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巻頭言　Foreword

Society 5.0 と呼ばれる社会において、とりわけ産業界からは、情報関係の知識とデータ連携や活用に関
するスキルを習得させるプログラム（リスキリング）を大学に期待する声が高まっている。同時に、SDGs

（持続可能な開発目標）に象徴される環境問題への取り組みにおいて産学官による連携が各地で進められて
おり、大学と産業界とは、社会課題への対応におけるパートナーとして協働する段階を迎えている。

元々、産学連携は高度経済成長期を牽引（けんいん）する役割を果たしてきた。そうした歴史の中でも、
東洋大学工学部（現理工学部）の新設は、特筆すべき特徴を持っていた。

東洋大学に理工系学部の設置を構想していた当時の理事等は、日本生産性本部によるアメリカでの「産学
協同専門視察団」に参加した大越諄（後に東洋大学初代工学部長）に白羽の矢を立て、アメリカのような産
学協同の教育システムの実現に奔走（ほんそう）する。しかし、その実現には資金が不足していた。これに
対し、産学協同の意義に賛同した日立製作所をはじめとした企業が寄付によって支え、ついに 1961 年に工
学部設置が実現する。当時としては画期的な産学協同教育システムとして、大学での教育と企業での実習経
験を交互に繰り返すサンドイッチ方式を目指したものであった。さらに、産業界との連携を強固なものとす
るために、工業技術研究会（現工業技術研究所）を翌 62 年に発足させ、企業からの委託研究、技術相談を
行うとともに、会員企業のための講演会などを企画した。まさに産学協同による技術者養成と研究成果の公
開による製品開発が実現したのである（『東洋大学百年史』参照）。

その後、高度経済成長を成し遂げた産業界では、企業内教育と研究開発の仕組みが高度化され、大学への
期待は以前ほど大きなものではなくなった。

しかし、失われた 30 年と言われる時代を迎えた近年の日本経済の停滞は産業界の在り方も大きく変えて
きた。21 世紀に入ると、大学における研究を活用した産学連携、さらにはアクターとしての「官」や「金」
を加えた産官学金連携、地域連携も活発になってきた。そうした中での「リスキリング」への期待である。

欧米のように公共的な資格制度を構築し、技術やスキルと大学による学位との関係を明示することで、リ
カレント教育が展開されている社会と比べると、日本ではそうした仕組み作りにおいて 30 年以上の遅れが
ある。そのために、今企業が求めている技能やスキルを身に付ける「リスキリング」の場としての大学や大
学院への期待は、しばらく続くと予想される。

とはいえ、大学の本来の役割は果たしてそこにとどまって良いだろうか。企業と大学との往還（リカレン
ト）によって創造的な協働を進めながらも、企業のスピード感にあまり左右されることなく、原理的な研究
を進める大学の役割を忘れてはならない。60 年前の東洋大学工学部開設時に求められたように、なぜその
技術を開発するのか、なぜその研究を進める必要があるのかを本質に迫って深く探求する力、すなわち「哲
学する力」を持つことで、産学官連携における「学」としての在り方を追究したいと思う。

産業の発展に寄せる人々の熱意は、時代を超えて伝わってくるものがあり、人々の幸福を願って社会で役
に立つ技術を提供することに真摯（しんし）に向き合った先人たちの教育者・研究者・技術者としての思い
の襷（たすき）はしっかりと引き継いでいきたい。

新たな段階を迎えた産学官の連携

東洋大学 学長

矢口　悦子
やぐち　えつこ
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Feature イノベーションプランナーの視点

■産学連携担当URAとなったきっかけ
2017 年から千葉大学で産学連携担当URA・特任准教授として従事している。また、2019 年からは、ク

ロスアポイントメント制度を活用して国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）産学連携展開部のイノベー
ションプランナー業務を兼務している。
技術を基に社会に貢献したいとの思いから、一貫して技術関係の仕事に関わってきた。大学で専攻した化
学工学を生かしかつ海外と関わる仕事がしたいとの思いから専業エンジニアリング会社に就職した。水素製
造触媒や新規プロセスの研究開発チームに入り、基礎研究から実プラント運転までに携わり、実用化を達成
する研究開発業務の「いろは」を叩き込まれた。転職先の世界最大手フィルタメーカーでは、当初ろ過・分
離に関する技術研究、新製品開発に従事し、日本も含めたアジアのビジネスを技術面でサポートした。その
後、ポリマービジネスのアジア地域担当マネージャーとしてアジア各国のビジネスをリードした。このよう
に約 22年間に民間企業で身に付けた基礎研究、商品化に向けた研究開発、さらにビジネスにおけるマーケ
ティング、マネージメントの経験を生かし、千葉大学URA、JSTイノベーションプランナーとして、日本
の科学研究、産学連携などの推進と技術の社会実装に携わっている。

■千葉大学と千葉エリア
千葉大学は約 150年前に創立した千葉師範学校や共立病院を

前身として設立され、現在では 10学部、17大学院を有し、学
部の枠を越えた幅広い教養と高度の専門性を修得できるアカデ
ミア環境を整備している。2021 年に千葉大学ビジョン「世界
に冠たる千葉大学へ」を策定し、大学の進む方向を明確化して
いる。ビジョンの一つとして「社会に大きく貢献する千葉大学」
を掲げ、本学を起点に教育、行政、産業、医療、地域コミュニ
ティなどへの幅広い社会貢献、また、これら社会貢献を通じた
イノベーション創出を目指している。
千葉県は、東京のベッドタウンとして発展してきた大都市郊外エリアと日本有数のコンビナートを有する
臨海工業エリア、海と山に囲まれた農村エリアが共存する日本の縮図があり、わが国の抱える多くの課題と
実証フィールドを有しており、日本全国の地域が抱える「課題の先進地域」と見なすことができる。

■千葉大学における産学連携支援体制
千葉大学は、内閣府の「イノベーション創出環境強化事業」に採択され、2020 年 4月にイノベーション

創出と研究支援・産学連携機能の強化を目的に、学術研究・イノベーション推進機構（IMO）を設置し、オー
プンイノベーションスペースなどを有する新拠点 IMO棟を西千葉キャンパスにオープンした。それまで別
組織だった基礎研究支援と産学連携支援を統合し、事務組織である研究推進部とURAをアンダーワンルー
フに集結、機動的に活動できるオープンイノベーションプラットフォームを構築した。企業などとのコー

千葉大学の
産学連携の現状、
課題と取り組み

千葉大学
産学連携担当 URA・特任准教授／
国立研究開発法人科学技術振興機構 
イノベーションプランナー 

渡邉　史武
わたなべ　ふみたけ

千葉大学 IMO 棟
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ディネート活動を強化、産業連携研究を推進し、異分野研究の融合やグローバルな視点での学びをイノベー
ションやスタートアップ創出に活用している。

■千葉大学の産学連携の現状、課題、取り組み
IMOの下に学術研究基盤支援部とプロジェクト推進部、

知財・技術移転部が組織され、学長のリーダーシップの下、
研究力強化と研究成果の社会実装を通じたイノベーション
創出に努めている。プロジェクト推進部が知財・技術移転
部と連携して、研究成果の社会実装を支援している。限られ
た人数のURAで全体をカバーしているためそれぞれが幅
広い業務に関わっている。このことで相互の緊密な連携と
情報共有が容易であることが強みになっている。主な支援
業務の現状、課題、注力している取り組み等を以下に示す。

①�共同研究：民間企業との関係を質・量共に強化していくことを計画・実行している。研究経費の仕組み
改定による単価増大と同時に、組織間連携、研究講座・部門、コンソーシアム化による大型連携の推進
に注力している。

②�受託研究：若手研究者の産学連携のきっかけ作り、企業の事業化の出口近くで必要となる大型開発予算・
リスク回避のために産学官公金の支援機関の助成プログラムの積極的活用を推進している。特に地域の
中小企業との連携にはもっとプログラムの充実を期待している。その他、大型共同研究につながる拠点
形成や地域連携のため、産学官公金の連携による地域連携開発でも大学の役割が重要となっている。

③�知財移転・ライセンス：社会実装の有効な手段は大学の有する知財のライセンスであるが、ライセンス
収入は他の外部資金と比べて非常に小さい。特許戦略により基本特許等を増加させていくと同時にライ
センス活動を強化していく必要がある。また、将来のベンチャー起業を見据えた研究開発では特許戦略
や企業との共同研究契約条件に注意が必要である。
④�契約：企業との共同研究、共同出願、実施許諾などの各種契約条件に注意が必要である。企業と大学で
求める契約条件に大きな差があり、慎重かつ粘り強い協議で理解を求めていく必要がある。
⑤�大学発スタートアップ・ベンチャー創出・アントレプレナーシップ教育：大学はイノベーション創出の主
体者としての役割が益々期待されている状況であり、特に、大学発スタートアップ創出支援、アントレプ
レナーシップ教育は今後さらに重要となる認識。学外の各種支援機関と連携深化して、体制整備・強化を
進めている。千葉大学独自のギャップファンドプログラム、起業を目指す学生が本物の起業家に触れる機
会を提供するスタートアップカフェの実施など、外部機関と連携しながら、起業家候補の発掘からアント
レプレナーシップ教育、本格的なスタートアップ創出支援まで、シームレスな支援活動を進めている。
⑥�地域連携：千葉県は過疎高齢化、建物の老朽化、コミュニティの希薄化などの課題を抱える都市圏、人
口減少と若年層人口流出が著しい地方圏を有しており、文部科学省COC・COC＋事業においてイノ
ベーション人材育成プログラムや都市技術と地方産業のマッチングによる新産業創出支援など様々な取
り組みで千葉全域をカバーしてきた。事後評価で非常に高く評価された本事業終了後も取り組み継続の
ためにコミュニティ・イノベーションオフィス（CIO）を設立し、千葉県内の自治体、企業等と協力し、
大学と地域の協働による地域活性化・地方創生を推進している。
千葉大学は IMOに集約した産学官連携機能、研究推進基盤やベンチャー支援体制を持続的に強化してい

くことで、イノベーション創出に取り組んでいく。

スタートアップカフェの様子
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産学連携従事者として思考し活動する中で、その役割の明確化やプロジェクト成功に少しでも結び付くよ
うな活動のヒントがないかと考えている。近年、数人の仲間と議論を進め、三つの経営学の理論が有効では
ないかとの一定の仮説に至ったので、自身の活動事例を基に紹介する。

■略歴
愛媛大学大学院連合農学研究科博士課程（高知大学配属）を修了する際に、研究室の教授の紹介で、公益

財団法人高知県産業振興センター内の RSP 事業推進室（2005 年 4 月）に、高知県内の産学連携プロジェク
トの創出・育成の支援担当として着任した。その半年後、当時独立行政法人だった科学技術振興機構（現在
は国立研究開発法人、略称 JST）の地域事務所である JST サテライト高知（2005 年 10 月）の立ち上げに
合わせ転職した。四国内の研究シーズの発掘・育成支援が業務であった。

ファウンダーとしての間接的な支援でなく、大学の現場への転職を希望していた頃に、現職である愛媛大
学社会連携推進機構の公募があり採用となった。以来、愛媛大学、愛媛県における産学連携プロジェクトの
創出支援・運営支援などに携わってきた。2019 年７月より JST とのクロスアポイントメント＊ 1 契約に基
づき、イノベーションプランナーとしても務めている。

■産学連携業務とは
産学連携従事者（以下、産連人材）も、大学等では産学連携部門の専任教員、産学連携コーディネーター

やリサーチ・アドミニストレーター（URA）、JST ではマッチングプランナーなど、多種多様な職が存在す
る。いずれも、大学等の研究成果を社会還元するための調整・支援業務に関わっている。現在実施されてい
る共創の場形成支援プログラムや過去の文部科学省地域イノベーションエコシステム形成プログラム、地域
イノベーション戦略支援プログラムなどの大型事業においては、特に産連人材が配置されており、研究者だ
けでは対応し切れないような、水面下での調整・支援業務を行っている。また、学内外において研究に新た
な広がりを作るコネクター的な役割も果たしていることもある。

上記以外でも、産学連携プロジェクトは規模の大小にかかわらず、成否が存在する。プロジェクトの成否
と産連人材の役割について、何か要因のヒントが得られないか、その要因の一つはヒトなのではないかと疑
問を持った産学連携に係る者「西川洋行代表（元県立広島大学）、林里織副代表（山口大学）、荒木寛之上席
研究官（文部科学省科学技術学術政策研究所）、入野」で、特定非営利活動法人産学連携学会の下で、「行動
経済学・社会システム研究部会」を立ち上げ研究活動を行っている。まだ、仮説段階ではあるがその活動の
一端を紹介したい。

■経営学との類似性
産学連携プロジェクトでは、規模にかかわらず、「結局は、ヒトだよね」といった、属人的な結論で終え

られるケースが多々見られる。また、表には見えないが、現場から産連人材の存在・貢献が大きかったとの
声も多く聞かれる。これらの役割や要因の解明に当たるには、定量的な分析だけでは難しく、定性的な分析

経営学的思考にもとづく
産学連携活動のヒントの探索
―地域での水産 ICTプロジェクトを
事例に―

愛媛大学 
社会連携推進機構 
准教授／
国立研究開発法人
科学技術振興機構 
イノベーションプランナー

入野　和朗
いりの　かずお
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も必要と考えられた。何か良いヒントはないかと筆者らが検討する中で、現在は『世界標準の経営理論＊＊ 1』
で紹介されている、イノベーションに係る三つの理論に着目して研究を進めている。

一つ目が、両利きの経営理論である。これは、企業の経営には「知の深化」と「知の探索」との両立が重
要であるというものである。「知の深化」は専門分野の知を探求するものであり、一方「知の探索」は様々
な知識を探し、つなぎ合わせるというものである。大学での産学連携活動に置き換えると、「知の深化」は
研究者による研究活動として考えられた。一方で、「知の探索」は産連人材が担う異種間のマッチング、情
報取集活動ではないかと考えられた。「イノベーションは新結合である」というシュンペーターの概念から
も、探索者たる産連人材も研究者と同様に重要であると考えられる。

次がセンスメイキングである。入山＊＊ 1 によって「腹落ち（納得）の理論」として紹介されている。複数
の人間が一つの共通目標について腹落ちすることで、困難に打ち勝つ能力が得られるというものである。

最後の一つが SECI（セキ）モデルである。これは、個人が持つ暗黙的な知識（暗黙知）は、「共同化」
（Socialization）、「表出化」（Externalization）、「連結化」（Combination）、「内面化」（Internalization）
という四つの変換プロセスを経ることで集団や組織の共有の知識（形式知）となる考え方で、知と知の衝突
が重要であり、形式知と暗黙知の両方を衝突させることでイノベーションが起きるというものである。プロ
セスとしては、「共同化→表出化→連結化→内面化」の繰り返しであるとされている。以上のような観点か
ら筆者らは検討している。

■事例分析
筆者が関わった水産業の ICT 化プロジェクトを立ち上げる際に、潮流の解析を専門とする海洋物理学者

宇和海発！海況４D（三次元×時間軸）・ＢＤプロジェクト

黒潮由来の急潮により、急激な海水温や潮流の変化が生じ、
水産業に大きな影響をもたらしている。
メリット：黒潮からの有用魚群の運搬、赤潮の消滅・減退 等
デメリット：水温変化による養殖魚貝の成長減退・斃死、魚病・赤潮の発生拡大 等

「急潮情報」を迅速かつ正確に捉え、対応することにより、
安定した高い収益を実現

現状
・宇和海の各所に水温センサーを設置し、観測値（数値、グラフ）をHPで開示

地域の課題：宇和海は、日本を代表する水産業のメッカ（年間生産高６４０億円）で
あるが、収益が安定しないため、就業人口が減るなど地元の水産業の衰退は著しい。

我々の強み ―海洋物理学の研究成果― 
愛媛大学では、宇和海の急潮を30年以上にわたり研究し、その実態やメカニズムをモデル化し、
水産業への影響を解明してきた実績がある。

事業後の展開
県漁連がサービスの継続を行う。

宇和海

15 m
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福浦 沖の島内海下波遊子

福浦

下波
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(
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愛媛県水研センターＨＰ

取り組み

急潮モデル

観測点の増加・多深度化 急潮現象の詳細な把握

水産庁・海洋研究開発機構の黒潮情報

水温情報に
中長期予報も

含めた
情報サービス

漁船漁業の効率的な漁獲活動、適切な養殖魚管理による生産性の向上につなげ、
宇和海水産業全体の効率化を図り、年６.４億円（１％）以上の増収につなげる。 海況情報提供の高度化イメージ

（宇和海南北断面における水温の時間変化）

 図１ 　総務省・平成 28 年度二次補正 IoT サービス創出支援事業
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である武岡英隆・前愛媛大学南予水産研究センター長と、情報通信工学の専門家であり水産業分野に関心を
持ち始めた小林真也教授を引き合わせた。全く異なる研究分野の二人が、「海水温データ」を基に、一方は
愛媛県の宇和海での養殖業に影響を与える潮流という研究モデルのデータとして、もう一方は情報通信分野
の研究素材というデジタルデータとして、それぞれの価値観が相互に認識されたことで、二つの研究・価値
観が連結し腹落ちされる中、「総務省・平成 28 年度二次補正 IoT サービス創出支援事業」の採択を受け、
プロジェクトが立ち上がった（図 1）。結果、多深度の海水温表示システム「You see U-Sea（akashio.jp）」
という現在、宇和海の７割以上（推定値）の養殖業者が利用する、地域の水産業に不可欠なシステムが構築・
公開された。当初、懐疑的であった関係機関も、地域の中核産業である養殖業振興の柱の一つになる認識が
関係者間で腹落ちされ、協力運営体制が構築されている。筆者の地域での水産業振興を主とする産学連携活
動が、異なる知の衝突と、地域のステークホルダーとの協力運営体制の構築につながったと考えている。今
後、地域の事例分析を積み上げ、要因解析を進め、産学連携活動の一助になるヒントが得られればと考えて
おり、各種学会活動を通じて、逐次、成果を報告していく所存である。

＊ 1　 クロスアポイントメントとは、研究者などが複数の大学や公的研究機関や民間企業の間で、それぞれと雇用契約を結び、業務を行うことを
可能とする制度である。

＊＊ 1　入山章栄．2019. 世界標準の経営理論．ダイヤモンド社．
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特 集
Feature イノベーションプランナーの視点

■「産学官連携とは何か」を考え、つながることから始まった
2014 年 4月に産学官連携コーディネーターをスタートした私は、最初の 2年間、宮崎県から委託された

「宮崎県産学官連携人材育成研修」事業を担当した。「大学は敷居が高い」との認識の下、宮崎県が大学の「知」
をもっと地域で活用するべく、「産学官連携」の理解者を増やそうと用意した事業だった。これが地域の人
的ネットワーク形成の土台となり、マッチングのため
のラウンドテーブル in 宮崎（写真 1）を主催する今に
つながっている。
また、着任した年から、国立研究開発法人科学技術
振興機構（JST）目利き人材プログラムを基礎コース・
応用コース（当時）と連続して受講した。各分野の第
一人者から「産学連携とは何か」について理論やツー
ルを学び、「なんとなくの産学連携支援」から脱却を
目指す貴重な経験となった。
振り返れば、この 2年間の学びと出会いから、私の
産学官連携のスタイルができていった。マッチングだ
けではなく、研究チームに必要なものを見つけてつな
げる能力が必要で、大学からの社会実装は、とても一
人ではできないとの認識からのスタートだった。

■そしてイノベーションプランナーになった
他の大学では、各種競争的資金の制度を熟知し、研究の出口を描いて大学に大型事業を獲得させるスー

パーURAが、当時すでに活躍していた。焦った。少しでも多くの情報を得て、研究者の役に立ちたかった。
こうした中、地方大学の貴重なパートナーが、JSTのマッチングプランナー（以下、MP）だ。初めての
マッチングプランナープログラム（当時）の応募支援で本当にありがたかったのが、九州担当の二人のMP
だ。以来、私にとってMPは強い味方である。
2020 年 7月から、宮崎大学からトライアウトに挑戦する研究者をMPと連携して掘り起こし、後押しす
るために、クロスアポイントメントで JSTイノベーションプランナー（IP）の肩書をいただいた。コロナ禍
で始まったものの、オンライン環境のおかげで日常的にMPや他の IP と情報交換できるのは、情報を得に
くい地方大学には貴重な環境である。

地方大学に見る産学連携の
現状・課題・未来

産学連携の概念や守備範囲は、地方大学にあっても大きく変化・拡大した。人口減少社会における地
方創生を第一波に、Society 5.0、SDGs、そしてスタートアップへと、大学が受け止める日本の社会課
題は増え続け、産学連携担当部署の大きなテーマとなっている。地方大学の多くは、少人数の産学連
携担当者が分野横断的・業務横断的にこれらに向き合っている。今、大学が変わる大きなうねりの中で、
大学は社会と連携し、どんな未来を描くのか。産学連携担当者は自らのアップデートを迫られている。

宮崎大学
研究・産学地域連携推進機構／
国立研究開発法人
科学技術振興機構
イノベーションプランナー

西片　奈保子
にしかた　なおこ

 写真１ 　マッチングのためのラウンドテーブル in 宮崎
宮崎市内の「宮崎大学まちなかキャンパス」で、少人数・双方向で行う研究者と
企業等との対話の場として不定期に開催している。研究シーズを様々な立場から
の意見を交わすこと、仲良くなることを重視している。（2018年 3月開催　宮崎
大学提供）
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■A-STEP トライアウトを起点とした「みやざきサクラマス」の支援
JST の研究成果最適展開支援プログラムA-STEP は、私

たち産学連携担当者が研究者に関わるきっかけとなること
が多い。特にトライアウトは、産学連携担当者が申請に必
要だからだ。申請時にどれだけ研究者に「役に立つ」と思っ
てもらえるか、がその後の大学内の自分の存在価値に関わ
ると言っても過言ではない。
A-STEP トライアウト（旧マッチングプランナープログ

ラム）から関わった支援テーマの一つが「みやざきサクラ
マス」（写真 2）である。山から海に降りることのない九州
山系の養殖ヤマメを、冬の低水温の期間に海に運んでサク
ラマスとして大きく育てる循環型養殖法は、ヤマメが海水
へ順応する際の生理的応答やホルモンの研究を土台として

いる。初対面の農学部の内田勝久教授から依頼を受け、MPから様々なアドバイスを受けての採択は、とて
もありがたいものだった。その後、研究室の大学院生が株式会社 Smolt（宮崎市）を起業し、注目される大
学発ベンチャーとなっている。

■何がゴールか？ 成功か？ 支援人材の目標とモチベーション
共同研究事業などでは、企業から、あるいは競争的資金等で研究費が得られれば、大学としてはOKであ

る。しかし、それは産学連携支援者のゴールなのだろうか？ 雇用された大学で、支援担当として私が存在
する意味はどこにあるのか。産学連携支援者は、大学の研究を世の中で形にするためにいるのではないか。
また、研究を事業化するには、大学から事業化の担い手（企業）に重心を変えていかなくてはならない。
その時、テーマは知的財産権として研究者にひも付いているものの、研究者の手から離れていかざるを得な
い。あるいは自分が事業の担い手になる、すなわち起業するしかない。どこまで支援していけるのか。
産学連携支援人材は、最新の国内外のトレンド、国の施策を把握し、技術移転から起業・スタートアップ
まで理解することが必要な時代となってきてしまった。変化に対応するモチベーションをいかに維持してい
くか。多くの人が悩んでいるのではないだろうか。

■地方大学で、産学官連携が未来を描く
地方創生の文脈では大学から地域への就職率アップが求められ、地域に向けた人材育成に力が入れられて

いる。私見だが、地方では大卒の高度人材を生かせる場（企業）が多いとは言い難い。地域の産業振興は、
大卒者の雇用と、大卒・大学院卒の高いポテンシャルの人材を生かせる「場」づくりが両輪となるべきだ。
地方大学の産学連携が地域活性化の大切なギアとなり、地域の未来を作ること。共同研究等で地域企業の未
来を支え、スタートアップで地域にも新しい事業を起こすこと。これが地方大学の産学連携の大切な目的の
一つだ。
産学連携担当者として何でもできるスーパーマンにはなれそうにないが、全国の産学の仲間の活躍に、自
分のアップデートの必要を感じる日々だ。時代を取り入れるには、個人だけでなく産学官連携支援組織も
アップデートし、次世代につなげなければならない。一人ではなくネットワークで、たくさんの人の知恵を
集めて、地域の未来の一端を担うイノベーションを大学から生み出していくことに、産学連携支援の立場で
もうしばらく挑戦し続けたい。

 写真２ 　ヤマメとサクラマス
淡水でずっと育てられたヤマメ（右上）と、一度海で育てたことで大型化
したサクラマス（手前と奥）。一緒に生まれた魚たちが、2年後まったく違
う魚のようになる。アグリビジネス創出フェア2017にて展示（著者撮影）。
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特 集
Feature イノベーションプランナーの視点

■URAとしての業務概要
筆者は、九州工業大学（九工大）の産学連携部門である産学イノベーションセンターで研究推進部門の

URA として基盤研究から社会実装までを一気通貫に伴走支援している。具体的には、研究者の自由な発想
に基づく科学研究費（科研費）プロジェクトや各省庁が公募する政策課題対応型研究開発の企画・運営を業
務の軸に置きつつ、そこから創出されるアイデアやシーズを社会実装につなげるための産学連携プロジェク
ト（PJ）の企画調整、起業支援などまでをシームレスに実施している。さらに最近では、研究推進のための
環境構築や仕組みづくりにも取り組んでいる。また、クロスアポイントメントで国立研究開発法人科学技術
振興機構（JST）のイノベーションプランナーとしても活動しており、ファンディングエージェンシーの立
場から大学シーズの社会実装支援も実施中である。

■現在の業務に就いたきっかけ、産学連携促進のための課題や取り組み、そしてこれから
URA の仕事をしたいと思ったきっかけは大学 4 年生で配属された研究室の指導教員の口癖であった「大

学は未来の社会を支える技術と人材を創出する場所である。そんな大学を元気にすれば、社会を元気にでき
る」という言葉がすごく腹落ちしたからだ。この言葉が、私の URA としてのモチベーションとなっている。
サーバントリーダー（奉仕・支援型のリーダー）として周囲を活性化させることに長けた私の武器を生かし
大学の活性化を通じた社会の活性化に貢献していきたいと考えている。

知の集積拠点である大学で創出されたアイデア・シーズを社会
実装することを目的とした産官学連携とは、役割・使命の異なる
ステークホルダーによる共創にほかならない。さらに、大学と
企業では時間感も異なることは無視できない。そのため、産官
学連携においては様々な GAP が生じるが、実際には GAP 領域
でも裾野の交わりのように、両者の役割・使命が重なる部分が存
在する（図 1 上）。筆者は、この裾野の交わりへのアプローチこ
そが産官学連携を促進するための鍵だと考え、①裾野の交わりを
多様な視点で整理・明確にし、②交わり部分の拡大や活性化させ
る取り組みの企画・運営に取り組んでいる。

①の事例としては、九工大が持つ学術コンサルティング制 
度＊＊ 1 の積極活用がある。大学で創出されたアイデアと企業の課
題などのすり合わせを可能とする学術コンサルティングの活動

多様な交わりから創出する
九州工業大学型の
産官学連携

九州工業大学
先端研究・社会連携本部
産学イノベーションセンター／
国立研究開発法人
科学技術振興機構
イノベーションプランナー

米澤　恵一朗
よねざわ　けいいちろう

産官学連携とは、役割・使命の異なるステークホルダーによる共創にほかならない。このような産
官学連携を促進させるためには、ステークホルダー間の GAP 領域に存在する裾野の交わりへのア
プローチが重要であると考える。工学系の中規模単科大学である九州工業大学が取り組んでいる、
GYMLABO をはじめとする産官学連携の取り組み事例を紹介する。

 図１ 　ステークホルダー間のGAPのイメージ（上）
と交わり部分における産官学連携施策（下）

施策

＊＊1■
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度
・
意
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GAP

役割・使命

自治体 企業

大学

PARKS＊＊2■
社会連携講座 ■共同研究講座他＊＊1

■GYMLABO＊＊4、ポルト棟
■国家戦略特区＊＊5

■インターンシップ型
アルバイト＊＊3

■未来思考キャンパス＊＊6
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に URA が主体的に関与し、裾野の交わり部分における論点整理を実施することで、活性度の高い産官学連
携 PJ や連携制度の企画立案が可能となる。これらの活動を基に、②として九工大の産学イノベーションセ
ンターでは図 1（下）に整理するような様々な取り組みを企画・運営している。ここでは、九工大が実施す
る主な官学連携、産学連携、産官学連携の施策を整理している。

一方、産官学連携プロジェクト数が増加する中で、九工大におけるステークホルダー間の交わりが個々に
閉じているケースが多いことが課題としてあらわになってきた。そこで、筆者らはこの交わりを有機的にか
つ持続的に創出することを目的として GYMLABO ＊＊ 4 を構想し 2022 年 5 月 26 日から運営を開始した 

（写真 1）。GYMLABO とは九工大の戸畑キャンパスの旧体育館を改修して構築したコワーキングスペース
であり、①インスピレーションの交わり、②関わりの交わり、③共創ゴトの交わりの 3 ステップを連続的に
創出することを目的として、設備も機能もオープンにそしてフレキシブルに活用できる施設として設計・運
営されている。GYMLABO の主な利用者は、工学系の専門知識を学ぶ九工大の学生である。そこに、九工

大の教職員、他大学などの学生、企業人材、自治体
などの職員、地域住民などが多様に交じり合う施設
となっている。さらに GYMLABO では、多様なイ
ベントなどを通じて、各ステークホルダーの裾野部
分を刺激するような情報を滞留させることで交わり
の形成を促進している。これらの成果として、運営
開始 2 カ月で利用者は 1 万人を突破した。さらに注
目すべきは、これまでの教員起点ではなく、学生起
点での産学連携が創出され始めたことであり、最近
では学生などの起業活動の拠点としても機能し出し
た。今後は、学生を中心とした交わりを起点に、産
業界や地域住民などに対して、リカレント・リスキ
リング環境の提供や、産業界の実証の場としての活
用を進めていく予定である。

最後に、これまで述べたようなステークホルダー間の裾野の交わり領域へのアプローチには、広範囲にわ
たる知識や経験を持つジェネラリスト的な URA の役割が重要になると考えている。特に、九工大のような
中規模大学においては、産学連携施策においては柔軟性が重要であるため、この役割はさらに大きくなって
くると考えており、大規模大学とは異なる中規模大学における URA の在り方の検討も必要だと考える。

＊＊ 1　「九州工業大学の産学官連携制度」：産学官連携制度｜研究・産学連携｜九州工業大学

＊＊ 2　 「Platform for All Regions of Kyushu & Okinawa for Startup-ecosystem（PARKS_ パークス）」：ウェブサイトタイトル「オール九州・
沖縄一体でアジアとつながるスタートアップ・エコシステムを創出することを目指し、九州・沖縄の 15 大学と株式会社 FFG ベンチャー
ビジネスパートナーズ（FVP）により Platform for All Regions of Kyushu &amp; Okinawa for Startup-ecosystem（PARKS）を設
立しました」

＊＊ 3　「産学連携推進会インターンシップ型アルバイト」：ウェブサイトタイトル「会員特典｜産学官連携推進会」（九州工業大学）

＊＊ 4　「GYMLABO ～交わりの形成拠点～」：ウェブサイトタイトル「GYMLABO」

＊＊ 5　 「国家戦略特区制度を活用した高速 PLC の屋外利用に関する規制改革が実現」：ウェブサイトタイトル「国家戦略特区制度を活用した高速
PLC の屋外利用に関する規制改革が実現｜プレスリリース｜ TOPICS ｜九州工業大学」

＊＊ 6　ウェブサイトタイトル（PDF）：「未来思考キャンパス構想」（九州工業大学）

 写真１ 　GYMLABO の概観
九工大が持つ「人材・知識・技術・設備」を有機的に結び付ける交わりの形成拠点として、
設備も機能もオープンにそしてフレキシブルに活用できる施設
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リポート

立命館大学は、他大学に先駆けて 1995 年にリエゾンオフィスを設置し、日本における産学官連携の先駆
けとして、自然科学系はもとより人文社会科学系分野においても、民間企業・政府機関の支援のもと多くの
研究成果を創出してきた。

私たち衣笠リサーチオフィスは、京都市にある衣笠キャンパスにおいて人文社会科学系の研究推進・産学
官連携活動を進めている。所在する学部は、法学部、文学部、産業社会学部、国際関係学部と映像学部があ
り、研究拠点では、衣笠総合研究機構のもと八つの研究所と 10 の研究センターが活動している。2019 年
7 月、出版社大手の株式会社講談社が、「科学に特化」し「研究者支援」を主眼とするクラウドファンディン
グ「ブルーバックス・アウトリーチ（Bluebacks Outreach）＊＊ 1」を立ち上げるとともに、本学が最初のパー
トナー機関となって研究プロジェクトを共同で推進することとなった。

ここでは、本学のクラウドファンディングを活用した人文・社会科学系の研究支援について紹介する。
本学ではこれまで研究資金の獲得は、それぞれの教員・研究者が科学研究費（科研費）を中心とした公的

資金の獲得のほか、地方自治体、公益・民間財団や民間企業との産学連携から研究資金を獲得してきた。そ
の一方で研究の成果発信においては、ホームページや研究広報誌『RADIANT』、メディアを通じて行って
きた。しかしながら、研究成果を広く一般市民へ発信していく伝達手段としては限られていた。こうした
中、個人の支援を主体としたクラウドファンディングに着目し、一般市民にも分かりやすい形で研究の魅力
を発信することができれば有効な手段になり得ると考えたことがきっかけである。

講談社のブルーバックス・アウトリーチの特徴は、研究者と一般市民をつなぐプラットフォームである。
このプラットフォームで研究成果を発信することにより、興味や関心をひきつけて、「この研究を応援した
い」という気持ちを研究者支援につなげることが基本的なコンセプトとなっている。これまで、当オフィス
からは三つのプロジェクトを立ち上げ、「寄付型クラウドファンディング」で募集を行ったところ、いずれ
のプロジェクトも当初の目標額を大きく上回る寄付が集まりプロジェクトが成立した。

それぞれのプロジェクト代表者の研究ロマンを伝えるとともに、思いと工夫を凝らした魅力あるリターン
（返礼品）を用意したことも功を奏した。

このように人文社会科学系の研究支援においてクラウドファンディングは、個人を対象としたことによっ
て、とりわけ歴史や伝統文化、芸術や文学などの研究に興味と関心を持つ一般市民がサポーターとなって支
援をいただけたこと、そしてリターンを届けることによって、さらに共感の声をいただけたこと、地元京都
の老舗企業との産学連携につながったことなど、研究資金の獲得手段だけではない新たな研究支援の基盤が
築けたのではないかと考える。

■これまでのクラウドファンディングにおけるプロジェクト事例
①数奇な運命をたどった「酒呑童子絵巻」の修復（2019年実施）

サポーター 67 人・支援金額 2,385,000 円
プロジェクト代表：立命館大学文学部教授　赤間 亮

能や歌舞伎の演目としても人気の「酒呑童子（しゅてんどうじ）」の物語を描いた絵巻がある。本学のアー

クラウドファンディングで
人文・社会科学系の
研究支援を

立命館大学 研究部 
衣笠リサーチオフィス

乾　広久
いぬい　ひろひさ
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ト・リサーチセンターが所蔵
する「酒呑童子絵巻」は、長
らく日本を離れて海外のある
所有者の手元にあった。まず
アメリカのボストンに渡り、
その後ヨーロッパに持ち運ば
れた後、第二次世界大戦の戦
火を逃れチェコのプラハで保
管されていた。

この「酒呑童子絵巻」修復
をアート・リサーチセンター
が引き受けることになり、お
よそ 130 年ぶりに京都の地
へ戻ってきた。この「酒呑童子絵巻」は、絵巻の制作技術が最も進んだ時代の 1650 年前後に京都で作られ
たものと推定されている。完成度が高く現存する「酒呑童子絵巻」の中でも最も豪華な作品の一つで、文化
財として非常に価値あるものだと考えられる。このプロジェクトは、数奇な運命をたどってきた貴重な絵巻
を後世に残していくために、クラウドファンディングで資金を集め、現在の最高技術を用いて修復しようと
するものである。

本プロジェクトでは、この絵巻を世界が共有する文化財として継承し、より多くの人々に鑑賞してもらえ
るよう修復を進めること、そして、技術応用が可能なデジタルアーカイブとしてオンライン上にキープし、
さまざまなデジタル技術応用の素材として提供することで、文化資源の魅力を存分に引き出す「方法自体の
開発」のサンプル素材としていく構想である。

主なリターンは次のとおり。
・修復した絵巻の一部をバーチャル・リアリティ（VR）で先行公開する特別鑑賞権
・修復した絵巻を目の前でじっくり見られる「非公開特別鑑賞会」に招待
・修復後の絵巻展覧会にて解説パネルにお名前を表示＆展覧会特別解説ツアー

②失われた幻の古代甘味料「甘葛
（あまづら）」の復元（2020年実施）

サポーター 71 人・支援金額
2,679,000 円
プロジェクト代表：立命館
グローバル・イノベーショ
ン研究機構助教　神松 幸弘

砂糖が使われる以前、日本には
「甘葛」という甘味料があった。
甘葛は多くの古典籍に度々登場
し、例えば今昔物語では、甘葛で
煮た芋粥が饗宴のごちそうであ
り、飽くほど食べたいと望む貴族
の話が書かれている。また、枕草

「酒呑童子絵巻」修復の様子

復元された古代の甘味「甘葛（あまづら）」
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子では、夏に氷室から出された氷に甘葛をかけるかき氷が上品で雅なものとして登場する。このように貴族
社会における優雅な生活文化を演出する上で甘葛がいかに重要な存在であったかをうかがい知ることができ
る。しかし、中世以降、砂糖が普及すると甘葛は消失し、江戸時代には全くなくなり、原料や製法も全く分
からなくなってしまった。

神松助教らは、これまで古代から江戸期までの古文書と近・現代の先行研究を精査し、甘葛の原料説とし
て有力なのは三つの説に絞られることを明らかにした。さらに野外調査によって、数十種の樹種から糖度の
高い樹液を生産する樹木を絞り、その樹液サンプルから、高速液クロマトグラフィーによる糖およびアミノ
酸組成の定量分析を通じて、甘葛の原料植物の究明を行った。その結果、文献調査によって絞られた 3 説い
ずれにも甘葛である可能性が示された。

このプロジェクトでは、この三つの仮説にある甘葛の復元を試み、その性能を確かめ幻の甘味料「甘葛」
の実態に迫ることを目的とした。また代表者の神松助教の努力により、リターンを通じて本大学と地元京都
の老舗企業との産学官連携が実現するなど、予想以上の波及効果があった。

産学官連携視点では、甘葛を用いた調理法の細部を解明（京料理六盛による、古代の料理や宮廷料理をプ
ロの料理人との協働・研究）、甘葛を用いた飴（あめ）の試作（株式会社大文字飴本舗との連携による試作
と商品化の検討）、甘葛の原料の抽出・収集の協力（一般社団法人京都知恵産業創造の森＊ 1、丹波ワイン株
式会社、京都府立大学の協力）を行った。商品化に向けた商標登録は「京甘葛」である（2022 年 5 月 9 日、
登録第 6553197 号）。

主なリターンは次のとおり。
・幻の味を飴で体験する甘葛風味の京飴 3 種セット＊ 2

・清少納言も食べた古代スイーツを体験する甘葛の味を再現したシロップ 3 本セット＊ 2

・研究者特別解説付きで「芋粥」を味わう—典雅なる平安王朝食文化体験＊ 3

③加藤周一の「手稿ノート」のデジタルアーカイブ（2021年実施）
サポーター 139 人・支援金額 3,145,000 円
プロジェクト代表：衣笠総合研究機構・加藤周一現代思想研究センター、研究顧問・鷲巣 力

立命館大学加藤周一文庫
は、戦後日本を代表する国
際的知識人加藤周一の蔵
書・手稿ノート・映像記録・
資料類を所蔵している。加
藤周一現代思想研究セン
ターでは、加藤周一の著述
活動の中で記した「手稿
ノート」のデジタルアーカ
イブ化に取り組んでいる。

資料のデジタルアーカイ
ブ化は、単に資料類を可視
化だけではなく、鍵語に
よって検索できるシステム
を構築している。デジタル
アーカイブ化を続けること 加藤周一の手稿ノート
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により、誰でも、いつでも、どこからでもアクセスでき、また、「手稿ノート」を現物のまま映像として見
ることができるので原資料の安全な公開ができる。

このデジタルアーカイブ化の作業の中でも重要なキーワード選出作業と、キーワード検索機能を付けるた
めには長い時間と多くの費用とが必要になるため、クラウドファンディングにチャレンジした。

主なリターンは次のとおり。
・あなた自身のためのオリジナル「手稿ノート」＊ 4

・加藤周一現代思想研究センターオリジナル万年筆＊ 5

・ 「称える言葉　悼む言葉――加藤周一推薦文・追悼文集」とオリジナル文具セット

＊ 1　 京都府、京都市、京都商工会議所、公益社団法人京都工業会により、起業者等の産業人材の育成や産学公連携、スマート社会の推進等を図
ることを目的に 2018（平成 30）年 11 月に設立。

＊ 2　株式会社大文字飴本舗の製作協力によるリターン品

＊ 3　京料理 六盛の協力によるコース料理のリターン提供

＊ 4　岩波書店の協力のもと加藤周一の代表作 ｢羊の歌｣ の表紙を使った特製ノートを提供

＊ 5　手稿ノートの多くは万年筆で書かれていたことから加藤周一サイン入り特製万年筆を提供

＊＊ 1　講談社「ブルーバックス・アウトリーチ（Bluebacks Outreach）」
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リポート

■初めての地域ブランド、地域活性化へ期待
東広島市は、2005 年に 1 市 5 町（東広島市、賀茂郡黒瀬町・河内町・豊栄町・福富町、豊田郡安芸津町）

が合併してできた比較的新しい市だ。合併以前の自治体それぞれには地域を代表するブランド商品はあった
が、東広島市を冠する新ブランドがなかった。

一方、市内の広島大学東広島キャンパスでは、大学院統合生命科学研究科教授・日本鶏資源開発プロジェ
クト研究センター（Japanese Avian Bioresource Project Research Center: JAB）長の都築政起氏の下、
日本鶏に関する国内最大級の研究拠点がある。施設の概要をざっと紹介すると日本鶏保護増殖舎は、天然記
念物に指定されている日本鶏品種を飼育し増殖するための施設で、2 階建て延べ 225㎡と広く、1 階は天然
記念物の鶏を飼育する成鶏室が 26 室、2 階に空調設備を備えた雛飼育室 3 室を備えている。

施設では、日本固有の鶏品種の「日本鶏」を 30 品種以上飼育し、毎日 2,000 羽近くを学生たちも世話を
する。また家畜育種遺伝学の研究室では、日本鶏品種の肉質や卵質、羽装色などの特性を調査し遺伝子研究
も行ってきた。研究室の中村隼明准教授が動物の細胞レベルの保存技術の開発を目的に研究を重ね、始原生
殖細胞に注目してニワトリの遺伝資源保存法も確立するなど、日本鶏研究では比類ないほどの施設なのだ。

国内では、比内鶏、薩摩鶏など地域特有の鶏を基に商用地鶏が開発され、地域ブランドとして定着してい
るが、広島県にはいまだに「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」（日本農林規格：JAS）
が定める「JAS 地鶏」がない。こんな条件が交差していれば、東広島ブランド地鶏を作ったらどうか、そん
なアイデアは自然に起こってくるようだ。

■日本初、大学がライセンスを保有する地鶏
2014 年、都築教授が保有する、貴重な鶏を活用して最上の肉質をコンセプトに「広大鶏（ひろだいどり）」

の開発がスタート。2018 年 4 月には東広島市、地元農業事業者などが参画、東広島ブランド地鶏開発振興
協議会を設立、協議会を中心に共同研究を開始。「広大鶏」を活用して東広島市で広島県初の JAS 地鶏を開
発しようと、東広島ブランド地鶏プロジェクトが始まった。

そして広大鶏のオスとロードアイランドレッド（米国原産の鶏品種で卵肉兼用種）のメスを掛け合わせ、
在来種の血液百分率 100％、地鶏肉の JAS 規格で定める飼育方法で生産され、日本では初めて大学がライセ
ンスを保有する商用地鶏（東広島こい地鶏）が誕生した。

3 年間の共同研究では、東広島市内の複数の鶏生産者の協力もあり、およそ 2,200 羽の試験飼育を行って
きた。その間、増体性や肉質分析などのデータを蓄積し、食味官能試験や外部のモニタリング評価なども実
施した。「こい」は旨味が「濃い」、何度も食べたくなる「恋」しくなる味、東広島市に来てほしいとの願い
を込めて食べに「来い」、さらにカープの「鯉（こい）」だ。こい地鶏は赤い羽毛を持つ赤鶏。広島県を代表
する地鶏として愛されるよう願いを込め「東広島こい地鶏」と名付けた。その特徴は、口溶けの良い脂肪酸
とほど良いかみ応えがあるという。またオレイン酸やリノール酸など融点の低い不飽和脂肪酸を多く含み、
口の中で脂が溶け出し、地鶏肉の旨味に関係しているとされるアラキドン酸も豊富に含む。

鶏が好き過ぎる博士の鶏が東広島市の
初ブランドに
広島大学と東広島市、地元農家などが 3年間に及ぶ共同研究を終え、東広島市初のブランド地鶏が
すくすく育っている。2023 年には全国で初めての「大学発地鶏」が東広島市の地鶏として市場に
広まりそうだ。
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■広島大学発ベンチャーが雛を
東広島こい地鶏の生産は、広島大学の研究者でもあった竹之内惇氏が

2021 年に、広島大学発ベンチャーの Gallus JAPAN（ガルスジャパン）
株式会社を市内で起業した。出生証明された雛（ひな）の東広島こい地鶏
を 3 万羽以上の生産を目指して準備を進める。この雛はいずれ地元の農家
などに販売し、育てられた後出荷される予定だ。

最先端技術を用い、広大鶏の始原生殖細胞の冷凍保存が可能となれば、
病気による死滅や近縁な個体同士の交配による生産能力の低下などのリス
クにも対応でき、仮に種の存続が難しくなるようであれば冷凍保存した細
胞を用い、別のニワトリ品種に代理出産をさせ、細胞由来の雛を作り出す
ことも可能だ。この技術で広大鶏がいつでも復元可能となる。安定的生産
を続けるためには、リスクに対応できる環境も整備する。保存と復元は、
凍結保存した鶏の胚の血中から、精子や卵子になる前の始原生殖細胞を取
り出し、この細胞を試験管内で増やし凍結保存させる。移植卵を多く産む
鶏の胚の血中へ、鶏の始原生殖細胞を移植する。交配卵を多く産む鶏が成
長すると、復元したい鶏の精子と卵を作るようになる。「復元」受精卵を
孵化（ふか）させると復元したい鶏の雛が誕生し、復元された個体が誕生
する仕組みだ。餌（えさ）をよく食べ大きく強い健康な鶏が生み出され、
さらに選抜し底上げを図っていく選抜育種を繰り返していくことで、おい
しい鶏になるという。

■紛らわしい地鶏表現
日本国内の鶏の在来種は、明治時代（1868～1912 年）までに日本で定

着した鶏に限られ 38 種いる。この在来種の血統が 50％以上入っている鶏
種のみが地鶏（ただし、商用の地鶏）と呼ばれる。地鶏と呼ぶには出生証
明が必要だ。

具体的には、鶏の両親またはどちらか一方の親が在来種で、孵化した日
から 75 日以上の飼育期間が必要で、若鶏のおよそ 2 倍と長い。孵化 28 日
以降には、飼育密度が 1㎡当たり 10 羽以下のスペースが必要で、ゆとりを
持たせた平飼いによって運動ができるよう飼育方法の配慮がなされている。

名古屋コーチンや比内地鶏、さつま地鶏は日本三大地鶏と呼ばれ、鶏肉
の中ではよく知られている地鶏でブランド力が高い。ただ JAS の規定には
強制力がなく、地域の地元の鶏を平飼いで育てたから地鶏と称し流通する
可能性もあり曖昧さは否めない。従って安易に地鶏として販売することは

「不当景品類及び不当表示防止法」（景品表示法）違反の可能性があるため
注意が必要だ。

一般社団法人日本食鳥協会によれば、日本で流通する鶏は、「ブロイ
ラー（若どり）」と「地鶏」と「銘柄鶏」の三つに大別でき、JAS 規定の
地鶏のほか飼料や環境など工夫を加えて飼育され、一般的なブロイラーよ
りは味や風味など改良した「銘柄鶏」があり、JAS による定義はなく、ブ
ロイラーと同じ種類の「若どり系」と赤鶏の両親を持つ「赤系」に分類さ

天然記念物指定日本鶏

①土佐のオナガドリ 特別天然記念物
②小国鶏（ショウコク）
③矮鶏（チャボ）
④烏骨鶏（ウコッケイ）
⑤声良鶏（コエヨシ）
⑥比内鶏（ヒナイドリ）
⑦蜀鶏（唐丸鶏、トウマル）
⑧蓑曳鶏（ミノヒキドリ）
⑨河内奴鶏（カワチヤッコ）
⑩黒柏鶏（クロカシワ）
⑪東天紅鶏（トウテンコウ）
⑫蓑曳矮鶏（ミノヒキチャボ）
⑬鶉矮鶏（ウズラチャボ）
⑭地頭鶏（ジトッコ）
⑮薩摩鶏（サツマドリ）
⑯地鶏（ジドリ）
⑰軍鶏（シャモ）

38 種の在来種

①会津地鶏
②伊勢地鶏
③岩手地鶏
④インギー鶏
⑤烏骨鶏（ウコッケイ）
⑥鶉矮鶏（ウズラチャボ）
⑦ウタイチャーン
⑧エーコク
⑨横斑（オウハン）プリマスロック
⑩沖縄髯地鶏（オキナワヒゲジドリ）
⑪尾長鶏（オナガドリ）
⑫河内奴鶏（カワチヤッコ）
⑬雁鶏（ガンドリ）
⑭岐阜地鶏
⑮熊本種
⑯久連子鶏（クレコドリ）
⑰黒柏鶏（クロカシワ）
⑱コーチン
⑲声良鶏（コエヨシ）
⑳蓑曳矮鶏（ミノヒキチャボ）
㉑薩摩鶏（サツマドリ）
㉒佐渡髯地鶏（サドヒゲジドリ）
㉓地頭鶏（ジトッコ）
㉔芝鶏（シバットリ）
㉕軍鶏（シャモ）
㉖小国鶏（ショウコク）
㉗矮鶏（チャボ）
㉘東天紅鶏（トウテンコウ）
㉙蜀鶏（トウマル）
㉚土佐九斤（トサクキン）
㉛土佐地鶏
㉜対馬地鶏
㉝名古屋種
㉞比内鶏（ヒナイドリ）
㉟三河種
㊱蓑曳鶏（ミノヒキドリ）
㊲宮地鶏（ミヤヂドリ）
㊳ロードアイランドレッド
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れるのだという。
スーパーマーケットなどの鶏肉コーナーや精肉店などで販売されている鶏肉は、鶏卵用ではなく食用専用

種として改良され若鶏やブロイラー（レギュラーチキン）と呼ばれ、最も一般的でお手頃価格で販売されて
いる。若鶏を改良し、地域ごとに名前が付けられていることもあり地鶏も銘柄鶏もその違いの理解は難し
い。さらに地鶏銘柄鶏と表記されているものもあり混同に拍車をかける表現も見受けられる。

■日本の鶏、日本鶏
都築教授によれば鶏は、東南アジアを中心に生息しているセキショクヤケイ（Gallus gallus）を主な野

生原種としていて、諸説あるものの 8,000 年前ごろ、時刻を知るためや祭祀（さいし）用に飼育され、野生
の鳥を人の生活に役立てるために品種改良し飼育され始めた鳥を鶏と呼んでいる。その中でも、日本で作り
出された品種を総称して日本鶏（にほんけい）と呼び、現在 45 品種ほど存在する。これらのほとんどは観
賞用で卵・肉採取が目的ではなく、世界の中で日本だけだという。これら色とりどりの日本鶏を見れば、錦
鯉（にしきごい）に通じる華やかさがあり観賞対象と言われると納得できる。

日本鶏品種の原産県は、高知県が多く「土佐
のオナガドリ」は国の特別天然記念物に指定さ
れ、尾が抜けることなく一生伸び続け他の鶏と
比べてもその姿態が一層優雅さを醸し出す。そ
のほか、小国鶏（ショウコク）、矮鶏（チャボ）、
烏骨鶏（ウコッケイ）、声良鶏（コエヨシ）、比
内鶏（ヒナイドリ）、蜀鶏（トウマル）、蓑曳鶏

（ミノヒキドリ）、河内奴鶏（カワチヤッコ）、
黒柏鶏（クロカシワ）、東天紅鶏（トウテンコ
ウ）、蓑曳矮鶏（ミノヒキチャボ）、鶉矮鶏（ウ
ズラチャボ）、地頭鶏（ジトッコ）、薩摩鶏（サ
ツマドリ）は天然記念物に指定されている。こ
れらの 15 品種のほかに、ニワトリ天然記念物
の指定時の名称として「地鶏（ジドリ）」と「軍鶏（シャモ）」を加え 17 品種（15 品種と 2 グループ）が
国の天然記念物だ。地鶏と軍鶏は一般名で特定の品種を指す名称ではないため非常に紛らわしく混乱をさせ
ているのだという。

軍鶏の仲間の品種には、大軍鶏（オオシャモ）、八木戸鶏（ヤキド）、大和軍鶏（ヤマトグンケイ）、金八
鶏（キンパ）、小軍鶏（コシャモ）、南京軍鶏（ナンキンシャモ）、越後南京軍鶏（エチゴナンキンシャモ）
がいて、地鶏の名前が付く天然記念物品種も、土佐地鶏、三重地鶏、岐阜地鶏、岩手地鶏と複数存在する。

商用地鶏の多くは地鶏を生産する試験場などの公的機関が保有・保全する鶏を利用する場合が一般的だが、
日本鶏を知り飼育経験もある都築教授の下、鶏が大好きな研究者や学生が集まる広島大学だからこそ実現で
きたプロジェクトともいえそう。厳格な定義と飼育方法によって手間暇かけて生み出される東広島こい地鶏
の取り組みに、地域ブランドとして地域活性化への期待は大きい。

（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　山口泰博）

特別天然記念物の土佐のオナガドリを鶏舎から出して見せてくれる都築教授
いつも見ているはずなのにニワトリ愛がにじみ出て楽しそう
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リポート

■つばめいとの事業を開始した背景
新潟県燕市は、多くの中小企業が金属加工業を営んでいる典型的な田園都市型の製造業集積地である。地

域の産業は全国的に起きている人材獲得難に例にもれず直面し、2016 年ごろから若手人材を獲得する方策
としてインターンシップに注目が集まった。一方で燕市内の公共交通機関は乏しく、企業の多くは市街地か
ら離れた工業団地に位置していることがインターンシップを進める際に障壁であることも明らかとなった。
新潟県内の大学のある地域から学生が公共交通機関のみによって市内企業にアクセスすることは困難で、大
学と連携したインターンシップの実施など、交流促進の弊害となっていた。そのため学生の往来を増やし、
インターンシップを円滑に実施するためには、学生らが滞在できる機能を持った、拠点となる施設の整備が
必要と考えられた。
これらの課題と経緯に加え、大学や学生らに対し地域内の企業を適切にコーディネートすることを目的と
し、2016 年 11 月に「一般社団法人つばめいと」（2019 年に公益法人化。以下、つばめいと）が設立された。
市内経営者らが組織の代表理事と理事に就任し、企業が主体となって事業を展開するインターンシップの
コーディネート機関が誕生した。実働部隊であるコーディネーターには、燕商工会議所職員であり、市内の
産業についても理解が深かった筆者が採用され、拠点施設に常駐するインターンシップ・コーディネーター
兼事務局担当者として活動を開始した。これを機に、燕市で地域全体が包含されるインターンシップ拡充の
ための事業が動き出した。

■中小企業に多様な学生との出会いを提供するコーディネート機能
通常、大学からの単位取得が伴う学生インターンシップの受け入れでは、1週間以上の継続期間が求めら

れるなど一定の条件が定められている。燕市内の企業の大半を占める小規模事業所にとって、それらの条件
が障壁となって「受け入れ不可」となることも少なくはない。つばめいとは、大学と企業との間に立ち、大
学の求める条件や学習到達目標を満たし、企業にとっても得られるものの多いコーディネートを目指し、実
践している。その一例として、複数社を実習先とするひとまとまりのインターンシッププログラムをコーディ
ネートすることが挙げられる。例えば、製造業における現場の管理業務に関心がある学生から 5日間（1週
間）の期間が定められたインターンシップの要望があった場合、ISO9001 に基づいた品質管理に取り組む
金属加工業の複数社で研修をするプログラムを提供している。対象となる企業らに趣旨説明と活動内容を例
示し、目的を共有した後、スケジュールを調整する。期間中、企業らは 1社につき 1日学生を受け入れ、
学生は 5日間で 5社の研修を実施する。これにより、1社あたりの受け入れにかかる負担軽減のみならず、
学生は複眼的な視点を得ることができる。こうしたコーディネート機能を備えることにより、学生や大学か
ら長期のインターンの希望があっても対応が可能となると同時に、産業に対し深く、広範な理解を促す特徴
あるインターンシッププログラムを燕市内で実施することが可能となった（表 1）。

地域と企業の持続的な成長を
目指す「つばめいと」

公益社団法人つばめいと 
事務局長／
新潟大学 工学部 
助教

若林　悦子
わかばやし　えつこ
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■地域に密着した研修を可能にする宿泊拠点の整備
インターンシップに参加する学生の企業へのアクセス

の改善を図るため、つばめいとは 2018 年に学生用の拠
点施設（写真 1）を建設した。
つばめいとを設立した経営者らは市内企業にインター
ンシップの必要性を訴え、賛同した約 100 社から寄付
金を受領し、拠点施設の新設・整備費用に充当した。市
内企業で数日間にわたるインターンシップに参加をする
際、学生らはこの施設に宿泊・滞在することができる。
コーディネーターはインターンシップの内容を管理する
だけでなく、日々受け入れ先企業から研修を終えて帰っ
てきた学生とコミュニケーションをはかり、体調の
チェックや滞在中の困りごとの相談なども受け付けてい
る。さらに企業からの送迎によって通勤の負担が軽減さ
れる。送迎や滞在費の交渉はコーディネーターが行い、
原則、インターンシップ先企業が負担する。
学生たちは拠点施設での生活を通じて、他の企業のイ
ンターンシップに参加している他大学・他専攻の学生と交流することもできる。多様な学生が、自分とは違
う視点で企業を見ていることを知り、互いに刺激を与えられるような他分野の交流にも寄与している。

■多様なテーマで実践されるインターンシップ
前述の取り組みの結果、全国の大学と連携したインターンシップやフィールドワークが年間を通じて多数

実施されることになり、100 社を超える市内企業が学生と触れ合うことになった。学生が所属する大学の
所在地も様々で、新潟県内の大学はもちろん、県外、さらには海外の大学からも学生が訪れている。県外・
海外の学生にとって宿泊施設の存在は大きい。
さらに、これまで市内の企業らが出会う機会のなかった分野の学生との交流も増えた。製造業になじみの
深い工学の分野を学ぶ学生も多いが、デザイン、コピーライティング、地域経済、総合政策など多様な分野
の学生が研修している。それだけでなく、グローバル人材の育成を目的としたフィールドワークも実施され

DAY.1
・＜講義＞「燕市の産業構造について」（つばめいと若林が講師）
・メーカー企業　1社を見学（金属加工業に依頼を出す立場の理解）
　→製造業の企業間取引の仕組みを理解

DAY.2 ・A社にてインターンシップ
　→金属の切削加工業における安全管理と品質管理を学ぶ

DAY.3
・B社にてインターンシップ
　→金属類の洗浄業における安全管理と品質管理を学ぶ
・＜講義＞ ISO9001 について（ISOコンサルタント）にも参加

DAY.4 ・C社にてインターンシップ
　→金属の表面処理加工業における安全管理と品質管理を学ぶ

DAY.5 ・D社にてインターンシップ
　→板金加工業における安全管理と品質管理を学ぶ

 表１ 　品質管理を学べるインターンシッププログラム例

写真１　学生用の拠点施設



22 2023.2　

ている。これらを実施する際、コーディネーターは、大学や学生の学習到達目標を事前に理解し、企業の中
では何を見せるのか、何をやらせるのかなどの研修中の活動について検討している。大学の専攻や期間、目
的によって、企業での活動も変わるが、それらに応じたテーラーメイドなインターンシップのプランづくり
が実践されている。

■明らかになった課題　雇用条件などが未整備で人材獲得に至らず
連携大学は年々増加し、毎年 300 人近い学生が燕市を訪れている。しかし、当初期待されていた人材獲

得にはいまだ結び付いていない。われわれは事業開始時、燕市の企業を見てもらう機会を増やし、多くの学
生に知ってもらうことができれば、人材を獲得できるものと考えていた。しかし、地域の中小企業の多くは
彼らを雇用する準備ができていなかった。大学生たちが学生時代に学内・学外通じて獲得してきた知識と好
奇心を無駄にしない仕事、首都圏と比較しても見劣りしない雇用条件など、彼らを採用する下地が地域内の
中小企業には整っていなかった。学生との交流が関係人口の増加に確実に寄与しているが、地域への人材の
定着を増やすには、さらに企業らが学生の視点を理解しなければならない。
一方で、これまでになかった学生との交流から、地域・企業らは新しい視点、気付き、時にはアイデアを
享受している。それらは今後若い人材を獲得する上で重要となる経営的な課題の要素を多く含んでいる。
コーディネート機能によって、大学・学生にとってのより良い学びの場が提供されるだけでなく、企業らの
成長を促す機会が創出されている。

■企業の歴史、沿革、実績に終始するだけでは未来を感じさせない
インターンシップ事業を通じて、若者への企業の見せ方についての一つの気付きを得た。それは学生らに

対して企業を魅力的に見せるには、企業の未来や目標、可能性を伝えなければならない、ということだ。当
たり前のように感じるかもしれないが、とかく企業説明では「企業の歴史」「沿革」「実績」に終始すること
が多い。しかし未来を感じさせるためには、歴史や実績をどのように今後の企業活動に生かし、どのように
社会に貢献しようともくろんでいるのかを伝えることが重要である。成長を目指した活動に取り組み続け、
それを若者に伝え、「その場所で成長したい」という意欲を湧かせることが人材獲得の機会を増やし、イン
ターンシップをより効果的にするものと考える。それを実現するために、つばめいとは新たに「株式会社つ
ばめいと」という組織で新たな事業を展開している。
その事業の一つ目は、地域内の若手従業員の学び直しの場を提供する「燕の社会人学舎TEC」（以下、
TEC）である。燕市内では経営者らの横のつながりは強く、公式・非公式問わず経営者同士の情報交換が常
に行われている。しかし従業員、特に若手従業員の企業を超えた横のつながりは希薄で、地域の製造業で働
く若者が地域内での自社の役割や他の企業との関係性を知る機会は少ない。地域内の従業員らが地域を支え
る 1プレイヤーであり、重要な存在であることを自覚できれば、地域への定着率、また企業で働くことへ
のモチベーションが促進されると考えられる。TECでは各企業の似た立場の従業員が集い、共に学び、交
流する機会を創出している。また、TECは就業時間中である午後３時 30分から開講しており、地域内で
働くことと学ぶことをより密接にし、企業が参加者自身の成長に投資しているメッセージが伝わることを期
待している。
二つ目はシェアオフィスの建設である。燕市内には多くの製造業があり、考案・設計されたものを作り出
す技術とノウハウは豊富に蓄積されている。しかし、デザイン性に優れた製品を産み出すスキルや、商品を
市場に送り出すためのスキルが地域内に十分あるとは言えない。これまで燕市内の企業らはそれらの業務を
別の地域、特に首都圏のデザイナーやコンサルタントにアウトソースしていた。地域が稼いだ資金を、域外
に支払うのではなく、地域内に循環させるためには、当該スキルを持った人材を地域内で育て、定着させな
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ければならない。それを促進させるため、「宮町シェアオフィス」を建設した。この施設はコワーキングス
ペースとしての機能があると同時に、燕市と取引のあるフリーランスにとって彼らの会社が登記できること
も重要な機能として働いている。
こういった取り組みを通じて、燕市はそこで働く人々が持続的に成長できる地域であること、また、多様
な人材が地域内で求められ育成されている地域であること、これらがインターンシップで学生らに伝わった
時に、燕市での未来を実感させ、若手の定着につながるものと期待している。

■公益事業単一では意味をなさない　株式会社つばめいとが事業活動を展開
公益社団法人つばめいとは、当初人材獲得を目指したインターンシップ促進のために開設された法人であ

り、「インターンシップ促進事業及び大学等との連携調整事業」を主な公益目的事業として認められ活動し
ている。しかし、インターンシップ事業を通して地域の人材を取り巻く課題は限られたものではなく、様々
な要素が複合的に重なっていることが明らかになった。地域内で若者を育てることや若者の働き方に合わせ
た組織づくりなど、「人への投資」に地域・企業らが取り組まなければ、公益事業を単一で行っていても意
味を成さない。そのため、インターンシップをより効果的にするために株式会社つばめいととの連携を開始
した。さらに今後は、自治体、地域の商工団体、金融機関、地元中学校や高校なども巻き込み、それぞれの
立場から「人への投資」に着手する事業活動を提案し展開していく。
様々な連携機関が、地域における課題をそれぞれの立場で認識して事業に取り組むことは、当該事業の効
果を増幅させる。次々に現れる新しい課題に対して、その都度その課題解決のパートナーにふさわしい組
織・機関を検討し、共に取り組んでいくことが今後の地域の成長にとっての重要な手段であることは言うま
でもない。



24 2023.2　

リポート

■はじめに
きぬがさ農園Kreis は、立命館大学の農業・園芸サークルだ。2020 年 3月に国際関係学部 1回生（当時）

3人によって創設され、2022 年 12月現在 42人の学生が所属している。本団体は、大学職員や地域住民と
協力して「①腐葉土づくり、②野菜の地産地消、③ SDGs の達成を目指す活動」を行っている。毎週金曜
日に定例活動を実施し、その参加者は延べ 2,774 人となった（2022 年 12 月現在）。私たちの活動は SDGs
の目標 1「貧困」、2「飢餓」、3「保健」、4「教育」、6「水・衛生」、11「持続可能な都市」、12「持続可能
な消費と生産」、13「気候変動」、15「陸上資源」、17「実施手段」などに貢献している。
創設のきっかけは、1人の学生の「大量の落ち葉を『ごみとして』捨てるなんてもったいない」という声
だった。その声が大学を動かし、仲間を集めた。環境に配慮した学生の考えに賛同した大学は、新たな地域
交流の場として農園を設立し、そこでキャンパスの落ち葉を腐葉土化して有効活用することを決定した。そ
して、農業や環境問題に関心を持つ学生 2人も加わり、共に腐葉土づくりと農園運営を軸に SDGs の達成
を目指す「きぬがさ農園Kreis」を創設した。本稿では、①腐葉土づくりと②野菜の地産地消に焦点を置き、
きぬがさ農園Kreis について紹介する。

■腐葉土づくりの地域の輪
きぬがさ農園では、学生・大学職員・地域住民が協力して衣笠キャンパス（京都市）の落ち葉から腐葉土

を作り、野菜を栽培する土として用いている。『明鏡国語辞典第三版』（2021 年）によると、腐葉土は「堆
積した落ち葉が腐ってできた土。養分が多く、空気の流通や排水が良い。園芸に用いる」と記されており、
野菜栽培に適した土だ。46,768L もの落ち葉を廃棄せずに有効活用する本活動は SDGs の目標 12、13 な
どの達成に貢献してきた。以下が、その作成手順である。

きぬがさ農園Kreis の腐葉土の作り方
① 落ち葉を集めて、簡易堆肥器タヒロンに入れる。
　 ※ケヤキ、クヌギ、コナラ、サクラなどの葉を使用

キャンパスの落ち葉を腐葉土に、
野菜を育て地域交流
―「きぬがさ農園」でつながる輪―

立命館大学 
国際関係学部／
きぬがさ農園 Kreis
初代副代表

曽野部　えみ
そのべ　えみ

立命館大学 
産業社会学部／
きぬがさ農園 Kreis
現代表

山根　巧也
やまね　こうや

「大量の落ち葉を『ごみとして』捨てるなんてもったいない」という 1 人の学生の声から、きぬがさ
農園 Kreis は始まった。私たちは、きぬがさ農園を地域交流の基盤にしつつ、学生・大学職員・地
域住民が三位一体となって腐葉土づくりや野菜の地産地消を実施し、SDGs の達成を目指している。
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② �タヒロン内の落ち葉を粉砕・
攪拌（かくはん）し、米ぬか
を投入し、水を与える。

③ �タヒロンを上下ひっくり返し
て置いておく。

④ �月に 3回程度、②、③の作業
を繰り返す（米ぬかの投入の
み、月に 1回程度）。
�ミミズ・微生物・糸状菌・放線菌の力を借りて、落ち葉の分解と発酵を促進させる。
分解・発酵が進むと、落ち葉は熱を発するようになり、細かく黒っぽくなっていく。

⑤ ①より半年から 1年を経て、腐葉土が完成する。

上記の手順で完成した腐葉土を畑に投入することで、植物がよく育つ団粒構造の土を作ることができる。
定例活動では、腐葉土・油かす・苦土石灰（くどせっかい）・完熟堆肥を畑に入れて、シャベルや鍬（くわ）、
耕運機を使用して土づくりを行う。この作業によって畑の土はふかふかになり、農業に最適な土へと作り直
すことができる。
現在、衣笠キャンパス（きぬがさ農園を含む）では、タヒロンを 99個設置している。2022 年度は腐葉
土を作るために、17,600L の落ち葉を使用した（図 1）。これは 45L のごみ袋 390 枚分の量である。また、
活動開始より累計 46,768L の落ち葉をごみとして廃棄せず、畑の土として有効活用している。
さらに、本活動を知った方々から、落ち葉の処分に困っているとの声をいただくことが増えたので、私たち
は現地に行って腐葉土づくりを教える活動や、近隣の寺院の落
ち葉を引き取る活動も行ってきた。このように落ち葉を廃棄せ
ず腐葉土を作るという地域の輪は広がってきている。
以上のように、きぬがさ農園Kreis は落ち葉を廃棄せずに腐
葉土を作ることで、廃棄コストやそれに伴う二酸化炭素の排出
を抑えつつ、農業に役立て自然に還している。これは SDGs 目
標 12、13、15、17の達成を目指す活動である。よって、きぬが
さ農園Kreisは落ち葉による循環型社会の構築に貢献している。

■野菜の地産地消の輪
きぬがさ農園Kreis は、きぬがさ農園（所有：立命館大学／畑の面積：約 150㎡）で無農薬野菜を栽培し、

収穫物を活動参加者・大学・地域で全て消費することで、地産地消を促進している。本活動は SDGs の目標
2、3、12などの目標達成に貢献している。
きぬがさ農園で野菜を栽培する目的は、腐葉土の有効活用と食料問題の解決である。本団体は「①食料生
産力の低下、②食料価格の高騰、③食品ロス」を日本の食料問題として捉えており、各問題に対して以下の
活動に尽力している。
まず、食料生産力の低下に対する取り組みとして、無農薬野菜の栽培が挙げられる。日本の農業従事者の
減少・高齢化、食料自給率の低下といった現状を踏まえ、本団体は日本の農業を活性化させるために、人々
の農業や食料生産への意識を高めることが重要であると考えている。そのため、これまで農業と接点がな
かった方々も巻き込んで農作業を行っている。実際に、多くの参加者が農業未経験だったが、本活動を機に
野菜の栽培・収穫に喜びを感じて食料生産に関心を持つようになり、参加者同士で情報交換をしながら自宅

図１　腐葉土づくりに使用した落ち葉の量
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で家庭菜園を始める者や、就職活動において農や食に関わる職業を志す学生も増えてきた。農園では経験の
有無・性別・国籍にかかわらず、保育園児から 80代の高齢者までの様々な背景を持つ方々が協力して、環
境や健康に配慮した無農薬野菜を育てている（表 1）。
その中で、本団体は「①野菜の栽培方法の調査・資料作成、②定例活動の内容決定・準備、③定例活動の
運営、④参加者への声掛け・気配り、⑤雨水を用いた毎日の水やり・観察」を担ってきた。「みんな」で協
力して活動を継続した結果、2022 年度 12月時点で参加者数は延べ 2,774 人（学生 1,588 人／教職員 201
人／地域住民 985 人）となり、2021 年度は合計 294.2kg もの野菜を収穫することができた。
次に、食料価格の高騰に対する取り組みとして、野菜の低価格による提供・無料配布が挙げられる。新型
コロナウイルス感染拡大による経済悪化や円安、物価高に陥っている現状を踏まえ、学生や職員が金銭的に
安全な野菜へアクセスしやすくなるように、本団体は収穫物の一部を低価格で大学の食堂や購買部に納品し
ている。食堂には 2年間で 11種類もの野菜を納品し、累計 3,964 食を販売させていただいた。いずれも 1
皿 88円以下で、食堂のスタッフに美味しく調理していただき、学生や職員から好評を得て完売することが
できた。さらに、収穫した野菜を農園の近隣住民へ無料配布し、喜びの言葉をいただいた。このように、多
くの方々が低価格または無料で、無農薬かつ新鮮な旬の野菜にアクセスすることに貢献している。
最後に、食品ロスに対する取り組みとして、根菜の葉や茎、間引き菜、大きく育ち過ぎた野菜の消費も
行っている。日本で多くの食品が廃棄されている現状を踏まえて、本団体は小カブの葉やサツマイモのつる
も大学の食堂に納品した。特に、サツマイモのつるは学生の提案・交渉の結果、初のメニュー化に成功した。
そして、「さつま芋のつるの甘辛煮」として販売し、わずか 3日で 252 食が完売した。さらに、活動参加者
の間でも本来捨てられてしまう野菜を分け合い、工夫して調理し、SNSで発信している。このように廃棄
野菜ゼロを実現し、食品ロスの削減と地産地消の促進に貢献している。
以上のように、きぬがさ農園Kreis は「①食料生産力の低下、②食料価格の高騰、③食品ロス」という日
本の食料問題の解決を目指して活動を行っている。これらは SDGs 目標 1、2、3、11、12、15、17 の達
成に貢献している。今後も食料問題の解決を目指して、学生・大学職員・地域住民で協力し、「美味しい地
産地消の輪」を広げ続けていく。

■おわりに
きぬがさ農園Kreis は学生の仲間に加えて、大学職員や地域住民、大学の食堂・購買部、立命館大学の他

団体等の多くの方々の協力のもと、「誰ひとり取り残さない」未来を目指して腐葉土を作り、野菜を栽培し
ている。本団体は初代から 2代目の役員たちに受け継がれ、現在 3代目の役員たちが受け継ごうと奮闘し
ている。後輩たちに支えられ、初代の「きぬがさ農園を地域交流の基盤とし、腐葉土づくりや農業を軸とし
て SDGs の達成を目指す！」という思いは引き継がれている。今後も、きぬがさ農園を「みんなの居場所」
として位置付け、人と食と自然の輪を大切に、持続可能な社会の実現に向けて活動を継続していきたい。

春夏野菜 秋冬野菜

2020年度 カボチャ、黒豆、オクラ、赤シソ サツマイモ、小カブ、ミズナ、ハクサイ、ミニニンジ
ン、ミニダイコン

2021年度 ホウレンソウ、ミニトマト、万願寺トウガラシ、赤シソ サツマイモ、九条ネギ、ミニダイコン、ホウレンソウ

2022年度
ホウレンソウ、ピーマン、キュウリ、ニンジン、エダ
マメ、ジャガイモ（キタアカリ・メークイン）、ナス（賀
茂ナス・千両二号）、赤シソ

サツマイモ、（金時・ヒメアヤカ）※収穫済み、ダイコ
ン（聖護院ダイコン・冬自慢）、ホウレンソウ、ミズナ、
レタス、ブロッコリー、イチゴ
※ 2023年 1月 6日現在栽培中

表１　きぬがさ農園 Kreis が栽培・収穫した野菜：20 種類（太字：京野菜）
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リポート

■大学の施設マネジメントが基点となる
文部科学省は、2015 年 3 月に大学経営者向けの報告書「大学経営に求められる施設戦略～施設マネジメ

ントが教育研究基盤を強化する～」を取りまとめ、施設マネジメントの基本的な考え方を示してきた。国立
大学法人や大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構などの施設にも、戦略的なマネジメ
ントの必要性を説いている。

2016 年 3 月の「第 4 次国立大学法人等施設整備 5 か年計画」では、「国立大学法人等は、財政状況が厳
しい中で、教育研究活動に要する財源を確保し、良好な教育研究環境を維持・確保するため、自らの責任に
おいて主体的に施設整備・管理を行うことができるよう、経営的な視点による戦略的な施設マネジメントを
より一層推進する」ことと指針を示した。

そして 2019 年度予算から運営費交付金の基幹経費で「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の仕組
みが導入され、この「施設マネジメント」も配分指標の一つに位置付けられた。この年にまとめられた「戦
略的な施設マネジメント実践事例集 2019」の中で、施設マネジメントを「施設の有効活用」、「適切な維持
管理」、「サスティナブル・キャンパスの形成」と三つに分類し、大学が取り組んできた事例を複数紹介して
いる。この辺りから国立大学などでもネーミングライツが導入され始めた。

例えば「施設の有効活用」では、大学施設を学外へ貸し付けたりスペース管理システムを用い施設マネジ
ントを推進するなどだ。ネーミングライツもこのカテゴリー内に分類される。このほか、「適切な維持管理」
では、ごみを圧縮してその排出量を削減し処理費用を節約、学生と教職員によるキャンパスの一斉清掃を実
施し清掃費用を削減する「サスティナブル・キャンパスの形成」では、省資源、低炭素化を推進する。

■エスカレーターにも企業名
大学が実施するネーミングライツは、附属図書館やラウンジ、食堂などが一般的だが、中にはエレベー

ターや講義室（教室）にも協賛を募り企業名や商品名が付けられていることもある。徐々に浸透してきたよ
うにも思えるが、2022 年に初めて導入した大学もあれば、未導入の大学もある。どうせやるなら奇策やパ
ブリシティー効果がある方が広告的価値は増大する。

2018 年 3 月、契約金で図書館の維持管理費を捻出するのを目的に九州大学が中央図書館に設定したネー
ミングライツは年額１億円だったが、当時は強気な価格設定に驚いたものだ。

最近では福島大学が、学内のサービス向上に役立てるために、ネーミングライツ制度を初めて導入した。
販売するのは、福島市金谷川のキャンパス内にある附属図書館や館内の学習スペースなど八つの施設や設備
だ。年間の料金は、附属図書館が 200 万円、館内の学習スペースが 100 万円で契約期間は最長 5 年。

一方、企業視点で見るとソフトウェア開発の Sky 株式会社（東京都港区）が、矢継ぎ早に大学とネーミン
グライツや協賛を発表している。2022 年だけでも大阪大学、神戸大学（工学部食堂の名称を「Sky Dining」、
ラーニングコモンズが「Sky Commons」）、東京工業大学（レクチャーシアターに、「Sky Lecture Theatre」
のネーミングプレート設置。企業紹介ボードや壁面に照射される夜間投影型サインを掲示）、大阪教育大学

ネーミングライツで広がる
産学連携の様々なカタチ
大学の施設内でネーミングライツが少しずつだが広がっている。図書館やラウンジ、食堂などに
冠を付けることが一般的だが、広く見渡せば参考になる事例は学外にある。
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のエスカレーターを「Sky Escalator（スカイ エスカレーター）」にする例やお茶の水女子大学、東京大学
のラウンジは協賛「Sky Lounge」に。

大学の事例ではないが、小田急電鉄が 2022 年 3 月から「東海大学前 1 号踏切」（神奈川県秦野市）にネー
ミングライツを導入する実証実験を行った。秦野市が、YouTube チャンネルで市の最新情報や観光スポッ
トなどを紹介するチャンネル名を冠した「はだのモーピク踏切」の愛称を付け、QR コード付きの看板を設
置したのだ。踏切の名前など普段は意識しないものだが、開かずの踏切は急ぎたい現代人にはストレスの対
象でしかない。したがって電車が通過する待ち時間は、人や車が立ち止まるため QR コードからアクセスし
てみようとする人もいるだろう。誰も思い付かない発想の転換やアイデアは思わぬ PR 効果を期待できる。

このほか大学がスポンサーになる事例もある。横浜ドリームランド跡地に建設された俣野公園野球場は横
浜市が所有する。2009 年からは俣野公園・横浜薬大スタジアムの呼称で主にアマチュア野球場として使用さ
れている。球場も大学も戸塚区にあり、地域密着型の連携で、横浜薬科大学が施設命名権を取得した事例だ。

■スポーツはカネになる
一般的にネーミングライツは、スポーツ施設など公共施設が知られている。
東京スタジアム（東京都調布市）は、2003 年 3 月からネーミングライツを導入し、現在はメインスタジ

アムを「AJINOMOTO STADIUM」（味の素スタジアム）、セカンドフィールドを「アミノバイタルフィー
ルド」と改称し、日本の公共施設ではネーミングライツ導入の草分けだ。2008 年 3 月～ 2014 年 2 月まで
は 6 年契約だったが、ほぼ 5 年ごとの契約を更新し定着した感がある。

広告はどれだけ人の目に触れるか、販促に直結するかで価格が決まる。同スタジアムは、J リーグやラグ
ビーワールドカップ 2019、2020 年東京オリンピックのほか、コンサートなどスポーツ以外でも利用され
集客力の高さや、ビッグイベントのたびにメディアで会場名が露出されることもあり広告的価値が非常に高
い。文化的イベントなどと比べてもスポーツ施設が人気な理由は、「スポーツはカネになる」からだ。

その事例をざっと振り返ってみよう。宮城球場はフルキャスト、スタジアム宮城、日本製紙クリネックス
スタジアム宮城、楽天 Kobo、スタジアム宮城、Kobo パーク宮城、楽天生命パーク宮城、楽天モバイル
パーク宮城へ施設名が変わってきた。

西武ドームは、インボイス、SEIBU ドーム、グッドウィルドーム、西武ドーム、西武プリンスドーム、
メットライフドーム、ベルーナドームへと変わった。

千葉マリンスタジアムは、QVC マリンフィールド、ZOZO マリンスタジアム。
大阪ドームは、京セラドーム大阪。ナゴヤドームは、2021 年からバンテリンドームナゴヤへ。
神戸総合運動公園野球場は、Yahoo! BB スタジアム、スカイマークスタジアム、ほっともっとフィール

ド神戸。
福岡ドームは、福岡 Yahoo! JAPAN ドーム、福岡ヤフオク ! ドーム、福岡 PayPay ドームへと変遷して

きた。
地味というと叱られそうだが、従来の施設名からするとネーミングライツの実施で華やかさを演出した気

になる。一方で、札幌ドーム（2022 年度まで）、東京ドーム、横浜スタジアム、阪神甲子園球場は、変わら
ず独自の「施設ブランド」を維持している。

鳴門・大塚スポーツパークは、元は徳島県鳴門総合運動公園だったが 2017 年に大塚製薬株式会社が命名
権を取得した。パークには陸上競技場や体育館など個別に施設があり、ネーミングライツ導入を機に、陸上
競技場はポカリスエットスタジアム、野球場はオロナミン C 球場、体育館はアミノバリューホール、武道
館はソイジョイ武道館と大塚製薬の商品名が付けられ「丸抱え」の珍しい事例で、これを機に一気に知名度
を上げた運動公園ではないだろうか。
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札幌市カーリング場は、2012 年から株式会社北海道銀行が命名権を取得し、どうぎんカーリングスタジ
アムとなった。2018 年平昌オリンピックでは、カーリング女子日本代表の LS 北見が日本勢初となる銅メ
ダルを獲得。2022 年北京オリンピックでは銀メダルと 2 大会連続のメダル獲得を果たしたことは記憶に新
しい。これは五輪で日本代表チームが活躍したことでカーリング人気に拍車をかけ、その結果ネーミングラ
イツ効果も急上昇となった。

■施設名が頻繁に変わる混乱
通常広告業界は、媒体（メディア）と広告主の間に広告会社が介在することが多い。媒体側は、広告料を

得て広告主にその広告に対するメリットを提供するウインウインの関係で契約が成立する。しかしこれら公
共機関が行うネーミングライツは公募が原則で価格も公表される。この場合「媒体＝公共機関（自治体や大
学）」と「広告主＝企業」が相互の契約によることが多い。自治体や大学は公共機関であることと大学は教
育機関であることが加わり、単純に広告業界で捉えるところの「媒体・広告会社・広告主」の関係性や商習
慣で進めにくい意識の違いが見られる。企業側は CSR や寄付に近い意識で捉えた方が良いように感じる。

一方で契約した企業（広告主）の不祥事や広告主の広告効果に対する意向が強過ぎるとトラブルに発展す
る。施設名が頻繁に変わると混乱し施設のイメージにも影響することもある。このほか施設名に冠が付くこ
とで、広告主による「1 業種 1 社」、つまり同業他社の広告活動や異業種のイベントが敬遠されることにも
なりかねないなどデメリットもあり得るわけで、この点は通常の広告契約と同様のリスクは生じる。このよ
うな場合、広告主が両者の間に入り調整してくれることもあるのだが、直接契約でこうした問題に直面する
可能性も踏まえて、契約は詳細に取り決め双方納得が行くように取り交わす必要がある。

■おさらい
1980 年代は、欧米諸国は大学が保有する特許などの知的財産権を保護し、活用する政策を推進し、自国

の科学技術を囲い込んできた。そのため既存技術でモノを作ろうにも特許の壁に突き当たり、囲い込まれた
特許を避けるか、もしくは膨大な実施料を支払った上で特許を使用するか混乱が生じた時代だ。そして特許
は、保有する国に莫大な利益をもたらすことが分かった。日本でも、大学などの技術革新の源泉として注目
され始めた。主に個人の起業と連携に依存してきた日本の大学は、知財への理解が乏しく、有効活用されな
かった産学官連携活動では、個人から組織へ、非契約から契約へと転換し、知財中心へと進展する。産学官
連携施策は、1983 年共同研究制度の発足や、1987 年の共同研究センターの整備など順次制度や体制が整
備され、「科学技術基本法」（1995 年）は、公的資金が大学などの研究に投入されるようになった。
「科学技術基本計画」（1996 年）は、近年の産学官連携が拡大した契機といえる。「大学等技術移転促進法」

（TLO 法）（1998 年）の制定は、大学の技術や研究成果を民間企業へ移転する技術移転機関の活動を国が
支援し技術移転システムが構築されていく。当時の学術審議会が答申した「科学技術創造立国を目指す我が
国の学術研究の総合的推進について」（1999 年）においては、学術研究の目指すべき第三の方向として、
産学連携の推進を中心とする「社会への貢献」が明確化されたことは従来の教育、研究に加えて社会貢献が
組み込まれた決定的瞬間である。そして、日本版バイ・ドール法（産業活力再生特別措置法第 30 条、
1999 年）の制定は、欧米より 20 年も遅れていた特許政策が法律によって明文化されることとなった。バ
イドール法とは、米国で 1980 年に制定された法律で、連邦政府の資金で研究開発された発明でも、その成
果に対して大学や研究者が特許権を取得することを認めた法律である。

2000 年代に入り、大学発ベンチャー支援のための助成制度や大学へのコーディネーター配置、2003 年
ごろから、大学に「知的財産本部」が整備され。国立大学の共同研究件数や発明届出数が増加、承認 TLO
は 32 機関と増え TLO を通じた実施許諾件数も大幅に増加した。2004 年の国立大学の法人化は、研究成
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果の社会還元が大学の使命の一つとして明記され、知財によって産学連携を活性化させ、世界的な知財競争
を勝ち抜くための本格的な「新章」に突入した。大まかだが日本における近年の産学官連携は、このような
政策によって形作られてきた。

このように共同研究・研究開発・事業化、TLO・コーディネーション、ベンチャー・起業、知財…近年
のわが国の産学連携は、科学技術を中心とした政策によって深化してきた。さらに人材育成・ダイバーシティ、
国際展開、SDGs などの横展開へ裾野を広げる構図だ。加えて 2022 年度から 5 年間にわたる科学技術政策
の枠組みを定めた第６期科学技術・イノベーション基本計画では、人文社会科学も新たに対象に含まれるよ
うになり、これまで関わりの薄かった研究者も産学連携を意識する必要に迫られている。そして有償・無償
にかかわらず広義に解釈され様々な「カタチ」へと広がっている。

大学などが実施する施設命名権（ネーミングライツ）は、政策上の産学連携施策とは異なり、大学の当該
部門や担当者も産学連携や社会連携の認識はないかもしれないが、これらも広義の産学連携と解釈できる。
質の高い教育の維持や研究費補完を目的に、大学も収益を得る必要がある。潤沢な運営費交付金、補助金な
どが十分に得られなくなった近年、安定的財源確保が迫られているからだ。

ネーミングライツは、大学にとってハードルの低い既存施設の有効活用として期待できる。単純に施設に
命名権といったどこを切っても断面に金太郎の顔が現れる金太郎飴のようで企画性やアイデアを取り入れる
ことでさらに安定財源が確保できそうだ。ネーミングライツは広告である。今ある施設に魅力ある企画性を
持たせ企画書を作成し「取りに行く」姿勢があってもいいのでは。もちろん、大学であること、教育・研究
機関、公的機関であることから大きく逸脱しないことが前提だが、先に記載したような普段スルーしてしま
う場所（こと）を見直し、大学だけでなく、他の事例も参考に双方ウインウインの効果を引き出せる取り組
みは活性化する要因となる。産学連携政策が本格的にスタートしておよそ 30 年、従来の産学官連携に収ま
らなくなったことに大きな意味があるのだから。

（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）



312023.2　

■背景
防災科学技術は、研究成果を社会へ還元することが強く求められる分野であり、この分野において成果を

上げるためには、社会そのものをよく知り、社会を構成する様々な人々が真に求める研究成果を提供する必
要がある。そのため、防災科研は産学官民と共創しながら、社会のニーズを的確に捉えて社会変革をもたら
す研究開発を進めている。
また、第6期科学技術・イノベーション基本計画において、人間や社会の総合的理解と課題解決には人文・
社会科学の「知」と自然科学の「知」を融合した「総合知」が重要であることが示された。防災分野におい
ても同様で、災害リスクの低減に役立つ科学技術を生み出すためには、災害の持つ自然現象の面と社会現象
の面の双方に対応する必要があり、「総合知」の創出・活用が重要な役割を果たす。

■「災害レジリエンス向上のための社会的期待発見研究」について
こうした背景を踏まえ、災害に対する社会のレジリエンスを向上させる科学技術を創出し有効的に活用す

るため、防災科研は、社会が真に必要とする「社会的期待」を見いだす公募型共同研究事業「災害レジリエ
ンス向上のための社会的期待発見研究」を 2021 度から開始した（図 1）。
「社会的期待」とは、個人や各企業・団体が求めるニーズの背景にある社会の潜在的なニーズを指す。社
会を構成する人々の真に求めることが明らかになれば、それは災害リスクの低減に役立つ優れた科学技術を
創出し、有効的に活用するための研究指針
になる。
本事業では、審査を通過した共同研究
チームに対して最大 250万円を支援し、各
研究チームは科学的プロセスに基づいて 1
年未満の期間で社会的期待の発見に挑戦す
る。なお、共同研究チームを組むにあたっ
ては、
・�災害を「自然現象」として捉える研究
者と、災害を「社会現象」として捉え
る研究者が参画すること

「総合知」で社会の
潜在的な期待を発見する

防災科学技術研究所（防災科研）は、災害に対する社会のレジリエンスを向上させるため、社会
的期待、すなわち、個人や企業・団体の持つニーズの背景にある社会の潜在的なニーズを見いだ
す公募型共同研究事業を 2021 年度から開始した。ここでは、事業の内容やこれまでの成果につ
いて紹介する。

シリーズ 防災と減災と被災後

国立研究開発法人
防災科学技術研究所 
イノベーション共創本部 
共創推進室 
専門職

石原　瑛暉
いしはら　えいき

 図１ 　事業の概念図
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・防災科研の研究者だけではなく、大学や研究機関、高等専門学校、民間企業などの研究者も参画すること
を要件とし、産学官民のステークホルダーとともに分野・組織を超えて広く協働しながら研究することを

求めている。そのため、必要に応じて本事業の事務局がマッチングを支援している。
また、災害レジリエンスの向上に資する社会的期待発見への挑戦と新たな共創・協働を後押しするため、
申請書類や審査手続きを簡素化・効率化することで、研究者が「気軽に」応募できるようにしている。

■これまでの成果
事業を開始して以降、これまでに 19件の研究課題を採択した。具体的には、2021 年度に 10件（研究終

了）、2022 年度に 9件（研究中）採択し、2022 年度については 2021 年度からの継続・発展課題も含まれ
る。各研究チームは、ニーズ調査などを通じて新たな気付きを得るだけでなく、中には今回の成果を足掛か
りに次の研究へステップアップするところもあった。
これまでの具体的な成果として、2021 年度の研究課題の中から二つ紹介する。
①露地野菜の需給バランスの安定化に向けて
研究課題名：露地野菜における気象災害の被害予測情報を用いた需給調整の効果検証＊＊1

代表者：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）野菜花き研究部門　菅原幸治
この研究課題では、露地野菜の需給バランスの安定化に向けて、需給調整に気象災害の被害予測情報を用
いることの効果を検証した（図 2）。

キャベツやレタスなどの露地
野菜は天候の影響を受けやす
く、需要量と供給量のバランス
が崩れやすい問題がある。その
ため、共同研究者である農研機
構は、露地野菜の生産者とバイ
ヤーが事前に需給調整して安定
化を図れるよう、気象データを

用いた「精密出荷予測システム」を開発してきたが、突発的な気象災害による被害の推定や予測にはこれま
で対応していなかった。
そこで、防災科研が開発する人工衛星などの観測データに基づく「被災状況解析・共有システム」と連携
することで、露地野菜生産における気象災害（特に浸水害）による圃場（ほじょう）別の減収被害を評価・
予測する方法を考案した。具体的には、防災科研の「被災状況解析・共有システム」から取得される浸水被
害発生地域のデータと、全国の圃場筆ポリゴン（田と畑の区分あり）のデータを重ね合わせて表示すること
で畑の被害面積を推定し、各種情報から露地野菜の減収量と被害額を導出した。
その後、研究チームは「出荷時期の約 1カ月前に露地野菜の被害状況が分かれば、事前に出荷量の需給調
整を行うことができるのはないか」という仮説の下、全国各地の露地野菜生産者や農業協同組合（JA）職員、
青果市場関係者に対してヒアリングし、被害リスク低減の経済効果を検証した。
ヒアリング調査から、被災した産地の減収量の予測情報が出荷予定の約１カ月前までに得られれば、バイ
ヤーはそのリードタイムを使って需要量の大半を別産地から調達して売上損失を大幅に低減できる可能性が
あり、また、少なくとも２週間前までに予測情報を入手できれば、需要量の半量程度まで調達できる可能性
があることが分かった。
今回明らかになった結果を基に、現在、気象災害の被害予測情報を取り入れた実用的な出荷予測システム
の開発を進めている。

 図２ 　研究概要
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②消費者が災害リスクを踏まえて適正に住宅地を選択できるように
研究課題名：住宅地選択行動を適正化させる災害ハザードマップ活用に関する社会的期待発見研究＊＊2

代表者：阿南工業高等専門学校�創造技術工学科　多田�豊
この研究課題では、消費者が災害リスク情報を総合的に判断した上で適正に住宅地を選択し購入できるた
めのハザードマップの基本的な考え方について整理した（図 3）。
住宅地の売買契約にあたって、宅地
建物取引業者はハザードマップを用い
て水害リスクを事前に説明することが
義務付けられている。しかし、現在の
ハザードマップは災害時の利用（避難
行動）を前提に、浸水深が想定最大規
模で表記されているため、消費者や宅
地建物取引業者はハザードマップから
読み取れる災害リスク情報を住宅地の選択にそのまま活用することが十分にできていないと考えられる。
そこで研究チームは、河川洪水や南海トラフ巨大地震など災害リスクの高い沿岸部に人口の大部分が居住
する徳島県の消費者や宅地建物取引業者を対象に、
・宅地建物取引業者がハザードマップを用いた説明の実情
・�住宅地の周辺図とハザードマップから住宅地選択において重要な視点である安全性と利便性に対する宅
地建物取引業者と消費者による評価
・�住宅地選択において重要な視点である安全性と利便性、費用に対する消費者の評価
について、アンケートやヒアリング、共分散構造モデル分析を用いて実態を調査したところ
・�宅地建物取引業者によって、浸水深が同じでも住宅地の安全性評価が一定でないこと
・�消費者は、ハザードマップの浸水深だけでは正確に安全性を評価することができず、被災時の正しい避
難経路を設定できないこと
・�消費者は安全性を浸水深ではなく、住宅地の費用（安全性が高い＝費用が高い）などから評価している
こと
が明らかになり、住宅地選択においてハザードマップを活用するための基本的な考え方を整理することが
できた。現在、調査によって明らかになったニーズを踏まえ、住宅地選択に有効活用できるアプリケーショ
ンの試作を進めている。

■さいごに
防災科研は、防災科学技術研究に関するイノベーションの中核的機関として、災害レジリエンスの向上に

必要な研究開発の「種」を生み育てていくために、2023 年度以降も本事業を実施する。より多くの関係者
に本事業について知ってもらうとともに、異分野・組織間の連携を後押しし、より活用しやすい事業になる
よう制度のさらなる改善が今後の課題として挙げられる。「自分の研究がどんなニーズを秘めているのか明
らかにしたい」「こんなアイデアがあるから、まずはニーズ把握から小さく始めてみたい」という思いを持っ
た人々を、引き続き支援していく。

＊＊ 1　防災科研 機関リポジトリ、http://doi.org/10.24732/NIED.00003896

＊＊ 2　防災科研 機関リポジトリ、http://doi.org/10.24732/NIED.00003900
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JST では産学官連携ジャーナル発行終了後も、2024 年 3 月までは産学官連携ジャーナルウェブサイトにて、
2024 年 4 月以降は JST の提供する電子ジャーナルプラットフォーム「科学技術情報発信・流通総合システム
（J-STAGE）」にて公開することで、掲載記事への継続な閲覧を可能とする予定です。
つきましては、下記の要領で公開を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお取り計らいくださいます

よう、お願い申し上げます。

記

1．J-STAGEにおける公開対象記事
（1）�2005 年 1月号から 2023 年 3月号までの「産学官連携ジャーナル」（電子ジャーナル、冊子）に掲載され

ている全ての記事を一括公開とします。
（2）希望する場合は、記事ごとに非公開とすることができます。

2．一括公開時期
2024 年 3月 31日

3．非公開に関するお申し込みについて
（1）非公開を希望する場合は、産学官連携ジャーナルウェブサイトから申し込むことができます。
（2）申込期限を 2024 年 2月 29日とします。期限までにお申し込み下さい。

4．J-STAGEでの公開について
（1）�J-STAGE公開後の記事については、J-STAGEの定める「科学技術情報発信・流通総合システム利用規約」

（以下「本利用規約」といいます）に基づき、運用されます。これにより記事タイトルや執筆者氏名、記
事本文のデータが J-STAGE が連携する国内外の検索サイトやデータベースサービス等に提供され、
Google や図書館システム等での検索、および、検索結果からのリンクにて J-STAGE経由での閲覧が可
能になります。なお、J-STAGEでの公開により、本利用規約の内容に同意いただいたものとみなします。
非公開をご希望の場合は、3．よりお申し込み下さい。

（2）�パネルセッションの記事や連載、その他共同執筆等、複数の著作者が含まれる場合は、全ての著作者の同
意が必要です。当該記事企画者に諾否の取りまとめをお願いいたします。

（3）�利用者は、J-STAGE の定める「科学技術情報発信・流通総合システム閲覧規約」（以下、「本閲覧規約」
といいます）に従い、本閲覧規約に定める範囲内において利用します。J-STAGE公開後の記事利用につ
いては、私的使用または引用など著作権法上認められた範囲における利用のみ可能としており、転載、複
製、公衆送信、翻訳、商用利用、二次情報の作成（データベース化など）などを行う際には、著作権者の
利用許諾を得る必要があります。産学官連携ジャーナルにおけるお取り扱いと何ら変更はありません。

参考
　科学技術情報発信・流通総合システム利用規約
　https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/TermsAndPolicies/ForPublishers/-char/ja
　科学技術情報発信・流通総合システム閲覧規約
　https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/TermsAndPolicies/ForIndividuals/-char/ja

以上

非公開申し込みについて
非公開の申し込みを希望する方は、産学官連携ジャーナルウェブサイトにございます非公開申込書（word 文書：
20KB）に、お名前、ご連絡先、対象記事情報等必要事項をご記入の上、産学官連携ジャーナル担当まで電子メー
ルにてご提出ください。

発行終了ならびに公開許諾についてのお問い合わせ：産学官連携ジャーナル担当�journal@jst.go.jp

「産学官連携ジャーナル」アーカイブ公開に際しての J-STAGE公開許諾について
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人脈は引き継げるのか

産学官連携の現場において担当者が変わると関係性が
希薄になることがある。人は人につながっているのであ
る。事業の継続性を考えるとき人脈の移行が課題となる
が、引き継ぎの挨拶をしただけでは人脈の移行はできな
い。

ではどうすればいいのだろうか。単なる挨拶ではなく
「出会いの場」が必要である。そして、そこには人と人
を「つないでくれる人」、つまりはコーディネーターの
存在が必要となる。次に「つなぐ」とは何だろうか。「つ
なぐ」行為は、誰と誰をつなぐと良いのかを考える「マッ
チング」であり、マッチングする人のことを「事前にど
んな人なのかをしっかりと伝えておく」ことである。ま
た、連携とは「同じ目的を持つ者が互いに連絡をとり、

協力し合って物事を行うこと」（広辞苑）とある。
ではつないでくれた人がいなくても連携が生まれる関

係性はどうしたらできるのか。それは「つなぎきる」こ
とだ。「つなぎきる」とは何だろうか。それは、双方が会っ
ている「時間」×「回数」を意識して「何度も繰り返し
つなぐ」ことで、次の担当者に魅力を感じ、つながりた
いと思ってもらえる状態まで持っていくことだ。

連携は常に人と人との信頼関係の上に成り立ってい
る。自らが「信頼される人」となり「信頼のバトン」を
しっかりとつないでいきたいものである。

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

視点：Point of view

未来を紡ぐ日本の科学技術と産学官連携へ

国が産学官連携を政策的に推進するようになって、研
究開発成果に基づく新製品や新事業の創出が大企業のみ
ならず中小企業からも増え、大学の知的財産や安全保障
貿易管理への意識も高まった。しかし、いまの日本は次
代のノーベル賞が遠のくといわれる研究環境にあり、こ
れまでの研究成果とオープンイノベーションによっても
たらされた恩恵の流れが現在の日本を支えているといっ
てもいい。もう一つ、私がこの世界に入ったころ、ムー
ンライト計画やニューサンシャイン計画といった過去の
政策への批判を耳にしたが、その成果と名残からの研究・
技術が、現在の日本のゼロエミッション実現への道を支
えていることを、私たちは認識する必要があるように思

う。いま、日本の知や技術の多くが海外流出や継続・継
承の問題により失われようとしており、知の源泉の枯渇
への歩みを止められていない。しかし、人類が宇宙で暮
らせる未来には緑と水の豊かな惑星の平和と科学技術が
大切であり、日本はそれを支えることのできる数少ない
国であるし様々な連携・協力が多くを生み出してもいる。

未来を左右するこれからの研究開発や産学官連携の進
化を切望するとともに、その支援について、これらのこ
とも踏まえた政策と取り組みとなることを期待したい。

株式会社東京電機 新規事業支援担当／ JST 産学連携アドバイザー
友田 和美
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