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巻頭言　Foreword

熊平製作所の源流は、1898 年にさかのぼる。金庫の販売を当初の主目的に熊平商店としてスタートし
た。以来 120 年余り、「Security & Safety」をコンセプトとして歩んできた。現在では、ハード面からソ
フト面までトータルなセキュリティ事業を展開している。

ハード面では、社会インフラでセキュリティ空間の形成が必要な所に製品を提供している。金庫設備、書
庫設備、収蔵庫設備などをはじめとする物理的セキュリティ対策を実現する製品が主なものである。ソフト
面では、入退室管理システム、映像監視録画システムなどセキュリティのシステム製品が主なものである。
最近では、クラウドを使ったサブスクリプション方式のセキュリティサービスを開始している。顧客の要望
に応えるべく、セキュリティ運用のサービスのラインアップを今後とも増やしていく予定である。

弊社の製品・サービス開発は、長年蓄積してきたセキュリティのノウハウに依拠している。そして、ノウ
ハウをブラッシュアップすべく、弊社の研究開発担当者は世界の技術情報を日頃から収集し分析している。
また、イノベーティブな製品・サービスは社外との様々なコラボレーションで生まれることが多い。

弊社は、2020 年に「近赤外光スペクトルを用いた液体爆発物検査装置の開発」によって第 45 回井上春
成賞を受賞した。これも大阪大学とのコラボレーションで生まれた。受賞は弊社にとって大変光栄なことで
あった。国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）とのご縁も大切にさせていただく。この検査装置は現
在も製品として進化しており、日本全国の空港や税関、また海外でも採用いただいている。昨年は、東京
2020 オリンピック・パラリンピックにおいても活用いただいた。当製品はセキュリティ対策の一環として
今後とも活用されるシーンが増加すると考えている。

別件では金融機関のビジネスマッチングによって、スタートアップ企業とのコラボレーションも実現して
いる。こちらも今後のイノベーションの種になると期待している。また、弊社がセキュリティの哲学・設計
思想を一定程度構築したことが事業展開の上で重要であった。これには日本の危機管理学の第一人者で、弊
社顧問でもいらした佐々淳行氏によるところが大きい。「悲観的に準備し、楽観的に対処せよ」や後藤田五
訓をはじめとする危機管理の哲学・思想を学ぶことができた。

以上のように随所で弊社にとって有意義な機会をいただいたことは大変ありがたいことであった。多くの
関係者とのコラボレーション、パートナーシップこそがイノベーションの鍵であると確信している。

2022 年春、弊社がその一員であるクマヒラグループの中にイノベーション研究所を設立した。多くのア
イデアや知見を結集して応用し、未来を切り開いていきたい。弊社をはじめ、クマヒラグループが日本に
とってなくてはならないセキュリティの企業グループとして進んでいけるよう、今後とも新しいことにチャ
レンジしていく所存である。

随所にイノベーションの種あり

株式会社熊平製作所 代表取締役社長

熊平　明宣
くまひら　あきのぶ
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■はじめに
弘前大学の所在する青森県は、厚生労働省が 5 年ごとに発表する「都道府県別生命表の概況」によれば、

男女ともに長年にわたり全国最下位（平均寿命が最短）であり、日本一の「短命県」の状況が続いている＊＊ 1。
これは単なる高齢者の寿命の違いではなく、特に働き盛り世代の死亡率の高さに起因するもので、背景には
喫煙率の高さなど不適切な生活習慣の原因となる県民の健康意識（ヘルスリテラシー）の低さが関与してい
ると考えられている。

本学では、この状況から脱却すべく 2005 年から「岩木健康増進プロジェクト」と名付けた地域健康増進
活動を展開し、その一環として毎年 1,000 人超の弘前市民を対象とした大規模合同健康調査を継続して実
施している。

この取り組みをきっかけに 2013 年には文部科学省の革新的イノベーション創出プログラム（COI 
STREAM）の拠点として採択され、今日の活動に至っている。

■岩木健康増進プロジェクト
大規模合同健康調査「岩木健康増進プロジェクト健診」は、地区の大規模な公民館（ホール）で、毎日約

300 人もの医師を含む医療系スタッフが連続 10 日間ほどにわたり、1 日当たり約 100 人、計 1,000 人を
超える住民に対して実施する大規模な住民合同健診（健康検査）である。検査ブース数は例年約50にもなり、
受診者 1 人当たりの健診に
要する時間は平均して 5 ～ 7
時間となっている。新型コロ
ナウイルス感染症の拡大以降
も、リモートや非接触での測
定方法なども取り入れて健診
を継続し、これまで 17 年間
で延べ約 2 万人（小中学生
を含む）の健常人の健康情報

（健康ビッグデータ）を蓄積
し続けてきた。この膨大な超
多項目健康ビッグデータ（約
3,000 項目）は、個人のゲノ
ムから生理・生化学、生活活
動、社会環境に至るまでの広
範囲の内容を包含する網羅的
なデータ構造（図 1）となっ

オープンイノベーションを
基盤としたデータ駆動型
新well-being
社会システムの実現

弘前大学 
健康未来イノベーションセンター

（医学研究科附属） 副センター長 
教授

村下　公一
むらした　こういち

 図１ 　超多項目健康ビッグデータ

【遺伝学分野】

【健康科学分野】

（性別・血圧・体力・肥満・
共生細菌・診療データ）

（労働環境・経済力・学歴）

（ＤＮＡ）

生理・生化学データ

社会環境的データ

分子生物学的データ
1 ゲノム解析 ２ フリーラジカル

医学部各講座、
全学部等が幅広く関与

【人文科学分野】

【社会科学分野】

個人生活活動データ
（就寝時間・会話の頻度・食事・

趣味・ストレス）
プレゼンス

アイデンティティ

1 体格・体組成 2 内臓脂肪 3 体力 4 栄養状態 5 歩行速度
6 巧緻性検査（ペグボード）7 重心動揺検査 8 歩行分析（アユミアイ）
9 筋力 10 骨密度・骨代謝 11 関節 12 頸椎MRI 13  肝・胆
14 内分泌 15 消化器系 16 呼吸器 17 心臓（心エコー）
18 脈管（動脈硬化）19 腎 20 視力・眼底検査写真 21 聴力検査
22 泌尿器 23 神経内科 (認知) 24 神経系 25 皮膚科診察
26 アレルギー 27 口腔衛生 28 腸内細菌 29 呼気ガス 30 微量元素
31 アミノ酸分析 32 脂肪酸分析 33 ペントシジン 34 ホモシステイン
35 アディポネクチン 36 レプチン 37 セロトニン 38 コルチゾール
39 PAI-1 40 フィブリノゲン 41 FDP 42 エクオール 43 メタボローム解析
44 免疫・炎症 45 酸化ストレス（ビタミン、カロテノイド、8-OHdG）

①①

②②

③③

④④
1 職業・学歴：農家etc 職業別METs- 中卒・高卒・大卒
2 家族：同居人数、配偶者の有無
3 日常生活の状態等（会話、就業状況、年金受給状況、社会関連性、
生活時間など）

1 転倒 2 睡眠 3 食事 4 口腔ケア状況 5 飲酒
6 喫煙 7 病歴・服薬 8 服用コンプライアンス
9 生殖、母子手帳
10 生活の質QOL:SF-36（身体機能、日常役割機能（身体・精神）、
体の痛み、社会生活機能、全体的健康感、活力、心の健康）
11 PHCS:自覚的健康管理能力（ヘルスプロモーションを主眼とした健康関
連習慣や健康関連行動の変容に関する評価指標）
12 ボディーイメージ 13 民間医療利用

※岩木ビッグデータではひとりの人間の分子生物学的データから社会環境的データまでをすべて関連づけた網羅的解析が可能

ほぼすべての関係者が
集結する『場』

医学部各講座、他学部(人文･理工
他)、他大学・研究機関、公的機関、

企業、自治体、市民

一つの測定項目と他の2-3000項目
との関連性が検討できるメリット！

例)1,000名の腸内細菌データだけでは
大きな意味を持たないが、2-3,000項目
との関連性ではイノベーティブな知見をも
たらす。
⇨ 性、年齢、肥満、体格、体力、動脈硬
化、喫煙、飲酒、食生活、運動、便通、口
腔内細菌、口腔環境、ピロリ菌、認知症、
糖尿病、高血圧、アレルギー、肝機能、腎
機能、心機能、肺機能、睡眠、微量元素、
呼気ガス、免疫能、ストレス、ロコモ、メタボ、
好中球機能、リンパ球、サイトカイン、ビタミ
ン、ホルモン、脂肪酸、アミノ酸、服用薬剤、
泌尿器疾患等との関係が明らかになる。

Iwaki Pure Big Data

※15年間実施し延べ“約2万人”以上。H28-29は別途65歳以上高齢者2.4千人対象とした認知症健診も実施。

【岩木プロジェクトデータ項目(2-3,000)】

《分野・領域横断的な研究体制》

《構造イメージ図》
分野の垣根を越えた

多因子的解析を可能にする網羅的データ
2-3,000項目 x 1,000人 x 16年

世界的に類をみない、健康人の超多項目健康ビッグデータ
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ている。このように全身健康（機能）
に関するあらゆる内容を包含する網
羅的なデータ構造、項目数・対象人
数の多さは世界的にも類例がなく、
本拠点の大きな特長であり、優位性
となっている。健診の参加者はほと
んどが健常者であり、健診により得
られるデータが健常者の「健康情報」
である点も大きな特長である＊＊ 2。

2013 年 に 文 部 科 学 省 の COI 
STREAM の拠点に採択されて以
降、花王株式会社、ライオン株式会
社、味の素株式会社、明治安田生命
保険相互会社、カゴメ株式会社など
多様な業種の企業や大学、研究機関
など、約 80 機関がプロジェクトに

参画し、超多項目健康ビッグデータの解析を通じて得られる疾患予兆法の開発、予兆された因子に基づく予
防法の開発などの研究課題に戦略的に取り組んできた（図 2）。

■超多項目健康ビッグデータ
岩木健康増進プロジェクト健診により蓄積された本拠点の超多項目健康ビッグデータの解析は、学内ほぼ

全ての医学系講座および学部が参加しているほか、京都大学、東京大学、東京大学医科学研究所、名古屋大
学、東京医科歯科大学などの生物統計、臨床統計、バイオインフォマティクス、人工知能（AI）の第一級
の専門家がビッグデータ解析タスクチームを結成して解析にあたっている。加えて参画企業や研究機関など
からも多様な分野の専門家が一大集結し、互いの強みを生かしながら戦略的アライアンスの下実施しており
一大健康研究プラットフォームが構築されている。

成果の一つとして近年、糖尿病をはじめ 20 種以上の主要疾患の発症を高精度で予測できる（AUC0.8 以
上）画期的な疾患発症予測モデル（AI）が創出されつつある。AUC とは Area Under Curve（曲線の下
の面積）のことで、縦横 0.0 ～ 1.0 の間の ROC 曲線の下にある領域の面積を指す。AI 技術の一種である
機械学習と階層ベイズモデリングを組み合わせることで、個人の健診データに基づき、個人個人に最適で効
果的な健康改善プランを提案する AI の開発に成功し、本研究成果は「Nature Communications」のオン
ライン版に掲載された＊＊ 3。また内臓脂肪と腸内細菌の関係についての共同研究においては、性別にかかわ
らず腸内細菌ブラウティア（Blautia）菌を多く持つ人の方がより内臓脂肪面積が少ないことを初めて発見
するなど、データの解析から数多くの知見も得られている＊＊ 4。

また、岩木健康増進プロジェクト健診で蓄積した超多項目健康ビッグデータをハブとして、全国各地で実
施されているコホート研究をはじめとする各種の健康・医療データと連携することで、新たな研究・成果に
つなげる取り組みも主体的に推進している。非常に厳格な個人情報管理システム運用の下、京都府立医科大
学（京丹後長寿コホート）、九州大学（久山町研究）、名桜大学（やんばる版プロジェクト健診）、和歌山県
立医科大学（和歌山ヘルスプロモーションスタディ）、それぞれの健康データと連携・包含して解析を実施
しており、全国縦断的なデータ連携基盤が構築され、相互補完的な連携解析や比較分析などが進行してい
て、大学間の戦略的データ連携が着実に形成されている。

 図２ 　弘前大学 COI 拠点における研究開発の概要
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岩木健康増進プロジェクト
1人あたり2-3000項目の超多項目健康ビッグデータ

50年以上に及ぶ世界的な九大･久山町研究

腸内細菌

認知症

いきいき健診プロジェクト
65歳以上高齢者2400人の健康データ(認知症)
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「健康づくり×健康寿命延伸×まちづくり」に経済活動(BIZ)を合体・融合させ、“真の社会イノベーション”を創造する

※研究フィールド「青森県」は日本一の短命県:課題先進地域

『AI等最先端科学研究(超多項目健康BD解析)』 × 『地道な健康教育･啓発活動(環境づくり)』の融合

《ヘルスケア分野に革新をもたらす３本の戦略的研究課題設定》
Ⅰ 健康ビッグデータを用いた

疾患予兆法の開発
Ⅱ 予兆因子に基づいた
予防法の開発

Ⅲ 認知症サポートシステム
(意思決定支援)の開発

弘前大学が保有する世界無二の超多項目
健康ビッグデータで、予兆から予防､行動変
容までトータルでの革新的な研究開発を行う。

健康人の2-3000項目健康ビッグデータをもつ
弘前大学だからこそできる革新的チャレンジ!

口腔内細菌

生活習慣病

弘前大学COI拠点の全体像
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■�オープンイノベーション体
制の構築
本拠点では、一般市民や地元中小

企業・金融機関・大手企業を含む産
学官民金の全てのステークホルダー
が一体となり、それぞれの活動を多
様に展開し、健康研究および健康増
進活動のオープンイノベーション・
プラットフォームをリアルに構築し
ている（図 3）。参画企業との連携
では、多数の共同研究に加えて、
2022 年 4 月現在、学内に 15 の共
同講座を開設し（図 4）、超多項目
健康ビッグデータをベースに課題解
決に向けて取り組んでいる。花王、
味の素、サントリー食品インターナ
ショナル株式会社、明治安田生命などをはじめ、大手有力企業などの共同研究講座開設による大型研究開発
投資導入に成功し、現在年間約 3 ～ 5 億円の民間資金獲得を達成し、強固な産学連携研究ネットワーク基
盤を確立した。

継続的、自発的に多種多様なイノベーションを生み出す『COI拠点』をめざす
〈弘前COI：「認知症・生活習慣病研究とビッグデータ解析の融合による画期的な疾患予兆発見の仕組み構築と予防法の開発」〉

産・学・官・金・民連携で､強固なオープンイノベ推進体制を構築

① ビッグデータを用いた疾患予兆法の開発
② 予兆因子に基づいた予防法の開発
③ 認知症サポートシステムの開発
④ COI拠点間健康・医療データ連携推進

《健康研究の総合的プラットフォーム》

●新事業創出支援
●健康づくりの支援

●シーズの創出
●学術的知見の提供

●健康づくりの普及・促進

学

※COIプロジェクトでの成果を最大限活かす(P2評価:S+)

健康リーダー
健康サポーター
食生活改善推進員etc

官

民

連携
連携

連携 連携
(注)弘前COI拠点全体の参画企業･機関すべて含む

青森県
弘前市
久山町 / 京丹後市
青森県の40市町村
（健康宣言都市）/
青森県産業技術センター/
産業技術総合研究所/
医薬基盤・健康・栄養研究所
/理化学研究所

弘前大学
九州大学/京都府⽴医科大学/名桜大学/
和歌山県⽴医科大学/東京大学/
京都大学/名古屋大学/青森大学/
東京医科歯科大学/名城大学
中央大学/ 慶應義塾大学/
京都府⽴大学/志學館大学/ 

公⽴はこだて未来大学/ 徳島大学/
同志社女子大学

※Post COI見据え、
さらに体制を増強中

●新事業・雇用創出産
マルマンCS/東北化学薬品/テクノスルガ・ラボ/
栄研/イオン東北/カゴメ/エーザイ/花王/協和
発酵バイオ/ライオン/オムロンヘルスケア/ベネッ
セコーポレーション/シスメックス/ヒューマン・メタ
ボローム・テクノロジーズ/日本コープ共済/クラ
シエＨＤ/ローソン/楽天/サントリー食品インタ
ーナショナル/アツギ/ハウス食品/ファミリークッ
キングスクール/大塚製薬/ミルテル/明治安田
生命保険相互会社/ファンケル/青森銀行/みち
のく銀行/味の素/大正製薬/シルタス/ICI

京都銀行/ベネッセスタイルケア/IIJグローバル
ソリューションズ/三井住友信託銀行/大日本
印刷/住友林業/みずほ情報総研 /エルブズ/
マネーフォワード/京都信用金庫/SOMPO未
来研究所/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/伊
予銀行/住友生命保険/みずほ銀行/京セラコ
ミュニケーションシステム/第一生命保険/アスコ
エパートナーズ/第一フロンティア生命保険/東
京海上日動火災保険

金

※他参画調整中多数

 図３ 　強固なオープンイノベーション推進体制の構築

 図４ 　15 の共同研究講座

※多くの企業研究員が大学に常駐し、強固な連携基盤(共同研究環境)を構築

野菜生命科学講座
カゴメ株式会社

2018年1月1日～
2023年12月31日

・認知症やメタボリックシ
ンドローム等の慢性疾患
の予防・改善において野
菜摂取が寄与する科学
的エビデンスの獲得と作
用機序の解明と、野菜
摂取量を増やすための
社会的な仕組みづくりの
開発を目的とする。

・健康ビッグデータの解析によ
り水分摂取と水分の体内動
態と健康状態の関係を明ら
かにし、短命といわれる青森
県民の疾病予防・改善につな
げ、最終的には国民全体の
健康の維持・増進への貢献を
目指す。

ウォーターヘルス
サイエンス講座

サントリー食品インター
ナショナル株式会社

2017年11月1日～
2023年10月31日

フローラ健康
科学講座

テクノスルガ・ラボ
株式会社

2018年4月1日～
2022年3月31日
・弘前大学が実施してき
た「岩木健康増進プロ
ジェクト」等のビッグデー
タを基に、ヒトの健康寿
命・ＱＯＬの向上に貢
献するための研究、特に
腸内フローラおよび口腔
内フローラに着眼した研
究を推進し、研究成果を
社会に還元することを目
的とする。

健康と美 医科学講座
アツギ株式会社

・「岩木プロジェクト健診」
の健康に関するビッグデー
タを活用し、健康であるか
らこそ出来る“美しい装い”
から、着る人を自主的な健
康管理に導くことを目指し
研究を行う。特に、外見的
な特徴である肥満に着目し、
①体形の見える化（デー
タ化）、②補正下着の着
用、③健康教育（栄養・
運動）、④生活習慣の改
善 の4つのプロセスを研
究することで、健康増進に
最適な手段を検討する。

2018年6月1日～
2021年5月31日

QOL推進医学講座
クラシエホールディングス

株式会社

2018年4月1日~
2023年3月31日

・冷えとフレイルに関連
する研究を起点に超多
項目健康ビッグデータ
活用による未病状態の
改善を目的として活動
を行うことで、ヘルスケ
アに関わるイノベーショ
ンを日々の暮らしへ取
り入れることを提案、
QOL向上を推進し続
けることを目指す。

食と健康科学講座
ハウス食品グループ本社

株式会社

2018年6月1日~
2021年5月31日

・食生活と様々な健康指標
との関連性を解明し、健康
寿命延伸につながる食習慣
を明らかにしていく。特に近
年の超高齢社会において、
認知症といった疾患や、さら
にはフレイルと呼ばれる虚弱
状態が問題となっており、こ
うした社会課題に対してエビ
デンスをもとにした食のスタ
イルを提案していく。

フレイル予防学
研究講座

株式会社ファンケル
2019年5月1日～
2022年4月30日
・自律神経関連項目を
測定し、得られたデータを
総合的に解析することで
フレイルの病因を解明し、
予防方法を構築する。特
に一般住民における全体
的健康度とフレイルとの
関連の検討を行うととも
に、健康やフレイルに良
好な影響を与える食生
活・生活習慣の探索を
進める。

オーラルヘルスケア学
講座

ライオン株式会社

2016年5月1日～
2022年3月31日

未病科学研究講座
明治安田生命保険

相互会社
株式会社ミルテル
2019年1月1日～
2021年12月31日

・データの解析を通じて、
テロメア・多健康関連指
標と未病の関係を明ら
かにし、「未病」に着目し
た疾病予防、早期発見
の具体的教育・普及対
策を提案していく。

・医学・歯学の連携に
より、口腔・睡眠と全
身健康の関係を解明
する
・「口腔機能」「睡眠」
を維持・改善し、生活
習慣病の予防に繋が
る製品・サービスを創
造する

2021年6月現在

アクティブライフ
プロモーション学研究講座

花王株式会社

2016年12月1日～
2022年11月30日

・生涯にわたり“動けるから
だづくり”をサポートするた
めの“健康を科学する”研
究を推進する
・弘前大学と連携した総
合的なヘルスケア研究の
更なる強化により、 “よき
モノづくり”を行ない、「清
潔」「美」「健康」「高齢化」
などの分野で社会的課題
解決に貢献する。

2017年12月1日～
2022年11月30日
・弘前大学が実施してきた
健康増進プロジェクト等で
得られた情報などを活用し、
人の健康寿命・QOLの向
上に貢献するための研究、
特に女性の健康寿命・
QOLの向上に貢献するた
め、エクオールに着眼した
研究を推進し、研究成果
を社会に還元し、最終的に
は青森県民の健康増進に
貢献するとともに、世界に
先駆けた最新の情報と解
決策を国内外へ発信する
ことを目指す。

女性の健康推進
医学講座

大塚製薬株式会社

メタボロミクス
イノベーション学講座
ヒューマン・メタボローム・
テクノロジーズ株式会社

2019年5月1日～
2022年3月31日
・「心と身体の健康増進」
「疾患の超早期予知・予
兆」に資するバイオマー
カーの探索と、将来の疾
患リスク予測モデルの構
築と実用化に向けて、メタ
ボロミクスのオミックスデー
タを解析し、心身の健康
および疾患の早期発見に
つながる予測モデルを構
築する。

先制栄養医学講座
協和発酵バイオ
株式会社

・健康ビッグデータを
活用し、健康の気づき
となる検査指標（体
力、栄養、血管、免
疫 など）と必要な啓
発手法の開発を行い、
寿命革命への貢献を
目指す。

2017年2月1日～
2022年1月31日

プレシジョン
ヘルスケア学講座
大正製薬株式会社

2021年4月1日～
2024年3月31日
・「岩木健康増進プロジェク
ト」のビッグデータを活用し、生
活者個々の体質や状態に寄
り添ったソリューションに関する
研究・社会実装を通
じて、青森県民の健康寿命の
延伸・ＱＯＬの向上に貢献す
るとともに、健康と美を願う生
活者のより豊かな暮らしの実
現に貢献することを目的とする。
かぜ・疲労・毛髪領域の症状
における生体関連因子の関
係性解明を研究課題として、
解析研究を推進する。

・ビッグデータを基に、生体
のアミノ酸を中心とする代謝
産物によるリスク解析や、介
入試験結果による健康寿命
延伸年数の統計解析等の
デジタル技術を駆使し、日
本の高齢者の課題や生活
習慣病の予防につながるソ
リューションを開発し、生活
者の健康増進／栄養改善
の貢献を図る。

2020年4月1日～
2025年3月31日

デジタル
ニュートリション学講座
味の素株式会社

有力企業からの大型投資が本格化(15共同研究講座)

・医学・歯学の連携
より、口腔・睡眠と全
身健康の関係を解明
する
・「口腔機能」「睡眠」
を維持・改善し、生
習慣病の予防に繋が
る製品・サービスを創
造する

※上記の他にもD社・S社･T社・N社・M社など参画企業(約40社)からの新規投資多数予定
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特 集

■健康増進に向けた社会環境づくり
本拠点では、住民の健康増進に向けた社会環境づくり（ソーシャルキャピタル醸成）を重要視しており、

ヘルスリテラシー改善のため、一般市民を巻き込んで健康教育・啓発を推進している。
活動例に、青森県内 40 全ての市町村の首長による「健康宣言」の実施、青森県医師会附属「健やか力推

進センター」の健康づくり活動の一端として「健康リーダー」の育成、各教育委員会と連携した小中学校で
の健康教育の実施などがある。企業の健康経営支援には、青森県の働き盛り世代の健康づくりを目的に、従
業員の健康管理を経営的視点から戦略的に実践する「健康経営」に取り組む県内事業者を「青森県健康経営
事業所」として認定する独自の制度を創出した。同制度は従業員の健康増進に資するのみならず、経営面で
のインセンティブも付与しており、中小事業者を含め全県的に取り組みが広がっている。

■新行動変容プログラム「QOL健診」
本拠点では、長年にわたりわが国の健康・医療に貢献してきた従来型の健康診断をさらに補完・増強すべ

く、新行動変容プログラム「QOL（生活の質）健診」の開発に取り組んでいる。この健診の最大の特長は
健診受診後の「健康教育（啓発）」に重点を置いている点で、「健康教育」に機軸を置くことにより、ヘルス
リテラシーを向上させ、健診後の行動変容を促すことを目指す戦略的な取り組みである。

従来型の健診では結果の通知に時間を要すること、受診者にとってはなじみのない専門用語での説明、通
知後の支援が受診者個人に委ねられ
ていることなど、結果を手にした受
診者が生活習慣改善（行動変容）を
起こすに至るまでに難しい側面が
あった。この要因の一つに、受診者
が行動変容を起こすためのヘルスリ
テラシーを保持しておらず、自身の
健康を“自分ごと化”しにくいこと
が挙げられるかと思われる。

このため本拠点では従来型健診を
さらに補完することを目的に、これ
までのノウハウや知見を凝縮した新
行動変容プログラムとして、「QOL
健診」の開発に取り組んでいる。こ
の健診の特長は、検査項目を「メタ
ボリックシンドローム」「ロコモティ
ブシンドローム」「口腔保健」「うつ病・認知症」の四つの重要領域に絞り込み、健診当日約 2～3 時間程度
で健診の実施・結果通知、その後の目標設定をし、行動変容に向けた健康教育までを一気通貫で完結させる
コンパクト型のプログラムパッケージである（図 5）。

測定には本拠点の参画企業が開発した最先端のデバイスも随時採用しており、拠点の超多項目健康ビッグ
データ解析などの研究成果を反映して、随時更新していくことが可能となっている。例えば内臓脂肪では、
従前は測定の際に接触して計測していたが、新しい技術の導入により受診者の体の前面と側面をスマート
フォンなどで写真撮影するのみの簡易かつ非接触の方法により、かなりの精度で内臓脂肪量を推計すること
が可能となるなど、随時デジタルトランスフォーメーション（DX）技術の導入を進めている。

併せて「QOL 健診」の実施後に、さらに行動変容を強化していくことを目的に、簡易に操作できるデバ

聞き取り調査
①既往歴・家族歴、②食生活、③運動習慣、④喫煙、⑤飲酒、⑥睡眠・休養、⑦便通・排尿習慣、⑧服薬状況など

①メタボ、ロコモ、口腔保健、うつ病・認知症の重要4テーマを総合的に健診する
②半日(健診は約2時間)で終わる → そのためには検査結果を即日還元
③健康教育(啓発)に力点を置く

弘大COI:新型健診検討PT（COI×健やか力推進センター×健診センター(協力：四師会)）

迅速な測定結果(2hr後には本人に詳細結果フィードバック)

簡易型・包括的人間ドック

単なる病気の判定ではなく、
その後の行動変容につながる
“健康教育・啓発”

受診者

※必須項目(共通)＋オプションOP(選択)

①うつ度：CES-D
②認知機能：MMSE

うつ病・認知症

①骨そしょう症：骨密度
②筋減弱症：体力測定

ロコモティブ
シンドローム

歯周病・う蝕
：口腔健診

口腔保健

新型健診
の特徴
(ポイント)

①肥満度：体組成
②高血圧：血圧測定
③脂質異常症：ｺﾚｽﾃﾛｰﾙなど
④糖尿病：HbA1c、血糖など
⑤動脈硬化：PWV、ABI測定

メタボリックシンドローム

※健康意識(興味･関心)が低く､まだ症状がない住民(生活者)こそ真のターゲット

健診データを使ってその場で“健康教育”を行う
メタボ、歯科口腔、ロコモ、うつ病・認知症、三大生活習慣病、健診、運動・飲酒・喫煙などの生活習慣

ICT活用で後日もケア → いつでも、どこでも、だれでもできる
《Comprehensive＆Educational Health Check(CEHC)》

※健康増進アプリは世の中に数多くあるが、真に行動変容までつなげられる総合的仕組み(プログラム)は未だ存在しない。

※本年度から『青森県総合健診センター』の事業として位置付け、まずは青森県内で本格展開開始

COIのあらゆる成果を集約:『新･行動変容プログラム:QOL(啓発)健診』

 図５ 　新行動変容プログラム「QOL 健診」
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イスなどを使用して体組成や血圧などを測定し、定期的なセルフ健康チェックを行うことにより受診者自身
が自分の健康状態を客観的に知ってもらう「セルフモニタリング」を支援し、フォローアップの健康教育も
実施している。

これまで「QOL 健診」と「セルフモニタリング」をパッケージ化して展開し、成果も上がってきている。
受診者のヘルスリテラシーが男女共に上昇、医療費の削減の推計、食事（タンパク質、食物繊維の摂取量）
や肥満指数（BMI）、体脂肪率、筋肉量、血圧、各値の改善など、主要な健康指標の改善が認められている。

この「QOL 健診」「セルフモニタリング」は SDGs への貢献を見据え、日本国内にとどまらずアジア諸
国を中心とした世界への展開も目指しており、2018 年度には健康診断が国の制度的にも義務化されている
ベトナム社会主義共和国での展開のため現地調査を開始し、2019 年には独立行政法人国際協力機構（JICA）
の「草の根技術協力事業（草の根協力支援型）」としての採択も受けた。最終的には得た知見を基に、周辺
の開発途上国はじめ世界に普及展開していくことを目指している。

■おわりに
COI の拠点に採択されて以降、様々な取り組みを展開してきたところであるが、青森県は最新の平均寿

命ランキング（2017）において、男性の平均寿命の伸び幅が全国 3 位に浮上した＊＊ 5。また、2010 ～
2016 年の健康寿命の伸び幅も、男性が第１位、女性が第７位と成果を上げ＊＊ 6、他にも、がん検診率や運
動習慣、血圧など多くの主要健康指標において改善傾向がみられたところである。

以上本拠点では、地域の産学官民が一体となって健康ビッグデータと最新科学がもたらす「健康長寿社会」
を達成し、社会課題解決「短命県返上」と地域経済活性化の同時実現を目指し、引き続き活動を展開してい
く。 最 終 的 に は、 複 数 の SDGs、
SDG3（すべての人に健康と福祉
を）、SDG4（質の高い教育をみん
なに）、SDG9（産業と技術革新の
基盤をつくろう）、SDG11（住み続
けられるまちづくりを）などへの貢
献につなげていきたい（図 6）。ま
た、サイバー空間（仮想空間）とフィ
ジカル空間（現実空間）を高度に融
合させたシステム構築（デジタルツ
イン）により、そこに住み、日々の
生活を通して知らず知らずに自然に
健康的になれるような社会環境など
を総合的に整備・構築し、経済発展
と社会的課題の解決を両立する

「Society 5.0」の世界観の実現に向
けて、今後もチャレンジし続けたい。

＊＊ 1　厚生労働省「平成 27 年都道府県別生命表の概況（2017 年 12 月 13 日）」
＊＊ 2　Nakaji, S., Ihara, K., Sawada, K. et al.: SAGE Open Med 9: 1-13, 2021.
＊＊ 3　Nakamura, K., Kojima, R., Uchino, E., et al.: Nat Commun 12: 3088, 2021.
＊＊ 4　Ozato, N., Saito, S., Yamaguchi, T. et al.: NPJ Biofilms Microbiomes 5: 28, 2019.
＊＊ 5　青森県健康福祉部「平成 27 年青森県版生命表の概況」（2017 年 12 月）
＊＊ 6　厚生労働科学研究「健康寿命及び地域格差の要因分析と健康増進対策の効果検証に関する報告」（2016 ～ 2018 年度）
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 図６ 　SDGs への貢献
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■センターの設立
次世代のモビリティ用パワーソースの研究開発拠点として、千葉大学大学院工学研究科（当時）に「次世

代モビリティパワーソース研究センター」が 2013 年 4 月に設置された。センター長は筆者で、専任准教
授 1 人を採用した（現在は工学研究院の兼担）。他に特任教授 2 人、特任准教授 1 人、特任助教 3 人、特任
研究員２人、他大学の専任教員 7 人に客員教授（兼担）をお願いしている。また、経済産業省拠点予算（イ
ノベーション拠点立地推進事業先端技術実証・評価設備整備等事業）に千葉大学の提案が採択され、新たな
建物と先端設備が 2014 年 5 月に完成した（写真 1）。

本センターでは、オールジャパン体
制での産学官連携によるエンジンなど
動力源の共同研究と人材育成を行うた
め、関連大学、研究機関、企業が共同
研究を行うために連携している。本拠
点が企業のサテライトオフィスやサテ
ライトラボの役割を果たし、講義期間
中であっても大学院生の中長期のイン
ターンシップを可能としている。大学
院博士前期／後期課程学生を対象に
OJT（職業教育）を含む「エンジンベ
ンチマーク」を開講している。

研究面では、千葉大学発ベンチャー
企業の株式会社サステナブル・エンジ

ン・リサーチセンター（千葉市）の主催する研究開発コンソーシアム（これまで 9 回実施）に参加・協力
するとともに、外部の大学や機関と連携している。コンソーシアムで得られた成果は、参加会社で製品の実
用化の際に反映されている。

大型先端設備を充実させるため、文部科学省の 2013 年度大学教育研究基盤強化促進費事業に申請・採択
された。この事業は、わが国の基幹産業である自動車産業の国際競争力強化のため、オールジャパンの産学
官連携体制の下、ミッションの再定義で評価された千葉大学の強みである「自動車用パワーソースの教育研
究拠点」の整備を進め、グローバル化に対応した産業力強化人材育成のための実践的教育基盤システムを整
備するもので、日本の大学で初めて本格的なシャシーダイナモシステム（写真 2）が本センターに 2014 年
度末に整備された。これを使って、実車両の燃費や排ガスを台上で世界的に調整された自動車の試験方法で
ある WLTC のように決められた走行パターンで測定するとともに、実車に排ガス計測装置（PEMS）を搭
載して実走行での排ガス計測（RDE）も行った。この設備は現在も稼働率が高く、多くの企業や大学との
共同研究に使用されている。当初は排ガス規制対応やハイブリッドエンジン開発に関する需要が多かった
が、最近は電動化や自動運転に伴うデータ取得やモデル化のための検証実験が増えている。

次世代モビリティ
パワーソース研究センター 千葉大学大学院 工学研究院

教授

森吉　泰生
もりよし　やすお

 写真１ 　センターの建物外観（一部二階建て総床面積 674㎡）
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■具体的な研究内容
当初はエンジンの熱効率を改善できる高過給ガソリン燃焼方式や圧縮着火燃焼（HCCI）方式の可視化な

どによる現象解析、課題抽出と数値解析による現象の定量的解析を行った。その後、車両実走行時における
車速などの環境情報を記録しておけば、走行時の排ガスや燃費の定量的な予測が可能となるモデルの開発、
応用を行ってきた。

内閣府の戦略的イノベーション創造プログラ
ム SIP「革新的燃焼技術」へ参画し、ガソリン
機関のノック現象の解明やモデリングの研究、
ディーゼル機関の噴射率制御が燃焼特性に与え
る影響の調査、超希薄燃焼時に燃焼のサイクル
変動が生じる原因の調査と対策法の提案、過給
機のモデル化のための基礎的な計測、モデル
ベース開発（MBD）を行うための 1D モデルの
開発などを行った。各省庁の競争的予算（国立
研究開発法人科学技術振興機構（JST）の A- 
STEP、環境省の二酸化炭素低減、国土交通省
の実走行時の排ガス試験法提案など）、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）の省エネ予算などを獲得し、共同研究の推進と研究設備の拡充を進めてきた。

最近では、世界最高レベルの高効率高負荷運転を本研究センターに設置した大型ガスエンジンで実現した
ことが、2020 年 1 月 27 日付け NEDO、サステナブル・エンジン・リサーチセンターのプレスリリース「エ
ンジン出力の大幅増加によるガスコージェネの発電効率向上に期待」で報道された。自動車用内燃機関技術
研究組合（AICE）や自動車用動力伝達技術研究組合（TRAMI）、石油連盟、一般社団法人日本自動車工業
会（自工会）などとの共同研究も他大学と一緒に行っている。研究手法として、まず問題となっている現象
を可視化などで明らかにし、その原因をシミュレーションで定量的に予測している。これにより、MBD を
可能としている。

これらの研究・開発の一部は、サステナブル・エンジン・リサーチセンターと共同で行っている。大学と
会社が共同研究講座の契約を行い、大学の先端設備や教員・学生も参加して共同研究やコンソーシアム活動
を主催し、成果を挙げつつ研究者の育成も行っている。

■カーボンニュートラル社会を目指して
2050 年にカーボンニュートラルを実現する政府の方針が示され、動力源としてのエンジンの必要性の議

論が盛んになってきた。乗用車はバッテリー式電気自動車（BEV）にすれば走行時のCO2排出はなくなるが、
発電時、バッテリーの製造・リサイクル時に発生する CO2 を考慮すると、現状ではハイブリッド車を普及
させた方がライフサイクルでの排出量は少ない。さらにリチウム、コバルトなどの電池に不可欠な鉱物資源
が不足すると考えられており、課題は山積みである。そこで、風力発電などからのグリーン電気から水素や
液体燃料を合成する燃料（e-fuel と呼ぶ）を使うエンジンの研究や、二酸化炭素回収・貯留（CCUS）を
組み込んだライフサイクルでの CO2 削減が可能な動力源の研究を行っている。欧州では 2035 年までにエ
ンジン車は製造中止とする方針も示されている。これはこれまで燃費や排気の継続的な規制をしてきたにも
かかわらず、実走行時の燃費や大気汚染が大きく改善されず、自動車会社への懲罰的な意味も込められてい
ると聞く。これに対し、日本では燃費や排気の規制に比例して、実走行時の燃費や道路沿いの大気汚染は着

 写真２ 　シャシーダイナモシステム
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実に改善されてきた。自工会の豊田会長からは、今すぐに BEV 化するのは問題が多いことに証拠を挙げて
説明しており、理解が進みつつあると思う。

エンジンの魅力は低コストで、高価な鉱物資源を多く必要としないことである（もう少しコストをかけて
良ければ、燃費はさらに向上する）。ライフサイクルで CO2 排出量を規制した上で、BEV とエンジン車が
競い合い、消費者が最終判断をすべきであろう。そのためには、まだまだエンジンの研究を絶やしてはいけ
ないと考えている。将来、水素インフラが整えば、水素エンジンは走行時の CO2 排出もゼロにすることが
可能となる。短距離走行には BEV、長距離トラックは燃料電池自動車（FCV）、その中間はハイブリット
とすみ分けが進むと考えられる。

同時に、ライフサイクルでの車両からの一酸化窒素（NO）や粒子状物質（PM）などの有害物質や CO2

排出量を削減するには、図 1 に示すように、IoT とつながる V2X（車とさまざまなものをつなぐ通信技術）
を踏まえた交通流の中での車両のゼロエミッション化の研究を行う必要がある。交通流の最適化モデルや制
御手法に関する論文は多く見られるが、実証がなされていない。新たなテーマとして、実証方法も含めて国
際的なイノベーション課題として計画を始めたところである。

 図１ 　車両のゼロエミッション化の研究
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■活動の背景・目的
北陸大学経済経営学部山本ゼミ（3年・4年）では、環境犯罪学・犯罪機会論を学び、小学生を対象とし

た「地域安全マップづくり」や地域防犯に関するプロジェクトを実施してきた。2019 年度からは、金沢市
菊川町公民館の依頼により、金沢市菊川町・新竪町エリアにおいて、地域住民との協働体制のもとで地域安
全マップづくりや地域防犯活動を行ってきた。
本ゼミは、警察官や自治体職員を志望する学生が多く参加している。授業外活動も多いが、学生たちの参
加意欲が高いのは学生自身のキャリア意識とも関わるからだと推測される。
菊川町・新竪町エリアは、小学校の統合により子供たちの通学路の変化および広域化が起きており、安全
に関する不安が保護者や地域住民に生じていた。また、防犯ボランティアの高齢化や後継者不足、同地域の
高い空き家率などが要因となり、住民の体感治安の低下も懸念されてきた。そこで、地域安全マップづくり
を通して小学生の防犯知識を高めるとともに、地域全体の安全安心まちづくりや持続可能なまちづくり活動
につなげていくことをゴールとして設定した。

■活動内容
①地域安全マップづくり
これまで 3年間にわたって、地域
安全マップづくりを菊川町公民館と合
同実施してきた（図 1）。地域安全マッ
プとは、立正大学小宮信夫教授が
2002 年に考案したフィールドワーク
型防犯プログラムである。子供たちは
危険な場所（犯罪者が犯行場所として
選ぶ可能性のある場所）や安全な場所
（犯罪者が犯行の実行を避ける場所）
に関するキーワードを学んだ上で、グ
ループになってフィールドワークを行
い、危険な場所や安全な場所を発見
し、その場所の特徴を記録する。その後、収集した情報を地域安全マップとして模造紙にまとめ、発表す
る。一連のプロセスを通じて、子供たちは危険な場所と安全な場所を発見できる能力を身に付け、犯罪に対
する抵抗力を身に付ける。
2019 年度は 20人の大学生と 30人程度の小学生、それに 20人程度の地域関係者が参加し、菊川町公民
館で地域安全マップを作成した。
2020 年度と 2021 年度はコロナ禍のさなかであり、地域住民との対面での協働は困難であったが、オン
ラインツールであるMiroやウェブ会議ツールであるZoomを活用するなど、デジタルトランスフォーメー

地域防犯推進プロジェクト
―地域安全マップづくり 北陸大学 経済経営学部

教授

山本　啓一
やまもと　けいいち

 図１ 　菊川町・新竪エリアで実施した地域安全マップづくり

「地域安全マップづくり」のプロセス

①事前指導 ②フィールドワーク

③マップづくり④発表
2019年８月実施 菊川町公民館・新竪町公民館合同実施
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ション（DX）化が大きく進展し
た。2021 年度は、オンデマンド
型動画教材を学生たちが作成し、
それをもとに地域の住民や小学生
がフィールドワークを行い、その
成果を Zoomで発表する形式を
とった。動画コンテンツには、留
学生が中心になって作成した英語
版もあり、在留外国人小学生に対
しても防犯知識を提供できるよう
になった。
オンデマンド型動画は一部を手

直しするだけで様々な相手に提供できるメリットがある。2021 年度には、金沢市立城南中学校からの依頼
により、全校集会で生徒全員が視聴できるオンデマンド動画を提供した（図 2）。中学校ではその後フィール
ドワークを行い、生徒の作成した内容をもとに中学校版地域安全マップを作成し、全校生徒に配布すること
になった。また、富樫公民館からの依頼により、富樫小学校 4年生全員を対象とした地域安全マップづく
りも実施した。その際にもオンデマンド動画を活用することで、従来の方式に比べて効率的に実施できた。

②地域防犯に関するプロジェクト
2019 年度と 2020 年度は、地域安全マップに登場した危険箇所をゼミの学生が再度点検し、地域住民を
対象とした公民館の「土曜講座」において調査箇所に関する改善策を発表してきた。2021 年度は、ゼミの
学生グループによる地域防犯に関する研究活動を行った。高齢化が進み従来型の防犯ボランティア主体によ
る見守り活動が持続困難になる課題に対して、4グループは地域防犯活動をアップデートする新たな方法を
提案した。具体的には次の 4点である。

（１）�公民館を含め、より広範囲な組織間・団体間の連携を推進することで、従来の防犯活動の持続可能
性を高める。

（２）�今後開発が進むと期待される歩行者用ドライブレコーダーなどを活用することで、子供に対する声
掛けなどの前兆事案への抑止効果が期待できる。

（３）�啓発動画を作成し、YouTube などで配信することで、より効果的に防犯啓発活動を行うことがで
きる。

（４）�「ゾーン30プラス」のような新しい交通事故防止対策には犯罪抑止にも効果的な内容が含まれており、
そうした点に着目することで防犯と交通事故防止の両立を図った活動が可能となる。

これらの 4点に関しても、「土曜講座」において学生が発表を行った。2021 年度は、ゼミと公民館の連
携活動が大学コンソーシアム石川（石川県内の国公私立大学の連合体）の地域課題研究ゼミナール支援事業
に採択され、2022 年 2月に実施された「大学・地域連携アクティブフォーラム」でも、学生が成果発表を
行った。

■成果
これまでの活動の成果としては 3点指摘できる。

 図２ 　事前学習用オンデマンド動画
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第 1 に、公民館との共同実施に
より地域住民との連携がスムーズに
進展したことである。金沢市の公民
館は、「金沢方式」とも呼ばれるこ
ともあり、独自の財源と地域住民と
の強いつながりを持っている（例え
ば成人式は公民館単位で実施され
る）。公民館が地域住民に呼び掛け
ることによって、様々な地域活動を
行っているキーパーソンが地域安全
マップづくりに参加することにな
り、参加層が大きく広がった。
第 2に、3年間という期間を通し
て継続的に地域安全マップづくりを
行ったことによって、地域住民が犯罪機会論の理解を深め、危険箇所の改善に主体的に関わろうとする意識
が生まれたことである（図 3）。例えば「危険」と指摘された場所が公園や行政が管理する施設であれば、
公園の植栽の伐採や施設の出入り口の境界を封鎖するなどの措置を行政に依頼することが何度も行われた。
その他の危険箇所に関しても、空き家が取り壊され、放置されていたプランターなどが片付けられるといっ
た変化が起きたときに、地域住民がすぐさま発見し、その情報が公民館に寄せられるようになった。「地域
を見る目」が高まっており、地域住民の防犯意識は着実に向上したといってよい。
第 3に、地域住民と大学生との交流が深まることにより、学生の活動が地域に受け入れられたことであ
る。地域住民からは「Miroの活用やYouTubeで視覚に訴えるなどのまとめ方に得難い体験ができた」、「学
生たちが自分たち以上に地域を知る活動ができていて、地域住民への説得力があり納得できた」と評価され
るようになった。

■課題および今後の方針
今後の課題は 3点ある。
第1に、防犯分野以外の分野への拡大である。近年では、防犯分野はまちづくりや地域コミュニティ活性

化などと密接に関連すると捉えられるようになっている。本ゼミのこれまでの活動においても、交通事故防
止策との共通点が見いだされている。そこで、2022 年度は防災教育にも分野を広げ、地域と協働で菊川町
版「防災すごろく」の開発を行うこととした。
第2に、公民館とゼミという2者の協働は進んだものの、地域の他の団体や組織との連携が未発達であっ
た点である。そこで 2022 年度は、小学校の授業と連動する形で、地域安全マップづくりと防災教育をゼミ
で担当することとした。また、中学校においても連携を模索することとなった。
第 3に、コロナ禍において、学生と地域住民の直接的な交流が十分に実現できなかったことである。
2020 年度は、地域住民と学生は屋外でのみ共同作業を行い、室内ではZoomを介したコミュニケーショ
ンを行うことしかできなかった。2021 年度もほぼ同様であった。そこで 2022 年度には、公民館において
実施される防災講座に学生も参加し、年間を通じて地域住民との協働を重視することとした。
さらに今後の方向性としては、空き家問題、環境問題、DX推進など、地域コミュニティの持続的発展と
の関連性を意識しながら課題発見・課題解決のプロセスにつなげる取り組みとしたい。将来的には、地域防
犯の領域を広げ、新たなテーマの開拓へとつなげることとしたい。

 図３ 　地域の要望によって改善された危険箇所
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■プロジェクトの概要
ひとり親家庭が抱える「子どもの自然体験の不足と、保護者の自分らしい生き方の創出」というニーズに

対して、金沢学院大学芸術学部広根ゼミは、こども食堂と連携して、自然体験や文化体験を包括した「アー
トワークショップ」を開催した。子どもには、普段の学校生活や家庭生活では体験したことのない、新しい
発見ができるようなプログラムを実施。ひとり親には、コロナ禍における精神的な負担の増加に対して、自
分らしく生きることや人生の楽しみを感じてもらえるような、つながりと癒しの機会を提供した。
本稿では、石川県内の国公私立大学の連合体である大学コンソーシアム石川が主催する、地域課題研究ゼ
ミナール支援事業（地域共創支援枠）採択事業として行った、これらの取り組みについて紹介する。

■背景と目的
全国のこども食堂の数が、2012 年に発足して以来、最多の 6,000 カ所に上ったことが支援団体の調査で

判明した。一方で、石川県内のこども食堂の数は、昨年度より 4割近くも減少しており、全国で最も減少
率が高い。このような中、金沢市大桑町の「おおくわこども食堂」を利用する母子家庭の保護者から、「子
どもが休日に自然体験や文化的体験をすることができない」、「母子だけではやってみようと思えない」、「す
でにある体験教室は料金が高くて参加できない」という声が上がっていた。また、子どもだけではなく、母
子家庭・父子家庭の親自身にも、無縁社会を払拭（ふっしょく）し、つながりが実感できる機会が求められ
ていた。
金沢学院大学芸術学部は、1年次に芸術全般の基礎を学んだ上で、2年次以降、絵画・造形・デザイン・
映像・メディアの五つの分野の学びを柔軟に深化させるカリキュラムをとっている。実践的な専門教育で
培った「芸術マインド」を備えた学生を、実社会の様々な分野に輩出している。ここでの「アートワーク
ショップ」は、デザインや映像を学ぶ学生が在籍するゼミの特性を生かし、以下を念頭に企画した。
・季節の行事と連動して年 3回、夏・秋・冬に開催
・子ども（夏）・親子（秋）・親（冬）と対象範囲を変えて実施
・近年癒しの素材として注目を集めている羊毛フェルトを導入

■地域課題研究ゼミナール支援事業
地域課題研究ゼミナール支援事業は、大学の専門性と学生の創造力を地域課題の解決および活性化に結び

付けるとともに、学生と地域の協働の推進を目的としている。地域団体が提示した課題に対して、大学ゼミ
が提案内容を記載した申請書を提出。その後、審査によりマッチングが決定する仕組みである。これまで、
まちづくり・観光・産業・文化・福祉など幅広い分野への支援実績があり、以下の 2枠がある。地域とと
もに、課題の分析を通して地域活性化策の提案に取り組む活動を対象事業とする地域課題発掘枠と、地域と
ともに、課題の解決に向けて実践的に取り組む活動を対象事業とする地域共創支援枠である。
2021 年度は、合わせて 17件の事業が採択され、地域共創支援枠の 1事業として、おおくわこども食堂
と金沢学院大学芸術学部広根ゼミのマッチングが成立し、3年計画で活動を開始した。

こども食堂と連携
「アートワークショップ」で
体験の格差改善を目指して

金沢学院大学 芸術学部 
准教授

広根　礼子
ひろね　あやこ
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■活動のながれと連携
「アートワークショップ」の企画・運営の全ては、学生が主体となって行う。企画内容が整った時点で、
おおくわこども食堂と打ち合わせを行い、募集に関する広報物（図 1）を作成。おおくわこども食堂は、
SNS（Facebook・Instagram・ジモティーなど）による告知と、活動時の食事提供を担当した。

■活動内容
①�夏の「アートワークショップ：
ペイントTシャツづくり」
　対象：子ども
　2021 年 8月の開催に向け
て、準備、募集ともに順調に
進んでいたが、石川県発令の
新型コロナウイルス感染症ま
ん延防止等重点措置の適用を
踏まえて、やむなく開催中止
とした。
②�秋の「アートワークショップ：
ひつじのアート体験」
　対象：親子
参加人数：37人（ひとり親家庭 8世帯 23人、山立会 2人、こども食堂 3人、学生 8人、教員 1人）
　2021 年 8月、会場となる石川県白山麓、吉野谷ふれあい交流センターおよび山立会の運営する放牧場
の視察兼打ち合わせを行った。9月、おおくわこども食堂とオンラインミーティングにて企画の検討を重
ねた。
　10月 10日午前、ひつじのふれあい体験（写真 1）、午後、羊毛フェルトのワークショップを開催した。
募集要項には子どもの対象を「小学 3〜6年生」としていたが、未就学児から中学生まで幅広い年齢の応
募があった。家庭によっては、兄弟を預けてのイベント参加は現実的ではないと判断し、全て受け入れ
た。おおくわこども食堂は、お昼にラ
ム肉のカレーライスを提供、フードバ
ンクの食材配布も行った。
③�冬の「アートワークショップ：オーナ
メントづくり」
　対象：親（小学生の子ども同伴可）
参加人数：32 人（ひとり親家庭 7世
帯 15 人、こども食堂 2 人、学生 14
人、教員 1人）
　2021 年 9月、会場となる金沢学生
のまち市民交流館の視察を行った。町
家建築の学生の家と、大スペースの交流ホール、この 2カ所の会場をどのように使用するのが良いか、話
し合いを重ねた。
　10月、秋の「アートワークショップ」において集中力に差のある幅広い年齢の子どもに対応した経験
から、メイン作品の他に、短時間で完成するサンタクロースやトナカイの折り紙も追加した。親の負担軽

 図１ 　募集に関する広報物

 写真１ 　ひつじのふれあい体験
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減のため、午前と午後の 2部構成の導
入を決めた。
　11 月、おおくわこども食堂とオンラ
インミーティングを複数回開催。親担当
チームと子ども担当チームに分かれて担
当作品の試作、クリスマスらしい作品持
ち帰り用袋を準備するなど最終調整を
行った。
　12月 12日、学生代表の挨拶と参加者
による自己紹介の後、親と子どもは分か

れて活動を開始。親は羊毛フェルトで鏡もち（写真 2）、子どもはペーパークラフトのクリスマスリース
を制作し、最後に家族単位で作品発表を行った。おおくわこども食堂は、親の癒しの一助を担うお茶とお
菓子の提供および午前の参加者にはお弁当、午後の参加者にはフードバンクの食材を配布した。

■成果
「アートワークショップ」の実践内容は、展示パネルと動画にまとめて、2021 年 11 月、石川県デザイン
展に出品し評価を得た。秋・冬共に「アートワークショップ」は、意義ある試みとして新聞報道された。
2022年2月26日、地域課題研究ゼミナール支援事業の活動成果発表会「地域連携アクティブフォーラム」
がオンライン開催された。1組 15 分の持ち時間で、8分の学生プレゼンテーションの後、審査員からの質
疑応答で進行した。地域共創支援部門の 12事業中、本取り組みが優秀賞に選ばれた。
おおくわこども食堂代表、土井氏からは、「ゼミの専門性を生かした魅力的な企画により、ひとり親家庭
に充実した体験を提供することができた上、新たな家庭とつながる機会も得た。また保護者のアンケートか
ら、体験プログラムの満足度が高く、学生への評価も高かった」というコメントが届いた。

■今後の展望
金沢市子どもの貧困対策基本計画には、金銭的な理由で、博物館・科学館・美術館などに行く機会を持て

なかった相対的貧困層の子ども（小学５年生）が、20%いると記載されている。文化的な体験は、ひとり
親家庭にとって金銭的・時間的制約から機会が限定されている。この「体験の格差」を課題と捉え、美術館
での展示鑑賞を計画している。コロナ禍における閉塞感の中、保護者に対する「リフレッシュとつながり」
の機会提供も充実させたい。
連携先に関して、今年度は金沢市全域のこども食堂に関わる方々との協働を、次年度以降は、石川県全域
のこども食堂にネットワークを拡大することが協議されており、新たなひとり親家庭に向けて機会の提供を
図っていきたい。また、コロナ禍のこども食堂が抱える環境問題（弁当ケースの脱プラスチックなど）につ
いても改善策を提案していきたい。
活動に参加した代表学生は、「課題解決のために、大学で学んでいる専門知識を生かし、地域の方々と協
働した活動は、今後、自分の財産となる貴重な経験だと思う」と話してくれた。本活動は、SDGsの課題で
ある「4，質の高い教育をみんなに」や「10，人や国の不平等をなくそう」にも貢献しており、活動を通して、
学生たちの自律性と対人関係における感受性が培われた。引き続き「アートワークショップ」の場で生まれ
る、参加者と学生間のコミュニケーションがもたらす意識の変化について考察し、次の活動へとつないでい
きたい。

 写真２ 　親は羊毛フェルトで鏡もち
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■はじめに
近年、地域の複数の大学・自治体・産業界等が組織の垣根を越えて恒常的に連携協力を行う「地域連携プ

ラットフォーム」を設立する動きが活発になっている。福岡市を中心とするエリアにおいても、2019 年 5
月に「福岡未来創造プラットフォーム」が正式に発足した。本プラットフォームには、福岡都市圏に立地す
る国公私立の 15 大学、福岡市、福岡商工会議所、福岡中小企業経営者協会の 18 機関が参画し、福岡の大
学とまちの未来創造に共同で取り組んでいる＊＊ 1。本稿では、本プラットフォームの設立の経緯や現状など
について紹介する。

■設立の背景
本プラットフォームは、2018 年 2 月に福岡大学から福岡市に提案を行い、両者の共同の下、設立に向け

ての準備が進められた。福岡大学がプラットフォーム設置構想を提案するに至った背景として、次のような
考えがあった。いずれも少子化・人口減少などの大学を取り巻く状況の変化に直面する中、大学がいかに存
続できるか、知の創造と人材育成の拠点としての社会的な責務を果たし続けることができるかという問題意
識が根底にあった。

①大学と地域の相互発展
大学と地域は相互発展の関係性にある。2000 年代以降に大学の社会貢献が教育・研究と並ぶ「第三の使

命」に位置付けられ、様々な専門家や学生が集積する大学は地域の再生や活性化を担う「知の拠点」として
の役割が期待されるようになった。大学側にとっても、18 歳人口の減少に直面し大学経営が厳しくなる中、
自前の資源だけでなく、地域の多様な主体とパートナーシップを結び、地域の資源や活力を取り込みながら
教育・研究・経営の高度化を図っていくことはますます重要になっている。大学が立地する地域に多様な人
材が集積し、経済・社会・教育・文化活動が活発に行われているかどうかは、将来の大学の発展や存続に大
きく関係する一方、個別の大学ごとの地域連携では地域全体の発展につながる規模の取り組みができない。
そのため、福岡市を中心とするエリアの複数大学・自治体・産業界が同じテーブルに着き、これからの大学
と地域の在り方について共に考え、未来創造に取り組むプラットフォームを構築する必要があると考えた。

②知のネットワークの構築
今日の大学は歴史的に大きな転換期を迎えている。大学はもはや内的な資源だけで発展していくことはで

きず、大学の外の世界、とりわけ大学が立地する地域との関係性の中で新しい大学の在り方を再構築する必
要に迫られている。伝統的な大学像を超えて、未知の、まだ形が定まっていない未来の大学の在り方を地域
や社会との関係性の中で模索していかなくてはならない。このような前例のない挑戦は、一組織の限られた
人材だけでは遂行することはできない。また今後の大学では教員や職員の人員数はますます少なくなり、余
力もなくなってくることが予測される。そのため、今のうちに近隣の大学・自治体・産業界との間で様々な
レベルでの知のネットワークを構築し、予測困難な状況下においても組織の垣根を越えた多様な視点から共

福岡未来創造
プラットフォーム 福岡大学 社会連携センター 

助教

山田　雄三
やまだ　ゆうぞう
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通の課題や未来創造について共に考え、より良い答えを導き出すことができる関係性を整えておく必要があ
ると考えた。

③資源の共有化
大学が地域や社会の中で期待される役割が広がる一方で、今後大学の財政規模は縮小し、経営はますます

厳しくなっていくことが予測される。このような中、大学の機能を低下させることなく、従来以上に発展さ
せるためには、自大学以外の機関との間で資源の共有化や業務の共同化（物品やサービスの共同調達、業務
の共同化、施設・設備の共同利用、クロスアポイントメント制度などでの人材の共有、科目の共同開発や共
同開講など）を進め、経営の強化や効率化に取り組んでいく他に活路はない。そのため、課題を共有する近
隣の大学および自治体や産業界とともに資源の共有化や業務の共同化の実現に向けて準備を進め、できると
ころから実績を積み重ねていく必要があると考えた。

以上のような考えは、福岡大学が 2009 年ごろから地域連携事業を積極的に推進し、また文部科学省の
「地域再生人材創出拠点の形成」事業（2006-2010 年度）や「地（知）の拠点整備事業」（2013-2014 年度）
などへの申請に取り組む中で練り上げていったものである。また、2017 年度から私立大学等改革総合支援
事業に「タイプ 5 プラットフォーム形成」が新設されたことは、プラットフォーム設置構想を実現に移す際
の学内外での強い説得材料となった。

■プラットフォームのビジョン
本プラットフォームは、福岡都市圏の大学・自治体・産業界が相互に資源を共有しながら、大学とまちの

振興に一体となって取り組むことを目的としている。そのビジョンとして、次の三つを掲げている。

１．若者が集積し、成長し、活躍する活気と魅力あるまちづくりの推進
２．多様な人びとが豊かな学びを通して活躍できるダイバーシティ社会の推進
３．大学・自治体・産業界の垣根を越えた知的・人的交流の促進と高等教育機能の向上

福岡都市圏では、「西部地区五大学連携」、「東部地域大学連携」、「地下鉄七隈線沿線三大学連絡協議会」、
「南区大学連絡会議」、「大学ネットワークふくおか」などのコンソーシアムは存在していたが、単位互換制
度や共同企画の実施など部分的な連携にとどまっていた。本プラットフォームでは、大学がまち全体の未来
について考えるようになったこと、自治体や産業界が大学の在り方について一緒に考えるようになったこ
と、その共通のビジョンの実現のために産官学が密な関係性の下で共に行動するようになったことが、従来
の大学間連携や産官学連携から新しい段階に入ったと言える。

■プラットフォームの取り組み
本プラットフォームでは、ビジョンの実現に向けて、五つのワーキンググループ（以下、WG）を組織し、

活動に取り組んでいる。WG ごとに「幹事校」と呼ばれる担当校を定め、会議の開催、事業計画の策定、
事業の企画・実施などの取りまとめを行っている。本プラットフォームの加盟機関は、希望する WG に適
切な人員を送り、事業に参画している。各 WG は大学・自治体・産業界から集まった 10～15 人ほどの構
成員により運営されている。
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上記の WG の各テーマと取り組みを設定するにあたって、プラットフォーム加盟機関の間で福岡都市圏
の大学を取り巻く現状と課題や、地域における大学の役割や強みなどを掘り下げながら、検討を進めていっ
た。結果、①多様な地域からの若者の流入を促進すること（学生募集 WG）、②地域の未来を担う人材を育
成すること（地域人材育成 WG、生涯学習 WG）、③福岡のまちで育った人材がその後定着すること（地
元就職定着 WG）は、大学とまちの未来の発展に関わる最重要のテーマであることが確認された。加えて、
これらの各テーマは、大学の機能面としても、今後は個別の機関ごとではなく、大学・自治体・産業界など
の地域のステークホルダーが共同で取り組むことで、コストの低減を図りつつ、従来以上に高い成果を生み
出す可能性があると考えられる。

また、本プラットフォームでは、大学・自治体・産業界の連携と交流の促進自体を目的とした WG を設
置していることは特徴の一つであると言える（大学・自治体・産業界交流 WG）。大学・自治体・産業界の
組織の垣根を越えた関係性を構築できるかどうかが、本プラットフォームの肝であり、成否の決定要因にな
ると考えたため、このテーマに特化した WG を設置するに至った。この WG では、産官学間の対話や学
びの場づくりや、資源の共有化の推進など、「組織の垣根を越える」ことを目的に新しい関係性や仕組みづ
くりに取り組んでいる。

■生まれてきた変化
本プラットフォームでは設立から 3 年が経つ中で、個別の事業ごとの成果のほかに、幾つかの興味深い

変化が生じてきている。

①大学・自治体・産業界の間で日常レベルでの組織の垣根を越えた関係性が生まれてきている
プラットフォームに関する事業以外でも、他の加盟機関から業務の方法や仕組みを学んだり、新しい連携

事業を提案したり、人材を紹介してもらうなど、困ったときに日常的に相談できるネットワークとして機能
し始めている。これは、これまで福岡都市圏の各機関で見られなかった新しい関係性であると言える。組織
間での会話量も増え、様々な情報交換が起こるとともに、従来のように長い時間をかけて交渉しなくても、
日常の関係性の中で必要な支援を受けたり、新しい連携事業を生み出すことができるようになってきている。

②プラットフォームが人材育成の場になっている
各 WG では、大学・自治体・産業界の構成メンバーが協力して、福岡の大学とまちの未来創造につなが

る様々な事業の企画や運営に取り組んでいる。その多くはこれまで前例のない取り組みであることから、各

ＷＧ名 幹事校 ミッション 主な取り組み（一部）

学生募集WG 福岡歯科大学 高校生に選ばれる「大学のまち福
岡」の学生募集・PR事業の推進

○学生広報活動チームの構築・運営
○広報媒体・イベント等の共同開発・実施

地域人材育成ＷＧ 福岡工業大学 福岡の未来を担う大学生の育成
○福岡未来創造プログラムの共同開発・実施
○�地域の活性化に取り組む大学生のネットワー
クの構築

地元就職定着ＷＧ 九州産業大学 若者の地元就職定着の促進 ○地元就職定着に資する事業の共同開発・実施
○起業・創業人材の育成支援

生涯学習ＷＧ 西南学院大学
多様な人びとの学びと活躍の機会
の充実を通したダイバーシティ社
会の推進

○�生涯学習・リカレント教育プログラムの共同
開発・実施

○生涯学習環境の充実に向けた調査・実証実験

大学・自治体・
産業界交流ＷＧ 福岡大学　　 大学と地域の相互発展に向けた産

官学の交流・連携の促進
○対話と交流の場づくりの推進
○資源の共有化・業務の共同化の推進
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WG の活動のプロセスそのものが社会人の PBL（課題解決型学習）として機能していると言える。一つの
目標に向けて、産官学の構成メンバーが意見を出し合い、密に議論を重ね、事業を創出していくプロセスの
なかで、組織の垣根を越えた広い視点から前例のない事業にチャレンジできる新しい人材が育ってきている。

③プラットフォームが試行や実験の場になっている
本プラットフォームでは、現場で生まれたアイデアや気づきをシームレスに実施できるように、各 WG

に事業の企画から実施までの意思決定の大部分が委ねられている。そのため、仮に自組織内で実施する場合
は承認を得るまでに相当の時間と労力を要するような事業であっても、プラットフォームでは WG の構成
メンバーの同意と協力があればすぐに実行に移すことができる。この特徴から、各 WG では現状の大学か
ら一歩先んじた実験的な取り組みが起こってきている（福岡都市圏 12 大学合同のオンライン進学説明会の
開催、大学生と一緒に教育プログラムの開発に取り組む試み、まちのオープンスペースを活用した生涯学習
プログラムの共同実施、対話と学びをテーマにした１カ月間にわたるイベントの開催など）。さらに、これ
らの試行から得られた知見やノウハウを自組織の事業に取り入れる動きも見られるようになった。

■課題
一方で、プラットフォームを運営する上で、様々な課題にも直面している。本稿では、紙面の都合上、重

要と考える課題を一つだけ紹介したい。
プラットフォームの意義や目的をどのように共有し、継承していくか。これはプラットフォームの存続に

関わる最重要の課題であると考えている。先述のとおり、プラットフォームの取り組みは、従来の伝統的な
大学像を乗り越える新しい試みである。そのため、なぜプラットフォームが必要なのか（その前段階として、
なぜ他機関との連携が必要なのか）は、個々人の大学に対する考え方、大学と社会を巡る現状の理解や危機
意識の度合い、他機関との連携の経験の有無などによって捉え方は様々である。かつて全国で大学間のコン
ソーシアムが乱立し、その多くが形骸化していった経験と重ねて、最初は懐疑的な反応を示す人も多い。本
プラットフォームでは、設立時のメンバーの間ではその意義や目的について議論を重ね、深く共有すること
ができていたが、その後の人事異動や役職の交代などで半数以がプラットフォーム事業から離れている。ま
た、各ＷＧの活動に直接携わっている現場のメンバーとは意義や目的を共有できても、各加盟機関の内部ま
で充分に浸透しないなどの課題もある。2～3 年ごとに人材が流動する状況において、プラットフォームと
いう新しい試みの意義や目的を組織全体で共有し、浸透させていくための仕組みを早急に確立させる必要が
あると考えている。

■おわりに
プラットフォームの取り組みは、「個」から「全体」への新しい仕組みと関係性づくりへの挑戦であると

言える。これまでの大学は、個を越えた複雑な社会との関係性の中で、自らの在り方を考えたり、新しい仕
組みをつくったりすることを得意とはしていなかった。個の発想を基盤とする伝統的な大学像から、複雑な
社会システムの中で他（多）と連携しながら新たな大学像を創りだす段階へ。筆者は、プラットフォームの
取り組みに深く関わる人の中から、未来の大学を創る担い手が生まれてくることを期待している。

＊＊ 1　 2022 年 5 月時点の加盟機関は、九州産業大学、九州大学、サイバー大学、純真学園大学、西南学院大学、第一薬科大学、筑紫女学園大
学、日本赤十字九州国際看護大学、日本経済大学、福岡工業大学、福岡国際医療福祉大学、福岡歯科大学、福岡女子大学、 福岡大学、令和
健康科学大学、福岡市、福岡商工会議所、一般社団法人福岡中小企業経営者協会の計 18 機関。
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リポート

■概要
果実の色は収穫適期の判断、追熟管理、品質管理などの重要な指標であるが、色の情報は人間の感覚であ

り、心理的、経験的な要因を内包するため、その評価は容易ではなく、評価基準としてカラーチャートが用
いられる。果実の色を評価するためのカラーチャートとしては、農林水産省果樹試験場（現国立研究開発法
人農業・食品産業技術総合研究機構 果樹茶業研究部門）の監修で製品化され、日本園芸農業協同組合連合
会が販売している果実の標準果色値板がある。ただ、このカラーチャートは、対応品目、品種が限定されて
いる上、単色矩形のチャートで構成されているため、表面に凹凸があり、模様もある果実の色の評価では評
価者による誤差が大きいという問題があった。また、評価値は色空間において不連続であることから、その
数値は線形的に扱うことができなかった。それらの問題を解決し、現場で利用できるように考えられたの
が、色彩画像処理をベースにしたデジタル処理による果実カラーチャートである。このカラーチャートの開
発の主な手順は、対象果実に適した撮影システムの構築、果実画像の取得、色彩解析による果実の色変化モ
デルの構築、形状解析による果実の標準形状の算出、カラーマッチングによるカラーチャートの試作、完成
形カラーチャートの印刷である。

■色彩画像処理による色計測
色の測定は、一般的には測色計で行われるが、表面に凹凸や模様がある果実の色の計測には不向きであ

る。そのため、色彩画像処理による色計測が用いられる。色彩画像処理による色計測では、撮影した画像の
画素値である RGB 値をもとに対象物の色を算出することになるが、ヤング・ヘルムホルツの三色説に基づ
いて、RGB 値から XYZ 値への変換は可能である。ただし、測色計に比べ、色彩画像計測では計測システ
ムが煩雑になるという問題点がある。また、撮像機器にデジタルカメラを利用する場合は十分な知識と配慮
が必要となる。それは、最近のデジタルカメラでは受光素子と画像処理 LSI が一体となって機能するもの
が多く、カメラ内部で様々な加工処理が施されるためである。色計測に悪影響を及ぼすカメラ内部での画像
処理を無効化した撮影が必要となる。また、画像を取得する設定においても、非可逆圧縮を行う JPEG 形式
などでは明るさの情報は保持されるが、色彩の情報は間引きされるため、色計測精度は低下する。画像形式
は RAW 形式か非圧縮もしくは可逆圧縮の形式での保存が必要である。さらに、デジタルカメラなどの撮
影機器で撮影された画像の色は RGB 値で表現されているため、RGB 表色系（CIE ＊ 1 でも RGB 表色系の
規定があるが、ここではカメラが有する色空間としての RGB 表色系を意味する）での色の取り扱いとなる
が、この RGB 値は照明条件、撮影を行ったカメラ固有の受光特性と撮影時のカメラ設定によって決定され
ている。つまり、RGB 表色系での値といっても、画像を撮影した条件によって異なった色空間の値となる
ため、照明条件と撮影条件を完全に一致させなければ、色の比較や解析は行えない。言い換えれば、照明条
件と撮影条件によって、それぞれ異なった RGB 表色系の画像が生成されているということである。そのた
め、色空間の同一性を精査することが色彩画像処理による色計測では重要である。

■果実の色彩解析
果実は成熟に伴い、その表面色が変化することから、果実の色は収穫の指標となる。また、追熟を有する

果実では、収穫後も代謝生理が維持され、成熟を行うため、出荷の指標や品質管理における品質因子として

果実の色の物差しである
果実カラーチャート

新潟大学 自然科学系 准教授

元永　佳孝
もとなが　よしたか
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も利用される。果実の成熟に伴う表面色の変化は含有色素の消失や生成によるものであり、色空間での色変
化モデルとして捉えることができる。追熟を有する果実では、同じ果実で連続的に色変化を計測することが
可能であるが、追熟しない果実の場合は成熟度合いの異なる多様な果実の色計測を行い、色空間での色変化
を把握する必要がある。

色変化モデルの構築が行えれば、未熟から完熟までの果実の色を連続的に表現できるようになる。色を表
現する色空間を体系化したものが表色系であるが、表色系は顕色系と混色系の二種類がある。混色系では線
形空間であるため、数理的に色情報を扱うことが可能であるが、顕色系は非線形空間であるため、数理的な
取り扱いは基本的にできない。しかし、顕色系では人間の感覚に準じた座標軸を有しており、感覚的な理解
には向いている。そのため、色変化モデルの構築は混色系で行い、色の表記などでは顕色系で行っている。

■果実の形状解析
果実カラーチャートを用いた果実の色評価は基本的に比色法であるが、実際の果実の色評価では色知覚の

段階で果実の形による影響を受ける。そのため、単色矩形のチャートより、色模様があり、果実の形を有し
たチャートの方が評価精度は向上する。しかし、果実の形は千差万別であり、一つとして同じものはない。
そこで、果実の標準形状を形状解析により算出している。具体的には、画像から得られた果実の輪郭情報で
ある XY 座標を極座標系と接線座標系を組み合わせたｒθφ座標に変換する。ここで、ｒ（動径）は大きさ
の情報であるが、θ（動径と Y 軸のなす角）とφ（動径と接線のなす角）は大きさに依存しない形状だけ
の情報となる。変換された果実の輪郭のθφデータは周期を有する波形情報であるため、波形の平均化処理
を行うことで果実の標準形状、正確に言うと平均形状が算出できる。

■果実カラーチャートの事例
果実のカラーチャートは、生産や出荷の現場での色管理を行う上で最も利便性の高いツールの一つである

が、チャートは何段階が良いか、各段階の刻みの基準は何が良いかなど利用目的に適したものが必要とな
る。さらに、色の評価精度が重要になる。カラーチャートを用いた色評価の精度とは、複数の評価者が色評
価を行った時の誤差と標準偏差を意味する。

果実カラーチャートは人工物である限り、天然物である果実の色を完全に表現することは不可能である。
そのため、色の評価精度を高めるためには人間の視知覚を利用した擬似的な表現が必要となってくる。そこ
で、果実の色模様と果形を有した果実カラーチャートを開発した。また、カラーチャートの印刷では、カ
ラーマッチング技法が必要となる。色を扱う機器として、果実の色計測に用いるカメラ、カラーチャートを
作成する過程で表示するモニター、印刷で使用するプリンターの主に 3 種類の機器があるが、カメラ、モ
ニター、プリンターそれぞれが独自の色空間を有しており、それらの色空間を合致させるような変換が必要
となる。その技法がカラーマッチングであり、デジタル処理で作成されるカラーチャートでは不可欠な処理
となっている。このような処理を施し、作成された果実カラーチャートの一例として、図 1 にル レクチエ

（セイヨウナシ）の果実カラーチャートを示す。このカラーチャートは、40～50 日間かかる追熟過程での
追熟進度を評価するため、収穫時の未熟果の色から完熟果の色までを 12 段階で表現している。このカラー

図１　ル レクチエ果実カラーチャート
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チャートは実用化されており、新潟県のル レクチエ生産農家の約３分の２の方々が利用している。生産農
家は、このカラーチャートを用いて、追熟進度を見ながら、出荷調整のための追熟管理や出荷時期の判断を
行っている。

次に、図 2 にシャインマスカット（ブドウ）の果実カラーチャート（フルスケール版）を示す。このカラー
チャートは水回り期から収穫終期までの果実の色変化を 12 段階で表現したもので、栽培管理、栽培試験用
に開発したものであり、試験場の研究員や普及員が利用している。このカラーチャートの各チャートは色差
が等間隔であり、その数値は線形的に扱うことが可能であるため、果実の成熟度の評価に適している。ま
た、これをベースに作成されたものが図 3 であり、こちらは生産農家が収穫適期の判定に用いる普及版と
なっている。このカラーチャートは 6 段階で収穫初期では 3 を基準に 2 を下限、4 を上限とした収穫を、
収穫終期では、4 を基準に 3 を下限、5 を上限とした収穫を行うためのものである。シャインマスカットの
収穫時期は他の果樹より比較的長いため、その時期によって収穫基準を変更している。このように果実カ
ラーチャートは利用目的によって、その仕様は多様であるが、デジタル処理によるカラーチャートでは柔軟
な対応が可能となっている。

＊ 1　国際照明委員会

図３　普及版シャインマスカット果実カラーチャート

図２　フルスケール版シャインマスカット果実カラーチャート
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リポート　

■産学連携プロジェクト　
　N’sキッチンの立ち上げ

藤女子大学は札幌藤高等女学校
（1925 年開校）を淵源として 1961 年
に創立された北海道の女子高等教育の
パイオニアである。大学が掲げている

『未来共創ビジョン』の一つとして「地
域とつながる藤」（図 1）が示され、
教職員・学生・卒業生が一つになって
大学の社会貢献を推進している。この
ビジョンは大学の教育研究資源を地域
社会に対して広く開放し、愛と寛容と
奉仕の精神をもって、より良い生活、
豊かな社会・文化の構築に貢献するこ
とを目指すものである。

今回紹介する本学の産学連携プロ
ジェクトは 2017 年 7 月に開催された

「FOOD EXPO 北海道」（共催：北洋
銀行、北海道銀行、北海道商工会議所
連合会、会場：札幌パークホテル）に
おいて、筆者らが本学人間生活学部食物栄養学科の食に関する研究を出展・紹介した際に、サッポロウエシ
マコーヒー株式会社の安東正伸氏（当時副社長）との出会いがあったことによってスタートした。

このプロジェクトは藤女子大学食物栄養学科が研究・製品化提案、三井物産株式会社北海道支社が「さら
さらゴールドⓇ玉ねぎ」などの原料供給・メディア対応、そしてサッポロウエシマコーヒーが製造調整・セー
ルス活動などの役割を分担することにした。ここに本学科学生 2 人が卒業研究の一環として取り組み、開
発商品の提案、パッケージデザイン、商品の試食・改良、農場視察、商品の店頭販売、展示会での試食提供、
メディアに向けた商品の説明、工場視察という商品開発から販促活動までを各企業の担当者とともに積極
的、主体的に活動してきたものである。

■N’sキッチンの成果
このプロジェクトの目的は「北海道の食に貢献する」とし、その実現のため、北海道で生産される原材料

にいっそうの付加価値を付けることで、「北海道経済の活性化を目指す」、「健康に関連したキーワードを取
り入れる」、「学生の社会参加を促す」ことを目標とした。これらのことからプロジェクト商品には、
North・Nutrition・Natural の頭文字をとり、『N’s キッチン』と名付けられ、ロゴマークも作成した

大学における産学連携
プロジェクト　
N’sキッチン

藤女子大学 人間生活学部 
食物栄養学科 教授

中河原　俊治
なかがわら　しゅんじ

藤女子大学 人間生活学部 
食物栄養学科 教授

菊地　和美
きくち　かずみ

図１　藤女子大学未来共創ビジョン



26 2022.6　

（図 2）。このプロジェクトで開発する製品は「おいしい」、
「健康」、「栄養」を基本コンセプトとして、2018 年から継
続的に企画されてきた。

・ 2018 年　 第一弾「北海道の玉ねぎまるごとスープカレー」
（写真 1）

・ 2019 年　第二弾「北海道の玉ねぎまるごと白いカレー」
　     　　 第三弾「かける玉ねぎだれ（醤油だれ、塩だれ）」
・2020 年　 第四弾「北海道下川町のフルーツトマトとしい

たけの子を煮込んだ森のシチュー」

マーケティングでは「出来上がった製品のおいしさ、健康、栄養を広く知ってもらう」「社会貢献の視点
から SDGs に挑戦」を目指した。

①北海道の玉ねぎまるごとスープカレー＊＊1

大学内で実施した官能評価では、味は「おいしい」が 77.1%、辛さは、「辛い」という回答が多かった。
学生の感想では、「玉ねぎがトロトロでおいしかった」など挙げられた。カレーは、玉ねぎの食感を残すた
めに丸ごと新玉ねぎに変更したため、新玉ねぎの出荷に合わせて当初予定していた時期よりも発売日を延期
することになったが、このことからも学生は満足度の高い商品を売り出すには、現場での判断の厳しさと難
しさを実体験として学ぶことができた（写真 2）。

また、この製品は日本経済新聞電子版「キャンパス発この一品」＊＊ 2 で紹介され、この閲覧数が 8 位（45
品目中）にランキングされたことで学生の自信にもつながった。

②北海道の玉ねぎまるごと白いカレー
「北海道の玉ねぎまるごとスープカレー」の姉妹品として製品化した。また、これらは本学の学生ボラン

写真１　北海道の玉ねぎまるごとスープカレー
カレーには「さらさらゴールド®玉ねぎ」を丸ごと使い、インパクトを高めることにつながった。新玉ねぎを使用することで箸がすっと通る
ほどの軟らかい食感に仕上げている＊＊5。

図２　『N’s キッチン』のロゴマーク
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ティアの活動先である「中高生のためのオープンスペース」や「NPO 法人認知症カフェ」などで活用した。

③かける玉ねぎだれ（醤油だれ、塩だれ）＊＊3

「さらさらゴールドⓇ玉ねぎ」の特徴は、ケルセチンという生体調節成分が多いので、含まれるケルセチ
ン量について調理方法の違いによる影響を学科の分析機器を用いて測定した。ケルセチン量は加熱など加工
することで生に比べて減少し、切り方ではみじん切りにすると減少したことから、この結果を生かして玉ね
ぎをみじん切りにした際の汁ごと利用する商品へと工夫が広がった。

④�北海道下川町のフルーツトマトとしい
たけの子を煮込んだ森のシチュー＊＊4

下川町は「SDGs 未来都市」に選定さ
れていることから、2020 年度の企画と
したシチューの材料として特産のトマト
や間引きしたしいたけを「しいたけの子」
と名付けて用い、環境にも配慮した製品
とした。この年の活動はコロナ禍の影響
を受けて、ほぼオンラインミーティング
となり、産地の下川町にも人数制限下で
訪問することになった。しかしながら、
不自由な活動条件にあっても学生はプロ
ジェクトメンバーおよび消費者からも自
分たちの活動や成果について意見や感想
を伺うことができ、最大限の学びが得ら
れたと考えられた。

■今後の展望
今後の課題は、ポスト・コロナにおける北海道産食材の魅力を生かした商品開発ならびに発信の継続であ

る。
参加した学生はこのプロジェクトを通して得られた成果を卒業研究にまとめてきた。しかしながら学生の

活動とプロジェクトの進捗とではペースが異なり、難しい面も見られたが、これまで継続的に商品を開発・
発信できたことは大学での学びを地元北海道へ還元することにつながった。そして本学『未来共創ビジョン』
の「地域とつながる藤」「個性の花咲く藤」「未来を切り拓く藤」の実践ができたと考えている。

＊＊ 1　鬼河紗弥香、今瑞姫：2018 年度　卒業報文「北海道産玉ねぎを使用した商品開発に関する研究」藤女子大学人間生活学部食物栄養学科

＊＊ 2　「キャンパス発この一品」電子版閲覧数ランキング、日本経済新聞、2019 年 5 月 15 日

＊＊ 3　小川葉祐子、塚尾沙良：2019 年度　報告書「北海道産玉ねぎを使用した商品開発に関する研究」藤女子大学人間生活学部食物栄養学科

＊＊ 4　沢口由夏、丸山紗希：2020 年度　卒業報文「下川町地場産物を使用した商品開発について」藤女子大学人間生活学部食物栄養学科

＊＊ 5　「キャンパス発この一品」北海道の玉ねぎまるごとスープカレー藤女子大、日本経済新聞、2019 年 1 月 23 日

写真２　サッポロウエシマコーヒー展示商談会における
販促活動（2018 年  札幌）
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ヒト：Person

「お母さんに似ている」、「お父さんに似ている」。よく言われてきた。人
は、科学が発達する以前から見た目で、遺伝情報をある程度認識してい
た。私たちは、両親の遺伝子を半分ずつもらってここにいる。遺伝子は体
の設計図のようなもので、目が大きい、太りやすいなど外見から認識でき
るが、病気の発症リスクなどは、両親の病歴だけでは判断できない。

当初、遺伝子解析は、病気の治療や創薬などで専門家に活用されてき
た。解析技術やデジタル化の進歩も相まって、一般の人でも気軽に利用で
きるようになってきた。その人の健康リスクや体質の遺伝的傾向、祖先の
ルーツを知ることができるようになった。また、自分の体質を知ることで
生活習慣を改善し、リスク軽減の指標となる。

高橋祥子社長が東京大学博士課程 2 年の 2013 年に起業し、その翌年には個人向け大規模遺伝子解析サー
ビスを事業化した株式会社ジーンクエスト（東京都港区）は、一般向け遺伝子解析のフロントランナーだ。

唾液を採取し返送するだけ、医療機関に出向く必要なし
サービスを利用するのは至って簡単で、同社のウェブサイトから、遺伝子解析キットを購入しマイページ

登録する。届いたキットで唾液を採取し返送するだけで医療機関に出向く必要はない。キットを返送して 4
～6 週間後には解析完了メールが届くので登録したマイページにログインし結果を確認する。いまや遺伝子
解析がこんなに簡単で身近になっている。

300 項目以上の健康リスクや体質の遺伝的傾向、祖先のルーツが分かるフルパッケージ版「ジーンクエ
スト ALL」は、肥満傾向やアルコール分解能力など、気になる体質も詳しくチェックでき、3 万 2780 円（税
込）だ。1 度確認すればそれでもう利用しなくていいのではないかと考えがちだが、ジーンクエスト ALL は、
新しい項目が追加されても、費用の追加は不要で、閲覧期限もなくいつでも最新データがチェックできる。

遺伝子解析は、遺伝的・潜在的傾向が分かるが、遺伝要因に加えて食事や運動、喫煙などの生活習慣と
いった環境要因も大事で、遺伝を知ることがゴールではなく、そこからが始まりだ。自身の体質を理解し
て、その傾向からどんな生活をしていくかの「羅針盤」で、暴飲暴食、過度なアルコール摂取など不摂生を
繰り返していては、せっかくの羅針盤が役に立たない。

遺伝子解析データ通知後の対応が、利用者個人に委ねられていることなど、結果を手にした利用者が生活
習慣改善（行動変容）を起こすに至るまでは、自己の行動に委ねられていることは言うまでもない。

起業当初は、個人向けの遺伝子解析サービスの認知度が低かったが、遺伝子にかかる周知も当時より進み
向上しつつある。そして利用者の許諾を得られたデータは匿名でデータベース化し、国内外の製薬会社、食
品・飲料メーカー、大学、研究機関など 40 カ所以上と共同研究も取り組んでいる。

起業はリスクなのか、博士はアカデミアが既定路線なのか
近年は研究者のキャリアが多様化している。
高橋社長によれば、今の教授世代は学生数とポストが釣り合っていて、博士課程に進めばそのままアカデ

株式会社ジーンクエスト 代表取締役／株式会社ユーグレナ
執行役員 バイオインフォマティクス事業担当　高橋祥子

個人向け遺伝子解析サービスが身近に
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ミアに進むのが常識だったが近年は、圧倒的にポスト不足。一部の人しか
アカデミアには進めない現状が見え隠れする。

東京大学の博士課程の学生にアンケートを取ると、ほとんどがアカデミ
ア思考で、本当にアカデミアに行きたいのではなく、その道しかないので
はと思い込んでいる人も少なくない。研究者としてアカデミアに進むの
は、3 分の 1 くらいではないか。米国や中国では博士号取得者が、ベン
チャー企業の創業者になるなど、「研究者＝アカデミア」の時代ではなく
なっていることから、高橋社長は、アカデミア以外の道にも目を向けた方
がいいと話す。

高橋社長の父親や叔父、いとこも医師で身近に生命科学を感じられる環
境があった。高校時代に、父親の病院を見学したとき、病気になる前に何
とかならないものか感じ、漠然と病気の予防を学ぶために大学へ進学した
が、当初は起業が選択肢になく、研究者になるつもりだった。大学院で研
究を重ねる過程で、研究しながらその成果を社会還元する手段として起業
を選択した。

「キャリア形成において、何歳くらいで准教授、教授と先が見えてきます。ポストが空いているかどうか
が関係してくるので、自分の努力で縮まることはありません。起業リスクより、大学に残る方がリスクで
す。失敗したとしても、新しいことに挑戦しない方がリスクです。会社を立ち上げる際、1 億円借金すると
かではないかぎり経済的リスクはそこまでありません。起業した方がリスクは少ないと考えました」。さら
に「研究の先に、やりたいことを考えると、大学に通いながら一人で研究するより研究が進む仕組みを創っ
た方が、結果的にデータも集まり、大学にいるより研究の進む度合いが早い。起業は、研究成果を社会に役
立てながら研究できます」とさらっと、しかも淡々と語る姿が印象的だ。

起業はリスクが伴うものなのか、博士は研究者としてアカデミアに進むのが既定路線なのか。高橋社長
は、そんな古い固定観念を見直す必要があると言う。

生命科学は常に倫理が問われ、時代で変わる
1980年代、母体から卵子を取り出し、体外で人工受精させ、再び子宮内に戻して着床妊娠させる体外人工

受精児は「試験管ベビー」と呼ばれ宗教団体などから非難の的となった。しかし、不妊治療として今では年
間 5 万人ほどの子供が体外受精などで生まれているという。社会が受け入れられるようになれば倫理基準も
変わってくる。

2018 年 11 月、中国の賀建奎（ホー・チエンコイ）博士が、ユーチューブ（YouTube）でゲノム編集技
術の CRISPR-Cas9（クリスパー・キャスナイン）を用いて、遺伝子を改変した受精卵から双子の女児を誕
生させたと公表し、中国内外から厳しい批判を浴びたのは記憶に新しい。ゲノム編集は、技術的には人の受
精卵に応用は可能だが、可否についての基準や国際的な取り決めはなく、個々の倫理観に委ねられている。
やっていいとすればどこまでなのかが曖昧（あいまい）だ。

遺伝子情報からは、発症する可能性の高い病気も知ることが可能だ。 遺伝子解析サービスの開始時には、
癌の発症リスクを提供して、ショックを受けたらどうするのかなど、倫理についてよく言われたそうだ。

これについて米国はオープンで自己責任だが、日本は保守的で閉鎖的な一面は拭えない。日本でゲノム情
報は、個人情報として扱うが、実はそうした国は少なく遺伝子解析サービスにかかる法律がない日本におい
て、どこまでを知らせるか常に考えなければならないのが日本的倫理観だという。

新しいテクノロジーが社会に浸透していくとき、必ず新しいリスクも出現する。それを十分に把握して乗
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り越えていかなくてはならない。さらに倫理は、国や地域によって異なるので、日本国内の倫理観と、総合
的に判断していく必要があると高橋社長は説明してくれた。

高学歴の女性が育児のために仕事を辞めるのは大問題
東大、女性をことさら強調されることに対して、どう考えるべきか尋ねてみると、高橋社長は、高校時代

は理系クラスだったため同級生の女子は全員理系で、大学や研究室でも 9 割くらいが女性だったこともあ
り、女性だからバイアスがかかりギャップがあると感じてこなかった。それも妊娠して出産するまでで、妊
娠・育児は体がきつくてどんなに大変なのか分かった。

出産後、同じ起業家で同世代の知人男性から、女性は育児があるから大変だねと言われてびっくりしたと
も。育児は女性のものだと決めつけているようでジェンダーギャップを感じた。自治体が発行している、育
児支援の冊子には、母親が育児をする前提で書いてあった。そして父親はできることから手伝いましょう…

なんて。母親は育児があるから働
いていなくて当たり前が前提なの
で、バイアスがかかっていると打
ち明けてくれた。

また仕事で、夜にとあるイベン
トに行くと、今日子供は？　と尋
ねられることが多い。夫が見てい
ると応じると、優しいねと返して
くる。いや優しいじゃなくて、共
働きでパートナーなのだから対等
に育児するのは当たり前だろう。

これでは女性の社会進出が遅れるのは当然だと内心感じているとも。女性が育児のために仕方なく仕事を辞
めるのは大問題と提言する。「淡々」から会話調に変わる受け答えに安堵した。続けて趣味はと話題を変え
ると、日常生活でもデータを採って分析するのが好きで、睡眠時間、摂取カロリー、体温、体重などモニタ
リングしている。タンパク質やカロリー摂取の最適量や睡眠時間は、それを指標にして決める。体調が悪い
ときは、そのデータとの関係性を検証してみたり。子供（1 歳）が生まれてからのデータも採り分析してい
ると結構楽しいのだと言う。

ゲノムは出発点、将来は自分の研究所を持ちたい。超高齢化社会に伴う課題をサイエンスで解決したいと
言う。少し意地悪な質問もしてみたと打ち明けるとフィギュアスケートも趣味ですと返ってきた。

（本誌編集長　山口泰博）

高橋祥子氏略歴
2010 年　京都大学農学部卒業
2013 年　株式会社ジーンクエスト起業
2015 年　東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了（農学博士）
2018 年　株式会社ユーグレナ執行役員バイオインフォマティクス事業担当就任
2021 年　文部科学省 科学技術学術審議会委員
　　　　　東北大学特任教授（客員）

経済産業省「第 2 回日本ベンチャー大賞」経済産業大臣賞（女性起業家賞）
第 10 回「日本バイオベンチャー大賞」日本ベンチャー学会賞
世界経済フォーラム「ヤング・グローバル・リーダーズ 2018」選出
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秋田県立大学
秋田県立大学 地域連携・研究推進センター

秋田キャンパス
〒 010-0195 秋田県秋田市下新城中野字街道端西 241-438
本荘キャンパス
〒 015-0055 秋田県由利本荘市土谷字海老ノ口 84-4

共同研究・受託研究／奨学寄附金／科学技術相談に関する業務

学　部：システム科学技術学部（本荘キャンパス内）、生物資源科学部（秋田キャンパス内）
大学院： システム科学技術研究科（本荘キャンパス内）、生物資源科学研究科（秋田キャンパス内）
その他：総合科学教育研究センター、木材高度加工研究所、地域連携・研究推進センター、
　　　　バイオテクノロジーセンター、アグリイノベーション教育研究センター、附属図書館

電　話　秋田キャンパス　
　　　　本荘キャンパス　
メール　秋田キャンパス　
　　　　本荘キャンパス　

秋田キャンパス
地域連携・研究推進センター長　　飯田　一朗
教授　　　　　　　　　　　　　　谷口　吉光
コーディネーター　　　　　　　　山田　誠
コーディネーター　　　　　　　　泉　　牧子

本荘キャンパス
副センター長・教授　　　　　　　鈴木　庸久
准教授　　　　　　　　　　　　　大上　泰寛
コーディネーター　　　　　　　　髙橋　弘毅
コーディネーター　　　　　　　　小林　孝広

　地域連携・研究推進センターは、大学と地域の方々との連携推進や研究活動の支援のために設置された組
織です。
　大学には様々な知的資源があり、これを社会へ還元するのが地域連携・研究推進センターの役割であり、
専属の教員やコーディネーターを配置し、大学の研究者と企業等をつなぐ業務を行っています。
　また、「あきた産学官連携フォーラム」等の産学連携イベントやホームページなどで、大学の「知（研究シー
ズ）」を積極的に企業等に提供することで、産業振興に貢献することを目指しています。

注）2022 年 6 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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地域経済と適疎戦略

20 世紀には、資本主義の経済成長に関する優越性が
示された。

一方、4 月に昨年の日本の人口が発表されたが、沖縄
県を除く全ての都道府県で人口が減少していた。新型コ
ロナウイルス感染症対策で外国人定住者の入国が減った
こともあろうが、特に地方圏の急減は著しい。資本主義
経済の下では、効率的な経済活動の可能な地域に企業も
人口も集まる。そうした中での人口減少である。

ロシアでは若くて優秀な人材が、事業機会を求めて国
外に流出しているようだが、国を超えた流れすら今後は
生じていく。

筆者が今準備しているのが「適疎戦略研究会」である。
会長を務めている首都圏産業活性化協会では、産業集

積のある自治体の政策担当者を集めた「自治体勉強会」
をすでに開催している。そのネットワークと連携し、大
学の知を生かし、過疎自治体、過疎には至っていない人
口減少自治体が「適疎」、つまり人口は増えないかもし
れないが豊かな生活を目指す。そうした努力に今後の日
本の地方経済がかかっていると感じている。

摂南大学 経済学部 教授、首都圏産業活性化協会（TAMA 協会）会長
野長瀬 裕二

視点：Point of view

吉田松陰と松下村塾から教育の在り方を考える

春に萩を訪れ松蔭と松下村塾について学ぶ機会があっ
た。松下村塾の塾生は近隣の弟子などで、初めから優秀
な人材が集まっていたわけではない。ではなぜ後の時代
をけん引するリーダーを多く輩出できたのか。①目的意
識：松陰は単なる学問を教えることを目的としたのでは
なく、これからの社会を変革していける人材を育てよう
とした。②個性を伸ばす：塾生の個性を持ち前の洞察力
で見抜き、個々人に合った教育方法を用い個性を生かし
た。③共同生活：寝食を共にしながら切磋琢磨に議論し
合う環境も大きく貢献した。④強い信頼関係：身分や年
齢にかかわらず平等な環境で学び合い、強い信頼関係を
構築したことが後の社会変革時に役立った。

令和の時代の教育現場はどうだろうか。社会の変革を
担う人材を育てているという意識、個性を伸ばす関わり
方、合宿などの場で夜通し語り合う環境、いい塩梅の人
と人の距離感と強いつながり、これらは実現できている
だろうか。デジタルコミュニケーションが日常になる中、
子供たちだけではなく、大人にとってもこのような場、

「誠と思いやり」のある場が必要なのではないかと強く
思った萩の旅であった。

福岡大学 産学官連携センター 産学官連携コーディネーター 客員教授／
社会連携センター コーディネーター　中川 普巳重


	2206-00 H1 産学官表紙
	2206-000 目次_2
	2206-01 熊平様（熊平製作所）_4
	2206-02 村下様（弘前大）_4
	2206-04 森吉様（千葉大）_4
	2206-05 山本様（北陸大）_5
	2206-06 広根様（金沢学院大）_4
	2206-07 山田様（福岡大）_3
	2206-10 元永様（新潟大）_4
	2206-11 菊池様（藤女子大）_5
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