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●産学官連携ジャーナル

晝馬

明

（ひるま・あきら）
浜松ホトニクス株式会社
代表取締役社長

◆光技術の重要性

光技術には、科学技術の根底にある問題を解明する可能性が秘められていま

す。21 世紀は光子の時代と言われ、電子が 20 世紀の人類社会に役に立った
ように、光技術を使えば、地球環境、食糧、健康、戦争など人類が抱える多く
の問題を解決する可能性があります。
光子については、分からないことがたくさんあります。光の本質は、波と粒子
の 2 つの性質を同時に持っているとされていますが、光と物質の相互作用や光
同士の相互作用についてはまったく分かっていないのが現状です。当社は、
光の専業メーカーとして、光の粒を数えるフォトンカウンティング技術や光を
ピコ秒という 1 兆分の 1 秒以下で観測する極限計測技術を開発して、幅広い分
野で新しい知見探求の一翼を担っています。しかしながら、それらの計測技術
をもってしても、宇宙の起源や人間の脳などはほとんど未解明で、これらを知る
には新しい光技術が必要です。
光の未知未踏領域を切り開けば、いま想像できることだけでもさまざまな分野
での応用が考えられます。例えば、人体に無害な赤外光を超微弱で超高速に計測
できる技術を開発して人体を常時測定すれば、病気になる前の予防が可能にな
り、生涯健康な状態を保てるようになると考えられます。光の干渉、非線形光学
により情報処理技術が開発されれば、多数の要因と多数の結果との間の関連が見
えて、人間の脳と同等のコンピューターが実現するでしょう。ボーズ粒子の
性質を利用して光を微小空間に高密度に集積する超高強度レーザーが開発さ
れれば、物質改変、核融合などが実現し、日本にある資源で国の基盤となるエ
ネルギーをはじめ各種工業、医療など幅広い分野での応用が期待されます。
このように、光は無限の可能性を持っていると言っても過言ではありませ
ん。新しい光の応用によって、いままで考えられなかった新しい産業を生み出す
ことが可能です。当社は、光技術の専門メーカーとして、これらの新しい産業の
創成に向けた研究に自ら取り組んでいます。また、その一環として、光技術を
使って新しい産業創成を目指す、これまでにない概念の大学を当社が中心になっ
て 2005 年に開学しました。ビジネスプランをもとに学生は自ら実際に会社を起
業し実践しています。
光はあらゆる分野で応用が期待されていて、光技術が本領を発揮するのはこれ
からです。欧米の発明による既存産業の応用だけでは、もはや中国などの新興大
国群に 勝 て ま せ ん 。 わ が 国 は 、 世 界 に 先 駆 け て 光 の 重 要 性 を 認 識 し 、 光
技 術 を 使って、この日本から世界に発信する新しい産業を創成することが生き
残る道と考えます。
http://sangakukan.jp/journal/
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各国の技術標準化戦略と日本への示唆

技術を標準化することが個々の企業だけでなく、国の産業競争力を左右すると認識さ
れるようになった。しかし、企業が発明を行った場合、それを特許出願したほうが得
策なのかどうかという問題があり、また技術を標準化する場合、何を対象にするのか
という問題もある。本稿では、技術標準化が市場に与える影響と、各国の標準化戦
略を比較し、日本が今後とるべき方向について考える。

◆はじめに

近年、国の産業競争力を高めるために、技術標準化への取り組みが重要

であることが各国において認識されてきた。新たな産業は新たな技術（あ
るいは発明）の出現とともに発展するものであり、この技術が標準化され

平松

幸男

（ひらまつ・ゆきお）
大阪工業大学大学院
知的財産研究科 教授

るということは、当該技術（技術が組み込まれた製品やサービス）の市場が
広がること、すなわち、その製品やサービスを利用するユーザー（消費者
および当該技術を利用する企業）が大幅に増えることを意味するわけであ
るので、当然に収益も大きくなることになる。しかし、このことは必ずし
も世の企業に理解されているとは言えない。ある企業は技術の標準化を考
えるより前に、技術の独自性、先進性を追い求め、その新規性や優良性な
ど に よ り 市 場 を 獲 得 し よ う と す る。こ の よ う な ア プ ロ ー チ も 一 定 の
ユーザーを獲得するが、市場をさらに広げようとすると、技術標準化され
た競合製品が現れる可能性があり、そのような場合には市場が頭打ちに
なってしまう恐れもある。
本稿では、技術標準化に焦点をあて、これが市場に及ぼす影響を考察す
る。その上で、欧州、米国、韓国、中国、日本の最近の技術標準化戦略を
比較・分析する。最後に、これらの分析を基に日本の産業競争力の回復と
向上に向けて、あるべき技術標準化戦略を考える。

◆技術標準化が市場にもたらす影響
まず、技術標準化が市場にもたらす影響について、幾つかの事例を基に
考えてみる。この影響は一般に産業分野により異なると想定される。単純
に考えれば、通信や IT 分野などの場合は、必ず相互動作する製品があるた
め、技術標準化のニーズは高いが、これに対して鉄道や車、あるいは化学
物質の場合は各国においてそれぞれ標準が定められていれば国を超えて直
接相互動作することは少ない。ただし、これらの場合においても外国への
輸出（売り込み）を考えると各国間で技術標準化をなるべく統一しておいた
方が好都合と分かるであろう。また、薬品などの化学物質の場合は、安全
基準は各国で定められるが、全世界の人間に対する安全が対象であるため、
ある国において安全と分かればほかの国でも安全な可能性が高いと想定さ
http://sangakukan.jp/journal/
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れ、国をまたがった安全基準のような標準があれば製品の流通が容易にな
る。特に、世界貿易機関（WTO）においては、①貿易の対象となる製品の規
格は国際標準を基本とすること ②各国標準に基づく製品の相互認証にかか
わる規定がある――ため、国際標準の獲得はとりわけ重要になる。このよ
うに、技術標準化は明らかに製品やサービスがグローバル市場に出ていく
ための重要な要素であることが分かる。
しかし、新技術の場合には何を標準化対象とするべきかという点が必ず
しも明らかではない場合がある。一般に、研究開発活動の成果として発明
が生じた場合、企業としてはまずその発明を特許出願するかどうかという
判断を行うであろう。もし、その発明を特許出願すると決めた場合、次に
大切なのがその技術を標準化するかどうかであるが、この第 2 の判断につ
いては特に日本企業においてはあまり認知されていないように思えるし、
また、その決断は必ずしも容易ではない。これらの２つの判断をどのよう
にするかが企業の戦略となり、戦略である以上、必ず成功する保証はない。
ただし、知的財産だけではなく、標準化の戦略を持つことが、これらの一
方またはいずれも持たない企業よりは明らかに事業での成功確率が高くな
る。さらに言えば、これらの判断は研究開発をしている段階において既に
検討し、結論を出しているべきである。というのはその戦略により、開発
する製品やサービスの仕様にも影響を与えることが想定されるからである。
そして、これらの決断を適切に下した場合には、標準化によりその発明技
術にかかわる製品の市場が広がり、特許によりその市場におけるその製品
のシェアが広がることになる（図１）。

図1

企業における技術の権利化と標準化に関する戦略

◆各国の標準化戦略
1．欧州
欧州では EU の枠組みにより 1984 年にフレームワークプログラムが開
始され、基礎的な研究開発から実用化、標準化まで一貫して取り組む体制
を確立した。2007 年より第 7 次フレームワークプログラムが 7 年間の計
画で開始され、第 6 次に比べると予算規模が 41% と大幅に増えている。
http://sangakukan.jp/journal/

５

産学官連携ジャーナル Vol.6 No.8 2010

これまで第 2 世代の携帯電話 GSM 方式で世界市場の 70% 以上の獲得に成
功し、第 3 世代方式や次世代ネットワーク（NGN）方式などの通信分野で
は世界の標準化をリードしている。欧州は歴史的に多くの先進国が国境を
隣接して位置しており、国際的な協調が必須であったこともあり、かねて
より国際協調を基礎とした標準化とイノベーションの考えが根付いていた
と考えられる。しかも、欧州を起点として世界各国へと協調範囲を拡大す
る施策もとっており、現状のところ最も組織的に標準化を進めているよう
に見える。

２．米国
米国は国内に自由な市場を形成し、国内および国外よりグローバル企業
を引き付け、そこで自由で公正な競争をさせることにより、イノベーショ
ンを誘起しようとしている。従って、標準化戦略もあくまで自由な競争を
阻害しない範囲にとどめようとしており、新たな標準化の策定には常に慎
重な姿勢をとる。このような方針のため、米国市場ではいわゆるイノ
ベーションから生ずるデファクトスタンダードによる独り勝ちの現象が生
じやすいとも考えられ、これまでにマイクロソフト、インテル、グーグル
のように大成功を収める企業が多く発生してきた。しかし、逆に考えると
欧州のような調整型の標準化という面においては遅れがちな面もある。

３．中国
21 世紀初頭に中国が WTO に加盟すると、中国科学技術部（Ministry of
Science and Technology = MOST）は人材、標準、特許という主要 3 分野に
関する国家戦略を実行し、2002 年に「技術標準化開発戦略に関する研究プ
ロ ジ ェ ク ト」を 支 援 し た。そ の 後、中 国 国 家 標 準 化 管 理 委 員 会
（Standardization Administration of China = SAC）に よ り 第 11 次 5 カ 年 計
画における標準発展計画が公表されると、政府内各部局、地方政府がそれ
ぞれの標準化戦略あるいは計画を公表していった。このようにして中国に
おける標準化戦略は SAC を頂点とするトップダウンの形で形成され実行さ
れている。これらの標準化戦略により、中国の国内および国際標準化活動
は数値データから見ても大きな躍進を遂げている。しかし、一方では海外
企業に比べて国内企業の技術力不足により多額の特許料の支払いを余儀な
くされており、その改善のためにハイテク技術を中心として独自技術の開
発と標準化を強力に推進している。

４．韓国
韓国の標準化戦略は韓国技術標準院（Korean Agency for Technology and
Standards）が中心となって推進されており、
「第一次国家標準基本計画
（2001 年〜 2005 年）
」に続いて現在は「第二次国家標準基本計画（2006 年
〜 2010 年）」を推進中である。この計画では 世界市場の先行獲得のための
標準化への対応能力の強化を基本的方向として掲げ、
（イ）ISO への参加拡
大 （ロ）政府研究開発事業と連携した標準化の促進 （ハ）民間標準化能力の
http://sangakukan.jp/journal/

６

産学官連携ジャーナル Vol.6 No.8 2010

戦略的育成 （ニ）大学における標準学部の新設、などを目標としている。
人材育成には非常に力を入れており、2006 年度には 47 大学で標準化に
関する授業（1 学期あたり 30 〜 40 時間）が設けられている。14 人の専門
家が執筆した「Future Society and Standards」を共通の教科書として使い、
産学官の専門家がチームを組んで教えている。

５．日本
日本では 2003 年より毎年策定されてきた「知的財産推進計画」において
戦略的な国際標準化への取り組みの重要性に対する認識が高まってきてお
り、2010 年版草案においては３つの重点戦略の第 1 点として「国際標準化
特定戦略分野における国際標準の獲得を通じた競争力強化」が掲げられる
までに至った。特定戦略分野としては、①先端医療 ②水 ③次世代自動車
④鉄道 ⑤エネルギーマネジメント ⑥コンテンツメディア ⑦ロボット、が
指定されている。これらの分野は、日本の技術力が比較的強い分野と想定
されており、日本の製品やサービスの世界市場におけるシェアが国際標準
化を通して拡大することが期待される。

◆今後の日本への示唆
日本は以前、国際標準化という面ではアジアで唯一、欧米と対峙（たいじ）
してきたが、近年は韓国、中国の躍進により、5 極化の様相を呈してきて
いる。しかし、本来はアジアが将来的にまとまる方向が望ましい。なぜな
ら国際標準化組織においては通常、1 カ国だけの意見は通りにくく、欧州
や南北アメリカなどの他の地域も近隣諸国での意見調整を活発に行い、国
際会議において意見を強めようとしているからである。この意味で、日本
は米国型の戦略よりも欧州型の戦略を志向し、アジア地域の意見の調整役
として活動するべきである。また、標準化を戦略的に進める上で、知的財
産とりわけ特許の取得は前提となる。さらには、韓国のように大学その他
の教育機関において標準化教育を進め、優秀な標準化人材を育成すること
が重要である。

http://sangakukan.jp/journal/
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特集●

地域金融・新モデル−産学金連携を探る

大阪信用金庫

企業と大阪府立大との連携をコーディネート
島崎

大阪信用金庫は大阪府立大学のリエゾンオフィスに職員を常駐させ、地元企業と大学の
研究者との連携の促進に力を入れている。すでに多くの成功例を生んでいる。

公伯

（しまざき・きみのり）

大阪信用金庫は平成 15 年 6 月に大阪府立大学と産学連携包括協定を結
んで「だいしん産学連携共創機構」を設立し、同時にインキュベーション施
設「さかい新事業創造センター」とも連携し、大阪府立産業技術総合研究所

大阪信用金庫 貝塚支店
副支店長
（2010 年 6 月まで同金庫
CSR 推進部 調査役／
大阪府立大学派遣
産学連携コーディネーター）

の協力も得て、地元中小企業の技術革新や研究開発の支援および企業間の
マッチングを始めた。当金庫の職員が産学連携コーディネーターとして大
阪府立大学に派遣され常駐している。
中小企業が新製品の開発に取り組む場合、長年の経験や既存の技術の応
用により、独力で試作品を完成させていることが多い。大学や公設試験研
究機関を利用することもあるが、既存の製品への優位性を示す科学的な裏
付けを得る場合が多い。このため、保有特許の活用、あるいは企業との共
同研究に重点を置く大学の産学連携ニーズとはズレが生じている。当金庫
は、職員を大学に常駐させることにより大学、企業両者のニーズ、目的を
把握し、ズレを修正、調整する役割を担っている。
まず、当金庫がコーディネートした地元企業と大阪府立大学との連携の
事例を紹介する。

◆大阪信用金庫がコーディネートした企業と大学との連携の
事例
１．株式会社舞昆のこうはら（旧 株式会社こうはら本店養宜館）（大阪市）
同社は大阪市内に 6 店舗を構える老舗の塩昆布製造業者である。鴻原森蔵社長が「塩昆
布がおいしくて、ついついご飯を食べ過ぎてしまい、血糖値の上昇が気になる」という話
を聞き、糖の吸収を遅らせたり、燃焼させる方法はないものかと考えた。そこで血糖値を
気にする人でも安心して食べられる塩昆布の開発を目指し、試行錯誤の結果、あけびの花
びらから取り出した天然酵母を使って発酵をさせた塩昆布を開発した。だが、製法が複雑
で安定的に量産ができず、悩んでいた。そんな折に当金庫が大阪府立大学の産学官連携
フェアへの参加を勧めた。そして発酵技術に詳しい大阪府立大学の産学連携コーディ
ネーターを通じて、大阪府立大学の教授との技術相談を重ね、共同研究が実現した。
当初、大学教授が使う難解な専門用語に抵抗が強かったが、鴻原社長の努力、当金庫の
コーディネーターの支援などにより意思疎通も図れた。研究は順調に進み発酵塩昆布の量
産化技術の開発に併せて、発酵塩昆布の健康に関する分析データを取得することができ
た。共同研究により開発された発酵塩昆布は「舞い上がるほどおいしい」という意味を込
め『舞昆』と名付けられた。
当金庫は同社の共同研究の状況を把握していたことから、舞昆の売上急増に伴う工場、
本社の増築設備資金に対し、速やかに融資が実行できた。
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２．株式会社 K&K （大阪市）
同社はボルト、ネジ、ナットの製造販売を主業とする株式会社新栄製作所の研究開発を
担う子会社である。金属加工油の代替水である強アルカリ電解水の開発を進めていたが、
多くの技術的な難問を抱えていた。
親会社の新栄製作所はボルト、ナット製造業の業界では老舗で優良企業であったため、
同グループは比較的有利な条件で金融機関と取り引きしていた。当金庫は取り引きがな
かったが、食い込んでいくのは厳しく、なかなか取り引きの糸口が見いだせなかった。あ
る日、当金庫の渉外担当者が K&K を訪問した際、置いてきた「だいしん産学連携」のチラ
シを社長が見て、当金庫に連絡が入り、当金庫の産学連携コーディネーターが訪問するこ
とになった。
開発した電解水の改良について同社は個別に大学と接触していたが連携はスムーズに進
んでいなかった。そこで当金庫のコーディネーターが大阪府立大学へ持っていき、電気化
学を専門とする教授に相談した。企業の課題が具体的であったので協力の約束を取り付け
ることができたが、共同研究ではなく、顧問契約でスタートすることとなった。しかし、
社長の熱心さは並大抵のものではなく、その努力が報われ大阪府立産業技術総合研究所に
も参加してもらえることになり、産学官の連携に至った。
同社はかなりの額を先行投資しており、今後の多額な開発費を捻出（ねんしゅつ）する
ために、近畿経済産業局に相談した。当金庫のコーディネーターは近畿経済産業局に何度
も通って補助金申請書の手直しを行うなど支援した。また、経済産業局の担当者に同社の
見学に来てもらう機会をつくることができた。そのかいもあって「地域新規産業創造技術
開発費補助事業」に採択された。
その後、同社には当金庫の産学連携の取り組みを評価していただき、当金庫をメーンバ
ンクとして取り引きいただいている。
３．株式会社シケン （大阪市）
同社は半導体電子歯ブラシ製造販売を主業とする。その電子歯ブラシはブラシ近くの根
元部分に埋め込まれた酸化チタンが、水にぬれた状態で光に当たると電子を発生する。こ
の電子の作用により一般の歯ブラシでは落ちにくかった歯垢を、効果的に除去しやすく
なった。この歯ブラシは現在、ソーラーパネルを搭載しシリーズ化している。この先端技
術は日本を始め、世界 10 カ国で特許として認められている。
開発当初から大学の歯学部に歯ブラシの臨床実験などを依頼し、実証を行っていたが、
光触媒の研究は歯学部では難しく、総合大学では学部間の交流がほとんどなく、なかなか
総合的な研究に発展しなかった。しかし、取り引きのあった当金庫が大阪府立大学を紹介
し、その後、積極的に間に立ち、基礎研究が順調に進み、光触媒による殺菌作用が証明さ
れた。
また、大阪府立大学工学部と光触媒反応について基礎研究を始めたことがきっかけとな
り、総合リハビリテーション学部が持つ「栄養学の観点」から、半導体電子歯ブラシの効
果を検証していくこととなった。
生活習慣病予防のために減塩食や糖分を抑えた食事が推奨されているが、食事制限を余
儀なくされる人でも、口腔ケアにより味覚の感受性を向上させることで食事に対するモチ
ベーションを上げ、減塩食もおいしく食べていただくことをテーマとして共同研究契約に
至った。口腔ケアの方法は「ブラッシング」が絶大な効果を示すが、自社の半導体電子歯
ブラシを使用することによりさらに歯垢がテクニカルに排除できるかを検証する。
具体的な検証方法としては、大阪府 H 市在住の糖尿病境界領域者の数十名を対象に、
口腔ケアの指導を行い、口腔清掃状態の評価と味覚テストを実施する。半導体電子歯ブラ
シを用いた効果の検証は今夏から本格的に実施される。

◆産学連携へのきっかけ
平成 15 年 3 月 28 日に金融庁より「リレーションシップバンキング機能
強化に関するアクションプログラム」が発表された。これが、当金庫が産
http://sangakukan.jp/journal/
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学連携に乗り出すきっかけとなった。
「リレーションシップバンキング」
（通
称リレバン）とは、
「地域密着型金融」と表現されている。信用金庫が地域と
中小企業のコーディネート機関としての役割を担いなさいということだ
が、それは、もともとわれわれ地域金融機関がやってきたこと。要するに
リレバンは地域金融機関が長年やってきたビジネスモデルそのものであ
る。
「リレバン」といわれるこの施策の中で、産学官とのネットワークを構
築・活用することによって中小企業の技術開発や新事業の展開を支援する
ことを各金融機関に金融庁は要請している。

◆産学連携に対する金融機関の課題
大学との連携の経験はなく、課題となる事項が多く考えられた。
・ 営業マンにインセンティブが乏しい
産学連携推進が営業マン、各営業店の業績評価に組み入れられていない。

・ 産学連携をきめ細かくフォローする人員不足
産学連携の推進は、営業店での対応は無理。本部も体制が整っていない。

・ 営業マンには基本的に技術の目利きはできない
われわれ金融機関の職員には文系の人材が多く、技術の目利きは困難。
複数の大学に職員を派遣する余裕はない。

・ 大切な顧客である中小企業を適切に導く体制が大学に整えられている
のか
金融機関にとっては不安なテーマ。うまくいって当たり前、クレームが
発生すれば金融機関の責任につながることも考えられる。

◆相談業務から信頼獲得へ
当金庫には 73 の営業店があり、それぞれの営業店の取引先から日々さ
まざまな相談を受けている。相談受付から企業訪問までの流れはこうだ。
まず営業店が取引先企業から受けた相談内容が記入された産学連携用の相
談申込書が、大阪信用金庫 CSR 推進部に FAX で送られてくる。そして、
事務手続きを経た相談申込書が、大阪府立大学のリエゾンオフィスに常駐
する当金庫職員（産学連携コーディネーター）に FAX で送られ、同職員が
相談企業に連絡し訪問する日程を調整する。具体的な相談内容の場合は、
大阪府立大学の専属のコーディネーターと一緒に訪問する。
営業店には「情報収集のアンテナの高さ」と「産学連携のチラシを取引先
へ配布する」ことだけを要望している。とにかくどんな内容でもいいから、
営業店では中身に触れず本部に丸投げすることを奨励している。このよう
に営業店の負担にならず、企業支援が機能する仕組みをつくることにより
本部に情報がどんどん来ることとなった。営業マンは、相談をつなげるこ
とで取引先に感謝される。その信頼感が結局、営業マン個人の成績にもつ
ながるのである。
取引先企業が産学連携により新製品の開発等に成功すれば、そのための
設備投資や増加する運転資金の需要が生じ、当金庫の融資に結び付くこと
が期待できる。また、産学連携の支援がきっかけとなり、取引がなかった
http://sangakukan.jp/journal/
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企業が当金庫の取引先に結び付いた例も数多くある。
通常、企業への貸出の際の融資審査は決算書などの財務諸表や資産背景
などを考慮して行われる。しかし、産学連携により、技術の信憑性（しん
ぴょうせい）、信頼性を得られた企業に対してはその融資審査においてその
技術評価も加味することができることとなる。産学連携の支援は間接的で
はあるが当金庫の利益にも貢献しているのである。

◆産学連携による大阪信用金庫のメリット
当金庫の職員が大学に常駐しているメリットは、企業にとって大学の敷
居を低くすることができること。中小・零細企業は、大学に相談したい
テーマがあっても、
「どこに問い合わせればよいのか」「どういった支援内
容があるのか」「中小・零細企業の相談に乗ってくれるのか」という不安が
ある。
当初、当金庫が技術者を雇い、コーディネーターとして大学に派遣する
ことも検討されたが、結局は信用金庫の人材が、コーディネーターの役割
を担うことが必要だと分かった。企業と大学を結び付けるには人と人との
つながりが重要である。信用金庫の人材は Face to Face が得意であり、人
材は豊富にいると考えている。
営業店からは「丸投げ」の相談が来るが、大学が対応できない相談が数多
くある。大学で対応できないからと言って取引先企業の相談を断ることは
できない。産学連携コーディネーターは大学との橋渡しのほか、中小企業
支援を目的とする団体、施設等を訪問し、そのような支援機関の中小企業
支援施策の情報を収集し、支援機関のキーマンと親しくなり、大学では対
応できない相談をマッチングさせ、課題解決を図っている。

◆おわりに
信用金庫の本来業務の預金や融資業務とは違い、産学連携はすぐに結果
が出る業務ではない。事業化して商品・製品を販売し、投資資金を回収す
るまでの長期間の事業遂行が求められる。成功するまでには年月を要する
ものであるということの理解が不可欠であると思われる。
共同研究や技術移転ができれば、産学連携は達成されたような感覚にな
るが、企業にとって大学との連携による本当の成功は、業績の向上につな
がること。
「実質を問う」認識が大事であると思う。
啓発から始まって、マッチング、共同研究、事業化開発、販路開拓に至
る産学連携の一連のプロセスにおいて、大学、中小企業支援機関や金融機
関それぞれに期待される役割がある。中小企業の産学連携のすそ野を拡大
するためには、その時々の中小企業の課題をカバーできるような仕組み、
さらに、それらプロセスにトータルで付き添っていくコーディネーター役
が必要になるのではないかと思う。そうしたコーディネーター役は地元中
小企業と運命共同体である信用金庫の職員が最適と思われる。
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特集●

地域金融・新モデル−産学金連携を探る

インタビュー

諏訪田 敏郎 鹿児島銀行 営業支援部アグリクラスター推進室長

農業関連の融資残高を５年で２倍に伸ばす
鹿児島銀行は銀行の業務を通じて、農業と関連する幅広い業種の振興に取り組んでい
る。
「アグリクラスター構想」と称している。川上の農業だけでなく、川中の資材、建設、
食品加工、さらに川下の流通、飲食、観光なども対象にし、積極的な融資により地域
の新しい市場を創造しようという戦略だ。地方銀行の新しいビジネスモデルとして注
目されている。

―――御行のアグリクラスター構想が銀行業界で話題になっています。
諏訪田

アグリは「農業」、クラスターはブドウの房のようにその産業が集

積し、元気になっていくことを意味しています。鹿児島県における農業の
可能性に着目し、銀行の業務を通じて農業と関連する幅広い業種の振興と、
新しい市場創造を推進し、地域経済の浮揚・拡大を目指す構想です。地方
銀行として地域への新しいかかわり方であり、新しいビジネスモデルの試
行です。

諏訪田

敏郎

（すわだ・としろう）
鹿児島銀行 営業支援部
アグリクラスター推進室長

聞き手・本文構成：

登坂

和洋

（本誌編集長）

―――この構想が出てきた背景は？
諏訪田 地域の金融機関にとって、資金を地域内で円滑に循環させること
が１番の命題です。銀行は、個人、機関（会社、団体等）からの預金を企業
等に融資して運用します。その企業は、借り入れた資金で事業を行い、銀
行に返済するとともに利子を払います。銀行が貸金業と違うところは、取
引先の持続可能性を考えていることです。地域の「需要」をどう育てるか、
が大事で、そのためにわれわれは地域経済へのコミットメントが必要不可
欠なのです。
―――なぜ、農業分野なのですか。
諏訪田 農業生産額が１番大きいのは北海道です。それに次ぐグループに
わが鹿児島県、それに千葉県、茨城県があり、互いに競っています。千葉、
茨城両県は首都圏という大消費地を抱える近郊農業、鹿児島は畜産が主力
です。鹿児島県の名目総生産に占める第１次産業の比率は約 5％で、全国
平均の 3 倍です。県内産業全体の中での構成比は大きくありませんが、農
業は本県産業の大きな特徴であり、強みです。銀行としては、川上の農業
だけでなく、川中の資材、建設、食品加工、さらに川下の流通、飲食、観光、
輸出、ＩＴ（情報技術）なども対象にしています。最近、農業の「６次産業」
化ということがよく言われますが、当行のアグリクラスター構想もこれと
同じです。
―――これまでの歩みを簡単に教えてください。
http://sangakukan.jp/journal/
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諏訪田 平成 9 年ごろ農業金融の研究に着手しました。未開拓の分野だっ
たので、12 〜15 年にその審査システムを築きました。15 年、農林漁業金
融公庫（現・日本政策金融公庫）にいた当行 OB との情報交換は大いに役に
立ちました。その後の経過は次の通りです。
・平成 15 年
・平成 16 年 4 月

「アグリクラスター構想」を提唱
農林漁業金融公庫と「業務協力協定」締結。鹿児島県
農政部へ行員を派遣（1 年間）

・平成 17 年４月

営業支援部にアグリビジネス専門の担当者を 2 名配

置し、より専門的な推進態勢を整備
17 年度から農業分野への融資拡大策を本格的にスタートさせました。目
標は 17、18 年度の 2 年間で 50 億円。しかし、最初の 1 年間で 118 億円
の純増となりました。その後も順調に推移しています。17 年３月末に
330 億円だった農業関連の融資残高は、22 年 3 月末には 680 億円にまで
拡大しています。現在、アグリクラスター推進室のスタッフは私を含め 8
人です。
―――具体的にどういう対応をされているのですか。
諏訪田 われわれは意欲と能力のある農家を積極的に支援します。養豚業
向けでは、運転資金は当行、設備投資は日本政策金融公庫（旧・農林漁業
金融公庫）を活用していただくというように、連携、すみ分けをしていま
す。豚は、生まれてから６〜７カ月育てて出荷しますが、その間に必要な
のが運転資金。主に設備投資に活用してもらっている政府系の資金は借入
期間が 20 年というような長期で低利です。旧農林漁業金融公庫との連携
は、融資先の審査に非常に有効です。何より同公庫には、入口審査のデータ
がたくさんあります。養豚の技術指標、具体的には母豚 1 頭が産む子の数
（平均）、離乳前の事故（死亡等）頭数などを見ることで、その農家の技術力、
経営力が分かります。牛は繁殖業者と肥育業者に分かれます。肥育業者は、
生後９〜 10 カ月の仔牛を繁殖業者から買い付け、約 20 カ月間育てて出荷
します。当行はこの 20 カ月の資金調達の窓口になるわけです。
―――融資拡大と並行して取っている対策は？
諏訪田

畜産業を取り巻く環境は、飼料価格の高騰・枝肉相場の低迷の影

響により非常に厳しい状況があります。当然ながら事業継続が困難な先も
出てきます。その対処として畜産業のＭ＆Ａ（合併・買収）があります。か
つては少なかったのですが、現在、当行は県内畜産業者の上位 10 社と取
り引きするようになりました。こうした業者はいわば「買い手」です。新規
に畜産を始めるには、土地の選定、近隣の同意などの課題があり、事業開
始まで５年くらいかかります。しかし、既存の畜産業者にはこうした問題
はないので、Ｍ＆Ａの対象になりやすいわけです。
また、規模の小さい畜産業者が減っているという現実があるので、食肉
加工会社を頂点に畜産業者の系列化を促しています。畜産業は、大きな価
格変動や家畜が病気になる懸念があり、ハイリスク・ハイリターンの産業
http://sangakukan.jp/journal/
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です。系列化はこうしたリスクへの対策です。さらに「動産担保」、つまり、
家畜１頭１頭を担保に取り、それらの状況のデータを把握しています。牛
の肥育業者が、通常 20 カ月肥育するところを、早めに出荷しているとな
ると、資金繰りが苦しいなど何か事情があるということが分かります。わ
れわれは「中間管理」と呼んでいますが、そのシステムも構築しました。
―――大学との連携は？
諏訪田 ＩＴ化を進める必要があり、平成 20 年 11 月、鹿児島大学と「農
業経営管理システム開発事業」に関する協定を締結しています。栽培・出荷、
事業収支資金および販売をそれぞれ管理するシステムです。また、平成 22
年 8 月には、鹿児島市・鹿児島大学・鹿児島経済同友会と「平川動物公園
及びかごしま水族館を活かした地域活性化プロジェクト」推進に係る産学
官連携協定を締結します。このプロジェクトは鹿児島の集客装置である平
川動物公園とかごしま水族館の魅力向上（ハード・ソフト両面）・交通アク
セスを含めた両施設の有機的連携・効果的な情報発信を産学官の知恵を集
結することによって検討していこうというものです。この取り組みは、ア
グリクラスター構想の海外展開との相乗効果が期待できるものと考えてお
ります。
―――展望は？
諏訪田 アグリクラスター関連業種向けの融資残高が、建設業向けと並ぶ
くらいまで大きくなりました。アグリクラスターではこれまで畜産、養鶏、
肉製品製造、種類製造、製茶の５業種が中心でしたが、これに畑作などの
「その他農業」も加え６つの柱にしました。さらに充実させていきます。海
外展開も強化します。台湾のバイヤーを招いた商談会も開催しました。こ
れは地銀初の単独開催で、52 の企業が参加しました。こうした国内外の商
談会を月に平均 1.5 回ほど開いています。こうした流通機構の拡大にも取
り組んでいくつもりです。海外から観光客を増やすプロジェクトも始めて
います。
―――ほかの地方銀行へのアドバイスは？
諏訪田 ほかの地域の金融機関が当行のアグリクラスターのやり方をその
まま取り入れようとしてもうまくいかないと思います。それぞれの地域の
産業構造には特徴があり、条件が異なるからです。しかし、地域産業の得
意分野に着目するというアグリクラスターの考え方は普遍的だと思います。
それぞれの地域の得手、不得手を考えて、個性を伸ばすようなやり方が金
融機関にも期待されているのです。
―――どうもありがとうございました。

http://sangakukan.jp/journal/
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特集●

地域金融・新モデル−産学金連携を探る

米沢信用金庫
地域金融機関と山形大学で「産学金連携コーディネーター研修」
〜ひとづくり・ものづくり・ことづくり〜
山形大学と地域の金融機関は平成 19 年から同大学内で金融機関の職員を対象にした
「産学金連携コーディネーター」研修を行っている。その成果の 1 つが、菓子製造業と
同大学工学部のプラスチック発泡技術を連携させた「米粉 100％シュー」だ。

◆産学金連携に息づく鷹山の DNA
米沢市は東北有数の工業地域である。その製造品出荷額は東北の自治体

加藤

博良

で第 3 位、情報通信機械器具製造業に限ると東北第 1 位、全国第 2 位 *1

（かとう・ひろよし）

を誇る。

山形大学国際事業化研究センター
コーディネーター、産学連携推進員
／中小企業応援センター 山形大学
「学金連携システムネットワーク」
コンソ−シアムマネージャー、コー
ディネーター／米沢信用金庫 融資
部地域活性化推進室

約 240 年前、宮崎の高鍋から入部した第 9 代米沢藩主 上杉鷹山が、殖
産振興と人材育成をもって藩財政の再興に努めた。再興策の 1 つとして、
養蚕の付加価値を高めるため米織（米沢織物）を奨励し、当地の基幹産業
になっていった。時代が進むにつれ、織物産業は機械化が進行し、周辺産
業である織機業は電子・電気機器産業へ発展（NEC のノート型パソコンは
当地にて誕生し、現在も唯一の生産工場になっている）し、現在のものづ
くりの基盤になっている。当地が、
「絹糸がエナメル線となり、電子回路に

*1：平成 20 年経済産業省統計

なった」と評されているゆえんでもある。
米織は高分子学としても進化し、山形大学工学部の前身が誕生した。人
造絹糸（ビスコース）が開発され、鈴木商店（現在の双日）との産学連携に
より、日本最初の化学繊維工場「帝国人造絹糸」が誕生し、新産業を生み
出した。この企業が現在の「帝人」の基礎である。現在、高分子学は「米粉
100％パン」や「有機 EL」等を生み出し、疲弊する地域経済に一石を投じ、
新たな付加価値を創出しようとしている。
米沢信用金庫も、世界恐慌と関東大震災の影響が大きかった窮乏期に、
円滑な資金供給を目的に、米織の若手機業家たちが田村新吉貴族院議員の
協力のもと発足させた（産官連携から生まれた）金融機関である。危機的
な状況であった米沢の経済を立て直したとの記述が残されている。
鷹山の起こしたイノベーションの連鎖を「火種運動」と呼ぶ。鷹山の
DNA を受け継ぎ、価値創出の火を絶やさぬよう産学金連携で地域を活性
化していくことが使命であると考えている。

◆産学金連携を成功に導く３要素
米沢信用金庫は、平成 15 年より山形大学と共同研究契約を締結し、共
同研究員（常駐職員）を派遣している。
「産学金連携」を成功に導いていくた
めに、地域企業に則した産学連携へのアプローチ手法と、それを実践する
金融機関人材の育成、そして、企業・大学・金融機関が連携する出口まで
http://sangakukan.jp/journal/
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の支援メニューを構築し連動させることがポイントであると考えている。
１．知的資産経営（強み経営）からの産学連携へのアプローチ
近年、地域企業に持続的な成長を可能とする知的資産経営が求められている。また、企
業の多くが、知的資産経営は利益創出に有効であると認識しており **1、同時に、産学連携
も利益を計上する傾向にあるとのデータが出ている **2。
産学連携は、この知的資産経営の延長線上にあり、潜在的な強みを顕在化させ、フォーカ
スすることでニーズが発生すると考えている。
金融機関の日常的かつ継続的な相談機能を有効活用し、知的資産の可視化をしていくこ
とにより、産学連携の潜在的需要を顕在化していくことが可能になると考える。

２．金融機関人材育成･･･産学金連携コーディネーター研修制度
米沢信用金庫は、平成 17 年より、山形大学内において、ケーススタディー型の産学連携
研修を行ってきたが、金融コンサルティング機能とコーディネート機能の融合の必然性 **3
を 感 じ、平 成 19 年 に、山 形 大 学 と 地 域 金 融 機 関 と の 連 携 の 下、産 学 金 連 携 コ ー デ ィ
ネーター研修をスタートさせた。
この研修は、前述の知的資産経営を誘発する目利き人材の育成を目的とした内容で、実
際に地域企業を視察し、経営者・現場担当者とのヒアリング、経営理念から生産ライン・
商品・在庫管理までを把握し、企業成長プランを策定する実践型研修形式をとっている。
レポートを加えた審査を通過した修了者には、山形大学から認定 *2 を付与される。
金融機関職員は、事業資金の貸し手であると同時に、当該企業の経営資源を見つめ直す
「強みの見える化」の協力者としても期待されている。企業価値を高めていく可能性を持つ
産学連携活動を経済活動に結び付けるプロデューサーとして、企業と共に創りだす「共創」
を実践していくことが必要であると考える。

●参考文献
**1：加藤博良「知的資産を活か
す地域産学官金連携の取り組
み」第 7 回産学連携学会年次大
会
**2：小野浩幸「産学連携の効果
測定」第 4 回産学連携学会年次
大会
**3：加藤博良「地域協同組織金
融機関における産学金連携コー
ディネーターの必然性」第 6 回
産学連携学会年次大会

*2：認定期間は１年間。更新要
件として、共同研究契約締結や
法認定など実務実績が求められ
る。

３．開発（入口）から販売（出口）までの支援メニュー
＝循環型支援
地域企業の場合、自己発信型の企業が少ない。そのため、自社
の強みや弱み（課題や潜在ニーズ）を自覚していないケースが多々
ある。そこで、気付きを与え、課題を掘り起こし、顕在化させて
いく必要がある。
こうした課題の顕在化ステージにビジネスマッチや商談会を有
効活用し、第三者（市場）の評価による「気付き」を与え、事業や
商品の再構築をしていく支援メニューを用意している。商品・製
品の評価となる「利益」を通じて開発（リサーチ・プラン・テスト
マーケティング・材料調達・生産・プロモーション等）における
課題を再確認し、再構築することにより、新たな商品開発の可能
性を模索していくことが重要であると考える（図１）。

図１

開発
（入口）
〜販売
（出口）
まで一貫生産の食品加工業を
モデルにした支援

◆利益創出のプロセスに関わることにより「理解」する
金融機関が携わった事例として、工学部のプラスチック発
泡技術を応用した「米粉 100％シュークリーム」（写真１）が
ある。この共同開発の背景には、技術的支援にとどまらず、
後 継 者 育 成、商 品 設 計、原 材 料 調 達、価 格 設 定 か ら プ ロ
モーション等の販売戦略まで、さまざまな支援プロセスがあ
り、結果（利益）に結び付いている。また、その結果は、次の
共同研究へと循環していくのである。
また、プレス業の洗浄工程改善の事例においては、環境経
営による企業価値創出と社会的評価の向上や、ボトルネック
となる同工程を改善することにより、生産効率向上や不良率

写真１

米粉 100％シュークリーム

改善による実質的な利益創出につながっていくことを確認し、共同研究に
http://sangakukan.jp/journal/
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つなげている。
製本装置製造業の切削工程における紙粉吸排出機能改善の事例において
は、開発スタッフとのディスカッションやデータ測定実験に参加し、開発
スケジュールと資金計画を連動させた事業計画の組み立てを行っている。
金融機関職員が、開発に関与することにより、技術経営による相談・支
援が可能となる。商品開発にはリスクを伴うが、当該開発が、企業にとっ
て「利益」をもたらすことを理解できれば、後押しが可能になってくる。産
学連携を含めた開発は、長期的視点からの支援が必要である。結果に基づ
いて判断しがちな金融機関が、企業利益を生むプロセスに関わることで、
効果的な開発資金・運転資金支援やリスク管理が可能になってくる。

◆支援システムの構築＝学金連携システム「米沢モデル」確立へ
産学連携のコーディネートも、金融機関における経
営支援（含む資金供給）も根本的には同一であると考
えている。経済活動の主人公である企業が、永続的か
つ成長的に経営を行うことが、おのおのの結果に結び
付け、継続性を生み出すのではないかと思われる。
山形大学と米沢信用金庫および連携金融機関は、
「価
値を創造する地域中小企業への貢献」の活動指針の下、
正のスパイラル（高付加価値→開発力強化・新事業・
新創業・雇用創出・所得増加・税収増加・事業承継等
の円滑化）を生み出すことを到達点としている。
大学が有する多分野にわたる専門知識とネットワー

図２

学金連携システム米沢モデル

ク、地域金融機関が有する経営支援ノウハウと「Face to Face」のコミュニ
ケーション力に前述の３要素を組み合わせた新しい産業支援の『学金連携
システム』形成を目指している（図２）。
その実践ステージとして、地域力連携拠点事業や中小企業応援センター
事業 *3 を受託し、産学連携学会で提唱してきている。

◆最後に

*3：経済産業省委託事業で、中
小企業の経営力向上や事業承継
を支援するための事業。大学と
金融機関の連携による申請は全
国唯一。

尊敬する日本人として「上杉鷹山」の名を挙げた J.F. ケネディは、
「国家
があなたに何をしてくれるかを問うのではなく、あなたが国家に対して何
ができるかを自問してほしい」と述べている。
企業の活性化に必要なものは、自らの努力で価値を創造しようと努力し
（自助）、企業・支援機関が互いに向き合い（互助）、支援によって（扶助）
はじめて成功に近づけるのではないかと思う。産学官金連携は、上杉鷹山
の残した「三助の精神」の現代版完成形ではないかと思う。
私たち信用金庫は、地域が限定されており、この地でしか生きられない
金融機関である。しかしながら、応援すべき地域企業はこの地から世界へ
飛び立つ可能性を秘めている。地域と運命共同体である私たちは、企業の
ため、地域のために盛り上げていかなければいけないと考えている。金融
機関が「自助」を誘発し、
「互助」「扶助」でサポートしていきたいと考える。
http://sangakukan.jp/journal/
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インタビュー

林 善夫

旭化成株式会社 顧問
科学技術振興機構イノベーション推進本部 開発主監

産・学の息の長い「経験の交流」が必要
化学業界を取り巻く環境
地 球 上 で は 人 口 爆 発 が 起 こ っ て お り、
2050 年には現在の 1.4 倍の 90 億人になる
とも言われています。CO2 問題、世界的な
水不足などは深刻です。一方で、化石資源
の枯渇、希少金属の世界的な需給逼迫（ひっ
ぱく）という現象がみられます。こうした
グローバルな環境・エネルギーの問題は、
化学企業にとって新たなビジネスを生み出
す極めて大きなチャンスととらえるべきで
しょう。量産品の生産拠点は海外へシフト
しています。日本の化学企業は汎用製品の
大量生産型から、高付加価値型やシステム
提供型、あるいはサービス提供型への転換
が避けられません。そのためには、新たなビジネスモデルを構築し、激し
くなる国際競争に対応できる知価産業型へシフトしていかなければなりま
せん。

研究開発を振り返る
旭化成の場合、1980 年代以降を振り返ると、自社技術にこだわらずラ
イセンス、共同開発、事業提携など社外との連携を積極的に行うべしとの
経営方針はありましたが、実際の研究開発では依然として自前主義がその
中心でした。その中から幾つかの成果が上がってきているのも事実です。
ホスゲン を 使 わ な い ポ リ カ ー ボ ネ ー ト 樹 脂 技 術、当 社 が 世 界 の 50 〜
60％のシェアを握るまでになったリチウムイオン電池セパレータの技術、
プロパン法アクリロニトリル製造技術など触媒技術、さらに、磁気セン
サーのホール素子製品群や最近注目を集めている電子コンパスなどの電子
部品、医療用膜セパレータ製品群などです。
バブル崩壊以降、多くの企業と同様に旭化成も「選択と集中」にかじを
切って、2003 年には分社化を行いました。この結果、スピード経営や自
主自立経営の徹底などにより企業体質は強化されました。ただ、遠心力が
働き、中期的な視点による研究開発がやや希薄となってきていた感は否め
ません。

新しい事業を創出する
一昨年の金融危機に端を発した世界同時不況の中で、新たな事業を生み
出す研究開発への期待が高まりました。同時に経済のグローバル化は進み、
開発競争は激しさを増しています。自社技術を中心として企業が単独で競
争を勝ち抜くのは、従前にも増して難しい時代に突入しました。特に高付
加価値型商品やシステム化した商品を世の中に提供していくためには、研
究開発の初期段階から標準化等を念頭に置き、社外との積極的な連携が必
http://sangakukan.jp/journal/
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須になってきます。例えば、具体的な用途開発や実証実験を異業種、異文
化の企業と進めるとか、コンソーシアムでの活動も視野に入れていかなけ
ればなりません。
キ ー ワ ー ド は ま さ し く、グ リ ー ン・イ ノ ベ ー シ ョ ン と ラ イ フ・イ ノ
ベーションです。この大きな方向に向けて日本企業が、オールジャパンで
課題解決を行う日本型の協業、共創が鍵になると思われます。
旭化成は約 100 億円を投入して静岡県富士市に「新事業開発棟」を建設
し、昨年９月からその運用を始めています。ここには、上流下流を含めた
広範囲な企業、大学、公的研究機関などとのコラボレーションを進める実
験スペースを備えています。異分野、異業種と融合して新たな研究開発を
進め、さらに顧客との距離を短くして次世代製品の上市の加速化を狙って
います。

大学・研究機関への期待
欧米のベンチャー企業は、自らの技術のプレゼンテーションが巧みです。
企業が求める課題解決型の提案に組み替えて、その技術の価値を明示しま
す。例えば、新たな商品価値を持った具体的な製品設計に落とし込むとか、
新たな市場創造に挑戦するといった形に変換する能力です。
わが国の大学・公的研究機関と産業界の関係をみると、大学などの優れ
た研究は欧米と比して遜色（そんしょく）がないにもかかわらず、企業から
のアプローチがいま一歩なのは、欧米のようなシーズとニーズをつなぐ企
画力の差に原因があるのではないでしょうか。
日本の「学」の成果物を企業の事業に生かすには、産業界と大学のそれぞ
れが置かれている状況、立場、文化の差異を相互に正しく理解した上で、
産と学の橋渡しを行う目利き人材やコーディネータの存在が重要でしょう。
このためのプログラムは科学技術振興機構（JST）の事業にも含まれており、
魂を入れて主体的に活動するキーマンの存在と活躍に大いに期待していま
す。

相互に理解しあう
産と学それぞれの文化風土、技術領域や、今までの経験、目指すべき方
向が異なっている場合、同じ言葉を使っていても意思疎通がうまくいかず、
これが連携の障壁になることも多いのではないでしょうか。
特許などの無形資産への理解は大学と産業界とでは相当異なると思いま
す。産業界は、知財を極めて実務的にとらえます。ビジネスにおいては、
知的財産権は不安定なもので、権利を行使するかどうかは全体状況から判
断します。特許は法律文書であり、全く傷のないものはまずありません。
業界によっても特許の位置付けは大きく異なります。基本特許だけでは事
業化できないこともあり、事業戦略上、知財戦略が極めて重要だと認識し
ています。

目指すべき産学連携の姿
日本版の産学連携、技術移転を進めるためには、相互に立場の違いを理
解した上で、単なる情報や出来上がった技術の移転だけでなく、息の長い、
かつ積極的な「具体的な経験の交流」や「人的交流」が必要となるのではない
でしょうか。目先の目的実現のための、契約に基づく短期的な連携だけで
なく、さらに一歩踏み込んで将来の夢を共有して、性善説に基づく信頼関
係の上に、長期的なオールジャパンの産学連携の姿を追求すべきではない
でしょうか。
http://sangakukan.jp/journal/
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インタビュー

佐藤 隆雄

株式会社ジェー・シー・アイ

代表取締役会長

利用者１人ひとりにあった福祉機器を開発

宮城県仙台市の株式会社ジェー・シー・アイは “思いやり” を経営の柱にしている福祉用
具の開発・製造会社である。1976 年の創業時から東北工業大学の梨原宏教授と連携し、
１人ひとりの身体にあった車いす等の開発に取り組み、身体障害者のクオリティー・オブ・
ライフの向上に努めている。2004 年から仙台フィンランド健康福祉センターを通じて、
ヴァイーノ・コルピネン社と業務提携を行っている。福祉のまちづくりのさきがけと評
される仙台からグローバルにネットワークを広げる同社の佐藤隆雄会長にお聞きした。

佐藤 隆雄

―― “思いやり” への思いの背景をお聞かせ下さい。
佐藤 東北福祉大学で野球部のキャプテンをしていた 1969 年に後輩を連
れて重度身体障害者授産施設「西多賀ワークキャンパス」をボランティアと
して訪問しました。そこで、菅野鞠子先生 *1 を知り交流を深めました。菅野
先生は、仙台市の福祉のまちづくりのきっかけをつくった方です。1970 年
に私は指導員として西多賀ワークキャンパスに就職し身体障害者の方々と
同じ屋根の下に暮らしました。障害者の方々から「施設ではなく当たり前に
社会で暮らしたい」「一般の企業で働きたい」「結婚したい」というお話を
聞き、何とか力になりたいとの想いが強まりました。
そんな時、脳性まひの娘を持つニール・マクレオド氏が障害者の社会復
帰の場として創設したオーストラリアの Center Industry 社をモデルとする
会社設立の計画を聞きました。私は想いを実現するために、大塚達雄同志社
大学教授等と共に設立に携わり、1976 年に Japan Center Industry の頭文
字を取り、株式会社ジェー・シー・アイとしました。
当社の経営理念は “思いやり” を基本に据えた「自立・人間の尊重・社会貢
献」です。この理念を実現するために、
「科学性のある経営」「社会性のある
経営」「人間性のある経営」の３つを事業の柱に掲げています。

産学連携
◆産学連携

――「自立・人間の尊重・社会貢献」の具体的な取り組みを教えて下さい。
佐藤 車いすを例に取ると、障害を持つ方が使いやすいものでなければ、そ
の自立の支援になりません。しかし、売り上げを優先すれば規格化が進み、
障害者にとって使い難いものになりがちです。私どもは創業時から東北工
業大学の梨原宏先生にユニバーサル・デザインのご指導を頂いています。
1994 年に梨原先生と共同で車いすを使う高齢者 60 名を対象に特別養護老
人ホームで調査を行いました。そこで分かったことは、75％の方が身体に
合わない車いすを使っていたことです。
われわれは利用者の体型に合わせて座幅、座高を調節でき、背角度調整機
構も腰骨の上部より倒れ、楽な状態をつくることができる車いすを開発し
ました。また、緩やかなスロープを上る際に、車輪が反転してしまうことに
不安を持つ方が数多くいることが分かり、車椅子逆転防止ブレーキを開発

（さとう・たかお）
株式会社ジェー・シー・アイ
代表取締役会長

聞き手・本文構成：

西山

英作

（社団法人 東経連事業化センター
副センター長）

*1：「障害者白書」（平成８年）
によると、
「昭和 46 年（1971 年）
に仙台市の車いす利用の障害者
とそのボランティアが市内の公
共 施 設 を 点 検 し、階 段 の ス
ロープ化や障害者トイレ等の設
置を市に要望して改善された。
これがある意味での福祉のまち
づ く り の 始 ま り で あ る。そ の
後、車いす利用者の生活圏を拡
大する運動が全国に展開され
る」と記載されている。この中
心的人物だったのが菅野鞠子氏
である。
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しました。このように障害者の生活上のニーズに１つひとつ
応え、大学と連携してユニバーサル・デザインの高い福祉機
器の開発に取り組んでいます。柱の１つである「科学性のあ
る経営」の表れだと思っています。

仙台フィンランド健康福祉センター
◆仙台フィンランド健康福祉センター

――フィンランドと国際的な連携にも取り組んでいると聞い
ております。
佐藤 2002 年にフィンランドを訪問した際に、ヴァイーノ・
コルピネン社の手すり付の洗面カウンターやトイレサポートバーなどを拝
見し、直感的に障害者や高齢者の自立に役立つと思いました。いわば一目ぼ
れです。フィンランド型福祉は、プライバシーを重視し、社会性を保ちなが
ら自立を支える「自立・人間尊重」の姿勢が根底に流れています。これは当
社の理念と一致するものです。2004 年に同社と業務提携を結びました。

進化する理念
◆進化する理念

――仙台フィンランド健康福祉センターとの取り組みの一環でグループ
ホームもスタートさせたとお聞きしました。
佐藤 仙台フィンランド健康福祉センターの支援
のもとに「仙台市内に高齢者住居複合施設を整備し
て、高齢者のコミュニティを形成する」という新し
い試みに当社も参加しています。2007 年に認知症
の方々を対象とする「グループホーム愛和の郷」を
複合施設の１つとしてオープンさせました。
「自立・人間の尊重・社会貢献」という理念を進化
させるため、設備面では、人間工学的にデザインさ
れたヴァイーノ・コルピネン社のトイレ用の手す
りやサポートバーを導入しています。また、梨原先
生と連携し、当社のユニバーサル・デザインの開発
フィールドにも位置付けました。
年齢を重ねることで避けられない機能低下をできるだけ遅らせ入居され
た方に「何ができないのか」を問うのではなく、
「何ができるか」を探し、
ゆっくりとゆったりした時間を過ごして頂く努力をしています。
“傍楽（はたらく）”、すなわち、
「はた（周り）の人たちを楽にしてあげる」を
テーマに、どんなにハンディを背負っていようとも人間には何らかの役割
を果たすことができる。周りから必要とされる暮らしを支援することが「自
立・人間の尊重」につながると考えています。
また、2006 年には NPO 法人ハートフル福祉募金 *2 を設立し、自動販売
機で気軽に募金できるシステムを立ち上げました。わが国全体に “思いや
り” の輪が広がることを期待しています。

*2：2010年現在の普及台数は1
都１道２府35府県に644台にの
ぼり、年間2,000万円を超える
募金を集め、赤い羽根募金で有
名な社会福祉法人中央共同募金
会に全額寄付している。

――お話をお聞きして、ライフ・イノベーションの源泉は、“思いやり” を
ベースにした人と人との輪だと感じました。
「自立・人間の尊重・社会貢献」
という理念がフィンランド型福祉と融合し、佐藤会長のひたむきな姿勢が
グローバルレベルで信頼の輪を創り、わが国のライフ・イノベーションの
創出に貢献していくことを期待しています。本日は、ありがとうございまし
た。
http://sangakukan.jp/journal/
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産学官連携による大豆イソフラボンの研究開発

昆布つくだ煮、煮豆製品などで知られるフジッコ株式会社は、大学の研究者と大豆に
含まれるイソフラボンの研究を進め、その成果をもとに食品の開発を行った。研究開
発型産業とはいえない分野においては、産学連携は社内に対して研究課題の重要性や
価値をアピールするうえで有効だったという。

フ ジ ッ コ 株 式 会 社 は、昆 布 つ く だ 煮 や 煮 豆 製 品 を 主 力 と す る 食 品
メーカーであるが、1960 年の創業以来、
「健康創造企業」として、消費者が
より健康になるよう、自然の恵みを生かした日本の伝統食品を現代の食生
活に生かす商品開発を目指してきた。1990 年代からは、産学官連携にも
積極的に取り組み、昆布や大豆に含まれる生理活性物質に関する基礎的研

戸田

登志也

（とだ・としや）

フジッコ株式会社
研究開発室 室長

究や機能性素材の開発、また、それらを用いた特定保健用食品の開発など
も行っている。

◆水煮排液から有価成分を
当社の本格的な産学官連携は、1992 年度から 1995 年度まで 4 年間に
わたって実施された「食品産業エコ・プロセス技術研究プロジェクト」に参
画したことに始まる。本プロジェクトは、農林水産省の助成事業であり、
食品産業廃棄物の再生利用技術の開発を主目的として、15 の食品・薬品製
造業および機械装置産業の企業が参加した。大学、試験研究機関の学識経
験者からなる推進委員会が組織され、その指導、助言を仰ぎながら事業推
進を行う、まさしく産学官の一体的なプロジェクトであった。
当社は、三菱化学エンジニアリング株式会社とパートナーを組み、静岡
県立大学薬学部の指導の下、
「大豆水煮排液からの有価成分の分別回収利用」
の課題に取り組んだ。大豆加工食品の製造工程では、大量の水煮あるいは
蒸煮による排液が発生する。その中には、多様な有価成分が含まれている
が、希薄であるために有効利用されることがほとんどなかった。われわれ
は、大豆水煮排液中に含まれる特定成分の効率的な回収方法を検討し、そ
の生理活性を明らかにすることで高付加価値化を図るとともに、特定成分
回収後の残液については、煮豆や納豆などへの再利用、あるいは調味料と
して利用することによるトータルコストの低減化システムの構築を目標と
した。

◆大豆イソフラボン含有食品素材「フジフラボン」開発
われわれが注目した成分は、イソフラボンである。現在、イソフラボン
は、大豆に含まれる生理活性成分の中でも最も有名な成分であるが、当時
はその有用性についてほとんど知られていなかった。むしろ、サポニンと
http://sangakukan.jp/journal/
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ともに収斂（しゅうれん）性のある大豆の不快味成分として除去方法が検討
されており、実際に低減化された大豆製品の開発も行われていた。また、
当社の主力商品の１つであるパック入りの大豆煮豆においては、その保存
中に白い斑状の析出物が現れ、しばしばクレームの対象となっていたが、
その原因物質もイソフラボンで
あると考えられていた。
大豆に含まれるイソフラボン
（図１）は、3 種類のアグリコン
とそれらの配糖体の計 12 種類
が存在するが、当時はそれらの
標準試薬さえ入手できなかった
ため、研究用試薬の精製から行
う必要があった。イソフラボン
が弱いエストロゲン様作用を持
つこと、また、骨粗しょう症治
療薬であるイプリフラボンの代

図１

大豆に含まれるイソフラボン

謝物の一部に大豆イソフラボンと同一構造のものが含まれていたことから、
静岡県立大学薬学部において卵巣摘出骨粗しょう症モデル動物への投与試験
を行い、イソフラボン各誘導体の骨吸収抑制効果を明らかにした。
大豆を多食する日本人に乳がんや前立腺がんが少ないこ
と、骨粗しょう症による大腿（だいたい）骨骨折率が低いこ
と、あるいはホットフラッシュなどのいわゆる更年期症状が
軽いことなどは、イソフラボンの摂取量が多いためであると
考えられ、欧米においても大豆イソフラボンの生理作用が大
きな注目を集めたことは、現在ではよく知られている。
当社では、本プロジェクトの研究成果を礎（いしずえ）と
して大豆胚軸から抽出精製することで、大豆イソフラボン含
有食品素材「フジフラボン」の開発、および大豆イソフラボ
ンを関与成分とする骨の健康に役立つ特定保健用食品の開発
などの実用化を果たした（写真１）。

◆新分野挑戦の活力源
当社では、上記以降も大豆イソフラボンだけでなく、黒大
豆由来の生理活性物質、GABA、大豆新品種開発などで産学
官連携事業に取り組んでいる。産学官連携に取り組むことの
メリットは、研究レベルの向上や新技術の導入、研究資金の

写真１ 特定保健用食品第 1 号
大 豆 芽 茶（だ い ず が ち ゃ）

確保など数多いが、当社のようないわゆる研究開発型産業とはいえない分
野の企業においては、研究課題の重要性や価値、実現性を社内に対してア
ピールすることに関しても有効であったと感じる。産学官連携事業は、企
業の研究開発者が新しい分野に挑戦する活力源としても、その役割は大き
いのではないだろうか。
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奥義は秘伝のはしご酒にあり

名コーディネーター佐藤利雄さんの背中に学んだ

名コーディネーターとして知られる佐藤利雄氏。花巻市起業家支援センターから岩手
大学に活動の舞台を移した。よく知る岡田基幸ＡＲＥＣ事務局長が、佐藤氏のノウハ
ウを語る。

岩手県花巻市の同市起業化支援センターで地域産業振興、起業家支援の
コーディネーターとして長らく活動してきた佐藤利雄さんは、日本の
コーディネーター界の草分け的存在であり、カリスマである。内閣府「地
域産業おこしに燃える人の会」に選定されたご経験や JANBO・Awards
2005 ビジネス・インキュベーション大賞等数々の受賞歴をお持ちだ。何
より、コーディネーターの師として多くの人材を育成された実績がある。

岡田

基幸

（おかだ・もとゆき）
財団法人 上田繊維科学振興会
理事 兼 AREC 事務局長

そんな佐藤さんが今春、ご活躍の舞台を花巻市起業化支援センターから岩
手大学に移された。
「これを機会に佐藤さんの功績をたどり、ノウハウを整
理することで地域の産業振興のヒントが得られるのではないか」という登
坂編集長の依頼があり、佐藤さんの人となりを思い返してみた次第である。
日本の産業はこれまで精密機器や金属加工といった業種に支えられてき
た。しかし、国内市場の縮小や新興国の台頭により競争が激化している現
状においては、こうした領域に加え、農商工連携や地域資源活用により地
域の新しい付加価値の創出が望まれている。それに比例して、コーディ
ネーターに期待されるものも高度かつ広範なものとなった。今、あらため
てコーディネーターの職務を見つめ直してみると、その基礎を築かれた佐
藤さんの功績が大きなものであると気付く。しかし、その業績の数々は諸
所で取り上げられている。そこで、個人的な付き合いの中から垣間見えた
“裏の顔” から、私が学んだことをお伝えしていきたいと思う。

◆佐藤流フィールドワークの奥義
花巻には「佐藤飲み」と呼ばれる、佐藤さん秘伝のはしご酒スタイルが存
在する。マイコップ片手に、なじみのお店を 1 軒、また 1 軒と渡り歩いて
お代は 1 店目のお勘定分のみ。これができるのは、フリードリンク制があ
り、なおかつ系列店の間でだけなのだが、私のようによその土地から花巻
を訪れた者は、佐藤さんを中心にお店のスタッフ総動員で歓待してくれる
かのようなこのパフォーマンスに、心から酔いしれるのである。
佐藤さんとの出会いは、私が 2004 年に花巻市起業化支援センターでの
日本新事業支援機関協議会（JANBO）によるインキュベーション・マネ
ジャー（IM）養成研修に参加したことに始まる。昼の部の座学や現場での
研修はもとより、研修期間中に設けられた夜の部の佐藤流フィールド
ワークに魅せられた。多くの言葉よりも、人と触れ合う佐藤さんの背中か
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らコーディネーターの極意を学んだように思う。この経験は私がコーディ
ネーター生活を送る上でとても参考にさせていただいている。
そこでは、佐藤さんを慕って老若男女問わず人々が集まり、情報が行き
交う様子を目の当たりにすることができた。まるで、佐藤さんの周りから
地 域 活 性 が 起 き て い る か の よ う な ダ イ ナ ミ ズ ム。地 方 で コ ー デ ィ
ネーターをするには、町の人との深いかかわり合いが欠かせないことを身
を持って経験した。コーディネーターが地域の人と向き合い、オンオフ問
わず 1 人ひとりの情報をくみ取れる形をつくること。それを自然にできる
土壌が必要なのだ。
ではなぜそれが可能なのか。昼間のオンタイムだけでは不足しがちなコ
ミュニケーションをオフタイムで補い、というよりもむしろ、充電してし
まうくらいの関係を築いてしまうのがそのゆえんだろう。技術系出身には
珍しく、営業職を経験しているがためか会話力や適応力が洗練されており、
佐藤さんと飲んでいると楽しい、佐藤さんにまた会いたい、この人のため
なら一肌脱ごう！ という気持ちにさせるまでに、人を惹きつける魅力にあ
ふれているのだ。
思い返すとこんなこともあった。私は昨年、僭越（せんえつ）ながら第 1
回イノベーションコーディネータ表彰（JST 主催）において大賞の文部科学
大臣賞を頂いた。札幌市で行われたその表彰式の会場へ立派な祝いの花束
が届けられたのである。送り主は前日に立ち寄った飲み屋の女主人。同表
彰でイノベーションコーディネータ賞・科学技術振興機構理事長賞に輝い
た佐藤さんと繰り出したその店で、文字通り私に花を持たせてくれるよう
佐藤さんが取り計らってくれたのである。2 人にとって特段、縁もゆかり
もない北海道、お店にとっては一見の客となるかもしれない。にもかかわ
らず、ここまでのもてなしを受けられたのは、佐藤さんの人柄のなせる技
ではないだろうか。
そしてこのことは、佐藤さんが掲げる「いつも明るく元気で笑顔の支援」
「否定語は使わない」「できることから取り組む」という支援 3 カ条の精神
にも通じるものを感じるのである。コーディネーターは時に、困難な支援
事例に直面する。どう私たちが頑張っても、支援される側の情熱に欠ける
場合もその 1 つ。こうなると「やる気がなければ結果はついてこない」と、
さじを投げたくなることもあるのだが、佐藤さんは「企業が動かないのな
ら、動かすこともコーディネーターの仕事」と一歩踏み込んだ支援を提供
する。人を引っ張り、人をやる気にさせようとする姿勢だ。

◆後継人材につながる教え
花巻市起業化支援センターでは、平成 12 年度から 21 年度までの間に私
を含め、全国各地から 172 名もの IM の研修を受け入れている。こうした
人材が太いパイプの役割を果たし、そのネットワークは全国区となってい
る。この資源を活用し、これまで多くの地元企業が活躍するフィールドを
広げてきた。長野県内の企業では、数年前から佐藤さんが核となり、花巻
の地元企業とオリオン機械株式会社（須坂市）との連携を図られている実績
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もある、また多くのネットワークを持つ佐藤さんがハブ的役割を果たし、
今までつながらなかった地域同士が結び付いた事例もある。
特に、行政の事業として産業振興・起業化支援を行う場合、企業間の平
等を保つことは暗黙の原則である。ところが、今でこそ当たり前となった
コーディネーターによる「販売・営業支援」は、その平等性から外れるとし
て当初は問題視されたこともあるという。昨今私たちが受ける相談の多く
は「物や技術はあるけれど、売り方が分からない」というもの。このような
課題に対応できるのも、花巻市起業化支援センターにおいて平成 10 年度
から佐藤さんが「販売・営業支援」に取り組み、功績を残してくれたことが
大きい。
また、佐藤さんは私にコーディネーターとしての心構えも説いてくれた。
私たちの仕事は、これまでの習慣やルールといったものが足かせになるこ
ともある。そんな時、ステークホルダーと対峙（たいじ）するのではなく、
うまく巻き込む工夫が必要だと教えられた。佐藤さんが身を持って経験さ
れてきたことを余すことなく伝えてくれたからこそ、私もひるむことなく
コーディネーター業に専念できたように思う。先駆者として後任が育つこ
とに喜びを感じていることがうかがえる。
ところで、後継者の育成は中小企業のみならず多くの組織にとって切実
な問題である。インキュベーターも例外ではないが、その点においても佐
藤さんは将来を見据えた人材の発掘・育成にいち早く着手してきた。一朝
一夕では成果の出ない支援事業。5 年、10 年単位でのスキームが欠かせな
いが、長期的視点に立った体制づくりに注力してチーム力を強化したおか
げで、佐藤さんが退任されても、業務を推進できるコーディネーターがす
でにご活躍されている。

◆シフトするコーディネーターの役割
経済産業省・産業構造審議会産業競争力部会がこのほど取りまとめた産
業構造ビジョン 2010 では、さまざまな地域の産業発展パターンが想定さ
れている。地方はこれまで以上に地域資源やその潜在力を武器とした産業
の創出が求められるだろう。そうした中、インキュベーターの支援機能の
充実とコーディネーターの地域密着の度合いはますます重要となる。
日本のインキュベーターはこれまで、インフラを提供するハード的支援機
関という要素が強かった。しかし今後は、米国のインキュベーターにみられ
るように人材や域内外のネットワーク提供を含めたソフト面の支援に比重が
置かれるべきだろう。またコーディネーターの役割は、地域の外に出てネッ
トワークを拡大するという構図から、地域に密着し、その地に特化した人や
情報ネットワークを掘り下げていくという構図へとシフトさせる必要があ
る。コーディネーターが地域に精通した匠（たくみ）となれば、地域の方々
の信頼と他地域からの評価が確立されるだろう。そのことで地域の優位性を
浮き彫りにできるように思う。地域の資源を活用した産学官連携の成果は唯
一無二の価値として市場に求められる。そうすればおのずと外から人や物、
情報が集まり産業振興の好循環が生まれると確信している。
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連載 会社を辞めたら社長になろう

第１回

株式会社まちづくり三鷹のSOHO起業のノウハウ

東京都三鷹市は、地域産業の活性化策の１つとしている SOHO（Small Ofﬁce Home
Ofﬁce）の創出、集積に取り組んでいる。インキュベーション施設からは、この 12 年
間に約 250 社が巣立っている。

◆はじめに

7 月 26 日の厚生労働省の発表によれば、2009 年の日本人の平均寿命は
男性 79.59 歳、女性は 86.44 歳。60 歳の男性はあと 20 年、40 歳の男性
はまだ 40 年もある。会社のため、自分のため、家族のため、社会のため、
国のため、世界のため、皆さんは働いてきた。それもサラリーマンとして。
就業には、もう１つ起業するという道がある。これは、学校や大学では教
えてもらっていないが、後の半生は、ぜひとも自分が主体となって、起業
してはいかがだろうか。
デジタルの時代になって、日本国内外どこでもインターネットでつなが
る。インターネットを活用すれば、自分がやりたいこと、自分が楽しいこ
と、自分が得意なこと、自分が好きなことを、資金を使わないで、定年の
ない起業をすることができる。
三 鷹 市 で は、こ の 12 年 間 に 約 250 社 の SOHO（Small Oﬃce Home
Oﬃce）が巣立っている。そのほとんどは１人で起業し、１人で事業を経営
し、初年度から黒字で、1 社もつぶれていない。
1918 年に松下幸之助氏はパナソニックを、1960 年に辻信太郎氏はサン
リオを、1962 年に飯田亮氏はセコムを、1977 年にスティーブ・ジョブズ
氏はアップルコンピュータを起業している。ビジネスを起こしたことがそ
の後の各社の今日を生んでいるのである。皆さんも、65 歳で起業したケン
タッキーフライドチキンのカーネル・サンダースのような幸運に恵まれる
かも知れない。
自分が主体となって起業し、その事業を通して社会に貢献し、自己実現
する。自分が生まれてきた証左をこの世の中に残してみては。終わり良け
ればすべて良しである。
皆さん、会社を辞めたら社長になろう。起業する皆さんの事業が、これ
からの日本経済を支えていく可能性があるかもしれない。

前田

隆正

（まえだ・たかまさ）
SOHO CITY みたか推進協議会
会長

◆背景

三鷹市では、1988 年からの 10 年間で 320 あった工場のうち 80 の工場
が市外に転出、3,500 人の雇用を喪失した（図１）。これに対し、SOHO
(Small Oﬃce Home Oﬃce) の集積で産業振興と財政基盤の安定を図り、高
環境・高福祉の情報都市づくりを目指すこととし、1998 年 7 月「SOHO
CITY みたか構想」を発表、
「SOHO CITY みたか推進協議会」を発足させた。
1998 年 12 月、駅前に「SOHO パイロットオフィス」を開設して以来、今
日まで合計 8 つの SOHO オフィスの 115 ブースと、コミュニティビジネ
スサロンのレンタルデスク 18 席を設置している。
この市内 133 の SOHO ブース・デスクから誕生した SOHO 180 社（含転
出）と「SOHO ベンチャーカレッジ」を修了し HO(Home oﬃce) を立ち上げ
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た 70 社を加えると、三鷹市が関与して
誕生した SOHO は合計約 250 社と推定
される。
三鷹市「SOHO 事業効果調査報告書」
（2007 年 9 月）に よ れ ば、市 内 8 つ の
SOHO オフィスに入居している 115 社
のうち、インタビューに応じた 67 社の
平均売上高は 5,365 万円、平均雇用数
は 6.7 人（常勤 5.4 人、臨時 1.3 人）であ
る。つまり、SOHO によってビジネスと
雇用が創出されることが明確になった。
図１ 三鷹市内の工場の流出

◆株式会社まちづくり三鷹の誕生
株式会社まちづくり三鷹は、1998 年 7 月に制定された「中心市街地にお
ける市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」（中
心市街地活性化法）に基づき、三鷹市のまちづくりと中心市街地活性化事
業を行うまちづくり機関（TMO: Town Management Organization）として、
1999 年 9 月 28 日に設立された *1 。
2001 年 4 月に、市民の自主的なまちづくり事業を支えてきた財団法人
まちづくり公社を統合。講師派遣やワークショップ方式等のまちづくり支
援事業だけでなく、三鷹市の施設管理などの事業も実施している。
したがって、従来の第３セクターの枠を超え、自治体の公共性と公平性
と、民間の柔軟性とスピードを兼ね備えたまちづくり機関として、三鷹の
地域資源をベースとしながら、市民・大学・事業者の方々との連携により、
まちづくり全体をプロデュースしている（図２）。

◆SOHO CITY みたか構想の推進・SOHO 起業支援

*1：もともと、株式会社設立の
発想は、三鷹市が 1996 年 3 月
に多摩地域で初めて策定した産
業計画「三鷹市 産業振興計画」
の中に三鷹市の産業振興施策
の主体として位置 付けられて
いた。その後、中心市街地活性
化法の制定によって、株式会社
まちづくり三鷹は TMO として
の機能をも合わせ持つ形で株式
会社が設立された。そのため、
三鷹駅前の 17 ヘクタールの中心
市街地活性化エリアでは TMO
としての役割を果たし、三鷹市
全域におけるまちづくり、とり
わけ商業および工業振興、地域
情報化施策については、三鷹市
の個別計画に基づき市と協働し
て事業を実施している。その中
で、三鷹市地域情報化計画の中
で 掲 げ ら れ た「SOHO CITY み
たか構想」の実質上の推進役を
果たしている。

株式会社まちづくり三鷹は、三鷹産業プラザ、三鷹市三立 SOHO センター
などの産業拠点や、市内に設置された光通信網を生かして、新しい創業形
態である SO（Small Oﬃce）の集積を推進、テレワーク・在宅勤務となる
HO（Home Oﬃce）の育成を図り、以下のような支援のメニューをそろえて
いる。
（１）SOHO インキュベーション施設の整備運営
表１の 8 つの SOHO 施設の整備運営を行うと
ともに、新たな SOHO インキュベーション施設、
または一般賃貸ビルを SOHO 向け施設へ転換さ
せる際のお手伝いをしている。
（２）SOHO CITY みたか推進協議会
SOHO を応援するための応援団である。設立
当初から地元企業や大学の学識者など 160 の人
や団体が参加しており、顔の見える関係の中で
三鷹 SOHO の集積を支援してきた。
今 後 は、こ れ ま で 三 鷹 で 誕 生 し た 先 輩 の
SOHO がメンターとして、三鷹にこれから生ま
れる SOHO を組織的に支援する体制を整えてい
く予定である。
（３）SOHO 打ち合わせコーナーの設置
図2 株式会社まちづくり三鷹と各機関との連携
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表1 三鷹市のSOHOオフィス一覧
三鷹産業プラザ 2 階に、市内 SOHO 事業
者を支援する打ち合わせコーナーがある。
SOHO 事業者が、自由にいつでも予約して
その顧客と商談をすることができる 5 つの
テーブルが配置されている。そのほか、市
内の SOHO が打ち合わせに利用できる施設
には、三鷹市 SOHO パイロットオフィスの
会議室、三鷹市三立 SOHO センターの会議
室、さらに三鷹産業プラザ地下１階の「コ
ミュニティビジネスサロン ミーティングス
ペース」に 2 脚のテーブルがある。
（４）ビジネス相談窓口の設置
三鷹産業プラザ 2 階 SOHO 事業者商談コー
ナーの奥に、SOHO の起業・経営・会計・税務・法律・特許などの相談、
SOHO のビジネスマッチングなどの機能を合わせ持つ SOHO コーディネー
ターや専門家によるビジネス相談コーナーを設けている。
（５）SOHO ベンチャーカレッジの開設
SOHO ブースの入居者を募集すると応募者は 3 〜 5 倍になるので、事業
計画の審査に合格して入居するのは、いきおい実現性の高い事業計画を提
出した事業者になる。そのため、入居事業者は黒字決算を実現し、順調に
発展する。事業計画の実現性が小さく、入居審査で落ちて入居できなかっ
た事業者が、独自で起業し失敗した例があったので、起業の実務を教育す
る起業するための講座「SOHO ベンチャーカレッジ」を 2002 年 4 月、株式
会社まちづくり三鷹で開始した。こうした講義内容は高校・大学で教育し
ていない。この「SOHO ベンチャーカレッジ」は、現在、第 13 期の講座が
NPO 法人三鷹ネットワーク大学で開催されている。
（６）ビジネスプランコンテスト
地域から新しい産業、新しい事業者、新しい人材を育てるために、ビジ
ネスプランコンテストを行い、独創的な事業計画（ビジネスプラン）につい
てのコンテストを行っている。
（７）SOHO フェスタの開催
毎年三鷹 SOHO の技術や製品・サービスを展示紹介し、商品やサービス
の発表の場を提供することによって、新しいビジネスチャンスを創り、ま
た、SOHO 講演会、パネルディスカッションや地方の SOHO 都市とのリレー
フォーラムなどを開催している。
（８）コミュニティビジネスサロン
三鷹産業プラザの地下 1 階に、コミュニティビジネス活動をしている方、
コミュニティビジネスを始めようとしている方が利用できるサロンを運営
している。月額 8,000 円、６カ月前払いで借りられるレンタルデスクが
18 脚（光ファイバー端子、郵便受け、パソコン収納ロッカー付）と、無料
のミーティングデスクが 2 脚、1 時間 1,000 円のセミナールームとレンタ
ルパソコン４台がある。ほかに予約して SOHO 起業相談・経営相談（無料、
三鷹市内・市外在住者可）を受けるコーナーもある。
（９）三鷹 i クラブ
三鷹 SOHO 事業者や企業が、相互のネットワークを通じコミュニケー
ションを図り、会員相互の発展に資することを目的とするビジネスクラブ
である。年会費は 6,000 円。入会審査がある。
http://sangakukan.jp/journal/
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特典は ①「三鷹産業プラザ 2 階打ち合わせコーナー」「三鷹市 SOHO パ
イロットオフィス会議室」「三鷹市三立 SOHO センター会議室」「コミュニ
ティビジネスサロンのミーティングスペース」が無料で利用できる ②コ
ミュニティビジネスサロンの「レンタルデスク」「レンタルパソコン」「セ
ミナールーム」
、三鷹産業プラザ 7 階貸会議室・3 階 IT ルーム・駐車場回
数券が割引料金で利用できる ③「三鷹 i クラブニュース」の配信・情報掲載
④SOHO CITY みたか「SOHO ポータルサイト」への企業情報の登録 ⑤会員
相互間の交流会への参加 ⑥まちづくり三鷹主催セミナーの割引など。

◆みたか身の丈起業塾

株式会社まちづくり三鷹と NPO 法人三鷹ネットワーク大学は、内閣府
の地域社会雇用創造事業交付金（平成 22、23 年度）を得て、
「みたか身の丈
起業塾プロジェクト」を実施している。
本プロジェクトは「みたか身の丈起業塾」と「みたかソーシャル＆コミュ
ニティビジネスプラン・コンペティション」の 2 つの事業で構成されている。
「みたか身の丈起業塾」は、社会的企業（最大利益の追求ではなく、社会的、
地域的課題の解決をビジネスの手法で解決することを事業とする企業）を
起業する人財を育成するための、講座受講とインターンシップを行う。ま
た、
「みたかソーシャル＆コミュニティビジネスプラン・コンペティション」
では、社会的企業を起業する人を支援するため、ビジネスプラン・コンペ
ティションを開催し、選定者に起業支援金最大 300 万円を交付する。
本プロジェクトは、この両事業の連携による実施を前提としており、
「み
たか身の丈起業塾」で研修やインターンシップを経験した人が、
「みたかソー
シャル＆コミュニティビジネスプラン・コンペティション」に参加して審
査を受け、良質なプランが起業支援金を受けるという流れを軸に、人財育
成の総合的な仕組みを構築するものである。
2010 年 5 月 17 日〜 6 月 11 日、
『社会に貢献できる起業をしたい人、三
鷹に集まれ！』と称し、同プロジェクト第１期の受講生募集を行った。受
講生は 30 名、受講開始は 7 月 1 日である。今回の募集は、この 2 つの事
業のうち、
「みたか身の丈起業塾」について、講座受講とインターンシップ
を合わせた 6 週間のプログラムに参加する受講生を募集するものである。
三鷹市民以外の方も申し込むことができ、社会的企業に興味のある幅広い
人財が、三鷹に集まることが期待されている。また、希望する受講生につ
いて、所定の要件を満たせば、最大月 10 万円までの活動支援金が提供さ
れる *2 。
この株式会社まちづくり三鷹は、創業以来 11 期連続で黒字決算を続け
て い る。ち な み に、第 11 期（H21.4.1 〜 H22.3.31）の 決 算 は 売 上 高
834,267 千円、当期利益 21,298 千円、従業員は 47 人である。
次 号 か ら、
「会 社 を 辞 め た ら 社 長 に な ろ う」を 実 現 し て い る 三 鷹 市 の
SOHO の例について述べる。

*2：第 2 期 生 は 8 月 6 日 募
集締め切り、講座は 8 月 23
日 〜 10 月 5 日 ま で。第 3
期生は 2011 年 1 月 14 日募
集 締 め 切 り、講 座 は 2011
年 2 月 1 日〜 3 月 15 日まで。
第 4 期 生 は 2011 年 3 月 4
日 募 集 締 め 切 り、講 座 は
2011 年 4 月 5 日 〜 5 月 20
日までである。
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連載 学生の力を活用した地域の国際化と活性化（後編）

留学生向けガイダンスで国際交流の質向上

世界 98 の国・地域から来ている立命館アジア太平洋大学の留学生たちは、地元である
大分県内の小中学校の国際交流教室や外国語活動で活躍している。同大学は県、別府
市との公私協力で設立されている。このため、学生と地域との交流は大学の使命と位
置付けられている。留学生の出身国・地域の文化を分かりやすく伝えるため、同学は
留学生を指導している。

◆１８の自治体と連携
前号でご紹介したとおり、立命館アジア太平洋大学（APU）は大分県、別
府市、学校法人立命館の「公」「私」三者の協力により設立されたため、県
や別府市の国際化と活性化に寄与することを重要な使命と位置付け、開学

村田

陽一

（むらた・よういち）
立命館アジア太平洋大学
事務局次長

（2000 年 4 月）前から、大学と地域とのネットワークづくりを進めてきた。
2010 年 7 月現在、18 の自治体と交流協定や

表１

連携協定を結んでいる（表 1）。交流の内容はさ

協定先の自治体および協定内容

まざまであり、地域と学生双方のニーズをくみ
取りながらコーディネートしているが、圧倒的
に多いのが各自治体の小中学校の国際交流教室
や外国語活動を通じた地域の子供たちと本学留
学生との交流である。
本学留学生を派遣する国際交流教室や外国語
活動の質を高めるには、担当される小中学校の
先生の経験やコーディネート力に加え、留学生
の経験やコミュニケーション力とプレゼン
テーション力によるところも大きい。このた
め、2009 年度には、本学学生からの発案によ
り、APU 留学生による国際交流教室の質を上
げることを目標とするプロジェクトが立ち上
がった。このプロジェクトでは、小中学校への
交流派遣を希望する留学生を対象とし、3 回の
ガイダンスと 1 回のワークショップを実施し
た。

◆紹介ツールの作成方法などを指導
ガイダンスでは、留学生の出身国・地域の文
化に小中学生が、楽しみながら理解してもらえ
るよう、紹介のツールの作成方法、子供が興味
を示すトピック、注意点などを事例も交えなが
http://sangakukan.jp/journal/
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ら説明した。さらに説明内容や使う資料などを小冊子にして、派遣する学
生がいつでも配布できるようにした。アンケート調査によると、参加した
留学生の満足度が大変高く、この参加をきっかけに積極的に小中学校へ行
きたいとの声も多く聞かれた。
小中学校側からも、この APU 留学生による国際交流教室の評価は高い。
家庭で夕食時に子供たちが目を輝かせながら、その日に体験した留学生の
お兄ちゃんやお姉ちゃんの国のことや覚えた英語の話をするらしく、児童
の父母からも取り組みの継続や拡大を望む声が学校に多く寄せられている
ようである。
次のような新たな課題が浮上している。

・単発の派遣ではなく、自治体との交流協定の枠組みの中で、比較的長
期間にわたって定期的な交流活動ができないか。

・これまで事務局職員が担ってきた業務について、学生を組織して、自
治体との協議やマッチングに一部従事させ、マネジメント・スキルや
コミュニケーション・スキルを身に付けさせる成長支援ができないか。
こうしたことへの対応も考えているところである。

◆協定自治体ウィークの開催

本学の開学 10 周年記念企画として、2010 年 5 月 24 日（月）〜 28 日（金）

の 5 日間、協定する 10 自治体が参加して「APU 協定自治体ウィーク」を開
催した。会場は本学キャンパス内のカフェテリア。通常のメニューに加え
て協定自治体から食材とレシピの提供を受け、各自治体の郷土料理を提供
した。自治体ブースを設けて、自治体職員からのパンフレット配布やビデ
オ上映などにより、観光案内をするという企画である。
本学の学生数は、世界 98 カ国・地域からの外国人留学生が 2,921 名と、
日本国内各地からの 3,310 名の合計約 6,200 名であるが、キャンパスは別
府市郊外の高原にあるため、まわりに食堂やお店はなく、全ての学生と教
職員がキャンパス内カフェテリアで食事をする。そのため、ほぼ全ての学
生と教職員が協定自治体の郷土料理や観光案内に接したことになり、大き
な広報効果があったと見ている。
参加者アンケートの結果も予想以上に高い評価であり、
「今後は、☆☆自
治体との交流にぜひ参加したい」「地元に住みながら、知らない観光資源が
たくさんあることが分かった。大分県は素晴らしい」「卒業までに、大分県
内の多くの場所を観光し、郷土料理をもっと食べてみたい」などの意見が
寄せられた。また、今後の自治体との交流内容についての多数の提言があっ
た。
「学園祭で地域の特産品を集めた出店をする」「学生が市長の一日密着
体験をする」「学生による町おこしコンペティションを行う」「学生に町お
こしキャッチフレーズを募集する」といったユニークなものも含まれてい
た。
本学では、今後とも世界中日本中から集まる多様な学生の力を活用して、
地元の大分県や別府市をはじめとする協定自治体の国際化と活性化に貢献
していく所存である。
http://sangakukan.jp/journal/
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連載

ニュービジネス創出・育成に向けた銀行界の役割

第５回

産学官連携にかかわる銀行界の今後の取り組み
（提言 その２）

全国銀行協会
金融調査部

今回のレポートでは、全銀協で実施した産学官連携にかかわる会員銀行向けアンケー
トの結果等（第 2 回、第 3 回連載で紹介）を基に、銀行界の今後の取り組みとして、4
点の提言を行っている。前回の連載第４回では、４点の提言のうち２点を紹介したの
で、連載最終回は、残りの２点の提言を紹介する。

◆産学官連携にかかわる銀行界の今後の取り組み（提言）
《銀行の果たす役割》
提言３：資金提供を可能にする新たな枠組みの構築
「学」による研究成果を「産」による事業化にまで高
★ ニュービジネスの創出には、
めるステージでの資金供給が必要であるが、キャッシュ・フローのないステー
ジにおける資金提供は、銀行を含めた金融機関のリスク許容度を超えている。
★ 一方で、このステージでの資金面でのパイプの細さが、国家戦略として官主導
によって推進される領域以外で、革新的な基礎技術を基にした事業化を阻害し
ていると言われている。例えば、産業革新機構やベンチャーキャピタル等がそ
れぞれ工夫や協調を行い、資金供給の充実を図ることを期待したい。
★ また、事業化の可能性を高めるためには、政策的な資金投入が必要であると考
えられ、信用補完のための何らかの公的支援を検討する必要がある。例えば、
金融機関が資金供給するプロジェクトに一定の条件の下で公的保証を付与する
制度（リスクが高いものであることから、保証元に新株予約権を付与するなど、
利益還元の仕組みをあわせて講じる）を整備する。貸出審査に当たって目利きを
行う第三者の評価を利用することや、この貸出等を通じて、当該プロジェクト
のモニタリング（進捗管理、計画的な資金支出など）を保証元や銀行等の第三者
が行うことも考えられる。

大学等のシーズを事業化の段階まで育成するには、継続的な研究開発資
金の供給が必要である。一般的には、初期研究段階は公的な資金で補助さ
れるケースが多く、また事業化段階では、民間のさまざまな資金が供給さ
れている。一方、大学等の研究成果を事業化のレベルまで高める間の段階
では、現状、資金の出し手がほとんどいないことが指摘されている。
ニュービジネスの創出のためには、この間の資金手当てが重要であり、
例えば、産業革新機構やベンチャーキャピタル等がそれぞれ工夫や協調を
行い、資金供給の充実を図ることを期待したい。また、キャッシュ・フ
ローのない事業化前段階では、銀行等の間接金融による資金供給を期待す
ることは困難である。しかし、ここに民間の資金を呼び込むような仕組み
づくりを行わないと、問題の根本は解決しないことから、官と民が共同し
て対応策を講じることが重要である。
１つのスキームとして考えられるのは、官の保証のもとに民の資金を供
給することである。例えば、民間金融機関の資金供給に対して、公的機関
が保証を付与し、民間で管理できないリスクを取ることが考えられる。当
http://sangakukan.jp/journal/
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該スキームによる案件の選定に当たっては、事業化の見込みが重要な要素
となることから、第三者機関による「目利き」評価を条件付け、これも含め
た与信判断を行う。また、公的機関は、高いリスクを取ることから、新株
予約権などを取得し、成功時に一定の利益還元を受けるような措置が必要
である。一方で、このような形での資金供給を行う以上、研究成果を着実
に事業化に向けて進捗させる、あるいは、事業化が困難であると考えられ
るときの中止の判断を行うガバナンスの仕組みが必要である。当該資金供
給を、1 年ごとに更新する仕組みにして、保証元や銀行等の第三者がモニ
タリングするなどの措置を講じることが考えられる。
なお、連携による成果の出口として事業化までを視野に入れた場合、連
携の前提として技術評価だけでなく、与信判断に当たって銀行が行う事業
性評価も重要であり、今後、事業の見極め等の観点で知見を活かすととも
に、その面での能力のさらなる拡充に努めることが必要である。
*1：全 国 銀 行 協 会 で は、本 レ
ポートの公表後の 2010 年 3 月
23 日、全 国 の 銀 行 と 連 携 し、
取引先企業の営業支援のための
情報を受発信するプラット
フォームとなる「全銀 e ビジネ
スマーケット」（http://ebmark
et.zenginkyo.or.jp/）を立ち上げ
ている。

提言4：会員銀行が行う産学官連携の取り組みの支援
（全銀協の
★ 会員銀行が行う産学官連携の取り組みを、点から面に拡げる活動を行う
「企業情報掲載サイト
（仮称）」
（2009 年度稼動予定）の利用など）*1 。
★ 連携促進につながる公的措置の拡充に関する働き掛けを行う。

《業界団体の果たす役割》
提言 1、2*2 に関連して、産学官連携の機会を拡げ連携による成果創出の
可能性を高めるため、銀行のネットワークを活かし、銀行間、地域間での
連携促進を支援する取り組みを行うことが有用である。また、関係省庁等

*2：提言 1 は「産学官連携の円
滑化の支援」、提言 2 は「起業・
企業経営に資する実務情報等の
提供」

の諸施策を銀行に周知することにより、銀行の産学官連携の取り組みを支
援する環境整備を行うこと、銀行による産学官連携の取り組みにかかわる
情報の発信を行うことも有用である。
これらの銀行を支援する取り組みについては、全銀協が 2009 年度中を
めどに立ち上げる「企業情報掲載サイト（仮称）
」を利用して展開することも

*3：前掲注 1 参照。

考えられる *3 。本サイトは、全銀協が、全国の銀行と連携し、取引先企業
の営業支援のため情報を受発信するプラットフォームとして位置付けられ
ている。関係者のニーズ等も踏まえつつ検討することが必要であるが、例
えば、銀行による産学仲介イベント情報、大学のシーズ情報などを掲載す
ることにより、産学官連携にかかわる情報発信を営業支援の一環として行
うことも考えられる *4 。
提言 3 に関連しては、銀行のニーズに基づき、関係省庁等への連携に関
する施策や税制の整備について要望活動を行うことや、必要に応じてほか
の経済団体などとの連携を視野に入れることが必要である。

◆おわりに
これまで５回にわたり紹介してきたレポートは、産学官連携のさらなる

*4：「全銀 e- ビジネスマーケッ
ト」では、全国にある全銀協の
会員銀行の取引先企業のビジネ
スニーズを集約し、無料で掲載
している。このサイトは誰でも
自由に閲覧可能となっている。
登録された企業のニーズが地域
を越えて広く周知され、また地
域や業種、ニーズにより検索も
できる。また、政府・自治体を
は じ め、関 係 す る 機 関 等 に よ
る、主に中小企業に対する経営
支援に関する情報を積極的に提
供している。

推進に向けて、わが国銀行の果たす役割を示すことを目的に作成したもの
である。
http://sangakukan.jp/journal/
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レポートにおいては、産学官連携の関係者の取り組みに加え、銀行の産
学官連携の取り組みに関して、現状、どのような意識・体制の下で、どの
ような取り組みを行っているかを、銀行へのアンケートを基に取りまとめ
た。これにより、これまであまり見えていなかった、銀行の実際の取り組
み状況や意識などが明らかとなり、１つの有用な資料となったと考えてい
る。
一方で、わが国の産学官連携の現状を概観している。産学官連携のすそ
野は広く、レポートでは、その全ての活動を俯瞰（ふかん）してはいないが、
多様な主体がさまざまな形で活動を展開していることを付言しておきた
い。
提言部分は、銀行に向けて連携推進支援のさらなる取り組みを促す内容
となっている。現状の産学官連携においては、基礎研究のステージから事
業化のステージまでいくつかのステップがあり、それぞれに課題があるこ
とから、最後の「出口」までたどり着かないことがあると言われている。そ
の解決に銀行が役立てるよう、銀行に何が求められているのか、銀行は自
ら何を期待されていると感じているのか、あるいは銀行は何ができると考
えているのか、について、アンケートを基に分析した上で、やや中期的な
展望を示している。産学官連携の取り組みは、あくまで各銀行の自主的な
経営判断によるものであるが、銀行においても活発な取り組みが行われ、
かつ、連携推進に向けて継続的に支援が行われることを期待している。
また、産学官連携の関係者の役割を考えると、主体は、あくまでも「産」
と「学」であり、それを「官」がサポートしているが、各主体にはさまざま
な課題を乗り越える努力を継続し、なお一層の連携強化を図ることにより、
ニュービジネスの創出・育成につなげる取り組みを期待したい。
（本連載は今回で終わります）

http://sangakukan.jp/journal/
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（前編）
連載 まちづくり拠点「コ・ラボ西川口」

ＪＲ西川口駅西口
違法性風俗店一掃後のビジョンを探る
早稲田大学と地域が調査研究や社会実験

埼玉県のＪＲ西川口駅西口一帯で、違法性風俗店一掃後の戦略的なまちづくりを目指
し、産学官民が協同して調査研究、社会実験などを行っている。その拠点が平成 21 年
に開設された「コ・ラボ西川口 *1」だ。

◆歓楽街にできた、まちづくり社会実験拠点「コ・ラボ西川口」
かつては歓楽街として全国に名が知られた西川口の商店街の空き店舗に、
早稲田大学がまちづくり社会実験拠点「コ・ラボ西川口」を開設した。地域
住民、企業、行政等との協働による運営を目指し、多様な主体を受け入れ
さまざまな活動が展開されている。
平成 18 年に違法性風俗店の一掃を始めたが、その後空洞化してしまっ

木村

裕美

（きむら・ひろみ）
中小企業診断士 ／
早稲田大学 都市・地域研究所
客員研究員

た「まち」をどう立て直すのか？ 川口市と協働連携協定を結ぶ早稲田大学
が、地域再生で連携している。
従来型の環境変化への追随型施策形成ではなく、環境変化を予測し地域
住民のニーズやポテンシャルを生かした戦略的なまちづくりを行うため
の、産学官民の協働事業を進めている。各セクターの縦割りの調査や計画、

*1：コ・ラボ西川口

事業の推進だけではなかなか動けなかった地域の企業や商店街や有志が、

http://www.colabnishikawaguchi.jp/

自律的な活動のために大きく動き始めた。

◆違法性風俗店乱立の歓楽街となった背景
江戸時代から鋳物産業を中心に発展してきた埼玉県川口市だ
が、現在は人口 51 万人を抱え、移転や廃業した鋳物工場跡地
にはマンション等が林立し、荒川を隔てた東京都のベットタウ
ンへと変ぼうを続けている。
そんな川口市内の一角にある JR 西川口駅の開業は昭和 29
年で、その 2 年前に開設された川口オートレース場の最寄り
駅として多くの乗降客でにぎわった。昭和 37 年、川口〜大宮
間を結ぶ産業道路も開通し、周辺にはさらに飲食店等が増え始
め繁華街として発展してきた。一方中小零細企業の多い川口鋳
物協同組合の組合員数および従業員数は、増減を繰り返すも、
昭和 36 年以降は下降傾向となった。
西川口駅西口一帯が「風俗」の代名詞となったのは、昭和 60
年 新風営法が大幅改正したころからのようである。駅前の一部が県条例で
性風俗禁止除外区域に指定され、風俗店が林立するようになった。昭和 45
年の地図上にも既に「トルコ」なる名称が確認されているが、その種の店は
わずかに 2 軒であった。
高度経済成長期、オートレース場の売り上げも向上し活況を呈していた
が、平成３年度をピークに減少傾向となる。同じころ、都内にあった風俗
http://sangakukan.jp/journal/
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店が一斉摘発を受け西川口に流れたとも言われている。
川口市では、平成元年度から 3 年度にかけて、
「西川口周辺都市整備計画
策定調査」を実施し、都市整備部開発管理課は平成 5 年に「西川口のまちづ
くり

アメニティあふれるヒューマンスケールの商・業・遊・住複合都市

を目指して」をまとめ、
「西川口をさらに発展させるためには、シンボルと
なる施設の整備や適正な土地利用が望まれる」とした。平成 10 年には風俗
営業法改正により、新手の風俗店も取り締まり対象となったが、違法風俗
の強引な客引き等は無くならなかった。

◆テロ対策から違法性風俗店の一掃、その後空洞化へ
平成 13 年 9 月に米国で同時多発テロが勃発（ぼっぱつ）。世界中でテロ
撲滅のための活動が強化され、小泉政権下でも犯罪対策閣僚会議が実施さ
れる。平成 16 年 11 月に埼玉県警は西川口を「風俗環境浄化重点推進地区」
とした。違法性風俗店をはじめとした西川口駅周辺の社会環境は、犯罪の
温床となる要因が複雑に交錯しており、この地域の犯罪現象と併せて風俗
環境の浄化をする必要があるとして、違法性風俗店一掃のための取り締ま
りを強化した。
最盛期は約 200 店舗、働く女性は 1,000 人超。不法滞在の外国人も、
「いったい何人住んでいるのか、われわれも分からない」との県警幹部の談
があったほどだが、地域住民などの協力もあり、半年程度で劇的な効果を
上げることに成功した。
しかし、違法性風俗店が撤退した後の空き店舗が埋まることは容易では
西川口駅西口のまちづくりの推移
川口市

昭和13年

早稲田大学鋳物研究所設立
その後川口市と人的交流・協同研究始まる

昭和37年

埼玉県道35号川口上尾線（産業道路）開通

平成13年

特例市に移行、彩の国中核都市の指定

平成15年

川口市と早稲田大学が協働の包括協定結ぶ
（本表は協働事業についてに限定する）

平成17年

平成18年
平成19年
平成20年

路上喫煙の防止等に関する条例を施行
川口市防犯のまちづくり推進条例施行
（客待ち禁止地区を設け、違法ビラを一般の人もはがせるようにする）

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（風適法）」施行
米国で同時多発テロ

街頭緊急通報システム（スーパー防犯灯）の設置
埼玉県警「風俗環境浄化重点推進地区」に指定

小泉政権犯罪対策閣僚会議で「日本を世界一安全な国に！」

西川口駅周辺を路上喫煙禁止地区に指定

「安全・安心まちづくり全国展開プラン」(犯罪対策閣僚会議・都市再生
本部合同会議決定)

違法性風俗店の摘発・退去の徹底
「西川口駅周辺浄化対策委員会」設立（地域のさまざまな諸団体、警
察、川口市などで構成）
地元若者を中心にした清掃活動と連携等をして平成22年現在も継続中

風営法大幅改正で罰則強化

川口市市民活動と行政との協働推進懇談会始まる（早稲田大学支援） 川口商工会議所と市が実態調査。ビル経営者へ働きかける

川口オートレース場から埼玉県の施行撤退

平成２０ 年度地方の元気再生事業
・埼玉Ｂ級ご当地グルメ王決定戦in西川口開催等
・会議所・市に加え早稲田大学、NPO等と協働実施
・市民や商店会協働による現代アート展に市が助成

川口市自治基本条例施行

平成２１年度地方の元気再生事業実を継続
チャレンジ店舗助成、川口B級グルメ大会等実施

NPO法人まちづくり川口発足
平成21年

川口市を舞台にした映画『キューポラのある街』公開(主演:吉永小百合）
西川口の一区画が県条例で性風俗禁止除外区域に指定され店舗が増加
し、指定区域以外にも違法店舗が立ち並ぶようになる。

昭和60年

関連する外部環境

西川口駅西口

地域情報誌を発行やイベント開催など実施

埼玉県迷惑行為防止条例（一部改正で西川口も客待ち禁止地域となる）

9月、民主党が与党になり政権交代

食・音楽・アートなどの複合イベントを、市民有志や商店街、川口商工
会議所、西川口駅西口再生会議ほか、協働で実施

「コ・ラボ西川口」がオープンし、早稲田大学と地元商店会が商店街と
（株）全国商店街支援センターの「大学の連携による協働体制構築事業 」
を実施
西川口まちづくり合同会社設立

平成22年

「川口市総合計画」（第４次）

西川口駅西口再生支援事業補助金事業
（川口市が西川口駅西口周辺地区の再生を目的としたまちづくり活動に助
成する制度）
5月、6月商店会の飲食店によるイベント実施
川口市が西川口駅東西口周辺地域のまちづくりについて「西川口まちづ
くり懇談会」の発足を6月に決定

http://sangakukan.jp/journal/
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第３回 小学館『大学は美味しい!!』フェア

農学部を紹介する“食の学園祭”
「大学食品」のファンが増加
「第 3 回小学館『大学は美味しい !!』フェア」は 2010 年 6 月 2 日から 8
日までの 1 週間、新宿髙島屋 11 階催会場において実施された。第 2 回同様、
紀伊國屋書店さんの「学市学座」プロジェクトには参加される先生方の “公
開授業” と “関連書籍の販売” を、
「紀伊國屋サザンシアター」には “イベント
公演” をそれぞれご協力いただいた。後者の場合、具体的には柳家喬太郎さ
ん・柳家小満さんら 4 名による「『大学は美味しい !!』寄席〜 “食
いものの噺” させていただきます！〜」、服部幸應さんによる講
演「大切なものを失った日本人」だった。
また、小学館の “食” をテーマとしたコミック・作家の方々も
全面的に協力。
「食のコミックフェア」という体裁をとり、会場
に作品や作家らによる “応援の直筆色紙” を展示するなど、ビ
ジュアル的にも華を添えていただいた。
おかげさまで、会期 1 週間の（会場のみ。高島屋全体ではな
い）最低動員数は 13 万 7,373 人（レジ打ち回数に３を掛けたも
の。3 人に 1 人が何かを買ったという数字）となり、昨年第 2
回の 10 万 7,781 人を大きく上回った（POS 数値なので、水増

第 ３ 回 小 学 館『大 学 は 美 味 し
い !!』フェア
日時：2010 年 6 月 2 日（水）〜
8 日（火）
会場：新宿髙島屋
（東京都渋谷区）
主催：株式会社小学館『大学は
美 味 し い !!』フ ェ ア 実 行
委員会

参加31大学と各大学のオリジナル商品一覧
1 初 北海道 小樽商工大学
1 初 北海道 小樽商工大学
1 初 北海道

小樽商工大学

商大グッズ専門 小樽商大ラーメン
委員会
イートイン
商大グッズ専門 小樽商大 酒類
委員会
（田中酒造）
商大グッズ専門
小樽商大
委員会

その他

北方生物圏
フィールド科学 永遠の幸 プレスハム
センター
北方生物圏
グリーンアスパラ･
フィールド科学
ホワイトアスパラ
センター

2

北海道

北海道大学

2

北海道

北海道大学

3

北海道

北見工業大学

地域共同研究
センター

雪まりもクッキー

北見工業大学

地域共同研究
センター

ル･ビーツ

北海道

北見工業大学

4 初 北海道

帯広畜産大学

地域共同研究
高貴ハマナス花ティー
センター
畜産フィールド
畜大牛乳
科学センター

3
3

北海道

4 初 北海道

帯広畜産大学

畜産フィールド とうふくん
科学センター

しは一切ない）。

4 初 北海道

帯広畜産大学

畜産フィールド
骨付ハム
科学センター

4 初 北海道

帯広畜産大学

畜産フィールド 柏ケ丘セミドライ
科学センター
ソーセージ

◆最後まで「農学部」の名前が挙がらなかった

4 初 北海道

帯広畜産大学

畜産フィールド
あんぱん
科学センター

4 初 北海道

帯広畜産大学

4 初 北海道

帯広畜産大学

畜産フィールド
おいしいカマンベール
科学センター
畜産フィールド 十勝プラン
科学センター

私が小社刊のトレンド雑誌『DIME』の編集長時代に起こした同

4 初 北海道

帯広畜産大学

畜産フィールド 春の香りの青い風
科学センター （小麦粉）

タイトルの連載に起源を発する。

4 初 北海道

帯広畜産大学

畜産フィールド
とかち野酵母
科学センター

2005 年の就任当時、
「理系離れ」現象が起こっていた。どう

5

青森

弘前大学

農学生命科学部

してなのかを探るべく、当時のモニターに「理系で思い浮かぶ

5

青森

弘前大学

学部・分野は何か？」という質問をした際、最後まで名前の挙

5

青森

弘前大学

農学部

がらなかったのが「農学部」だった。

5

青森

弘前大学

農学部

弘前大学
その他

6

宮城

東北大学

大学院農学部研究科
附属複合生態
フィールド教育
研究センター

グリーン･ヘルス･
ウェルフェア牛肉

6

宮城

東北大学

大学院農学部研究科
附属複合生態
フィールド教育
研究センター

東北大学 酒類
( 一の蔵 )

6

宮城

東北大学

大学院農学部研究科
附属複合生態
フィールド教育
研究センター

椎茸

7

山形

山形大学

大学院
研究科

理工学

100% 米粉シュー

7

山形

山形大学

理工学 100% 米粉パン

7

山形

山形大学

大学院
研究科
大学院
研究科

理工学

理工学 殿様のだだちゃ
スピリッツ

そもそも、この『大学は美味しい !!』というプロジェクトは、

非常に違和感を覚えた。なぜなら当時、
「表示改ざん」「グル
メ」「中国食品」「オーガニック」など、良い意味でも悪い意味
でも「食」が世間の注目や感心を多く集めていたのに、その最
前線で研究をしたり働いている大学や人間に誰も目を向けてい
なかったからだ（ロボット学や脳学の先生の場合、スターやタ
レントのようになっている人さえいたから……）。だったら自
分たちで紹介し、世間に広めていこうと思い、
「大学は美味し
い !!」は始まった。
連載は 2006 年 4 月にスタートし、2007 年末まで続き、37
大学 39 研究室が誌面に登場した。開始時から反響は大きく、

弘前大学 医果同源
シリーズ
弘前大学 医果同源
農学生命科学部
アップルブリュ―
（オニコウベ）
弘前大学 酒類
（三浦酒造）

理工学

カレー

カラッと SUN

7

山形

山形大学

大学院
研究科

7

山形

山形大学

大学院
研究科

8

栃木

宇都宮大学

農学部

ゆうだい２１の米粉で
つくったシフォンケーキ

8

栃木

宇都宮大学

農学部

チーズ

8

栃木

宇都宮大学

農学部

ヨーグルト

うこぎ製品

http://sangakukan.jp/journal/
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たくさんの「実際に食べてみたい」という声が編集部に届いた。
そこで “食の学園祭” というコンセプトが立ち上がり、現在の原
型が出来上がっていく。

9

東京

北里大学

獣医学部

北里八雲ハンバーグ･
コンビーフ
ときわこまち ( どら焼き )、
まかろじぇんぬ（マカロン）

10

東京 お茶の水女子大学 学生サークル

10

東京 お茶の水女子大学 学生サークル

おちゃのみぃぜ ( バウンド
ケーキ )、ゆず & ミント緑茶

Ochas

Ochas

11 初

東京 東京農工大学

農学部

ニューコラーゲン
ボール

11 初

東京 東京農工大学

農学部

賞典禄原酒 ( 米焼酎 /
麦焼酎）

11 初

東京

東京農工大学

農学部

ブルーベリー・乾麺

11 初

東京

東京農工大学

農学部

まんじゅう、クラッチ
パック

12 初

東京

東京家政大学

家政学部

白藤郷 ( 日本酒 )

12 初

東京

東京家政大学

家政学部

米粉・おこわちまき

緒に行う初めてのイベントだった。取材した 37 大学のうち、

13

東京

東京農業大学

ー

カムカムドリンク

24 校の参加がかなった。

13

東京

東京農業大学

ー

笑友生どら焼き

13

東京

東京農業大学

ー

東京農大その他

14 初

東京

玉川大学

農学部

たまがわハニーアイス
クリーム

たまがわアイスバー

◆年々増える参加大学
第 1 回は 2008 年 2 月 16 日から 5 日間。国公立・私立が一

紀伊國屋書店さんから “一緒にやりたい” という声をいただい

14 初

東京

玉川大学

農学部

たのも、この第 1 回開催中である。紀伊國屋書店新宿南店が新

15

新潟

新潟大学

農学部

越の知恵しぼり

15

新潟

新潟大学

農学部

新雪物語（日本酒）

宿髙島屋に隣接しており、その様子を見にこられたのがきっか

16

山梨

山梨大学

ワイン（フジッコ
ワイナリー）

16

山梨

山梨大学

16

山梨

山梨大学

16

山梨

山梨大学

ワイン科学
研究センター
ワイン科学
研究センター
ワイン科学
研究センター
ワイン科学
研究センター

17

長野

信州大学

農学部

リンゴジャム、ナイア
ガラジャム

17

長野 信州大学

農学部

山ぶどうワイン

17

長野 信州大学

農学部

高嶺ルビーはちみつ

18

静岡

日本大学

国際関係学部

た〜んと富士山 ( 弁当）

18

静岡

日本大学

国際関係学部

みしまんじゅう

大豆のバウンドケーキ
( 小麦アレルギーフリー
商品）

けだった。以前より同書店で開催されていた「学市学座」も大
学の珍しいグッズを売るというものだが、新たな展開を試みた
いということだった。
単なる物産展ではないという自負を私たちも持っていたの
で、大学と先生方をもっと全的に出すという意味でも、ご協力
の申し出をありがたく受けた。この試みは行政からも高い注目
を集め、安倍晋三元総理や小渕優子大臣（当時）をはじめ、多
くの政治家もお見えになったのが第 2 回の大きな特徴である。
参加校も（4 校が減り、8 校が増えた）全体で 4 校増え、28 校

19 初

奈良

畿央大学

健康科学研究所

20

奈良

奈良女子大学

20

奈良

奈良女子大学

20

奈良

奈良女子大学

20

奈良

奈良女子大学

理学部 / 社会
連携センター
理学部 / 社会
連携センター
理学部 / 社会
連携センター
理学部 / 社会
連携センター

21

岡山

岡山大学

農学部

21

岡山

岡山大学

農学部

ワイン ( サッポロワイン )

ワイン（まるき葡萄酒）
大豆で作った飲む
ヨーグルト

他

奈良の桜くっきぃ
奈良の八重桜
奈良漬もなかアイス
奈良漬サブレ

22

広島

広島大学

ー

本醸造 おお岡大（純米
吟醸）
岡山大学農場のいちご
を使ったケーキ
プレミアムスモーク
オイスター

22

広島

広島大学

ー

ヨーグルト植物の恵

22

広島

広島大学

ー

あせひらヨーグルト

22

広島

広島大学

ー

GABA 食パン

22

広島

広島大学

ー

ギャバリッチ梅酒

今回で特徴的なことは、集約すると次の３つにまとめられ

22

広島

広島大学

ー

醗酵蔵

る。それは、①大学食品のファン（リピーター）が増えたこと ②

22

広島

広島大学

ー

カルシウム黒豆

となった。
第 3 回は全体でさらに 3 校が増えて 31 校。第 1 回から参加
している大学と連載とは関係なく参加している大学の数も、ほ
ぼ同数になった。

各大学の商品そのものの力に大きく差が出てきたこと、そし
て ③大学食品が珍しくなくなり、
（味や品質の面で）一般食品と
同列に見る層が増えたこと。
“大学が作った食品” という物珍しさだけで売れるという状況
でないことは、現場にいてヒシヒシと感じる。大学や商品に
よって「売れる数や額」も大きく違うようになった。私が考え
るこのプロジェクトのビジネスモデルについては、あまりに長
くなるので、また別の機会にしたいと思う。ただ 1 つ言えるの
は、大学・出版・流通・書店とそろったところで、次に入って
いただくとすれば、
「官」とのタッグが、次回以降、大きなポイ
ントになることだけは間違いない。
（株式会社小学館『大学は美味しい !!』プロジェクト
推進室

統括

松元浩一）

22

広島

広島大学

23

山口

水産大学校

ー

八朔銘菓

広島菜漬

食品化学科

魚醤

せとこまち

24 初

香川

香川大学

農学部

ソヴァジョーヌ・
サヴルーズ ( ワイン）

24 初

香川

香川大学

農学部

和三盆、せんべい

25

愛媛

愛媛大学

農学部

愛媛大学の安心米

25

愛媛

愛媛大学

農学部

みかんロールケーキ

25

愛媛

愛媛大学

農学部

媛の酒（日本酒）

26

高知

高知大学

農学部

やさしいゆず酒

26

高知

高知大学

農学部

くるり
碁石茶
はかた地どりソーセージ

26

高知

高知大学

農学部

27

福岡

九州大学

農学部附属農場

28

佐賀

佐賀大学

農学部

バラフ

28

佐賀

佐賀大学

農学部

バラフと抹茶のコラボ
ロール 他

29

熊本

東海大学

農学部

阿蘇の魂（芋焼酎）

29

熊本

東海大学

農学部

ベーコン

30

大分

大分大学

教育福祉科学部
食物学研究室

スッポンジュレまるまる
コラーゲン

31

鹿児島

鹿児島大学

農学部

ねじめびわ茶

31

鹿児島

鹿児島大学

農学部

篤姫酵母仕込｢天翔宙｣
( 芋焼酎）
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産学連携学会

第８回大会

不透明な時代に一筋の光を求めて
公立はこだて未来大学がホスト役を務め、産学連携学会第８回大会が
2010 年 6 月 24、25 の両日、函館市で開催された。全国から産学官連携
のリーダー、現場のプレーヤー 250 人以上が参加し、産学連携各分野にお
ける最前線を議論した。105 件の一般講演、16 件のポスターセッション
に加え、北海道立総合研究機構の丹保憲仁理事長の「地域とグローバルの

産学連携学会 第８会大会
日 時：2010 年 6 月 24 日（木）
〜 25 日（金）
会場：ロワジールホテル函館
（北海道・函館市）
主催：特定非営利活動法人
産学連携学会

融合」と題する招待講演、
「函館地域の産学官連携とグローバル化」をテーマ
とするシンポジウム、
「大学連携リサーチ＆ビジネスパークの形成に見る産
学連携の発展方向−北海道地域を例に−」と題したオーガナイズドセッショ
ンが開催された。

◆過去最高の発表

明らかに世界の中での日本の立ち位置はこの数年で大

きく変化し、さらに 2009 年に政権交代等があり、産学
官連携を取り巻く周囲の環境も大きく変わりつつある。
丹保氏の講演は、こうした現状を長期的な視野と大局観
を持って眺めることの必要性を示唆するものであった。
今回、産学連携学会の地方大会としては過去最高の発表件
数のエントリーがあったことは、この時代の中で普遍的な
価値観として何を指標として考えるべきか、探し求めてい
る人たちが増えていることを示しているのではないだろう
か？ 外部からの恣意（しい）が入り込むことなく発表を欲

基調講演

する人たちが自由に発表をして議論ができる “学会” という
スタイルに改めて深い意義が感じられる。
本大会で発表された主だったトピックは産学連携システム（異セクター間
の組織的連携の仕組み）、産業振興施策、学金連携、コーディネート手法、
産学官連携における大学間連携、事業化事例、人材育成、技術移転手法等
であり、極めて多岐にわたる。産学連携学会の大会は当初、コーディネート
やリエゾン活動、産学官連携にかかわるイベント等の産学
官連携の媒体となる活動を発表の中心に据えていたが、次
第に具体的な産学官連携による事業化事例の発表が増えて
きている。
この場合の発表者は、産学官連携を実務的にかかわる人
たちが中心であり、単に大学のミッションとして産学官連
携を通じて外部資金を得ることだけを目的としてとらえる
のではなく、これを通じて実社会にどのようなインパクト

パネルディスカッション

http://sangakukan.jp/journal/

４１

産学官連携ジャーナル Vol.6 No.8 2010

を与えることができるかという意識の変化が感じられることは重要であろ
う。

◆課題は大学の中の認知

本大会での意義ある発表として幾つか挙げると、まず渡辺裕氏ら（山形

大学）による「学金連携人材育成制度の評価」と加藤博良氏ら（山形大学）に
よる「学金連携システム『米沢モデル』の構築」で山形大学の学金連携活動が
紹介された。ここに 1 つの持続性のある学金連携モデルとしての提案があ

単発記事

り、その点が極めて興味深い。北村寿宏氏（島根大学）らの「産学連携によ

る地域イノベーション創出」は、連番で島根大学、新潟大学、群馬大学に
おける、中小企業と大学の連携プロジェクトによる事業化事例を報告する
とともに、これらの事例の類型化を試みた意欲的なものであった。
また、荒磯恒久氏（北海道大学）らによる「国立大学法人内の広域 TLO 機
能について」は、北海道大学産学連携本部が北海道 TLO 株式会社を引き継
ぐ形で取り組んでいる広域 TLO 活動の紹介と、国立大学法人法による活動
の制限の問題について議論がなされた。大学知財の管理コストの圧縮やス
ケールメリットによる移転活動の効率化の観点から、しばしば大学間連携
による知的財産活動の在り方の議論がなされるが、実務的には大きな法的
な障壁がある実態が紹介された。
澤田芳郎氏（小樽商科大学）、金多隆氏（京都大学）による「産学連携の風
俗産業モデル」では、産学官連携における各プレーヤーの階層構造を、風
俗産業の仕組みに模して論じられたが、これを通じて、いまだ “産学官連携
をコーディネートする立場” というものが一部の大学の中で十分に認知され
ていない実情が浮き彫りにされた。このことは極めて重要な問題提起であ
り、日本の大学で “産学官連携” が文化として根付く上で解決すべき問題で
あると言えよう。その一方、湯本長伯氏（九州大学）による「産学連携・知
的財産学の定式化と社会的認知について」では、学問として “産学連携” が
認知されることにより、大学の中で産学連携にかかわる人たちの立ち位置
が明確化され、そのための教育システムだけでなく、これに従事する人た
ちのキャリアパスが確立されるという提案がなされた。

◆体系知化すべき時期

TLO 法施行以来 10 年以上の時間が経過し、産学連携学会

の大会も既に 8 回開催されている。大学を取り巻く環境は
激変しているとは言え、そろそろ産学連携にかかわる事象
の蓄積も十分に有り、その成果の評価をする上での時間的
成熟もなされており、これらを、どう体系知化すべきか考
慮すべき段階に入ってきたという言葉をもって本大会の総
括としたい。
（伊藤

正実：特定非営利活動法人 産学連携学会長／
群馬大学 教授）

交流会
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起業家を励ます
情報発信を

★3 年ぶりの本誌編集委員。
この間、日本の産学官連携の焦点は、制度や体制づくり
から、研究成果の事業化やイノベーションの実現に移ってきたと認識している。有
力な事業化主体として期待されてきたのは大学発ベンチャーであるが、大学等のラ
イセンスで新たに起業したのは米国が 555 社（2007 年度）に対し、日本は 19 社
（2008 年度、大学技術移転協議会編
「大学技術移転サーベイ」
）
。
人口比、GDP
（国内総
生産）比、大学等における研究費総額比のいずれで見ても極端に日本の起業数が少
ない。わが国は 1986 年以降、一貫して企業の廃業率が開業率を上回っている。本
ジャーナルでは、起業家や起業家精神を持った研究者・産学官連携実務者にとって
励ましとなり、
役に立つ情報を発信したいと意を強くしている。
（編集委員・伊藤 伸）

★各地の地域・産業活性化のキーパーソンと現場で会い、ノウハウを学ぶ
（≒盗む）
ことを心掛けている。佐藤利雄氏もそのひとり。今月号の記事では紹介できなかっ
た 事 柄 も 多 い の で、ぜ ひ 岩 手 で 佐 藤 氏 と 会 い「佐 藤 飲 み」を 堪 能 さ れ た い。
キーパーソンに共通のキーワードを 10 個挙げると、理念、覚悟、執念、スタミナ、セ
ンス、継続、地域愛、やじ馬根性、矢継ぎ早、遊び心である。
年齢、性別はもちろん、専
門的能力の有無もあまり関係ない。日本では卓越した感性や行動力が、組織からは
変人扱いされ疎まれることもある。サッカーのワールドカップ日本代表のように、
「個の力」を「組織の力」にするトップマネジメントがあれば日本の将来は明るい。
い
よいよ夏真っ盛り。
皆さま、夏バテしないようにご自愛くださいませ。
（編集委員・岡田 基幸）

起業のヒントを
期待

個の力から
組織の力へ

★今月号の「『大学は美味しい !!』フェア」のレポートに興味深い指摘がある。筆者の
松元氏が雑誌モニターに「理系で思い浮かぶ学部」を尋ねたら、最後まで名前が挙が
らなかったのが「農学部」だったという。それがこのプロジェクトのきっかけになっ
たそうだが、「食」の最前線で研究に従事する大学人がこうした形で“社会”と触れる
ことで、より開かれた大学になることが期待される。大学間で刺激し合い、地域、産
業界との連携も進むだろう。一方、東京都三鷹地域の SOHO（Small Oﬃce、Home
Oﬃce）のインキュベーションを紹介する連載を始めた。大きな成果を挙げており全
国的に知られる取り組みだ。ベンチャーを取り巻く環境が厳しいなか、「起業」のヒ
ントを期待したい。
（編集長・登坂 和洋）
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