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巻頭言　Foreword

2019 年が終わるころに突然始まった COVID-19 パンデミック、2022 年 2 月に突然始まったロシアによ
るウクライナ侵略（こちらは 2014 年と言うべきかもしれないが）、2011 年の東日本大震災、洪水や土砂崩
れなどの記録的な自然災害、今世紀に入ってまるで世紀末のような災害（災難）が多発しているように思わ
れる。前世紀（20 世紀）はどうだったのだろうか。スペイン風邪は 1918 年から 1920 年、第一次世界大
戦は 1914 年から 1918 年、第二次世界大戦は 1936 年から 1945 年、関東大震災が 1923 年、伊勢湾台風
は 1959 年など、人間はいつの世にも災害（災難）と対峙してきた。繰り返される自然災害に対して人間は、
科学と技術の力を利用することで正確な気象予報や津波の進行予測などを可能とし、いざ災害があった場合
の対処法も現実的になってきている。何を備えるべきかが分かれば「備えあれば憂いなし」のはずだが、備
えを実行するには覚悟と資金が必要である。東日本大震災から 10 年が経ち、国や地方自治体が覚悟を持っ
て対峙した結果、復興は進んだ。いざ災害に向けての備えも進んでいて、南海トラフ地震の危険が叫ばれる
高知市では一定間隔で避難タワーを整備して津波に備えている。

産業革命以来の長年の温室ガス（GHG： Green House Gas）の排出の蓄積により地球温暖化が進み、
今後さらなる自然災害が起こるとされている。国連が定める 2030 年に向けての持続可能な発展の目標

（SDGs： Sustainable Development Goals）を達成するための万全の策はまだ完全には整ってはいないが、
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：New Energy and Industrial Technology 
Development Organization）の示すところでは、わが国の GHG 排出削減目標の 46％は既存の技術を利
用することで達成できるそうである（第６次エネルギー基本計画）。これを実行するにも、覚悟と資金が必
要である。民間企業が自らの意思で排出削減目標達成に向かうためには、「地球を救う」という公共的な目
的だけでは弱いように思える。昨今の投資家のマインドは民間企業の意思決定を後押しする効果があると聞
く。GHG 排出削減に積極的に取り組まないと、資金調達に問題が出るとなれば目先の利益にも響く。

わが国の国際性が問われる一つの SDGs 目標が人材登用におけるダイバーシティーである。女性活用の
数値が極端に低いのが日本の特徴である。一定期間職場を離れると、その後の再就職により得られる給与は
相対的に低く、男女の賃金格差を広げている。有能な人材を確保し続けるには、男女を問わず生涯における
ワークライフバランスを担保する社会になる必要がある。男性の育休取得率が問われるようになった。いい
傾向である。日本は安全で住みやすい国であると言われている一方で、幸せ度調査は国際的には低い。男女
を問わず、生活と仕事のバランスを取ることができるようになると、この国の幸せ度が少し向上するような
気がする。官民問わず、雇用の在り方に対しても覚悟を持って臨むことで、世界中から有能な人材を惹（ひ）
き付けていければ、国際的なダイバーシティーも実現できるかもしれない。

ぬくぬくと島国に生き続ける覚悟

大学共同利用機関法人自然科学研究機構 機構長

川合　眞紀
かわい　まき
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特 集
Feature 立ち向かう国研ベンチャー

2022 年 6 月に岸田内閣により閣議決定された「新しい資本主義」の実行計画および骨太の方針であるが、
その柱の一つとして科学技術への投資やイノベーションの推進がある。中でも大学や「国研等アカデミア」
への期待は高く、かつては、末は博士か大臣かと言われてアカデミアとして研究を続けてきた研究者たちも
何らかの形で自分たちの研究テーマを事業化することが強く求められてきている。研究テーマの事業化にあ
たってはこれまで同様、企業との共同研究を行って企業で事業化をするものや、特許などの知財を企業へラ
イセンスして事業化を図るものなど様々なアプローチがあるが、これまで以上に注目が集まっている手法と
して、研究者であってもそのチームでスタートアップとして、圧倒的なスピードでもって J カーブを描くよ
うな成長を目指す在り方がある。先に述べた政策や、あるいはそれ以前から取り組まれてきた国の後押しに
より、まだまだ他国と比べて低い数値にとどまってはいるものの、社会全体での起業率は伸びる傾向にある
のは確かである。

そんな背景の中、私が副代表理事を務める一般社団法人 TX アントレプレナーパートナーズ（以下、TEP。
千葉県柏市）にも大学や国研等アカデミアからお声掛けをいただくことが増えてきている。先に説明してお
くと、TEP は、2009 年に任意団体として設立され、当時はまだリーマンショックの影が色濃く残る先行き
の見通せない経済状況の中、それでも何とかスタートアップを守り育てていくため、スタートアップエコシ
ステムを形成していくために、会員であるエンジェル投資家らによるスタートアップへのリスクマネーの投
入、および士業やコンサルタントなどを中心としたサポート会員らによるハンズオン支援を行っている。特

に技術系さらに言うとディープテック
系といわれるカテゴリーに分類される
ことの多い大学や国研等アカデミアの
シーズをもとにしたスタートアップに
関しては、IT 系やビジネスモデル系
のスタートアップと比べ上市までにか
かる時間や資金を要する。そのためベ
ンチャーキャピタルなどの外部資金が
集まりにくい課題があり、設立当初よ
りは環境の改善は見られるものの、現
在でもわれわれはその苦しい部分をい
かに支えるかという観点で活動を続け
ている。

近年、TEP に寄せられる引き合いの
中でも多くなってきているのは、大学
および国研等アカデミアシーズの個別
の事業化支援はもちろんのこと、それ
らを継続した取り組みとすべくシーズ

今、国研発ベンチャーが
おもしろい 一般社団法人

TX アントレプレナーパートナーズ 
副代表理事

尾﨑　典明
おざき　のりあき

TEP が構築するスタートアップ支援のエコシステム
一般社団法人 TXアントレプレナーパートナーズ（TEP）では、スタートアップを中心に、

大学や研究機関、地域行政、エンジェル、メンター、大手企業、ベンチャーキャピタル等を結び、
スタートアップの事業成長の好循環を生み出す仕組みを構築している。
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特 集

を発掘、育成していくための組織の在り方や仕組み、ルールメイクに関するアドバイスなど多岐にわたって
いる。

本稿では一足先に始まった大学での取り組みや大学発スタートアップではなく、2021 年の科学技術・イ
ノベーション活性化に関する法律の改正により加速する国研発のシーズやスタートアップについて TEP が
直接的に支援させていただいたもの以外についても概略をつかめるよう触れていきたい。

まずは他の国研と比べても、いち早くベンチャー創出への取り組みをスタートしていた国立研究開発法人
産業技術総合研究所（AIST）では、これまでに 153 社の産総研技術移転ベンチャーがあり、技術移転やス
モールビジネスの形態をとっている企業もあるが
スタートアップとして活動している企業も多く存
在する。宝飾品だけにとどまらず半導体材料など
への展開が期待される合成ダイヤモンドを手掛
け、2022 年 6 月に東京証券取引所（東証）グロー
ス市場への上場を果たした株式会社 EDP をはじ
め、マイクロ流路、量子ドット技術によるナノ蛍
光体を開発提供する NS マテリアルズ株式会社な
どは TEP としても古くから支援を行った企業で
もあり、ディープラーニング、AI に支えられた
音声認識技術をコールセンターなどへ幅広く展開
する Hmcomm 株式会社もそれらに続く活躍を見
せ確実にトラクションを積んでいる。最近ではヘ
ルスケア、バイオ分野においても、ときわバイオ株式会社、Veneno Technologies 株式会社は、ワールド
ワイドに独自のパイプラインを進めるべく外部からの資金調達を行い、研究・事業開発を行っている。

次に国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）からも続々と技術に立脚したスタートアップが生ま
れている。2021 年 4 月に東証グロース市場に上場したオキサイド株式会社は、単結晶やそれを基にした光
学機器、レーザーの研究開発を行っており、ロシアとウクライナの問題や急速な為替変動の外部環境悪化に
伴う投資環境の中、上場来の株価を維持しつつも成長を続けている。上場もさらなる成長のための手段の一
つであり、決して事業のゴールではないことはもちろんではあるが、2021 年に上場した企業の多くが望む
ような株価を付けられず維持できない状況において、オキサイドや先に述べた EDP は、底堅く株価を伸ば
し成長を続けることができていることからも、確かな技術に裏打ちされた事業の強さがうかがえる。筆者自
身、技術があれば事業が強いのか？　と言われるとそこまでの技術信奉者ではなく、効いて 2 割程度と捉
えている。そのくらい事業を進めていく上では不確実なことも多く、技術以外の要素の方が時として事業の
成立性に寄与することが多いと感じる。ただし、技術以外の要素で差別化が難しい場合は、やはり技術が事
業の競争力になることは確かであろう。NIMS 発のスタートアップもここ数年で数を伸ばしており、グラ
フェンや CNT（カーボンナノチューブ）などを応用したスーパーキャパシタを手掛ける株式会社マテリア
ルイノベーションつくばや、法改正から NIMS の直接出資が可能となり、第１号案件として選ばれた断熱材
料を開発する株式会社 Thermalytica、また複雑なニオイを膜型表面応力センサで測る技術を有する株式会
社 Qception などが後に続く。

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）も世界的な宇宙開発トレンドの影響や、内閣府が主催
する宇宙ビジネスのコンペティション S-Booster などをきっかけとして、また技術成果をより世に出して
いくべく JAXA 内の制度をより柔軟なものに変更したことにより JAXA の研究開発成果（知財やノウハウ）
を活用したものや、JAXA 職員が参画するスタートアップが生まれやすい環境になってきている。筆者もメ
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ンターとして件の S-Booster で支援を行った株式会社天地人は、衛星からのリモートセンシングデータと
解析・分析技術により土地の評価や気象もさることながら、気候変動に関わる各種データを活用する事業を
展開しており、国内米卸大手の株式会社神明や農業 IT ベンチャーの株式会社笑農和とともに「宇宙ビッグ
データ米」などを栽培、提供するなどユニークなアプローチを続けている。株式会社ツインカプセラは、
JAXA が国際宇宙ステーションからの物資回収手段の確立のために開発した HTV 搭載小型回収カプセル技
術を基に、昨今注目されているリキッドバイオプシー向けや再生医療向けに血液や細胞など、輸送に適用可
能な断熱保冷保温容器やその他熱全般に係る困りごとを解決するためのコンサルティングを行っている。こ
のほかにも宇宙航空分野で培われてきた技術を他分野へ横展開するような取り組みがなされている。

紹介した 3 機関以外にも国立研究開発法人理化学研究所発で、血液中の 1 分子酵素活性を検出し、マー
カーなどによる疾患早期診断支援を行うコウソミル株式会社や国立研究開発法人日本原子力研究開発機構発
のリチウムやレアメタルの回収を高効率、低コストで行う株式会社エマルションフローテクノロジーズなど
は、ベンチャーキャピタルなどからも出資を受け事業を推進させている。このほかにも国研発ベンチャーと
はなってはいないものの、出自が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究員であった西ヶ
谷有輝氏が代表を務める株式会社アグロデザイン・スタジオでは、寡占化が進む農薬産業に対し、AI や IT
技術も活用しながら創薬的な農薬開発アプローチを行っている。

このように国立研究開発法人は、国の後押しやあるいはプレッシャーをこれまで以上に受けつつ、研究開
発成果を世に送り出す手段として、企業への技術移転や共同研究ではない在り方、スタートアップというア
プローチを推進していく方向へと舵を切っており、この流れは今後も勢いを増しながら加速度的に進んでい
くことは間違いない。とはいえ、このようなディープテック領域のスタートアップは、先述のとおりとにも
かくにも時間がかかり、資金も人も必要である。国やベンチャーキャピタルなど、資金の出し手たち、支援
団体にはそういった背景を理解し、寄り添いながら協働していく忍耐が求められる。

TEP としても、また筆者個人としてもこれまで以上にアグレッシブかつ適正に国立研究開発法人や大学
を筆頭としたディープテック領域のスタートアップを支援し、またそれらが次々と生まれるようなエコシス
テム構築に向け、ディープテック領域のスタートアップの創出、成長にコミットしていきたいと考えている。
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Feature 立ち向かう国研ベンチャー

■研究開発の背景や経緯
2012 年ごろ、国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）の構造材料関連プロジェクトのテーマ分

担者より、大気腐食モニタリングセンサ＊＊1 の小型化・低コスト化を打診された。そこで、同時に携わって
いた次世代半導体デバイス向け材料の研究で用いていた微細加工技術を応用し、シリコンチップ上に異種金
属からなる細線（線幅 1μm）が、同程度のサイズの間隔を設けて交互に並ぶようにした対向櫛歯状の電極
を作成した。電極の上に水滴を滴下して電流応答が得られることを確認する一方、人の息といった微小・微
量な水に対しても高感度・高速に応答することに気付き、基本特許を出願＊＊2 するとともに、モイスチャー
センサと名付けた。図 1に、電極間に水滴が付着した際の顕微鏡写真と、電流応答が得られる動作原理の模
式図を示す。また、その当時に市販されていた湿度
センサといった環境由来の水を検知する技術では、
微小・微量な水滴には対応できないことも分かった。
そこで、上記のチップ（以下、センサチップ）から
の電流応答を簡便に取り出せる電子回路と表示ソフ
ト（以下、お試しキット）を試作し、NIMS の広
報や外部連携のイベントなどで紹介したところ、実
に様々な業種から、中には美容師といったこれまで
NIMS とは関係が薄かったような方々からも多く
の問い合わせを受け、さらには試したいとの要望を
いただいた。そこで、センサや計測装置のメーカー
に技術移転を打診したが、市場が明確でないことを
理由に応じてもらえなかった。その間にも、お試し
の要望は増え続けたことから、2017 年に国研発ベ
ンチャーとしてアキューゼ（茨城県つくば市）を設
立し、お試しキットを提供することで、市場の調査
および探索を始めた。さらに、NIMSはセンサチッ
プと電子回路に関する研究開発、アキューゼはそれ
らを納める筐体（きょうたい）や、電源、通信といっ
たユーザーの要望や環境に合わせたカスタマイズや
応用開発といった役割を分担し、民間企業や公的資
金による事業を進めている。

微小な水滴を検出・判別　
モイスチャーセンサ技術の
国研発ベンチャー

国立研究開発法人物質・
材料研究機構／
合同会社アキューゼ

川喜多　仁
かわきた　じん

微小な水滴を検出・判別できるモイスチャーセンサについて、研究開発の背景や国研発ベンチャー
であるアキューゼの設立を含めた経緯、これまでの主な取り組みや成果、現状の課題や今後の展
望について紹介する。

湿湿気気（（モモイイススチチャャーー））

絶絶縁縁基基板板

水水滴滴金金属属AA

電電流流

金金属属BB

吸吸着着//凝凝縮縮

 図 1 　モイスチャーセンサ表面の顕微鏡写真と動作原理の模式図
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■主な成果
微小水滴による電流応答の発見当初から、電流の大小は、センサチップ表面上の水量の多寡によって決ま

ると考えていたが、両者の相関式は不明であった。そこで、センサ表面の温度と水蒸気圧を精密に制御した
状態で、センサ表面を観察・分析しながら同時に電流応答を計測することで、電流値から水滴の量を見積も
ることができるようになった＊＊3。さらに、水滴が生成する前にセンサ表面に吸着する水分子を検知・定量
できることも見いだし＊＊4、検出下限が最小サブフェムトリットル、ダイナミックレンジが 4桁以上（一般
的な高分子容量式の湿度センサよりも 10倍以上高感度）であることを明らかにした＊＊5。
センサ性能の向上としては、電極材料の複合化による 100 倍以上の感度向上＊＊6 や、電極間の表面への
ポリマーの導入などによる親撥性（親水・撥水性）の制御＊＊7 や親水性表面の寿命延伸＊＊8、さらに熱容量
制御によるセンサ表面の温度変化速度の制御＊＊9 などを達成してきた。これらは、NIMSにおける革新的セ
ンサ・アクチュエータ研究開発プロジェクトの成果であるが、いずれもユーザーからのニーズに基づいてお
り、現在ではアキューゼの製品ラインナップやオプションへと発展している。
上述したような微小・微量な水滴を検知するセンサとしての基盤技術の向上・確立を基に、これまで結露
の発生を極初期・早期に検知するセンサとしての事業展開を進めてきている。具体的には、民間企業からの
短期間での解決ニーズの多い構造物表面での結露発生や成長の検知、および潜在的なニーズのある農作物表
面での結露発生・成長の検知であり、これらは内閣府の官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）の支
援により開発・実証したセンサデバイスやネットワークシステムを活用し、民間企業や農業事業者への導入
を進めている。もう一つの事業の柱にし
ようとしているのが、蒸発する汗を計測
するセンサと得られるセンサデータに基
づく体調判定サービスである。これは国
立研究開発法人科学技術振興機構（JST）
の研究成果最適展開支援プログラム
（A-STEP）の助成により収集・分析し
たデータを基に開発したセンサデバイス
を用い、指から蒸発する汗の量や体温と
いった複数のパラメータを計測すること
で、熱中症や脱水症のリスク判定を行う
ことを目指している。図 2に、開発した
センサデバイスの写真を示す。

■課題・打開策
課題として、一つ目はセンサデバイスの低コスト化が挙げられる。これについては、センサチップ上の電

極配置と電子回路の構成を見直すことにより、10分の 1に近いコストダウンと 2倍以上の感度向上を同時
に解決できる目途（めど）が立ち、現在試作に入っている。二つ目の課題としては、蒸発する汗を計測する
センサと得られるセンサデータに基づく体調判定サービスに向けた統計的有意性の検証である。これについ
ては、様々な実証のプログラムや機会を通じて、データ収集を進めていく予定である。三つ目の課題は、事
業の連携先となるパートナーの拡充である。センサデバイスの製造については、ファブレスによる対応を進
めてきており、営業・販売についても提携を進めているが、事業規模の拡大に応じて、より多くのパート
ナーとの連携を進める予定である。

 図２ 　農業用ハウスにおける結露検知向けおよび指先から蒸発する汗の 
計測向けに開発したモイスチャーセンサデバイス

a b
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■今後の方針（展望）
ユーザーに満足してもらえるまでの様々なニーズに応えるため、これまでと同様に材料研究をベースにし

た課題解決を図る。また、既存の事業については、東南アジアを中心として、海外に展開していく予定であ
る。さらに、各種産業での精密センシングによるエネルギーやCO2 のさらなる利用効率化や、体調のリア
ルタイムモニタリングなどを通じて、カーボンニュートラルや健康寿命の延伸といった社会的課題の解決に
貢献していきたい。

＊＊ 1　ACM-SENSOR.JP ウェブサイト：JIS Z 2384 大気腐食モニタリングセンサ 解説｜ ACM-SENSOR.JP

＊＊ 2　川喜多仁ら「高速応答・高感度乾湿応答センサー」特許登録番号 6448007 号、2018.12.14.

＊＊ 3　 M. Mekawy et al., “Quantitative Correlation of Droplet on Galvanic-Coupled Arrays with Response Current by Image 
Processing,” ACS Omega, 6 (2021) 30818.

＊＊ 4　 M. Mekawy et al., “Quantitative and Qualitative Studies for Real Monitoring of Interfacial Molecular Water,” Journal of 
Colloid and Interface Science, 613 (2022) 311.

＊＊ 5　 M. Mekawy et al, “Quantitative Correlation between Adsorbed and Condensed Water Mass with Response Galvanic 
Current Detected at the Micron Gap of Galvanic-Coupled Arrays,” Chemosensors, 10 (2022) 300.

＊＊ 6　 R.G. Shrestha et al., “Enhancement of Electrochemical Reaction Rate on Galvanic Arrays in Contact with Condensed Water 
Molecules,” Journal of The Electrochemical Society, 167 (2020) 167510.

＊＊ 7　 R. G. Shrestha et al., “Enhancement of Sensitivity and Accuracy of Micro/Nano Water Droplets Detection Using Galvanic-
Coupled Arrays,” Sensors, 19 (2019) 4500.

＊＊ 8　 R.G. Shrestha et al.,”Superhydrophilic polymer modified galvanic array moisture sensor chip with stable/improved lifetime 
towards enhanced dew condensation detection,” Sensors and Actuators A: Physical, 331 (2021) 113036.

＊＊ 9　 Y. Kubota et al.,”Control of Heat Capacity of Moisture Sensor by Galvanic Arrays with Micro/Nano Gap toward Accurate 
Detection of Dew Condensation on Target,” Journal of The Electrochemical Society, 168 (2021) 067522.
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■オーシャンアイズ設立の経緯
オーシャンアイズのコア技術の研究開発は、会社設立の 10 年にさかのぼる。2010 年に開始された文部

科学省の気候変動適応研究推進プログラム（RECCA）において、JAMSTEC を中心とした研究チームが実
施した、海況予測データと漁獲量の実績データを用いた漁場予測技術によって、漁業の効率化を図るための
研究開発の開始が会社設立の先駆けとなった。RECCA では、中央北太平洋や三陸沖で操業するアカイカ漁
を対象とした漁場予測に関する研究と同時に、予測結果の可視化、漁業者への配信システムの開発も行い、
研究開発結果の効果を検証し、漁業者からも一定の評価を得られた。研究プロジェクト終了後は、京都大学
の画像解析の研究者が中心となり、RECCA の成果をベースに、さらに機械学習の導入を目指した研究課題
を立案した。2016 年に、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が実施する戦略的創造研究推進事業

（CREST）の人工知能領域において「サステイナブル漁業に向けたデータ指向型リアルタイム解析基盤の開
発」が採択された。CREST では、RECCA にも参画していた水産研究・教育機構や気象研究所など公的な
研究機関に加えて、民間企業も参加することで幅広い研究を行った。本研究プロジェクトでは、沿岸域での
海洋数値モデル・データ同化技術の開発に加えて、衛星観測の解析・データ欠損域の復元や、海況パターン
からの漁場予測など、オーシャンアイズのコア技術が含まれていた。

CREST の人工知能領域の研究総括であった大阪大学の栄藤稔教授（当時）は、技術の社会実装を通じた
イノベーション創発に熱心で、イノベーションを生むためには、技術は研究開発だけでは完結せず、社会で
実際に使われ始めることを極めて重要視していた。こうした環境もあり、人工知能研究領域からは高度技術
を基盤とするディープテックベンチャーが複数巣立っていた。サステイナブル漁業チームにおいても、カツ
オ漁場予測の高精度化の実績ができたことから、2018 年ごろに海面漁業者を主要ユーザーと想定して、本
格的な事業化の検討を始めた。

当初は、水産・商社といった既存企業に対して、ライセンス契約に基づき研究成果を提供して新規事業を

海洋数値モデルでデータ漁業の実現を目指す
JAMSTECベンチャー

株式会社オーシャンアイズ 
代表取締役

田中　裕介
たなか　ゆうすけ

株式会社オーシャンアイズ 
取締役

笠原　秀一
かさはら　ひでかず

株式会社オーシャンアイズ（京都市）は、世界でも数少ない海洋数値モデルを自社で開発運用す
るディープテックベンチャーである。国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）と京都大
学が 10 年間にわたって研究してきた海況および漁場予測の技術を社会に還元することを目指し、
5 人の研究者によって 2019 年に設立された。設立以降、東京都をはじめとする政府・自治体や
企業、漁業者といった水産海洋分野の顧客のニーズに応える技術やサービスを提供している。海
外展開も視野に入れており、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）の支援を受けて、インド
ネシアやフィリピンなど東南アジア諸国を中心に、商品・サービスの開発をスタートさせる前に
行う POC 検証（Proof of Concept：概念実証）やサービスの現地化を進めている。
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立ち上げるビジネスモデルを考えていた。しかし、さまざまな魚種の不漁の報道により、天然の水産資源の
減少に対する関心が高まり、同時に陸上養殖や養殖への人工知能の適応などの事例が注目を集めるように
なった時期で、天然資源を獲る海面漁業を対象とした研究成果に興味を寄せる企業とは出会えなかった。一
方で、日本国内の水産関連事業の従事者の大部分を占める沿岸漁業を対象とした研究成果は、漁業振興を目
指す自治体を中心にニーズが存在することも分かってきた。また、海洋に関する専門的な知見は、漁業分野
に限らず海洋に関わる企業や政府自治体に一定程度の需要があり、起業した場合にある程度の収益が見込め
ることも分かった。

研究参画機関のうち、JAMSTEC ではベンチャー認定制度、認定ベンチャー向けの設備・データ利用の
優遇や支援措置が整備されており、労務管理面での起業支援制度を整えている最中であった。京都大学では、
設立前からアーリーステージまで連続的な資金支援を行う制度があるため、設立後数年は少なくとも継続で
きる経営計画を立てることができた。こうした市場分析と制度の調査結果を踏まえ、2019 年 4 月 1 日、サ
ステイナブル漁業チームに参画していた JAMSTEC と京都大学（当時）の研究者・技術者 5 人の出資によっ
て株式会社オーシャンアイズは創業された。

■オーシャンアイズの取り組み
オーシャンアイズのコア技術は、海洋数値モデル・データ同化による海況予測技術と漁場予測をはじめと

した海況データへの人工知能適用技術である。これらのコア技術を基に、サブスクリプション型の情報サー
ビスと顧客ニーズに合わせた受託開発を展開している。
①サブスクリプション型サービス

海面漁業では、魚が獲れる海域（漁場）の探索に多大な時間・費用がかかっている。漁場の探索は、人工
衛星による海面水温の観測結果など、限られた情報から漁業者の勘と経験により決定されている。多くの漁
業者が従事する沿岸漁業では、観測機器の制約から漁場の探索に十分な時間・空間的な解像度を持ったデー
タが提供されていなかった。

オーシャンアイズでは、独自に開発した海洋数値モデルによって、日本周辺の約 1.6km の解像度での海
況（水温、塩分、海流）について、毎日 1 週間程度先までの予測情報を提供している。また毎時取得される
気象衛星ひまわりによる海面水温の観測結果から、雲によってデータが欠損した海域の水温を、人工知能を
使って推定する技術がある。これらのデータによって漁場探索に必要な情報を提供し、操業の効率化を実現
するサービスとして、海況情報の
パッケージサービス「漁場ナビ」を
提供している（図 1）。

②顧客ニーズに合わせた受託開発
研究成果の事業化の経緯でも述べ

たように、漁業振興のための自治体
からの情報発信に関連して、オー
シャンアイズが提供する海況予測
データへのニーズは高い。漁業に
も、海域の特性や水産に関わる市場
の特徴によって操業方式に地域差が
あるため、各自治体によって重点を
置く魚種・漁法が異なる。このよう  図１ 　海況情報のパッケージサービス「漁場ナビ」
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なニーズを満たすために、カスタマイズした海況情報を作成・配信するシステムを開発するサービス 
SEAoME を提供しており、東京都をはじめとした具体的な展開が出てきている。

また海洋、あるいは海洋への人工知能の適用に関する専門的知見を持っていることで、高度なデータ解析
を必要とする企業や研究機関に対するコンサルティングも行っている。海洋技術に関連する公的研究機関が
少なく、民間企業として比較的コンタクトが容易なことも重要な観点だと考えられる。

■オーシャンアイズの今後と課題
オーシャンアイズのコア技術の一つである人工知能による漁場予測には、漁獲データ（漁船が「いつどこ

で何をどれだけ獲ったか」）という機微なデータが必須である。研究プロジェクトの原資は公的なものであ
るため、研究開発段階では国内の漁業活動を対象としていた。一方で、遠洋漁業といった大規模漁業は、
ヨーロッパや東南アジアを中心に展開されており、海外のポテンシャルの大きな市場への展開は、創業当初
からの課題であった。現在は、国内での販売・開発と並行して、東南アジア向けの販路開拓も進めている。
JETRO の支援などを活用しながら、主にインドネシアとフィリピンで実証実験やサービスの現地化を進め
ている。

また、より多くの漁獲データを収集するためのユーザーとの連携強化機能も開発を進めている。漁獲デー
タに加えて、海況予測の高精度化に重要な海洋環境の実測データは、特に沿岸域において圧倒的に不足して
おり、漁船の IoT センサー化が不可欠である。現在、九州大学を中心とした産学官のコンソーシアムへの
参加などをはじめとして、より多くのデータの収集体制の構築を進めている。

海洋と人工知能に関する最新の研究成果の漁業への実装を目的に設立されたオーシャンアイズであるが、
創業後は海洋に関係するさまざまな産業界との接点が増えている。海運、洋上風力発電、海洋安全保障、ブ
ルーカーボンなど、海に囲まれた日本ではさまざまな海洋での活動が営まれており、オーシャンアイズのコ
ア技術である海況予測は、天気予報と同等の基幹的な情報としての重要性を持つ。現在、情報収集や PoC
などを通して新たなサービスの創出に取り組んでいる。

経営的には、専門的知見を持った人材の確保が課題となっている。海況予測情報を作り出す海況数値モデ
ルに精通した研究者・技術者は少なく、またその情報をサービス化する海洋に対する知見を持った技術者も
少ない。事業の拡大・多角化に対応できる人材確保に関しては、アカデミアとのより緊密な連携が必要であ
ると考える。

オーシャンアイズは国立研究開発法人や大学での研究職との兼業メンバーも多く、最新の研究成果の社会
実装をスピーディに進めることができる強みを持つ。一方で、研究成果の適切な取り扱いには課題が多いの
が実感である。社会実装の典型例は、特許権のライセンシングであるが、オーシャンアイズのコア技術は研
究活動の中で得られたノウハウやデータが中心である。JAMSTEC では CREST の中で、独立行政法人工業
所有権情報・研修館（INPIT）の支援の下で、知的財産プロデューサーの派遣を受け、知財の整理や知財戦
略の立案を進めてきたが未整理の項目も多い。イノベーションを進めるための研究機関における兼業の在り
方、若手研究者のキャリアパスにおける大学生・研究機関発ベンチャーの位置付けなどとともに、研究機関
と引き続き連携を取って、仕組みの改善への提言を続けていく必要があると考える。
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■DATAFLUCTの概要
株式会社 DATAFLUCT（データフラクト、東京都渋谷区）は、衛星画像解析からスタートし、現在は企

業のデータ基盤構築やデータ利活用を推進するデータプラットフォーム事業と、複数の種類のデータを活用
し、社会課題起点で AI・機械学習プロダクト開発を行う事業を行うスタートアップである。経営コンサル
や AI ベンチャー、SIer などが混在し分断されていた「DX」「データ活用プロジェクト」の工程の全てを、
一気通貫で担うことができることが強みだ（図 1）。変革を目指す大手企業のデータビジネスパートナーと
しての共創のほか、「脱炭素」「スマートシティ」など世界標準の課題を解決する自社プロダクトを展開する。

創業の背景にあるのは「データサイエンスで世界を変えられる」という思いだ。会社員時代に教育や人材、
メディアと様々な業界で B to C のデータビジネス、新規事業を立ち上げた。DX コンサルタントとして独
立した後には、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）からオファーを受け、招聘（しょうへい）
職員として新規事業を支援。土地の価値の評価や森林管理、農業などの領域で衛星データ活用事業を立ち上
げる中で多様な「データを組み合わせる」ことで新しい価値が生み出せると感じた。

2019 年１月に DATAFLUCT を創業し、同年には JAXA の知的財産や JAXA の業務で得た知見を利用
した事業を行い、JAXA 内
の一定の審査を通過し認定
されたベンチャー企業であ
るJAXAベンチャーに認定。
以降は衛星データ活用事業
へのアドバイスや、イベン
ト登壇などの支援を受けつ
つ事業を拡大してきた。

■持続可能な意思決定
をするためのデータ活
用を、全ての企業に届
ける

DATAFLUCT は「持続
可能な未来を、アルゴリズ
ムの共有で実現する」ことをビジョンに掲げている。アルゴリズムとは、計算可能な問題に対して、その最
適解にたどり着くための方法論だ。ビジネスにおいては、経営思想、経営戦略、オペレーション、顧客体験
そのものに影響を与えていく根底的な考え方（意思決定ロジック）ともいえる。モノを作り、流通させ、販
売する過程で発生するロスも、組織の成長を妨げている非効率な働き方も、データを活用すればなくすこと
ができる。持続可能なアルゴリズムが浸透することで、企業活動も、顧客体験も、社会活動も全て良くなっ
ていくはずだ。

混在・分断されたデータを
全て一気通貫で統合
JAXAベンチャー

株式会社DATAFLUCT 
代表取締役 CEO

久米村　隼人
くめむら　はやと

 図 1 　フルスタック支援体制

事業理解 / 課題抽出 データモデル定義 /
収集 / 体制構築

モデル設計 /
特徴量エンジニアリング

データ基盤構築 /
アプリケーション構築

システム実装 / 運用 /
モデル保守

高度なデータ活用を内製化できるツール・環境を、フルスタックで提供

・業界特有の課題理解
・イシューを特定

・集めるべきデータの
　定義と収集の仕組み構築
・体制構築

・特徴量エンジニアリング
・試行錯誤の上
　効率的なモデル構築

・BI/BAシステムと
　使いやすいアプリの構築
・システム間の連携

・機械学習モデルの運用、保守
・データの更新、モデル精度向上
・ビジネスサポート

経営コンサル

AI ベンチャー

SIer

DataLake
/ DWH

AutoML BI / BA MLOps

適宜連携

クライアントが自走できるツール・環境・ノウハウを支援
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「持続可能な」とは、100 年後も事業が成り立つことを指しており、そのためには企業が「変革し続けら
れる存在」でなければならない。変革し続けられるビジネスモデルこそ、データ中心の経営資源戦略「デー
タビジネス」だが、多くの日本企業はそこにたどり着けていない。データビジネスのパートナーとして企業
の変革を支援し、さらに環境、社会、人にとっても最適な答えを見つけることが当社の事業の目的だ。

■マルチモーダルなデータ活用を可能にするプロダクト
DATAFLUCT が提供するのは、複数のデータを組み合わせて価値を生み出すプロダクトだ。当社では

「マルチモーダルデータプラットフォーム」と呼んでいる。マルチモーダルとは、画像や音声、テキストな
ど様々な種類の情報を指し、これらを AI・機械学習に取り込むことで、膨大なデータを活用して価値を生
み出すことができる。世の中にあるデータの 80% は非構造化データであり、「非構造化データを構造化デー
タにする」ことがビッグデータを扱う最初のステップとなるが、この前処理の難しさから多くの企業では非
構造化データを活用できていない。

衛星データ活用からスタートした当社には、衛星画像や位置情報などを組み合わせて分析する高度なデー
タサイエンスの技術があった。形式が違うデータを複数組み合わせてアルゴリズムを作るニーズの高まりを
受けて開発したのが、社内外の多種多様なデータを収集し、非構造化データを構造化して格納できるデータ
プラットフォーム「AirLake（エアーレイク）」だ。非構造化データの収集、分析、アノテーション付与、
加工、蓄積などが自動でできるようになっており、多岐にわたる社内システム、データ分析ツールと連携し
てデータ活用まで一気通貫で提供できる。

データ基盤を自社で構築するには、広範に及ぶ機能を複雑に組み合わせ、エラーやトラブルがないよう調
整を重ねる必要がある。実際には多大な予算を投じて SIer に委託するケースが多い。PaaS 提供の「AirLake」
ならば、一からデータ基盤を構築する必要がなく、初期費用をかけずに本来の目的であるデータ活用にすぐ
さま取り組むことができる。

ほかにも、社会課題とビジネス課題を解決するためのプロダクトを開発している。「Perswell（パース
ウェル）」は、当社のデータサイエンティストがモデル構築を行い、需要予測の自動化と精度向上をトータ
ルでサポートする。食品卸の国分グループ本社株式会社（東京都中央区）では「AirLake」と「Perswell」
を導入いただいており、社内データと外部データを組み合わせ、毎日再学習する高精度な需要予測を実現し
た。アイスクリームなど気候に大きく左右される温度帯商品の自動発注にもつながり、在庫最適化と業務効
率化を現在進めている。同時に、それは食品ロスの削減にもつながる。

エリアに関するビッグデータを分析し、データに基づく持続可能なまちづくりを可能にするプラット
フォーム「TOWNEAR（タウニア）」は、ゼネコンや不動産、交通事業者、地方自治体などに提供している。

衛星データ解析で都市の課題を
可視化し、地図情報のみでは検
索が難しかったコンテナやガス
タンク、車、船などの対象物
を、誰でも手軽に衛星画像から
検 索 で き る。 人 流 デ ー タ や
GPS データ、購買データなど
複数のレイヤーのデータを組み
合わせて、エリアの回遊率や商
圏分析を行う機能も備えている

（図 2）。 図 2 　TOWNEAR サービス画面
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特 集

気候変動対策をテーマに、個人の CO2 排出量削減やリサイクル貢献などの「環境価値」に着目した「becoz
（ビコーズ）」は、金融、化学メーカー、スポーツチームなど様々な業界からニーズがある。公開済みの事例
としては、株式会社クレディセゾンと提携発行する「SAISON CARD Digital for becoz」および、その決
済データから自分の購買による CO2 排出量を可視化できる「becoz wallet」がある。個人の CO2 排出量
のデータ化は、ユーザーが自身のライフスタイルを見直すきっかけとなるだけではなく、カーボンニュート
ラルを目指す企業にとっても活用の可能性がある。今後は、クレジットカードだけではなく家や車のデータ
も活用する予定だ。環境価値をコインやポイント化して、サステナブルな製品の購買に使えるようにするな
ど、価値を流通させる仕組みの準備も進めている。

■国内のデータビジネスの課題
機械学習を用いたプロジェクトは、日本企業にとって難易度が高い。理由は、データサイエンスに関する

リテラシーの低さと組織的要因だ。例えば、DATAFLUCT は企業が持つデータと外部データを組み合わせ
て新たな価値を生み出し、事業をトランスフォーメーションするための支援を行っているが、クライアント
によっては「データ活用のビジョンを示す」ところからスタートする必要がある。ビジョンを描けないこと
が、日本企業が新たなデータビジネスを生み出せず、データビジネスの市場が広がらない原因の一つであ
り、当社が事業を進める際のハードルでもある。

そして「縦割り」の組織では、部署ごとに違うシステムを採用したり、部署間の連携が取れなかったり、
何階層もある意思決定プロセスを経なければプロジェクトを進められないといった課題もある。これまで多
数の企業のデータビジネスを支援する中で見えてきた成功の鍵は、「統合」だ。データ基盤の統合だけでは
なく、人事も事業もサービスも組織構造も統合しなければならない。日本企業には、ここでリーダーシップ
をとれる人材が不足している。

こうした課題を突破するために、DATAFLUCT は事業開発に強いメンバーを採用してきた。AI ベンチャー
は、画像解析に特化した人材、データエンジニアリングに特化した人材など「特定領域の専門家集団」であ
ることが多い。当社はデータサイエンティストと事業開発に強いメンバーがタッグを組み、データ活用のビ
ジョンをクライアントとともに描くところが特徴だ。事業構想からシステム実装まで、スタートアップらし
いスピード感でプロジェクトをリードする点は、クライアントから「頼もしい」と信頼を寄せていただいて
いる。

■今後の展望
2022 年 4 月のシリーズ B ラウンドの資金調達では、事業会社を中心とする投資家グループから出資を受

けた。各社と資本業務提携や共創に向けての検討を進め、10 月 24 日には「AirLake」と東芝デジタルソ
リューションズの「AI OCR 文字認識サービス」「RECAIUS ナレッジプラットフォーム」のシステム連携
を発表した。従来活用が難しかった手書き自由記述を含め、書類のデータ読み取りから整理、共有、活用ま
でをワンストップで行うことができ、設備トラブル発生時の対応時間の短縮や早期解決などに活用できる。

今後もこうしたコラボレーションに積極的に取り組んでいく予定だ。様々な技術やデータ、資産を持つ企
業や団体、研究機関と協力し、誰もがデータを有効活用し持続可能な意思決定をすることができる世界の実
現を目指していきたい。
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リポート

■つくば市の課題
茨城県つくば市は、つくばエクスプレス沿線の開発などによって、近年、特に子育て世代の転入が増加して

いる影響で、人口がここ5年間は毎年3,000人以上の伸びとなり、ついに2022年6月に25万人に到達した。
他方、中心市街地から離れた周辺部は高齢化が著しく、市内全体の平均高齢化率約 19% に対し、約 60%

となっている地域も存在する。また、市内の道路総延長は茨城県内 1 位の約 3,700km であり、自動車の交
通分担率も全国の地方都市平均を上回る 6 割となるつくば市にとって、安全で快適な移動手段の確保は急務
である。加えて、つくば市には研究学園都市独特の国際性があり、140 以上の出身国からなる約 1.2 万人の
外国人が居住しているが、これらの市民は、多様な言語で市や暮らしに関する情報、緊急時の情報が容易に
入手できる環境にあるとは言えない状況である。さらに、筑波研究学園都市建設から 50 年が経過し、市内
のインフラが一斉に老朽化を迎える問題も抱えている。

■ SDGs の基本理念に基づくスマートシティ化構想
こうした地域課題の解決を目指し、つくば市は、SDGs の基本理念である「誰一人取り残さない」、包摂

の精神を市の総合戦略である「つくば市未来構想」の根幹とし、持続可能なまちづくりを進めてきたところ、
さらにつくば市の最たる特徴である知の集積を生かし、先端技術を普段の生活の中に取り込んでいく、また
は、まちづくりに利用していく「スマートシティ化」を行うことで、これらの課題解決をさらに加速するこ
とを目指している。

つくば市には、官民合わせて 150 の研究所が所在、そして住民の約 1 割にあたる約 2 万人が研究に従事
し、博士号取得者も約 8,000 人（日本の平均の 10 倍密度が高い）が在住している。この特性を生かし、こ
れまでも研究機関との連携により、テクノロジーの社会実装に向け様々な実証実験を行ってきた。この中に
は、日本で初めての取り組みも多く含まれ、他の自治体へも横展開されるなどの成果を上げているものもあ
るが、ほとんどは実証実験止まりであり、真の社会実装にはなかなか至らないのが現状である。

そこで、テクノロジーありきではなく、地域課題解決のためにテクノロジーをツールとして活用する思想
を徹底した上で、様々な分野を連携させる「つくばスーパーサイエンスシティ構想」を 2021 年 4 月に打
ち立てた＊＊ 1。「科学で新たな選択肢を、人々に多様な幸せを」という副題を掲げ、行政、移動、物流、医
療・介護、防犯・防災・インフラの五つの分野において、計 14 の個別プロジェクトを切れ目なく実施する。

科学技術都市つくばの
まちづくり
～スマートシティから
ビールまで～

文部科学省 研究振興局
学術研究推進課専門官／
つくば市顧問／
筑波大学システム情報系客員准教授

森　祐介
もり　ゆうすけ

茨城県つくば市は、人口約25万人のうちおよそ 1 割が研究に従事し、約150 の研究機関が立地する
日本最大の研究学園都市である。そのつくば市が 2022 年 4 月に政府から「スーパーシティ型国家
戦略特別区域」に指定された＊＊ 0。この特区、「つくばスーパーサイエンスシティ構想」では、誰一
人取り残さないという SDGs の精神を柱に掲げ、先端技術をまちづくりにふんだんに導入して地域
の課題を解決することを、自治体のみならず、大学等研究機関、民間企業、市民が一体となって目指
している。本稿では、これまでの経緯やその推進体制とともに具体的な取り組み事例を、当時の担当
者（2019 年 6 月〜 2022 年 6 月つくば市政策イノベーション部長）の視点で紹介する。
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■つくば地域の推進体制
このような取り組みは「まちづくり」そのものであるため、その推進にあたっては自治体が中心的な役割を

果たすべきである。しかし限界もある。そこで、つくば市では民間企業、大学、国立研究開発法人、自治体
など約 75 機関（2022 年 11 月末現在）から構成される「つくばスマートシティ協議会」を設置し、分野ご
とに分科会を組織して、定期的に議論の場を設けている＊＊ 2。共同会長は首長である茨城県知事とつくば市
長が務めるが、「モビリティ分科会」「医療介護分科会」「インフラ・都市デザイン分科会」「行政サービス分
科会」「データ連携基盤分科会」の各分科会のリーダーは筑波大学、NEC、鹿島建設、つくば市等の多様な
メンバーが務める。それぞれの分科会で立案した計画は、政府の補助・委託事業に申請したり、参画企業が
事業費を出し合ったり、市が予算化したりといった方法で具現化を図っていく。政府事業では、例えばこれ
まで、つくば市またはつくばスマートシティ協議会として、内閣府未来技術社会実装事業（2021 年度）、内
閣府デジタル田園都市国家構想推進交付金（2022 年度）、総務省地域課題解決のためのスマートシティ推進
事業（2022 年）、国土交通省スマートシティ実装化支援事業（2019 年度から毎年）、国土交通省新モビリ
ティサービス推進事業（2021 年度）に採択された。

これと並走させる形で、つくば市と筑波大学は内部の推進体制をそれぞれ構築している。つくば市が設置
する「つくば市スーパーシティ型国家戦略特別区域推進本部」は市長を本部長とし、全部局長が構成員となっ
ており、ここでの意思決定には市役所の全ての部局が従うこととなっている。「先端科学技術を活用したま
ちづくり」のようなテーマは本来市役所のあらゆる業務に関与し得るが、推進するのは企画系部門のみで、
実際に事業を持つ原業担当部門と足並みがそろわないことも多い。つくば市では当推進本部を単なる承認機
関としてではなく、建設的な議論を行える場として位置付けており、事務局である政策イノベーション部ス
マートシティ戦略課＊ 1 の提案を推進本部でブラッシュアップしていく。

筑波大学では、つくば地域のスマートシティ化ならびに筑波大学キャンパスのスマート化を推進するため
に「筑波大学未来都市プロジェクト」を設置し、産学連携担当副学長をヘッドとして、部局横断的に 30 人
以上の教員が名を連ねている＊＊ 3。他自治体では見られないユニークな点は、筑波大学未来都市プロジェク
トの中心メンバーである鈴木健嗣システム情報系教授をつくば市の顧問・アーキテクトとして委嘱し、つく
ば市役所に週に 1 回の頻度で出勤してもらっている点であろう。これにより、つくば市と筑波大学の間の調
整が円滑化し、意思決定に要する時間が短縮されている。

前述の通り協議会には大手からスタートアップまで民間企業も多数加入しているが、そのことに加えて、日本
経済団体連合会および日本政策投資銀行は、国内で支援するスマートシティとしてつくばスーパーサイエンスシ
ティ構想を唯一選定し、2021 年つくば市との間で連携協定を締結しているなど、経済界からの期待も高い＊＊ 4。

■スマートシティ事例：インターネット投票
こうした推進体制の下、様々なプロジェクトが現在進行形で動いているが、ここでは代表的なものとして

インターネット投票の導入について紹介したい。2020 年つくば市長・市議会議員選挙の投票率は過去最低
の 52% であった。年代別では 20 代前半が 26% と最も低く、年代が上がるにつれて投票率は増加していく
が、80代以上になると急落して 42% となる。つくば市では、選挙へのインターネット投票の仕組みの導入
が市民の政治参加を促すとの仮説、そして、何らかの事情で投票所に行くのが困難な「投票弱者」の投票権
保障の観点から、これまで本人確認性と秘密投票、セキュリティを担保したインターネット投票の実証実験
を行ってきた。2018 年にはマイナンバーカードとブロックチェーン技術、2019 年には顔認証技術を活用
し、2020 年にはスマホでマイナンバーカードを読み込み投票する段階まで技術開発が進んだ。

筑波大学生・院生を対象にした調査では、9 割の回答者がインターネット投票を使ってみたいと回答し、
さらに、実際に 2021 年の選挙で選挙権があったにもかかわらず投票に行かなかった人の半数が、仮にイン
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ターネット投票の仕組みが整備されていれば投票したと思うと回答しており、インターネット投票により若
い世代の投票率が向上する可能性が示唆されている。80 代以上の投票率の低さに目を向けると、投票所ま
で行くのが難しい、体調が悪く投票する元気がない、といった理由が住民への聞き取りの際に挙げられてい
る。したがってインターネット投票は若年層だけでなく、移動が困難な高齢者や障害者の政治参加の促進、
投票権の保証につながる技術であると考えられる。

他方、公職選挙へのインターネット投票の導入は現在法令により禁止されている。公職選挙法第44条で、
選挙人は自ら投票所に行き投票をしなければならないとされており、公職選挙でインターネット投票を実現
するためには法改正または規制の特例が必要である。そのため、つくば市は「つくばスーパーサイエンスシ
ティ構想」の中にインターネット投票を盛り込み、市内でのインターネット投票を認めてもらえるよう政府
に要望しているところである＊＊ 5。

こうしたことを背景に、近い将来の公職選挙でのインターネット投票導入を見据えて、2021 年 7 月、学
校の生徒会選挙においてインターネット投票を先行導入した＊＊ 6。茨城県立並木中等教育学校とつくば市が
主催、文部科学省、筑波大学、VOTE FOR 社（東京都港区）、KDDI 社、xID 社（東京都千代田区）、LayerX
社（東京都中央区）の協力の下、高校 1 年生約 160 人が、「主権者教育」「デ
ジタル ID とブロックチェーン技術」「通信・5G」についてワークショッ
プなどの事前学習をした上で、従来の紙での投票に代えて、自分のスマホ
や貸与されたスマホから投票した。生徒からは、「スマホから投票できる
のはとても便利。投票所まで遠いから面倒と言って父親は選挙に行ってい
ない。親にも薦めたい」「今回の事前講義や投票の経験を通じて、選挙に行
くことの重要性が理解できた。インターネット投票は投票率を上げると思
うし、自分は使いたい」「投票結果の改ざんをどのようにして防ぐかに関心
がある。停電時にどうするかも考えないと」「お年寄りなど、スマホを使え
ない人への対応も必要」といった声が聞かれ、今後の本格導入に向けての弾みとなった。今回の取り組みを
知った高齢者からも、「インターネット投票は早期に必ず導入してほしい」との実現を待ち望む意見もあった。

こうした実践も踏まえ、内閣府は「先端的サービスの開発・構築等に関する調査事業」として「茨城県つ
くば市におけるインターネット投票に係る調査実証事業」を VOTE FOR 社に委託、マイナンバーカードを
活用した模擬インターネット投票を 2022 年 11 月に実施した＊＊ 7。この事業では、本人確認の正確性（なり
すましや重複投票への対策）、投票の秘密の担保（個人情報等の漏えい防止）、自由意思の担保（買収や強要
の防止）、システムの安全性（不正アクセスや障害への対策）、公正性の担保（投票データの改ざんを防ぐ仕
組み）、投票機会の平等（ネットを使えない人への配慮）などの課題について技術的に解決可能であるかを
確認することを目的としている。2024 年の本格実施に向け、効果検証が待たれるところである。

■多様な人々が集う「たまり場」作り
最後に、産・学・官を含む多様な人々の偶発的な出会いとコラボレーションを育むためのユニークな取り

組み事例を紹介したい。つくば市は、つくば駅から徒歩 5 分の場所にインキュベーション施設である「つく
ばスタートアップパーク」を 2019 年に開設し、創業間もないスタートアップのためのオフィススペースや、
これから起業を予定する研究者・学生等が利用できるコワーキングスペースを安価に提供している＊＊ 8。加
えて、週に 2～3 回、研究者向けの起業相談会や、市内研究機関の研究紹介などのセミナーを開催して、研究
者、起業家、自治体職員、そして市民が集う「たまり場」としての機能も充実させてきている。これらについ
ては利用者や参加者から高い評価を受けているが、他方、例えば産業界のニーズがある研究テーマを扱って
いるものの自ら起業することや企業との連携について検討していない研究者や、市民の中でも積極的にサイ
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エンスカフェなどに参加することはないがサイエンスに興味を持ち得る潜在的関心層などを掘り起こすこと
には課題があった。この解決の一助とするために参考としたのは、筆者の米国留学中の体験である。

米国のインキュベーション施設では、様々なステークホルダーが自発的に集まる仕掛けとして、誰でも無
料で使えるフリースペースに加え、美味しいコーヒーや地元産クラフトビールが楽しめるカフェ・バーを併
設することが多い。つくばスタートアップパークでは開設当初から市内の「Coffee Factory」がテナント
として入居、高品質なスペシャルティコーヒーが提供されていたが、もう一つのキーファクターであった地
元産クラフトビールについては未着手であった。そこで、2020 年に創業した「Tsukuba Brewery」に
Coffee Factory の豆を副原料として使用したビールの醸造を依頼し、つくば市・Tsukuba Brewery・Coffee 
Factory のコラボビール「Tsukuba Tomorrow Beer」をつくばスタートアップパークで提供することと

した。五十嵐立青市長自ら仕込みの一部を手伝って完成したこのビールのお披露目
イベントでは大勢の人が集まり、用意した 100 本が 30 分で完売するほどであっ
た。また、このコラボビールは何かと何かを組み合わせてイノベーションにチャレ
ンジするというつくばスタートアップパークのコンセプトを体現しており、それを
自治体主導で実現した好事例として各種メディアで取り上げられたことで＊＊ 9、後
日、「今まで一度も来たことがなかったが記事を見てビールを求めてきました」と
いう人も見られた。今後も第 2 弾、第 3 弾と続け、「たまり場」の主要コンテンツ
として活用する方向だ。

■おわりに
つくば市においてこのような先端技術の社会実装を、スピード感をもって進めることができているのは、

多様なプレイヤーが真に連携しているからにほかならない。そして、チャレンジを実現するためには労をい
とわないつくば市職員の存在も大きい。

象徴的な出来事があった。2021 年 4 月、つくば市は、市内スタートアップの Doog 社とともに、協働運
搬ロボット「サウザー」を使って、自動追従型の荷物搬送ロボットの公道走行を日本で初めて実施した。こ
れまでサウザーは、道路交通法上「自動車」や「歩行者」などの分類において、位
置付けが明らかでなかったため公道を走行できなかったが、科学技術振興課の職員
が警察庁から発出された文書を見て、「サウザー」を「歩行補助車等」に位置付け
ることができるのではないかと考え、数日中のうちに Doog 社、警察庁と調整を
行い、道路使用許可を伴わない歩道走行を実現させた。これは、「法令の縛りがあ
るからその範囲内で考える」のではなく、「これを実現させるためにはどのような
ルールになれば良いか」という、既存の枠組みにとらわれず目的志向型の意識を日
常的に持ち続けなければ決してできなかったであろう。このようなつくば市の柔軟性と機動性を生かして、
市のスローガンでもある「世界のあしたが見えるまち」を引き続きわれわれに見せてほしいと願う。

＊ 1　2022 年より設置。2011 年に市として初めて設置した、科学技術を推進するための組織「企画部科学技術振興課」より段階を経て派生。
＊＊ 0　内閣府ウェブサイト　地方創生 > 国家戦略特区 > スーパーシティ・デジタル田園健康特区
＊＊ 1　つくば市ウェブサイト　つくば市政 > つくば市の取組 > スーパーシティ
＊＊ 2　つくば市ウェブサイト　つくば市政 > つくば市の取組 > スマートシティ > つくばスマートシティ協議会
＊＊ 3　筑波大学オープンイノベーション国際戦略機構 ウェブサイト
＊＊ 4　週刊経団連タイムス 2021 年 4 月 15 日 No.3496 つくば市との連携協定を締結
＊＊ 5　内閣府ウェブサイト R4.11.21WG ヒアリング　つくば市提出資料　②公職選挙におけるインターネット投票の実施
＊＊ 6　NHK 政治マガジン　2021 年 7 月 7 日　ネット投票目指すつくば市 高校生がスマホで生徒会選挙の投票
＊＊ 7　2024 つくば市長選・市議選へのインターネット投票導入を目指して ウェブサイト
＊＊ 8　つくばスタートアップパークウェブサイト ウェブサイト
＊＊ 9　日本経済新聞　2022 年 9 月 15 日 コーヒー風味のクラフトビール　茨城・つくばブルワリー
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■旧体育館をおしゃれにリノベーション
九州工業大学戸畑キャンパス（福岡県北九州市）の GYMLABO は、グローバルな人材やアイデア、シー

ズなどを有機的に結び付ける交わりの形成拠点として 2022 年 5 月にオープン。大学創立 110 周年記念事
業として、2019 年から計画を進め、長年親しまれてきた旧体育館をおしゃれにリノベーションしてできた
コワーキングスペースだ。

コワーキングスペースは 12～ 13 年ほど前から徐々に増え始め、シェアオフィスやレンタルオフィスと
は異なり、異業種の人たちとコミュニケーションを図れるオープンスペースが最大の特徴で、仕事のインフ
ラがそろっていながらも低コストで仕事場を確保できることもあり、個人事業者や起業家に加え、コロナ下
で在宅勤務が認められた会社員の
利用も増え、働く場所に縛りがな
い人のワークスタイルとして定着
しつつある。

近年は、地域や企業などとの連
携、起業を取り入れるなど広義の
社会連携施策が広がり、キャンパ
ス内施設の有効活用を図るために
もコワーキングスペースを開放す
る大学も増えてきた。

都心の大学が高層ビル化する一
方で地方の大学は、木々や芝生が
整備され広大なキャンパスが開放
され散策する市民の姿が見られる
公園のような役割も担っている。
特に国立大学はキャンパスが魅力の一つといえる。

九工大の戸畑キャンパスも恵まれた広大なキャンパスで、GYMLABO は、元体育館だっただけのことも
あり天井が高く、余裕たっぷりのレイアウトも魅力的で、その特徴的な構造を最大限に生かした。歴史的な
施設や研究棟、従来のお堅い国立大学からは想像できないほど洗練された構造に驚かされる。

■非会員でも 1日500円　驚くほどの安さ
中央に配置したコワーキングエリア（会員無料、非会員 1 日 500 円）は、イスやテーブルを自由に動か

せてフレキシブルな交流が期待でき、この施設の要となっている。通常時は 60 人まで利用でき、イベント
開催時には最大で 200 人まで収容できる。都心では有り得ないほどの料金設定にも驚く。

会議室（会員 1 時間 500 円、非会員 1,000 円）は、1 部屋 6～8 人の利用が可能で、完全個室の会議室

体育館をリノベーション
おしゃれなコワーキングスペースが大人気に
九州工業大学の産学官の共創拠点「GYMLABO（ジムラボ）」がオープンから 2カ月で利用者 1万
人を突破しにぎわいを見せている。

旧体育館入り口
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を 6 部屋用意した。
セミナールーム（会員 1 時間

750円～、非会員1,500円～）は、
30～50 人収容可能な部屋を 2 部
屋備え、スクール形式にもワーク
ショップ形式にも対応させた。そ
して全部屋には、大型ディスプレ
イが完備して利便性を高めた。

シェアオフィスは、1 部屋 6 人
用で 3 部屋を用意。新商品や新
ビジネス開発、販路開拓、ベン
チャー創業、九工大との共同研究
など様々な活用が期待できる。月
額の賃料は、九州工業大学産学官
連携推進会の「KyuTech コラボ」

への入会（年間 5 万円から）を条件に、15 万円と少し高めだが 1 人当たりの賃料がおよそ 2 万 6000 円と
考えるとリーズナブルな価格と言えそう。抜群のロケーションからかメディカルネットサービス・スポーツ
株式会社（北九州市）、ユニコネクト株式会社（東京都渋谷区）、株式会社マリス creative design（同中央区）
が入居し現在は満室となっている。

このほか旧体育館ならではの観客席跡や 2 階のギャラリー、キャットウォーク跡には、1 人用の個室「テ
レキューブ」やフリースペースも数多く用意され体育館の良さが上手に活用されて目を引く。もちろん高速
ワイファイも完備され、細部に利用者目線での拘り（こだわり）が感じられパソコン 1 台あれば気軽に立ち
寄れるのがうれしい。

■工大生がピアノの世界三大メーカーベーゼンドルファーを奏でる日常
国立大学は 1949 年（昭和 24 年）の国立学校設置法に基づき、かつては文部科学省に置かれる機関だった。

そのため歴史的建造物などが数多く残る。九工大には開学 50 周年に寄贈された Bösendorfer（ベーゼンド
ルファー）社製のピアノがあるが老朽化し使われることがなかった。そこで旧体育館のリノベーションを機
に、ピアノ再生プロジェクト「復刻ノオト」で高級名器を復活。ベーゼンドルファーは、ウィーンのピアノ
メーカーで C. Bechstein（ベヒシュタイン）、Steinway & Sons（スタインウェイ・アンド・サンズ）と
並ぶ世界三大メーカーで、どこでも修繕できるものではなく、静岡県浜松市で大規模な修繕を敢行した。休
憩時間には、音大でもない工大で、希少なベーゼンドルファーを奏でる工大生の姿が日常となりつつある。

2022 年 7 月にはこのピアノを一般開放し、ストリートピアノとして誰でも自由に音楽を楽しむことがで
きるイベント「ピアノ Day」も開催。今回は九工大図書館とコラボレーションして、GYMLABO に音楽
やピアノに関連する書籍を集めた出張図書館も開館しコーヒーも振る舞われ企画性も広がった。以後、ほぼ
毎月機転の利いたイベントを開催し敷居が高いイメージになりがちな施設に花を添えている。

■学部学科を超え他大学の学生も利用
東京都心の総合大学では、満遍なく全国から学生が集まり、近年は国際色も豊かだ。学生同士のコミュニ

ケーションは、部活やサークル、他大学のサークル、研究会、ゼミなどに能動的に参加する必要がある。ア
ルバイトでも他大学の学生と交流を深めることが可能だ。大学では学食や生協、たまに行く図書館が人と会

リノベーション後のGYMLABO
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う場所だった。ましてビジネス視点で交流する場などほとんどない。
都心の大学に通う学生たちには、「もし今やりたいことが見つからなければ、大学に行く最低限のメリッ

トは、就職（就労）機会を広げることと、地域、文化、考え方などいろんな背景の違う人たちと知り合うだ
けでも今後の人生にメリットになる」と助言したことがある。そして都心の大学に在学中の Z 世代の学生
らは、スマートフォンが手放せず、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）やオンラインゲーム、
オンライン配信、動画視聴に加え、コロナ下世代でもあることからほとんど通学できていない。リアルコ
ミュニケーションは、以前に比べれば限定的でスマホが拍車をかけているようだ。自宅から通学していれ
ば、旧知の地元の友人と付き合う方が楽だから、新しい出会いは広がらず「井の中の蛙」状態と感じる。

大学の様々な拠点、特に九工大のようなコワーキングスペースは、コミュニケーションを広げる上でコア
となる試みで、自身の学生時代と比較しても羨ましいことこの上ない。

最近の GYMLABO は、学部学科を超えた交わりの形成が促され、さらに他大学の学生も利用できるよう
にするとのことだが、交わりの形成拠点 GYMLABO から「G」世代が生まれたら、手本の一つとなりそうだ。

 （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　山口 泰博）

中央には広々としたコワーキングエリアが
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「おおいた産学金連携コーディネーター」に認定するための実践研修が行われた。大分県の中で産学金が
連携をして、地域の企業に寄り添い、一緒に問題解決を行う金融機関職員を育成していこうという試みであ
る。ひいては地域の活性化にもつながる。山形大学大学院の小野浩幸教授が長年行っている研修方式（以下、
「山形モデル」）をお手本とした。この認定制度に対する取り組みについての状況を紹介するとともに、成果
と見えてきた課題をまとめてみた。

■認定制度取り組みのきっかけと「山形モデル」
地場の中小企業が抱える課題を解決するため、地域金融機関に期待される役割は大きくなっている。預金

や貸付けといった従来業務のみならず、金融機関ごとに様々に工夫された手法が企業の戦略として実行され
ていたが、同時に他機関との連携の可能性も模索されていた。
大分県での認定制度取り組みの発端は、2019 年の秋にさかのぼる。大分市に本店を置く第二地方銀行の
株式会社豊和銀行の権藤淳頭取が、「山形モデル」に共鳴し、大分県でも取り入れられないか、金融機関の
垣根を越えた金融人材の強化とともに地方経済の底上げができないかとの思いで、関係機関（大分県、九州
財務局大分財務事務所、大分県産業創造機構、大分県保証協会、各地域金融機関、大分大学など）に広く声
を掛け始めた。
「山形モデル」＊＊1 は、2007 年以来、山形大学が事務局機能を果たし、同地域に本支店を置くほぼ全ての
金融機関が参加し、地域企業の経営革新支援に取り組んでいる活動の仕組みである。「プラットフォーム」
という緩やかな連携体を形成し、互いの学びと実践の「場」の提供を目指してきた。①金融機関が行う企業
支援活動をシステムとしてのサポート（大学にある技術と結び付いた新しい製品開発や課題解決による生産
性革新、事業承継支援やメニュー開発の手伝いなど）、②金融機関職員を対象とした人材育成研修（企業に
赴き、経営者の理念を聞き取り、工場のラインを実際に視察して課題分析と改革提案を作成する）の二つの
活動があり、これに産学金連携コーディネーター認定制度を組み合わせたシステムのことである。
特に産学金連携コーディネーターは、山形大学が主催する 4日間の事業性評価研修の受講と、受講後 1カ
月間の実践を基にしたレポートの提出を経て、一定の条件を満たした者に対して称号を認定するが、1年更
新制を採用している。また、こうした基本となる研修のほかに、既認定者を対象としたスキルアップ研修も
実施している。そして、一定条件を満たせば、「産学金連携シニアコーディネーター」の称号も与えられる。

■認定制度確立に向けての事前準備
手始めに 2020 年 3月に、おおいたスタートアップセンターで小野教授を招いての勉強会が開催された。
その後も豊和銀行を中心に、各金融機関へのアプローチが続き、2021 年 9月には、第 1回大分県産学金

連携コーディネーター育成実践研修の意見交換会が開催された。大分県信用保証協会ほか、県内の幾つかの
金融機関から集まり、今回の基本コンセプトや目指すゴールのイメージ、研修をするための準備や研修内
容、かかる費用などについて説明され、それらを踏まえて意見が出された。全般的に前向きな意見が出た
が、機関内外で数多く開催されている研修との違いや本研修の特徴や優位性、費用対効果などについての指

おおいた産学金連携
コーディネーター認定制度 大分大学 経済学部 

社会イノベーション学科 教授

渡邊　博子
わたなべ　ひろこ
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摘があった。ここでの内容を整理した上で、あらためて各機関には参加の意向を聞くことになった。
並行して、研修内容の準備も進められた。特に対象となる協力企業は大事で、今回はニシジマ精機株式会
社に依頼した。製鉄関連機械の部品加工・組立を主力に、一般産業機械、半導体装置部品、船舶部品の製作
を行い、西嶋真由企社長の下で攻めの戦略に徹している優良な企業である。地球低軌道環境観測衛星「てん
こう」の開発にも参画した。佐伯市に本社を置き、大分市の下郡工業団地のほかに、2021 年からは大分市
の流通業務団地にも空調設備を完備した工場を設置している。豊和銀行の権藤頭取他関係者で事前に同社を
訪問、趣旨や研修の狙いなどを説明、その後も綿密な打ち合せが何度か続いた。
準備期間を経て、推進母体としての「おおいた産学金連携コーディネーター研修実行委員会」が出来上が
り、事務局は、豊和銀行（ソリューション支援部、人事部）とさくらインキュベートデザイン研究所、初回
の研修に参加意向を示した大分県信用保証協会が担うことになった。

■実践研修の具体的内容
当初の計画では、「山形モデル」に沿って、研修の開

始から認定までを 2021 年度内で終える予定であった。
しかし、コロナ禍の影響で、今回の実施状況は以下の通
りとなった。研修には、受講生として豊和銀行の 7人
および大分県信用保証協会の 3人が参加し、各 5人ず
つの混成チームが 2組作られた。山形大学大学院の小
野教授らが指導され、5日間の研修（大分県内）と地区
研修交流会（山形県）で実施された。
初回の研修は、2022 年 1 月 6 日に J：COMホルト
ホール大分サテライトキャンパスで行われた。オリエン
テーションと小野教授による講義（「地域金融機関にとっ
ての目利きの意義と研修目的」「顧客とのコミュニケー
ション」）や演習（企業調査準備やグループワークなど）が行われ、次回に向けての課題が出された。
第 2～3回は、本来であれば、同月に開催される予定であったが、4カ月後の 5月 10日および 11日に実
施された。佐伯市のホテル金水苑での宿泊研修となった。1日目は今回の協力企業であるニシジマ精機の佐
伯本社と大分工場をそれぞれ見学した上で、小野教授による講義（商流の把握、業務フローや組織レイアウ
トの可視化、4C分析や SWOT分析など）と演習（企業分析や協力企業についてのグループワーク）など
が行われた。翌日は、演習（グループワークによる企業分析、それにもとづく課題と提案）と講義（提案の
エビデンスや具体性、投資対効果、ビジネスモデルなど）を踏まえてプレゼンテーションが行われた。
第 4～5回は、1カ月後の 6月 7日および 8日に大分大学経済学部内にて実施された。小野教授による講
義（これまでの振り返りと、経営戦略の基礎知識など）と演習（自社事業仕分け、知的資産や市場などから
のグループワーク）、ニシジマ精機の西嶋社長との質疑応答などを経て、いよいよ最終日には、グループか
らの協力企業への提案（プレゼンテーション）が行われた。
最終プレゼンテーションには、ニシジマ精機社長、大分財務事務所長、豊和銀行頭取、大分県信用保証協
会長および常務理事、日本政策金融公庫大分支店長などが参加した。2グループは緊張の中で、ニシジマ精
機の製造現場を見学したことから感じ取った課題やその解決策を「金属以外の素材加工として炭素繊維強化
プラスチック部品の切削加工への進出」、「航空機用タービンブレード部品への進出と脱炭素型経営、組織力
の強化」とそれぞれ具体的に提案した。参加者との質疑応答とともに、西嶋社長からのコメント、小野教授
からのまとめの後、2組に対する最優秀賞および優秀賞の結果発表があった。

ニシジマ精機での熱心な聞き取り
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研修終了後、1カ月以内に修了論文を事務局に
提出し、認定レベルに達したと判断された研修生
に「おおいた産学金連携コーディネーター」の認
定証が授与された。その後、「地区研修交流会」
が山形市で開催され、山形県、青森県、東京都、
大分県の各地区から 6組が発表した。大分県から
は最優秀賞組が参加し、各地区の代表と交流がで
きたとのことである。

■成果と見えてきた課題
事務局では、研修生たちにアンケート調査を実

施した。研修生全員が多くの成果を得られたこ
と、この研修を継続していくことで関連企業にも
所属金融機関にも良い影響が与えられると思っていることが挙げられていた。また研修内容については、多
くの研修生が、現場視察から企業の課題を考え提案を行うことは日頃経験していないことであり、一方で、
企業評価や事業性評価には財務諸表では読み取れない、経営トップの思いや現場力、企業特性や歴史などを
深く掘り下げていくことが重要だと再認識したとのことである。
さらに、今回の同業他社とのチーム活動は、大いに刺激となり今後のモチベーション向上につながった、
チームに貢献し真摯な取り組みができたと認識していたものの、自分で必要と思うレベルにまで達したかど
うかについては、相対的に低い評価を付け、また、他者への明確かつ適切な説明の仕方とともに、こうした
研修が実践レベルに直結させる方法などについては今後の課題であることが分かった。
一連の研修を終えて、事務局では大きな手応えを感じていた。また、引き続き参加金融機関を増やすこと
が今後の研修を充実させるには必要なことであり、高度に分業化が進んでいる金融機関職員の仕事の仕方と
して、一から最後まで自力で作り上げていく手法をどう取り込んでいくか、現場の経験や人とリアルに接触
することから得られる機微やアナログ情報の大切さをいかに伝えるか、地域金融機関の職員は概して優秀で
ポテンシャルが高いのでこうした体験をすることで大いに飛躍するであろうことなどが報告された。
以上に加え、今回は「おおいた産学金連携コーディネーター研修実行委員会」の名の下に修了証書を発行
したが、認定そのものについては「山形モデル」内での決定となった。「山形モデル」を大分県に移植し、
研修ノウハウの取得と応用を目指し、大分県版の産学金連携コーディネーター認定制度をいかに構築してい
くか、認定制度の質をどのように保証していくか、今後の展開を含め早急な検討が必要となってくる。
振り返れば、筆者も参加した第 1回の講義の冒頭、テレビドラマ化された池井戸潤原作の「陸王」の一
部が小野教授から紹介された。そこには寄り添い、伴走する地域金融職員の理想型が描かれていた。目標設
定が具体的で、それ以降の研修では企業トップとの真剣勝負の下、研修者たちは気付き、学び、変容し、仲
間意識が芽生え、同業他社の垣根を越えたつながりが形成されていった。今後、コーディネーターとして各
機関に戻り、周りを巻き込みながら組織は進化し、共通価値を創造し、その結果が地域経済の活性化につな
がっていくこと、そして研修者自身はさらに立派な目利きとなっていくことが目標である。

＊＊ 1　 小野浩幸「山形大学『産学金連携プラットフォーム』の挑戦～金融機関職員の企業支援活動を地域全体でサポート～」（『金融財政事情』
2020.3.2）

緊張の最終プレゼンテーション
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リポート

ブルーカーボンである「藻場（もば）」においてウニなどの食害により「磯焼け」が生じており、その解
決に向けてウニを駆除するのみならず、陸上養殖することで国内外の食需要を満たす新しいビジネスモデル
の構築が期待されている。宮城大学では、必要な技術開発を行い、幸せを呼ぶ「クローバーウニ」の社会実
装を目指しており、その取り組みを紹介する。

■磯焼けの現状と課題
海面下の藻場には多くの種類の海藻が生育し、水生生物にとって豊かな環境を作るとともに、海洋に溶存

する炭酸ガスを吸収し堆積することで固定化するブルーカーボンの役割がある。ところが、海洋環境の変化
に伴い藻場が減少している。水産庁の報告では、高度成長に伴う沿岸開発により、例えば瀬戸内海では 1960
年に2万ha以上のアマモ場があったが、30年後の1990年には5千haとなり面積が3割に減少した＊＊1。
藻場が減少する原因には、浅場の埋立や農薬など化学物質の影響が挙げられるが、近年、問題となってい
るのが、地球温暖化により海洋環境が変化したことによる、アイゴやウニなどの植食性動物の摂食圧が高ま
ることで少なくなった海藻が食べつくされ生えにくい状況となっている。この対策のため、宮城県において
は 2020 年に「宮城県藻場ビジョン」を策定した＊＊2。宮城県にはリアス海岸である三陸海岸があり、親潮
と黒潮が交わる豊かな漁場である。宮城県藻場ビジョンの調査によると、聞き取りでは1995年に約 5千 ha
あった藻場が、2015年の衛星画像では2千haに減少し、さらに2019年では1.1千haまで減少している。
なお、2011 年に発生した東日本大震災によりアマモ場の大規模な消失があり、その後、アマモ場は回復し
ているものの、海藻全体としては減少している状況である。宮城県における磯焼けの原因であるウニの食害
については、気候変動に伴い親潮が南下せず宮城県からの離岸頻度が高くなったことにより海水温が上昇
し、キタムラサキウニが増えるとともに活動範囲が広くなったことが考えられる。また、最近ではアイゴの
ような暖水性魚種の増加も確認されている＊＊3。
ウニの食害による磯焼けは、北海道から沖縄まで全国各地で発生しており、共通する背景にはウニの高密
度生息がある。この対策のために、ウニを駆除することが挙げられるが、ウニを駆除するのみでは生産性が
低いことからウニを捕獲して養殖する動きがあり、株式会社北三陸ファクトリー（岩手県九戸郡）の「洋野
ウニ牧場」のように浅瀬で養殖する事業のほか、ウニノミクス株式会社（東京都江東区）による陸上養殖施
設事業や、海藻の代替飼料として、神奈川県ではキャベツを、愛媛県ではミカンを、九州大学ではタケノコ
を給餌する事例がある。
宮城大学食産業学群の西川正純教授と片山亜優准教授は、海洋生物の養殖飼料に陸上の植物が活用できな
いか模索し、九州大学農学研究院の栗田准教授との共同研究においてマメ科植物であるクローバーが海洋生
物にとって嗜好性（しこうせい）が高い飼料であることを発見した。クローバーはウニにとっても良好な飼
料であり、実際に給餌したウニの成長は優れており、養殖に適した飼料であることを認めた。さらに、ウニ
の可食部の栄養成分を調べたところ、クローバー由来とされるα -リノレン酸が天然ウニに比べ多く含まれ
ていることが分かった。その他、外観の色調は天然のウニに遜色ないことが分かり、マメ科植物を飼料とす

ブルーカーボンを支える
クローバーウニ陸上養殖の
事業化に向けて

宮城大学 
研究推進・地域未来共創センター

庄子　真樹
しょうじ　なおき
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るウニの飼育または養殖方法として特許を出願した＊＊4。また、四葉のクローバーには「幸運をもたらす」
とのイメージが有ることから、幸せを呼ぶ「クローバーウニ」として商標登録を行った＊＊5。

■国内外の需要を満たしブルーカーボンにつながるウニの陸上養殖事業
わが国では古来より魚食文化があり、刺し身やすしなど生鮮水産品の消費が多く、マグロ、カニ、ウニな

どの高級水産物の需要がある。マグロやカニは冷凍品で賄えることから 1年を通じて価格を含め安定供給さ
れているが、ウニは冷凍に不向きであることから板ウニやガゼウニなどの生鮮品が主流となっている。国産
の生鮮ウニは漁期が限られており 5月から 9月が旬となっており、端境期となる 10月から 3月は輸入品に
頼らざるを得ない状況である。そこで、国産ウニを周年で生産・供給できれば、国内需要のみならず海外需
要も満たす新しいビジネスモデルとしての展開が期待できると考え、磯焼けを回復するために駆除したウニ
を陸上で養殖し、マメ科植物、特にクローバーを飼料とすることで、藻場の回復、すなわちブルーカーボン
につながることから事業化を目指した研究開発を行うこととした。

■事業化の課題と対応
陸上で養殖する畜養ウニの事業化に求められることとして、①畜養ウニの食味が天然品と同等であるこ

と、②畜養生産のためのウニの入手が容易であること、③飼料が安価で安定的に入手できること、そして④
生産コストが天然品と同等であることがある。また、ウニを活ウニとして扱うガゼウニの場合、輸送時の振
動などによりダメージを受け脱落する個体も多く、特に海外輸出を考慮した場合の対策が必要である。
事業化の前提である①については、クローバーを給餌した畜養ウニの食味や外観は天然品に比べ遜色ない
ことを確認している。②に関して、ウニの確保は、自治体や漁協と連携し地元のダイバーの協力を得て行っ
ている。将来的には漁業者がウニを収穫し、養殖事業者へ販売することで漁業者の収益確保につながる仕組
みとなれば望ましいと考える。③に関して、クローバーは、牧草地や有休農地などで栽培可能であり、ク
ローバー飼料を周年、全国で利用できるようにするため、クローバー飼料の固形化技術を開発し、西日本に
生息するアカウニ、ムラサキウニ、ガンガゼの畜養に本技術を応用展開するところである。最終的に④が非
常に重要となるが、陸上養殖において適した水質環境であれば2カ月で十分に成長することが分かっており、
ろ過装置による海水の循環利用と温度や酸素濃度などのリアルタイムモニタリングにより水質環境を安定化
させ、出荷率と歩留り率（身入り）を向上させることで生産コストの低減を図っている。出荷期間を迎えた
クローバーウニは、近赤外線を活用した非破壊検査システムにより身入りを保証後、専用の搬送容器を用い

海水循環利用によるウニ陸上養殖設備 クローバーを摂餌したウニ
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て搬送する。ウニ搬送容器は、容器内側に生きて
いるウニを付着させる部材を備えたものであり、
このウニ搬送容器に、生きているウニと海水また
は食塩水を入れ、付着部材に生きているウニを付
着させて搬送するものである＊＊6。このウニ搬送
容器を用いることで、生きたまま簡単に搬送で
き、搬送したウニの質保証による収益の安定化が
図れる。また、近年、どの業界においても人材不
足があり、ウニの取扱業界においてもウニの殻を
剥（は）ぐ、「剥き子（むきこ）」が不足している
ことから、ウニの口器を除去し、腑を取り除き、
画像解析で身に傷を付けずに殻を 2分割するロ
ボットを開発している＊＊7。

■今後の展開
現在は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の研究成果展開事業大学発新産業創出プログラム

（START）大学・エコシステム推進型スタートアップ・エコシステム形成支援事業で採択された「みちの
くアカデミア発スタートアップ共創プラットフォーム」のみちのくGAPファンドにて、事業化に向けて研
究代表者である西川教授が外部のメンターや宮城大学研究推進・地域未来共創センターのハンズオン支援を
受けて研究開発に取り組んでいるところである。
本GAPファンドにて上記の技術を確立することで、全国の磯焼けウニをクローバー固形飼料で畜養し、
出荷時に非破壊検査で身入りなどの品質を保証し、専用容器を用いて生きたまま搬送し、そして現地ではウ
ニ殻剥きロボットで容易に剥き身加工する一連の流れが可能となる。本システムは、これまでの常識を覆す
画期的なものであり、新しいビジネスモデルに成り得ると考えている。宮城県や地域の自治体とも連携を進
めており、事業化においては企業への技術移転のほか大学発ベンチャーも含めて検討している。

＊＊ 1　水産庁 HP（藻場の働きと現状：水産庁）より「藻場の働きと現状」

＊＊ 2　宮城県 HP　宮城県藻場ビジョン

＊＊ 3　宮城県水産研報「宮城県におけるアイゴの来遊について」，三浦瑠奈，増田義男，宮城水産研究報告，22，2022

＊＊ 4　特開 2020-156418「ウニの飼育または養殖方法、ウニ用飼料および飼育または養殖されたウニ」

＊＊ 5　登録 6479814 「クローバーウニ」

＊＊ 6　特開 2022-145346「ウニ搬送容器およびウニの搬送方法」

＊＊ 7　特開 2022-029654「ウニ加工装置及びウニ加工品の製造方法」

ロボットで殻剥きしたクローバーウニ



292023.1　

リポート

小麦アレルギーの主要アレルゲンは、小麦グルテンタンパク質（蛋白質）中のω（オメガ）5- グリアジン
であるとの研究成果に基づき、小麦アレルギーを抑制できるω5- グリアジン欠失小麦系統（しまね夢こむ
ぎ＊1) の実用化を目指している。

■小麦アレルギーとは
小麦は特殊な加工特性からパン、麺類、菓子類などに加工され摂食されてきた。小麦製品の摂食により蕁

麻疹（じんましん）、血管性浮腫、腹痛、気分不良、ショックなど即時型アレルギー症状を来すことがあり、
小麦アレルギーと呼ばれる。小麦アレルギーには、乳幼児期にアトピー性皮膚炎に合併して発症する即時型
小麦アレルギー、学童期以降、特に成人に多く発症し、小麦製品摂食後に運動など二次的要因が加わって発
症する小麦依存性運動誘発アナフィラキシーがある。乳幼児期に発症する即時型小麦アレルギーは小麦だけ
ではなく卵、ミルク、ナッツ類など他の食物のアレルギーと合併することが多いが、アトピー性皮膚炎が改
善し年齢が長じると改善する例が多い。また、小麦を用いた経口免疫療法などにより症状が緩和することも
明らかにされている。一方、小麦依存性運動誘発アナフィラキシーは経年的に持続し、またその根治的な治
療法も開発されていない。

■�主要小麦アレルゲンω5-グリアジンの同定とリコンビナントω5-グリアジンによる診断法の開発
小麦粉は 87〜93％の澱粉（でんぷん）、７〜13％の蛋白質から成る。蛋白質の約 85%はグルテンと呼ば

れる水不溶性蛋白質で、残りの約 15％はアルブミンやグロブリンと呼ばれる水溶性蛋白質である。グルテ
ンはさらに、エタノール可溶性のグリアジンと希釈酸あるいは希釈アルカリに可溶性のグルテニンに分けら
れる。グリアジンはさらにα/β-、γ-、ω1,2- およびω5- グリアジンに区分され、グルテニンは高分子量
および低分子量グルテニンに区分される。
小麦依存性運動誘発アナフィラキシー患者は、グルテンに結合する IgE 抗体を保有していることから、
筆者らは患者の血清を用いた IgE 免疫ブロッティング法によりグルテン中のアレルゲンの解析を行い、患
者の約 80%がω5- グリアジンに、残りの約 20%が高分子量グルテニンに最も強く感作されていることを
明らかにした＊＊1。さらにω5- グリアジンおよび高分子量グルテニンの cDNAを基にリコンビナント蛋白
質を作製し、それを利用したアレルゲン特異的IgE検査を開発した。小麦依存性運動誘発アナフィラキシー
患者における診断精度を検討した結果、ω5- グリアジン特異的 IgE 検査の診断感度は約 80%、高分子量グ
ルテニン特異的 IgE 検査を組み合わせると約 95%の感度で患者を検出できることが明らかになった＊＊2。
これらの成果から、ω5- グリアジン特異的 IgE 検査は小麦依存性運動誘発アナフィラキシーの診断に世界
中で利用されるようになり、国内では 2010 年保険適用された。その後、小麦依存性運動誘発アナフィラキ
シーはω5- グリアジンアレルギーとも呼ばれるようになった。

■食用ω5- グリアジン欠失小麦系統の開発
ω5- グリアジンアレルギーは、経過観察研究からいったん発症すると年余にわたって持続することが示

低アレルゲン小麦
株式会社メディカル工笑

森田　栄伸
もりた　えいしん
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されている＊＊3。また、その根治療法も開発されていないため、重症度の高いω5- グリアジンアレルギー患
者は小麦摂取禁止を余儀なくされる。前述のように小麦は種々の食品に加工されて摂取されているため、小
麦製品の摂取制限は患者の食生活上のQOLを著しく低下させる。
筆者らは、ω5- グリアジンの遺伝子座が位置する 1B染色体短腕が部分欠失した小麦系統 1BS-18 チャイ
ニーズスプリングを見いだした＊＊ 4。モル
モット経口感作モデルを利用して 1BS-18
チャイニーズスプリンググルテンのアレルゲ
ン性を市販小麦粉のグルテンと比較評価した
ところ、1BS-18 チャイニーズスプリンググ
ルテンは感作能が著しく低いことが判明し
た。このことから、ω5- グリアジン遺伝子
座が欠失した小麦系統由来の小麦粉はω5-
グリアジンへの感作を予防できると考え、
1BS-18 チャイニーズスプリングを流通小麦
系統と交配し、ω5- グリアジン遺伝子座が
欠失した食用小麦系統（1BS-18 ホクシン、
1BS-18 ミナミノカオリ、1BS-18 ハルユタ
カ、1BS-18 はるきらり、1BS-18 春よ恋）
を開発した（写真 1）。
1BS-18 食用小麦系統のグルテンは市販のグルテンと比較してラットにおいても感作能が低いこと、ラッ
トのグルテン感作モデルにおいてアレルギー症状の誘発が見られないことを確認した＊＊5。また、少人数の
小麦依存性運動誘発アナフィラキシー患者を対象として、1BS-18 食用小麦系統の小麦粉から作成したパン
を 3カ月継続摂取する臨床試験を行い、患者の多くはアレルギー症状がなく摂取可能であることが示され
た（未発表）。

■食用ω5- グリアジン欠失小麦系統の実用化
1BS-18 食用小麦系統は島根大学から

「しまね夢こむぎ」として商標登録し、
株式会社メディカル工笑（島根県益田市）
で、1BS-18 食用小麦系統による小麦製
品の実用化を試みている。島根県西部地
区の耕作放棄地となった棚田を活用して
1BS-18 ホクシン、1BS-18 ミナミノカ
オリ、1BS-18 ハルユタカ、1BS-18 は
るきらり、1BS-18 春よ恋の種子の維持
と栽培を手掛けている（写真 2）。また、
READYFOR 株式会社が運営するクラ
ウドファンディング（棚田百選の地を復
活させたい！しまね発の低アレルゲン化
小麦栽培：しまね夢こむぎ®プロジェク
ト、寄付総額 10,081 千円）の資金を基

写真１　龍谷大学瀬田農場で開発中の 1BS-18 小麦系統栽培風景 
（遠藤 隆京都大学名誉教授提供）

写真２　島根県西部地区棚田における「しまね夢こむぎ ®」の栽培 
（松本正人メディカル工笑社長提供）
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に、しまね夢こむぎ®専用の小麦製粉プラントを島根県益田市に設置した（写真 3）。委託栽培により栽培
面積を拡大し、有機栽培した 1BS-18 食用小麦を全粒粉小麦粉に製粉し、低アレルゲン小麦粉として商品化
を目指している。

＊ 1　しまね夢こむぎ：小麦 1B 染色体短腕に位置するω5- グリアジンの遺伝子座 Gli-B1 が欠失した 1BS-18 小麦系統の登録商標

＊＊ 1　 Matsuo H, et al. Specific IgE determination to epitope peptides of omega-5 gliadin and high molecular weight glutenin 
subunit is a useful tool for diagnosis of wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis. J Immunol. 2005; 175: 8116.

＊＊ 2　 Morita E, et al. Food-dependent exercise-induced anaphylaxis-Importance of omega-5 gliadin and HMW-glutenin as 
causative antigens for wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis- Allergol Int. 2009; 58: 493.

＊＊ 3　 Hamada Y, et al. Long-term dynamics of omega-5 gliadin-specific IgE levels in patients with adult-onset wheat allergy. J 
Allergy Clin Immunol Pract. 2020; 8: 1149.

＊＊ 4　Kohno K, et al. Characterization of a hypoallergenic wheat line lacking ω -5 gliadin. Allergol Int. 2016; 65: 400.

＊＊ 5　 Yamada Y, et al. Evaluation of the allergenicity of ω 5-gliadin-deficient Hokushin wheat (1BS-18) in a wheat allergy rat 
model. Biochem Biophys Rep. 2019 Nov 1;20: 100702.

写真３　1BS-18 小麦系統（しまね夢こむぎ ®）専用製粉プラント
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■地域防災減災研究プロジェクト
近年の甚大な災害の頻発化と少子高齢化・人口減少

社会の到来など解決が困難な課題が山積している。こ
れらの解決のためには異なる分野間の連携が重要であ
る。本研究ではまず、都市工学の分野間で協働し、総
合的な地域の防災・減災方策に関する研究を地域と連携して実施することとした。つぎに、国や県、市町、
低平地研究会、軟弱地盤研究会などの他の組織と連携し、「佐賀県内地域防災研究連絡会議」や各種講演会
等を実施するとともに、異なる組織間・分野間の課題や取り組みの相違を集約・共有し、実現可能な地域の
防災・減災方策の研究を行う計画とした。さらに今後、都市工学の範疇（はんちゅう）を超えて異分野の研
究者との連携を行うことで、今まで以上に解決可能な課題に対応できると考えた。また、メンバーのこれま
での国際交流実績を元に防災・減災に関する国際共同研究への発展、地域における防災減災研究の拠点化等
への発展も視野に入れてプロジェクトをスタートした。

■プロジェクトの背景
2017 年度をもって佐賀大学低平地沿岸海域研究センターが廃止され、九州の国立大学の中では 2018 年

4 月現在で防災研究の拠点となるべきセンターを持っていないのは佐賀県のみとなった。一方、佐賀県で
は、総合計画 2019 において六つの施策の柱を立て、その 1 番目に「安全・安心の暮らし佐賀」を掲げて重
点的に取り組んでいる。2016 年の熊本地震、2017 年の九州北部豪雨、2018 年の西日本豪雨、2019 年の
佐賀豪雨や東日本台風など、日本各地で甚大な自然災害が発生した。今後の気候変動などによる災害外力の
増大や甚大な災害の頻発化、少子高齢化人口減少社会の到来、インフラの劣化による脆弱性拡大など、解決
が困難で、これまでの常識が通用しない課題が我々に突き付けられている。このような背景の下、本プロ
ジェクトでは、新領域を取り込みつつ、低平地を含む地域の防災・減災研究の拠点を整備する動きを開始す
るとともに、近い将来、地域の防災・減災研究の核となることを目指して地域防災減災研究プロジェクトを

佐賀大学
SDGsプロジェクト研究所
地域防災減災研究プロジェクト

近年の自然災害の頻発（ひんぱつ）化や甚大化
ならびに少子高齢化・人口減少など災害レジリ
エンスの低下という解決すべき課題が山積して
いる。この解決の一助となるため、異分野の研
究者で研究プロジェクトを結成し、さらに、地
域の行政や民間を加えた防災・減災に関するコ
ンソーシアム発足により、地域の防災・減災に
関する研究・教育・地域連携を始めた。

シリーズ 防災と減災と被災後

佐賀大学 理工学部 教授

大串　浩一郎
おおぐし　こういちろう

2019 年佐賀豪雨災害における武雄市北方町の 
浸水状況（8 月28日）（佐賀県提供）

Series
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2021 年度からスタートした。本プロジェクトは佐賀大学 SDGs プロジェクト研究所において 12 あるプロ
ジェクトのうちの一つである。

■具体的内容
2021 年度に発足した本プロジェクトでは、当初、理工学部都市工学部門の教員 5 人からなる組織で、以

下の分野の研究を実施していくことを目指した。
①水防災・減災分野
②地盤防災・減災分野
③都市計画分野
④防災まちづくり分野

また、地域の課題に対応するためのプラット
フォームを構築した。すなわち、県内の行政や民間
と交流を定期的に行う「佐賀県内地域防災研究連絡
会議」である。この連絡会議により、地域で課題と
なっているテーマの拾い上げと将来的には共同研究
につながる取り組みや地域への成果公開などの機会
を増やすこととした。連絡会議には、国土交通省か
ら三つの河川事務所と国道事務所の所長、佐賀県か
ら五つの課の課長、佐賀市、武雄市の防災担当課
長、民間から三つの代表的な機関に入ってもらい活
動を行っている。2022 年度からは、みやき町の担
当課にも参加してもらっており、佐賀平野の地区に
ついてはほぼ網羅している。その他の自治体につい
ては必要に応じて一時的に参加してもらう形をとる
こととした。また、2022 年度からは、地域防災減
災研究プロジェクトに新たに本学の 3 人の研究者を
教育学部、農学部、医学部から追加した。このこと
により研究分野としては以下の 3 分野が追加された。

⑤災害地形学分野
⑥農業防災分野
⑦災害支援（医療福祉、避難所・避難者対応）分野

2021 年度の佐賀大学特別公開講座では、当初のプロジェクトメンバー 5 人が講師となって対面・リモー
トのハイブリッド形式で 100 人を超える聴講者に対して「都市の防災・減災」に関する講義を行った。
2022 年度は新たに加わった 3 人の教員と合同で「佐賀の防災・減災」に関する公開講座を実施した。今後も、
本プロジェクトが中心となって防災・減災に関する公開講座などの開催により、市民と一緒に地域の防災・
減災についての意見交換を行っていく予定である。

■課題
プロジェクトメンバーの研究課題としては以下のようなものがある。プロジェクト発足当初の自然科学的

所　属 役　職
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 (7)
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 (9)

(10)
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視点にとどまらず、人文社会科学的視点も取り入れた総合的な取り組みによって地域の防災・減災に資する
研究を行う体制が整った。

①佐賀豪雨と将来豪雨による流域の浸水被害と治水適応策の検討
②伝統的治水技術を活用した将来の流域治水に関する研究
③佐賀豪雨における土砂災害のアーカイブとその特徴に関する検討
④コンパクト・プラス・ネットワークと災害リスクとの関係性
⑤水災害としなやかに付き合う住まいと集住
⑥空中写真を用いた最尤法（さいゆうほう）分類による土地被覆分類手法開発
⑦農地防災機能を維持するための水利施設の管理・運用
⑧佐賀県内の地域における災害支援に関する研究

さらに、年 2 回開催の「佐賀県内
地域防災研究連絡会議」では、次年
度以降に次の課題に対して取り組む
ことを確認している。▷流域のあら
ゆる関係者で水害対策を推進する仕
組みづくり ▷流域治水の実装を促
進するための法制度等の充実や見直
しに関する意見集約 ▷大規模災害
時の防災を担当する機関の連携方法
について ▷県内の内水氾濫におけ
る避難の在り方や事前防災としての
整備 ▷県で構築中のリスク情報の
活用策に関する意見交換 ▷浸水情
報の発信方法や関係機関との共有方
法 ▷災害に対する危機意識の醸成
方法 ▷田んぼダムの効果検証 ▷内
水氾濫対策の斬新な対策案検討 ▷流域の上下流や左右岸のバランスを考慮した災害リスク低減方策 ▷屋根
材などの資源としての河川に繁茂するヨシの活用可能性など。

■プロジェクトの成果と今後の方針
2021 年度に防災・減災に関する研究を連携して行う学内の横断組織としての本プロジェクトが構築でき、

2022 年度にさらに他学部の研究者も加わり、プロジェクトの守備範囲が広がった。また、このプロジェク
トを核として、県内の行政、民間などの関係機関から計 16 人の担当者を集め「佐賀県内地域防災研究連絡
会議」を組織し、機関の枠を取り払って県内の防災・減災研究に関する自由な意見交換の場を構築できたこ
とが何よりの成果である。今後、この連絡会議で出てくる意見を元に地域にとって本当に必要な施策に結び
付く提言を行うことや、場合によっては地域の課題について新たに共同研究を実施する仕組みもできること
が期待される。

2022 年度第 2 回佐賀県内地域防災研究連絡会議（2022 年11月28日）
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社会実装に向けた大学の課題について

環境変動やエネルギー、食料危機などの問題は、国家
レベルで対応すべき課題から組織、個人に至るまで様々
な階層の当事者が存在し、覇権争いや利害が複雑に絡み
合うなど、科学技術だけで解決できる問題の方が少ない
のではないだろうか。第 6 期科学技術・イノベーション
基本計画では、「様々な社会課題を解決するための研究
開発・社会実装の推進と総合知の活⽤」を謳（うた）っ
ており、大学においては世界トップレベルの研究を追求
すると同時に、研究成果の社会実装が求められている。

これまでは企業への技術移転やスタートアップが達成
目標であり、実際に多くの技術が実⽤化されてきた。し
かし上記社会課題を解決するためには、一企業や特定の
業界だけでは到底成し得ることはできない。科学技術に

基づく新たな社会的価値の創造や、市民科学、市民会議
などを通して当事者意識を醸成し、新しい社会システム
の構築や行動変容までを目指す必要があるのではないだ
ろうか。しかし今の日本の大学には科学をバックグラウ
ンドに持つ社会科学系の研究者は少なく、人材育成は急
務である。一方、新設のポジションは任期付きである場
合が多く、優秀な人材にとって魅力的な条件とはいえな
い。必要な人材にしっかり投資をする、大学のガバナン
スも問われている。

北海道大学 産学・地域協働推進機構 産学連携推進本部 
産学協働マネージャー　城野 理佳子

視点：Point of view

BtoB企業のBtoC事業への取り組みから見えるコト

「VUCA の時代」や「SDGs」という単語が聞こえて
きた 2010 年ごろから、自動車部品関連の地域の製造企
業の方との雑談の中で「本当に EV 一強になるのか？」
や「内燃機関はどの程度不要か？」などの将来の見通し
を立てるのが難しいとの言葉を聞く機会が多くなった。
そのような中で BtoB の地域企業の方から BtoC 事業と
して商品開発をし、EC サイトを開設したとの話を時々
耳にしている。取り組みを始めた目的は、「社員の連携
強化」や「技術力向上」、「ニーズ調査」など様々であり
事業的に大成功していないことも多いが、一般販売を実
現した商品いずれも、自社の高度な技術やノウハウを生
かし、これまであまり関わりのなかったデザイナーなど

の異分野異業種と連携し、造りあげている。この連携は
社員の様々な固定概念を壊し、さらに今まで聞く機会の
なかったユーザーの反応に直に接することにより社員自
身が次の課題に気付き、社員の能動的な行動につながる
ようになったと、仕掛人（経営者や部門長）は言う。

産学官連携は、まさに異分野異業種交流である。もし
ターゲットユーザーが共通していたら、各組織の保有す
る知見や技術を生かして、実装する試行的な活動を通じ
て、真の課題が見えると感じている。

新潟工科大学 地域産学交流センター URA　髙橋 正子
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	2301-11 大串様（佐賀大）_4
	2301-12 発行終了のお知らせ（告知）_1
	2301-H4  城野委員／髙橋委員_3

