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巻頭言

Foreword

森林資源活用による産業基盤創造

株式会社トクヤマ 代表取締役社長執行役員

横田
よこた

浩

ひろし

わが国のエネルギー政策は今世紀に入って化石燃料からの転換の主軸の一つに原子力を掲げていたが、東
日本大震災を契機に原子力は主力電源の位置付けから外れ、安価安定な電源として石炭・天然ガスなど化石
燃料が再び主力電源となった。その後、2020 年 10 月に菅総理が 2050 年カーボンニュートラル（以下、
CN）を宣言し、化石燃料からの転換の流れが定まり、ここに来て再び原子力が見直されているのは歓迎す
べきことである。特に地理的条件から再生可能エネルギーの量的確保に困難を伴うわが国にあっては化石燃
料に代わる安定電源の確保は国の存立に関わる問題で極めて重要である。
一方、昨今の CN 議論の中で化学原料の脱炭素議論については、バイオマスはじめ国外に依存する傾向が
強いが、将来のわが国のありようを考えるとき、日本国内での化学原料資源の確保についてもっとポジティ
ブな議論が必要ではないかと考える。
特に化学産業にとって安価・大量な化石資源に代わる化学原料の確保は最重要課題であり、かつ経済安全
保障の見地からも国内に目を向けることは極めて有意義なものと考える。例えば石油化学の代替原料として
バイオマスが注目されているが、バイオマスに関しては、人権問題がなく非可食であることが前提となり、
将来にわたって海外から安価・大量に確保することは極めて困難であろう。幸い、日本には国土の 3 分の 2
を占める森林資源がある。林業をスマート化し北欧並みの競争力を実現し、川上（林業）～川中（製材・チッ
プ）～川下（建築・化学原料・燃料など）の効率的なサプライチェーンを構築することで林業が発展し、林
業を起点として循環する産業基盤を創造することで日本独自の持続可能な新しい産業構築が可能になるので
はないか。
その際、多くのケースにおいて化学産業などと地域の天然資源利用はトレードオフの関係になるように捉
えられがちだが、ネイチャーポジティブな取り組み、すなわち、地域天然資源の持続的・循環的活用が地域
の暮らしと産業再生・創造・共生につながるという視点での世論形成が重要である。このような社会を実現
するためには、地域住民、林業従事者や山林所有者などとの対話・理解をベースに、地域に適した保安防災
を含め持続可能な森林計画、競争力ある林業機械開発、材木 to ケミカルの化学技術開発、私有林の利用促
進など多くの課題があり、それらを解決していくためには、あらゆる側面での幅広い産学官の連携が欠かせ
ない。
現在、弊社の主要製造拠点である山口県周南市では市・化学工学会・コンビナート主要企業からなる脱炭
素協議会が発足し、こうした議論が始まっている。また、一般社団法人プラチナ構想ネットワークでも同じ
くこうした議論が始まっており、化学産業に携わる一人として今後このような取り組みに積極的に関わって
いき、国民的議論を喚起し、日本の化学産業発展のために微力ながら尽くしたいと思う次第である。
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都立大の 5G チャレンジ：
ローカル 5G 環境を
活用した最先端研究と
産学・地域連携

東京都立大学
総合研究推進機構長
副学長（研究・情報・都連携担当）

堀田

ほった

貴嗣

たかし

■はじめに

最近、5G という言葉を目にする、あるいは耳にすることが多くなったと思うが、これは 5th Generation、

すなわち第 5 世代の略称である。では、何の第 5 世代かというと、現代では水や空気のように欠かせないも
のになっているスマートフォンなどに用いられる通信規格の 5 世代目という意味である。このご時世、グー
グル検索すればすぐに調べられることなので、ここで 5G が何なのかは詳しく述べないが、高速大容量、高
信頼・低遅延、多数同時接続という三つの特徴を備える最新の移動通信システムであり、DX（デジタルト
ランスフォーメーション）実現の基盤として注目されている。
さて、東京都の発表している「
『未来の東京』戦略」＊＊ 1 の「戦略 10：スマート東京・TOKYO Data
Highway 戦略」において、三つの視点が示されているが、その一つ目において「電波の道」でいつでも、
誰でも、どこでも「つながる東京」を実現すると語られており、具体例として「スマート東京」先行実施エ
リアにおいて、5G と先端技術を活用した都市実装を重点的に推進し、その成果を東京都だけでなく全国へ
と展開するということがうたわれている。この「先行実施エリア」の一つとして東京都八王子市南大沢（東
京都立大学）が選ばれ、TOKYO Data Highway 重点整備エリアとなっている。南大沢地区の整備にあ
たっては、ローカル 5G など最先端の研究環境を整備し、5G 環境を活用した研究・実証実験などを推進す
るとともに、先端技術を活用したまちづくりの検討を行うとされた。
東京都立大学にとっては、大変
チャレンジングな話であり、
当初、
やや戸惑いの声もあったように思
うが、DX の流れとも相まって、
これをむしろ好機と捉える機運が
高まった。そして、2020 年 4 月
に学内に 5G 事業推進検討会議を
設置し、「都立大の 5G チャレン
ジ」が始まった。

■ローカル 5G 環境整備

「ローカル 5G」は、携帯事業

者の 5G 環境整備に先駆けて、研
究・実証実験を開始できるという
明らかなメリットはあるが、一方
で携帯事業者が提供する「キャリ
ア 5G」とは異なり、自らの敷地
内に独自の 5G ネットワークを構
4
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図１

南大沢キャンパスおよび日野キャンパスのローカル 5G エリア

28GHz 帯および 4.7GHz 帯それぞれの電波特性を組み合わせて、
両キャンパスの広範囲を効率的にカバーしている。

特集

築しなければならない。2020 年度から 5 年間の研究を進める中で、研究テーマからのネットワークに対す
る要求や技術進歩による機能拡張に対応できる 5G 環境を整備していく必要があった。東京都立大学では、
ローカル 5G 環境を構成するコアネットワーク、アンテナなどの無線装置、5G デバイスなどの機器類の調
達、設計・構築、回線工事の実施はもちろん、新たにローカル 5G 無線局免許を取得する必要があった。東
京都立大学ではそのような準備を整え、2020 年 12 月、総務省関東総合通信局にローカル 5G 無線局免許
申請を行い、無事、免許を取得することができた（正式な名義は東京都公立大学法人である）
。図 1 に、本
学が整備した南大沢キャンパスおよび日野キャンパスにおけるローカル 5G の電波エリアを示す。4.7GHz
帯と 28GHz 帯の特性を組み合わせて、18 の基地局（2022 年 1 月に増設し、現在は 20 局）でキャンパス
の広範囲を効率的にカバーする日本最大級のローカル 5G 環境が完成したのである。
ローカル 5G 環境整備と並行して、研究環境整備も進めた。その一環として、日野キャンパス内に 5G 研
究に対応した電波暗室を 2 部屋整備した。そのうち、写真 1 の左に示す 3m 法電波暗室は EMC 計測を目
的とするもので、電磁妨害波を受けても正常に動作するかの確認試験などを行う。もう一つは、写真 1 の右
に示すマイクロ波電波暗室で、開発中の無線機器（アンテナや受信機等）を用いた各種測定を行うためのも
のである。これらは 2021 年 8 月から運用を開始している。

写真１

日野キャンパス内に設置した 5G 研究のための電波暗室
左が 3m 法電波暗室、右がマイクロ波電波暗室である。

■ 5G 研究支援

このように、新たに整備されたローカル 5G 環境を活用した研究を重点的に支援することで、Society

5.0 実現の基幹インフラとなる 5G をはじめとする高速・大容量の移動通信にまつわる課題解決や、社会実
装を通じた都民生活の向上に資する本学ならではの研究の活性化を図ることとした。そのために、二つのカ
テゴリを用意した。一つは挑戦型研究で、企業が手を出しにくい将来の課題解決に資するチャレンジングな
基礎的研究であって、科学技術の発展や変革をもたらすイノベーションの核となり得る研究である。5G を
はじめとする高速・大容量の移動通信システムの普及に伴うドローバック解消をはじめ、ローカル 5G 環境
を活用して研究の高度化や川下分野への波及効果が望まれるなど、科学技術の発展や変革をもたらすイノ
ベーションの核となり得る研究に対する支援を目指すものである。もう一つは社会実装型研究で、5G をは
じめとする高速・大容量の移動通信システムを活用した新たなライフスタイルの提案や社会的・公共的価値
の創造を通じて都民生活の質の向上をもたらすなど、Society 5.0 の実現につながる応用的研究であって、
社会実装が期待される研究に対する支援である。
表 1 に、2020 年度および 2021 年度に学内公募により採択された研究課題を示す。2021 年度の社会実
2022.11
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表１

氏名等

研究課題名

挑戦型研究

システムデザイン研究科
朝香 卓也 教授

通信資源の利用効率最大化を目指したモバイルネットワー
キング

挑戦型研究

システムデザイン研究科
和田 圭二 教授

L5G ネットワークを用いた次世代マルチモーダルセンシング

社会実装型研究

システムデザイン研究科
串山 久美子 教授

AR ゲームで楽しく単独移動を支援する AI 車椅子システム
の社会実装

挑戦型研究

システムデザイン研究科
久保田 直行 教授

超実時間モニタリングのためのロボット知能化基盤技術と
5G 社会

挑戦型研究

システムデザイン研究科
横山 昌平 准教授

6G に向けたハイダイナミックレンジポジショニング技術
の創出

社会実装型研究（長期）

システムデザイン研究科
和田 一義 准教授

“全ての人の手元まで”を実現するマイクロ物流プラット
フォーム

社会実装型研究（短期）

システムデザイン研究科
楊 明 教授

プレス加工 DX のための 5G 環境 IoT プラットフォームの
構築

社会実装型研究（短期）

システムデザイン研究科
ヤェム ヴィボル 助教

5G 通信で遠隔マルチワークを可能とする代理身体システ
ムの構築

2020 年度

2021 年度

東京都立大学ローカル 5G 環境活用研究支援制度において採択された研究課題

装型研究は短期と長期のカテゴリに分かれているが、2020 年度に支援期間 5 年のカテゴリだったものを長
期とし、新たに、2 ～ 3 年の比較的短い支援期間で短期のカテゴリを設けたためである。それぞれの課題に
ついての説明は省略するが、課題名から先端性やユニークさを感じ取っていただければと思う。

■産学連携

研究支援だけでなく、ローカル 5G 環境を活用した産学連携の取り組みも実施している。先に述べたよう

に、東京都が策定した「
『未来の東京』戦略」の中で、南大沢エリアは「スマート東京」先行実施エリアに
位置付けられ、Society5.0 の実現に向け、ローカル 5G 環境を活用した先端研究を進めるとともに、研究
成果を生かし、大学発ベンチャーやスタートアップの支援を促進することが掲げられている。そこで、2021
年度に、先端的なシーズを有するスタートアップ企業をはじめとする民間企業や研究機関などと積極的に連
携を図ることにより、新たな 5G のユースケースを創出することを目的とし、5G を活用した新たな製品・
サービスの実証フィールドとして、本学のローカル 5G 環境を民間企業などに提供する事業を実施した。
応募してきた民間企業などから書類審査およびプレゼン審査によって 1 社を選び、東京都立大学を広範に
カバーするローカル 5G 環境を用いて、VR（仮想現実）／ AR（拡張現実）を活用した未来型コミュニケー
ションの実証実験を実施した。バーチャルな授業やオープンキャンパスを可能にする AR プラットフォーム
を構築し、そのプラットフォーム上で 5G ネットワークを活⽤したリアルタイムストリーミングの仕組みを
検証し、実際に、学生や教職員も参加しての体験会も開催した。将来的には、リアルタイムのホログラムを
投影できる仕組みを検討していくなど、大学説明会等にも活用できる可能性が期待される。
今後は、5G を活用した新たな製品・サービスの実証実験フィールドとしてローカル 5G 環境を企業など
に提供していくことを考えている。実際、2022 年６月には、TOKYO 5G Boosters Project（都事業）に
おけるスタートアップ企業にローカル 5G 環境を提供し、南大沢キャンパス内のカフェの注文をオンライン
で学内モニターから受注し、ローカル 5G 回線を用いた遠隔操作ロボットにより南大沢キャンパス内の学内
モニターへ商品を届ける実験を実施した。最後に機材トラブルはあったものの、今回の実証実験は、特に理
6
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系学生の関心が高く、実験期間中は常に注文が入り続けていたと報告を受けており、実験はおおむね成功で
あったと言える。このような産学連携に協力できたことは、ローカル 5G 環境を活用した事業の一環とし
て、一つの成果であると考えている。

■地域連携

東京都が策定した「
『未来の東京』戦略」の中で、南大沢エリアは「スマート東京」先行実施エリアに位

置付けられていることは先に述べたとおりだが、そこでは多摩地域の課題解決や未来のまちづくりのため、
産学公連携により 5G など先端技術を活用した実証実験などを推進することがうたわれている。具体的には、
地元市、都立大学、地元企業とともに協議会を設立し、実証実験内容を選定するとある。これに対し、様々
な関係者が参画する「南大沢スマートシティ協議会」を設立し、中長期的な取り組みについて検討すること
とした。協議会メンバーとしては、八王子市、東京都立大学、東京都（都市整備局、総務局、デジタルサー
ビス局）
、協力企業・団体である。協議会では、地域の現況・課題の検討、課題を解決する先端技術の活用
および導入評価・優先性検討、社会実装・今後の課題の検討などが行われた。例えば、南大沢駅周辺で自律
走行モビリティなどの実験・実証などが行われた。詳細は、南大沢スマートシティプロジェクト - 南大沢ス
マートシティ協議会のウェブサイトで公開されているので参照されたい。

■おわりに

東京都立大学の 5G に関する研究および産学連携、地域連携の取り組みについて紹介してきた。大学とし

て研究をすること自体は当然であるが、日本最大級のローカル 5G 環境を生かした最先端研究については、
東京都立大学ならではの特色ある研究として、今後の成果に大いに期待している。それに加えて、このよう
なローカル 5G 環境を利用した産学連携の進展についても期待を寄せている。今後も 5G を活用した新たな
製品・サービスの実証実験フィールドとして企業等に提供していきたいと考えている。
＊＊ 1 「
『未来の東京』戦略」は、東京都のウェブサイト「未来の東京」戦略｜都の基本計画｜東京都政策企画局で公開されている。
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一般社団法人電子情報技術産業協会統計資料「2021 年度ドライブレコーダー国内出荷実績」によると、
2021 年度のドライブレコーダー（以下、ドラレコ）の総出荷数は 5,376,513 台であり、国内の新車販売台
数を上回る。昨今のあおり運転への防衛策として装着するユーザも多い。また、記録されたデータは事件や
事故の参考映像にも利用され、各種メディアに数多く登場している。
ドラレコの基本機能は、事故の証拠をデータとして記録・保存することである。しかし、それにとどまら
ず、保存された大量のデータを多様な領域で活用して新たな価値を創造する模索も始まっている。一部では
既に、データ利用に着目した商品展開も開始されているが、まだ緒に就いたばかりであり、十分な活用段階
には至っていない。
ここでは東京農工大学の取り組みを例にして今後の可能性を考える機会としたい。

■ドライブレコーダデータ活用のプロセス

一般的なドラレコデータに含まれる情報を、以下に簡単に紹介する（図１）
。
①映像データ（前方）
（複数台カメラなどの利用で後方な

取得データ:
前方カメラ
前方カメラ
室内カメラ
ドラレコ
取得データ:
加速度（前後，左右，上下）
前方カメラ
車両速度
前方カメラ
室内カメラ
室内カメラ
ドラレコ
ブレーキスイッチ
加速度（前後，左右，上下）

ど周囲、ドライバーなど室内映像も取得可能）
、音声

室内カメラ

②加速度（車両の前後、上下、左右）
、車両速度
③位置（GNSS「Global Navigation Satellite System」

ウインカースイッチ
車両速度
緯度，経度 (GPS)
ブレーキスイッチ

による緯度・経度）
④ドライバー操作（方向指示器、ブレーキペダルの ON/
OFF：ただし、一般の市販ドラレコには含まれない）

メディアの容量を超えると繰り返して上書き保存される。

トリガ(GPS)
緯度，経度

音声
イベント記録データ
-10 sec

多くのドラレコではデータは常時記録されており、収録

音声
ウインカースイッチ

イベント記録データ

-10 sec

図１

ー

トリガ
ー
急ブレーキ
0 sec
急操舵など ヒヤリハット
発生
急ブレーキ
0 sec
急操舵など ヒヤリハット
ドラレコデータの内容
発生

+5 sec

+5 sec

また、大きな加速度の発生情報などでトリガ（物事の起こ
るタイミング）をかけて、その前後一定時間がイベント記
録として保存される。最近では通信を利用して、クラウド

自動運転の安全性基準・標準化
基礎データ

に保存される場合も多い。

ヒューマンエラーの要因分析

図 2 には、活用例の一部を示す。データ活用では、以下
の三つの段階を設けると、円滑な処理が可能になる。
①体系的なデータ整理、分類、検索
②データの定量化

自動運転の基礎研究・開発

各種アセスメントの条件，基準

目標性能，システム要件検討

③分析、利用、解釈

■ヒヤリハットデータベースの例

東京農工大学では 2004 年から 18 年間にわたって、危
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安全教育

図２

安全システムの効果評価

データ活用の目的例

特集

険度の高いシーンでのドラレコデータを収集し、
「ヒヤリハットデータベース」としてユーザに提供してき
た。データ数は 20 万件に上る。データベースの紹介とともに、上記①、②、③がどのように行われている
かを記す。
図 3 に示すように、全国 5 カ所のタクシー会社の協力の下、約 200 台のタクシーでデータを収集してい
る。データ記録項目は図 1 の通りで、1 件のデータはトリガ以前 10 秒、以降 5 秒の合計 15 秒間になる。
①体系的なデータ整理、分類、検索
ドラレコデータの活用目的は活用者ごとに異なるが、多

採取データ

TUAT
スマートモビリティ研究拠点
TUAT

スマートモビリティ研究拠点

5 地域

採取データ
機械学習で分類
ヒヤリハット事象
通常運転とされた
とされたもの
もの
ヒヤリハット事象
通常運転とされた
とされたもの
もの

札幌

5 地域

札幌
秋田
秋田
東京

福岡
福岡

くの場合、興味のあるデータに簡単にアクセスできること

機械学習で分類

が求められる。そのため図 3 に示す手順でデータを収納
している。まず、本当に危険なデータ（ヒヤリハットデー

映像データ
映像データ
センサーデータ

タ）と、路面不整による振動などで記録されてしまった通

センサーデータ
タグ付け

常データ（危険事象でないデータ）に分けられる。ここで

タグ付け

東京

は機械学習による自動分類アルゴリズムが使われる。その

静岡 網羅的，排他的に分類 ヒヤリハット
データベース
（オントロジー） ヒヤリハット
静岡 網羅的，排他的に分類
データベース
（オントロジー）

図３

ヒヤリハットデータベースの構築作業

後、ヒヤリハットデータにはオペレータにより識別タグが
付けられる。オペレータは映像、車両データを目視確認
し、100 項目以上についてタグ付け作業をする。
図 4 に示す viewer から検索条件を入力して検索を行う。
検索には前記の識別タグ情報が使われる。また、データ
ベースに確実にデータを収納するために、データベースの
構造設計にはオントロジーを用いた＊＊ 1。これによって、
各事例は網羅的・排他的に整理されており、検索はストレ
スなく行える。また、検索されたデータ群に関するセンサ
データは、CSV 形式で出力できる。

図４

②データの定量化

ヒヤリハットデータベース Viewer

図 1 に示すようにドラレコの出力データは、映像データ

と加速度などの自車のセンサデータである。事故の状況証拠として利用するだけならば、映像だけで事足り
る場合も多い。しかし、多くのデータ活用者が望むのは、自車と周囲との相対位置や相対速度の情報であ
る。自車や対象物の位置および軌跡を地図上で確認したいという要望もある。
それらのニーズに応えるべく、対象物およびその属性を検出、トラッキングし、相対位置を推定する機能
を検討している。相対位置は車両姿勢を考慮して推定される。現状では、距離の推定精度は 40m 前方で±
10% 程度であり、参考データの域を出ないが、情報としては有益である。
相対データや自己位置推定には、物体検出、セグメンテーションなどのニューラルネットワークおよび
Visual SLAM（自己位置推定）が用いられる。図 5 に距離推定、図 6 にセグメンテーション処理映像、図 7
に車両軌跡推定の結果を示す
（データベースとして上記機
能の提供はまだ開始していな
い）
。
③分析、利用、解釈
興味のあるデータ集合を検

図５

物体検出、距離推定例

図６

セグメンテーション処理
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索・取得し、定量化ができたら、それらを目的に応じて分析する。一つの例
として図 2 中の「自動運転の安全性基準」の検討を取り上げる。国土交通

自車軌道
経度

省 の 安 全 技 術 ガ イ ド ラ イ ン で は 安 全 な 自 動 運 転 と は、
「運行設計領域
他車軌道

（ODD）において、自動運転システムが引き起こす人身事故であって合理的
に予見される防止可能な事故が生じないこと」とされている。
「合理的に予見」としては、危険が生じてから対応するだけでなく、将来

緯度

＜地図上の軌道＞

起こり得る危険を想定した
「先読み運転」
が望ましい。しかし、潜在危険シー
ンの評価には、相対位置や相対速度、自車速度など数多くの状態量の組み合
わせが発生し、それらを用いて「安全」
、
「危険」のように各シーンを評価・
判別することは難しい。そこで、その評価指標として ACA（Acceleration

＜ドラレコ映像＞

図７

for Collision Avoidance：衝突回避加速度）を提案している＊＊ 2。

自車、他車軌跡推定例

ACA は、例えば先行車の急減速や、死角からの歩行者飛び出しなど、「も
しも…したら」という場合でも、衝突しないために必要となる加速度（減速

度）の計算値である。実世界で起きた危険シーンにおける一般ドライバーの ACA を計算し、どの程度の先
読みをしているかを調べたり、どの程度の大きさの ACA が発生しているかを定量的に検討するためにドラ
レコデータが用いられている。
本学では、データベース事業を開始して以来、交通安全研究用途にドラレコデータを用いてきた。最近で
は統計学や機械学習でデータから新たな知識を抽出する技術も身近になってきた。新たなビジネスの開拓な
ど、われわれの想像を超えた使われ方の出現が期待される。

■ドラレコデータ活用の課題
①標準化、汎用化

データ活用はデータが存在して初めて可能になる。それらが同じ形式で保存され、検索、定量化できるよ
うに標準化されていれば、大量のデータを効率的に扱える。例えば保険業界では「つながるドラレコ」とし
て利用され、事故処理の迅速化などに貢献している。また、商用車の運行管理や安全教育などにも利用され
ている。これらは目的を限定してデータ収集、データベース構築をしているが、汎用的に使えるように標準
化されれば、様々な目的で多くのデータ活用者が多くのデータにアクセスできるようになる。
②データベース構築の自動化
データベースの構築、維持、管理には人件費などの固定費用がかかる。大量のデータを自動分類し、定量
データまで自動出力できればコスト削減が可能になり、よりアフォーダブルなデータ提供が実現できる。
③個人情報の取り扱い
映像には歩行者や車両など、個人を特定可能な情報が含まれる。ヒヤリハットデータベースでは、個人の
顔やナンバープレートにマスク処理をしている。しかし、大量データになると全てを匿名化する工数は膨大に
なる。個人情報保護のデファクトスタンダードの確立やドラレコデータについての柔軟な法規定が望まれる。
＊＊ 1 赤
 木康宏，大北由紀子，那住正樹，菅沢深，毛利宏，多様な利用法を受容するためのヒヤリハットデータベースの機能拡張に関する研究，自動

車技術会論文集 50(2), 629-635, 2019, DOI: 10.11351/jsaeronbun.50.629

＊＊ 2 T
 akashi Imaseki, Fukashi Sugasawa, Takuto Kawamura, Hiroshi Mouri, Predicting the severity of Driving Scenario for Rear-

End and Cut-In Collisions Using Potential Risk Indicator Extracted from Near-Miss Video Database , SAE Int.J.Trans.Safety
9(2), 2021 DOI: 10.4271/09-09-02-0006, ISSN: 2327-5626, e-ISSN: 2324-5634
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日本の農業における
スマート化・自動化
―現状と課題―

東京大学大学院 情報理工学系研究科
知能機械情報学専攻
教授

深尾

ふかお

隆則

たかのり

日本の農業は、人手不足、高齢化、耕作放棄地の増加など、疲弊が激しい。いま大きく変わらな
ければ、先がない状況であり、スマート農業に期待が寄せられている。本稿では、著者らが開発
を進める農作業の自動化・ロボット化技術を中心に、現状と課題について述べる。

■日本の農業における課題とスマート農業

日本の農業においては、農業従事者の減少や高齢化などによる労働力不足が進んでおり、65 才以上の高齢

者の割合は約 70% となり、その割合は増え続けている。労働力不足は日本の構造的な問題で、他産業でも
問題となっているため、さらに加速することが危惧されている。また外国人技能実習生の確保も今後厳しく
なることが予想されている。このような状況を改善するものとして、ICT（Information and Communication
Technology）や RT（Robot Technology）を用いたスマート農業が近年注目され、期待が寄せられている。
日本の農産物は高品質をうたっているが、一般的に労働生産性を犠牲にして実現されており、長時間労働
を生む原因ともなっている。また労働ピークが、収穫時期等の短期間に集中しており、地域にもよるが、周
年雇用ではなく、一時雇用に頼らざるを得ず、現在では年々確保が難しくなっている。このような状況の改
善は非常に難しいが、持続的に可能なものとして、農作業の自動化・ロボット化による省力化が特にスマー
ト農業の中でも期待されている。本稿では、日本の農業において、喫緊の課題として認識されている収穫・
運搬作業の自動化・ロボット化に関して、われわれの取り組んでいるプロジェクトを中心に、その可能性と
課題について述べたい。

■農業のスマート化・自動化

農研機構生研支援センター＊ 1「革新的技術開発・緊急展開事業（うち人工知能未来農業創造プロジェクト）」

（2017～2020 年度）などにより、AI（人工知能）等を活用した野菜や果実の自動収穫・自動運搬に関する
研究開発を、自治体、JA、農業者や、出口となる企業等と取り組み、現在は実用化を目指して、それらの
性能向上・改良を行っている。
野菜（キャベツ・タマネギ）の自動収穫に関し
ては、基となる収穫機があり、人の操縦等の自動
化を行った（図 1）。具体的には、収穫機に取り
付けた距離計測可能なカメラにより野菜を自動認
識し、自動収穫している＊＊ 1。天候や品種の影響
も受けるため、それらに対応するロバスト技術が
重要である。また収穫機と自動ドッキングし、コ
ンテナを自動運搬するシステムや、コンテナをト
ラック等へ移し替える自動フォークリフトなども
開発した。なお、この収穫機は農作物を選択的に
は収穫できず、一斉に収穫できるものではなけれ

図１

キャベツ自動収穫ロボット
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ばならない。これは選択収穫ができる機械は高価になりがちな上、収穫にも時間がかかるためである。また
機械化やロボット化に適した品種があり、機械で収穫しやすいように育種も重要であり、さらに栽培も機械
やロボットで収穫しやすいように栽培することが重要である。
果実（リンゴ・ナシ）の自動収穫に関しては、ロボットアームとハンドを有し、自律移動可能な自動収穫
ロボットを新規に開発した（図 2）
。具体的には、野菜と同様に距離計測可能なカメラにより果実を自動認
識し、自動収穫・自動収納している＊＊ 2。ナシの場合は収穫適期に選択収穫するため、収穫適期判断手法も
開発した。この際、ロボットが代替する作業により削減される雇用費程度で購入できる価格が求められるた
め、ロボットの作業効率を上げることが可能
な樹形や摘果などによる事前の栽培作業が重
要である。これは現在のロボット技術では、
従来の人の作業をそのまま代替することは困
難であるからである。
これらのロボットを低価格で提供できれば
良いが、現状ではどうしても高価なものに
なってしまう。そこで、大規模農家でなけれ
ば、ロボットを利用する時間が限られるため、
図２

果実自動収穫ロボット

周辺農家や地域を超えた農家とシェアする仕
組みなども重要になってくる。あるいは非常

に小さな圃場（ほじょう）で利用するのは難しく、圃場を大きくしていくことを考えなければならない。こ
のように一つの技術開発で済む話ではなく、野菜も果実も、JA を含む農業者や農業の研究者、ロボットの
研究者、企業の技術者が共に現場で開発しながら、社会実装するために最終的に落としどころを見つけてい
くという共同開発が必要である。また農業環境は多様であり、開発・導入・普及などの体制作りは非常に重
要である。なお、このような連携や関係者間の議論から、すぐには実現できないが、実現できると広く使え
る技術などが明らかとなり、また多くの気づきが得られることから、大学の研究者に今後の研究ニーズを与
える場にもなる。

■今後の展開

圃場内での収穫・運搬は形になってきたが、特に野菜収穫において、収穫機の後部で選別やコンテナ詰め

込み等の作業を人手で行っており、これらの自動化も必要である。また、耕起から収穫まで、一貫して自動
化する体系の構築なども、多くの情報が得られ、収量増や収益増などに貢献することが期待されている。さ
らに、圃場から集荷場などへのトラックによる運搬の自動化も求められている。これら以外も様々な自動化
に対する要求があり、貢献度が高いと考えられるものから取り組んでいる。ただし、農業における課題は非
常に多く、このような技術開発を行う研究者・技術者の数も不足しており、新規の研究者・技術者の参加が
望まれる。
また、自動化・ロボット化は労働力不足を解消するかもしれないが、地域の人口減を止められるほどのも
のではない。農業は地域と密接に関わっており、地域の活性化とリンクしながら、後継者の確保、新規就農
者の獲得など、できるだけ早期に総合的な施策として考えていかなければならない。
＊ 1 正式名称は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター
＊＊ 1 解説記事 1（野菜） 深尾、吉本：野菜の自動収穫ロボットの可能性と開発事例、野菜情報、2019 年 5 月号
＊＊ 2 解説記事 2（果実） 深尾、栗田、吉田：果実収穫 AI ロボット、機械化農業、2021 年 5 月号
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リポート

大学運営とSDGs
北海道大学
理事・副学長（国際、SDGs 担当）

横田

■はじめに

よこた

篤

あつし

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）は、2015 年 9 月の国連総会で採択さ

れた「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に示された、2030 年を期限とする 17 の世界共通の目
標である。これは世界の叡智（えいち）が熟考を重ねた、持続可能で多様性と包摂性のある社会実現のため
に解決すべき課題であり、
「誰一人取り残さない」
「平和・人権・ウェルビーイング（well-being）
」「経済・
社会・環境の調和」などを基本理念としている。現在、北海道大学では SDGs の枠組みを大学運営に取り
入れて活用している。そこで、その経緯や背景、大学運営への活用の実際や意義についてお伝えする。

■北海道大学の SDGs 戦略

北海道大学は現在、創基 150 年を迎える 2026 年に向けて、中長期戦略「近未来戦略 150」に基づき、「世

界の課題解決に貢献する北海道大学へ」を目指して歩みを進めている。この戦略は 2014 年に策定されたた
め、文言に SDGs を含まない。
こうした中で、2020 年 10 月に発足した寳金清博総長を中心とする現執行部は、従来的な大学改革の観
点に加えて、持続可能性（以後、サステイナビリティも併用）や大学の社会的インパクトに直結する SDGs
を重視する方針を打ち出し、SDGs 達成への貢献を本学の第 4 期中期目標期間（2022〜27 年度）の運営構
想の中核に据えた。これは、SDGs は本学が取り組む「世界の課題」と同義であると執行部が認識したこと
に加え、2020 年 4 月に、イギリスの高等教育専門誌 Times Higher Education（THE）が開発した SDGs
の枠組みで大学の社会貢献度（＝社会的インパクト）を測る「THE 大学インパクトランキング 2020」で、
本学が国内 1 位、世界のトップ 10% の評価を受けたことが大きな契機となっている。さらに本学国際部が
2021 年 12 月に取りまとめた
「2040 年に向けた北海道大学の国際戦略」
でも、
「サステイナビリティの追及」
を戦略目標の一つに据えている。このように現在、SDGs 達成への貢献やサステイナビリティの追及が、本
学運営の要となっている。

■大学評価と社会的インパクト

話は少しそれるが、社会的インパクトを大学の評価に最初に取り入れたのは英国である。2014 年から

REF（Research Excellence Framework）が、大学への交付金の傾斜配分の評価方法として導入された。
ここでは研究成果（65%）に加えて、インパクト（研究の波及効果）
（20%）が加味されている。インパク
トは、社会・経済・文化的な便益、環境・健康・生活の質的な便益を含み、純粋に学術分野のインパクトは
含まないものと定義されている＊＊ 1。
REF は大学と社会との関わりに重点が置かれているが、THE のインパクトランキングは SDGs の枠組み
を使うので、より持続可能性を重視した大学評価となっている。また、わが国でも、社会的インパクトが第
4 期国立大学法人運営費交付金の評価に取り込まれる予定になっている。

■ SDGs 推進組織の設置

このような大学の方針を実行する組織整備として、本学では 2021 年 8 月に SDGs に関連する活動を一元
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管理して推進する SDGs 事業推進本部を新設した。執行部がスタートしてわずか 10 カ月後のことであった。
学内の位置付けとしては、施設整備やキャンパス管理を担当する既存のサステイナブルキャンパスマネジ
メント本部に併置する形とし、全体を総長直轄のサステイナビリティ推進機構として束ね、二つの本部を両
輪とする SDGs 事業推進体制を整えた。SDGs 事業推進本部は教職員学生や学外の多様なステークホルダー
とのエンゲージメントを重視しており、ワンストップ窓口の機能も担う。

■ SDGs は本学開学以来の DNA

本学がこのような方向に舵を切った背景には、それなりの理由がある。元々本学は、北海道開発のための

寒冷地における農業技術の開発と人材育成を趣旨として、1876 年に札幌農学校として設置された。学士号
を授与できるわが国最初の高等教育機関であり、初代教頭として、当時マサチューセッツ農科大学学長で
あったウィリアム S. クラーク博士が招かれた。彼は“lofty ambition”
（高邁なる大志）に代表されるクラー
ク精神や、専門教育に偏らない人格教育を含むカリキュラムを導入し、本学の礎を据えた。また、「北大育
ての親」と称される一期生の佐藤昌介博士は、1930 年まで 40 年間にわたり校長や総長を務め、米国州立
大学の経営手法に倣った運営により、教育・研究上の必要性から広大な農地や山林を農場や演習林として取
得し、本学を総合帝国大学に発展させた。
米国の土地付与大学（land-grant university）に類するこのような発展の歴史は、他の旧帝国大学には
見当たらない本学特有のものである。現在、本学が広大で緑豊かな札幌キャンパス（農場や隣接する植物園
を含め 190ha）や、世界最大級の規模を誇る研究林（約 7 万 ha、国土面積の 0.2%）を保有するのはこの
ためである。
本学はこうした発展の経緯や北海道の自然環境を基盤として、とりわけ農学、林学、水産学、環境科学な
どのフィールドサイエンスに強みを持つに至り、食料生産、生物多様性、環境保全、気候変動といった、サ
ステイナビリティや SDGs の中核を成す分野で世界を牽引（けんいん）する優れた教育・研究を活発に行っ
てきた。そのため本学は、独自性と優位性を持って SDGs の達成に貢献し得る素地を持つ大学であり、サ
ステイナビリティや SDGs の追求は開学以来の本学の DNA と言える。
しかしながら、サステイナビリティや SDGs を大学全体として重視することへの合意形成や体制の整備
は現執行部が発足してからであり、これまでの多くの試行錯誤を土台としてようやく実現した。最大の原因
は、こうした本学の特徴ある発展の歴史が教職員に全く知られていないことである。かくいう筆者も、過去
に農学研究院長として本学の歴史をひも解く機会があり、その時に初めて知った。そのため、今後、本学発
展の歴史と SDGs の関係を学ぶ FD（Faculty Development）
・SD（Staff Development）に力を入れる
ことにしている。一方で、こうした広大な札幌キャンパスや研究林は、元々アイヌ民族の方々が日々の暮ら
しに利用していた場所であり、本学はそうした歴史を背景に持つ環境の中で教育研究を行っているという共
通認識を育む場としても、この FD・SD を活用していく予定である。こうした状況で、
「THE 大学インパ
クトランキング 2020」で高い評価を受けたことがきっかけとなり、多くの教職員が漠然と抱いていた「北
大らしさ」が、サステイナビリティや SDGs の分野における本学の優位性という形で可視化されたことは
幸いであった。そのため、総長の打ち出した SDGs 重視のトップダウン的な経営方針は、学内教職員に抵
抗なく受け入れられたのだと考えている。

■ THE のインパクトランキングが急上昇（図１、図２）

THE は 2022 年 4 月末に、本学が THE インパクトランキング 2022 で、世界の大学 1,406 校中、総合

ランキングで世界 10 位（top1％以内）になったと発表した。本学はこのランキングが開発された 2019 年
の第 1 回（パイロット版）から毎年参加しており、今回は 4 回目になる。本学は 2 回目以降、今回まで連
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図１

総合ランキング：参加 1406 大学中 10 位（国内 1 位）

図２ SDG 別ランキング［SDG2（飢餓をゼロに）
］
：参加 553 大学中 1 位

続して国内 1 位（第 3 回は同率 1 位）の評価を得ており、世界でも top10% の位置にあった。回を追うご
とに参加大学が増える中、今回世界順位が top1％以内に急上昇したことは快挙と言える。SDG 別ランキン
グでは、本学は SDGs の 17 の目標のうち七つで世界 100 位以内にランクインした。中でも SDG2（飢餓
をゼロに）で世界 1 位、SDG14（海の豊かさを守ろう）
、SDG15（陸の豊かさも守ろう）
、SDG17（パー
トナーシップで目標を達成しよう）は世界 20 位以内と評価され、フィールドサイエンスに強みを持つ本学
の特徴が反映されている。このランキングは SDGs の枠組みで本学の強み、弱みを可視化し、大学運営の
PDCA サイクルを回すことができる点で非常に有益である。

■学内外のエンゲージメントの強化

本学での SDGs の推進は、教員の活動を縛るものではなく、むしろ各自の活動が全て SDGs に結び付く

という気づきを通じて、全教職員が各自の取り組む課題の意義を再認識し、モチベーションを高め、より価
値ある成果を得ることを目指している。THE のインパクトランキングへの参加は、エビデンスの提供を通
じて自らが SDGs に関わっているという当事者意識や組織への帰属意識を生む。そうした環境が「学内エ
ンゲージメント」すなわち一体感を醸成し、組織の総合力が強化される。一方、
「学外エンゲージメント」
は共感につながる。現在、国は大学に対し、多様なステークホルダーとのエンゲージメントをこれまで以上
に強めて社会における責任を果たすように求めている。本学も、地方自治体、国、民間企業、国内外の大
学、国際機関などの多様な学外ステークホルダーと連携しながら、SDGs に関わる活動を推進している。
SDG17（パートナーシップで目標を達成しよう）のランキングや総合ランキングなど、THE のインパクト
ランキングは、学外エンゲージメントのパフォーマンスを可視化する指標としても活用できる。そうして見
ると、本学の学外エンゲージメントは高い水準にあると言える。SDGs の枠組みを大学運営に取り入れて活
用することの最大の意義は、こうした学内外のエンゲージメントの強化を通じて、SDGs の枠組みを土台と
する堅固で透明な倫理面での内部統制（ガバナンス）の浸透が期待できることであろう。

■今後の展望

以上、本学は SDGs の枠組みや THE のインパクトランキングを大学マネジメントに活用し、世界の課題

解決に貢献する本学の力を一層強化しようとしている。国際社会の中では、サステイナビリティや SDGs に
関する取り組みは、日本で見られるよりも高く評価されている現実がある。痩せ細る運営費交付金や課題対
応型で継続性のない国の補助金などに振り回されてきた日本の大学は、見通せない世界情勢の中で、今後ま
すます国際競争力を失うであろう。そのような状況で、SDGs や ESG（環境・社会・ガバナンス）に取り
組む団体に対する民間からの資金、いわゆる ESG 投資が、今後日本の大学の生き残りにも決定的に重要な
要因の一つになるだろう。その受け手として、国際社会にふさわしい大学と判断されるための準備を怠らな
いことが、これからの大学経営に求められている。
＊＊ 1 小林 直人ほか、英国の新たな大学研究評価 REF におけるインパクトの分析、研究・イノベーション学会年次学術大会講演要旨集 30 巻
（2015）
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博士号取得を経営に生かす
株式会社浅井農園 代表取締役

浅井

あさい

雄一郎

ゆういちろう

■創業 101 年目の新たな挑戦

1907 年創業のあさい農園は、三重県津市において百余年にわたりサツキツツジを主とする花木生産を生

業としてきました。花木需要の低迷に苦しんでいた 2008 年、東京から戻った 5 代目の私は家業を立て直す
ため、第二創業としてミニトマトの生産を開始しました。植物を育てるという意味では同じ農業ですが、そ
れまで観賞用の「食べない農業」をしてきた家業にとって、「食べる農業」への転換は容易ではなく、全く
異なる業界への新たな挑戦でした。
第二創業から 14 年が経過し、ミニトマトなどの施設園芸に加え、キウイフルーツなどの果樹園芸の複合
経営により、国内トップクラスの農業生産法人に成長しました。社員は単体で 120 人、グループ合計で 500
人を超え、家族経営の農業から組織的な企業経営の農業へと大きな変革を遂げました。短期間でここまでの
成長を遂げられたのは、農場で一生懸命一緒に汗を流してくれた仲間たちの努力によるものですが、その他
の要因としては「テクノロジー」と「地域資源」の活用であったと考えています。
あさい農園は「植物と一歩先の未来へ」をスローガンに、
「常に現場を科学する、研究開発型の農業カン
パニー」を目指しています。これは 2015 年に本社隣に研究用の先端農業ハウスを建設し、また同時期に三
重大学大学院から最初の博士人財を採用した際に、ゼロ→イチで植物の新たな価値を創出していける会社に
なっていきたいという思いをスローガンとして言葉にしたものです。その言葉を体現していくために、会社
の代表である私自身も三重大学大学院地域イノベーション学研究科においてトマトの育種研究に取り組み、
2016 年に学位を取得しました。経営者自身が学位を取得し、それを自社の経営にどのように生かせるのか
について考察したいと思います。

■農業経営における科学的思考の重要性

「農業」という仕事は、自然科学領域の極めて科学的思考が重要な仕事であると感じます。気候や土壌な

ど栽培条件が常に変化する中で、農業者は限られた知識や経験をもとに植物生理に基づいて仮説を立てなが
ら、植物にとって最適な生育環境構築や栽培管理を行うための正しい意思決定が必要とされます。また世界
人口が急増する中で食糧を増産するため、限られた耕地面積と経営資源の中で、いかに少ないインプットで
最大のアウトプットを得るか、生産性の向上に努めなければなりません。
農業の生産性向上を実現するため、あさい農園では新たなテクノロジーの開発や導入を進め、スマート農
業の実現に注力しました。農場に様々なセンサーを設置し、栽培環境情報や植物体情報などを自動的に計測
してデータとして活用できるようにしました。暗黙知の多かった農業現場を見える化したことにより
PDCA サイクルが回せるようになりました。農業現場の様々な情報を徹底的に活用して、生産管理の最適
化に取り組むデータドリブンな農業経営に転換すべく DX 化を進めています。さらに近年では、トマトの
自動収穫ロボットや搬送ロボットの開発などロボティクス技術の活用により自動化の実証試験などを実施し
ています。
新たなテクノロジーの導入が農業の生産性向上に有効であることが明らかになってきましたが、それらの
テクノロジーを使いこなせる人財が少ないことが次の経営課題となりました。そこから、農業現場でサイエ
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松阪市・うれし野アグリ株式会社のミニトマト植物工場

ンティストとして活躍できるアグロノミスト（農学士）人財の育成に注力するようになりました。自分たち
はただの農作業者ではなく、常に現場を科学する研究者、科学者でもあることを意識付けして、若い社員た
ちのマインドセットを変えたのです。それにより多くの社員が科学的思考を持ち、農業現場の改善活動に積
極的になったことで、結果として会社の早期成長につながっていきました。
科学的思考の重要性は、私自身が大学院で研究に取り組む中で習慣化されたものであり、その良い習慣が
会社の組織文化として定着し、やがて大きな成果につながっていくことを期待しています。

■地域資源の活用と地域の未来

持続可能な地域社会の未来を考える上で、エネルギーや肥料など海外からの輸入に依存している資源につ

いて、地域に眠っている未利用資源の活用を真剣に検討する必要があります。2013 年に三重県松阪市の辻
製油株式会社と三井物産株式会社との共同出資により設立した、うれし野アグリ株式会社では、地域の間伐
材由来のバイオマスエネルギーと植物油脂を製造する食品工場排熱を活用して農業ハウスの暖房に利用して
おり、カーボンニュートラルの農業生産システムを確立しています。また 2018 年より耕作放棄地を活用し
た果樹園地の開発に着手し、キウイフルーツの生産販売のニュージーランドのゼスプリ（Zespri）との提携
により、三重県玉城町においてキウイフルーツの生産を開始しました。この園地では、土壌改良を目的とし
て、松阪牛の堆肥が３,000 トン、浦村かきの牡蠣殻石灰が 300 トン使用されているなど、三重県の特産品
由来の様々な地域資源の循環が実現されています。
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玉城町・あさい農園のキウイフルーツオーチャード

これらの事例のように地域資源の活用を考える上では、視野の広さと知識の豊富さが重要になります。大
学院での研究では、自身の専門分野以外の様々な知識や情報に触れることができ、以前より広い視野で物事
を捉えられるようになったと思います。私の場合は、大学院での様々な人との出会いにより視座を高め、研
究活動の中で視野を広めることにより、以前は気付かなかったような発想にたどり着くことができるように
なったと思います。社会が常に変化していく中で、私たち自身も変化し続けなければならないと常々考えて
います。経営者自身が大学院で自社の経営課題の解決やリスキリングに取り組み、学位を取得することは知
識や情報を得るだけでなく、自身および自社における未来の可能性を大きく広げることができるのではない
かと思います。
農業者であり研究者・科学者でもある「アグロノミスト（農学士）
」たちを育てていくことで、常に現場
を科学し、ゼロイチで新たな価値創造に取り組む研究開発型の農業カンパニーを目指していきます。

浅井雄一郎プロフィール
1980 年三重県生まれ。大学卒業後、コンサルティング会社などを経
て、2008 年より家業（花木生産）を継承し、第二創業としてミニト
マトの生産を開始。品種開発～生産管理～加工流通まで独自の農業バ
リューチェーンを構築しながら生産規模拡大に取り組み、国内トップ
クラスの農業生産法人に成長。農業経営の傍ら、三重大学大学院にお
いてトマトのゲノム育種研究に取り組み、2016 年に博士号を取得。
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室蘭工業大学
「工大カフェプロジェクト」

NPO 法人の設立とカフェにおける
「地域課題解決・共創」型の取り組み

室蘭工業大学大学院
工学研究科
教授

市村

いちむら

恒士

こうじ

「地域課題解決・共創」型のカフェづくりを目指した、地域住民・学生参画型のワークショップ「工
大カフェプロジェクト」
。ワークショップで決定した「工大カフェ 8 か条」などに基づき、地域住民
によって設立された NPO 法人のカフェ運営の下、産学民の「共創」による様々な取り組みが始まっ
ている。

■「工大カフェプロジェクト」の始まり

2018 年ごろから、室蘭工業大学では、学生や教職員の福利厚生を目的とした学内カフェ設置が検討され

ていた。そのような中、2019 年 9 月に、本学事務局長や施設課から学生などの意見を聞き入れるワーク
ショップ（以下、WS）のとりまとめについて筆者に打診があり、それを受け一般的なカフェとは異なる、
多様な人のつながりによる「地域課
題解決・共創」型のカフェを目指す
WS「工大カフェプロジェクト」を
スタートさせた。
同年 11 月から、1 回目 WS の開
催に向け、「共創」を念頭にコアメ
ンバーとなりそうな学生や地域住民
を集めるため、大学ホームページや
学内ポスター、口コミなどを利用し
て、アイデアや参加者の募集を行っ
た。 結 果 と し て、1 回 目 の WS 開
始に向け、コアメンバーを含めた有
力な WS の参加者体制が構築され
た。

■第 1 回 WS の開催と工大カフェ 8 か条の決定

2020 年 1 月に第 1 回 WS を実施し、初顔合わせながら 26 人の地域住民や学生が集った。WS では、①

工大カフェの大きな目標像や、②工大カフェの活用方法について話し合い、その結果をとりまとめ現状の工
大カフェ全体の方針とチェックリストともいえる「工大カフェ 8 か条」が決定した（表 1）
。
「工大カフェ 8 か条」は、
「地域課題解決」や「共創」との関わりの強い「学内／地域リソース」
、
「エンゲー
ジメント」、「イノベーション」
、
「プラットフォーム」といったキーワードによって整理された。

■新型コロナ感染拡大による WS 中止とオンラインアンケートによる議論

しかし同年 2 月、コロナ渦の影響により実施予定だった WS は中止となる。その後、議論を継続させる
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表１

工大カフェプロジェクトで決定した「工大カフェ 8 か条」

①

⼤学ならではの資源（学⽣・専⾨性・教育⼒）を活かす（≒

学内リソース）

②

地域の資源を活かす（胆振・北海道・⾃然・鉄・⼯業（≒

③

地域の様々な⼈と学⽣がつながるための活動・場をつくる（≒

④

地域にない新しい商品、サービスや情報を産みだす（≒

⑤

地球規模で存在価値を考える（≒

⑥

変化しつづけ・様々な⼈を受け⼊れる場（≒

プラットフォーム）

⑦

魅⼒的な場所・デザイン・雰囲気・⾵景（≒

デザイン）

⑧

地域の課題を考えながら、持続可能な事業・仕組み（≒

地域リソース）
エンゲージメント）

イノベーション）

グローバル）

社会と経済の両⽴：CSV（共通価値の創造）
）
※この「工大カフェ 8 か条」を目標にカフェの運営が行われている。

ために一部のコアメンバーと整理をしながら、オンラインによるアンケート調査を実施することとした。
調査内容は、工大カフェの「設置場所の選定」
、
「デザインイメージの把握」
、
「空間の利用方法（ゾーニン
グ）の意向把握」などである。その結果、
「設置場所」は地域住民も比較的利用しやすい「大学会館内」へ
の設置を希望することとなった。また「デザインイメージの把握」では、WS メンバーに求める具体的なカ
フェのデザインイメージを収集してもらい、それを WS メンバーに提示し導入希望について尋ねた。さら
に「空間の利用方法（ゾーニング）の意向把握」では、
「設置場所（大学会館）
」の各空間の利用像を想定し
た五つのゾーニング案を作成し、それらに対する意見を尋ねた。なお、この頃（2020 年 3 月）
、カフェデ
ザインの設計者として本学 OB 設立の建築設計事務所の参入が決定している。

■ WS・ワーキングの再開と最終 WS・最終報告会の実施

その後、いったん活動は中止していたが、同年 7 月から当初の WS メンバーに改めて呼び掛けワーキン

グ活動の再開を果たした。ワーキングは、オンラインと対面を併用して実施し、実際には、①「広報（情報
管理）部門」、②「ソフト（イベント・メニュー）部門」
、③「ハード（店舗デザイン）部門」の 3 部門に
分かれ、週 1 回のペースで議論を進め、各回の参加者 16〜23 人で、回数は全 17 回にも及んだ。同年 9 月
には、最終 WS において部門ごとの課題共有や意見交換を行った後、コアメンバーによるワーキングを継
続し、同年 10 月には WS メンバーに向け前述の建築設計事務所によるデザイン案の中間発表も行った。
さらに同年 11 月には、工大カフェプロジェクトの一区切りとなる「最終報告会」を実施し、これまでの
経緯や各部門の成果についての発表などが行われ、工大カフェのコンセプトやカフェデザインが決定した。

■プロジェクト後「NPO 法人の設立とカフェにおける地域課題解決・共創の取り組み」

2021 年 3 月には、カフェ事業者の公募を開始した。公募条件には、工大カフェプロジェクトで決定した

コンセプトを理解することが掲げられ、カフェ事業者として工大カフェプロジェクトの一部のメンバーが中
心となって設立した「特定非営利法人 ten to ten（以下、同 NPO）
」が選定された。同年 9 月から工大カフェ
「TENTO」がオープンし、同 NPO が現在の運営を担っている（写真 1）
。オープンまでには、同 NPO の
設立やオープニング準備と同時並行的に WS メンバーの学生や地域住民が、本学の学生プロジェクトの助
成制度を活用し、地域住民向けのイベントを開催し、新たな「共創」によるサービス提供や組織化が行われ、
学生メンバーによる工大カフェファンクラブ「はんもっく」も設立された。
「TENTO」のオープン以降、同 NPO は工大カフェプロジェクトで定めた工大カフェ 8 か条やコンセプ
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写真１

工大カフェ「TENTO」における共創の風景「例）学生によるデザイン発表会」
人のつながりを呼ぶカフェデザインのもと各種取り組みが継続的に実施されている。

トにのっとり、道内や地場の野菜や果物などの食材や地元の福祉施設が作る天然酵母パンを使用したホット
サンドや自家製レモネード、各種のコーヒーメニューなどを提供している。また「同 NPO」
、
「はんもっ
く」
、「地域住民」や「地域事業者」が協働しつつ各種のイベントが開催され、その数はオープン後 1 年間
で概ね 80 回（NPO の主催、共催、協力、一部大学主催などを含む）となり、多くが新聞に掲載されるなど、
大学の広報へも寄与している。また同 NPO では、地元事業者に向けに、事業者と地域住民や学生との「共
創」を促すプログラム「室工大カフェ『TENTO』共創事業（パートナー事業）
」も開始し、2 社のパートナー
企業を獲得し各種の連携も行っている。
このように本学では、工大カフェプロジェクトの流れを組み、同 NPO が主体的に「地域課題解決・共創」
型のカフェの運営をスタートさせ、多くの成果を挙げている。今後、スタート後に把握された課題も存在す
るため、大学の同 NPO に対する支援や連携強化を図ることが課題として挙げられる。
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リポート

もうモノマネとは言わせない
国産スギの間伐材で日本独自の弦楽器を作る行動力
世界遺産五箇山の合掌造り集落発

世界遺産の合掌造り集落の辻四郎ギター工房は、富山県農林水産総合技術センター木材研究所と富山
県立大学などと連携し、スギ間伐材を活用してウクレレを製作した。ウクレレに使用した木材は全て
富山県産で、さらに富山県の伝統工芸技術をパーツに加飾し和テイストに仕上げるなど、富山県産に
拘りぬいた「Made in TOYAMA」
。いまなおスギの弱点を克服するための研究を続ける。

■輸入木材の取得が困難に

富山県南砺市の五箇山は、岐阜県高山市・大野郡にまたがる白川郷と並び「白川郷・五箇山の合掌造り集

落」として世界遺産に登録されている山深い地域だ。辻四郎ギター工房代表の辻四郎さんは、中学卒業後に
京都の楽器製造会社で修業を積んだ後、故郷の五箇山に戻り 1974 年にこの工房を創業。オーダーメードの
高級ギターは、海外の有名メーカーにも劣らない品質で、その評価は高く全国に愛好者がいる。四郎さんの
長男、隆親さんは、2015 年からギター製作技術の継承に励み、新たな挑戦として実現したのが地元の間伐
材スギを使ったウクレレ製作だ。
ウクレレやギターのボディは、一般的にマホガニーやハワイアンコア、スプルース、側面は、ローズウッ
ド、メープル、サクラなどが使用される。マホガニーやハワイアンコアなど高級家具や高級楽器に使用され
る木材は、希少木材でもあるためワシントン条約によって貿易制限も加わり入手が困難になりつつある。
そんな状況に追い打ちをかけるように、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、ロシアのウクライナ
侵攻といった国際情勢の影響によって輸入用材の安定供給にも影を落としている。また世界的なカーボン
ニュートラル実現に対する潮流は、サステイナブルな森林保全と相まって、弦楽器の材料となる高密度で高
品質な用材入手をより難しくするだろう。日本の弦楽器製作は代替材料の確保が喫緊の課題なのだ。

■モノマネでいいのか

2019 年、隆親さんは売れるギターを作りたいと、米国テネシー州の有名なギターショップの経営者の下
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を訪ねた。そこで「単にアメリカの作り方を取り入
れるだけでなく、もっと日本らしさを出したらいい
のではないか」と言われたという。日本製の弦楽器
は、海外の有名ブランドのコピー。モノマネでは差
別化が難しく販売チャネルの拡大は難しい。
帰国後、隆親さんは南砺市商工会や高岡市のデザ
イン会社を訪れる中、富山県農林水産総合技術セン
ター木材研究所が、富山県産スギ間伐材の用途開発
を進めていることを知る。そこで圧縮材を使ってみ
ることにした。しかしプレス機で加工できる圧縮材
の大きさは、10cm × 40cm 程度の制約があるため
ギターに利用する大きさの用材加工が難しい。そこ

ギターの製作をする辻隆親さん

でまずはギターより小さいウクレレから作るプロ
ジェクトに切り替えた。
プロジェクトを進めるための費用は、公益財団法人富山県新世紀産業機構「産学官オープンイノベーショ
ン推進事業」の令和 2 年度新商品・新事業創出枠の支援を受け、2020 年 6 月からプロジェクトが動き出した。
ウクレレやギターなどの弦楽器は、ボディにあたるトップ（表面板）が音色と音質を決定すると言われて
おり、トップにどの木材を使用するかでその楽器の優劣が決まる。そのためスギは軟らかく弦楽器の素材に
適さない。ハワイアンコアのような密度と堅さを求めるには、切り出してきたスギはそのままでは使えず、
細かなひび割れが起きないよう木材研究所の支援の下、プレス機で圧縮処理を何度も施す試験を繰り返し、
圧縮率や圧縮時にかける温度の最適値を探した。そして同じ木目が左右対称になるようウクレレのセンター
で張り合わせて１枚板にした上でボディ部分全体の板を作り上げることに成功した。
一方で圧縮したスギ材は、マホガニーやハワイアンコアのような音を奏でることができるかどうか分から
ない。そこで音響評価は、富山県立大学の寺島修准教授（工学部機械システム工学科設計生産工学講座）の
指導の下、3 ～ 4 年生 3 人の学生が、卒業研究としてではなく、主体的に、自主的に振動音響の評価、透過
率などを計測した。一般的な輸入木材で作られたウクレレの音質を基に、最適な圧縮率を探索し、圧縮率
70％が最もその音に近いことを導き出した。
ボディの表と裏はスギの圧縮材を使用できたが、スギは、圧縮前は曲げやすいが、圧縮すると繊維が固く
なるので曲げにくくなる。そこでウクレレの側面は、ホオノキ（朴の木）を使用。ネックや指板、ヘッドは
サクラを用い、全て富山県内産の木材で固めた。
高岡漆器の螺鈿（らでん）細工（夜光貝その他の
貝類を彫刻して漆地や木地などにはめ込む技法）で
ヘッド部にロゴマーク施し、高岡銅器の彫金技法で
弦を巻くペグを製作するなど、富山県の伝統工芸技
術をふんだんに取り入れることで、地元色を強く押
し出した。このほか、木地に生漆（きうるし）と呼
ばれる透けた漆を刷り込んで仕上げる拭き漆技法も
用い音質に影響のない和テイストのウクレレを完成
させた。全て富山県産の木材を使用し、スギの欠点
を補うために高密度圧縮成型技術を組み合わせた新
しいオリジナルのウクレレの誕生となった。
2022.11
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■森林の現状

日本の低い山や丘の麓（ふもと）には、どこに行ってもスギ林を見ることができ、整然と屹立している人

工林がおよそ４割、天然林は６割ほどだ。日本でスギを中心にした人工林が多い理由は、木材需要の急増が
要因だ。戦時中、資源の少ない日本では真っすぐ成長するスギは加工が容易なため、また戦後も住宅需要が
急増したため、元は広葉樹だった天然林を伐採し、その跡地にスギやヒノキなど針葉樹を植林し、人工林に
置き換えてきた歴史がある。しかし近年は、安価な輸入木材が国産木材よりも圧倒的に利用され、林業は衰
退し人工林は荒廃していた。
2022 年版の林野庁が発信する「森林・林業・⽊材産業の現状と課題」によれば、日本の森林⾯積は、お
よそ 2,500 万 ha。国⼟の 3 分の 2 に当たる。森林蓄積は、⼈⼯林を中⼼に毎年およそ６,000 万㎥増加し、
現在はおよそ 54 億㎥にもなる。⾯積ベースでは、⼈⼯林の半分ほどが 50 年を越えて成熟し利⽤期を迎え
ている。豊富な資源を計画的に再造成するためには循環利⽤することが必要だ。
森林は、国⼟の保全、⽔源の涵養（かんよう）
、地球温暖化の防⽌、⽣物多様性の保全、⽊材などの林産
物供給などの多⾯的機能を持ち、それらを発揮することで私たちに様々な恩恵をもたらす「緑の社会資本」
といえる。そんな理由から近年では、⽊材⽣産機能にも再び注⽬が集まり、森林を適正に管理して、林業・
⽊材産業の持続性を⾼めながら成⻑と発展を呼び込もうとしている。原⽣的な天然⽣林を適切に保全しつ
つ、⼭村などにある⾥⼭林は保全管理をしながら利⽤していくのが望ましい森林の姿で、カーボンニュート
ラル実現に寄与するのだろう。
林野庁は、森林の整備を通じ、⾃然災害の激甚化や頻発化、地球温暖化防⽌などの社会的要請に対応する
ためには、間伐の着実な実施に加えて、伐って、使って、植える資源の循環利⽤を推進中だ。また森林の循
環利⽤と SDGs（持続可能な開発⽬標：Sustainable Development Goals）の関係から森林・林業分野は、
⽬標 15「陸の豊かさも守ろう」を中⼼に、様々な SDGs に貢献できそうだ。

■世界に認められスタンダードに

手作りで製作するギター工房では、年間 25 本前後しか作ることはできない。輸入用材を用いた完コピギ

ターではなく、地元にある間伐材の有効活用は大きな一歩だが課題も多い。通常 20 万円ほどのウクレレは、
伝統工芸をふんだんに取り入れることで 30 万円前後と値段が張る。10 万円の価格差はかなり大きい。地元
の支援を受けてきたことから、そうならざるを得ないとしたら残念だが、ユーザーが自由に選択できるよう
に、伝統工芸を省いた価格帯の製作販売も容認してほしい。売れなければ話題は一過性のものになるからだ。
弦楽器の側面は、曲げて加工しなくてはな
らないが、スギを圧縮すると繊維が固くなり
曲げにくくなる。隆親さんはこの課題をさら
に研究中だ。やむなくホオノキを使用した側
面にも、スギの間伐材を使用できれば、ボ
ディ全てを間伐材で製作できることになる。
いずれスギの間伐材を用いた弦楽器が、日本
オリジナルの弦楽器として世界に認められス
タンダードになってほしいものだ。
（本誌編集長／大妻女子大学 地域連携・地
域貢献プロジェクト専門委員
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山口泰博）

上段左から、寺島修准教授、辻隆親さん
下段、富山県立大の重さん、西川さん、森崎さん

Biz & Company

産学共同講座で固体型電池の工業化を
住友化学
リチウムイオン電池は私たちの身近で使われ、生活を便利にしてきた。製品化されておよそ 30 年、
液漏れや発火を防ぐ次世代二次電池として注目されているのが固体型電池だ。固体型電池といって
も一般にはほとんど理解されていないように感じるが、その研究開発と実用化は、何合目まで来て
いるのだろうか。

■産学共同講座で研究

住友化学株式会社と京都大学は、固体型電池の材料と要素技術の開発を「固体型電池システムデザイン」

の産学共同講座で進めている。講座の開設期間は 2020 年 4 月～2023 年 3 月の 3 年間で、京都大学桂キャ
ンパス内にラボスケールの製造設備や電池性能評価装置などを設置。住友化学の研究者らと同大学院工学研
究科の安部武志教授らの研究グループが共同で研究を行っている。
現在主流のリチウムイオン二次電池は、1990 年代初めに実用化され、ノートパソコンやスマートフォン、
自動車や電動アシスト自転車など私たちの身近で使用されている。近ごろでは、カーボンニュートラルへの
意識の高まりも相まって、自動車や電動キックボードといった移動手段への利用も増え始めた。
夏場に長時間スマートフォンを
使用していると高温になり、冬場
の気温が低い状態では、一気に放
電し電源が切れてしまうこともあ
る。高温状態が続くと劣化が進
み、低温状態ではリチウムイオン
が動きにくくなり充放電反応が遅
くなる。身近な場面で使われてい
る電池だけに、誰もが経験したこ
とがあるのではないだろうか。さ
らに問題なのが液体のリチウムイ
オン電池の電解質は、液漏れや発
火の危険性が知られている。
固体型電池は、従来型のリチウムイオン二次電池に用いられている電解質を液体の電解液から固体に置き
換えたものだ。固体にすることで発火の危険性が減り、電池の作動温度範囲も広くなるなどのメリットがある。
可燃性の電解液を使わないことは、現在主流のリチウムイオン二次電池と比べて安全性を確保し、電池の
容量を増大させるだけでなく、急速充電が可能になり車載用では航続距離も伸ばし、電池の寿命も長くでき
ると見込まれている。これらのことから次世代バッテリーとしての最有力候補が固体型電池なのだ。

■国を挙げて

そんな実用性から注目度の高い固体型電池は、世界で開発競争が激化している。現に米国、中国、EU、

韓国などが多くの資金と研究者を投入し研究にしのぎを削っている。
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）では「ALCA-SPRING 次世代蓄電池」で、硫化物型全固体
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電池と酸化物型全固体電池の二つ
のサブチームに分けて研究を進め
てきた。2022 年 6 月、国立研究
開 発 法 人 物 質・ 材 料 研 究 機 構
（NIMS） は、JX 金 属 株 式 会 社、
JFE スチール株式会社、住友化学
株式会社、太陽誘電株式会社、株
式会社デンソー、トヨタ自動車株
式会社、日本特殊陶業株式会社、
三井金属鉱業株式会社、三菱ケミ
カル株式会社、株式会社村田製作
所と、酸化物材料を電解質とした
酸化物型全固体電池の開発競争にオールジャパン体制で取り組むための国家プロジェクトとして、
「全固体
電池マテリアルズ・オープンプラットフォーム」を設置し始動させており住友化学も名を連ねている。ビジ
ネスの上では競合する企業が集まり、同じ目的の下に協力し合う。このような研究分野は一企業だけで戦う
ことは困難であることから、素材メーカーとしての住友化学は、大学と共同講座の開設も含め、有望な電解
質素材を開発し工業化を狙う。

■確かな素材を

電池は、一般的な小型電池はもとよりパソコンやスマートフォンなどの情報機器、ウェアラブル端末、輸

液ポンプ、人工呼吸器、吸引器、酸素濃縮器などの医療機器、航続距離や充電時間の観点から高エネルギー
密度と高出力特性が求められる電気自動車（EV）用の次世代電池など、幅広い機器で使用されているが、
これらはそれぞれの電解質の特徴によって大きく分けて 2 種類で研究が進んでいる。その電解質としていま
有力視されているのが、硫化物系と酸化物系の素材といわれている。
硫化物系素材は、製造方法も容易で、高出力が特徴なことから EV など車載用への応用が期待できる。し
かし、空気中に漏れ出すと水分と反応して有毒物質の硫化水素を発生させることから、製品化する場合は、
厳重な封止加工が必要となる。となれば小型化や製造コストがかさむデメリットがある。
一方、酸化物系素材は、硫化物系とは逆に硫化水素は発生しないことから、安全性は確保できるが、高い
電池性能を得ることが難しい。したがって現状では、一つの素材で全てを満たすことは難しいようだ。
いずれにせよ、製造方法が容易で製造コストが抑えられ、たっぷり充電でき、充電時間が短く、高出力で
持続時間が長く、安全かつ可能な限り廃棄せずにリサイクルできるなど環境にも配慮するとなると気の遠く
なるような研究開発であることは間違いない。
幅広い応用への期待は高まるが、リチウムイオン二次電池から固体型電池に全てが置き換わるとは考えに
くく、特性に応じた用途から徐々にお目見えすることになりそうだ。
現状は小型の固体型電池は若干製品化されているようだが、実用化のため自動車や電機メーカーが生産体
制を構築中で、最適な素材探索と研究開発が並走中と聞く。少し手を伸ばせば届きそうなところにまで来て
いるので、2030 年ごろまでには、固体型電池も一般化しているかもしれない。
（本誌編集長／大妻女子大学 地域連携・地域貢献プロジェクト専門委員
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部門・部署

広島大学 学術・社会連携室産学連携推進部、オープンイノベーション事業本部
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〒 739-8511 広島県東広島市鏡山 1-3-2
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合わせ
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スタッフ

副学長（産学連携担当）

取り扱い
内容

技術相談／学術指導／共同研究・受託研究／包括的研究協力

学部・学科・
大学院など

特

徴

学

田原

栄俊

部：総 合科学部、文学部、教育学部、法学部、経済学部、理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、
生物生産学部、情報科学部

大学院：人間社会科学研究科、先進理工系科学研究科、統合生命科学研究科、医系科学研究科
広島大学の産学官連携のビジョンは、
「教育、研究とともに社会貢献を重要な使命として位置づけ、社会や産業界との協働を通
して地域社会ならびに国際社会の平和と発展に貢献すること、産学官連携活動を通して、広島大学の教育・研究力の強化、およ
び国際的な視点と起業精神に富む人材の育成を推進し、広島大学のプレゼンスを高めること」です。
上述のビジョンを達成するために、以下の七つの戦略を掲げています。
１．明確な評価指標の設定
産学官連携のビジョンを着実に実現させるために、活動別に定量的目標を設定し、実施状況や新しい情報を常に組織全体で
共有することで活動を効果的・効率的に進めます。
２．産学官連携事業の推進
文部科学省や JST、NEDO などの産学官連携整備事業、民間などと大型共同研究の獲得に向けて尽力し、広島大学を核とし
た産学官共同研究拠点化を図ります。
３．共同研究の推進支援体制の整備
産学官共同研究を円滑に進めることができるようにオフィスや実験施設の整備を行うとともに効率的な管理を進めます。ま
た、各部局の産学連携担当教員との連携を強化し、研究のシーズやニーズに関する情報収集・発信を活発化させるとともに、
コーディネータや実務家による共同研究の立ち上げや実施に対する支援体制を強化します。
４．大学発ベンチャーの創出の推進
広島大学の研究成果に基づく起業を促進するために、インキュベーションの事業助成や施設の貸与などによる新規事業創出
の環境整備を行います。また、アントレプレナー教育、技術経営（MOT）教育、デザイン思考教育など整備し、イノベーショ
ンを起こす人材の育成に積極的に取り組みます。
５．知的財産マネジメントの充実
広島大学の有する知的財産を権利化し、国内外の企業への移転によって得られるライセンス収入を増加させ、新しい研究の
原資とする「知の創造サイクル」を確立・活性化を図り、大学経営基盤の強化に努めます。
６．リスクマネジメントの強化
産官学連携を進める上で生じうる利益相反や技術流出等に伴うリスクを未然に防止するとともに、社会への説明責任を果た
すために、実効的かつ効果的にマネジメントできる体制を強化し運用します。
７．地域社会との連携の強化
広島大学の人的・知的資源を活用し、地域社会の有する課題解決のための研究活動などを展開し地域社会との連携を深めます。

注）2022 年 11 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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視点：Point of view
Beyond the boundaries
ある程度以上の規模を有する研究プロジェクトの社会

分野や組織を跨（また）いだ連携を促しながら、同時

的な価値や位置付けを語る上で「学際融合」や「異分野

に健全な競争を担保する仕組みがあり得るのだろうか。

連携」という言葉はいまや避けて通れないものとなって

自然科学研究機構が幹事機関を務める「研究大学コン

いる。さらに「オープン・イノベーション」や、co-

ソーシアム（RUC）」では、「URA の活動に資する DX

creation の訳語としての「共創」をアカデミア界隈で

プラットフォーム（MIRAI-DX）」の整備を進めている。

見聞きすることも珍しくなくなった。既存の学術分野を

現在 RUC 参画機関の URA 等を対象とした試行を重ね

越境し、時にはアカデミアとビジネス／公共／市民セク

ているが、近い将来、より多くの方に利用していただけ

ターの境を越えて新しい何かを生み出すことは望ましい

る予定である。願わくは研究支援や産学連携に関わる

ことだと考えられているように見える。他方で競争的研

人々が、様々な境界や制約や慣習やしがらみを越え素敵

究費制度は「基幹的な研究資金制度」
（内閣府）と位置

な何かのために協働できますように。

付けられているし、研究機関は研究成果の数と「質」、
外部資金の獲得状況、研究成果の収益化具合などによっ
て序列化されている。

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

MEET UP！
先日、駐日米国大使のラーム・エマニュエル閣下が名

シカゴは、製造業や流通業、小売業、IT サービス業な

古屋にお運びの際、
名古屋商工会議所も運営に携わる「な

どのバランスと多様性ある産業構造に特徴があり、それ

ごのキャンパス」を訪問され、地域スタートアップと懇

が経済環境の変化に適応していくレジリエンスとなるこ

談された。大変に光栄なことで、運営をお手伝いする弊

と、そのために大切なことが meet up であり、異業種間

職も少し緊張しつつ当日を迎えた。

の meet up やスタートアップと大手企業との meet up、

閣下はシカゴ市長をお務めの際にスタートアップ振興

大学等とスタートアップとの meet up…

にも尽力されたそうで、地域スタートアップとの質疑応

経験から紡ぎ出る幾つものコメントが印象に残った。

答では「その資金はどこから調達を？

ちょうどこの 11 月から、なごのキャンパスは活動四

すでに顧客は付

いてるの？」
「宇宙空間での土壌の改良とはどのように？

年目に入る。初心を忘れず、コロナを言い訳にせず、

目指している時間軸は？」
「異業種からドローン事業に

meet up を重ねていきたい。

参入したきっかけは？」と次々と質問があり、予定時間
はあっという間に過ぎた。
会話の中では、
何度も「meet up」という言葉が出た。

名古屋商工会議所 産業振興部長

佐藤 航太
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