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巻頭言　Foreword

地方では、人口減少・人材流出が加速する中で地域を支える人材をどう確保・育成するかなど、様々な課
題があります。これらに対して岐阜県では、オール岐阜の「産学官連携」による対応が不可欠と考え、地域
課題や産業界のニーズをもとに、積極的に取り組んでいます。

まず、「地域からの人材流出」に対応するため、2015 年に県内大学、産業界、金融機関、行政が一体と
なって「産学金官連携人材育成・定着プロジェクト推進協議会」を設立し、以後、大学と県内企業が協力し
た企業現場実習や、学生と県内企業が一堂に集う企業説明会「オール岐阜・企業フェス」の開催など、企業
の人材確保・育成・定着を総合的に支援する活動を展開しています。

また、直近では、若者の修学・就業を促進し、地方への新しい人の流れをつくるため、国内初となる航空
宇宙生産技術に関する体系的な教育・研究を行う「航空宇宙生産技術開発センター」を岐阜大学内に設置し
ました（2019 年）。全国を代表する航空宇宙産業の集積地である、東海地方ならではの人材育成や技術力
向上の新たな拠点を目指しています。これは「地方大学・地域産業創生交付金（内閣府）」を活用した 7 カ
所のプロジェクトのうちの一つとして、全国で初めて採択されたものです。

このセンターでは、航空宇宙産業の生産性向上などの課題を解決する、高品質で短納期、低価格なモノづ
くりが実現できる「生産システムアーキテクト（生産技術者）の育成」と、「新たな生産プロセスを生み出
す最先端の生産技術に関する革新的な研究開発」に、岐阜大学、名古屋大学および地域企業が連携して取り
組んでいます。

さらに、本県は製造業の割合が多い「モノづくり」県であり、このようなアプローチを他の製造業へも幅
広く展開し、地域産業全体の生産性向上を図ってまいります。

以上に申し上げたような産学官連携の中核となる岐阜大学と県との間では、2008年に包括連携協定を締
結し、以来、緊密な関係を築き上げてきました。

例えば、地域防災力強化を目的に共同設置した「清流の国ぎふ 防災・減災センター」（2015 年）、鳥獣害
対策として共同設置した「岐阜県野生動物管理推進センター」（2022 年）、さらには、全国で初めて国立大
学のキャンパス内に設置した「中央家畜保健衛生所」（2016 年）や「食品科学研究所」（2019 年）などです。
これらの機関では、連携活動を通じ、地域を支える専門人材の育成という側面にも力を入れています。

さらに、岐阜大学と名古屋大学とが「東海国立大学機構」として統合されたことにより、連携活動のウイ
ングが一段と広く深くなっていくことが期待されます。

まさに、産学官連携は「地方創生のエンジン」です。

産学官連携による地方創生

岐阜県知事

古田　肇
ふるた　はじめ
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防災と減災と被災後特 集
Feature

2021 年の夏、「防災ビール（BOSAI BEER）」を発売した。石川県立大学内で栽培されたフレッシュホッ
プを使用した「ヴァイツェン」という種類のビールで、清涼感のあるフルーティーな味わいを特徴としてい
る。幾つかの新聞社および放送局が取り上げてくださり、おかげさまで初回製造分および 2 回目製造分は
完売し、現在 3 回目の製造を行っている。
「防災ビール」というネーミングだが、賞味期限が特別に長いわけではない。メタン発酵を用いた防災研

究を全国の皆さんに知っていただくと同時に、売り上げで防災施設のランニングコストを賄うことはできな
いだろうか、という思いからチャレンジした。

■東日本大震災での被災生活
筆者は2011年の東日本大震災で被災した。雪の残る東北の3月は本当に寒く、暖房器具が必須だったが、

停電のため暖を取ることはできず、布団にくるまり寒さに耐えていた。また、携帯電話のバッテリーは尽き、
家族の安否を知ることも、原発の状況を知ることもできなくなった。当時、東北大学に在籍し、食品工場廃
棄物からメタンガス（≒都市ガス）を発酵生産する研究をしていた。もし、震災直後もメタン発酵装置を稼
働できていたならば、メタンガスで暖かい食べ物の炊き出しを行い、メタン発電により携帯電話を充電し、
家族の安否や原発の状況も確認できた。しかし、道路が寸断された状況下、食べるものすら届かないのに、
食品工場の廃棄物は手に入るはずがなく、メタン発酵はできなかった。「こんな停電・停ガスの時こそ、身
の回りの捨てられているものを発酵し、メタンガスや電気を作ることができたら、皆の助けになれるのに…」
と、悔しさを募らせた。避難所から外を見渡すと、雑草や落ち葉だけはたくさんあった。この雑草をメタン
ガスや電気に変換することができれば、現状を変えられると思った。

■牛の胃の微生物を用いて雑草を都市ガスと電気に変える
震災後ひと月ほどは、共同研究先の有限会社千田清掃（宮城県大崎市）でバイオディーゼル燃料製造の手

伝いをさせていただきながら過ごした。仙台の石油コンビナートが火災となり、車の燃料が全く手に入らな
かった中、使用済み天ぷら油から生産できるバイオディーゼル燃料は、非常に貴重だった。この燃料をバ
キュームカーに入れて、市中の浄化槽の汲み取りが進んだ。あの極限の状況下、食べるものを分けてくださ
り、働く場所を与えてくださった千田社長には今でも感謝の念に堪えない。

その後、研究室に戻ることができた筆者は、さっそく雑草や落ち葉のメタン発酵を始めた。しかし、大き
な問題があった。植物細胞は動物細胞と異なりリグノセルロース構造を有する細胞壁が存在する。この細胞
壁が、文字通り壁となりメタン発酵を阻む。例えば、あるイネ科植物をメタン発酵したところ、リグノセル
ロースを構成する一つであるリグニンは、300 日間発酵しても、全リグニンの 16.9% しかバイオガス化さ
れなかったことが報告されている＊＊ 1。この植物細胞壁を分解するべく、指導教員の中井裕教授とともに、
草を主食とする牛の胃液（＝ルーメン液）内の微生物に着目した。実際に牛の胃液を採取し、その中にいる
ルーメン微生物を使って雑草を溶かした後メタン発酵をしたところ、雑草を直接メタン発酵するよりも多く

災害時にも平常時にも役立つ
「牛ルーメン微生物を用いた
雑草メタンガス発電」＆
「防災ビール」

石川県立大学 
生物資源工学研究所 
環境生物工学研究室

馬場　保徳
ばば　やすのり
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のメタンガスを生産できた＊＊ 2, 3。ところが、ルーメン微生物は、牛の胃から取り出されると、24 時間ほど
で雑草を分解する能力が大幅に低下してしまうことが、実用化に向けた課題であった。石川県立大学に着任
後、さらに詳細な研究を続け、ルーメン微生物の雑草を分解する能力を維持したまま発酵装置内で培養し続
けることに成功し、雑草からメタンガスと電気を作る技術の実用化に向けて大きく前進できた。さらに、ヤ
マハモーターパワープロダクツ株式会社（静岡県掛川市）と株式会社アドテック（静岡県浜松市）の協力を
賜り、ガソリン用の発電機をメタンガスでも利用できるように改造し、安価で効率良くメタンガスを電気へ
と変える専用の発電機も開発できた。この発電機の開発に当たり、お世話になった大学の先輩方に、ここに
記して謝意をお伝えしたい。

■メタン発酵装置のランニングコストをどうやって賄うか：「ビールを売ろう」
震災から10年の歳月を経て、無事に雑草をメタンガスと電気に変換するシステムを開発できた。ただし、

課題があった。しばらく装置を稼働していないと微生物の活性が落ちてしまい、いざというときに迅速にメ
タンガスを生産することができない。そのために、日頃から雑草などをこの装置に投
入し、メタンガスを作り続ける必要があった。作業自体は 1 日に 1 時間程度で良い
が、その人件費が必要だった。

この人件費を捻出するため、メタンガスを発生させた後の副産物である発酵液を肥
料として利用し、生産した農作物の売り上げを人件費に充てることにした。当初、米
や野菜を育て販売することを考えたが、大学内で筆者が使用できる限られた農地では、
多くの野菜を育てることができず、人件費を捻出するほどの利益が望めないことが分
かった。また、野菜などの生鮮食品は日持ちしないため、腐ってしまうと販売すらで
きなくなることも懸念された。

そこで、日持ちをさせるために、農作物を酒に変えることにした。ビール好きな筆
者は、ビールホップを生産した。防災研究から誕生したビールであるため、「防災ビー
ル」と名付けた（写真 1）。製造・販売をお願いした株式会社金澤ブルワリー（石川
県金沢市）と相談し、1 本売れるごとに一定金額を還元していただけることになった。
酒類は、農作物をそのまま販売するよりも販売単価を高めに設定できることから、メ
タン発酵装置を運転していただく方の人件費も賄える計算が立った。メタン発酵と防
災ビールづくりをセットにすることで、ランニングコストも賄える防災施設として、
全国に普及できるかもしれない。

■ビールラベルに込めた思い
ビールラベルは、東北大学の先輩にあたる絵本作

家に相談し、筆者の夢を 1 枚の絵で表現していた
だいた（写真 2）。

男の子が、雑草をもってきて、
おじいさんに手渡す。

おじいさんは、その雑草でメタン発酵し、
 そのメタンガスで調理した温かいカレーライスを
男の子にあげる。

 写真１ 　防災ビール

 写真２ 　ビールラベルの原画（作画：のむらうこ）
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おじいさんの左側には、メタンガスを燃料にしたガス灯がともる。

男の子の右側には、メタン発電で作った電気でスマートフォンの充電がされている。

まさに、2011 年の震災時に困っていた「温かい食べ物」「夜のあかり」「携帯電話・スマートフォンの充電」
を、雑草を発酵させることで達成している夢の絵だ。ビールラベルには、QR コードも掲載し、興味のある
方には、さらに詳しい内容をご覧いただけるようにした。

■普段も使える防災施設として導入拡大を目指す
近い将来必ず起こると言われる東南海地震や首都直下型地震等に備え、このメタン発酵装置を、一極集中

ではなく各地に分散して置くことで、停電・停ガスを伴う災害時に人々の助けとなりたい。しかし、災害時
に役立つだけでは、なかなか普及は進まない。

本メタン発酵装置は、普段から商業施設の光熱費削減に役立てることができる。スーパーマーケットや道
の駅など、毎日食品ごみや野菜くずが発生する場所に本装置を設置すれば、それらを原料にしてメタン発酵
ができる。得られたメタンガスは、惣菜づくりの調理用ガスとして利用できる。例えば、2,000m2 の一般
的なスーパーマーケットであれば、毎日 50〜60kg の食品ごみが発生し、ここから一般家庭 5 世帯が毎日
暮らせる都市ガス（メタンガス）を得ることができるため、スーパーマーケットの光熱費削減につながる。
また、得られたメタンガスで発電すれば、一般家庭 1 世帯が毎日暮らせる電気もできる。このように、普段
から人が集まり災害時に地域の防災拠点にもなるようなスーパーマーケットや道の駅に、このメタン発酵装
置を設置し、普段からメタンガスで料理をし、携帯電話を充電していれば、災害時もこのシステムがそのま
ま生かせる。災害下で食品ごみがなければ、雑草や落ち葉を集めてメタン発酵させることも可能だ（図 1）。

雑草や食品ごみを利用して、手軽に電気や都
市ガスを作ることができるこのシステムは、循
環型社会の実現にもつながっていく。現在、多
くの企業、公的機関とディスカッションを重
ね、事業化へ向けて進んでいる。2011 年に経
験した辛い被災生活を、もう誰にも経験してほ
しくない。

…話の性質上、少し固い読後感になってしまっ
たかもしれない。もしよろしければ、防災ビー
ルをお手に取っていただき、絵本作家さんの描
かれた優しいビールラベルを眺めながら、一杯
飲んでリラックスしていただけたら嬉しい＊＊4。

＊＊ 1　 Benner, R. et al. (1984) Appl. Environ. Microbiol., 47(5): 
998-1004.

＊＊ 2　Baba, Y. et al. (2017) J. Biosci. Bioeng., 123(4): 489-496.

＊＊ 3　Baba, Y. et al. (2019) Microbes Environ., 34(4): 421-428.

＊＊ 4　金澤ブルワリーホームページ

 図１ 　道の駅・スーパーマーケットへの導入イメージ
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■製品概要
米麦酒（マイビール）は福島県産米の「ひとめぼれ」と外国産のモルトを原料に仕込み、ホップの香りは

弱めで、酵母はピルスナー用のビール酵母と福島県が開発した日本酒酵母「うつくしま夢酵母」を使用して
発酵させたビールで、ピルスナーに近い色みと香りである。「うつくしま夢酵母」は日本酒の吟醸酒にも使

用される酵母であることから後味に吟醸酒の香りを発する。
福島県ハイテクプラザが 1991 年に開発し、福島県知事の命
名による。特徴はフルーティーな香りで、酸味の少ないソフ
トでマイルドな味わいを造り出し、吟醸酒や純米酒に使用さ
れている。

桃のラガーは福島県産の白桃（あかつき）の果汁とモルト
から造った麦汁から仕込んでいる。一度普通のビールと同じ
ように発酵を進め、主発酵の最終段階で果汁を加えもう一度
発酵させる。果汁も発酵させるため、糖度は通常のビールと
同程度までに落とすので、ドライで果汁感豊かな仕上がりと
なっている。

林檎（リンゴ）のラガーは桃の果汁の代わりに福島県産の
サンふじの果汁を使用している。

■開発背景や経緯
1997 年に地元の建設会社の子会社として地ビール会社をスタートした。2004 年に筆者が設立した会社

で地ビール事業を継承している。2009 年ごろまでは醸造用の発酵貯蔵タンクが多いことなどからピルス
ナーなどの下面発酵ビールを主に提供しており、当時は全国でも 20 番以内に入る製造量を誇っていた。
2009 年ごろまでは、相手に指定されたレシピで醸造していた OEM 生産が 1 社のみで生産量の 8 割を占め
ており、経営的には、その 1 社の動向によっては危うい状態であった。ここでマーケティングを勉強して、
顧客の多様化を進めなければいけないと思い立ち、2009 年に山形大学大学院理工学研究科博士前期課程

（食品 MOT）に入学した。修士論文のテーマは、米と麦芽を使用して日本酒の酵母で発酵させ、日本料理
に合うビールでマーケティングを行うとした。ゼミで修士論文のご指導をいただいたのは野長瀬裕二教授

（現摂南大学教授）で、この研究で多くのご指導をいただいた。テーマとするビールのコンセプト（日本酒
酵母を使用すれば、日本料理に合うビール）についてのアドバイスをいただいたのは幹渉教授（現三重大学
大学院教授）だった。

マリアージュのご指導をいただいたのは、福島大学の西川和明教授（現在は退官）だった。試飲会を福島
市のホテルで行い、日本酒に合うことを実証するために数種類の料理、数種類のビールとのマッチングのア
ンケートを取り、米麦酒はステーキなどの肉料理よりも、刺身などの和食に合っていることを実証すること
ができた。

震災をきっかけに
独自ブランド構築
福島路ビール 有限会社福島路ビール

吉田　重男
よしだ　しげお
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2011 年に東京ビッグサイトで開かれた「スーパーマーケット・トレードショー」と同時に開催されてい
た「こだわり食品フェアー」に米麦酒の販路拡大の目的で出展し、福島県産業振興センターの「福島農商工
連携ファンド」補助金をいただいた。初めての展示会であったため、展示方法も顧客対応も十分ではなかっ
たが大手酒卸との取引が開始できた。

2011 年の東日本大震災では、売り上げが急減し「この会社はもうダメかもしれない」と 2011 年 5 月ご
ろに思った。震災によるビール工場の被害はそれほどではなく、従業員と共に 1 カ月ほどで修理を済ませ
た。震災前には製造量の 80％を占めていた OEM 先向けにビールを醸造し、輸送手段が途絶えていたので、
自社でトラックと燃料を調達して東京へ運んだ。

ところが、運んだ先で「福島のビールなんていらない」と言われるようになった。小さな店のオーナーシェ
フは応援してくれたが、大きな店ほど拒否された。工場の地下 60 メートルからの井戸水を使用しており、
放射能汚染はしておらず、検査機関でも検出限界以下であった。その後の OEM の製造量の落ち込みは大き
く、毎年のように下がってきており、最近の製造量は 12％まで低下している。

2011 年の夏ごろからは、県内の農家や販売店の支援として福島県などが開催をしてくれた各地のイベン
トに出店していた時に、一緒に出店していた農家から「白桃を持ってきているが、売れなければ廃棄で、こ
の果物を使用してフルーツビールができないか」との相談を受けた。当社はそれまで桃の果汁を使用した

「ピーチエール」を製造していたが、果汁の使用量は少なく、このピーチエールで果汁を多く使用したもの
ができるのではと考え「フルーツビールプロジェクト」を立ち上げた。

福島大学の西川和明教授にご指導をお願いし、全国中小企業中央会の補助事業の採択を受けた。小型の製
造設備を設置して試験醸造を開始した。福島の「くだもの王国」が誇る桃、林檎、洋ナシ、葡萄（ブドウ）
などで醸造を行った。2012 年に林檎を使用した「林檎のラガー」、2014 年には「桃のラガー」を発売した。
西川教授と共に東京の料飲店での試飲会なども開催し、アンケート調査を実施した。味の評判も良く、これ
からの当社の柱になると確信が持てるようになった。

2014 年からは 1 年間、東経連ビジネスセンター（一般社団法人東北経済連合会、宮城県仙台市）の支援
を受けた。

2015 年には復興庁の「専門家等を活用した被災地における新規ビジネス等事業」や「専門家派遣事業」
の支援を 2 回にわたり受け、さらに 2016 年からは東北経済産業局、東北農政局「地域産業資源活用化事業」
の支援を数年にわたり受けた。

支援後は、毎年のようにスーパーマーケット・トレードショーなどの展示会に出展して酒卸、酒販店、ビ
アバーなどとの取引の幅が広がった。

フルーツビール開発の取り組みとしては、第一段階が福島県産の果汁を数パーセント使用して「ピーチ
エール」「なつはぜふるーてぃエール」などを開発。第二段階は福島県産の農家より果物を購入して搾汁し
果汁使用率は約 30% として「林檎のラガー」「桃のラガー」「黄金桃のリッチエール」などを開発。第三段
階ではさらにコンセプトを推し進め、素材の風味をハッキリさせるために一品種のみを使用してシードルに
近い「ラズベリーのシードリッシュラガー」「ブルーベリーのシードリッシュラガー」などを開発してきた。
ラズベリーとブルーベリーで醸造したものはフルーツビールでありながらシードルに近い品質になったた
め、「シードリッシュラガー」として商標登録を行った。

対象マーケットおよび販路・戦略は、販路開拓戦略として、当社が弱かったところでもある酒卸・酒販店、
高級スーパーへのチャネルアプローチ、製品ラインナップの再ポジショニングとした。

対象ターゲットは、メインターゲット 30 代＋50 代女性、サブターゲット 20 代男女、ディープターゲッ
トとしては東京都を中心とした男性とした。

拡販入口は、飲める店（口にする機会）の強化、ジャパンビアタイムスなどへの出稿、スーパーマーケッ
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ト・トレードショーへの出展や試飲モニターキャンペーンとした。

■成果
1 社のみの OEM 製造から自社ブ

ランド製造へのシフトは震災を機に
進み、独自ブランド構築ができたた
め、2009 年の販売開始からの「米
麦酒」の売上は徐々に増えてきてお
り、最近ではこのビールを目的に来
られる店頭の顧客が多くなってきて
いる。
「桃のラガー」と「林檎のラガー」

はグラフに示したように中だるみが
あるもののその製造比率は増加して
きている（図 1）。

取引の顧客数は 2011 年当時約
60 社であったが現在は 300 社程度
まで増え、酒卸、酒販店と料飲店が
大きく伸びてきた。

製造数量は震災前までは当社の製
造上限に近い製造量であったが、震
災で大きく落ち込んだ。その後はわ
ずかながら上昇傾向にあった。しか
し OEM でなく、自社ブランドでの
販売に切り換えたため、粗利は下
がっていない。2020 年からの減少
はコロナ禍の影響である（図 2）。

■今後の展望
地ビールを始めたころの製造所は全国で 120 社程度であり、しばらく 200 ～ 300 社くらいであったが、

最近はレストランに併設した小さな製造所が増加してきており、現在 550 社とも言われている。競争が激
化してきている。

このような中でのコロナ禍の影響が大きく、料飲店への売上が減ったままである。また、原材料の値上げ
が目白押しで、当社も近く値上げをしなければと考えている。そのことで取引している顧客の減少を防ぎ、
製造量をどのように確保すればよいのか対応策を考慮中である。

今後は地域の産品を使用した OEM 生産を進めたいと考えている。今まででも OEM 生産は福島県川内
村のそばを使用した「蕎麦畑（そばがるでん）」、福島県天栄村の米とマカを使用した「天栄米マカビール」、
二本松市のマルナカファームの苺を使用した「Koichigo Beer（こいちごビア）」、仙台市のおでんやこうぞ
うの「しらたきヴァイツェン」などを生産してきた。これらを推し進めさらに増やしていきたい。

現在ノンアルコール飲料の開発を予定している。ノンアルコールビールやクラフトコーラなどを検討して
おり、来春には発売したい。
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 図１ 　液種別売上比率

 図２ 　年間出荷数量（ビール + 発泡酒）
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Feature 防災と減災と被災後

今年４月、愛媛大学が中心となり DX を活用した技術や仕組みの開発を目的に、四国 CX 研究会（新し
い視点で四国の土木「Civil Engineering」を変革「Transformation」する）を立ち上げた。土木に関わ
る企業とそれらを管轄する国土交通省四国地方整備局、自治体など 41 団体が参加した産学官の共同の研究
組織で喫緊の課題に対応する。

土木業界は、若手人材の不在による慢性的な労働力不足と高齢化に悩んでいる。特に四国では急速な勢い
で高齢化が進み、インフラの老朽化により維持管理が危ぶまれている。さらに暴風、豪雨、豪雪、洪水、高
潮、地震、津波、噴火などの異常な自然現象によって生じる自然災害の増加も加わり、安全・安心なサービ
スの提供が危ぶまれる状態だ。

そこでこれらの課題に対し、IoT、AI、クラウド環境の整備などを活用し、デジタル技術を社会に浸透さ
せて人々の生活をより良いものへと変革する DX（デジタルトランスフォーメーション「Digital 
Transformation」）を目指す。

研究会を立ち上げたきっかけは、旗振り役の安原英明教授（愛媛大学大学院理工学研究科生産環境工学専
攻）が研究する LPWA（Low Power Wide Area）無線技術を活用した斜面災害監視システムだ。

LPWA とは、低消費電力で長距離の通信ができる無線通信技術の総称のことで、従来の無線技術では満
たすことができないカバレッジの無線アクセスを指し、低消費電力、低ビットレート、広域カバレッジが特
徴だ。

現在、複数の企業が LPWA
を使用したシステム開発を行っ
ているが、各企業が独自の仕様
で個々に開発しているため、そ
れぞれの斜面に異なる企業が開
発したシステムが導入される
と、自治体で全体を管理するこ
とが困難になると予想される。

そこで、異なるシステムを一
括して扱うことのできるプラッ
トフォームとインターフェース
を開発できれば、異なる企業の
システムが使われていたとして
も、斜面変状計測・データ収集・
管理を一括して行うことが可能
になり一元管理ができる。企業
も標準化されたプラットフォームに合わせて開発が可能となる。

四国 CX 研究会ではこれをテーマの一つに据えながら、さまざまな DX 技術の活用を想定する。2022 年
度は、四つの分科会（① LPWA、②衛星・点群、③オープンイノベーション、④若手）を立ち上げ、それ
ぞれの分科会で活動を進めていく方針である。

（本誌編集長　山口泰博）

四国から土木工学の変革を目指す

設立総会の様子
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本稿では、筆者の所属する東京工業大学における研究データの有償提供に関する取扱規則の整備などの取
り組みを紹介する。また、取り組みの背景にある産業界の動きとデータ利活用を巡る様々な政策ならびに、
これに対する現場での課題と対応を説明する。今後の展望としてデータ利活用に際してのオープン・クロー
ズ戦略とデータの利用対価の算定について私見を述べる。

■企業のデータ利活用とオープンイノベーション
第 4次産業革命が進む中、企業はデータを利活用して新たな製品やサービスを生み出している。具体的

な例としては大量のデータを機械学習で活用した認識システムの開発、ターゲットとなる特性・効能を備え
た化合物・材料の、データと数値計算による探索などが挙げられる。これらのデータについて、知的財産権
に該当しないものも含めてその保護を強化するため、知的財産関連の法改正に加えて個人情報保護法や次世
代医療基盤法の整備も進んでいる。データの利活用においては、外部機関からの調達や複数企業の協業によ
る取得など、オープンイノベーションでの取引も少なくない。そこで、経済産業省ではデータの取引契約の
円滑な締結のため「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を策定した。これらの動きの中で、大
学ではバイオサイエンスや素材などの分野を中心にして、企業から研究データの有償提供を求められる事例
も増えてきた。また、これらとは別の動きとして大学には企業から臨床試験実施の要請があり、臨床試験
データの対価などについては企業と大学の間で長らく議論となっていた＊＊1。

■オープンサイエンスの推進と大学への要請
大学にはオープンサイエンス政策の下で研究推進する役割もある。2018 年の統合イノベーション戦略で

オープンサイエンス政策の方向性が示され、その後、機関リポジトリを有する大学等では研究データ（知的
財産権に該当するか否かは問わない）の管理や公開などについてデータポリシーを策定し、研究データ管理
のデータインフラを整備することが要請されている。
このように大学を取り巻くデータ利活用に関しては、オープンイノベーションとしてのデータ有償利用許

諾に加えて、デジタルヘルス改革としての医療・臨床デー
タの提供、オープンサイエンスでの研究データの管理・公
開と三つのベクトルが指摘できる。ところが、セクタース
ペシフィックな行政の下、学内での管轄も別々であるた
め、オープンサイエンス推進の担当部門では、研究者の意
向、個人情報、産業上の価値にかかわらず、データを一律
に一般公開することが大学の義務であるような誤解も生じ
かねない＊1。そこで、大学ではこれら背景の全貌を適切
に理解した上で、自主的に統一的なマネージメントを図る
ことが重要になっている＊＊2。図 1に大学を取り巻くデー
タ利活用の三つのベクトルをまとめる。

大学で生成されたデータの
産業界での利用のための
取り組みと展望

東京工業大学 
研究・産学連携本部 
知的財産部門

小林　和人
こばやし　かずと

オープンサイエンス
（研究データの管理・公開）

オープンイノベーション
（産業界へのデータの有償提供）

デジタルヘルス改革
（医療・臨床データの提供）

研究活動

産学連携

図１　大学を取り巻くデータ利活用の三つのベクトル
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■研究データの有償提供に関する取扱規則などの整備
東京工業大学では、数年前から研究者が企業にデータ（知的財産権の対象とならないもの）を有償で提供

したいとの相談があったが、そのようなデータはデータベースには該当しないため、学内の規則では取り扱
い対象となっていなかった。そこで、研究者のニーズの聞き取りや他大学へのヒアリングを重ねて、研究
データの有償提供に関する規則の必要性と要件の整理を進めた。学内では、データの公開・利用に際しての
上位規範となる研究データの公開方針の検討が始まったところであり、関連部門との協議に 1年をかけて、
2020 年 11 月に研究データの有償提供に関する取扱規則（以下、「本規則」）を制定する運びとなった。ほ
ぼ同時期に研究データポリシーが制定され、ポリシー運用ガイドラインの中で、オープン・クローズ戦略に
基づく公開の判断とともに学術資産としての公開利用と知的財産としての活用の判断を定めることで、統一
的なマネージメントを図ることができた。
本規則は研究データを企業などに有償で利用許諾する際に必要な条件と手続きを定めたものである。対象
は役職員等が大学での研究活動で取得した研究データである。知的財産権に該当するものは除外される。対
象となるデータは特定の研究分野に限定すべきとの意見もあったが、そのような区分と根拠の明確化は困難
であり、限定しないこととした。東京工業大学には附属病院がなく、臨床試験データは想定していない。
データの権利帰属についても議論したが、法律上の定めのないものを学内で独自に規定しても混乱が生じか
ねない。そこで、有償提供の届け出があった時に、届け出されたデータを企業等に利用許諾する権利は大学
にあることについて、届け出した研究者の同意を得るよう運用するにとどめた。また、個人情報を含むデー
タに関しては、国立大学としてこれを提供して収入を得ることの妥当性について指摘があり、対象から除外
した。また、外部機関との契約、大学の規則や法令に違反したものは提供できないこととした。従前から行
われている研究者間の研究目的での無償のデータ授受について、本規則はこれらの行為を制限しない。本規
則制定に際しては、データに関連する様々な法令や学内規則が適正に守られているか、という点が改めて問
われることとなった。
また、実際のデータの管理は個々の研究者に委ねられていることから、規則だけでは管理の実効性に限界
もあった。これについてはオープンサイエンスの推進としてリポジトリを整備した上で研究者が研究データ
を適切に管理するよう議論が始まっており、産学連携でのデータ利活用についてもこのようなリポジトリで
管理の実効性を図っていく方向性を確認した。

■オープン・クローズ戦略とデータの価値・利用対価
東京工業大学ではデータポリシーと研究

データの企業などへの有償提供に関する取扱
規則を定めたが、今後、同様の規則を整備す
る大学も含めて、その運用に際しての将来の
課題を二つ挙げる。第一はオープン・クロー
ズ戦略の実践である。大学での研究活動は研
究者による学術論文での成果発表を基本とし
ており、研究室としてのオープン・クローズ
（秘匿管理）の判断は十分にはできていない
実態がある。かかる認識を前提に、私見とし
てデータのオープン・クローズ戦略のあるべ
き姿を図2にまとめた。データを取得・生成
した際には学内で秘匿状態にあり、特に研究

研究活動

オープンサイエンス

一般公開

限定開示

産学連携

オープンイノベーション

データHUB等

学内秘匿
データ
生成 臨床試験

データ

コンソーシアム
(他大学等)

企業
開放

相手限定
有償提供

オープンデータ リポジトリ

図２　データの秘匿管理とオープン・クローズ戦略
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競争力のコアになるデータは適切な秘匿管理が重要である。共同研究などの相手大学などがいれば限定的に
開示し、研究によっては速やかな一般公開が望ましい場合もある。一方で、企業から産業利用の求めがあり
研究に影響がなければ、有償で利用許諾の選択もある。さらにはオープンソースとして無償開放する可能性
もある。
第二はデータ利用の対価の算定の考え方とその合意形成である。ここではデータの価値とその利用対価の
算定について私見を述べる。データの価値はその希少性、有用性、ボリュームを乗じて算定する（図 3-a）。
次に、その利用対価は、研究者のデータ生成
のエフォート（専門知識と工数など）、企業
での研究段階でデータの利用期間・頻度、事
業段階での事業収入への寄与の三つに上述の
データの価値を乗じて算定する（図 3-b）。
事業収入への寄与についてはデータ提供が独
占的か非独占的かも考慮する。この算定式は
コストとマーケットの両面に着目して導出し
たものであるが、妥当性についてはさらなる
議論を期待したい。

＊ 1　 オープンサイエンスに関する学術論文では、知的財産とそれ以外の区分、オープン・クローズの戦略的判断、限定的開示などについての言
及したものは見当たらない。

＊＊ 1　石埜正穂、“臨床試験データの知財的活用を巡る議論”、産学官連携ジャーナル、Vol.14 No.2 （2018）

＊＊ 2　小林和人、日置孝徳、“大学や研究機関で生まれるデータとその利活用ルールを巡る動き”、パテント、Vol.73 No.5 （2020）

図３　データの価値とその利用対価の算定
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リポート

■透析患者さんにとっての高カリウム食品
腎臓の働きの一つとして血液中の老廃物や余分なミネラルなどをろ過し、尿として体外に排出することが

挙げられる。腎臓には細い血管が多いために糖尿病や高血圧症からの合併症で腎不全となり、その後、悪化
が進み、腎臓機能の 10％以下になると週に 3回の人工透析を受けなければならなくなる。するとミネラル
の一つであるカリウムも一日当たり 1,200mg に制限され、カリウム含量の高いメロン（340mg/100g 可
食部、6分の 1カット）は口にできなくなる。カリウムはほとんど全ての食品に含まれ、メロンを口にする
と、生きるために必要な食品を摂ることができなくなる。「欲しいものが食べられない」厳しい食事制限が
続くのである。

■メロンの低カリウム化は可能か？
高カリウム食品の一つであるメロンをどのように

して低カリウム化できるのか。カリウムは窒素やリ
ン酸と共に植物が大きくなるのに大量に必要な養分
である。そのために野菜を育てる際には必ず窒素、
リン酸、カリウム肥料を畑に投入する。特にカリウ
ムは果実を大きくする肥料と位置付けられている。
カリウム肥料を減らすと、あのおいしいメロンがで
きなくなる。しかし、低カリウムメロンを作るため
には、与えるカリウム肥料を減らさなければならな
い。どうしたら良いのか？
そこに従来から行っている二つの栽培技術と一つの知見の組み合わせが頭に浮かんだ。
1株に 1果しか着けない温室メロン（ネットメロン）は果実になる花が咲くころには親ヅルや子ヅルの成
長点を除去して、新たな葉や茎を作らせない。そして、その果実を大きくすることにメロンを集中させてい
く。葉や茎を大きくする栄養成長と、花を咲かせて果実を大きくする生殖成長を従来の栽培方法では開花後
に人為的に切り替えている。その際に過剰なカリウムがメロン果実に入ってきているのではないかと考え
た。そこで、カリウム肥料を制限しても正常なメロン果実ができるかもしれないと研究をスタートさせた。
メロンに与えるカリウム肥料を制御するためには、メロン栽培で一般的に行われている土耕栽培では難し
い。土の中のカリウム肥料を取り除くことは不可能である。そこで、水に溶かした肥料、すなわち培養液を
利用する養液栽培技術が必要になる。カリウム肥料だけをいつでも制御できるのが養液栽培技術である。そ
こで、当初は定植後、栽培初めからカリウム肥料を 2分の 1や 4分の 1などに制限して栽培を行った。す

しまね夢メロン
（低カリウムメロン）
の誕生とその思い

島根大学 学術研究院 農生命科学系 
生物資源科学部 農林生産学科 
教授

浅尾　俊樹
あさお　としき

「透析患者である祖父に好きなメロンを食べさせてあげたい」という元同僚の一言から、低カリウムメ
ロンの研究が始まった。そして、従来の技術と知見の組み合わせから、おいしく、透析患者さんにも
食べてもらえる、家族とともに食べることができる「しまね夢メロン（低カリウムメロン）」が完成した。



152022.9　

ると、見事に低カリウム化を図ることができた＊1，＊＊ 1。しかし、栽培期間中の天候次第で十分な低カリウ
ム化にならなかったり、低カリウム化が進み過ぎて甘さが十分でなかったり、なかなか安定しなかった。
そこで、一つの知見が頭に浮かんだ。カリウムは水に溶けやすい。レタスなど水にさらすことで余分なカ
リウムを除くことができる。桃の缶詰などもシロップを飲まなければカリウムの摂り過ぎを防ぐことができ
る。メロンは生で食べてこそ、おいしくいただけるので、低カリウムメロンが必要になる。また、低カリウ
ム化を図る際に、植物体内でカリウムの移動が容易に行われることが考えられた。そこで、開花するまで、
十分なカリウム肥料を与え、葉や茎をしっかり大きくする。開花後、根からのカリウム供給が停止しても、
それまでに葉や茎に蓄えられたカリウムが果実肥大のために容易に移動し、果実肥大が正常に行われること
が明らかになった＊2。ただ、葉からカリウムの過剰移動が行われると葉が黄化し、十分な光合成が行えな
い。甘いメロンができなくなる。そこから、カリウム供給停止のタイミングを検討していった＊＊2。

■チームで作った低カリウムメロン
低カリウムメロンは、どこまで低カリウム化を図れば、透析患者さんに食べてもらえるのか。その安全性

はどのようにしたら明らかにできるのか。それらの課題を解決するのは難しかった。そこで、島根大学医学
部附属病院内で病院食を作っている栄養治療室の管理栄養士を訪ねた。すると、透析患者のメニューにメロ
ンを入れるためには、食品成分表値（340mg/100g 可食部）の 60％までカリウム濃度を下げる必要がある
と知らされた。そして、附属病院の透析専門医を紹介してくれた。島根大学の低カリウムメロン研究チーム
が立ち上がった瞬間だった。
松江や出雲地域の病院で働く管理栄養士向けに附属病院で低カリウムメロンの試食会を行い、大学農場を
訪ねてくれた高校生に低カリウムメロンを試食してもらった。その際、カリウム濃度で食品成分値の 30〜
150％のメロンを作って食べ比べを行った。すると、カリウム濃度が低過ぎると「甘くない」、高過ぎると
「苦い」と不評だった。「甘くておいしい」と一番好評だったのが 50〜60％であった。また、試食を行う中
で「今までメロンを食べると口の中がピリピリする」という人がいた。これは口腔アレルギーの一種で、そ
の抗原はスギ花粉症と共通なために日本人の中にメロンに対する口腔アレルギーを持っている人が多いとい
われている。本研究者もその一人であり、メロンが食べられない。このようにメロンが苦手な人も低カリウ
ムメロンは食べやすかったという人がほとんどであった。低カリウム化はカリウムだけを少なくするのでは
なく、硝酸カリウムとして与えているので硝酸態窒素も少なくしている。そのためにアレルギーの低減化が
起こった可能性が考えられた。そこで、低カリウムメロンのカリウム濃度は 200mg/100g 可食部を目標に
研究が進められた。また、低カリウムメロンの開発は透析患者だけではなく、その家族と一緒に食べられる

メロンを作ることになった。甘さや大きさな
どが同じメロンである。透析患者にとって家
族と同じものが食べられるのはうれしい。
一方、附属病院に入院されている透析患者

さんにも低カリウムメロンを食べていただい
た。その際、患者さんから発せられた一言が
「こんな味の濃いものを食べたのは久しぶり」
だった。涙して食べられたのがとても印象的
だった。試食していただいた前後で血液検査
をさせていただくとカリウム濃度の上昇は認
められなかった。
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■様々な取り組み
その後、出雲や松江地域、和歌山県などの透析クリニックで低カリウムメロンを食べてもらったり、地元

マスコミ、そして「世界一受けたい授業」という番組でも取り上げていただいた。透析患者用の低カリウム
メロンということで恐る恐る番組出演者が食べた瞬間、「これ､ 普通においしいメロンだ」というコメント
が返ってきた。患者用食品もおいしいことが大切なことだと分かってもらえた。
玉造温泉（島根県松江市）の旅館では大妻女
子大学の学生が考案した透析患者用ランチメ
ニューの試食会が患者さんと家族、友人を招待
して行われた。また、1泊 2日の温泉旅行を玉
造温泉の旅館2軒と旅行会社とのコラボで、島
根大学低カリウムメロン研究チームがサポート
しながら企画された。関西地方から多くの方の
参加を期待したが、われわれの考えが甘かっ
た。参加者は1組だけであった。それも低カリ
ウムメロン研究チームの医師の先輩家族であっ
た。その家族にはとても満足していただいた
が、なぜ参加が少なかったのか考えた。案内の
チラシは旅行会社、そして幾つかの病院にも
送った。患者さんの目には留まっていたはずだ。
しかし、家族には言えなかった。われわれは本当に透析患者さんのことが分かっていなかった。
透析患者さんの集まりである「腎友会」が各都道府県にあり、全国組織も形成されている。そこに出向き、
メロンの試食をしてもらいながら、取り組みをアピールした。そして、少しずつ広がっていった。
アグリビジネス創出フェアなどに出展し、農林水産省でポスターを作成してもらった。

■地域企業による「しまね夢メロン」の生産と今後
現在、「しまね夢メロン」は地元の企業さんに作っていただいている。そして、低カリウムメロンを使っ

たアイスクリームやシャーベットなども。今では、花が咲くまでカリウム肥料をしっかり与えて、開花開始
4日後には供給停止を行っている。「島根大学で研究開発し、島根で作って、透析患者さんに夢を持っても
らうメロン」として、今後、「しまね夢メロン」を作り続けたい。
また、メロンよりももっと高カリウムな食材であるサツマイモの低カリウム化を進めている。おいしい焼
き芋もいっぱい食べていただきたい、そのような思いで研究開発を進めている。

＊ 1　果実又は野菜の養液栽培方法：特願 2009-296601（2009 年 12 月）、特許第 5622260 号（2014 年 10 月）

＊ 2　野菜又は果物の栽培方法：特願 2013-033659（2013 年 2 月）、特許第 6124251 号（2017 年 4 月）

＊＊ 1　 Impact of reduced potassium nitrate concentrations in nutrient solution on the growth, yield and fruit quality of melon in 
hydroponics. Scientia Horticulturae. 2013. 164:221-231. ELSEVIER

＊＊ 2　 Production of low-potassium content melon through hydroponic nutrient management using perlite substrate. Frontiers in 
Plant Science, 2018. 9:1-18. Frontiers in Plant Science doi: 10.3389/fpls.2018.01382 
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Biz & Company

■産業用貴金属が７割、資産用・宝飾３割
民間企業が研究助成を行っている事例は少なくないが、一般には資産用のゴールドバーやジュエリーのイ

メージが強い田中貴金属工業株式会社（東京都千代田区）が財団を設立し、貴金属に関する学術的・技術的
な研究を助成している。そもそも「貴金属に関する研究助成」とは何を意味するのか、そこに違和感を覚え
る人も少なからずいると思う。まずは田中貴金属グループ、正確にはTANAKAホールディングス株式会社
の事業を正しく知る必要がある。
グループは、持ち株会社のTANAKAホールディングスの下、五つの企業から構成されている。グルー
プを牽引（けんいん）するのが田中貴金属工業（1885 年創業）で、貴金属地金および各種産業用貴金属製
品の製造・販売・輸出入、および貴金属の回収・精製などを手掛ける。ゴールド・プラチナジュエリーなど
の宝飾品、工芸品、貴金属地金・コインの販売・買い取りは、田中貴金属ジュエリー株式会社が担い、産業
用貴金属製品と資産用・宝飾貴金属の取り扱いがグループ経営を支えている。貴金属の8元素を用いた製品
を事業ドメインとして、国内外に広く事業展開。貴金属 8元素とは、白金（Pt）、金（Au）、銀（Ag）、パ
ラジウム（Pd）、ロジウム（Rh）、イリジウム（Ir）、ルテニウム（Ru）、オスミウム（Os）のこと。希少
性だけでなく、加工しやすく、化学的に安定していることから、産業用材料として多方面に用いられる。
母体となる田中貴金属工業は、日本橋茅場町の両替商として事業を開始したが、4年後に、金や銀に比べ
て難しい白金加工技術を究め、工業製品の国産化に成功したことから製造業に舵を切った。当時、電球の
フィラメントは白金でできており、その精製技術を確立したのは創業間もない田中貴金属工業のみだった。
以来、産業用貴金属製品の開発・製造に従事し、今日に至っている。
一方、貴金属はそれ自体、宝飾品としての価値、ひいては資産としての価値を持つ。田中貴金属というと

「純金積み立て」をイメージする人が多いかもしれないが、その認知度は資産・宝飾としての貴金属に由来
するものだ。しかし経営の実体は大きく異なる。売上高に占める割合は、産業用貴金属製品の取り扱いが全
体の 7割を占め、資産・宝飾は合わせて 3割程度にすぎない。研究助成に対する違和感があるとしたら、
おそらく世間に広く知られている企業イメージによるものだろう。

■財団を設立、貴金属に関する学術的・技術的研究に助成
研究助成事業は現在、一般財団法人田中貴金属記念財団が主宰している。2015 年、田中貴金属工業創立

130 周年を記念し、「貴金属の新分野を開拓醸成し、学術、社会、経済の発展に寄与する」ことを目的に設
立された。ただし研究助成自体は、田中貴金属工業が 1999 年から研究機関を対象に毎年テーマを募集して
おり、今年で 24回を数える。財団設立を機に事業を譲渡した格好だ。
研究助成を開始した背景は、貴金属に関する基礎研究をスピーディに行うために研究機関や特に大学の研
究者のシーズを最大限に活用することを考え、独創的な技術やアイデアをその先の製品につなげることに期

貴金属の世界を開く研究に最高金額500万円も
田中貴金属グループの研究助成
田中貴金属記念財団は、貴金属の新分野を開拓醸成し、学術、技術と社会経済の発展に寄与するこ
とを目的に、「貴金属に関わる研究助成金」制度を設けて国内の研究機関や研究者を支援している。
今年で 24回目となる研究助成は、貴金属工業の発展や関連技術・製品の進化にどう貢献してきた
のか。
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待しつつ、まずは製品の基礎データを一緒に取るところにあった。
貴金属に関わる研究助成金は、年 1回、9月から 11月の 3カ月間を応募期間とし、貴金属に関わるテー
マを募集している。新しい技術であること、製品に革新的な進化をもたらす研究・開発であることなどが条
件だ。応募資格は、日本国内の研究機関に所属していれば、活動拠点は国内・海外を問わない。
貴金属の新しい世界を開く研究テーマには最高金額 500 万円の「プラチナ賞」をはじめ、「ゴールド賞」
200 万円、「シルバー賞」100 万円が授与される。そのほか、37 歳以下の若手研究者のための「萌芽賞」
100 万円、「奨励賞」30万円を設けるなど、次代を担う人材の発掘・育成にも力を注いでいる。2021 年は
合計 137 件の応募があり、この中から 23 件の研究に対し、総額 1,660 万円の研究助成金が授与された。
コロナの影響でここ数年は応募総数が減少傾向にあるが、コロナ前には200件近く寄せられた時期もあった。
2009年から2021年度までの受賞履歴は、貴金属を使用した研究・開発に限られるとはいえ、合金、メッ
キ、触媒、電極、配線といった関連技術から、燃料電池、リサイクルなどの周辺テーマに至るまで、多岐に
わたる。中には、インフルエンザウイルスの検出や、再発・転移がん予防のための新素材開発など、医療へ
の展開も含まれている。2021 年度のゴールド賞は、東海大学、窪田紘明講師の「貴金属含有電子部品のモ
デルベース設計・生産技術開発の高度化」と、横浜国立大学、井上史大准教授の「貴金属配線による裏面電
源供給ネットワークの形成」が受賞した。

■カーボンニュートラルを目指す
貴金属の将来そして産業・社会への影響力を考えるとき、取り組まなくてはならないのは、カーボン

ニュートラルだ。田中貴金属グループも今年 4月、「カーボンニュートラル宣言」を行った。地球温暖化と
いう地球規模の社会課題に対し、2050 年までにカーボンニュートラルの達成を掲げ、脱炭素社会に資する
技術を自らそして社会に積極的に実装していくことで、地球温暖化問題の解決に挑戦する決意を明らかにし
た。豊かでサステナブルな地球の未来を私たちの手で創り出そうという考え方は、カーボンニュートラルの
流れと合流して大きな社会潮流となりつつあり主要な研究テーマとなっていくだろう。
グループは、創業以来、貴金属リサイクル事業を行ってきた。先ごろ、金や白金などの貴金属資源におい
て、100％リサイクル材からなる「REシリーズ」を原材料としためっき用貴金属化合物の供給を開始した。
REシリーズは、鉱山由来の地金などを使用せず、貴金属リサイクル材のみを精製した貴金属原材料である。
金や白金などの鉱山資源の採掘には大きなエネルギーが必要だ。貴金属は希少であり、埋蔵量に限りのあ
る天然資源であるため、REシリーズの展開は新たな採掘の必要量を抑え、効率的な利用ができる。さらに
二酸化炭素（CO2）削減による環境負荷低減につながり持続可能な開発目標の実現に寄与する。
今年で 24回目を迎える研究助成事業。貴金属は学問としてもニッチな世界で、研究者も限られている。
そうした中、助成制度の認知度を高めるために、事務局は日頃から大学などの研究機関とのコミュニケー
ションを確保している。ここ数年はコロナの影響で、足を運んで直接情報交換をする機会は減ったが、極力
現場へ足を運び、学会での企業展示や広告掲載により多数の応募を呼び掛けている。大学や研究室の活気
も、コロナ前に近づきつつある。今年の研究助成の応募は、9月初旬～ 11月 30 日までの 3カ月間。例年
を上回る応募が期待できそうだ。
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研究者エッセイ：Researcher essay

■はじめに
私の専門領域は子ども家庭福祉とソーシャルワークである。特に、虐待を受け、児童養護施設（以下、施

設）に入所している子どもたちの自立支援を研究テーマとしてきている。つまり、彼らが退所後、もしくは
家庭復帰した後に安定的な生活を営めるようになるためには何が必要なのかを研究テーマに掲げ考え続けて
きている。そういう私は、少し変わった経歴を持っている。大学院在学中に施設現場に出た私は、数年後に
短大・大学で研究・教育に従事した。その後、再び施設現場に施設長として赴任し、10年間施設長を務め、
現在大学に籍を置いている。私は、こうした現場経験を通して、たくさんの研究課題を子どもたちと過ごす
中で得てきたと考えている。本稿では、その経緯を簡略に説明した上で、現在の取り組みについて述べ、当
事者の声をいかに研究に結び付けるか、その意義について述べてみたい。

■子どもたちと共に生活をするなかで
私が初めて施設に勤めたのは、今から約 30 年前である。当時は、まだ虐待という概念で子どもの示す

様々な問題行動を捉えることが一般的ではなかったといってよいだろう。そうした中で出会った父親から虐
待を受けたA君（10歳）との出逢いは私の原点となった。今日では私たちの研究領域では「重篤な課題を
抱えている」という言葉がよく使われるが、まさにA君は、そういう子どもであった。力の弱い子どもへ
の支配性の強さとしてのいじめ、虐待関係の再演として食器をひっくり返し、私自身を罵倒することなどで
ある。当時の私は、こうした概念を知らなかったので、そこで何が起きているのかがよく分からなかった。
むろん、対応は当たり前過ぎるぐらいの叱責でしかなく、問題はエスカレートしていった＊＊1, 2。
A君から学んだことは数多くあるのだが、指摘しておきたいのは、知識はそこで何が起きているのか、つ
まり現象を理解する手立てとなることだ。むろん、それが適切な支援へと導くことになる。他方で、知識を
もって理解し、対応を図っても問題はすぐに解決するわけではないこと、むしろ大切なのは、誰かにサポー
トしてもらいながら、援助者自身が自らの非力さに耐え、そこに居続けることだと知った。
私はその後、管理者として再び現場に戻る。指導員としての経験はわずか３年程度であり、それで何が分
かったのかという問いが自らの中に存在し続けたことが戻った大きな理由の一つである。そこで数多くの、
自ら選択したわけではない親からの虐待を受け、さらに、自ら選択したわけではない施設に入れられること
になった子どもたちの苦悩と出逢うことになる。むろん、多くの子どもたちは変わっていけること、そうし
た可塑性を抱えた存在であることが深く刻まれた。だが同時に、強いられた人生を受け入れられず、苦悩す
る子どもたちの存在に何かできることはないのか、それを自問する日々でもあった。

■現在の研究課題とそこで向き合うなかで見えてきていること
私は再び研究の場に籍を置くことを許された。施設長時代に抱えていた疑問の一つ、強いられた人生を彼

らが少しでも受け止められ、自分らしい人生を生きていくために何ができるのかということを研究テーマと
していくこととなる。
施設現場で聴いた子どもたちの苦悩を象徴した声は、「親のくせに」という言葉であった。「親のくせに、

子どもたちの声に導かれて
山梨県立大学 人間福祉学部 
福祉コミュニティ学科

山田　勝美
やまだ　かつみ

作画：佐野晶子
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なぜ産んだ子どもを施設に預け、そして、引き取ることもしないのか」という疑問である。そこには怒りが
同居していることが多い。子どもたちの多くは、そうした現実を引き受けられず、問題を起こしても、「俺
はこんなところ（施設）、好きで来たわけじぇねぇし…」と逆切れする。こうした行為は、子どももしては
いけないことをしていると理解はしているので、施設そのものにも居づらさを感じてしまう。こうして状況
は悪化することがよくある。
つまり、実践的な研究課題は、親が自分を施設に入れた現実、しかも中には、虐待をされたという現実、
加えて、その後、親は自ら謝罪することもなく、状況が変わらない現実が少なからず存在し、そうした現実
が子どもにもたらす苦悩にいかに対処するのかということになる。
現在、私は、ここまで記した問題意識を共有し、その問題意識に立って実践を展開している各地の施設の
職員とそこで暮らし、現在比較的安定的な暮らしを営んでいる退所者に聞き取り調査を行っている。その一
端を紹介しておきたい。
根底にあるものは、「施設に来て良かった」と実感できることである。わけもなく殴られたり、怒鳴られ
たりしない暮らし、衣食住にわたり大切にされていると感じられる日々の営みがまずは安心・安全感を取り
戻させる。今後丁寧に分析していきたいと考えているが、過去と向き合っていく前提にあるものは、今を受
け入れることなのかもしれない。安心感が取り戻されると、少しずつ、過去の傷が日々の暮らしの中で表出
されていく。職員がその現象に振り回されながらも、そこにある家族への葛藤や今まで受け入れてもらえな
かった言葉に、怒りや寂しさがあることを理解しながら受け止めていく作業の過程で、職員は子どもにとっ
てかけがえのない存在となっていく。
こうして子どもの根底にある強いられた人生への疑問を共有させてもらう関係が子どもとできる。そし
て、子どものタイミングでその疑問に答えていく。ここについても今後丁寧に検討を加える予定であるが、
そこで行われているのは、親が虐待行為をせざるを得なかった理由や背景の説明であった。親もまたしたく
てしたわけではなかったこと、親自身もまた被害者であり、誰を責めても仕方ないことを知り、自分の人生
を生きていく覚悟を持つことに至るのではないだろうか。

■おわりに
福祉実践を研究テーマに掲げている者として、また現場を経験してきた者として、現場には埋もれた重要

な課題があり、そこに焦点を当て、言葉にしていく作業がとても大切であると考えている。現場に身を置い
た者であるからこそ分かることがあるように思う。現場には言葉にしにくい実態があり、そこに含意された
ものの意味の重さが推察できるのである。現場の苦悩や先駆的実践に言葉を与えていく営みを行っていきた
い。特に、当事者である者の言葉にならない思いを汲み取れる存在でありたいと思っている。

＊＊ 1　 山田勝美（2002）「虐待を受けた子どもの自立支援」村井美紀・小林秀義編　中央法規出版

＊＊ 2　山田勝美（2022）「子どもの家族の現実を受け止める」児童養護 52 巻 4 号
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リポート　大学の産学・社会・地域連携窓口紹介

別府大学・別府大学短期大学部
別府大学・別府大学短期大学部 地域連携推進センター

全学的な立場から、教育、文化、歴史および生涯教育などを通じて地域の活性化や人材育成等に貢献するこ
とを目指し、自治体や地域の組織、地元企業などとの連携協力関係を進展させることを目的とする。

大学
・文学部：国際言語・文化学科、史学・文化財学科、人間関係学科
・国際経営学部：国際経営学科
・食物栄養科学部：食物栄養学科、発酵食品学科
短大
・食物栄養科、初等教育科、専攻科
大学院
・文学研究科博士前期課程：日本語・日本文学専攻、史学・文化財学専攻
・文学研究科修士課程：臨床心理学専攻
・文学研究科博士後期課程：日本語・日本文学専攻、史学・文化財学専攻
・食物栄養科学研究科食物栄養学専攻修士課程

センター長・教授　　　阿部　博光
センター事務長　　　　安倍　武司
センター事務長補佐　　満留　卓也

　「地域に学び、地域に貢献する大学」というビジョンを全ての教職員が共有し、地域を支える人材を養成す
ることを目指している。この中でセンターは①地域社会との連携・推進、②生涯学習、③公開講座等の大学
の開放事業、④産官学連携、⑤ボランティア活動などの業務に携わっている。
　地域社会との連携・推進については、大分県内の全自治体（18 市町村、大分県）、そして県内企業・金融
機関と包括的な交流協定を結んでおり、これをもとに地元企業と学生による連携活動やワークショップなど
多彩な取り組みを展開させている。
　また生涯学習、公開講座等の開放事業においては大学の教育研究をホームページ上で公開する「オープン
エディケーションルーム」を創設したほか、別府市役所、別府商工会議所などを対象にリカレント教育の推
進も図っている。
　産官学連携においても、県内外の企業や自治体との連携で別府観光、大分の産業などの調査・研究を行っ
ており、地域社会に根差した大学教育を目指す。

注）2022 年 9 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

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

〒874-8501 大分県別府市北石垣 82所在地

電　話　
メール　
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リポート　大学の産学・社会・地域連携窓口紹介

香川大学
香川大学 地域・産官学連携戦略室

産官学連携／受託研究／共同研究／社会連携／地域連携／知的財産／発明、特許等知的財産／技術交流協力会

学　部
教育学部、法学部、経済学部、医学部、農学部、創造工学部
大学院、専門職大学院
教育学研究科、法学研究科、経済学研究科、医学系研究科、工学研究科、農学研究科、
地域マネジメント研究科、創発科学研究科、愛媛大学大学院との連合農学研究科

室長（産官学連携統括本部長）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城下　悦夫
副室長（副学長（学生支援・広報・特命担当）／地域人材共創センター長）　　山神　眞一
副室長（産学連携・知的財産センター長）　　　　　　　　　　　　　　　　　永冨　太一
産官学連携統括本部統括ディレクター 　　　　　　　　　　　　　　　　　　金川　誠
地域創生推進部長（事務）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中屋敷　隆博

　香川大学は、地域連携および産官学連携体制の一層の強化を図るとともに、全学を挙げて組織的に対応す
るため、2018（平成 30）年 4 月 1 日に「産官学連携統括本部」を設置しました。
　設置の目的は、企業や自治体等からの様々な相談やニーズ情報に対する窓口を一本化することにより、教
育、研究、社会貢献等について、「組織」対「組織」として対応するとともに、情報の集約を行うことです。
また、「産官学連携統括本部」は、迅速かつ的確に学内研究者チームの編成を行い、産官の関係機関とのマッ
チングを実施します。
　これにより、香川県発の産官学による巨大プロジェクトの獲得等を目指し、地元香川の創成・発展と本学
の教育・研究のさらなる発展に寄与することを最大の目標としています。

注）2022 年 9 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

〒760-8521 香川県高松市幸町１番１号

電　話　
メール　
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一歩踏み出す勇気

私は、歯医者嫌いだ。しかし先日、断続的に続く痛み
に耐えられず、約 30 年ぶりに虫歯の治療のため、重い
足取りで歯医者へ向かった。虫歯の応急措置はそこそこ
に、担当医から「良い機会ですから、本格的に悪いとこ
ろを治しては？」とアドバイスを受けた。医者から見れ
ば、30 年もセルフケア only の口の中は、気になると
ころが満載なのだろう。ただ、私からすれば、痛みさえ
取れればそれで良しだ。「そんなに若くもないし、治療
する価値をあまり見いだせないんですけど～」と消極的
な返答をしたところ、若い医者は、そんなことないと熱
く語る。「（治療）期間は？　コストは？　（私が享受する）
具体的なメリットは？」など、問い掛けたい事柄が頭の
中に渦巻いたのだが、大勢の患者が順番を待っている中

で長々と議論するのは悪いと思い、言葉を飲み込んだ。
自分の歯の治療のことまでプロジェクトのように捉えて
いるような感覚、これは職業病だろうか？　私は悶 （々も
んもん）とするのである。

明確な動機があり、資金もあって、しっかりした計画
を立て一歩踏み出す勇気があれば、成功するかどうかは
別として事は進むはずだ。だが、今の私には全てが欠け
ているようだ。一歩踏み出す勇気を蓄積するために、ま
ずは歯石除去から始めます。

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体部長（兼）
社会システム実証部長　小野 昌志

視点：Point of view

異なる立場で見える世界

この 4 月から、いったん公設試（公設試験研究機関）
の研究現場を離れ、行政の仕事に就いている。県内の産
業振興を担う部署に配属されたが、産業振興の一ツール
として産学官連携を推進する立場、ということになる。
直接的に産学官連携の現場に立ち会う機会は減ることに
なるが、研究者としてこれまでに培った知識や知見を何
とか役立てられないか、工夫しながら業務にあたる毎日
である。

慣れないせいもあってか、改めて感じるのは、（偏見
もあろうが）やはり周囲とは物事の見え方、考え方が異
なることである。立場が変わることで見える世界が異な
ることの典型であろう。自省の念も込めてであるが、と

もすれば、これを理由に心に垣根を作り、互いが互いを
敬遠してしまっている一面もあるかもしれない。もどか
しくもあり、また刺激的でもあるが、今の立場で為すべ
きことは、行政担当者と研究者・技術者の距離を近付け、
より有機的・機能的な連携を推し進めることにある、と
認識したい。

経験に乏しく、なかなかに苦戦しているところだが、
新たな出会い、つながりを得、自身の見える世界が広が
る切掛けとなることを期待して。

三重県雇用経済部 新産業振興課 主幹　山本 佳嗣
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	2209-04 四国CX研究会（山口）_2
	2209-05 小林様（東工大）_6
	2209-06 浅尾様（島根大）_6
	2209-07 田中貴金属（山口）_5
	2209-08 山田様（山梨県立大）_5
	2209-09 窓口紹介（別府大）_4
	2209-10 窓口紹介（香川大）_5
	2209-98 AD_2
	2209-H4（小野特派員／山本特派員）_3

