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　 　巻頭言　Foreword
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日本の女子大学で初めての「工学部」は、「工学科」１学科の構成である。教員は 2016 年度にお茶の水

女子大学と共同で立ち上げた「大学院生活工学共同専攻」のメンバーと一部は重複する。しかし、名称から

想像できるように、「生活」へのこだわりからも離れて、工学そのものを強く意識している。「工学科」であ

り、機械工学科や電気工学科を名乗らない。これでは何の専門家を養成するのか分からないので設置審査に

おいて説明を求められた。私たちの考え方では、理学ではない工学の発想を完全にマスターするのだが、専

門を遅く決める（レイト・スペシャライゼーション）教育を試みようとしている。現在工学部の卒業生とい

うものはほとんど修士課程に進学するので、専門の学びは修士課程以降で良いだろうという考え方を説明し

た。この考え方を実行し成功しているのは大学院を発明した米国においてである。

このように先行モデルがあるのだが、卒業判定（いわゆるディプロマ・ポリシー）をどのように設定する

のかは単純ではない。私たちはＰＢＬ（プロジェクト・ベースド・ラーニング）を関所とした仕組みを作っ

ている。現在五つのＰＢＬを設けている。エンジニアリング演習と価値創造体験演習の２科目が必修で、工

学特有の考え方である、ものを実際に作れることと何の役に立つかを常に意識することを学習する。コンセ

プチュアルデザイン演習、ユーザー指向開発演習、社会改善起業演習の３科目中２科目が選択必修である。

全員が最低四つのＰＢＬを学ぶことになる。この科目の履修は一種の関所になっていて、学生一人ひとりが

自分のポートフォリオをメンター教員に示して、将来の専門領域を決定していく。今までの工学教育は皆が

同じルートで山を登ったのだが、私たちの山登りでは基本的に学生一人ひとりの決心で個別のルートが決ま

る。将来機械工学の専門家になる場合でも、電気工学を勉強したりする。この道草が有効だと考えている。

今や車を作るのに、機械屋も電気屋も電池屋もみんな必要な時代なので、「あー　電気屋さんの発想はこん

な癖がある」というタイプの理解を機械屋さんが持つことが大切である。

ここで新たな問題が発生することになる。これだけ広い分野を学ぶリソースはどうするのかということで

ある。そこで周りの助けを借りることにした。土台になる基礎工学は奈良工業高等専門学校に助けていただ

く。学んだことがどのような意味を持つのかであったり、どのような夢に結び付くのかであったりの指導は

奈良先端科学技術大学院大学に助けていただく。これ以外にも地元企業であるＤＭＧ森精機株式会社に最先

端の工作機械実習をお願いしている。

学生全員が女子であることが奈良女子大学工学部の最大の特徴である。女子だけの環境であれば工学を学

んでみようという受験生が想定外に多くいることが分かった。このような工学教育が全国展開していくこと

を願っている。

奈良女子大学工学部の目指すもの

奈良国立大学機構 奈良女子大学 学長

今岡　春樹
いまおか　はるき



特 集
Feature 地域とともに公立大学

■クルーズ船に始まった新型コロナウイルス感染症診療
2020 年 2月初旬、横浜港を出て東南アジアを周遊した大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の船

内で新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染が流行し、3,700 人の乗員・乗客のうち 712 人が感染す
るアウトブレイクが発生した。中国に渡航歴のある 1人の乗客から広がったと推測されており、1月 20日
に横浜港を出港し東南アジア、沖縄を周遊したダイヤモンド・プリンセス号が横浜港に 2月 3日に入港し
たときには多くの肺炎患者が発生していた。横浜港には臨時の検疫所が設けられ、PCR検査を行って陰性
の乗客から下船させると同時に肺炎を疑う症状（咳、発熱、呼吸困難）がある患者は国内各地の医療機関に
搬送された。712 人の患者を搬送するため無症状者、軽症者は遠方へ、症状が重く遠方への搬送が困難な
症例は神奈川県内を中心に搬送された。本学附属病院（以下、当院）に第一例の患者が搬送されたのは 2
月 9日（日曜日）の午後であった。その時点ではまだ患者受け入れの体制は整備できておらず、神奈川県
庁から緊急搬送の連絡を受けた私たちは急きょ救急用の集中治療室（ICU）を受け入れ病床として調整した。
感染症法では各都道府県に 1種（神奈川県で 1施設）と 2種（同 6施設）の感染症指定医療機関が指定さ
れている。しかし 1種、2種の指定医療機関だけでは数が足りず、感染症指定ではない多くの医療機関が患
者受け入れをした。私たちの病院も例外ではなく、結核病棟は持っているものの海外から持ち込まれるよう
な新興・再興感染症の対応を想定した構造になっていない。例えば感染者専用の搬入経路がないため通常の
エレベーターを一般の患者と時間を分けて搬送するなどの工夫をした。また新興・再興感染症を想定した職
員の訓練も行っていない。職員の中にも未知の新興・再興感染症を診療することには敬遠するような空気も
あった。私たちは職員向けの説明会や感染対策訓練を繰り返し行い、COVID-19 患者を受け入れる体制を
構築してきた。この際、頼りになったのは海外（特に中国）からの情報発信であった。流行の先行した中国
からは学術情報が発信されたため、それを参考に病棟の設備や配置、患者の動線などを決めることができ
た。この頃は一般の医療機関が発熱、肺炎症状のある患者の診療を避けるようになり、私たち大学病院など
地域の中核病院が率先して患者の受け入れを行わなければならなかった。

■治療方針の模索
私たちは大型クルーズ船から 7人の患者を受け入れた。それと並行して国内で海外渡航歴のない方々か

らも感染者が見られるようになり、国内で流行が始まっていることが実感された。この頃一番困ったのは治
療薬の選択であった。現在では「治療のてびき」として厚生労働省からガイドラインが出されているが、当
初は治療薬が確立していなかったため診断、治療は手探りであった。治療薬としては論文などでコロナウイ
ルスに有効性が期待されている薬剤を検索し、当院では抗HIV薬の一つであるロピナビル／リトナビルや
インフルエンザ薬のペラミビル等を使用したが、神奈川県内ではC型肝炎のウイルス薬や免疫グロブリン
製剤などを使用している病院もあった＊＊1。この頃はそれぞれの病院がCOVID-19患者の診療をしていること
を公にせず互いの病院がどのような治療をしているか共有することが難しかったため、私も他院の感染症診
療医と電話やメールで情報交換をしたものである。これらの薬剤は新型コロナウイルス肺炎に適応が得られ

新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）パンデミックに
対する大学病院としての
取り組み

横浜市立大学附属病院 
感染制御部 部長

加藤　英明
かとう　ひであき
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ていないことから学内の倫理委員会の承認を得
て、患者・家族に同意を得ながら使用した。残念
ながら、この頃に使用した薬剤のほとんどはその
後の研究によって有効性が否定され、現在は新型
コロナウイルス感染症には使用されない。当時か
ら有効な薬剤が分かっていれば、と悔しい思いが
あるのも確かである。その中で当院ではクルーズ
船の外国籍患者に対して、米国でもまだ未承認
だった抗ウイルス薬レムデシビルの供与を受ける
機会があった＊＊2。幸いにも患者は大きな副作用
もなく肺炎から回復し、その後レムデシビルは新
型コロナウイルス肺炎の標準治療として広く認め
られることになった。このような「人道的な見地
から救命措置としての未承認薬の使用」はコンパッショネート・ユースと呼ばれ、今回のCOVID-19 で一
定のコンセンサスが得られるようになった（もちろん有効性や副作用モニタリングはより厳重に要求され
る）。治験としてもファビピラビル（アビガン®）の治験に参加することで国内の製薬開発の一部に協力でき
たことは大きな経験であった＊＊3。

■検査法の確立と開発
PCR検査という言葉がCOVID-19 の流行によって一般市民にまで広く知られるようになった。PCR検

査は拡散増幅による病原体遺伝子検出技術であり、病原体だけでなくがん遺伝子などヒトのゲノム解析など
にも広く使われる技術である。ただ、筆者の感覚として日本の医療現場では、インフルエンザなどでよく知
られているイムノクロマト法などの迅速検査（精度は劣るがその場で短時間に結果が分かる方法）が好まれ、
時間と労力のかかる PCR検査は好まれてこなかった。COVID-19 では流行の当初から PCR検査が標準的
な検査方法として公開され、最初は国家機関だけで行われていたものが市町村の衛生研究所へ、流行開始か
ら半年で一般の医療機関でも独自に行うことが可能になった。私たちが困ったのは、通常は行っていない
PCR検査を誰が行うか、ということであった。PCR検査は意外と繊細で正確性が問われるため、臨床検査
技師を通常業務の間に研修に出し、また医学部の各研究室からリアルタイム PCR機器をお借りして検査体
制を作った。この体制は第 1〜 6波の流行にも対応し、また院内での感染集団事例（クラスター）の対策
においても大きな力を発揮することとなった。また基礎と臨床との連携としては、本学の基礎研究室を中心
に抗原、抗体検査の開発を行ってきている。実用化の一つに PCR検査に代わる診断用機器の開発がある。
PCR検査は非常に感度・特異度共に高いが（少ないウイルス量でも確実に陽性反応が出る、かつ感染して
いない人ではほぼ陰性になる）、残念ながら検査技師の技量と検体採取から 2〜 3時間の検査時間が必要で
ある。私たちはウイルス抗原を用いた迅速診断機器の開発をメーカーと共同で行っており、実際の患者での
性能評価試験を行っている。また、ウイルスに対する免疫反応を測定する抗体検査の開発も行っており、主
にワクチン接種者の免疫能の評価として学術的な報告を行っている＊＊4。

■多方面と関連する大学病院としての新興・再興感染症診療
本稿では治療薬、検査の 2点で主な取り組みを紹介したが、COVID-19 の流行は大学附属病院としてど

のような役割ができるかを考える良い機会になった。大学病院は本来、難病、がんなどに対する高度先進
医療の開発、提供を行う所であり、本来の業務ではない感染症診療をどこまで行うべきかの問い掛けは常

多診療科による COVID-19 診療チームのキックオフミーティング

52022.5　



にあった。現実には流行初期は他の医療機関ではCOVID-19 の対応ができなかったため、また流行が定着
してからは感染者数が予想を超えて増加したため大学病院であっても感染症診療を行わなければならなかっ
た。その中で当院ではCOVID-19 診療を行いつつ、本来の役目である高度先進医療の提供、開発、医育機
関としての教育活動を継続してきた。上記では研究開発にも触れたが、大学病院にとってCOVID-19 診療
と本来の業務との兼ね合い、高度医療機関としての医療の質、医育機関としての教育機能を維持していくこ
とは一般医療機関にはない試練である。
幸いにも日本は新興・再興感染症の流行を経験してこなかった。例えば 2003 年の SARS コロナウイル
スや、2009 年の新型インフルエンザは日本では大きな問題にならなかったため、危機意識が低かったの
は確かである。しかしCOVID-19 の流行はどこでどのような形で新興・再興感染症が入ってくるか分か
らない事実を再認識することになった。このような感染症の緊急事態に必要なのは情報収集能力と日頃か
らの感染症診療の経験である。病院としては新型インフルエンザを想定して横浜市と合同で行ってきたシ
ミュレーション訓練の経験と、その際に建てた隔離診察室が役に立った。個人としては国内、海外での渡
航感染トレーニングコースや海外学会に参加してきた経験が生きたと思う。執筆時点（2022 年 3月）まで
に当院では新型コロナウイルス陽性者は 770 人、入院患者 317 人の診療に当たってきた。多くの方に知っ
ていただきたいのは、感染症診療の専門を持つ医療職は絶対的に少ないということである＊＊5。私たちも
COVID-19 の流行が始まって１年間は医師 1人、看護師１人の体制であったし、周囲の多くの病院も少数
のスタッフが情報収集、職員教育、現場での診療、病院執行部や行政諸機関との連絡調整など多くの業務を
こなす状況であった。人材育成、組織の構築は一朝一夕ではできない。医療の中でも（軽視されてきた）感
染症のスタッフ養成を、10年後、20年後を見据えて考えて行くことが必要だ。

＊＊ 1　 Kato H, Shimizu H, Shibue Y, et al. Clinical course of 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) in individuals present 
during the outbreak on the Diamond Princess cruise ship. J Infect Chemother. 2020;26(8):865-869.

＊＊ 2　 Grein J, Ohmagari N, Shin D, et al. Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19. N Engl J Med. 
2020;382(24):2327-2336.

＊＊ 3　 Doi Y, Hibino M, Hase R, et al. A prospective, randomized, open-label trial of early versus late favipiravir in hospitalized 
patients with COVID-19. A prospective, randomized, open-label trial of early versus late favipiravir in hospitalized patients 
with COVID-19. Antimicrob Agents Chemother. 2020:AAC.01897-20.

＊＊ 4　 Kato H, Miyakawa K, Ohtake N, et al. Antibody titers against the Alpha, Beta, Gamma, and Delta variants of SARS-
CoV-2 induced by BNT162b2 vaccination measured using automated chemiluminescent enzyme immunoassay. J Infect 
Chemother. 2022;28(2):273-278.

＊＊ 5　 日本感染症学会ウェブサイト．感染症専門医の医師像・適正数について．2019 年 2 月 5 日 . 
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Feature 地域とともに公立大学

三条市立大学は、2021年４月に開学した1学部1学科、収容定員320人の小規模な地方公立大学である。
産業界の未来を見据え、これからの高度ものづくりに資する人材を育成するため、産業界と連携したこの地
域ならではの学びを創出し、「創造性豊かなテクノロジスト」の育成を目指している。

■地域産業の持続的な発展に資する人材の育成を目指した大学構想
本学が立地している燕三条地域は、ものづくりを基幹産業にしており金属加工を中心とする全国有数の

「燕三条産業クラスター」を形成している。その一方で、産業の担い手と直結する人口の減少が顕著であり、
三条市は、国定勇人前三条市長（現衆議院議員）のもと、転出抑制を図りつつ次世代につながる高度なもの
づくりを支える人材の育成が急務であると考えた。このことから、持続可能な地域づくりに資する魅力ある
大学の開設に向けた構想を掲げ、2015 年から設置された三条市立大学開設検討委員会で産業界の意見を伺
いながら、この地にふさわしい大学の姿を模索し続けた。その結果、技術力だけではなく経営や起業の知識
を併せ持ちイノベーションを起こす力を有した「創造性豊かなテクノロジスト」の育成にフォーカスした大
学の開学を目指した。

■産学連携による実習を学びの中心に据えた教育
本学では、「新たな発想を生み出す鍵は蓄積された経験の中に」を基本理念に掲げ、「創造性豊かなテクノ

ロジスト」の育成を目指している。イノベーションを科学的に生み出し育むには、知識と豊かな経験との融
合が必要であり、そこから新たな価値を創造する実現可能なアイデア／コンセプトが生まれる。知識の応用
には、経験が必要であり、また、経験をさらに生かすためには経験から得られた気付きをもとに新たな知識
を修得することが必要となる。イノベーションを生み出す人材を育成するため、産学連携による実習を学び
の中心に据えているのが本学の大きな特徴である。知識と経験をしっかりと組み合わせた深い学びによっ
て、産業構造の変化にも対応可能な人材を育成したいと考えている。

■教育における特色
私が思い描く新しいスタイルの工学教育では、幅広い教育でイノベーション力を育むことを重要視してい

る。その熟度を高めるためには工学の複合領域の幅広い知識に加え、マーケットなどの特徴を捉えるスキル
が必要と考え、従来とは異なる地域産業界との連携に軸足を置いた教育手法を選んだ。ものづくり集積のリ
ソースを活用し、大学では工学技術とそれらのマネジメントを融合して学ぶカリキュラムを採用し、大学で
学んだ知識を企業で経験する教育である。
本学の教育の特色は、大きく分けて三つある。
第一の特色は「幅広い分野の知識を身に付ける教育」である。イノベーションを生み出すために必要とな
る工学などの応用自然科学分野の科目と技術マネジメントなどの社会科学分野の科目をバランスよく融合さ
せる必要があり、本学では機械工学を軸とし多岐にわたる分野の学問を組み合わせた教育カリキュラムを編
成した。1年次から４年次まで、基礎から発展、応用の順に知識がつながるよう最適な時期に講義、実験・

地域の特性を生かした
三条市立大学の学び

三条市立大学 学長

アハメド シャハリアル
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実習、課題解決型学習、産学連携実習の各科目を配置した。講義形式では工学系科目において技術開発に必
要な工学知識を、技術マネジメント科目においては技術の価値創造に必要な知識を学修する。ハンズオンで
学ぶ実験・実習では定量的分析を基にした論理的思考力の養成につながるテーマを設定し、課題解決学修科
目においては定性的分析を基にした論理的思考力を養成する内容に重点を置いた。
第二の特色は、「燕三条地域の企業現場での経験的学修」である。ものづくり産業の集積という当地の特
色を最大限に生かした学外での産学連携実習を本学の学びの中心に据えた。
知識を使いこなすには経験が必要で、経験をさらに生かすためには知識が必要、これが第三の特色「反復
学習のサイクル」という工夫を凝らした学修方法だ。産学連携による経験的教育を通して見えてきた自身の
課題を学内で学び直し、学内で学んだ知識を実社会の課題解決で発揮する仕組みだ。

■産学連携実習に向けた準備（地元の協力企業との調整）
本学の産学連携実習は従来の就業体験を積むインターンシップとは違い、必修科目として正規の学びの一

環としている。学内で学んだ理論や知識、設計やプレゼンテーションなどのスキルが企業でどう生かされて
いるかを現場で実践する、学生にとって貴重な機会となる。実習期間中に学生一人一人が何を経験し、何を
学ぶべきなのか、実習の目的と内容を大学と企業とで事前に決めた上で実施していく。
具体的には、１年次に「燕三条リテラシ」と名付けた科目で学生全員が企業を訪問し、ものづくりの現場
を見学することから始まる。10社ほどの企業を回って幅広い分野の業種を浅く学ぶ。２年次に三つの企業
で各２週間の経験的学修を行い、ものづくりや企業活動等の実務の経験を積む。異なる３社では、商品企
画、開発、製造の三つのプロセスを経験することになる。３年次には、16週間にわたって１社に通い、企
業活動全般を俯瞰（ふかん）的に見ることを目的とした実習を行う。商品やサービスに関わる企画、技術・
開発、製造などを実際の現場で学んでいく。そして、４年次には、教員の指導のもと企業との共同研究や開
発プロジェクトに卒業研究として取り組む。このような学びを重ねることで、「実用化までのプロセスを知
るテクノロジスト」を養成したい。
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燕三条地域には数千の中小企業があるが、現在は
120 社ほどの企業と実習の実現に向けて調整を進め
ている。まずは、どの企業とどのようなコラボレー
ションをしていけるのかを検討するため、当地企業
の発展の要因に関する調査を実施中である。
この地域全体を教育研究のキャンパスとすること
で、現在の産業構造の垂直統合の系列に加え、異業
種間での水平統合のネクサス（つながり）が出現し、
新たなイノベーションが生まれる環境が整うと考え
ている。時を重ね、本学の卒業生たちが地域の多様
な業種に根付き、人的ネットワークが構成され、創造性豊かなテクノロジストが飛躍的に活躍できるプラッ
トフォームを生む原動力になることを期待している。

■将来展望
地域産業の高度化に資する高度ものづくり人材を本学で育み、その過程で発生するテクノロジーと人材と

でイノベーションを起こし、この地域のサステナビリティー性を確かなものにする、これが本学のグランド
デザインだ。
本学で育成された創造性豊かなテクノロジストが活躍し、憧れを抱かれる人材として認識され、地域の、
日本の、そして世界のものづくり産業の発展に貢献することを信じて、本学の教育研究をさらに高めてい
きたい。
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特 集
Feature 地域とともに公立大学

■はじめに
公立諏訪東京理科大学は、公私協力方式で学校法人東京理科大学が開学した、前身の東京理科大学諏訪短

期大学、諏訪東京理科大学を経て、2018 年 4月に公立大学として開学した。公立化にあたっては長野県諏
訪地域 6市町村（岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村）で構成する事務組合が公立大学
法人を設立、法人の設置する公立大学として開学している。開学当初より、精密機械工業が盛んな諏訪地域
で活躍できる人材の育成を期待されて設立された本学は、特に産学連携に対する意識が高い。

■大学を取り巻く環境
標高 759 ｍにある諏訪湖を中心に、蓼科高原、八ヶ岳、霧ヶ峰高原など様々な自然環境に囲まれた長野

県諏訪地域。長野県屈指の工業地帯でもあり、明治期には日本の近代産業の礎をつくった製糸業、戦後はこ
れに代わって精密機械工業が発展、豊富な水と澄んだ空気は精密機械に適しており、「東洋のスイス」とも
呼ばれた。現在も全域に電気機械、一般機械などの先端技術による産業が集積している。
そんな諏訪地域にある本学は工学部のみの単科大学で、地域産業に深く関わりのある情報応用工学科と機
械電気工学科の 2学科で構成されている。情報応用工学科には「知能・情報・通信コース」「社会情報シス
テムコース」、機械電気工学科には「先進機械コース」「電気電子コース」が置かれている。学生数は大学院
生も含めて約 1,300 人程度の比較的小規模な大学である。

■地域との連携のための組織
2018 年 4月の公立化にあたり、本学では新たに「地域連携総合センター」を設置した（図 1）。センター

の中には、産学連携センター、生涯学習センター、高大連携センターの地域連携に関連する三つのセンター
を置くとともに、地域連携総合センターがワンストップ窓口となり、地域からの様々な相談を受け付け、そ
れを適切な部署につなげている。例えば生涯学習センターでは小学生向けのサイエンス体験合宿、高齢者大
学での出前授業、高大連携センターでは高校で学ぶ数学、物理が研究にどのように生かされるのか体験する
授業の実施など、地域の小学生から高校生、企業人、高齢者までの相談に応じている。
その中で、産学連携活動の中心となるのが産学連携センターである。産学連携センターにはセンター長の
下に 3人の産学連携コーディネーターを置き、本学研究者の研究シーズ調査、学外からの技術相談に対応し
た連携コーディネート、「諏訪圏アドバイザー・コーディネーター連絡会議」を通じた関係機関との情報交換
などにより、地元企業と大学の技術を通じたマッチングを進めている。特に、本学独自の行事として、教員
による地域企業の見学会や技術的な課題を持つ企業との懇談会を開催し、企業と教員との交流を図る機会を
設け、企業から相談しやすい雰囲気を作ることを心掛けている。このような活動により、公立化後は地元企
業からの共同研究、技術指導、研究助成金も増加傾向である。
また、諏訪地域には地域のものづくり企業が会員となるNPO法人「諏訪圏ものづくり推進機構」があり、
本学は同機構と連携して活動を行っている。同機構を通じての技術相談や、同機構と共同して社会人向けの
IoT・AI 人材育成講座の実施、企業課題を学生がDXを活用して解決するコンテストの実施、諏訪圏工業

公立諏訪東京理科大学の
産学連携・地域連携 公立諏訪東京理科大学 

産学連携センター長

渡邊　康之
わたなべ　やすゆき
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メッセへの出展を通じての企業との
連携など様々な活動を行っている。

■地域連携研究開発機構と
その活動
同じく 2018 年 4 月に「地域連

携研究開発機構」を設置した。本
機構は地元企業などからの要望に
基づいて行う研究開発課題の解決、
最先端の研究開発を通じてのシー
ズ発掘およびそれらに基づく人材
育成を通じて、地域の発展に貢献
するとともに、本学の研究教育水
準の向上に寄与することを目的と
している。機構では教員が学部・
学科の枠を超えて部門を組織し、
地域と協力しながら様々な分野の
課題解決に取り組んでいる。この活動が、地域の持つ、ものづくりの技術や環境資源の魅力を発信すること
につながっている。
機構に設置する部門については、図 2に示す。
機構には競争的資金を予算配分し、機構を通じて地域と研究を行うグループや研究者に対して、審査の

上、研究資金を配分している。
特に地域から求められている
DX推進に関する研究に対して
は重点的に研究資金を配分する
など、メリハリを付けた配分を
行っている。
また、前年度の研究成果を地

元企業等に広く公開するため、
研究成果報告会を実施してい
る。コロナ禍のため対面で実施
できたのは初年度のみであった
が、教員による研究発表、ポス
ターセッション、懇談会など、
地域に研究成果を還元する良い
機会となった。

■地域連携研究開発機構の活動例
地域連携研究開発機構では六つの部門を設けているが、今回は一例として「農業理工学研究部門」におけ

る地域と連携した研究について紹介する。
本部門が注目しているテーマの一つが、自然界において二酸化炭素の循環系で重要な役割を担っている光

地域連携研究開発機構
ものづくりの集積地だからこそ実現する、
地域と連携した研究

■地域企業と協力し、学部学科の枠を超えた研究・教育から学ぶ「地域連携研究開発機構」

農業理工学 人工知能・IoT

医療介護・
健康工学

次世代輸送
システム

地域先進技術地域情報・
マネジメント

工学× AI情報処理で
農業生産現場の悩みを
解決。

人工知能やIoT技術で
社会の課題解決に
取り組む。

医療機器開発や脳科学
から、ＱＯＬの向上を
目指す。

電気・通信系、機械系
の先進技術で地域課題
に取り組む。

AIやビッグデータを
地域の産業・教育・
観光の振興に生かす。

未来の社会で活用され
る次世代モビリティを
開発。

スーパーコンピュータ「諏訪AIクラウド」

炭素繊維強化樹脂(上)と
アルミ合金(下)の接着強度試験

 図２ 　地域連携研究開発機構 部門紹介
ものづくりの集積地だからこそ実現する、地域と連携した研究

生涯学習センター高大連携センター 産学連携センター
※産学連携に係わる総括的組織

【発明委員会】
※知財に関する検討
を行う学内委員会

【知財顧問】
※外部委託

【地域連携総合センター】

【産学連携・知財支援組織】

地域先進技術

農業理工学

地域情報・マネジメント

人工知能・IoT
医療介護・健康工学 次世代輸送システム

【地域連携研究開発機構】6つの研究部門

総務課
地域連携係

産学連携
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

地元信用金庫
地元企業諏訪圏ものづくり

推進機構

長野県テクノ財団

茅野・産業振興プラザ
※茅野市、茅野商工会議所、
本学の3者で構成する団体

【学 部】
工学部
・情報応用工学科
・機械電気工学科

地域の商工団体
※諏訪地域の行政・商工会議所・
公設試（県工業技術ｾﾝﾀｰ等）

【研究科】
工学・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科
・博士後期課程
・修士課程

諏訪圏ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
連絡会議

知財ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
(発明協会派遣)

連携・情報交換共同研究・技術指導

 図１ 　地域連携総合センター組織図
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合成である。光合成とは、太陽光エネルギーを利用して無機炭素から高いエネルギー物質であるグルコース
を合成する反応であり、その過程で水が分解され酸素が放出される。われわれ人類はその高エネルギー物資
を化石資源や食糧として、衣食住全般にわたり恩恵を受けており、とりわけ、酸素は呼吸や燃料を燃やす際
に欠かせない物質である。つまり、植物は二酸化炭素を吸収する存在として、自然界においては脱炭素社会
に大いに貢献していることになる。しかしながら、光合成の営みは人間の目には見えないため、森林を伐採
して太陽光パネルを設置するというような自然の摂理に合わない事態が発生している。
そこで、自然豊かな諏訪の地において開発に至ったものが、図 3に示した、緑豊かな植物と太陽光発電
が共存可能な「発電するビニールハウス」である。これは、太陽光から降り注ぐ光のうち、植物の光合成に

必要な光は通し、それ以外の光で発電
する新しいタイプの太陽電池である。
「ソーラーマッチング」というコンセ
プトとして提唱し、地元農家の方々の
声に耳を傾け、地元企業をはじめ産学
連携体制の下で外部資金の援助を受け
ながら、太陽電池生産技術から農業試
験に至るまで幅広く研究を進めている
ところである。

とりわけ、メガソーラーでは山や森を造成することで電力を得るのに対して、本研究開発は現状の農業用
地を活用して発電することができる点で地球規模の生態系保護にも貢献する。それだけでなく、農作物の品
種ごとに最適な生育波長帯域と有機薄膜太陽電池の選択波長性を適切にマッチングさせれば、農作物の収穫
量増加と栄養価の向上も同時に実現でき、食糧問題に対する解決の一手段にもなり得る。
以上、本研究のコンセプトは SDGs の定める 17項目のうちクリーンエネルギーなど五つの項目への効果
が期待されている。これらは、社会・産業に大きな波及効果を生む可能性を秘めており、今後もさらに産学
連携体制を強化し、実用化から事業化へと発展させていきたい。

■今後の展望
上記で述べた「農業」と「工学」の融合は、農業が盛んな諏訪地域に立地する本学の地域性を生かした研

究であると言える。これは一例であるが、地域にはこのような課題が多く埋もれていると想像している。地
域連携研究開発機構の研究活動や地域連携研究センターに寄せられる相談が、これらの課題を掘り起こし、
その課題解決につながることを目指していきたい。
また、本学で重点的に教育研究を行っている、AI やビッグデータをはじめとする情報技術の活用は国の
進めるDX推進に向けて必要不可欠となっている。諏訪地域の企業においても IoT・AI を活用した生産管
理、品質管理、在庫管理の導入を希望する企業が増えており、本学にも相談が寄せられている。今後も本学
の持つ知見を生かして、地域産業の発展に貢献していきたい。

 図３ 　農作物栽培に必要な光を通しながら太陽光発電可能な 
発電するビニールハウスと SDGs への貢献
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■地域に開かれ・地域と共に成長する
名桜大学地域連携機構は、2013 年 4 月にエクステンションセンターとして、沖縄県北部地域ならびに沖

縄県民の生活や文化の向上に寄与する、「大学と地域をつなぐ総合窓口」として開設された。2017 年に「地
域連携機構」へと名称を変更し、これまで以上に地域とのつながりを意識し、「地域に開かれ・地域と共に
成長する」を目指している。
①基本方針
（1）大学の教育研究を広く社会に解放し、地域との連携を深め、生涯学習の促進及び地域貢献に努める。
（2）教育研究成果を積極的に地域社会へ還元し、地域への貢献及び地域との連携活動を推進する。
（3）開かれた大学として、地域住民及び地域活動と連携を深める。
（4）教職員、学生の地域貢献活動を支援するとともに、その成果を地域に公表する。
（5）自治体（沖縄県北部 12 市町村）との連携を双方向的に、地域の課題解決のため、連携及び提言を行う。

地域と共に成長する
大学を担う地域連携機構

名桜大学 地域連携機構長

前川　美紀子
まえかわ　みきこ

名桜大学 健康長寿サポートセンター長

田場　真由美
たば　まゆみ

名桜大学 学長補佐（COI 担当）

花城　和彦
はなしろ　かずひこ

名桜大学 看護実践教育研究センター長

清水　かおり
しみず　かおり

名桜大学 学長補佐（北部地域教育担当）

高安　美智子
たかやす　みちこ

地域の皆さま

地域住民 各種団体 自治体 産業

名桜大学地域連携機構（運営委員会）

・国際学群 ・人間健康学部 ・附属図書館 ・各センター
・環太平洋地域文化研究所 ・事務局など

①相談

②照会

③連絡・調整 ④申請・依頼

③連絡・調整 ⑤相互連携
直
接
連
携
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②具体的な活動
（1）公開講座、出前講座、学習支援、健康支援、現職教員講習及び高大連携などを推進する。
（2）地域住民に幅広い学習機会を提供し、その活用の促進及び充実を図る。
主な事業は、公開講座、地域出前講座、健康・長寿サポートセンター事業、看護実践教育研究センター事

業、COC ＋継続事業、COI 事業を含めた産官学連携事業の推進、北部教育研修センター事業、自治体職
員の研修、北部生涯学習推進センター施設の管理運営など、地域住民のニーズに応じた生涯学習支援事業で
ある。以下に各事業などについて紹介する。

■公開講座・地域出前講座
公開講座や地域出前講座は「やんばる（沖縄県北部の通称名称）」に位置する大学として、地域に根差し

た研究を地域へ還元する講座、健康スポーツに関する講座や体験学習型講座などを企画している。

■健康長寿サポートセンター長　田場真由美
健康・長寿サポートセンターは、2012 年 12 月、スポーツ・健康科学、看護科学、医科学に関する知見

を応用し、科学的根拠に基づく健康支援活動を 12 市町村の人々に提供するための中核機能を果たすことを
目的として設立した。主な活動として、「ヘルスサポート（健康支援活動）」、「食育活動」、「看護学科学生ボ
ランティア（地域健康支援活動）」などがあり、学生が大学で学んだ専門知識を地域に積極的に健康支援と
いう形で還元（展開）している。本活動は、教員と学生が協働するボランティアである。ヘルスサポートは
カラオケ機能のある JOYBEAT にて脳トレエクササイズ、エアロビックなどの運動指導と健康測定の活動
である。看護学生の活動は、自治会などの「朝市」での健康測定と教員による健康相談である。食育活動は、
地域のボランティアと協同し児童に朝食提供しつつ、食育劇を実施している。さらに、他の健康支援活動へ
の活動補助金で支援している。

■看護実践教育研究センター長　清水かおり
名桜大学を取り巻く「やんばる」は、高齢化に伴う認知症の増加、働き盛り世代の生活習慣病の増加など、

様々な健康課題を有しており、人々が自分らしく健康に暮らせる地域づくりは名桜大学の使命の一つであ
る。やんばるにおける保健・ 医療・福祉関連施設の看護系の人的資源は、やんばる地域の人々が受ける「ケ
アの質」に大きな影響をもたらす。このような背景を踏まえ、看護実践教育研究センターは地域の看護系人

地域の川を利用したナイト・カヌー探検 包括連携協定を結ぶ FC 琉球とのコラボイベント
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材の「ケアの質」向上を図り、やんばるの地に根差したケアの実践と研究、ならびに地域の人々の健康づく
りを継続的に行うことを目的に 2013 年４月に開設した。本センターの具体的な活動は、研修会・研究会、
事例検討会などを企画し、看護職の生涯学習の支援の場を提供することと、やんばるの地に根差したケアリ
ング文化、ならびに社会の発展に貢献する看護系人材養成を目指した事業を行う。また、地域住民に対して
も健康づくりや介護力を高める技術の支援など、お互いに学び合い交流するための「場つくり」の企画・運
営を行っている。

■学長補佐（COI 担当）　花城和彦
沖縄県の平均寿命のランクは悪化して久しく、健康寿命を見ても、特に男性では全国平均以下であり、高

齢者の「健康の質」も良好とは言えない。一方、働き盛り世代の健康状況も悪化しており、労働者の有所見
率は 69.5％（2020 年度）と 10 年連続で全国ワーストである。このような健康課題を踏まえて、名桜大学
では、青森県の弘前大学 COI の連携拠点として、2018 年から「やんばる版プロジェクト健診」を実施し
ている。本事業は、名桜大学と北部 12 市町村の協力自治体による共同プロジェクトを目指して、「社会貢
献」「学生教育」および「研究推進」への寄与を企図するものである。2018 年以降延べ 1,000 人を超える
健診参加者があり、健康への気付きを促す機会を提供している。また、健診データの蓄積により、疾患発症
およびそのリスク因子と生活習慣との関連を明らかにし、疾患リスクに対する予兆法および予防法のモデル
の開発を目指している。

■COC＋継続事業　担当　島康貴
名桜大学では、「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）：2015 年〜 2018 年」にて、地
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方自治体、企業、NPO や中間支援組織な
どと連携し、地域が抱える課題（ニーズ）
を解決するため、産・学・官の協働による
新産業・雇用創出などに資する地域定着・
還元型の教育・研究・社会貢献事業を行っ
た。これらの事業成果を生かすため、継続
事業としてニーズの高かった公開講座を引
き続き開講し、統計入門講座や観光産業活
性化のためのインタープリテーション論お
よび観光英語講座など社会人を対象に開講
している。これらの活動は地域からの協力
で講座の企画から広報まで行ってもらい、
地域産業の関係者が主体となって運営して
いる事業である。

■学長補佐（北部地域教育担当）　高安美智子
北部広域市町村の委託を受け、名桜大学地域連携機構に 2019 年 1 月「北部教育研修センター」が設置

された。本地域は、過疎化による活力の低下、貧困などによる児童生徒の学力問題、教員の確保など、深刻
な課題が山積している。そこで、地域の教育文化の向上を図り、安心して子育てができる教育環境整備が不
可欠となる。授業力の高い教員、心豊かで児童生徒に寄り添い学び続ける教員に、子供たちの未来を託した
いというのが地域の願いである。本センターでは、地域の教育力の向上を図り、北部市町村教育委員会、国
頭教育事務所、名護市立教育研究所などとの連携協力により、児童生徒の学力向上に資することを目的とし
て、教員研修および教員養成講座を行っている。なお現在は、教員を志望する本学学生および地域の受講者
を対象として教員養成講座を主事業として展開し、教員採用試験合格者数を伸ばすとともに、大学のシーズ
を活用した北部地域貢献事業として教育研修センターの実りある運営に努めている。

■自治体研修事業
自治体職員研修の委託事業として、本学教員が講師として研修を実施している。主な研修内容は、メンタ

ルヘルスに関すること、説明力向上研修などである。

■まとめ
地域連携機構では、地域連携事業に関するプログラムの統括と総合窓口としての役割を担い、地域住民の

生涯学習を支援していくと同時に、本学の教育・研究を通して、地域の課題解決に取り組み、地域と共に成
長する大学を目指している。

インタープリテーション論で自然観察する様子
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リポート　

2021 年 6月、福岡県が県南地域である久留米市を中
心に進める「福岡バイオバレープロジェクト」の取り組
みが評価され、国の「地域バイオコミュニティ」第 1号
に西日本で唯一認定を受けた。
本県の認定を受けるまでの取り組み、今後の展望を紹
介する。

■福岡バイオバレープロジェクトの取り組み
福岡県では、2001 年から福岡市、北九州市に次ぐ第

三の都市である久留米市を中心に、バイオテクノロジーを核とした新産業・バイオベンチャーの創出や、関
連企業・研究機関の一大集積拠点（バイオクラスター）の形成を目指す「福岡バイオバレープロジェクト」
を推進してきた。
県南の久留米地域は、もともとオールドバイオと呼ばれる酒や醤油などの醸造産業や医療機関が集積して
おり、バイオ産業の拠点となるポテンシャルを有していることに加え、久留米市の強い協力が得られ、ス
タートさせたプロジェクトである。

バイオコミュニティ形成
に向けた福岡県の取り組み

株式会社久留米リサーチ・パーク 
常務取締役

赤尾　哲之
あかお　てつゆき

福岡県商工部 新産業振興課 
企画主幹

藤田　敏明
ふじた　としあき

・会 員：６91会員（2022.2.10現在、設立時72会員）

福岡バイオ産業拠点推進会議の概要

福岡県バイオ産業拠点推進会議
（福岡バイオバレープロジェクトの推進主体）

・会 長：小林 誠 （元不二製油グループ本社(株) 取締役常務執行役員）
・副会長：永田 見生（久留米大学理事長）、福田 晋（九州大学副学長）
・特別顧問：福岡県知事、久留米市長、九州経済産業局長
・顧 問：（一財）バイオインダストリー協会専務理事 他

【設立】2001年9月
【推進体制】

【事務局】
(株)久留米リサーチ・パーク（福岡県、久留米市が出資する第三セクター）

※専門人材（研究開発、起業、販路開拓、資金調達等）配置

【運営組織】
企画運営委員会
委員長：久原 哲（九州大学名誉教授）
委員：大戸 茂弘（九州大学 副理事）

：内村 直尚（久留米大学 学長）
：初田 寿（福岡県商工部 次長）
：廣松 和美（久留米市商工観光労働部 部長）
：林 宏剛（（株）ボナック 代表取締役社長）
：佐野 賢一郎（（株）ベア・ホールディングス 代表取締役社長）等

※大学、 ベンチャー企業、自治体等から16名で構成
福岡県バイオ産業拠点推進会議

バイオクラスターの確立

福岡バイオバレープロジェクト

l 新規バイオベンチャー、リードベンチャー企業の創出
l バイオ企業・研究機関の誘致・集積
l 産学官研究開発プロジェクトの実施

プロジェクトの支援 対象産業分野

研究開発支援

ベンチャー育成

事業化支援

専門人材の配置

連携・交流

インフラ整備

医薬品
診断薬

治験サービス

【創薬】

DNA・プロテインチップ
試薬

計測技術

【バイオツール】

機能性表示食品
特定保健用食品
栄養機能食品

【機能性食品】

バイオエタノール
バイオマス

【環境バイオ】

バイオベンチャー企業
地域バイオ関連産業産 福岡県、久留米市

九州経済産業局 他官
九州大学、久留米大学、
九州工業大学、福岡大
学、産業医科大学

学

連携

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
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プロジェクトを推進する組織として、産学官連携の「福岡県バイオ産業拠点推進会議」（事務局は株式会
社久留米リサーチ・パーク、以下「KRP」）を設置し、「創薬」「スマートセル」「機能性表示食品」などの
分野を中心に、
①競争的研究費助成などによる「研究開発支援」
②インキュベーション施設などによる「ベンチャー育成支援」
③機能性表示食品開発支援や専門人材（研究開発、起業、資金調達等）による「実用化支援」
④大型展示会出展支援などによる「販路開拓支援」
⑤セミナー開催などによる「人材育成」
など起業から事業化まで切れ目のない支援を行っている。
インキュベーション施設については、KRPで 4棟 77室を安価に提供しており、特に、2021 年 4月に開
設した 4棟目の福岡バイオイノベーションセンターには、創薬やゲノム編集などに対応できる高度な機器
を揃えたオープンラボを設置し、最先端の研究開発を支援する体制を構築している。
また、機能性表示食品開発については、開発相談、目利き調査（論文探索などによる開発可能性の調査）、
研究レビュー作成支援、届け出支援など、相談から届け出まで、切れ目のない支援を行っており、全国的に
も充実した支援との評価を受けている。

■実績
このような支援を進めた結果、プロジェクト開始当初 30社程度であったバイオ関連企業が、現在、200

社を超えるなど、企業集積は順調に進んでおり、創薬をはじめ有望なベンチャーも多数集積している。
また、機能性表示食品開発については、消費者庁への届け出が、東京、大阪に次ぐ第 3位の届け出数を
誇っている。

■バイオ戦略策定
2019 年 6月に「バイオ戦略 2019」が策定され、2030 年のバイオエコノミー社会の実現のための戦略

が示された。その中で、戦略実現のためには「国際バイオコミュニティ圏」が必要とされた。
翌年 6月に策定された、「バイオ戦略 2020」では、バイオコミュニティの考え方に「地域バイオコミュ
ニティ」が加わり、2021 年に「国際バイオコミュニティ圏」に先立ち、公募、認定する計画となった。

主な集積企業

株式会社ボナック 核酸医薬による創薬開発を進めている。COVID-19 治療薬を開発中。

株式会社 HIROTSU バイオサイエンス 線虫を用いたがんの早期発見技術を活用し、がんのスクリーニング検査として事業化。

ＫＡＩＣＯ株式会社 昆虫のカイコの体内で機能性タンパク質を製造させる技術を持つ。COVID-19 ワクチン
を開発中。

エディットフォース株式会社 独自のゲノム編集技術を用いた創薬開発等を進めている。

株式会社ガイアバイオメディシン NK（ナチュラルキラー）様細胞を用いたがん治療薬開発を進めている。

株式会社 CUBIC Stars 細胞透明化技術を用いた先端イメージングシステムの開発を進めている。

農事組合法人福栄組合 はかた地どりの機能性表示食品を開発

新日本製薬株式会社
株式会社愛しとーと
ベストアメニティ株式会社他

多数の機能性表示食品を開発
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本県は、福岡バイオバレープロジェクトの軸足を「クラスターの形成」から「コミュニティ形成」に移し、
さらなるプロジェクト発展を目指してこの「地域バイオコミュニティ」認定に挑戦した。

■地域バイオコミュニティ認定へ
地域バイオコミュニティ認定を目指すうえで、われわれが目標としたのは、「バイオエコシステム」の構

築である。これまでは、研究開発支援を中心にプロジェクトを進め、多くのバイオベンチャーが起業した
が、大きく成長するまでにいたっていない企業が多い。その主な理由としては、大きな成長に不可欠な①資
金調達、②人材確保が関東・関西圏と比較すると難しいことが考えられた。
われわれは、地域バイオコミュニティ認定に向け、これら課題を克服し、多くのベンチャーが福岡の地
で、起業から成長までを持続可能とするバイオエコシステム構築のための必要な施策を検討し、実施可能な
活動計画を策定し、地域バイオコミュニティ認定申請をするに至った。
この活動計画が評価され、2021年 6月に全国で 4カ所、西日本で唯一の地域バイオコミュニティ第 1号
として認定を受けることができた。
この認定を起爆剤として、われわれの強みである創薬、機能性表示食品分野の開発をさらに進めるとともに、
バイオエコシステム構築に向けた新たな施策に取り組み、「福岡バイオコミュニティ」形成を加速させていく。

■今後の取り組み
①組織改編
福岡県バイオ産業拠点推進会議を発展的に再編し、「福岡バイオコミュニティ推進会議（仮）」に改編、強
化する。具体的には、課題である資金調達、人材確保、情報発信などの分野に強くコミットできる組織、人

久留米市を中心としたバイオ産業拠点化に取り組む中で、創薬・医療、食品、スマートセル分野の強みを生かし、社会的課題の解決に資す
る技術を早期に実用化するエコシステムを構築
【体制】
ネットワーク機関： 福岡県バイオ産業拠点推進会議 （事務局：㈱久留米リサーチ・パーク）
〈問合せ先〉 TEL: 0942-37-6124 E-mail: fbv@krp.ktarn.or.jp

主な構成主体： 福岡県、久留米市、九州大学、久留米大学、㈱ボナック 等

【対象市場領域】
❸持続的一次生産システム
❺生活習慣改善ヘルスケア、機能性食品、デジタルヘルス
❻バイオ医薬･再生医療･細胞治療･遺伝子治療関連産業
❼バイオ生産システム

【現状と課題】
l久留米市を中心にバイオ産業拠点化を2001年から推進し、バイオベン
チャーをはじめバイオ関連産業の育成・集積・拠点化が進んでいる
•バイオ関連企業集積：232社（うちベンチャー企業150社）
•新製品開発：155件
•機能性表示食品届出受理：286件【全国3位】
l首都圏等に比してバイオ企業は少なく低給与のため、バイオ人材が首都
圏等に流出しており、魅力的で安定した雇用の場の増加が必要
l九州大学等の研究機関の科学的基盤を基にスタートアップ企業を多く創
出しているが、企業の成長を支える資金調達等の仕組みが不完全
l社会的課題の解決を目指すリーディングカンパニーが育成されている中、
関連バイオ企業の集積が必要

【あるべき姿】
l社会的課題の解決に資する技術を早期に実用化し、社会実装を可能とするヒト・
モノ・カネの好循環を生むバイオエコシステムを構築
l対象市場領域を拡大するとともに、「アジアへの玄関口」の特性を生かした海外展
開や、IT・ロボット等の異分野との融合を実現
l国や他のバイオコミュニティと連携し社会的課題を解決
するバイオコミュニティを形成

【あるべき姿の実現に向けた具体的な方策】
l新たなネットワーク機関の構築による推進体制の強化
⇒ 投資ファンド等の多様なプレイヤーの呼び込み、多様な人材登用とグローバル社会への対応
l対象市場領域の拡大のための研究開発、実証事業等の推進
⇒ 地場産品の高付加価値化に向けた機能性食品開発支援
⇒ 支援体制を活用した医薬品開発（COVID-19治療薬・ワクチン、オーファンドラッグ等）
l国内外から投資を呼び込む環境の整備
⇒ 地域マッチングイベント連携、ローカルアクセラレータープログラム構築、企業情報等発信

【指標】（2030年目標）
p福岡県の市場規模：5,034億円（市場領域③：108億円、
⑤：2,092億円、⑥：209億円、①②⑦：2,625億円）
p温室効果ガス排出量の削減目標：2013年度比26％削
減
pバイオ関連企業増加数：50社
pスタートアップ起業数：15社
pIPO企業数：3社

福岡バイオコミュニティ（概要） 認 定 地域バイオコミュニティ
（令和3年6月認定）

⇒ 企業集積・成長支援を通じた仕事機会・給与
増加による人材集積

⇒ 資金調達や人材交流など、企業の成長段階に
応じた支援

⇒ 健康寿命延長や温室効果ガス削減等に資する
技術を持つリーディングカンパニーを核とした集積
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材を推進会議に取り込む。

②具体的施策
2022 年度から、資金調達環境を整備する第一弾として、起業から資金調達まで伴走支援するバイオ分野
に特化した「アクセラレーションプログラム」をスタートさせる。実績のある投資顧問会社と連携し、大学
等の有望なシーズの早期事業化を後押しする。人材確保については、大学、人材派遣会社等との連携を視野
に、ベンチャーに必要な人材を容易に確保できる仕組みを検討していく。その他、情報発信、異分野融合、
地域間連携、バリューチェーン構築など、福岡バイオコミュニティの発展につながる施策を推進していく。

③将来目標
これら施策を確実に実施し、バイオ戦略の目標である 2030 年のバイオエコノミー社会実現に寄与できる
福岡版バイオエコシステムが構築された福岡バイオコミュニティ実現を目指していく。

福岡バイオコミュニティのあるべき姿

バイオ産業
持続的一次生産システム

（生産の持続可能性確保）3 生活習慣改善ヘルスケア、機能性食品、
デジタルヘルス 5

バイオ医薬･再生医療･6 バイオ生産システム

Start UP
シーズ期

有望なシーズ発掘
Start up支援
事業化支援 など

企業
発展・拡大

グローバル企業
IPO企業誕生
レイター期

人・資金調達の
アドバイス等

企業成長期
アーリー
ミドル期

シーズマネー
提供 人材交流の促進

地域内外の様々な資源
「人材・技術・資金・情報等」を結集

7

JA、
農事法人等

免疫力維持
生活習慣病予防
などの機能性成分

農家消費者 農作物

利益

機能性表示食品

ロボティクス
産業

IT, AI産業
融
合

コホート研究

九州大学
（分析、データベース化） 食品企業

（機能性表示食品開発）

住民の健康増進

生活習慣病予防
免疫力維持 など

発酵・醸造技術

微生物・植物 新材料
（化粧品・アルコール・

燃料 など）

ゲノム編集
技術

機能性表示食品制度を活用した農作物
（生鮮食品、加工食品）の高付加価値化

世界的大型コホート研究データを活用した
地元食品企業による機能性表示食品開発

国産ゲノム編集技術を核とした
スマートセル開発研究基盤

コンソーシアム

院病政行 製薬会社 大学ベンチャー企業

・ボナック核酸を核とした、新興感染
症治療薬コンソーシアム
・オーファンドラッグ開発コンソーシアム
など 新薬

研究開発、製造の
自動化による効率化

IT,AI技術を活用し
たデータベース化、分

析の効率化

バイオエコシステム

核とした医薬品等開発の推進
最新技術を持つリーディングカンパニーを

新興感染症治療薬等開発コンソーシアム構築

(生物機能を利用した生産)細胞治療･遺伝子治療関連産業
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■背景および経緯
青森県は、日本海、津軽海峡および太平洋と三面を海に囲まれ、中央には大型の内湾である陸奥（むつ）

湾を抱えている。東京－青森間の距離よりも長い海岸線（795 キロメートル）を有していることから、古
くから水産業が盛んである。2020 年の青森県の海面漁業・養殖業の総生産は 17万 2491 トンで、全国で
の順位は第 6位となっている＊＊1。養殖事業については、陸奥湾内を中心としたホタテガイの養殖が最も盛
んであるほか、むつ市大畑の北彩漁業生産組合による「海峡サーモン」や青森県産業技術センター内水面研
究所が淡水養殖用に開発した「青い森紅（くれない）サーモン」などブランド化を目指すサーモン養殖の取
り組みが増えてきたところである。
今回紹介する日本サーモンファーム株式会社（青森県西津軽郡深浦町）では、2005 年にグループ会社で
ある株式会社オカムラ食品工業が、デンマークにおいて生食用サーモンの生産を開始したところからサー
モン養殖がスタートしている。2014 年に開始した深浦町、弘前大学地域戦略研究所（旧食料科学研究所）、
オカムラ食品工業の産学官連携によるサーモン養殖実証事業を経て、2017 年には青森県深浦町および今別
町で初のサーモン水揚げを実現している。それを受け、さらなる品質向上と世界への安定供給を目指し、同
年に日本サーモンファームが設立されたところである。現在では、グループ全体で青森県内の中間養殖場と
海面養殖場（それぞれ 3カ所）で「青森サーモン」の養殖を行っている。
日本サーモンファームでは、サーモン養殖に必須である中間育成魚の生産拡大と低コスト化を実現するた
め、少量の水資源で高密度生産可能な日本初となる屋外循環式の大規模中間育成魚高密度生産システムに関
し、弘前大学と連携してサポイン事業（戦略的基盤技術高度化支援事業）に取り組むなど、環境に負荷をか
けることのない大規模サーモン養殖産業の実現を目指している。

■県の実証事業について
県では、IoTをはじめとするデジタル技術で地域課題を解決する実証事業などを通じて、地域産業のデジ

タル化に取り組んでいる。今回紹介するのは、海面をフィールドとする日本サーモンファームの養殖業へデ
ジタル技術を導入し、生産性の向上を図る取り組みである。
海面魚類養殖業では、餌代が支出
の６割以上を占めることが、大きな
課題の一つとして挙げられる。日本
サーモンファームにおいても、適切
な給餌量を把握するため、海面養殖
場におけるサーモンの魚体管理など
について、弘前大学と共同で IT化
の研究を行っている。現状では、サ
ンプリング調査のために定期的に網
ですくい、体長・体高を測定し、測
定した情報を弘前大学にて分析する
ことで魚体重の推定を行っている。

青森県におけるサーモン養殖への
デジタル技術活用について

青森県商工労働部 新産業創造課

小野　進
おの　すすむ

1

←計測機器本体
（船内設置）

振動子

給餌機

給餌パイプ

【参考】
設置時に撮影した
水中カメラの画像

海流の影響等により
生簀は伸び縮みする

生簀モニタリングシステム構成図
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それに加え、水中カメラで生簀（いけす）内部の様子を確認することで、生簀全体の魚体の育成状況を推定
している。しかし、サンプル取得と魚体測定作業は海上で実施していることから、危険を伴う上に非効率で
あるため、より安全かつ効率的な魚体の測定が求められている。
今回の実証は、これらの作業にデジタル技術を導入することで作業量の軽減や効率化を図るためであり、
①�超音波連続送信による魚体測定技術を活用することによる、生簀内広範囲での魚体測定の実現
②�クラウドにデータを蓄積して活用することによる、成育状況の把握と適切な給餌量コントロールの実現
について実証を行った。
具体的には、①は従来の魚群探知機で用いられる超音波による測定技術を改良し、「魚群を探知」するこ
とに加えて、超音波を連続して発信する装置を活用して魚群を構成する「魚の個体」の識別技術について検
証を行った。②は、超音波で測定する「振動子」と送信機能を持つ計測機器本体（船内設置）を防水コード

で接続し、週１回のタイミングで
データを収集して分析を行った。
実証では、2022 年 1 月 25 日～

2月28日にかけてデータを収集し、
成育状況（体長、体高）を確認する
ことができたほか、測定データをク
ラウドに蓄積し、外部から確認可能
な環境を構築することができた。

■今後の展望
日本サーモンファームの海面養殖用の生簀には、常時使用可能な電源およびインターネット環境が整って

いないため、週１回生簀のデータを回収する作業が発生していたが、対応する設備を導入することで、人の
手を介することなく自動かつリアルタイムでデータの収集が可能となる。また、今回の実証では、成育状況
（体長、体高）のデータは測定できたが、実測値と照合する測定精度の検証までは至らなかった。このため、
現在、日本サーモンファームが弘前大学と取り組んでいる研究に今回取得したデータをフィードバックし、
実測値との比較検証を行うことで、より正確な魚体測定が可能となる。
さらに、今回の実証で深度別の養殖魚の分布を把握できたことから、データの収集を進めることで、深度別の
魚体の大きさや、天候・気温などの関係について分析することでさらなる効率化につなげられる可能性がある。

■おわりに
県では、本事業の成果の普及に取り組むことで、地域産業のデジタル化につなげていくこととしている。

また、デジタル技術の活用による新たなビジネスを検討する研究会を設置し、産学官による連携体制のもと
で、ビジネスモデルの検討や事業可能性調査などを実施し、県内事業者による新たな事業展開を促進するこ
ととしている。

＊＊ 1　 青森県の水産業（青森県農林水産部水産局水産振興課）

体高

エコーレベルから
体長を測定

2
魚体測定画面
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ＹＡＭＡＫＩＮ株式会社（以下、ヤマキン）が 2020 年 6 月
に発売した歯科接着用レジンセメント「ＫＺＲ－ＣＡＤ　マリ
モセメントＬＣ」（図１）は、その技術と高知県内での産学官
連携のプロセスおよび将来性を高く評価いただき、2021 年下
半期以降、四国地区で相次いで三つの賞を受賞した。

今回、この製品の開発に至った背景や経過を紹介する。産学
官連携の一例として参考にしていただければ幸いである。

■歯科におけるデジタル技術の応用と課題
歯科医療において、虫歯などによる欠損部の修復には歴史的に金属材料が多く用いられてきたが、近年で

はセラミックスや無機質フィラーと有機質マトリックスレジンの複合材料である硬質レジン、さらに強度
を増したハイブリッド型硬質レジンと呼ばれるものも用いられるようになった。これらの材料は、歯科技
工士が手作業で患者一人ひとりに適した形状に鋳造あるいは築盛して製作するが、2000 年代後半にはハイ
ブリッド型硬質レジンをあらかじめブロック状に硬化させた材料を用い、デジタル技術を応用した CAD/
CAM 機器で機械加工し、口腔内に装着する技術が出現した。

これは CAD/CAM 冠という技術で、厚生労働省により 2009 年に先進医療として認められ、その実績を
もとに 2014 年に小臼歯での使用に限り保険で治療できるようになった。現在では、かみ合わせの力が大き
な第一大臼歯や美観を重視する前歯部にも保険治療の範囲が広がっている。

しかし、CAD/CAM 冠による修復が全国で広く実施されるようになると、治療後の患者の日常生活の中
で、装着した修復物が脱離するトラブルが多数発生していることが知られるようになった。当時の末瀬らの
報告によれば、CAD/CAM 用ハイブリッドレジンブロックに関するアンケート調査＊＊ 1 において、治療後
６カ月間の短期間で、9.0％が脱離し、2.0％が破折していた。換言すると 10 例中１例以上がトラブルを抱
え、そのトラブルのうちの多くが脱離だったことが分かった。また疋田らの報告＊＊ 2 では、初期に発生した
トラブルは全て脱離であった。

CAD/CAM 冠による修復で脱離のトラブルが多い原因をヤマキンで考察したところ、保険導入により
CAD/CAM 冠が急速に普及したにもかかわらず、独特の支台歯形態や接着方法に関する周知不足が多分に影響
していると推察した。医療現場では、治療時間が限られており、装着のための処理の不良が起こりやすい状況
であったと考えられ、これまでの歯科修復物と全く同じように取り扱ったことがトラブルの一因と分析した。

このような背景から、CAD/CAM 冠による修復を歯科医師が安心して行い、新しい技術を広く普及させ
るためには、使用手順がシンプルでかつ接着強さに優れた接着用材料（歯科接着用レジンセメント）が必要
と考えた。

また、従来の歯科接着用レジンセメントの多くは 2 種類のペーストを混ぜて使用するものが多く、当時
の営業担当者らの情報により、手間が気になる、治療時間を少しでも短くしたいという歯科医師のニーズを

高知県の産学官連携で
生まれた歯科用接着材料
「ＫＺＲ－ＣＡＤ
マリモセメントＬＣ」

YAMAKIN 株式会社 
広報マーケティング戦略室 
上席マーケット研究員

（学術広報・IT マーケティング担当）
博士（学術）

佐藤　雄司
さとう　ゆうじ

図１　ＫＺＲ－ＣＡＤ　マリモセメントＬＣ
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把握していた。
こうした課題を解決するため、ヤマキンでは 2016 年に、CAD/CAM 冠に特化した歯科接着用レジンセ

メントの開発プロジェクトをスタートさせた。

■開発プロジェクト
基礎研究を進める中で、表面活性が高いジルコニア粒子を無機フィラーとしてレジンセメントに配合すれ

ば接着強さを強化できるのではないかということが明らかになってきた。
そのジルコニア粒子の配合を検討するまさにその頃、球状多孔質ジルコニア粒子の大量合成を高知工科大

学（高知県香美市）が研究していると知り、共同研究を開始、レジンセメントへの応用を試みた。このジル
コニア粒子は直径が 5 ～ 30nm の無機粒子が凝集し、平均粒子径約 2µm の多孔質粒子構造を有している
ものである（図２）。

この粒子は 2012 年、高知工科大学環境理工学群の
小廣和哉教授が王鵬宇助教とともに、多孔質の二酸
化チタンナノ粒子を超高速で合成できる画期的な手
法を開発したことによって生み出された。従来の合
成方法では複雑な操作が必要で、長時間の反応を要
していたが、本手法は、メタノールに原料のチタン
イソプロポキシドと補助剤のカルボン酸を加え、約
300 ～ 400℃に加熱するシンプルな手法で、合成時
間はわずか 10 分と短時間である。さらにこの手法を

用いて、中心が詰まった中実構造と中心が空の中空構造を作り分けることにも成功し、得られたナノ粒子
が日本の特別天然記念物、阿寒湖のマリモによく似た形をしていることから「MARIMO（Mesoporously 
Architected Roundly Integrated Metal Oxide）」と名付けられた。

この「MARIMO」のジルコニア粒子 1g あたりの表面積は、実に 300m2（テニスコートの 1.5 倍）と大
きく、「MARIMO」を配合した試作品は、比表面積が近い多孔質チタニアや多孔質シリカを配合した試作
品に比べ、ハイブリッドレジンブロックに対し高い接着強さを示した。また、非多孔質ジルコニア（比表面
積 4 ～ 9m2/g）と比較すると、「MARIMO」の特殊な形状が接着強さの向上に寄与することも分かった。
「MARIMO」のジルコニア粒子は平均粒子径が約 2µm であるものの、一次粒子が５～ 30nm と非常に

小さいため、単一で同サイズのジルコニア粒子に比べ光の拡散を抑制できる。そのため、高屈折率を示すジ
ルコニアでありながら、それを含むレジンセメント組成物は非多孔質のジルコニアに比べて優れた光透過性
を示すことから、光重合のみで硬化させることが可能であった。

これらの研究結果から、光重合のみのシンプルな操作で高い接着強さを発揮し、しかも従来品のような 2
種類のペーストを混合する手間を解消する理想的な製品が実現した。医療機器としての認証を受けた後
2020 年 6 月、歯科接着用レジンセメント「ＫＺＲ－ＣＡＤ　マリモセメントＬＣ」として上市に至った。

なお、歯科接着用レジンセメントに「MARIMO」のような表面積の大きなジルコニアを使用する技術は
新規性が認められ、2019 年５月に特許化に至っている（特許第 6533332 号「歯科用接着性組成物」）。

■高知県における産学官連携の成果
「MARIMO」は上述のとおり、高知工科大学にて大量合成方法が生み出されたが、それをさまざまな用

途に応用するには、量産技術を確立する必要がある。その技術開発を、大谷政孝助教（当時）が新たにメン
バーに加わった高知工科大学と宇治電化学工業株式会社（高知県高知市）の共同研究プロジェクトで行っ

図２　「MARIMO」の電子顕微鏡写真
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ており、高知県が支援
し た（ 図 3）。 そ の 成
果として量産化された

「MARIMO」 を、 ヤ マ
キンが歯科用途の医療機
器（材料）に応用し、初
めて製品として実用化し
た。医療機器として必須
である生物学的安全性の評価は、ヤマキンと高知大学医学部歯科口腔外科学講座（高知県南国市）が協力し
て実施した。

このように「ＫＺＲ－ＣＡＤ　マリモセメントＬＣ」はまさに高知県における産学官連携の成果であり、
地方創生モデルの理想形であろう。

■地域での評価と今後の展開
「ＫＺＲ－ＣＡＤ　マリモセメントＬＣ」は、使用手順の簡略化による治療時間の短縮や、治療後のトラ

ブル減少により患者負担の軽減が大いに期待できる製品である。また高知県内での産学官連携により先端技
術を製品実現したことから、地方創生モデルの一例として評価いただき、四国地方で相次いで三つの賞を受
賞した。

・2021 年 10 月
公益社団法人発明協会主催

「令和３年度四国地方発明表彰 四国経済産業局長賞」
・2021 年 12 月

公益財団法人高知県産業振興センター主催
「令和 3 年度 第 36 回高知県地場産業大賞」

・2022 年 2 月
一般財団法人 四国産業・技術振興センター 四国地域イノベーション創出協議会主催

「2021 四国産業技術大賞 最優秀革新技術賞」

本事例は高知県における産学官連携の成功事例であり、企業成長につながる地方の優位性として注目して
いただける実例であろう。

2022 年 7 月にヤマキンは本社を大阪市天王寺区から、研究開発や製造の拠点である高知県香南市に移転
登記する。今後も高知県から価値ある優れた製品を国内に、さらには世界に提供し続ける所存である。

＊＊ 1　 末瀬一彦：保険診療に導入された「CAD/CAM 冠」の初期経過に関する調査研究．日本デジタル歯科学会誌，5，85-93，2015．

＊＊ 2　 疋田一洋，舞田健夫，川上智史，池田和博，斎藤正人，田村誠，小西ゆみ子，神成克映，内山洋一，平井俊博：CAD/CAM 用ハイブリッ
ドレジンブロックにより製作したクラウンの臨床評価．日本補綴学会誌，1，64-70，2009．

図３　産学官連携の枠組み
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海外　Overseas

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）は、インドのDSTと戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）
国際共同研究拠点（インド）などの協力を行っている。インドは科学技術の研究成果が産業界で実用化され
ることを重視しており、JST のパートナーである DST も産学連携のプログラムを運営している。

■技術開発プログラム：Technology Development Programmes（TDP）
DST の主な目的の一つは、様々な分野での技術開発を促進することであり、材料、装置、プロセスを含

む技術開発プロジェクトを支援している。このプログラムは、先進／新興地域と伝統的なセクター／地域の
両方で技術を開発することを目的とした活動を支援する。プログラムの下で、新鮮なアイデア／概念の実現
可能性、有用な技術／製品への潜在的な変換について評価される。
①プログラムの任務

TDP の使命は、技術／プロセス／製品の概念実証について、実際の現場での検証とデモンストレーショ
ンのためのプロトタイプに変換することである。これらの技術の商業化にはさらなる評価／インキュベー
ションが必要であるが、それは技術開発プログラムの範囲に含まれない。プロジェクトの下で開発された技
術の産業界への移転は、原則的には受け入れ機関の責任である。他方で既存の技術に対する段階的な研究開
発の提案の支援について検討している。また、技術開発プロジェクトの一環として、製品およびプロセスに
必要なソフトウェア／ IT の設計および開発に関連するプロジェクトを検討する必要があるが、純粋なソフ
トウェア開発はプログラムの範囲に含まれない。

②プログラムの目的
特定された分野での革新的な技術開発のための研究開発をサポート。既存の技術のパフォーマンスと付加

価値を向上させるための高度な技術の適用を促進。技術開発の分野で能力開発。

③重点分野
高度な製造技術（AMT）／廃棄物管理技術（WMT）／生物医学装置および技術開発プログラム（BDTD）

／デバイス開発プログラム（DDP）／技術開発プログラム（TDP）／電気モビリティ（TPEM）のテクノ
ロジープラットフォーム／科学遺産研究イニシアチブ（SHRI）

④ TDPへの申請の適格者
技術開発作業／プロトタイプ構築を実行するための適切なインフラストラクチャ／設備を備えた学術機関

／登録学会／研究開発機関／研究所で働く科学者／エンジニア／技術者が財政支援を得るために申請可能。

⑤実施の方法
技術開発イニシアチブのエリアの特定。技術開発活動を策定および実施できる専門家および機関の特定。

科学技術ジャーナルへの広告による提案の募集とウェブサイトでの提案募集の開始。
⑥評価基準

提案の関連性と科学的品質。定量化された目標と成果物の明確なステートメントの可用性。開発終了時に
利用可能なオプションを考慮した技術的実現可能性と経済的実行可能性。

インドDST（科学技術庁）の
産学連携プログラム

国立研究開発法人科学技術振興機構 
前インドリエゾンオフィサー

青木　一彦
Kazuhiko Aoki



272022.5　

⑦評価メカニズム
マンデート（業務の委託）に従って、提案の関連性と適合性を評価するための初期スクリーニング。幅広

い協議を促進するためのピアレビュー。財政支援のためのそれぞれのコアグループ（PAC / EAC）による
推奨。

■特許促進プログラム：Patent Facilitation Programme（PFP）
DST は 1995 年に特許促進部門（PFC）を設立し、その後、特許促進プログラム（PFP）の下で、各州

に計 24 の特許情報センター（PIC）を設立し、州レベルでの特許・著作権などの知的財産権（IPR）の保
護に関する支援を行っている。これらの PIC はネットワークを拡大するためにそれぞれの州の大学（IPCU）
に知的財産セルを設立し、現在までに 84 の IPCU が州の様々な大学で設立されている。
①プログラムの目的

研究開発への重要なインプットとして特許情報を提供。学術機関および政府の R&D 機関に対する特許／
IPR の促進。政府への IPR 政策の提言。インド国内での IPR に関するトレーニングと意識向上プログラム
の実施。

②活動の概要
州議会に設立された 24 の特許情報センターへの財政的支援。州の科学技術評議会に設立された特許情報

センターの年次レビュー会議。DST 長官による常設財務委員会（SFC）の開催。各種の意識向上プログラム、
全体ワークショップ、地域ワークショップ、ステークホルダーによる国家の知的財産権政策に対する全国
ワークショップ。

③活動の詳細
・ IP ／特許の円滑化： DST は特許ファシリテーションセンターを通じて、学術機関や政府の R&D 機関に

代わって、インドやその他の国で特許やその他の IPR 申請を提出する。これらの特許および IP 出願は、
弁理士を通じて起草し提出される。また出願費用は DST の担当部門が負担し、特許／ IP 出願は発明機関
の名前で提出される。担当部門は受け取った全ての発明の開示について庁内で特許性の評価を実施する。

・ 特許およびその他の IPR 出願の提出： DST は特許ファシリテーションセンターを通じて、学術および政
府の R&D 機関に代わって特許を出願するために各申請の特許性を評価する。適切であると判断された申
請は、特許出願を提出するために弁理士に送られる。

④ IPR に関するトレーニング
特許ファシリテーションセンターを通じて IPR に関するワークショップを実施し、科学者、技術者、学

者、業界の人々が参加する。また、各州の科学技術評議会および大学の IPR ユニット（IPCU）の特許情報
センター（PIC）の職員を対象とした、IPR および特許に関するトレーニングプログラムを実施する。

⑤ 2016-2019 年の特許出願の促進の状況
特許ファシリテーションセンターを通じて DST は、228 件の新規の特許性を評価した。そのうち 98 件

の申請が適切であると判断され、学術および政府の研究開発機関に代わって特許を出願するために新規の特
許出願の提出書類を弁理士に送付した。2016 年から 2019 年の間の期間での 59 件の特許（53 件のインド
人と 6 人の外国人による）の詳細はウェブサイトで公開されている。
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視点を変える

約30年ぶりに店頭に立って商品を売ることになった。
大学生の頃、食べることが好きな私は新宿のデパ地下で
弁当販売のアルバイトをしていた。足を止めたお客さん
に声をかけるタイミング。年齢層、性別、体形などによっ
てどんな商品をお勧めしたら興味を示すか？　天気や時
間、暦によって人の動きや客層も変わる。そんなことを
考えながら弁当を販売するのはとても楽しく、夢中で
売っていたのを思い出した。

北海道大学の認定商品を、道産食品のセレクトショッ
プのフェアで販売する機会をいただき、開店前の準備や
朝礼にも参加。オープンと同時にシャッターが開いて外
の世界とつながったとき、心地よい緊張感を覚えた。

大学は商品を製造販売することはできないが、認定商
品を開発していただいた企業と試行錯誤し、時に何度も

修正をお願いするうちに、いつの間にか愛着が湧いてく
る。
「手がかかる子ほど可愛い」というが、本当にそうだ

と思う。大学の中にいるとなかなか商品が売れる現場を
見ることはないが、自分が関わった商品が棚に並び、手
に取ってもらえる喜びは、やはり店頭に立たなければ味
わえない。さらには、実際に商品を買って初めて、商品
やサービスの「価値」が実感できるのだと思う。立ち位
置が変わることで見える世界が異なることを忘れてはい
けないと思う。

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

視点：Point of view

産学連携におけるコンカレント開発のための言語化

技術相談に来訪された企業の方から「大学は歩く事典
のような存在だ」と言われたことがあった。「そのここ
ろは？」と尋ねたら、「自分は何から手を付けていいか
分からないまま相談に来てしまったが、研究者は、話の
中のワードを拾い、そのワードに対し、確定している情
報か不確定なものか、注釈を付けながら説明されること
に、事典のように感じた」とのことだった。その方は、
新技術に挑戦しようとしていたが、これまでほとんど大
学との接点はなく、意を決して一報いただいた企業だっ
た。このようなフェーズの技術相談の場では数名の研究
者と対話すると、企業として、これを試したいというこ
とが端的に定まることがある。そして検証する企業、関
連知見を深化させる大学で役割分担が共有され、定期的

な対話を継続するコンカレントな推進体制が合意される
ことが多い。これ以降は、齟齬（そご）のないように書面
的な手続きを迅速に進めることになるが、本格的な共同
研究契約に躊躇（ちゅうちょ）する地域企業は少なくな
い。ここで時間ロスをしないために、最近開設された関
連省庁の知見を集めた「特許庁オープンイノベーション
ポータルサイト」は、PoC（Proof of Concept）取り組
み事例も含まれており支援ツールになると思う。そして、
そのポータルサイトに掲載されている「タームシート」
を活用した言語化は、大学等の「知」に対して社会的な
価値付けする意義が、企業に理解されるものと感じる。

新潟工科大学 地域産学交流センター リサーチ・アドミニストレータ　
髙橋 正子
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