提供いただく
④ 企業アドバイザの意見を聞いて改善に取り組む
enPiT-Pro Emb の代表校である名古屋大学は、2004 年からは文部科学省の新興分野人材養成プログ

ラムで社会人の組込みシステム技術者教育を行い、プログラム終了後は自立して社会人教育を継続してき
た。他方、連携校の静岡大学は、2012 年から文部科学省の制御系組込みシステムアーキテクト養成プログ
ラムで社会人教育に取り組み、プログラム終了後は地元企業らと作った HEPT（Hamamatsu Embedded 
Programming Technology）コンソーシアムで社会人教育に取り組んできた。

enPiT-Pro Emb では、これら名古屋大学と静岡大学の社会人教育経験を踏まえ、さらに各大学の特性を
生かして、社会人向けの組込みシステム教育を他の地域に広げた。現在は、5 大学が相互に教育科目を提供
し合い、車載と IoT の社会人向け組込み教育の質向上に取り組んでいる。

例えば名古屋大学は、他大学からの科目提供も受けて、以下の 3 種類の社会人教育に取り組んでいる。
① 車載組込みシステムコース
　  120 時間から 144 時間かけて、車載組込みシステム技術を体系的に学ぶ。時間数になるまで科目を選

択して受講する。
② 車載組込みシステムスペシャリストコース
　  セキュリティや開発プロセスなど、特定の技術を 30 時間かけて学ぶ。時間数になるまで科目を選択

して受講する。修了後に車載組込みシステムコースに編入可能。
③ コースを構成する科目の単独受講
　  コースには１日（６時間）から５日間で学ぶ 30 科目が用意されているが、特定技術のみを学びたい

受講生向けに、１科目から選択して受講できるようにしている。

図１　enPiT-Pro Emb Web ページ
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以上の教育は、全て Zoom、ブレンド（Zoom+e-Learning）、対面で提供され、講師から直接に講義を
受ける。疑問点を直ちに講師に問い合わせたり、講師や他の受講生と意見交換をしたりできるので、高度な
内容を学ぶに適した教育手法であり、中級以上の能力を有する技術者教育に適している。なお、車載組込み
システムコースは、名古屋大学情報学研究科の「履修証明プログラム」の認定も受けている。
「履修証明プログラム」とは、大学などが、社会人に一定のまとまりのある学習プログラムを提供し、修

了者に履修証明書を発行するプログラムである。名古屋大学と広島大学と愛媛大学が enPiT-Pro Emb で実
施する教育は履修証明プログラムに登録されており、静岡大学は登録予定としている。さらに、文部科学省
は、社会人や企業などのニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを「職業実践力育成プログラム」（BP）
として認定しており、名古屋大学では BP 認定を取得し、愛媛大学は申請を計画している。また、厚生労働
省は、専門実践教育訓練給付金制度や雇用調整助成金制度を有しており、名古屋大学と静岡大学のプログラ
ムが登録されている。

さらに、5 大学は合同で、e-Learning コンテンツを自習する教育も提供している。
① 組込みシステム基礎コース
　 組込みシステム技術の基礎を、e-Learning で自習する。
e- Learning は、Zoom や対面教育のように、受講者は講師と直接のやりとりをしない。そのために、比

較的に容易に理解できる初級の内容を学ぶに適した教育手法である。ただし、enPiT-Pro Emb では、後述
する LMS（Learning Management System）に用意した電子掲示板を用いて講師との Q&A を可能として、
e- Learning であっても教育効果の向上を目指している。

■コロナ禍での社会人教育
enPiT-Pro Emb は実践力の育成を目指すので、知識だけではなく演習をカリキュラムに取り入れてい

る。演習は、グループディスカッションや文書作成やプログラミングなど多様である。マイコンボードを用
いた実機演習も行われている（写真 1）。

しかし、コロナ禍により大学の入構規制や企業の出張規制が行われ、直接に顔を合わせての対面教育がで
きなくなったので、以下のように教育のオンライン化に取り組んだ。

① Zoom を用いた講義
　 Zoom がまだ知られていなかった時期には、Zoom の使用法をまとめた資料も作成した
②  Zoom ブレイクアウトルームを用い

たグループ討議演習
　  受講者は複数のブレイクアウトルー

ムに分かれて少人数で討議をする
③  Virtual Box、AWS（Amazon Web 

Services）、Google Colaboratory
などを用いたプログラミング演習

　  オンライン受講をする受講者のパソ
コン（PC）にプログラミング演習
環境を配布し演習する

④  Google Classroom を活用した環
境整備

　 教材提供
　 講義録画の配布 写真１　模型自動車を用いた演習風景
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　 Q&A 掲示板
　 修了テスト
enPiT-Pro Emb の受講者を対象にコロナが終息後の教育方法のアンケートを実施したところ、回答者の

87% がオンラインを希望した（10％が全てオンライン、77% が可能な限りオンライン）。大学における学
生教育では、対面教育が求められているが、社会人教育ではオンライン教育が求められる。今後とも、大学
の常識に縛られずに、社会のニーズを聞きながら適切に社会人教育を提供していく。

■産学官連携で社会人の組込みシステム教育を持続させる
組込みシステム技術は進歩が早く、企業で働く技術者は、学生時代に学んだ知識だけでは新製品を開発で

きない。これが、社会人が enPiT-Pro Emb を受講する理由の一つである。つまり、enPiT-Pro Emb の受
講者は、自己の趣味や一般教養のために学ぶのではなく、技術者として活躍する能力を獲得するために学
ぶ。そこで、教育水準が初級水準にとどまっていると、他社との製品開発競争に勝つ能力が高い技術者の育
成には不十分である。従って、enPiT-Pro Emb のような大学が提供する社会人教育では、高度な技術を実
践的な教育で提供して、受講者の製品開発能力を高めことを目指す必要がある。

名古屋大学を含めた 5 大学は、enPiT-Pro Emb を始める前に複数の教育コンテンツを有していたが、各
大学が得意とする技術領域は限定されていた。さらに組込みシステム産業では技術進歩が早いので、既存の
教育コンテンツだけでは、社会の新しい要求に応えているとは言い難い。そこで、文部科学省の補助金を用
いて、カリキュラムを整備した（学官連携）。その際に、企業に教育ニーズをヒアリングするとともに教育
コンテンツの提供も受けた（産学連携）。

enPiT-Pro の補助金は 2021 年度に終了するので、enPiT-Pro Emb の 5 大学は、2022 年度からは自立
して社会人教育を実施する。enPiT-Pro Emb を通して開発したカリキュラムを用いた教育の継続は、事務
局経費の手当と講義をする教員と企業講師の協力が得られれば可能である。しかし、技術進歩や産業界を取
り巻く環境変化に対応するために、新しいカリキュラムを開発し続けることは、大学だけでは予算面でも技
術面でもほぼ不可能であると言わざるを得ない。

国連は持続可能な開発目標（SDGs）を 2015 年に全会一致で採択した。日本を含む各国は「収益と社会
貢献・社会課題の解決は対立するものではなく両立されるべきもの」として「持続可能な世界の実現」に取
り組んでいる。SDGs のニュースに触れるたびに、「収益と教育投資は対立するものではなく両立されるべ
きもの」として「教育投資が持続可能な企業の実現」の着実な道であると、ぜひ「教育」に思いをはせてい
ただきたい。

例えば、昨今の自動車産業は CASE（Connected, Autonomous, Shared, Electric）領域で活発に開
発が行われており、今後ともその傾向が続くと思われている。だから、企業 X に CASE 技術がないと、
CASE 領域に参入できず時代遅れとなる。しかし、企業 X が社員に CASE 技術を学ばせる教育投資をする
と、CASE の仕事を受注でき、将来の成長が約束される。さらに教育を受けた技術者は、働きがいを感じ
て仕事をするので、企業 X の企業風土が良くなり、リクルートも強くなる。

実は、SDGs の目標の一つに「8. 働きがいも経済成長も：すべての人のための持続的、包摂的かつ持続
可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進
する」がある。この場合、企業 X は教育投資により、SDGs の 8 番目の目標を達成したのである。

国や企業や個人を取り巻く環境が急速に変化する現在、組込みシステム産業が持続して成長発展を続け
るにはどうすれば良いのか。産学官が連携して社会人教育に取り組むことは、一つの着実な解ではなかろ
うか。
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リポート　社会人向け組込みシステム技術講座

■プロジェクトの概要
Society 5.0 に向けた社会の進展に伴って、一つの専門分野の知識や技能だけでは、製品やサービスを開

発することが困難になってきている。つまり、大学などの高等教育機関を卒業した後も、社会人として働き
ながら、常に新しい技術を学ぶ必要がある。このような社会人の学びの仕組みを構築するための先駆的な取
り組みとして、名古屋大学・静岡大学・広島大学・愛媛大学・南山大学は、「組込みシステム技術者のため
の技術展開力育成プログラム enPiT-Pro Emb」を推進している。その取り組みを基にして、愛媛大学では
独自に、履修証明プログラムとして「AI+IoT 組込みシステムエキスパート養成講座」を立ち上げた。本稿
では、これらの取り組みを紹介する。

■背景や経緯
わが国の科学技術基本計画において、日本が目指す未来志向の社会概念として、「Society 5.0」の方向性

を示している。これは、サイバー空間（インターネットの向こう側）とフィジカル空間（現実社会）を高度
に融合させたサイバー・フィジカルシステムによって、人を中心とした諸課題を解決し、多様な幸せ（well-
being）の実現を目指す取り組みである。この取り組みを真に実現するためには、情報通信技術（ICT）、イ
ンターネット・オブ・シングス（IoT）、人工知能（AI）、組込みシステムなどの要素技術を社会が抱える課
題ごとに融合して、解決策を社会実装することの繰り返しが必要である。

例えば自動車は、先進自動運転による安全運転の確保にとどまらず、つながる移動体サービスとしての
「Mobility as a Service：MaaS」としての社会実装が進んでいる。そのために、これまでの自動車産業の
カーエレクトロニクス分野をはるかに超えた、車の情報化・知能化のための技術開発が必要である。

このような社会・産業・経済の状況を鑑みて、文部科学省は、2017 年度から社会人を育成対象とした「成
長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT）」事業を公募して推進している。この事業に、名
古屋大学・静岡大学・広島大学・愛媛大学・南山大学は公募で採択され、5 大学が協力して「組込みシステ
ム技術者のための技術展開力育成プログラム（enPiT-Pro Emb）」を推進している。

地方大学である愛媛大学の工学部は、愛媛県の工学系の高等教育機関として、これまでに多くの学生を産
業界に輩出してきたが、enPiT-Pro Emb への参画を好機として、今後は、社会人の学び直しである「リカ
レント教育」にも力を入れるために、enPiT-Pro Emb で培った経験を生かして、60 時間の履修証明プロ
グラムを設置した。

地方大学における Society 5.0 に向けた
新しい技術者リカレント教育の挑戦

愛媛大学 理工学研究科 教授

高橋　寛
たかはし　ひろし
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■ enPiT-Pro Emb（IoT ／車載組込みシステムコース）
① enPiT-Pro Emb（IoT ／車載組込みシステムコース）の概要

enPiT-Pro Emb では、機器に組み込まれたコンピュータシステムである組込システムにおいて、先進自
動運転の実現を念頭においた「車載」機器とスマート社会の実現を念頭においた「IoT」機器に焦点を当て
た社会人技術者向けの体系的な教育を実施している。この取り組みは、名古屋大学を拠点として、静岡大
学・広島大学・愛媛大学・南山大学が連携校として参画している。

②愛媛大学の enPiT-Pro Emb（IoT ／車載組込みシステムコース）への貢献
愛媛大学は、連携校として静岡大学および名古屋大学のコースに科目を提供している。なお、提供科目を

愛媛大学の履修証明プログラムの選択科目として拡充している。
（1）IoT 環境における画像処理・理解技術

 　近年、製造業やセキュリティ分野において、カメラで映像を取得して IoT 技術で解析する技術の導入
が進んでいる。人の目で行っていた検査や確認などの工程が自動化され、さらには、取得したデータをク
ラウドで解析するシステムが構築され始めている。本講義では、そのようなシステムを構築するために必
要となる、画像処理技術について学ぶ。
 　前半は、工業製品や農作物の品質評価の自動化、高齢者の見守り技術や防犯対策など安全・安心を提供
するために必要な画像処理の基礎および特徴抽出の方法を学ぶ。後半は、Raspberry Pi に画像処理ライ
ブラリ OpenCV をインストールし、プログラム演習を通して画像処理、特徴抽出および動体検知の技術
を学ぶ。

（2）IoT 環境における知的情報処理技術
 　近年、製造業やセキュリティ分野における IoT の導入が広まりを見せている。それに伴い、これまで
に人が行っていた様々な工程が自動化され、さらに取得したデータをエッジまたはクラウドで解析し自動
的に学習する知的 IoT 環境が構築され始めている。本講義では、Rasberry Pi と深層学習ツールである
Chainer を用い、IoT 環境においてリアルタイムに学習する深層学習の技術について学ぶ。
 　前半は Python コードを基に深層学習について学び、後半は、Rasberry Pi に深層学習ツールである
Chainer をインストールし、実際に Rasberry Pi 上で動作する深層学習器を作成することで、IoT 環境
における深層学習の技術を学ぶ。

（3）IoT におけるテスト技術およびセキュリティ技術
 　IoT では、あらゆるものがインターネットでつながり、非常に複雑なシステムとなっているため、シス
テムのディペンダビリティの確保が重要な課題となっている。本講義では、IoT の機能安全の保証技術お
よびセキュリティ保護技術について学ぶ。
 　前半では、機能安全の課題、国際規格、機能安全保証のためのテスト技術を学習し、FPGA 上でテス
ト機構の設計と実装を演習することで、IoT におけるテスト技術を学ぶ。後半では、IoT 環境における
セキュリティ問題と暗号について学び、Raspberry Pi における RSA 暗号を実装することでセキュリティ
保護の暗号技術を学ぶ。

■愛媛大学履修証明プログラム　AI+IoT 組込みシステムエキスパート養成講座の概要
①目的と背景

Society 5.0 および第４次産業革命の実現のためには、人工知能（AI）と IoT 環境における「つながる
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デバイス」の社会的な普及が必要不可欠である。本履修証明プログラムは、AI+IoT 組込みシステムの要素
技術（画像処理・理解、知的システム、ディペンダブルシステム）の座学と実習により、コンピューター工
学の基礎を理解し、IoT 環境において知的な組込みシステムの開発ができる人材、またはその導入の際の計
画立案ができる人材を育成することを目的とする。

これまでに、2018 年度および 2019 年度に愛媛大学内で選択科目を無償で開講し、県内外、官民の延べ
受講者が 50 人であった。また、2020 年度はコロナ禍であることから、遠隔講義で選択科目を無償で開講
し、延べ受講者 43 人である。2021 年度から、必修科目も含む履修証明プログラムを有償で実施している。

②コースの構成
愛媛大学履修証明プログラムは、60 時間の体系的な教育プログラムである。なお、科目の内容は静岡大

学、名古屋大学に提供した科目の内容を拡充している。
・選択科目：次の４科目から２科目を選択（24 時間）
　 　画像処理基礎（12 時間）、AI 基礎（12 時間）、組込みシステム開発基礎（12 時間）、グループ演習（組

込みシステム開発実習）（12 時間）
・必修科目（36 時間）
　 　IoT 環境における組込みシステム開発演習Ⅰ（12 時間）、IoT 環境における組込みシステム開発演習

Ⅱ（12 時間）、IoT 環境における組込みシステム開発演習Ⅲ（12 時間）

③コースの特徴
本履修プログラムの特徴を以下に述べる。

（1） 座学に加えて、クラウド上や実機の上で実習を行うことで、知識を定着できることである。最近、書
籍などでデモ・プログラムを利用して、自習することもできるが、組込みシステム、AI、画像処理関
連の演習は、クラウドや実機を使うことが多く、初心者が個人で実習環境を構築する時点でトラブル
が発生し、学習自体を諦める場合が多い。本プログラムを履修することでその障壁を容易に越えるこ
とができる。写真１に講座の模様を示す。

写真１　講座の様子
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（2） 12 時間× 3 セットで構成された IoT 環境における組込みシステム開発演習では、図１に示すような
IoT × AI のエッジコンピューティングを自分で開発する。具体的には、以下のプロセスで実施する。

・ これまでにわれわれが共同研究において解決した課題を例題として与え、それを参考にして、自分で課
題を設定する。

・ 組込みシステム開発の基礎である V 字開発モデルに従って、設計・開発とテストの工程をリンクさせ
ながら開発を進める。設計・開発を「要求分析」、「要求定義」、「基本設計」、「詳細設計」、「開発・コー
ディング」の順番で行い、各工程が終わるごとに、それぞれの抽象度におけるテストを実施する。

・各工程において、必要であれば、大学院生と協働でグループワークを行う。

■プロジェクトの課題
新しいリカレント教育の課題は、安定した受講者の獲得である。自分のキャリアアップのために、受講費

用と受講時間をかけても新しい知識・技能を身に付けることが自身への「投資」となることだと考えられる
人を探すことである。同時に、自分に「投資」する人に対して、その行為を評価して、何らかの「投資」を
行うことを考える会社を探すことである。リカレント教育が定着するためには、大学、企業、社会人のそれ
ぞれの考え方を変える必要がある。

■プロジェクトの展望
コロナ禍でも飛躍する企業の組織作りとして、「できる人を探す」から、「できる人に育てる」ことへ企業

意識を変革し、地域の企業と愛媛大学が協働して、高度な人材を育成していくことが必要である。さらに、
受講者の距離と時間の壁を越えるために、オンライン講義を利活用することも検討している。

IoT環境における組込みシステム開発演習

自作のＩｏＴ×ＡＩのエッジコンピューティング

膨大なデータ

バッチ処理

大電力を利用可能
な環境
データセンター

ＡＩシステム：識別器をロード

IoT デバイス
組込みシステム

【AIの実行】

エッジで推論

【AIの開発】

クラウドで学習する
□学習データの作成
□適切なモデルの構築
□適切なAIプログラミング

少量のデータ

リアルタイム処理

電力は限定的
外部装置
カメラ，各種センサー

サーバにデータを
セキュアに通信

研究室やクラウド上の
AI学習モデル作成用
コンピュータ

図１　IoT × AI のエッジコンピューティングを自作する概要
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■プロジェクトの概要
現在、日本人の代表的・伝統的な食文化である魚の生食（冷凍・解凍ではない刺身）が、アニサキスとい

う寄生虫のために、衰退の危機にさらされております。本プロジェクトでは、魚の生食文化を次世代および
世界へつなぐために、刺身の品質を落とすことなく、アニサキスを死滅させる技術を、パルスパワーという
特殊な電気エネルギーの使用形態を用いることで開発いたしましたので、ここに紹介いたします。

■背景
食中毒というと、カンピロバクターやノロウイルスなどの細菌やウイルスを原因としたものを想像される

方が多いと思いますが、近年では魚介類へ寄生するアニサキスを原因とした食中毒（アニサキス症）の発生
件数が最多となっております。アニサキス症は、ヒトが生の魚（主に刺身）を食した際に、同時に、生きた
アニサキスを摂取することで発症し、激しい腹痛や吐き気、嘔吐といった症状を伴います。この予防方法と
して、厚生労働省は、刺身を食する前の「目視でのアニサキスの除去」もしくは「−20℃での 24 時間以上
の冷凍によるアニサキスの殺虫」を推奨しておりますが、アニサキス症を完全に予防できる冷凍殺虫は、冷
凍・解凍した刺身が食感やうまみの面で生の刺身に見劣りするため、アニサキス症を完全には予防できない
ものの、目視除去による刺身の提供は少なくありません。そのため、除去しきれなかったアニサキスによる
食中毒が現状年間 400 件程度発生しており、その発生件数は年々右肩上がりで推移しております＊＊ 1。この
現状下、水産業界においては、生の刺身を提供できなくなる時代が来るといったことがまことしやかにささ
やかれており、それに伴う日本の誇る生食文化の衰退が懸念されております。事実、欧米においては現在、
魚の生食に対する冷凍処理が完全に義務化されております。このような状況を打開するために、水産業界で
は、生の刺身の良さを保ちつつ、刺身に潜むアニサキスを殺虫する技術・装置が切望されておりました。

■課題・打開策
日本において、アニサキスは、1970 年代には既に認知さ

れており、それから現在にいたるまで、紫外線や放射線、超
音波、高圧力などの物理的殺虫や調味料や添加物、薬品など
の化学的殺虫が試みられてまいりましたが、いずれの方法も
刺身をおいしく食べられる状態での殺虫には成功しておりま
せん＊＊ 2。写真 1 に外観を示しておりますが、アニサキスは、
長さ 2 〜 3cm、太さ 0.5 〜 1.0mm 程度の半透明の白いミミ
ズのような見た目の線虫であります。見た目は「白いミミズ」

パルスパワーを用いた新しいアニサキス殺虫技術

熊本大学産業ナノマテリアル研究所 准教授

浪平　隆男
なみひら　たかお

食道胃

腸

筋細胞
（角皮内側）

角皮

写真 1　アニサキス
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と表現いたしましたが、実際に触ってみると、硬い殻のような機械的保護膜（角皮）で覆われており、例え
ば、カッターで切ろうとすると、「ゴリゴリ」とナイロン製の釣り糸を切断しているかのような感触であり、
この角皮がアニサキスへあらゆる外的刺激に対する耐性を与えているものと考えられます。

本プロジェクトでは、この屈強なアニサキスに対して、巨大な電力「パルスパワー」にて対抗することと
致しました。パルスパワーとは、コンセントの交流やバッテリーの直流とは異なる特殊な電気エネルギーの
使用形態であり、単的に言えば、わずかな時間だけ発生する非常に大きな電力となります。雷は自然界にお
けるパルスパワーの代表であり、ここで使用するパルスパワーは人工雷と呼ぶこともできます。パルスパ
ワーの大きな特徴としては、①非常に大きな電力である、これは電気エネルギーのできる仕事を格段に増や
しました、②非常に短時間である、これは放電や熱などの種々の現象を過度状態で制御可能とし、非平衡状
態を容易に形成可能としました、③パルスとパルス間の適切な緩衝時間、これはパルスによる活性履歴を制
御可能としました、といった三つが挙げられます。

本プロジェクトにて開発した「パルスパワーを用いたアニサキス殺虫装置」は、図 1 に示すように、最
大電力 1 億ワット（100MW）および時間幅 200 マイクロ秒（200us）を有するパルスパワーを使用して
おり、これが刺身の品質を保ちつつ、刺身に潜むアニサキスを感電死させることを可能といたしました。す
なわち、大電力ゆえに刺身
に守られたアニサキスを感
電させることができ、か
つ、短時間ゆえに刺身の加
熱は最小限に抑えられ、適
正な緩衝（冷却）時間を設
けたがゆえに刺身への熱の
蓄積がない、そのためにア
ニサキスの殺虫と刺身品質
の保持を両立できたという
ことになります。

■成果
2021 年 1 月、福岡市東区箱崎にある水産加工業を営む株式会社ジャパンシーフーズ箱崎工場へ、熊本大

学にて最終調整を完了したアニサキス殺虫装置のプロトタイプ機を移設した（写真 2）。その後、6 カ月間
にわたって、プロトタイプ機のアニサキス殺虫能力
を確認する最終試験を実施した。試験内容は、アニ
サキスを 10 隻（アニサキスは「匹」ではなく「隻

（せき）」と数える）仕込んだアジフィーレ 60 枚お
よびアニサキスを1隻仕込んだアジフィーレ400枚、
合計 1,000 隻のアニサキスをランダムにプロトタイ
プ機にて処理し、そのアニサキス殺虫状況を確認す
るものであった。その結果、1,000 隻全てのアニサ
キスの死滅を確認でき、プロトタイプ機の殺虫率は
99.9% 以上であることが実証された。

また、殺虫処理したアジフィーレの品質評価も実
施しており、外観やにおい、食感、味、総合評価を
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項目とした官能評価（図 2）、およ
び、色彩や細胞状態、弾性（ぷり
ぷり感）、硬さ（ぼそぼそ感）、も
ろさ（ぱさぱさ感）、うまみ成分
量、におい成分量、鮮度指標（K
値）、ナトリウム量、pH を項目と
した物性評価とも、未処理のアジ
フィーレと遜色ないことを確認し
ている。さらに微生物やヒスタミ
ン、溶出金属の確認においても全
てにおいて基準値以下が達成され
ており、食品としての安全性も担
保できている。これらは、魚のプ
ロである豊洲の卸業者や飲食店の
料理人、ジャパンインターナショナルシーフードショー来場者など多くの試食をいただいた方々から、「パ
ルス処理の有無は全く分からない」と口を揃えて話していただいていることからも確認できる。

■今後の展望　コンソーシアム「パルス電流殺虫技術研究会」の発足
プロトタイプ機のアジフィーレ処理能力は、5 分間で約 3kg（150 フィーレ程度）であり、1 日あたりの

パルス処理済アジフィーレ生産量は約 300kg となる。現在、本技術・装置およびパルス処理済フィーレの
社会実装を目標に、1 日あたりの生産量 4 トンを誇る大規模アニサキス殺虫装置の開発をすでに開始してお
り、2025 年 3 月の完成へ向けて、全関係者が鋭意努力しておりますので、皆さまにはぜひ、ご期待いただ
くともに、様々なご協力を賜ることができますと幸いです。

また、本プロジェクトの最終目的である「魚の生食文化を次世代および世界へつなぐ」ためには、本技術・
装置が食品の国際規格であるコーデックス（CODEX）の規格や推奨となる必要がございます。そのために
は、これまでの産学連携による技術・装置開発に加えて、官の連携によるコーデックス加盟国内の合意形成
が必須となりますので、ぜひ、お力添えをいただけますようお願い申し上げます。

最後に、来る 2022 年 4 月、パルス電流殺虫技術の有効利用に関する調査、研究、開発並びに提言を行い、
おいしくかつ安心・安全な生鮮食品（魚介類、畜肉類、青果類）の提供および食品由来の寄生虫症の制圧を
目指すコンソーシアム「パルス電流殺虫技術研究会」の発足を予定しております。具体的には、①大規模殺虫
装置の開発、②原魚殺虫装置の開発、③小型（卓上）殺虫装置の開発、④畜肉などへの展開、⑤顧みられない
熱帯病：寄生虫症の制圧、⑥日本発の寄生虫殺虫技術としての国際規格化、⑦パルス電流殺虫の機序解明など
の課題へ取り組むこととしており、あらゆる業界・分野・所属の方々に参加いただけることを期待しておりま 
す。ご興味のある方々は、パルス電流殺虫技術研究会専用 e メール（ ） 
もしくは浪平（ ）宛へご連絡をいただけますと、その詳細をご案内差 
し上げます。

＊＊ 1　厚生労働省食中毒統計資料

＊＊ 2　大石等 , 日本水産學會誌 , Vol.37, pp.1020-1030, 1971
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図 2　アジフィーレ官能評価結果



272022.3　

リポート　

■社会の変革に向けて
新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）により、多くの仕事も日常生活も一時停止や

方向転換を余儀なくされている。その反面、最初は少し抵抗を感じたテレワークや Web 会議にも、気が付
けば違和感が無くなった、という人も多いことと思う。そして Zoom や Teams などのツールも一気に普
及した。

オンラインの通話に抵抗のない層が増えたことによって「次はメタバースが普及するのでは」といった声
もある（メタバースとは、メタ「meta= 超越した」、ユニバース「universe= 宇宙」を組み合わせた造語。
仮想空間の中でさまざまな活動ができるようになる技術である。米国 Facebook 社が Meta「メタ」に社名
変更し、次世代プラットフォームとしてのメタバースに注力すると表明したことでも注目を集めている）。

歴史上でも、ヨーロッパでペストが流行したことにより中世社会が終わりを迎え、ルネッサンス文化が花
開いたと言われている。私たちは今、パンデミックに伴う時代の変曲点を目の当たりにしているのかもしれ
ない。

そこで本稿では「2022 年に知っておきたい注目テクノロジーと関連特許」を取り上げたい。注目テクノ
ロジーと言われるものは非常に多数あるため、今回は「2021 年後半に Web 版 Forbes で取り上げられた
テクノロジートレンド＊＊ 1」や「2021 年欧州発明家大賞＊＊ 2」を参考にテーマを選定した。

欧州発明家大賞とは、欧州特許庁が主催するすぐれた発明を表彰する Award である。一般的な知名度は
さほど高くはないが、欧州では「欧州発明家大賞を受賞すると、ノーベル賞候補にも名前が挙がる」とも
囁（ささや）かれているようである。実際に旭化成の吉野フェローは、2019 年 6 月「リチウムイオン電池」
の発明で欧州発明家大賞を受賞し、その後 2019 年 12 月にノーベル化学賞を受賞している。

新型コロナウイルス感染症の世界的流行が始まり、もう２年になろうとしている。仮に２～３カ月程
度のことであれば「しばらく延期」で済まされた事柄もあったかもしれない。しかし実際にはパンデ
ミックが長期化する中で、世界中の日常生活にも変革が起こっている。歴史を遡（さかのぼ）れば「ペ
ストの流行で中世社会が終わり、ルネッサンスが始まった」とも言われており、私たちは時代の変化
点に立ち会っているのかもしれない。

2022 年の注目テクノロジーと
特許からみた大学発技術

スマートワークス株式会社

酒井　美里
さかい　みさと
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■ IoT どこでもインターネット、どこでも人工知能　
2022 年現在、次世代技術といえば、まず人工知能が思い浮かぶ。人工知能関連の近年の特許出願件数は図 1

のように推移している。2015 年ごろから出願件数の増加が始まり、近年は年間数千件の特許が出願されている。
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図１　人工知能関連の近年の特許出願件数

表 1　ＡＩ技術の出願傾向
順位 出願分野（IPC） キーワード / 応用分野 件数

1 G06T  7/00 イメージ分析［2017.01］ 画像処理 4782
2 G06T  1/00 汎用イメージデータ処理［6］ 画像処理 1043

3 G05B 23/02 ･ 電気式試験または監視
G05B 23/00 制御系またはその一部の試験または監視 工場管理 551

4
H04N  5/232 ･･･ テレビジョンカメラを調整するための装置 , 例 . 遠隔制御［4］
H04N  5/225 ･･ テレビジョンカメラ［4］
H04N  5/222 ･ スタジオ回路 ; スタジオ装置 ; スタジオ機器［4］
H04N  5/00  テレビジョン方式の細部［4,2011.01］

画像／映像撮影 523

5 G06Q 50/10  ･ サービス業［2012.01］
G06Q 50/00  特定の業種に特に適合したシステムまたは方法 , 例 . 公益事業または観光業［8,2012.01］

ビジネスモデル／
顧客データ分析 478

6
A61B  6/03  ･･ 計算による断層撮影装置［4］
A61B  6/02  ･ 異なる平面内を連続的に診断するための用具 ; 立体放射線写真診断
A61B  6/00  放射線診断用機器 , 例 . 放射線治療と結合している装置

断層撮影診断 468

7 G08G  1/16  ･ 衝突防止システム［2,8］
G08G  1/00  道路上の車両に対する交通制御システム 自動運転 459

8 A61B  5/00  診断のための検出 , 測定または記録 ; 個体の識別 医療用検査装置 454
9 G06F 16/00  情報検索 ; そのためのデータベース構造 ; そのためのファイルシステム構造［2019.01］ サーチエンジン 429

10
G06Q 30/02   ･ マーケティング , 例 . 市場調査と分析 , 調査 , 促進 , 広告 , バイヤー ･ プロファイリング , 顧客管理 , 謝礼 ; 価格の見積りあるい

は決定［2012.01］
G06Q 30/00  商取引 , 例 . 買物または電子商取引［8,2012.01］

ビジネスモデル／
広告モデル 410

11 G06Q 10/04  ･ 予測あるいは最適化 , 例 . 線形計画法 , 巡回セールスマン問題 , 板取問題［2012.01］
G06Q 10/00  管理 ; 経営［8,2012.01］

ビジネスモデル／
ネット販売 370

12 G06F 13/00  メモリ , 入力 / 出力装置または中央処理ユニットの間の情報または他の信号の相互接続または転送［4］ サーチエンジン、
メール処理 367

13
G05B 13/02  ･ 電気式
G05B 13/00   適応制御系 , すなわちあらかじめ指定された規準に対して最適である行動を行なうようにそれ自体を自動的に調整する系

［2006.01］
生産管理、ロボット制御 366

14
A61B  5/055 ･･ 電子［EMR］または核［NMR］の磁気共鳴を含むもの , 例 . 磁気共鳴イメージング
A61B  5/05  ･ 電流または磁場による診断のための測定［5］
A61B  5/00  診断のための検出 , 測定または記録 ; 個体の識別

核磁気共鳴装置 351

15 G06T  7/20  ･ 動きの分析［2017.01］
G06T  7/00  イメージ分析［2017.01］ 動画像分析 339

16 H04N  7/18  ･ 閉回路テレビジョン方式 , すなわち信号が放送されない方式
H04N  7/00  テレビジョン方式［4,2011.01］ 監視システム、動画処理 316

17 A61B  6/00  放射線診断用機器 , 例 . 放射線治療と結合している装置 放射線診断装置 315

18
G06F  3/01  ･ ユーザーと計算機との相互作用のための入力装置または入力と出力が結合した装置［8］
G06F  3/00   計算機で処理しうる形式にデータを変換するための入力装置 ; 処理ユニットから出力ユニットへデータを転送するための

出力装置 , 例 . インタフェース装置［4］
マンマシンインター

フェース 307

19

G05B 19/418  ･･ 総合的工場管理 , すなわち , 複数の機械の集中管理 , 例 . 直接または分散数値制御 , フレキシブルマニュファクチャリ
ングシステム , インテグレーテッドマニュファクチャリングシステム , コンピュータインテグレーテッドマニュファク
チャリング［6］

G05B 19/02  ･ 電気式
G05B 19/00  プログラム制御系

工場管理 294

20
G06F 17/27  ･･ 自動言語解析 , 例 . 構文解析 , 綴字訂正［6］
G06F 17/20  ･ 自然言語データの取扱い［6］
G06F 17/00  特定の機能に特に適合したデジタル計算またはデータ処理の装置または方法［2019.01］

言語処理 288
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数千件の特許から一言で概要を論じるのは極めて難しいが、ここでは国際特許分類（IPC）を利用し、出
願傾向を俯瞰（ふかん）する。現在 IPC には「機械学習」や「ニューラルネットワーク」といった「人工
知能そのもの」の分類項目が複数用意されている。今回はそのような「人工知能」の分類を除去することに
よって、どのような応用分野で技術開発と特許出願が行われているか？　の俯瞰を試みた。

現在「人工知能」「機械学習」を謳（うた）った特許出願では画像処理技術を対象としたものが多い（表 1）。
画像処理技術の応用分野は多岐にわたるが、特許出願件数から見ると「工場管理・生産管理」と「医療用の
診断装置」が二大応用分野と言えそうである。

■機械学習と医療データ
前述のように、人工知能や機械学習の二大応用分野の一つが「医療用の診断装置」である。この分野は大

手企業による特許出願が多く、日本特許の出願件数上位は次のとおりである。
１）キヤノン（キヤノン、キヤノンメディカル）384 件　（2000 年以降出願分。以降も同様）
２）富士フイルム
３）フィリップス（オランダ）
大手企業の特許出願は、大型の医療機器（断層撮影装置、核磁気共鳴装置、放射線診断機器）等に搭載す

る画像診断の方法が目立つ傾向にある。
一方、大学発の特許出願も健闘している。医療関連ＡＩ技術の特許出願は次のように出願されている。
１）大阪大学　　　20 件
２）東京大学　　　19 件
３）慶應義塾大学　18 件　　　
各大学の近年の出願を紹介する。大阪大学では「疼痛の推定方法」（特開 2020-203121 号）、東京大学で

は少ない装具で高精度の判定ができる「睡眠覚醒判定装置」（WO2021/205828）、また慶應義塾大学では
患者の動きを判定することでリハビリを促す「運動解析装置」（WO2021/241676）などを特許出願して
いる。

このように大学発の発明では、患者の動き・病院内で取得可能な検査情報などをデータ化し、機械学習な
どの対象にすることによって、診断や治療に関する研究開発を促進しようとする発想が多く見受けられる。

■病気を診断するための磁性ナノ粒子
上記「人工知能×医療」の話題のように、最近は AI に注目が集まりがちではあるが、一方で気候変動な

どによって「従来とは感染症の発生地域が変化してきている」「医療機器や試薬が必ずしも十分でない国・
地域でも、的確な診断が行えるようにしたい」との社会的なニーズもある。

この項では「欧州発明家大賞 2021」から、資源の乏しい地域・地方でもデング熱の迅速診断を実現した「磁
性ナノ粒子」の発明を取り上げる。

デング熱は蚊媒介性のウイルス性疾患であり、年間 4 億人近くが感染している。治療が遅れた場合、死
亡率が 20％近いとされるが早期発見をし、適切な治療を受ければ死亡率を 1％未満に減らせると言われて
いる。しかしながら従来の検査には早くて数時間かかり、専門の検査技師と設備も必要であった。

イタリアの物理学者マルコ・ドノラートらが発明した検査方法は、欧州特許 EP3014245 号として出願
されている。

患者の指先から 1 滴の血液を採取するのみで、約 10 分でウイルス量を検出し定量化できる。この検査方
法（検査キット）は、初期にはベトナム、タイ、マレーシアで、デング熱の検査で実用化された。その後ジ
カ熱検査キットが開発され、現在は COVID19 に対する患者の抗体反応をわずか 5 分で測定する新製品開
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発も行われている。

■二酸化炭素からより環境にやさしいプラスチックを
近年注目されるキーワードに「SDGs」（Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標））が

ある。SDGs には 17 の目標があり「13. 気候変動対策」「7. クリーンなエネルギー」などとの関連で「グリー
ンテクノロジー」、「カーボンニュートラル」などが次世代技術として注目されている。

この項でも「欧州発明家大賞 2021」から、二酸化炭素を使用してより環境に優しいプラスチックを作る
技術を紹介する。欧州特許の公報番号は EP3041883、EP3008100 である。

プラスチックの製造は、世界の石油生産の 6 〜 8％を消費しており、「原油を前提としたプラスチック製
造は環境的に持続可能」とは言い難い。過去にも科学者は CO2（二酸化炭素）からプラスチックを作る方
法を模索してきた。原油ではなく、CO2 から樹脂を製造できたとしたら「夢の技術」ではあるが、実際に
はエネルギーを大量に消費し、コストも高くつくものであった。実験室レベルでは可能であっても、工業用
途には使用できないと誰もが思っていた。

ドイツの化学者、Gürtler と Leitner のチームは、アーヘン大学とバイエルマテリアルサイエンスの産学
連携の中で、CO2 を使用したプラスチック製造技術を開発した。特定の触媒を使用し、CO2 と原油誘導体
を促進させて「CO2 由来の炭素」を含む樹脂材料を作る技術である。

現在は、バイエルから独立し Covestro 社を設立。ドイツにあるパイロットプラントで、近くのアンモニ
ア生産施設から供給される CO2 を使用して樹脂材料を生産している。

＊＊ 1　The 5 Biggest Technology Trends In 2022 （Forbes）

＊＊ 2　European Inventor Award The finalists 2021
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リポート　

■産業との結び付きが弱い基礎科学をデザインで訴求
日本酒「恐竜辞典」とその関連グッズは、酒造りのプロフェッショナルと恐竜学を専門とする研究者がコ

ラボレーションした企画である。福井県永平寺町に古くから酒蔵を構え、筆者の吉田由香里が代表を務める
吉田酒造有限会社（以下、吉田酒造）と、同じく筆者の今井拓哉をはじめとする福井県立大学恐竜学研究所
の教員が参加する民間組織である恐竜技術研究ラボ（以下、恐竜技研）が共同制作し、2021 年 11 月から、
吉田酒造の ECサイトや、福井県内のスーパー、道の駅などで販売している。この記事では、なぜ福井県の

老舗蔵元が恐竜学研究者とともに日本酒と恐
竜によるコラボレーション事業を行い、地域
ブランド向上を目指したのかを、その事業の
解説を通して紹介する。
日本酒×恐竜。一見なんの関連もなさそ

うな二分野の共通点は、双方が福井県を代
表する地域ブランドの一つという点である。
福井県は古くから豊富な水と水田を生かし
た酒造りが盛んな土地あり、酒どころとし
てよく知られている。北部を中心に老舗の
酒蔵が数多く存在し、吉田酒造もその一つ
である。一方、福井県は恐竜化石産出量が
国内で最も多く、県内からは合計 6種類の
新種の恐竜（鳥類を含む）が発見された＊＊1。
その点から福井県は恐竜学を教育や観光の
主軸の一つに位置付け、2000 年に開館した
福井県立恐竜博物館や、2013 年に設置され
た福井県立大学恐竜学研究所をはじめとす
る拠点を構えてる。
この異分野協力による地域ブランド力向上

を目指した企画の発端は、恐竜学側にあっ
た。恐竜学は、教育・観光分野では非常に訴

老舗蔵元×恐竜学：異色コラボレーションによる
地域ブランド力の向上

吉田酒造有限会社 代表取締役

吉田　由香里
よしだ　ゆかり

恐竜技術研究ラボ 研究員

今井　拓哉
いまい　たくや

写真 1　日本酒「恐竜辞典」の外箱パッケージ 
（生体復元画：ツク之助）
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求力が高く、サブカルチャーとしての人気も根強い。一方、基礎科学分野であるがゆえにモノづくり産業と
の結び付きが弱く、産学連携の動きが生まれにくいという課題がある。そこで今井は、福井県立大学名誉教
授の東洋一博士、並びに地球科学可視化技術研究所株式会社の芝原暁彦代表取締役とともに、2020 年 4月
に恐竜技研を立ち上げ、恐竜学と産業の橋渡しを目指すことにした。そして、その事業の一つとして、福井
県ブランドでありデザインテーマとしての魅力を持つ恐竜により、古くからの文化と伝統を持つ県内産業を
より活気づけられないかと考えた。古くからの文化と伝統を持つ県内産業として今井らが注目したのが、日
本酒だったのである。
果たして、恐竜技研と吉田酒造における企画会議の結果、恐竜の持つ広い訴求力と日本酒が受け継ぐ産業文
化と伝統を融合させることで、両者の地域ブランド力向上が見込めるという意見の一致に至った。恐竜技研が
吉田酒造に協力を仰いだ理由は、まず、同社が福井県立大学恐竜学研究所の位置する福井県永平寺町に酒蔵を
構えており、産学連携による地域ブランドの向上という目的においては最も意義のある相手先だと考えたから
だ。また、吉田酒造は、これまでも様々なテーマ性を備えた日本酒を造ってきており、今回のような前例のな
いコラボレーションであっても両者前向きに検討することができるであろうという見込みもあった。

■ 6種類の新種恐竜を用いる
2020 年初夏から事業は開始され、デザインモチーフには、福井県で発見された 6種類の新種の恐竜を用

いることになった。ここでは、プロのサイエンス・イラストレーターであるツク之助氏のイラストに対し、
福井県立大学恐竜学研究所の教員らが監修に協力することで、学術的に正確なデザインであるというブラン
ド付加価値を与えることに主眼を置いた。このように学術監修を伴う恐竜デザインが日本酒に採用されるこ
とは、筆者らが知る限りは初めてである。また、日本酒に関連したオリジナル商品として、Tシャツ、トー
トバッグ、酒粕スープの制作も行い、こちらもツク之助氏に加え、恐竜骨格図のデザインを、学術論文で
の骨格図制作などでも実績を持つG.Masukawa 氏に依頼した。さらに、恐竜辞典という日本酒名が示す通
り、福井県の恐竜の学術的な魅力を購入者に伝えたいという思いから日本酒のラベルにはQRコードを添
付し、オンラインで前述の 6種の恐竜の解説文を閲覧できるようにした。肝心の日本酒にもこだわって検
討した結果、「恐竜辞典」をきっかけにして日本酒を体験する層には飲みやすく、一方で日本酒愛好家を飽
きさせないようなバランスの良い味わいのものを用いることになった。デザインの監修などを重ねて、最終
的に商品が全て出来上がったのは 2021
年 9月だった。
日本酒「恐竜辞典」の外箱パッケージ
には、フルカラーの6種類の恐竜が集合
したイラストを用い、福井県の恐竜であ
り日本酒であることを前面に打ち出して
いる（写真 1）。また、QRコードを用い、
福井県の恐竜に関する解説をオンライン
で閲覧できるようにすることで、見て味
わう楽しみだけではなく、学ぶ楽しみも
得られるように工夫した。日本酒そのも
のについては、吉田酒造が仕込んだ特別
純米酒を用い、幅広い顧客に受け入れら
れる味わいを目指した。酒瓶のラベルに
は、シックな二色刷りの恐竜イラストを

写真 2　酒瓶ラベル、T シャツ、トートバッグ、酒粕スープ 
（生体復元画：ツク之助、骨格復元画：G.Masukawa）
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配置したが、こちらのイラストは一種類ごとのものとして、好みの恐竜ラベルを選んで購入できるようにし
た。同時に制作したTシャツ、トートバッグも二色刷りとし、恐竜でありながら大人でも使いやすく派手過
ぎないデザイン性を心掛けた。一方、酒粕スープはノンアルコールであることから子どもにも親しんでもら
えるよう、カラフルでポップな福井県の恐竜をデザインした（写真 2）。これらの商品では、選び、見て、味
わい、学ぶという様々な楽しみが生まれる。これは日本酒×恐竜という異分野コラボレーションならではの
特徴ではないだろうか。
まだ売り出したばかりということもあり、成果や課題の多くは今後見えてくることだろう。

■一致しない日本酒と恐竜ファンを逆手に異色性で好奇心を
ここでは、2022 年 1月末時点で筆者らが気付いたこと、考えたことを述べたい。まず、事業を開始し、

吉田酒造と恐竜技研の両者が話し合ったことで明らかになった事実だが、日本酒と恐竜のファン層は見事に
一致しない。つまり、恐竜は子どもから学生、そしてその親といった若年層に愛好家が集中することに対
し、日本酒の愛好家は中高年がほとんどだ。日本酒と恐竜がコラボレーションした本事業は、互いの分野に
おいて普及の度合いが低かった層に対する訴求力を持つという意味で、ブランド力の向上に分かりやすく貢
献できたと言えるだろう。また今回、恐竜の持つデザイン的な訴求力によって、地元蔵元の魅力をより広く
プレゼンテーションできたという意義は大きい。そして、日本酒ブランドに学術という要素を加えることに
より、商品に対する新たな付加価値を生み出すこともできた。つまり、食における嗜好品としてだけではな
く、福井県ならではの恐竜学と組み合わせることにより、学びという好奇心を満たせるものが生まれたので
ある。実際に、2021 年 4月には、吉田酒造が主催する白龍蔵祭り 2021 において、「恐竜×日本酒座談会」
と題し、福井県の恐竜に関する講座を行い、福井県の日本酒と恐竜の関連について話し合った。オンライン
開催であったが、県内外からの参加者には、福井県の地酒を楽しみつつ恐竜という福井県ブランドについて
学ぶことで、地域の魅力をより体感していただくことができた（写真 3）。近年の日本酒造りでは、IoTの
活用や、テロ・ノワール化を通して日本酒の振興を学術分野から推し進める動きもあり、今回の事業はこう
いった動きの一端と捉えることもできるかもしれない。

今後の課題としては、地域ブランド同士の連
携を一過性にしないということが重要である。
今回の事業では、日本酒と恐竜という異色のコ
ラボレーションによる話題性を得ることがで
きた。しかし、単に話題性だけを武器に同様の
事業を企画しても、産業側にも学術側にも発展
はないだろう。今回の事業の成果を客観的に分
析し、こうした異分野ブランドにおけるコラボ
レーションの有効性を評価しつつ、地域ブラン
ド同士で効果的に相互協力する手段を模索しな
ければならない。

日本酒と恐竜化石の共通点をあえて挙げるとするならば、それは地域に根差した自然の恩恵であるという
点だ。適した土地、水がなければ日本酒は生まれないし、適した地層、地形がなければ恐竜の化石は見つか
らない。このような自然環境に根差した地域ブランド同士であるならば、日本酒や恐竜に限らず、柔軟な発
想で相互に高め合い、新たな価値を生み出すことができるのではないだろうか。

＊＊ 1　服部創紀 . 2021. 個性豊かな恐竜王国の仲間たち . In 福井県立大学恐竜学研究所（編） “福井恐竜学”. 福井県立大学 . 福井 . 40–51.

写真 3　恐竜×日本酒座談会
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室蘭工業大学
室蘭工業大学 地方創生研究開発センター（CRD センター）

〒 050-8585 北海道室蘭市水元町 27 番 1 号

産学官金連携による研究推進、研究成果の事業化および知的財産等、地域の課題解決に向けた研究開発に関
する業務。
産学官金連携部門（研究シーズとニーズのマッチング、共同研究等の支援）、事業化促進支援部門（研究成果
の事業化支援）、知的財産部門（知的財産の創出、活用支援）の三つの部門が活動し、地域社会の「知の拠点」
である本学の社会貢献を推進。

理工学部（創造工学科、システム理化学科）
大学院博士前期課程（環境創生工学系専攻、生産システム工学系専攻、情報電子工学系専攻）
大学院博士後期課程（工学専攻）

電　話　0143-46-5860
メール　 （CRD センター）
メール　 （研究協力課）

センター長・教授　　吉成　哲
専任教員・准教授　　柴田　義光
事務補佐員　　　　　高橋　美香

研究協力会
　 学外から室蘭工業大学の支援を行う目的で、1993（平成５）年に発足した研究協力会は、室蘭、札幌等の道

内企業を中心に、道外企業も加え、現在 75 社の企業と支援機関による会員を擁しております。

アライアンスラボ
　 室蘭工業大学の研究成果の事業化支援、室蘭工業大学と企業との共同研究を促進するため、企業の研究開発室

として地方創生研究開発センターの部屋（アライアンスラボ）を有償で貸付する制度があります。

プレ共同研究
　 「プレ共同研究」とは、本学教員と民間機関等との研究者が、将来の「民間等との共同研究」へ発展させるた

めの前段階に相当する共同研究を研究費補助により行う制度です。
※このほか共同研究、受託研究、学術指導、奨学寄附金等に関する事務手続きは研究協力課が担当しています。

注）2022 年 3 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。

部門・
部署

所在地

お問い
合わせ

スタッフ

取り扱い
内容

学部・学科・
大学院など

特　徴
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新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部
新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部　社会連携センター

〒 951-8121 新潟県新潟市中央区水道町 1-5939

公開講座／特別受講生制度／講師派遣・共同研究等受付窓口（高校生への進路指導は除く）／大学間連携／
地方公共団体との連携／企業との連携／地域と学生の連携事業

電　話　
メール　

センター長／教授　　　　菅原　陽心
副センター長／准教授　　齋藤　智

副センター長／教授　　　青木　繁博
企画課主幹　　　　　　　宮口　優介

　本学社会連携センターでは地域と共に学ぶ大学としての立場をより明確に打ち出し、“大学から知を発信す
る”のみならず、“地域社会から大学が学ぶ”という双方向のベクトルを持つものへと転換し、さらなる発展
を目指しています。
　公開講座では「ふわりとつつむ青陵インクルージョン講座」と題し、看護・福祉・子育て等各学科の学び
の特徴を生かし毎年複数回実施しております。2018 年からは毎年ヒューマンライブラリーを開催し、2019
年は新潟県から委託を受け国民文化祭・にいがた 2019、第 19 回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会の
プログラムとして実施し、約 150 人の方よりご来場いただきました。新型コロナウイルス感染症拡大以降の
2020 年・2021 年はオンラインでの開催に変更し、参加者の拡大を図っています。
　地元新聞社の新潟日報社と連携し、2018 年から新潟の魅力を再発見することをコンセプトに学生が企画
制作を行うフリーペーパーを毎年制作しております（2020 年はコロナ禍により活動できなかったため発行
しておりません）。参加学生は本学だけでなく、他の県内高等教育機関にも募り、2021 年度は七つの高等教
育機関から 35 人の学生が参加しました。取材先の選定や撮影、原稿執筆等ほぼ全てを学生自ら行っていま
す。新潟日報社から取材方法のレクチャーを受け、レイアウトや原稿校正等も直接印刷会社と行います。社
会人との関わりはもちろん、他大学の学生との交流にもなり貴重な学びの機会となっています。2022 年か
らは新潟県内外の若者に向けた発信を行うサイトに掲載する記事の取材、執筆も行うことを計画しており活
動の範囲は広がっています。

注）2022 年 3 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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新年度に向けて

年度末である。日本では国の会計年度と学校年度が
同じ期間を用いているので、一般に「年度」というと 4
月 1 日から翌年の 3 月末までの期間が想起される。ち
なみに農薬年度は 10 月から、いも年度（！）は 9 月か
らだそうである。ともあれ 2021 年度が終わろうとして
いる。

コロナ禍は 2020 年 4 月 7 日に政府による緊急事態
宣言が発出されてから数えても、すでに 3 年度目を迎
えようとしており、いまだ社会に深い爪痕を残している。
それぞれの現場で奮闘されている皆さんと互いの苦労話
を笑って話せる日が来ることを心待ちにしている。

ところで 2021 年度末をもって国立大学法人中期目標
期間の第 3 期が終わり、第 4 期が始まる。「第 4 期中期

目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方に
ついて　審議まとめ」は「様々なステークホルダーとの
連携・協働を介して、国立大学が社会変革や地域の課題
解決を主導する」ことを目指すべきであり、「（新たな投
資を呼び込むパートナーシップを構築するための）活動
を大学内で『出島』のような一部の取り組みにとどめる
ことなく、大学全体に波及させることが必要」という。
産学連携実務者にとって活躍の場が広がりこそすれ狭ま
ることはなさそうな新年度である。

大学共同利用機関法人自然科学研究機構 研究力強化推進本部 
特任准教授　前波 晴彦

視点：Point of view

宇宙への夢、産学官を推進力に！

昨年末に実業家の前澤友作氏が宇宙に行った。大き
く報道されたのでご存じの方も多いと思う。他にもアマ
ゾン創業者のジェフ・ベゾス氏の宇宙行や、テスラ創業
者のイーロン・マスク氏率いるスペース X が宇宙船打
ち上げを成功させ、このところ宇宙関連の話題を見聞き
する機会が増えてきたように感じる。 

こうした中、筆者地元の愛知では宇宙ベンチャーの
PD エアロスペースが独自開発の機体と新型エンジンで
2029 年に「宇宙旅行」を実現すべく日夜邁進（まいし
ん）している。今から 15 年前、2007 年に緒川修治氏
が同社を立ち上げた際は一人での「飛び立ち」だったが
現在は約 40 人の社員を抱えるほか、社外にも緒川社長
の夢に共感する大勢の個人有志や、産学を問わず多くの

関係機関が力を合わせている。純民間による宇宙機開発
は、前例がないことばかりで、壁だらけの取り組みであ
ると聞く。こうした壁を乗り越えることは一つの企業に
任せるのではなく、地域や国がタッグを組んでいくこと
が不可欠であると考える。

ぜひとも産学官の連携を大きな「推進力」にして夢
を現実にしてほしい。 

私が宇宙へ行けるのはいつになるのだろうか。その
日が少しでも近づくよう、自分のできることは最大限に
取り組みたいと思っている。 

名古屋商工会議所 産業振興部長　佐藤 航太
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