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巻 頭 言

ここ数年、3 つの視点から経営を見つめよう、と訴えてきている。収益性や資本効率のみにと
らわれず、イノベーションを創出する技術経営や、地球の人類社会のサステナビリティの観点
から企業活動を見ることも重要だと申し上げているわけである。

産学官の連携は互いの力を補うことにとどまらず、産学官の 3 つの視点がそこに持ち込める
点が非常に有効であると思う。オープン・イノベーションとは、異なった視点や考え方が集まっ
て 1 つの目標を見つめ、それらがバランス良く機能してゆくことでもあると理解している。

ただ、産学官連携は必要性が叫ばれて久しく、いまさら私がその重要性について述べること
もない。さまざまな手法を使い、いろいろな場面で、多くの人々により連携は進んでおり、さ
らなる推進を目指す会議やシンポジウムなども積極的に開催されている。

そこでここでは、産学官連携をグレードアップさせるための 1 つのご提案をさせていただき
たい。今や全国津々浦々で進む連携をひと回り大きな活動とし、効果を倍増させるための提言だ。
「単独自前の束縛から抜け、目標を共有するものは手を取り合おう」「要素技術が直ちに実世

界で羽ばたけるよう、縦にも連なり手をつなごう」「わずかな接点があれば、新たな出口へ向け
とにかく手を組もう」などと、産学官連携は私たちの中の「風通し」「横通し」を良くするべく
努めてきた。クローズな世界に閉じこもっていた私たちを、よりオープンな存在とすべく努力
してきたわけであり、その成果も着々と出つつある。ならば、ここからは、その「横通し」の
良くなった産学官の関係に、さらに「横串」を刺すアクションが必要なのではないだろうか。
「串」とは文字通りの串である。たとえ「横通し」が良くなっても連携を構成する各単体はバ

ラバラのままだ。逆に「融合（フュージョン）」すると単体は消え去ってしまう。単体は単体のまま、
しかしある部分には「串」が刺さり他としっかりつながっている。そういう「横串」を通すこと、
これが 21 世紀の私たちには必要なのではないだろうか。もちろん、個々の連携案件には何らか
の串が刺さっているものだ。私が申し上げたいのは、産学官連携を推し進めるこの日本という
国が、全体で「横串」を刺せるようになるべきだということである。

大きな「箱」も、1 つの手である。つくばにあるあの大きな「箱」には見事に横串が刺さっていて、
素晴らしい成果を生みつつある。しかし、これを全国津々浦々に展開するならば、どんな「串」
にすべきか、考えなくてはいけない。

私は実を言うと会社でも今、「横串を刺せ」と声を大にしている。シナジー創出の各アイテム
を選び、経営トップ（トップでないと結果は期待薄）にミッションコーディネーターという名
前を付与し、シナジーユニットの活性化を図る活動を開始して、はや 1 年になるところだ。ま
た、「自前」ならぬ「縦割り」からなかなか脱け切れない「官」方面にも、「もっと横串を」と
お願いしているところだ。「横通し」ならぬ「横串」は、もしかするとグロ－バル化、デジタル化、
学際化が徹底して進んだ 21 世紀に最も必要とされる、「活動モデル」なのかもしれない。

■横串

小林　喜光
こばやし　よしみつ
株式会社三菱ケミカルホールディングス　代表取締役社長
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新しいろう付け技術開発で窮地を脱出

大口需要家の家電メーカーがガス事業撤退を決定――その時、家電メーカーに熱
交換器を供給していた下請けのものづくり中小企業は、大学との連携で新技術に
挑戦し、新たな顧客開拓を目指した。

■新技術への挑戦の背景

アタゴ製作所（群馬県みどり市、以下「弊社」）は、鋳物バーナーに代わるプ
レスバーナーの開発製造を主力事業として 1970 年に設立された。ガス機器関連
のバーナー、送風機、熱交換器やこれらを使ったガス機器の OEM（相手先ブラ
ンドによる生産）で、事業は堅実に推移した。1900 年には、家電大手のガス給
湯事業立ち上げに呼応し、本格的に熱交換器を製造する新工場を建設し電気炉を
導入した。その後ガス機器用の熱交換器製造事業は順調に拡
大したものの、この分野の売り上げが総売上の約 40％を占
めるまでになった 1998 年に、経営環境が激変した。家電大
手がガス事業撤退を決定したのである。

この危機に直面し、『アタゴならできる、提案できる、信
頼できる』会社への転換を模索しているときに、新聞記事を
きっかけに大学の研究者との連携を進めて、新しい「ろう付
け製造技術」を開発。さらにこの技術を使って、新しい構造
のエコキュート熱交換器（写真１）を開発して新規顧客を開
拓し、事業を上昇軌道に乗せることができた。

■産学連携

１．群馬大学との始まり
私は 1998 年に株式会社アタゴ製作所に出向し、翌年、三洋電機株式会社の定

年退職と同時に入社し、技術統括部長、常務取締役を経て、2010 年から現職に
就いている。三洋電機では空調事業部の設計部門に所属し、1990 年から定年ま
ではグループの三洋ガス機器株式会社（当時）で技術部長、品質保証部長、常務
取締役等を歴任した。

私が弊社に入社した 1999 年は、事業環境の急変（大口ユーザーである家電大
手のガス事業撤退決定）への対応を急いでいたときだった。同年 2 月、全国紙
地方版に「ろう付けの研究に携わった群馬大学教授の退官」という記事を見つけ
た。「こんな身近なところに、指導を受けられる人がおられた」と驚くとともに
感激した。桐生市に拠点のある群馬大学工学部は車で 15 分の距離だった。それ
までは「中小企業に役立つ研究など、大学ではやっていないのではないか」と思
い、縁が無かった。

上西　正久
うえにし　まさひさ

株式会社アタゴ製作所　
執行役員　技術顧問

写真１　弊社の熱交換器
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その記事の乙黒靖男教授を早速訪問。その後任の中澤崇徳助教授研究室への寄
付金で、技術相談、技術指導を受けるという関係が始まった。弊社の足りない技
術について支援してもらうことが狙いであった。技術相談、分析調査、設備の借
用等を通じた交流・意見交換を続ける中で、若い荘司郁夫助教授（現・大学院工
学研究科教授）に引き継がれ、弊社のニーズ、課題、さらに夢も語り、大学側の
シーズ、情報と融合させる中で「研究テーマ」が生まれ、共同研究へとつながった。

具体的には、弊社はステンレスと銅のろう付け技術を開発したかった。エコ
キュート熱交換器への参入を検討していた自動車関連メーカーから、こうした技
術についての問い合わせがあったためである。ろう付けとは、「600 ～ 800℃程
度の既存のろう付け炉（銅材料専用）の中で、ろう材を使用して結合させる」技
術である。当時、既存の電気炉では、炉中の微量の残留酸素でステンレスが酸化
されるので、ステンレスと銅のろう付けは難しかった。それを行うには真空炉等
を使用する必要があった。

荘司先生は「ステンレスの表面に銅メッキすればろう付けができるかもしれな
い」と言われ、2000 年に共同研究がスタートした。ステンレスに銅メッキして
ろう付けする際の接合部組織の化学組成を調べ、化学組成と接合強度の相関関係
を検討し、2001 年、ステンレスに銅メッキしてろう付けする技術について群馬
大学と弊社が共同で特許を出願した。これら群馬大学の技術的支援の存在のおか
げで、熱交換器製造の協力企業を探していた自動車関連メーカーと具体的な商談
ができるようになった。

２．群馬大学以外の大学と連携
・信州大学・群馬大学との 3者の共同研究

群馬大学の荘司先生と話をしているとき、私が
「ろう付けで接合する部材（母材）は安価だが、ろ
う材の価格が非常に高い。部材（母材）とろう材
をセットで考えるのではなく、ろう付け品の表面
にろう材層が形成できればいいのだが」と夢を語っ
た。後日、先生が学会で会った信州大学教授にそ
の話をしたところ、信州大学の研究の応用でそれ
を実現できる可能性があるとのことで、3 者共同
の研究を始めた。

3 年間を要したが、夢が実現し、「銅材料の表層に、
異種金属の複合メッキ法で、ろう材層（リン銅ろう）
を作る」という技術について３者共同で特許を出願
した（図１）。
・足利工業大学に熱交換器の評価委託

会社から車で 30 分と近いうえ、企業出身の同大講師と懇意になったこともあ
り、強力な友好関係を築けた。きめ細かな対応をしていただいた。試作品ができ
るたびに、「新しい試作熱交換器のシミュレーションと実験評価」を学生の卒論
制作と兼ねて実施。試験装置も機材の提供で作製でき、少ない費用で、貴重なデー
タの蓄積に貢献していただいた。

● �材を 銅材の��に

鉄またはSUS材の表面に銅層

を形成、銅材と���の����
��で結合する。

特願：2001-211409

��

������

群馬大学・信州大学
と共同研究

特願：2004-233700

●SUS材の��材の����

銅素材の表面に、
��材合金層 を作る

●アルミと銅材の結合��

アルミ材料の複数の金属
層を形成し、

�特�は��で銅材と結合�
する。

群馬大学と共同研究

特願：2008-181951
群馬大学と共同研究

銅�

アルミ�

金属複合層+����合金

図１　共同出願事例
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・ものつくり大学で技能研修
埼玉県行田市の同大学を見学した時に、学生たちの実技レベルの高さと理論の

裏付け学習を知り、弊社の溶接職人の再教育・研修をお願いした。「溶接技能者」
へと質を高めるのが狙いである。6 名おのおのが約 80 時間の研修を受けた。

３．弊社の産学連携の形態（図２）
・基礎研究

弊社が将来実現したい技術の中で、大学のシーズ・情報
で可能性が見えるものについて行う。リスクもあるので、
原則として公的な補助金を利用する。研究期間は 3 年程度、
大学の自由裁量で進めていただく。成果として、群馬大学
と共願 2 件、信州大学を加えた 3 者共願 1 件の実績がある。
・委託研究

技術的課題が発生するたびに行った。緊急で課題を解決
しなければならないことが多かった。品質問題の調査・解
析や、代替材料の評価検討等、また足利工業大学の熱交換
器評価も、この形態である。単発で短期間で完了するので、
共同研究契約書等を省略し、研究室寄付金で処理させてい
ただくことが多い。教授には迷惑であったかもしれないが、
弊社から訪問の機会が増え、教授との交流・情報収集に効
果的であった。
・事業化研究

大手企業と弊社が共同で開発し、事業化が近いものの中
で、弊社で対応できない要素の開発、評価検討を、弊社と
大学の契約に基づき、大学にお願いしている。内容は、新
素材の適合性、ろう付け部の合金層の分析、耐久性評価等
である。専門的なデータ分析結果が期待できる。大手企業
と弊社の共同開発において、こうした大学のデータは、弊
社の開発分担の信頼を格段に上げている。このことも開発後の確実な受注につな
がっている。

■無くてはならない官支援　

中小企業は、百万円の研究費も簡単に捻出できないし、投資回収が見込めない
材料開発、溶接法開発等の基礎的研究はもっと難しい。将来のため、また、開発・
設計者の開発機会を失わせてはならないと、補助金獲得に挑戦した。最初は、申
請書作成に苦戦し、不採択も経験したが、その後の大学研究費は補助金・助成金
で充当できた。

まず「補助金ありき」の共同研究を行っている。特に、NPO 法人北関東産官
学研究会が支援する「共同研究助成金」を受け共同研究に多く取り組むことがで
きた。この助成金は、大学の必要費用を助成する制度で、企業の負担がほとんど
不要で共同研究ができる。弊社のような規模の企業の「基礎研究」にピッタリの

���� �利���� �の��� ������

2000年 共同研究　①

　   ＳＵＳ材のロー付け

200１年 　���開発��補��

2002年   �付� 共同研究　① 　���開発��補��

  　溶接材料開発 　　熱交換器評価

2003年 共同研究　②  �付� 　������研究�

　  溶接方法の開発 　　熱交換器評価

2004年 共同研究　③ 共同研究　② ����　③ 　������研究�

　    溶接材料開発 　　熱交換器評価 　　　溶接材料開発

    共同研究　④ 　　　�の����� 　���　��開発��

　           新熱交換器 　　　　　　　　　　溶接研修

2005年 共同研究　③ 　������������

　　熱交換器評価

　　　�の�����

　　　　　　　　　　溶接研修

2006年 共同研究　④ 　　���� 　������研究�

　　熱交換器評価

２００７年

200８年 共同研究　⑤ 共同研究　⑤ 　����　�料����開発

　　  ＳＵＳ熱交換器 　　熱交換器評価

共同研究　⑥ 　　　　　������研究�

200９年

　　アルミ放熱器 　�����開発��

2010年 　　　２１補正予算　２年間

2011年 共同研究　⑦ 　　���戦������　

　　アルミ銅ろう付け ���� �年間

2012年 　　���　���地������

共同研究　⑧　　地熱利用
共同研究　⑨　地熱利用

������研究�
���新��������ル��

2013年

社員が
博士課程挑戦
中

図２　産官学連携一覧
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助成制度である。
ものづくり中小企業の氷河期とも言える現在、国策として多くの支援策が出さ

れている。官の支援策（金）を受けて、大学の協力（人・智）を積極的に進め、
元気な中小企業を目指す時だと思う。弊社では現在、サポーティングインダスト
リーをはじめ 4 つの補助金の事業に取り組んでいる。

　

■産学連携の効果

研究成果は当然として、弊社では多くの有益な派生効果を得ている。
第 1 は人材の教育、セミナーへの参加、技能研修等自社ではできない教育が

できること。群大卒社員の博士課程挑戦が始まったのも、日ごろの交流で大学が
身近な存在となったためである。

第 2 は、将来の開発を担う群大卒業者の採用ができたこと。従来、従業員
200 人以下の県内中小企業への群大生の入社実績はほぼゼロだったが、弊社は
この 10 年間に 4 名を採用した。上記のような産学連携無くしては有り得ないこ
とだ。

■まとめ

産学官連携の素晴らしい成果があったと胸を張
ることができる（図３）。それは向上した企業力で
ある。生き残りの模索から 12 年、弊社の売上高は
倍増した。コアのろう付け技術の向上、熱交換器
の開発に、産学官連携は大きな力となった。大学
に支えられている弊社は、技術的に信頼できる会
社、頼りになる会社と評価されている。

旧来の製品が衰退したものの、新しい得意先向
けの売り上げが 50％を超えた。製品の分野別に見
ると、熱交換器の売り上げが全体の 80％を超えた。
熱交換器は、ガス機器用オンリーから CO2 給湯用、
コージェネレーション、燃料電池、各種排熱回収
用と種類が増え、また、材料も銅主体から SUS、
アルミニウム、合金と広がっている。

次の 10 年に向けて、ろう付けのコア技術向上とともに　第 2 のコア技術を持
つことや、熱交換器事業（用途、材料など開発）拡大などに取り組みたい。今後
も弊社の体質に合った産学官連携で、こうした課題、テーマに取り組んで行く。

図３　産学連携と事業推移
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 ■はじめに 

「大麦食品」の研究は、5 年前にスタートした首都圏北部 4 大学連合（通称「4u」
＝群馬大学、宇都宮大学、茨城大学、埼玉大学が文部科学省の戦略展開プログラ
ム―現在は自立化促進プログラム―として推進）の「研究シーズ創出分科会」

（埼玉大学が主担当）の「食の安全と健康研究会」活動から生まれたもので、現
在、「大麦食品推進コンソーシアム」（産学官 9 機関参画、代表機関：埼玉大学）
を結成し推進中である。

4u 地域は首都圏に隣接した主要な食料農産物の産地と食品加工拠点であり、
大麦は今後のわが国食料の 1 つとして栽培振興と普及を図るべき重要な資源と
考えて推進してきた。

現在、大麦栽培から精麦製粉、応用食品加工、消費者評価まで研究推進してい
るのでその取り組みについて紹介する。

 ■取り組んだきっかけ 

「食の安全と健康研究会」のテーマとして 9 テーマが提案
され、その 1 つとして健康機能性に富む大麦の水溶性食物
繊維の生合成を研究していた円谷陽一教授（埼玉大学大学
院理工学研究科）と食品学を研究していた川嶋かほる教授

（埼玉大学教育学部）が中心になり、2010 年度埼玉大学「地
域イノベーション支援共同研究」（株式会社アイ・シー・ティ
との共同研究「地域の特徴をアピールできる食品素材によ
る健康機能新食品の開発と特性解析」）に採択されて研究が
スタートした。
「なぜ大麦食品は消費者に受け入れられないのか」「おい

しくないから」「なぜおいしくないのか」「どうしたらおい
しい大麦食品ができるか」との議論から、「なぜ小麦粉のよ
うに、大麦粉は市場流通していないのか」「小麦粉のように
使用できる大麦粉はなぜできないのか」と発展し、「小麦粉
と配合しておいしい大麦配合食品」を目指す研究目標が設
定された。

農と食 起業入門

汎用性の高い「機能性大麦粉」の
開発と応用食品の推進

大麦は人類が古くから食してきた穀物だが、わが国における消費量は激減している。
しかし、豊富に含まれる水溶性食物繊維の機能に注目して、埼玉大学が食べやす
い大麦粉の技術を開発、企業と連携してうどんやパンなどの応用食品の普及に取
り組んでいる。

東海林　義和
しょうじ　よしかず

埼 玉 大 学　 研 究 機 構　
オープンイノベーション
センター	 特命教授・産
学官連携シニアコーディ
ネーター

	写真 1	　	埼玉県農林総合研究センター水田農業研究所における大
麦栽培を視察、左から円谷陽一教授、川嶋かほる教授、
村田敦志次長（生活協同組合さいたまコープ	参加とネッ
トワーク推進室）
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 ■なぜ、大麦か 

大麦は 1 万年前より人類が食してきた穀物であり、わが国でも古くから主要
な穀物として食べられてきた。しかし 50 年ほど前から激減し、現在はかつての
5％かそれ以下しか食されていない。

大麦摂取の減少は、大麦に含まれる水溶性食物繊維摂取の減少につながってい
る。今日の食生活ではそれを補うことは困難な状況である。

大麦に豊富に含まれる水溶性食物繊維（主成分β - グルカン）は整腸作用（便
秘改善）、肥満抑制、血中コレステロール上昇抑制作用、動脈硬化予防、冠状動
脈心疾患予防、血糖値の上昇抑制、免疫調整作用など種々の健康機能が報告され
ている。米国や EU などでは血中コレステロールの適正化と心臓病のリスクを低
減する健康強調表示などを認可し、１日 3g 以上の摂取を推奨している。わが国
でも公益財団法人日本健康・栄養食品協会の 2012 年度「食品の機能性評価モデ
ル事業」の対象食品（成分）に「β - グルカン」が選定された。

上記推奨量は水溶性食物繊維高含有（通常の 2 倍の 10%以上）新品種で 30g
の摂取に相当し、小麦粉等に 15%配合した「大麦食品」の普及によって、生活
習慣病の予防・改善と健康寿命の延長、医療費の大幅な改善と国民福利向上が期
待できる。

 ■経過 

1．大麦粉の技術開発
食用となる大麦胚乳は水溶性食物繊維からなる細胞壁で

覆われており、従来の大麦粉はざらついた食感で、おいし
い麺やパンができにくかった。今回、粉砕工程での熱劣化
と過粉砕を制御して、小麦粉に近い粒子径分布の大麦粉に
粉砕することによって、小麦粉との配合特性に優れ、デン
プン損傷率が低く麺やパンに適した大麦粉を製造すること
に成功した。精麦工程で黒条線を除くことによって色調も
小麦粉と変わらない大麦粉ができる。

従来の大麦麺やパンは、褐色でぼそついた食感が多かっ
たが、本技術により、通常の小麦粉食品と変わらないおい
しい大麦食品を提供することが可能になり、特許出願「穀
物粉体及び応用食品」（特開 2012-90581）、PCT（特許
協力条約）国際出願（PCT/JP2011/74539）と商標「大
麦力／バリーパワー」登録（第 5411982 号）を行った。

　
2．応用食品の開発

小麦粉と大麦粉の配合率を各種検討した結果「大麦粉 15％配合ミックス粉」
がパンや麺に最も適していることが分かった（写真２）。この配合率は、パンや
麺を１食 100g 食するとして、大麦水溶性食物繊維の１日推奨量（3g）の半量
を摂取できる量である。

	写真 2	　ゆで麺　大麦 15％配合（左上）と大麦 30％配合（右上）
　　　　　大麦 15％配合パン（下）
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そのほか、各種のクッキーやケーキ、スイーツ、料理メニューの検討も進めて
いる。

試作品について、埼玉大学学園祭で「大麦力焼きうどん」を模擬店販売（2010
～ 2012 年）、「大学は美味しい !! フェア」（高島屋新宿店、2011 年 9 月 22 日
～ 26 日）では「大麦力ゆで麺」の試食販売を行い、高い関心が寄せられた。全
国ブランドである秋田県の稲庭饂飩（うどん）と連携して「埼玉大学大麦力稲庭
饂飩」を商品化、埼玉大学生協で販売開始した。

3．外部研究資金の活用と普及活動
この間、2011 年度科学技術振興機構の A-Step 探索タイプ「高齢者の咀嚼機

能、嚥下機能に適合する美味しい大麦粉含有麺の開発」（川嶋かほる教授）の他、
2012 年度農林水産省「緑と水の環境技術革命プロジェクト事業（事業化可能性
調査）」に採択された。

これらの研究成果は、4u や各種の研究会、シンポジウムなどで発表し関心を
呼んでおり、食料自給率向上を目指す「フード・アクション・ニッポンアワード
2012」の「研究開発・新技術部門」優秀賞（埼玉大学）受賞につながった。「ア
グリビジネス創出フェア 2012」（東京ビッグサイト、2012 年 11 月 14 日～ 16
日）で研究成果展示、試食を実施した（コンソーシアム参画・連携機関共同）。

また、さいたまコープで消費者モニター評価を実施するとともに、学校給食向
けのメニュー開発も進めている。

 ■展望 

本技術による「機能性大麦粉」は、小麦粉、米粉に次ぐ「第 3 の穀物粉」と
して広範な食品加工や調理素材として利用できる。学校給食や生協での販売など
を通して、生産者の声や食材の健康機能などを紹介し、大麦食品が市場流通して
いくように展開していく構想である。

埼玉大学の開発技術による大麦粉と大麦食品は短期間に 3 企業と特許通常実
施権供与契約を締結し、さらに 8 社と協議中である。
「大麦食品推進コンソーシアム」では、栽培から精麦製粉、加工食品への利用、

流通販売まで一貫した商品化体系を構築し、大きな市場創造と国産化率・自給率
向上を目指している。

課題として特に重要なのは、水溶性食物繊維高含有新品種大麦を安定的に栽培
する技術の確立である。各県で栽培技術の検討が進んでいるが、安定した収穫、
経済的な栽培技術が確立しないと需要の伸長も困難になる。栽培と需要は車の両
輪であり、大きな目標設定の下に総合的な振興策の推進が望まれる。
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 ■はじめに 

青森県産業技術センターが管理法人となり、文部科学省の地域イノベーション
戦略支援プログラム（都市エリア型）の 1 つとして「プロテオグリカンをコアと
した津軽ヘルス＆ビューティー産業クラスターの創生」という課題に取り組んでい
る。弘前大学を中心として進められたプロテオグリカンの研究成果を活用し、津軽
地域に健康と美容の一大産業クラスターをつくることを目指している。この事業は
2010 年 8 月にスタートし、３年目（最終年度）を終えようとしている。本年度に
入り、複数の大手の健康食品メーカーや化粧品会社が参入し、プロテオグリカン使
用商品が広がっている。これまでの取り組み等を含め事業の一端を紹介したい。

 ■サケ鼻軟骨からのプロテオグリカンの素材化 

１．なぜ青森県か
プロテオグリカンは糖鎖とタンパク質が結合した「複合糖質」と呼ばれる物質

である。保水性に優れ、皮膚ではハリや弾力を保つのに重要な成分で、コラーゲ
ン、ヒアルロン酸などと共に細胞外マトリクスをつくり、身体組織を維持してい
る。しかし、構造が複雑で研究テーマとしては難しい素材であるため、研究者が
少なく、一般にはあまり知られていなかったと言える。

そのプロテオグリカンの研究とそれを使った商品開発が、なぜ青森県で行われ
たのかという疑問を持つ方が多いだろう。それは、弘前大学の遠藤正彦前学長が
主宰する弘前大学医学部生化学第一講座＊ 1 が 30 年もの間、プロテオグリカン
の基礎研究をしてきたからに他ならない。

具体的にプロテオグリカンを各種商品の素材として活用する研究が開始された
のは 1998 年。弘前大学医学部生化学第一講座の高垣啓一助教授（のちに教授）
が青森県でもたくさん獲れるサケの鼻軟骨に注目し、地元企業の株式会社角弘と
同軟骨から高純度、低コストかつ大量に精製する技術について共同研究をはじめ
たのがきっかけである。

２．サケ鼻軟骨プロテオグリカン素材化研究の歴史
サケ鼻軟骨プロテオグリカンの素材化研究は、短期間に達成されたわけではな

農と食 起業入門

プロテオグリカン使用商品が広がる
プロテオグリカンという物質は糖鎖とタンパク質が結合した「複合糖質」と呼ばれる
もので、身体組織の維持のための重要な成分であると考えられている。弘前大学で
15年ほど前から、その産業利用の研究が本格化し、企業と共同でサケの鼻軟骨から
採る技術を確立した。青森県津軽地域では、市販されたプロテオグリカンを活用した
食品や化粧品が増えてきた。

阿部　馨
あべ　かおる

地方独立行政法人
青森県産業技術センター
研究統括

＊ 1	
現在は同大学大学院医学研究科附
属高度先進医学研究センター糖鎖
工学講座
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く、研究は複数の予算により支えられてきた（表１）。商品化が達成されたのは、
現在の事業が開始してからである。

 ■プロテオグリカン使用製品の急速な広がり 

2009 年 4 月に化粧品向けのプロテオグリカンが売り出された。翌 2010 年 4 月に
食品用が発売された。それらを使った化粧品、食品共に順調に商品数が増加している。

私どもの実施している現在の事業は 2010 年に開始したものだが、現在、参加
企業が約 100 社で、化粧品および健康食品で約 100 品目が発売されるまでになっ
ている（写真１）。複数の大手健康食品メーカー、化粧品メーカーが参入している。

発売されている食品は、錠剤、カプセル、ドリンク等の商品形態で美容または
ロコモティブシンドローム（運動器症候群）に対応した健康食品がメインである。
事業に参加している青森県内企業は、りんご酢、菓子類、ジュース類など、それ
ぞれの企業が持っている商品にプロテオグリカンを添加した商品が多い。

化粧品は保湿効果が期待される化粧水や乳液などのスキンケア商品が主体であ
るが、プロテオグリカンは多様な機能を有しているので、スキンケア以外の商品
にも広く応用されている。

 ■普及に向けた取り組み 

事業開始時には、青森県で化粧品および健康食品を発売している会社が特別に
多かったわけではなく、事業に参加して初めて開発に取り組む会社がほとんどで

表１ プロテオグリカン素材化に係る補助事業名

科学技術振興機構の独創的シーズ展開事業（独創モデル化）「新しい素材とし
ての軟骨型プロテオグリカン」

弘前大学のプロテオグリカン素材化研究が地元企業の株式会社角弘とマッチ
ング。

1998年

弘前大学の学長指定重点研究「プロテオグリカン研究拠点の構築」2002年

2007年 文部科学省の都市エリア産学官連携促進事業（一般型）「ＱＯＬの向上に貢献
するプロテオグリカンの応用研究と製品開発」

2010年 文部科学省の地域イノベーション戦略支援プログラム（都市エリア型）「プロテ
オグリカンをコアとした津軽ヘルス＆ビューティー産業クラスターの創生」

年 代 採択補助事業の名称とその他の動き

2004年 文部科学省の都市エリア産学官連携促進事業（連携基盤整備型）「プロテオ
グリカン応用研究プロジェクト」

図１ プロテオグリカン商品

健康食品 化粧品

		表１	　プロテオグリカン素材化に係る補助事業名

	写真１	　プロテオグリカン商品

健康食品 化粧品
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あった。プロテオグリカン商品は基本的に加えるだけで試作品ができるのだが、
すぐに、名称・価格・表示・販路といった課題に直面するのである。その現状を
踏まえて、参加企業の目線に合わせた商品化支援を行ってきた。

１．企業の商品化の支援
商品開発研究会を開催し、難しい技術に関することはテーマとせずに、プロテ

オグリカン商品を開発するのに直接役に立つ技術あるいは情報に絞った。また本
事業では、商品化コーディネーターが公設試験研究機関の研究員とともに直接企
業を訪問することで、個別に具体的なアドバイスを行っている。

２．知名度を高める取り組み
プロテオグリカンの知名度を高める取り組みとして、さまざまな活動をしてい

る。事業ホームページ＊ 2 を立ち上げ、事業の実施内容等について示している。
また年に 2 回、プロテオグリカンフォーラムを開催し、事業成果報告と参加

企業の新商品発表をしている。毎回 300 名を超す参加者がある。アグリビジネ
ス創出フェア等大規模な展示会のほか、県内外の展示会にも年 10 回程度出展し、
プロテオグリカンの知名度を高める取り組みをしている。

また、プロテオグリカンの研究成果について分かりやすく説明するプロテオグ
リカンカンファレンスを東京の丸ビルなどで行い、多くの業界マスコミ関係者や
健康食品および美容製品関係の方々にアピールした。

３．青森県ブランド推進協議会を設立
プロテオグリカンをブランド化するには、美容効果や健康作用だけを知らしめ

るだけでは不十分だと思われる。というのは、消費者はこのような製品に対して、
効果、作用への期待だけでなく、「厳しい目」を持っているからである。本事業では、
信頼される製品づくりのための活動も実施している。

その 1 つが青森県プロテオグリカンブランド推進協議会の設立である。消費
者に対しプロテオグリカンの正しい情報を提供し、プロテオグリカン商品の認証
制度（図１）を通じて、認知度の向上を図るのが狙いである。また、さくら野百
貨店青森店にプロテオグリカンのショップ「アレッラ PG」を開店した。

 ■プロテオグリカンに期待すること 

プロテオグリカンは保湿性や抗炎症作用など多くの機能を持っている。しかし、
機能が多いが故に消費者に伝えきれないアイロニーがあり、消費者への伝え方に
ついてそれぞれの企業が苦戦しているのが現状である。プロテオグリカンが人類
の進化の比較的早い段階から存在していることから、多くの機能性を持たされた
と考えたくなる。私自身が本事業に関わって 3 年目を迎えているが、あらため
てプロテオグリカンのポテンシャルを実感している。

誌面の関係で本事業に参加した企業の個々の開発秘話を紹介することはできな
いが、プロテオグリカンと共にそれぞれの会社が特色を生かし製品開発の努力が
あったことだけは強調しておきたい。

		図１	　ブランドマーク

＊２	
http://www.aomori - i tc .
or.jp/pg/
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富山県射水市を舞台に、従来は廃棄するしかなかったもみ殻を肥料として活用し
土に還すための産学官連携共同研究（もみ殻循環プロジェクト）が展開されている。
参加しているのはいみず野農業協同組合（施設管理・圃場試験）、富山県立大学（分
析・評価）、射水市産業経済部（事務局、財務・知財）、北陸ポートサービス株式会
社（肥料製造）および社団法人地域環境資源センター（設計監理）である。

 ■ビジネス展開の課題 

もみ殻の研究開発は目新しいものではない。毎年国内で 200 万トンが排出さ
れるため、農機メーカー等がエネルギー化や含有ケイ素の資材化による一獲千金
を夢見て、研究に取り組んだ時期があった。

しかし、エネルギー化に固執し高温で自燃させると焼塊（鉱物質が半溶融状態
で焼き固まった塊）が発生し燃焼反応を阻害することと、組成の約 2 割を占める
シリカが結晶化し大量の灰（産業廃棄物）が発生することがビジネス化を阻んだ。

過去数十年研究者が取り組んだものの、この 2 つの課題を同時に解決できず、
ビジネス展開は不可能ということが通説となっていた。

 ■研究のきっかけ 

平成 21 年に射水市が公表した同市バイオマスタウン構想の策定委員長を富山県
立大学の立田真文准教授が務めた。立田氏の目標は、市民や企業に経済的リスク
を負わせないビジネスを前提とし、体裁にこだわらず（ハイテクの導入を最小限
に抑え）、究極のローテクを駆使して事業展開することであった。この構想は、地
域関係者から多くの賛同を得て、市の中長期財政計画にも反映することとなった。

もみ殻を厄介者ではなく、ケイ素を大量に含む“鉱物資源”とする発想で始め
た「もみ殻からのシリカの抽出」がこの研究の出発点である。

 ■中心の技術 

従来の燃焼で出た灰は、結晶化しているため水に溶けない（不溶性）。従って
肥料として使えない。

肥料として活用するための技術の中心は、低温燃焼でシリカを結晶化させず、
水に溶ける（可溶性）ケイ酸を大量に含む灰を製造することであった。このため
には、自燃を制御する技術が必要である。　

燃焼温度は低くても高くてもシリカは結晶化する。当初、空気の攪拌（かくは

農と食 起業入門

もみ殻を肥料化するプロジェクト
もみ殻はわが国で毎年約200万トン排出される。高温で燃やすと結晶化してしま
い、大量の灰が出るので事業化が難しい。また、その燃焼灰は水に溶けないの
で、その成分であるケイ酸を利用できない。そこで水に溶ける灰を実現し、肥料
として活用しようという産学官の共同研究が始まった。

竹内　美樹
たけうち　よしき

富山県射水市農林水産課
（もみ殻循環プロジェク
トチーム事務局）
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ん）で焼塊化を回避することや、特殊な燃焼プロセスを使用するという
条件にしばられて研究を進めていた。

しかし繰り返し実施した実証試験の解析から、実は制御可能な市販のバ
イオマスボイラーであれば燃焼方法を選ばず 20％程度の溶解性を出せる
ことが分かった。

この発見を機に溶解性を高める研究が大きく進展し、工程にわれわれ
がたどり着いた特殊技術を付加することで、可溶成分 50％を超える灰の
製造に成功した（写真１）。これは高品質のケイ酸資材となるものである。

製造工程における熱回収はもちろん可能。エネルギー量は重油の約 3
分の 1 程度であるが、ニーズに応じた熱利用が可能である。

 ■循環システム 

この循環システムでは、熱交換により電力や熱を生産し、灰は肥料化
されるため採算性も確保される。また原料が無償であることから安価で
流通し、安心安全なことも含め施用が促進され、土壌にケイ酸分を補い
健康な稲が育つこととなる（写真２）。さらに、もみ殻の成分を土壌へ
そのまま返還するため、土壌バランスを崩すこともなく、農業内で完全
循環し自然由来の農業を構築することにもなる。

 ■普及支援 

なお、この循環システムの普及は、早稲田大学理工学術院、中央農業総合研究
センター、東北農業研究センター、山形県農業総合研究センター、富山農林振興
センター、高砂エンジニアリング株式会社、株式会社ジー・ピー・ワンの各機関
や高橋英一、近藤錬三の両氏に支援していただいている。

 ■現況 

本年度は、自動運転システムを導入したボイラーで燃焼温度と灰組成や溶解性
等との相関性を解析し、高溶解性を優先したシステムを確立させ、その成果を実
用機の基本設計に反映させる準備を進める。

本システムとは別に、開発中の特殊技術をプロセス化した溶解性向上の再現性
の確立に着手しており、もみ殻を原料とする世界初の肥料資材製造システムの完
成を目指している。

圃場試験も終了し、東北農研の実証では割れもみ数が減少し斑点米が減少した
ことや、葉いもち病株率が減少したことが公表された。

 ■将来展望 

エネルギー消費の一部を担うための分散型再生可能エネルギー施設として運用
する。

全国のもみ殻を灯油換算すれば、860 億円相当の新たなエネルギーと変わり、
約 208 万トンのカーボンクレジットとなる。もみ殻灰は、農業由来の安心安全
な純国産新規格肥料として、また耐病性等への効果もあり、新市場が形成され生
産物にも付加価値を与え六次産業化の展開に貢献できる。

	写真２	　稲栽培の試験結果

	写真１	　燃焼灰
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ラズベリー （キイチゴ）は、多年生の小果樹であり、欧米ではジャムや洋菓子
などによく用いられる果実の１つである。寒冷な気候に適し、独特の味覚と芳香
を有する。近年はわが国でも需要が伸びているが、大半が輸入品（生果・冷凍果
実計で年間約 3,000 トン）で、国産品の供給が望まれている。

本レポートでは、秋田県立大学の保有するシーズ（ラズベリー品種と栽培技術）
を基に、「あきたを日本一のキイチゴ産地にしよう！」というスローガンを掲げ、
産学官連携によるラズベリーの産地形成を進めてきた活動の経緯を述べる＊ 1。

 ■なぜ秋田でラズベリーか 

本学が音頭をとってラズベリー栽培の普及に本格的に取り組んだのは平成 20
年からである。生物資源科学部の今西弘幸准教授（小果樹園芸学）の保有する十
数種類のラズベリー品種の中から、秋田県での栽培適性があり、かつ市場性が高
いと考えられる 5 品種を選定し、生産振興を開始することとした。

先行モデル産地として県央の五城目町が手を挙げ、本学と同町の共
同研究がスタート（現在も継続中）、農家を主体とする「五城目町キイ
チゴ研究会（写真１）」が発足した。また、当初から需要の創出にも取
り組み、生産農家、洋菓子店・食品加工業者などを会員とした「あき
たキイチゴ利活用研究会」（現在会員約 160 名）も同時期に発足した。

今西准教授が研究のために収集してきた“他県にはない”品種は地
域ブランド化の有力な基盤となったが、さらに産学官連携の枠組みで
産地形成と地域内の需要創出を同時に進めたことが、秋田県における
ラズベリー生産振興の“面的な広がり”を特徴づけた。
“米どころ”秋田県の農業は、うち続く減反政策・米価下落により稲作が苦し

い状況に陥っているが、稲作複合部門の 1 つとしてラズベリーが期待された。
また、経営的あるいはマーケティング的な観点から、同学部アグリビジネス学科
の宮入隆助教（農業経済学）が参加し、いわゆる出口に関する支援を行った点が、
生産者にある種の安心感を与えた。こうした幅広い大学の人材を活用し、異分野
融合的な支援体制を構築したこともポイントである。

 ■実用技術開発事業を活用 

2009 年度に農林水産省の「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」
に、共同研究の代表機関として「国産ラズベリーの市場創出および定着のための
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国産ラズベリーの市場創出に向けて
国内初のラズベリー（キイチゴ）の産地形成に向け、秋田県立大学や公設試験研
究機関が地元農家を支援している。40軒の農家が手掛けるまでに広がっている。

＊１	
本稿で取り上げた秋田県におけ
る国産ラズベリーの産地化の取
り組みは、科学技術振興機構の

「目利き人材育成研修」でコー
ディネート事例研究課題として
も検討した（編集部）。

渡邊　雅生
わたなべ　まさなり

秋田県立大学　地域連
携・研究推進センター
コーディネータ

	写真１	　五城目町キイチゴ研究会
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＊２	
地域連携・研究推進センターの
主な活動は、以下の 4 点である。
①	会員向け「キイチゴニュース

レター」の取材、編集、発送
（4 回 / 年）

②研修会・総会等の開催支援
③	生産者と実需者との情報伝達
（販売促進）

④	農林水産省主催「アグリビジ
ネス創出フェア」における秋
田産ラズベリー、ラズベリー
加工食品の試食提示などによ
る PR

特に、「ニュースレター」は、
生産者間の栽培技術情報の交流
や実需者との良好な協調関係を
維持するのに寄与していると考
える。

生産・流通技術の開発」という課題で応募し採択された（2009 ～ 2011 年度）。
この実用技術開発事業は、総合防除技術を含めた栽培技術の確立はもとより、

日持ちの悪いラズベリー果実の保存技術やパッケージを含めた流通技術の開発
と、生産者数を増やすための経営指標・新規参入モデルの提案を柱と定めた。同
時に研究成果を生産者に提供し普及活動の一助とした。本研究成果は、「国産ラ
ズベリーの栽培・流通のてびき」としてマニュアル化され、本学ウェブページで
公表している。

2010 年度から秋田県立大学地域連携・研究推進センター内に「キイチゴ産地
形成支援プロジェクト」を設置し、あきたキイチゴ利活用研究会の事務局として
強力に“支援”することとなった＊２。

 ■ラズベリー産地形成へ 

その後、五城目町に加え、大館市早口（旧田代町）でも組織的な取り組みが始
まり、「たしろラズベリー研究会」が結成された。両組織生産者数は合わせて 40
名程度まで増えた。今年度の果実の生産量は 3 トン弱に達し、来年度は今年の 1.5
倍程度まで増えることが期待される。収穫物の大半は秋田県内の実需者に供給さ
れている。菓子類・ジャム、リキュール、アイスクリームなどの特産品が開発さ
れ、飲食店では生ジュースやシャーベット、カクテルの原料となっている。

生産者からは「米以外の換金作物。お客さまにもとても喜ばれ、栽培の大きな
励みになる」「県立大学に専門家がいるし、自治体もいろいろ支援してくれるの
で心強い」などの声が聞かれる。加工業者からも「輸入品に比べて品質が良く、味・
香りも良い」と評価をいただいている。その中には株式会社食の森たしろの「た
しろの恵みたっぷりん（写真 2）」やぜんげつ堂の「五城目きいちごのあきたロー
ル」など、県外でも十分に競争力がある商品が開発されてきており、今後の伸展
が期待される。

 ■今後の課題 

秋田産ラズベリーの現在の生産量は、国内需要の数％にも満たない量であり、
県内の限られた範囲に供給されているにすぎない。産地形成の初期段階にある。
今後、生産技術を高位平準化し、栽培農家を増やし、県外出荷を目指した集出荷
体制の整備するのが課題である。

一般的に生産の拡大とそれに見合った販路の確保を同時に進めるのは難しく、秋
田県のラズベリー産地形成はこれから正念場を迎える。特に生産農家の自主的な販
売組織によって担われている（ JA のような既存の販売ノウハウを持った組織では
ない）上、需要を掘り起こして新たに市場を創出しなければならないので、今後も
継続的な生産組織化、マーケティング戦略策定の両面での支援を必要としている。

産地形成を支援するわれわれ大学は、地域内の産学官の連携を強化し持続的な
ものとしたり、県外への情報発信を効果的に進めることなどで、“地域に根差し
た大学”の機能を発揮したいと考えている。

	写真 2	　県内企業が商品開発した　　　
　　　　		「たしろの恵みたっぷりん」
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親の経営する運送業の小荷物配送部門で、1991 年からハスカップ＊ 1（写真１）
やホッキ貝などの地域特産品の発送代行を行うようになった。女性の視点を生か
して生活と地域に密着した業務を広げられるのではないかと考えたからである。
この仕事を行う中で、次第にハスカップに強い関心を抱いた。ハスカップは苫小
牧近郊の原野に自生していた植物で、その小さな果実は地元ではアイヌの古老か
らの言い伝えとして「不老長寿の実」とされていた。子どものころからなれ親し
んだその花や実は、見た目の謙虚さの中
に可能性を秘めていると思うようにな
り、ハスカップを使った加工食品の開発、
事業化をするため、翌 1992 年秋に新会
社「有限会社はすかっぷサービス」を設
立した。

これまでに幾つかの商品を開発してお
り、2011 年 6 月には、産学官連携で取
り組んできたハスカップ濃縮果汁顆粒を
売り出した。

 ■東京－札幌間の機内飲料に採用 

弊社の最初の製品は「HASKAP TEA」（フレーバーティー）。「ハスカップをもっ
と多くの人に知ってもらいたい、届けたい」をコンセプトに開発し、1995 年に
売り出した。1998 年には東京－札幌間の機内飲料に採用された。これを契機に
さらなるハスカップ商品の開発に本格的に取り組むようになった。

ハスカップの果実を練り合わせた「HASKAP 羊羹」、ゲル化剤以外の添加物
を使用しない「ハスカップゼリー」「ハスカップコンフィチュール」、ハスカップ
と道産リンゴ果汁「ハスカップル」「ハスカップルソーダ」「ハスカップ大根のど
飴」など、いずれも香料や洋酒などを使用しない素材重視の製品である。

 ■苫小牧高専との共同研究からスタート 

ハスカップ濃縮果汁の顆粒は以下のような経過で事業化した。
2005 年から苫小牧工業高等専門学校との共同研究に取り組んだ。さらに
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産学官・農商工連携でハスカップの濃縮顆粒
北海道で多く見られるハスカップという植物は、ブルーベリーに似た果実をつけ
る。かつては原野に自生し、アイヌ民族が不老長寿の妙薬として食していたと言
われる。会社を興し、ハスカップを使った食品を開発している。

＊１	
ハスカップは北海道南西部にあ
る勇払原野（ゆうふつげんや）
に自生し世界でも有数の大群落
を形成していたが、1970 年代
に自生地の大部分が苫小牧東
部開発計画地域に入り、多くが
厚真町に移植された。ハスカッ
プは北半球の寒冷な地域に自
生しているが、生食に適してい
るのは、北海道勇払原野の種
といっても過言でない。カナダ
のサスカチュワン大学の農場で
は、勇払原野産の自生種を改
良した「ユウフツ種」を大規模
に試験栽培しており、名称をブ
ルーハニーサックル (HASKAP/
Blue	Honeysuckle) として 商
用化を目指している。
ハスカップの機能成分は、総ポリ
フェノール 530mg/100g、中で
もシアニジンは 272mg/100g、
ビタミン C48mg/100ｇのほか
Mg、Zn、Fe、K、Ca、Cu、Mn
のミネラル分が含まれている。
ハスカップの語源は、アイヌ語
ハシカプに由来し、ハシ「枝」・
カ「表面」・オ「なる」・プ「も
の」（has-ka-o-p）であり、和
名をクロミノウグイスカグラ（学
名：Lonicera caerulea var. 
emphyllocalyx）と言い、スイ
カズラ科スイカズラ属の灌木で
耐寒性の強い小果実である。5
月下旬から 6 月にかけて黄白色
の花を咲かせ、7 月に入って青
紫色の実をつけるが、実が柔ら
かく一粒ずつ軍手をはめて丁寧
に摘み取りするため、ベテラン
でも1 時間で 1㎏しか収穫でき
ない。

大西　育子
おおにし　いくこ

有限会社はすかっぷサー
ビス　代表

	写真１	　ハスカップの果実
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特 集

2007、2008 年の 2 年間、経済産業省北海道経済産業局からの委託事業（地域資
源活用型研究開発事業）として、「ハスカップのラジカル性機能成分を安定化さ
せた加工食品の開発」のテーマで北海道教育大学、苫小牧高専、北海道立総合研
究機構食品加工研究センターと共同研究を行った。研究の狙いは機能性成分の評
価と加工法の研究で、「原材料の収穫量が少ない」「原料価格が高い」といったハ
スカップのマイナス要素を、商品の高付加価値でカバーしようというものである。

当初は濃縮果汁を使ったソフトカプセルの試作を行ったが、ハスカップの機能
性はブルーベリーよりも優れていたものの、外観は変わらないし商品単価が高く
なるので断念。そこで、ハスカップの味を生かし、飲んでおいしく、機能性を保
持した飲料を開発することにした。

具体的には ①保存性を高めハスカップの味覚を維持 ②機能性を保持 ③手軽
な形態と手軽な使用法 ④適正な価格（価格に見合う商品）――と方向性を定め、
エバポレーターで濃縮した果汁を用いた粉末飲料開発試験を行った。顆粒にする
ことには成功した。

 ■基剤に北海道産ビート糖 

北海道経済産業局の事業の成果を発展させるため、2009 年にハスカップ生産
者の JA とまこまい広域ハスカップ部会（犬飼仙松会長）、北海道立総合研究機
構食品加工研究センター、小林香料株式会社と連携して「多用な用途に活用でき
るハスカップ濃縮果汁粉末の製造販売」に取り組んだ。この連携は、北海道経済
産業局および農林水産省北海道農政事務所の「農商工等連携対策支援事業」に採
択されて実施した。

試験レベルで顆粒化に成功していたものの、実際に商品化を目指すとなると、
その生産工程でさまざまな障害があった。濃縮果汁は Brix（糖分濃度）が 60 以
上あり、フリーズドライやスプレードライでは乾燥助剤を相当な量用いないと空
気中の水分の影響を受け潮解し、やがて固化が起こる。しかし、助剤を使うと肝
心な味が阻害されるので、助剤を使わない加工法を模索した。

基剤に考えられるデキストリン等を使い、配合を変え試作を繰り返した。最終的
に、安価で安全性の高い北海道産ビート糖の微粉末を基剤に使うと、pH2.3 以下
の強い酸味を緩和する効果もあった。これにより飲料として適当なものになった。

試作品を、食品の大きな展示会「FOODEX JAPAN 2011」に出品したところ、
多くの方から「おいしい」「ホッとする」等と好評を得た。

そして、2011 年 6 月から「ロニセラ」
という名称でハスカップ濃縮顆粒の販売
を開始した（写真２）。製品名はハスカッ
プの学名からとった。

現在「ロニセラ」をベースにタブレッ
ト化（食べる錠剤）を試作しているが、
型離れが悪いので、味に影響しない賦形
剤を模索している。

	写真２	　ハスカップ濃縮顆粒「ロニセラ」
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地方大学が地域に必要な大学となるために
三重大学・地方大学シンクタンクの地域貢献

今日、地方大学に必要とされる役割の 1 つが、自治体などと連携して地域の課題
解決に取り組むこと。三重大学は、積極的に地域に入り、企業や行政とともにさ
まざまな事業を実施している国立大学として注目される。その中心の組織で、地
域シンクタンクの役割を果たしている地域戦略センター（RASC: Regional Area 
Strategy Center）の活動を紹介する。

三重大学は大学発シンクタンクとして地域戦略センター（RASC: Regional 
Area Strategy Center）を平成 23 年 4 月に設立した。RASC は学長直轄の
組織として、地域の自治体、産業界の全体を見渡した政策提言と政策実現のた
めの施策（プロジェクト）を実行する「司令塔」として機能している（図１）。
RASC は、産業育成、地域振興、産業インフラ政策、観光政策、防災政策、医
療・福祉政策、文化振興、環境政策など幅広い分野の課題に取り組む体制を整
え、平成 23 年度には自治体・企業との共同研究 4 件、受託研究 1 件、三重県庁
からの受託事業 5 件、総額 5,160 万円の事業を実施する「地域に必要な地方大
学シンクタンク」へと
一気に立ち上がった。
地域が抱える課題を地
域自治体と共に考え解
決する総合シンクタン
クとして RASC は機
能し始めており、地方
における地方国立大学
の役割を鮮明にする新
たな挑戦を、三重大学
は RASC を通して試
みている。

■なぜ、地方大学シンクタンクなのか？

三重県は紀伊半島東側に位置する人口が約 186 万人（47 都道府県中 22 番目）
の平均的な県である。北部地域は大企業の主力工場とモノづくり系の中堅企業が
集積する経済基盤が強い地域だが、南部地域は交通の便が悪く農林水産業中心の
産業構成のため過疎化と高齢化が急速に進んでいる。まさしく、都市と地方の格
差が拡大している日本の縮図とも言える状況が三重県に発生しており、深刻な地
域課題となっている。

三重大学は、三重県内の唯一の国立総合大学として地域に存在しており、教員・
学生が地域の自治体、産業界からの依頼で、地域活性化に関わる取り組みを行っ
てきた。しかしながら、地域課題の根源が人口減少・高齢化・成熟化による経済

西村　訓弘
にしむら　のりひろ

三重大学	 地域戦略セン
ター長

武田　保雄
たけだ　やすお

三重大学	理事・副学長

地域の自治体、産業界の全体を見渡した政策提言と政策実現のための施策（プロジェクト）を提供

するために、「三重大学地域戦略センター」は全学的な取り組みを行う司令塔として機能します。

三重大学
学長

人文学部・人文社会科学研究科

教育学部・教育学研究科

医学部・医学系研究科

工学部・工学研究科

生物資源学部・生物資源学研究科

地域イノベーション学研究科

事務局

理事・副学長
（研究担当）

社会連携研究センター
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最適な研究者
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地域貢献

三重大学地域戦略センター
地域の自治体、大学、産業界の全体を見渡した政策提言と

政策実現のための具体的な施策（プロジェクト）を提供する。

（三重大学シンクタンク)
政策提言

三重大学地域戦略センターの役割

図１　三重大学地域戦略センター（RASC）の役割

産学官2月号.indb   20 2013/02/12   14:59:16



Vol.9  No.2  2013 21

低迷など日本全体を取り巻く構造的な問題に伴って発生しており、地域活性化へ
の取り組みも、各論の対策ではなく、地域の在り方を根本的に変える立ち位置で
取り組むことが必要になっている。こうした時代にあって、三重大学は、地域を
熟知した地方大学として、自治体機能の補完に全学を挙げて取り組み、地域が抱
える根源的な課題を自治体、産業界と共に解決することが存在価値であると考え、
これを実行する司令塔的な学内組織として RASC を位置付けている。

■ RASC の取り組み

三重大学は RASC を立ち上げた平成 23 年度から多くの事業に取
り組んできた。平成 23 年度に実施した事業には、「地域活性化プラ
ンスタートアップ促進業務（三重県からの受託事業：事業費 21,855
千円）」「かんきつを中心とした東紀州特産農業の展開支援事業（三重
県からの受託事業：事業予算 5,500 千円）」「産学官連携オール三重
起業化推進事業『起業道場』（三重県からの受託事業：事業予算 4,781
千円）」がある。

三重県では南北に長い地勢を生かして多種類の農作物が生産されて
おり、都道府県の中で最も種類が多いとされている。しかしながら、
そのいずれも小規模生産であり強い産地がほとんどない。このため、
農業の活用によって地域を活性化しようとする取り組みを掘り起こ
し、ハンズオン支援を行うことで農業をテコに連鎖的に県内全体を活
性化させることを目指しているのが「地域活性化プランスタートアッ
プ促進業務」であり、平成 24 年度も継続し、2 年間に 100 カ所程度
の支援を行った（写真１）。
「かんきつを中心とした東紀州特産農業の展開支援事業」では三重

南紀みかん産地の再生を図るための施策を地域の農家・農協の方々
と共に考え、具体策を策定した。事業は 23 年度で終了したが、平成
23 年度に実施した「（仮称）みえフードバレー FS 調査（三重県から
の受託事業：事業予算 5,000 千円）」の結果を基に県庁内に設立され
た「農林水産部フードイノベーション課」と連携することになり、平
成 24 年度には「みえフードイノベーション・プロジェクト創出コー
ディネート事業（三重県からの受託事業：事業予算 4,914 千円）」で
行う販売促進の取り組みにつながった。
「起業道場」は、RASC のセンター長が塾長となり百五経済研究所

の協力を得ることで、起業間もない経営者を対象に経営者の心得と
経営戦略を考えさせる教育を提供した。平成 24 年度には、第二創業
を目指す後継経営者にも範囲を広げた「MIE 経営者育成道場」とし
て継続実施し、2 年間で 50 名程度の若手経営者を対象とした。平成
24 年度には県庁所在地である津市からも事業委託を受け、「みんなで
つくる街の賑わいプロジェクト事業（事業予算 3,591 千円）」として、
疲弊している津市中心市街地の活性化に対する市民の声を拾い上げる
オープン・ディスカッションを行い（写真２）、市民の声を取りまと

写真１　「地域活性化プランスタートアップ促進業務」
　　での学生スタッフによる取り組みの様子

写真２　「みんなでつくる街の賑わいプロジェクト事業」
　　　で行ったオープン・ディスカッションの様子
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めた提言書を前葉泰幸津市長に手渡した。提案書の内容は平成 25 年度予算に反
映され、RASC が継続してその実施を担当することが決まっている。

RASC では、野村證券と百五銀行の協力を得ることで「事業化支援チーム」
を編成し、三重県内企業の成長を支援することも行っている。これまでに 10 社
程度に対して経営戦略の策定で協力するなど、地域産業界をけん引する企業の育
成にも注力している。

■ RASC の学内での立ち位置

RASC の活動は多岐にわたっており、組織立ち上げと事業実施を並行して行っ
たことから、設立年である平成 23 年度は相当の負担が担当スタッフにかかった
のも事実。しかしながら、準備段階から協力をいただいている野村證券、百五銀
行、百五経済研究所、三重 TLO からの助言と人的協力を得ることで、いわゆる

「垂直立ち上げ」に成功した。
RASC の活動方針は三重大学長が陣頭指揮を執る RASC 幹部会議で決定さ

れ、具体的な活動内容は RASC 連絡調整会議で取り決めている。いずれの会議
も月 1 度のペースで実施している。野村證券、百五銀行、百五経済研究所、三
重 TLO がメンバーだが必要に応じて三重県庁からも参加している。RASC の設
立目的には、上述のような「地域社会への貢献」に加えて、「学生教育とキャリ
ア形成への効果」と「研究領域の拡大・深化」を掲げている。

RASC の活動を学部・大学院における研究・教育に活用すること――例えば
地域活性化プロジェクトに学生を参加させることで地域課題を考える実践力を養
成する――で、新たな実践教育が提供でき、学生がキャリア形成を考えるきっか
けにしたいと考えている。また、RASC の活動に参加した学生たちが自主的に

「RASC 学生スタッフの会」を形成し、約 90 名程度が参加する組織になっている。
彼らは自分たちが活躍する場として RASC の重要性を理解し始めており、積極
的に事業への提言と活動を行うようになってきた。このため RASC には学生の
力が必要不可欠な状況にもなっている。

■最後に

三重県内の各地域に住む人々、企業が元気になり、地域全体が活気にあふれる
ような「幸福が実感できる社会」を実現することが私たち RASC の目標である。
成熟社会での幸福を実現するための最適解は、高度成長期の象徴である大都会、
大企業から生まれるのではなく、人々の生活との密着度が高い地域社会と中小企
業から生まれてくるのが理想的。三重大学は RASC の活動を通して、地域にあ
る大学の役割を再考し、地域を変える原動力として、また、地域から日本を変え
ていく原動力として、今の時代に必要とされる地方大学が果たすべき役割を具現
化し、実行していく所存である。
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同志社大学生が京都府庁への
政策提言から学ぶこと

妊産婦、乳児連れ、障害者、高齢者など移動に困難を伴う人々を対象にした駐車
場（パーキングパーミット）制度。京都府は 2011 年秋にこの制度を導入した。
同志社大学政策学部の関根教授は今年度、同制度の普及を大学の授業のテーマと
し、京都府の担当部局と連携して進めている。学生たちは、施策における課題を
発見し、解決策を考え、行政機関や企業に提言する手法を学んでいる。

■はじめに

大学とは、研究機関であると同時に、まず教育機関であるという自覚が必要だ。
学生たちが、実社会に出て、日々直面する課題に、どう向き合い、どのように解
決策を提示するか、その力をつけることが、大学の第一の使命である。学生たち
は、リアルな社会の課題を発見し、解決策を考え、それを行政機関や企業に提言
するというプロセスを体験することで、社会の仕組みを理解し、物事に向き合う
力を体得する。2012 年度の「アカデミック・スキル」という授業を通じた取り
組みを紹介したい。

■京都おもいやり駐車場利用証制度の現状

学生たちが今年度、対象としたのは、妊産婦、乳児連れ、障害者、高齢者など
の移動困難者に対する駐車場制度である、いわゆるパーキングパーミット制度の
普及についてである。海外では、障害を持つ人用の駐車場に違法駐車すると、人
道上の罪として驚くほど高額な罰金が科せられる。だが日本では、その違法駐車
を取り締まる法律そのものが存在しない。車いすユーザーやベビーカー利用者に
とっては、ドアを広く開けられる幅の広い駐車場は、必要不可欠なものなのだが、
ニーズのない人が停めても違反にはならないのである。このような状態を打開す
るため、日本でも佐賀県をはじめとして、パーキングパーミット制度が導入され
ている。これは、移動に困難を抱える方の申請に基づき利用許可証（写真１）を
渡すとともに、広くて近い駐車場をそのマーク（写真２）で明示して利用者を特
定することで、まちのユニバーサルデザインを推進
するものだ。状況により、長期間使えるタイプとと
もに、妊産婦やけが人など短期間使えるタイプの 2
種類が存在する。

京都府も、2011 年秋から、「京都おもいやり駐
車場利用証制度」という名称で、この制度を導入し
た。制度開始から２年以内の申請者をおよそ 1 万 2
千人と見込んでいるが、2012 年末ではまだ 4 千人
弱の申請に留まっている。

筆者の専門は、誰もが暮らしやすい社会を目指す
「ユニバーサルデザイン」と、幸せな高齢社会の在

関根　千佳
せきね　ちか

同志社大学　政策学部／
大学院　総合政策科学研
究科　教授

写真 1　利用許可証

写真 2　駐車場に設置される案内標示
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り方を考える「ジェロントロジー」である。京都府のユニバーサルデザインのま
ちづくりを検討する委員会のメンバーであり、2012 年に本学教授に就任したた
め、ユニバーサルデザインの中の学生にも分かりやすいテーマとしてパーキング
パーミット制度を選んだ。

アカデミック・スキルの講義では、行政施策が社会のどのようなニーズからつ
くられるか、それを普及させる上での困難さは何か等を理解する。約 20 名の志
ある学生が、この課題に取り組むこととなった。春学期は二回生が京都府の現状
を把握し、一般市民に制度を理解してもらうための物語を書くという作業を通じ
て、政策を市民に分かりやすく伝えることの大切さを学んだ。秋学期は一回生が、
実際のおもいやり駐車場にインタビューに行き、この制度の抱える課題を肌で感
じてきた。その実体験を踏まえ、課題を理解し、背景となるデータを把握した上
で、京都府庁の担当部局に対する政策提言を行った。

■政策提言の方法

学生たちは、4 ～ 5 人のチームに分かれ、現状の何が課題か、原因は何か、他
の自治体ではどのように解決しているか、などを調べた上で、解決策を話し合っ
た。最初は百花繚乱のアイデアが出され、これはこれで面白かったが、次第にコ
ストやワークロードを考えて、実現可能な提案に絞られていく。学生の立場で
協力できるもの、地域の人々の参画可能なもの等を考えて、最終的には以下の 3
個の提案となった。

1. 利用証と併用する親しみやすいバッジの新設
2. スポーツや学生イベントとのコラボ企画
3. ソーシャルメディアの活用と資料の PDF 化によるコスト削減

1 月 16 日、京都府庁の旧本館の会議室で、いよいよ、府庁の関係部局へのプレ
ゼンテーションが行われた（写真３）。３つの提案に対し、その背景、提案内容、
考えられる効果とコスト、残された問題などを、学生たちが説明していく。京都
府庁の職員からは、他府県の状況、デザイン上および利用上の課題、イベントの
内容やコスト、フェイスブックなどソーシャルメディアの運営上の課題など、多

写真３　京都府でのプレゼンテーション
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数の質問が出されたが、これまでじっくりこの問題に向き合ってきた学生たちは、
背景も含め、一回生とは思えないくらい正確で的確な回答を行うことができた。

府庁側からは、「これまで全く考えていなかった分野の提言であり、早速検討
したい」「コストをきちんと考えていただいているので、現状でも実現可能であ
ると思われる」「PR するターゲットを変えるという意味で目からうろこだった」
などの好意的な意見が寄せられた。

■ユニバーサルデザインの社会に向けて

京都府庁の若手職員に授業に参加していただいて、課題の背景データや提言の
実効可能性についての情報を提供して下さったからこそ、可能になった授業であ
ると言える。この授業を行う中で、筆者は、産官学の新しい取り組みとして、既
存の行政や企業の枠組みの中に、学生たちの感覚を取り入れることの重要性を痛
感した。行政や企業においては、組織上の制約やコスト意識から、全く新しい発
想を見つけることは難しい場合がある。だが学生たちが、自分自身で課題を深堀
し、解決策を見つけ出し、コストや実現可能性も考え抜いた提案は、行政側や企
業側の固定観念に、新しい風を吹き込むことが可能なのである。学生にとっても、
行政や企業の現場を知り、担当者の苦労や喜びを知り、社会の仕組みを理解し、
かつ説得力のあるプレゼンテーション技法を学ぶ機会となるのだ。それは今後の
人生の中できっと役に立つ。

学生たちが就職していく先の企業も、行政も、待ったなしの高齢社会に向き合っ
ている。商品やサービス開発も、行政施策も、高齢者や子供に使いやすく、配慮
されたものでなければ、存在する意義すら無くなってしまう。学生たちのプレゼ
ンテーションの最後は、次の言葉で締めくくられていた。

｢この京都おもいやり駐車場の普及によって、誰もが暮らしやすいというユニ
バーサルデザインの社会とは何か、他人事ではなく自分事として、府民のみんな
が考える社会になってほしいと思う」

このような学生が、少しずつでも、社会を変えていけるのだと信じている。
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柿シブを有効成分とする
ノロウイルス対策製剤

企業が広島大学の技術を活用し、食品産業の現場で利用する抗ノロウイルス剤を
開発し、事業化している。有効成分は柿シブ。食品にかかっても安全な「食品添
加物」としている点がポイントだ。

アルタン株式会社（東京都大田区、以下「弊社」）は 1981 年４月設立で、食
品産業向けに環境衛生に役立つ業務用製品の開発、製造を行っている。広島大学
とノロウイルス対策製剤の研究開発を進めて成功し、2007 年末から事業化して
いる。広島大学と共同で各国に特許（柿シブを有効成分とする「抗ノロウイルス
剤およびこれを含有する組成物」）を出願しており、日本と中国では取得済みで
ある。

■開発のきっかけ

研究を開始したのは 2006 年 4 月。当時、厚生労働省の発表によると、食中
毒患者の 70.8％（2 万 7,616 人）がノロウイルスによる食中毒であり、大きな
社会問題となっていた。この問題を解決するため、人に安全な抗ノロウイルス剤
の開発を目指した。ノロウイルスは二枚貝に集積することが知られていたので、
牡蠣（かき）の最大生産地・広島県にある広島大学では抗ノロウイルスに関する
研究が進んでいるものと思い、調べた結果、大学院生物圏科学研究科の島本整教
授に共同研究を依頼し、進めることになった。

■開発の中心技術・開発経過

食品にかかっても安全な製品とするため、成分はエタノールと食品添加物に限
定した。中でもポリフェノール類のタンニンに絞った。

これを基本に次のような経過で開発を進めた。
1.　ノロウイルスは、人の小腸上皮でのみ増殖し、他では培養できないので、従

来の感染価による検証ができない。島本教授はリアルタイム PCR 法によって
ノロウイルスのゲノムを定量解析し抗ノロウイルス効果を検証した。

2.　茶タンニン、カテキン等数あるタンニンを成分とする試験液で検証したが、
柿シブタンニンのみが顕著な効果を示し、99％ウイルスゲノムが消滅した。
こうしたことから、柿シブタンニンを主成分とする製剤を目指した。

■製品化および販売実績

柿シブ液は酸化発酵すると濃褐色で強い異臭を発するため、酸化防止と褐色変
化遅延ができなければ製品化は困難である。研究を続け、ビタミン C を添加す
ることによって酸化を遅らせることができることが分かった。ビタミン C を添
加すると、数カ月間褐色への変化と臭いを抑えることができ、2007 年 9 月に製
品の開発ができた。

鈴木　賢一
すずき　けんいち

アルタン株式会社
代表取締役
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2007 年 11 月、「アルタンノロエース」の名称で発売した（写
真１）。同年 10 月 30 日の日本経済新聞に「アルタンと広島大
学がノロウイルスを 99％以上消滅させるエタノール製剤を開
発し発売した」との記事が掲載され、また 2010 年 9 月およ
び 2012 年 10 月に NHK 総合テレビで抗ノロウイルス「柿シ
ブパワー」製品として放映され、その都度製造が間に合わない
ほど一時的に注文が殺到した。

発売開始後も製品の改良を続け、食品添加物のフェルラ酸が
柿シブとの相性が良いことを発見し、1 ミクロンのフィルター
でろ過することにより、製造 1 年後でもわずかに褐色変化を
確認できるほどの製品に仕上がった。

販売先は帝国ホテル、ワタミフードサービス、社会福祉法人くにみ園、山崎製
パン等業種も多岐にわたっている。

販売金額は、発売以来「アルタンノロエース」500ml 換算で、累計 100 万本、
消費者価格で 10 億円である。

■特許共同出願

柿シブを有効成分とする「抗ノロウイルス剤」の発明を 2009 年 6 月に広島
大学と特許共同出願し（原出願 2007 年 6 月）、科学技術振興機構（JST）の支
援を受けた。出願先は、日本、アメリカ、カナダ、中国、ベトナム、ＥＵ（フラ
ンス、オランダ、イギリス）である。JST の支援により先進国や中国、ベトナム
にも出願でき、これらが将来の事業の大きな基盤となる。現在この特許技術につ
いてアメリカ企業との間でライセンス契約交渉中である。またベトナムで合弁企
業を設立して事業化する予定である。これまでに特許に登録されたのは、日本（第
5092145 号 2012 年 9 月 28 日）中国（第 ZL200880019726.2 号 2012 年 7
月 18 日）である。他国は審査請求中である。

■競合製品との比較

競合製品の抗ノロウイルス検証では、カリシウイルス科のネコカ
リシウイルスをノロウイルス代替ウイルスとして感染価による効果
検証を行っているが、pH1 ～ 2 の強酸（胃液）ではネコカリシウイ
ルスは不活化するが、ノロウイルスは小腸まで達して増殖する。従っ
て、競合製品がネコカリシウイルスに効果があってもノロウイルス
にも効果があるとは言えない。競合製品とアルタンノロエース（HA-
72A）の抗ノロウイルス活性の比較データ（図１）を示す。

■展望

柿シブを有効成分とする「抗ノロウイルス剤」を含有する製剤を
引き続き広島大学との共同研究で開発する。事業として年商 4 億円
を計画している。ハンドソープ、ハンドローション、ハンドクリーム、
固形石鹸等を製品化して消費者が安全・手軽にノロウイルス感染予
防ができる環境づくりを進めていく。

写真１　アルタンノロエース

図１　各種消毒剤の抗ノロウイルス効果比較
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「産学官連携ジャーナル」アーカイブ

地域情報をきめ細かく発信

　「産学官連携ジャーナル」は全国各地の地域プロジェクトや地域の話題を紹介しています。
先端技術を活用して地域に新しい産業を興そうとする大規模プロジェクトから特産品開発、
まちづくりまでテーマはさまざま。本稿では過去の記事から、新産業創出、エネルギー、農
の力、地域ブランド、環境、まちづくり、金融、大学の貢献の8つのキーワードで地域の
取り組みを拾いました。
　小誌のホームページでは、都道府県別に関連記事をご覧になれます。トップページの「県
別に記事を読む」からお入りください。� （編集長：登坂和洋）

 徳島県 

●県において掲げた、平成 22 年度末までの 100 社集積という目標は、平成 21 年 9 月
に、LED などの半導体や電子部品への「精密表面処理・加工分野」で非常に高い技術
力を有する企業の新工場進出により、「半年・前倒し」をする形で達成することができた。
集積した企業群は、オフィスや街路・屋外用などの LED 照明器具 16 社、LED を使用
した看板・ディスプレイ 31 社、LED の今後の性能向上を支える素材・部品・デバイ
ス 16 社、捕虫器、殺菌、農業・漁業用 LED などの新用途 24 社、さらに画像処理装
置の計測装置分野、イルミネーション分野等 18 社と、各種の製品・技術がそろったと
ころである。（2011年 11月号、桒原大輔氏、特集『光の産業創出』100 社集積を実現、
基幹産業目指す ―徳島・LED バレイ構想―）

 静岡県・浜松 

●浜松・東三河地域の光・電子工学の企業、研究機関、研究者の集積を目指す取り組み
は、文部科学省・イノベーションシステム整備事業「地域イノベーション戦略支援プロ
グラム」を活用し、静岡県、浜松市など地域自治体の支援を受けて行われている。これ
まで同省の「知的クラスター創成事業」を中心に、関係府省の政策も活用しながら進め
てきた。現在、取り組んでいる研究開発は、オプトロニクスに関連するデバイス・測定

新産業創出
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装置・システムなど３分野 14 テーマ。光・電子産業の世界的な拠点にすることが目標だ。
（2011年 11月号、特集『光の産業創出』「オプトロニクスフェア 2011 in 浜松」集積
目指す浜松の光・電子産業を全国に情報発信）

 香川県 

●希少糖という糖がある。自然界にごくわずかしか存在しない単糖（糖の最少単位）で、
これまでに約 50 種類が確認されている。香川県内の大学、企業、行政が連携して、希
少糖の研究開発・事業化プロジェクトを長年推進しており、そのなかで希少糖の 1 つ、
D －プシコースの量産技術を確立した。香川大学の何森健教授が天然型単糖を D －プ
シコースに変える酵素を発見したのを契機に研究が開始されたものだった。今や香川大
学の「希少糖研究センター」は世界有数の研究拠点となっている。（2010 年 12 月号、
特集『知りたい四国』かがわ糖質バイオクラスター 希少糖 D －プシコースの製品開発目
指す）

 福岡県 

●福岡における水素プロジェクト推進の中核となっているのが、産学官の連携組織「福
岡水素エネルギー戦略会議」である。2004 年に設立された戦略会議は、当初、144 企業・
機関で活動を開始した。現在、戦略会議には 593 企業 ･ 機関（2010 年 7 月 1 日現在）
が参画しており、水素エネルギー分野においてはわが国最大の産学官連携組織に成長し
ている。戦略会議では、2008 年 2 月に策定した「福岡水素戦略（Hy-Life プロジェクト）」
に基づき、研究開発、社会実証、人材育成など水素エネルギー社会の実現に不可欠な取
り組みを総合的に推進している。（2010 年 10 月号、田代裕靖氏、特集 『水素プロジェ
クト』福岡水素エネルギー戦略会議 産学官による研究開発、社会実証進め新産業育成
を目指す）

 山梨県 

●山梨大学は、文部科学省の「次世代型燃料電池プロジェクト」や「都市エリア産学官
連携促進事業（一般型）」において大きな成果を挙げ、さらに研究成果の実用化を目指
している。平成 20 年度からは新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託
研究として「固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発」に取り組み、燃料電池の普
及に必要な製造コストの削減や、性能、耐久性、信頼性の向上を目指した研究開発を進
めている。このような中、山梨県としても大学と連携しながら、燃料電池の実用化と関
連産業の集積・育成の推進に向け、積極的かつ体系的に施策の展開をスタートさせたと
ころである。（2010 年 10 月号、高根明雄氏、特集『水素プロジェクト』山梨県 山梨
大学を核に「燃料電池バレー」目指す）

エネルギー
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 長野県・飯田 

●長野県飯田市は長期の目標として、太陽エネルギーや森林資源の活用を中心とした地
域のエコエネルギー供給計画の策定を目指している。同市では 2004 年から「太陽光発
電市民ファンド」による太陽光発電促進の活動が行われている。市民参加で太陽光発電
普及を経済サイクルに乗せようというユニークな取り組みだ。同じ時期から協同組合
が木質ペレット（木材を細かく破砕し、高圧で固めた固形燃料）の普及を進めている。

（2010 年 3 月号、特集『環境都市　5 つのアプローチ』地域のエコエネルギー供給シ
ステム 飯田市“ヒューマングリッド”で効率活用）

 鳥取県 

● 1980 年に鳥取県で発見された「おさ二十世紀」は「二十世紀」の突然変異によって
生じた自家結実性品種である。鳥取大学農学部園芸学研究室では、自家受粉で生産でき、
しかも高品質な新品種の育成を目指し、「おさ二十世紀」を親とした育種を行ってきた。
今回、新品種「早優利」「優秋」および「瑞鳥」を品種登録し、登録と同時に地元企業
による苗の生産と産地での栽培が始まっている。（2011年 6 月号、田村文男氏、ナシ
３新品種、産地の栽培始まる）

 愛媛県・内子 

●からりは、特産物直売所とパン工房・薫製工房・シャーベット工房・あぐり加工場な
どの農産物加工施設、レストランからりやあぐり亭の飲食施設や通信販売という、超産
業化を通じて地域活性化に貢献している。（2011年 2 月号、板倉宏昭氏、連載『成熟
化社会における超産業戦略（後編）』「内子フレッシュパークからり」地域プロデューサー
が内部力と外部力を「新結合」）

 鹿児島県・徳之島 

●奄美群島のほぼ中央、人口約 2 万 7,000 人の徳之島（鹿児島県徳之島町、伊仙町、
天城町）。県都・鹿児島市から約 460 キロ離れたこの島で 2002 年、茶の栽培が始まっ
た。農作物はサトウキビ中心で、他の換金作物を探していた。「手掛けてみないか」と
いう県や県経済連の呼び掛けに「われわれでもできるのか」と皆が喜んだ。（略）なぜ、
徳之島で初めて茶が植えられるようになったのか。糸を手繰っていくと茶に関する最先
端の研究の成果に行き着く。「科学」の恩恵である。（2008 年 6 月号、特集『科学で
地域を元気にする』茶の抗アレルギー作用を利用した食品開発 機能性茶の「べにふうき」
栽培が広がる） 

農の力
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 宮崎県 

●平成 20 年から独立行政法人科学技術振興機構の支援を受け、宮崎大学、宮崎県食品
開発センターとともに産学官一体となって開発に取り組み、22 年には県産マンゴーか
ら採取した酵母を用いた、フルーティで爽やかな発泡酒「宮崎マンゴーラガー」が製品
化できた。（2010 年 11月号、梶川悟史氏、特集『復興宮崎 熱く』宮崎県産マンゴー
の酵母から発泡酒）

 北海道・十勝 
●スタートは平成 11 年。「十勝のネームバリューを、十勝の業者がきちんと正しく活
用できる仕組みを作ろう！」という声を受けて「十勝ブランド検討委員会」（委員長：
三上正幸帯広畜産大学教授＝現在名誉教授）を設置。「地域ブランド」という言葉もあ
まり聞かれなかった当時、同委員会は先進事例を学び、地域の実情を調べ、柱となるコ
ンセプトや仕組みを検討し、平成 15 ～ 17 年にはナチュラルチーズを対象にモデル認
証を実施している。（2011年 8 月号、清水友紀子氏、加工食品の品質と技術を「十勝
ブランド」でアピール）

 高知県・香南 
●農産物の成長市場は、消費者との新しい関係が新需要を生み出している。 安心、安
全なものを安定して供給するモデルもその 1 つであるが、香南市が選択した道は、人（若
者たち）を育て、香南市の面白さや楽しさを商品化し、多くの市民の口コミ宣伝力を武
器にした直販ビジネスである。（2011年 3 月号、橋詰徹氏・石塚悟史氏、市民参加型
による地域ブランド構築 動き始めた「香南まるごと旨市」）

 京都府・亀岡 
●亀岡市は京都府の中央部に位置する中都市である。亀岡盆地の中心には、保津峡を経
由して京都市内に流れ下る桂川がある。盆地の南側、大阪府との境にある北摂山地が分
水嶺（れい）となっており、北側は桂川水系、南側は安威川・神崎川水系となっている。
この分水嶺を持つ限界集落、それが西別院町大槻並である。（2010年5月号、中川重年氏、
本物の里山をどう生かす －里山を活用した低炭素環境コミュニティーのモデルづくり）

地域ブランド

環　境
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 北海道・下川 
●森林管理の基本的な考え方は、伐採と植林を永久に繰り返す持続可能な循環型森林経
営である。伐期を 60 年ととらえ、毎年 50ha の植林と伐採を繰り返すには 3,000ha
の面積があれば循環型森林経営が実現でき、機会あるごとに森林を取得し、現在、天然
林約 1,500ha、人工林約 3,000ha を町有林として所有している。継続的な森林整備は、
雇用の場の確保、木材の安定供給、林道網整備による公共事業の創出や CO2 吸収量の
増大にもつながっている。（2010 年 3 月号、樋口知志氏、特集 『環境都市 5 つのア
プローチ』森林を活用する 北海道下川町 森林バイオマスを利活用）

 福岡県・北九州 
●小型電子機器の製造においてレアメタルを含む多種の金属材料は小型電子機器に必要
不可欠であるが、その多くは輸入に頼っている。2000 年代に入り世界経済が大きく変
動する中、資源枯渇、資源ナショナリズム、ならびに環境等の課題が山積みされ、これ
ら金属材料の安定的な確保、代替材料の開発、さらにはリサイクルの仕組みとその技術
開発等は、環境負荷低減ならびに資源の確保という観点で企業としても国としても極め
て重要な課題となってきた。（2010 年 2 月号、横山博史氏、ソニーと北九州市が協働
で実施する小型電子機器の回収実験） 

 埼玉県・川口 
●埼玉県川口市は、荒川を挟んだ東京の周縁地域である。旧田中家住宅などの華やか
なハード面の文化財があるほか、ソフト面では職人まち特有の創造的な地域文化があ
る。その一方、かつて違法性風俗など近代的空間を抱え込み、ネガティブなイメージの
レッテルも貼られている。それら両面を併せ持つ中で、都市の魅力や強みを明確化して
いくことが重要である。しかし新たな方向に踏み出すことは容易ではない。地域には多
様な利害関係者が存在しており、まちづくりへのスタンスも多様である。地域住民だけ
では都市のビジョンをまとめるには限界がある。他地域との交流・連携による都市づく
りの次世代型モデルによる新たな創造都市の地域イメージの再構築が期待されている。

（2010 年 9 月号、早田宰氏、連載 『まちづくり拠点「コ・ラボ西川口」（後編）』JR 西
川口駅西口 近郊都市からの創造都市ビジョンを目指して 成熟都市再生の産学官民連携
について）

 神奈川県・横須賀 
●「追浜こみゅに亭＆ワイナリー」は、大学の演習や研究室の学生の地元研究の拠点、
地元の方々には独自企画の研究会やまちづくりの会合に利用することができる。ただし、
大都市の商店街では空き店舗といえども賃貸料は安くない。相場が坪１万円 / 月、実際

まちづくり
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には月 15 万円かかる。これに対し収益はワイナリーの他、地域連携の試みとして、山
形県白鷹町の農産品を入れた。なぜ白鷹町かと言えば、独自の農法で頑張る農家の支援
をしたいという声があったからであるが、商店街の八百屋さんと品物が競合しないため
の配慮もしている。これらの収入により、施設の維持管理を図ろうとした。（2011年
12 月号、昌子住江氏、特集『市街地対策・まちづくり 学の貢献』「まちなか研究室」
から「こみゅに亭カフェ」へ －横須賀市追浜地区における試み－）
　

 佐賀県・唐津 
●市民、地元企業・団体が、自らの課題を解決するためにもっと大学を利用できるよう
に、平成 21 年 9 月に唐津市の中心市街地の一角に「からつ大学交流連携センター」が
誕生した。大学の研究者らが、もっと唐津市のまちなかや農漁村地域に入り、研究・教
育活動を進めるようになってほしいと考えており、市民などによる大学の活用のほか、
本センターにその窓口、言い換えると、大学と地域との橋渡しの役割も期待した。（2011
年 10 月号、幸島英伸氏、産・学・官の連携をまちなかで進める －からつ大学交流連携
センター－）

 東京都・三鷹 
●三鷹ネットワーク大学は、国立天文台や国際基督教大学をはじめとする 15 の教育・
研究機関と三鷹市が NPO 法人を設立して運営する「新しい地域の大学」であり、「民
学産公」協働の取り組みである。（2010 年 6 月号、大朝摂子氏、「天文台のあるまち」
三鷹からの発信 ～人財育成で科学を文化に～）

 鹿児島県 
●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。（2010 年 8 月号、諏訪田敏郎氏、特集『地域金融・新モデル－産学
金連携を探る』農業関連の融資残高を 5 年で 2 倍に伸ばす）

 大阪府 
●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

金　融
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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。（2010 年 8 月号、島崎公伯氏、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）

 秋田県 
● 2004 年４月の開学後、学内の学際的な研究チームで、県内の過疎地域の現状につい
て研究を行った。この課程で異なる専門的切り口で共通のテーマに取り組む重要性を認
識し、翌年（2005 年）2 月に外部資金を獲得することも考え、地域環境研究センター

（CRESI）を設立した。同センターが大学と地域との交流の拠点になっている。地域の
伝統・文化をベースに地域の明日を考えていきたい――センターとしてやりたいことが
絞られ、初の本格的な研究として、科学研究費補助金を得て北秋田市阿仁地区を対象と
した。テーマは同地区における「過疎地域の資源発掘とエコ・ミュージアム構想による
内発的地域振興策」（05 ～ 07 年）。この取り組みが地元メディアなどで報道されるよ
うになり、県や市町村からの調査・研究の依頼が次々とくるようになった。（2011年
8 月号、国際教養大学 活性化プランづくり、人材育成と多彩な地域貢献）

 北海道・釧路 
●今、地域経済を取り巻く環境は大変厳しい。構造改革政策の進展で地域格差が拡大し、
政府の財政も大変厳しい中で、新政権下においても公共事業の縮減が進められ、地域経
済と雇用を支えていた建設業が厳しい経営を迫られるなど地域経済全体が委縮してきて
いるようだ。まさに地域は、自らの知恵で、自立して生き抜いていくことが真剣に求め
られているが、大学の役割としての社会貢献が叫ばれている中で、このような課題に地
域の大学が産学官連携によってその役割をどこまで果たしていけるのだろうか。（2010
年 3 月号、小磯修二氏、地域の課題に向き合う －地方大学の挑戦－）

大学の貢献
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編　集　後　記 中小企業の産学官連携成功の秘訣
　中小企業の産学官連携成功事例であるアタゴ製作所（群馬県みどり市）のレ
ポートから 2 つのことを感じた。1 つは、「新しい視点」を導入し、ビジネス
のやり方を少し変えてみることの大切さである。同社にとって新しい視点は、
大手企業を定年退職した技術系の人材（筆者）だった。大学との連携を若手社
員の教育にも活用している。知見を深め専門技能を磨いた若い社員がまた会社
に新しい視点を持ち込むだろう。もう 1 つは、課題の共有が産学官連携成功の
カギであるということだ。同社では、大学の研究者と意見をよく交わし、抱え
る課題、要望をきちんと伝えていることが、レポートからうかがえる。産学連
携のあまたの失敗例をみると、この課題の共有ができていない。
　特集はアグリビジネス。この分野は相変わらず元気である。目的もはっきり
している。関わっている人々の息吹が伝わってくるようだ。
　本号の記事「柿シブを有効成分とするノロウイルス対策製剤」。使い方によっ
てノロウイルスの感染を予防する効果が期待できるのではないか。
 （編集長・登坂和洋）

★近ごろ、大学のキャンパスの中で、中小企業
等を中心とした勉強会が実施されることが多く
なった。地域に開かれた大学のイメージアップ
になり、大変良いことだ。ソーシャルメディアの
発達により、フェイスブック等を活用したネット上
の産学交流も活発となった。新政権になり、こ
れらを支援する動きが出てきている。もちろん、
適切な評価も忘れてはいけない。連携やマッチ
ングの前提として、まず、「開かれること」が
重要だ。ずっと指摘されてきたことだが、今度
こそ、ここ 1～2 年で一気に開花するような気
がする。もう1 つの「オープンイノベーション」
が産学官連携を進化させるのだ。

松田	一也　九州経済産業局	総務企画部	総務課長

★長野県上田市の姉妹提携都市であり、米国
第 2 のシリコンバレー候補地といわれるコロ
ラド州のブルームフィールド市を訪問した。
米国企業は、相手企業の社歴、資本金、従業
員数などにはあまりこだわらず、「御社は何
ができるのか、どんな技術があるのか」とい
う点を質問してくる。会議では、若干緊張気
味の上田のものづくり中小企業の経営者たち
も、米国の工場にいったん足を踏み入れれば、
眼が一瞬にして変わる。製品の完成度、製造
装置、5S の実施度など、言葉が直接通じな
くとも、理解ができるのである。「言葉の壁」
は簡単に乗り越えられる。姉妹提携都市を海
外展開のきっかけにするのも一手である。

	　　岡田	基幸　上田繊維科学振興会	理事
　　	　　　　　	浅間リサーチエクステンションセンター

（AREC）事務局長

米国企業訪問から学んだこと もう1つの「オープンイノベーション」
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