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コンソーシアムアドバイザー

秋田県産業技術センター

技術フェロー 赤上 陽一

いま、秋田のDNAを使うとき
秋田県産業技術センターで26年以上にわたり、工
学分野を中心に研究活動を行い、所長も歴任した赤
上陽一氏。昨年度より当コンソに新設されたアドバイ
ザー職に就任し、企画部会や幹事会の場で、これか
らの人口減少時代を見すえた積極的提言を発して
いる。同氏は、大学で電磁気学を学んだのちに、大
学教授や企業経営者との出会いがきっかけとなり、
流体力学から研磨技術、かく拌技術へと、その領域
を広げていった。「出会いのイノベーション」の価値を
重んじてきた同氏と、異業種交流に取り組み続ける
当コンソの結節点を手掛かりに、秋田県をデザイン
するうえで不可欠な思考のあり方、経済活動が集中
する中央圏との関係性に至るまで、コンソと県民が
未来の極限状況を生き抜くための羅針盤をいただ
いた。

（インタビュー・構成・撮影 事務局 工藤 拓）

――人との出会いによるイノベー
ションには、凝り固まった観念が
氷解するような、劇的な展開があ
るのでは？
秋田市の企業様から、「細かな
異物が付着する。除去方法は無
いか」と相談を受けて、秋田大学
のジャヤデワン講師（現 滋賀県
立大学教授）、藤田豊久教授（東
京大学名誉教授）の指導の下、
流体に高電圧を与えると活発に
動く現象を見出しました。流体が
動くということは力が生じること
だという視点から論文を読み込
み、大阪大学の森勇蔵教授の高
精度な研磨技術に到達しました。
一方、論文では「研磨処理に72
時間もの時間が要する」との課題

も示されており、この現象を使っ
て研磨時間を短縮できるのでは
ないかと考え、研究を深めました。

かを考える。この思考を、バック
キャスティングとよびます。こうい
うことを考えていると楽しいです。

出会いのイノベーション

―大事なのは、時間を短縮できな
いかという、気づきですね。現状
をどうにかして変えられないか、と
考える癖が重要だと。
課題を見出し改善する。その一
つとして、時間を短縮させること。
時間が生まれれば、利益が生まれ
ます。それが積分すると企業規模
が大きくなる。時間短縮は有効か
つ大きな武器になります。例えば、
５G技術で自動運転ができれば、
車に乗った瞬間、仕事ができる。
そうすれば、遅刻という概念がな
くなるわけです。このように将来を
イメージしながら、今何をすべき

改善提案の思考法

秋田は恵まれている
―国民はCOVID-19 に縛られ
ています。また日々の忙しさから、
中央圏はゆとりを持った創造的
な意見交換が難しい状況です。
創造性を育む場として、秋田は適
しているのではないでしょうか？
ストレスがあると、落ち着いて考
えることが難しいですよね。その
点当県は、いろいろ新しいことを
発想する場として恵まれていると
考えます。ブルー・オーシャンで
先進的な事業を考えて推進すれ
ば、地元の企業も世界進出でき
ます。たとえば、東京の企業の方
が、東京の大学の門を叩くことは
ハードルが高いのに対し、地元の
先生なら相談に比較的乗っても
らいやすい。これで研究開発に、
専門性や多様性が深まります。

AIとIoTで無駄を排除

―経営課題を解決する手段のAI
やIoTは、技術屋がやるものだ↗



―今後は、人流の多い首都圏から
秋田への流入なども考えられます。
アフターコロナの変化に、どう構え
ていればよいですか。
おそらく、人の流れは明確に変わ
ります。その時に、イノベーティブ
で魅力的な研究開発企業の集団
が、秋田に存在している必要があ
ります。同時に、利他的なものづく
りに立ち返りましょう。「あの人のた
め」と思うと、仕事が丁寧になり、
課題解決に繋がります。この姿は、
他者からは憧れに映ります。アフ
ターコロナに備え、イノベーション
の素地を持った、若者が憧れる研
究開発型企業がひしめき合う環境
を構築しましょう。このコンソに入
れば、その夢に向かうためのきっ
かけと出会いが生まれますね。

異業種の集まりで多様なアイディ
アが生まれる素地があります。こ
うした環境は、秋田も東京も変わ
らないのではないでしょうか。
変わらないです！加えて秋田
は社会課題の宝庫ですから、そ
の解決が利他的な事業創出につ
ながります。たとえば、BtoB企業
の多い秋田では、現場のエンジ
ニアが顧客にヒアリングするなど、
製造している部品や製品が最終
顧客にとってどのような社会貢献
を担っているのか理解する機会
を得ることで、優れた製品・サー
ビスを目指す意識が育ち、無駄
が排除されます。これが、利他的
な事業創出につながり、キャッ
シュフローは改善します。
さらに、コンソのメンバーとコラ
ボが生まれれば、秋田は非常に
熱く興味深い地域だとして、中央
の企業が秋田に立地します。もう、
秋田は上を向きましょう。さらに、
国際的なAIUやデザインの美大
もあるし、AIもある（笑）。
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と考える向きもありますが、本来
は、経営層もかかわるべきもので
す。どのように浸透させていきま
すか。
今後2050年に向けて生産人
口が大幅に減る中、企業が生き
残るために、AIやIoTの活用で
作業の無駄排除を実践しましょう。
当センターは以前から研究開発
を行っています。ぜひ共同研究を
進めて、社内エンジニアの教育を
加速しましょう。経産省の来年度
予算に盛るようですから、導入の
機会は広がります。

―（笑）。ずばり、何十年先を考え
るヒントとして、キーワードを挙げ
るとすれば？
課題があるとすれば、人口減少
や地球温暖化などかな。課題に
対して非力な人間は立ち向かっ
ていきます。これらがキーワード
なんでしょうね。たとえば防災イン
フラの充実を願うとすると、機械
化を進めて農家が林業も兼業し、
収入を増やして就労人口を増や
します。また、そこで製材された
秋田杉を組子細工とし、壁材に
活かす。これを地域の高齢者が

若年層に課題探しを

―生産人口減少は、社会保障の
負担がダイレクトに若年層にのし
かかります。解決に導くためには
将来から逆算する思考訓練が肝
要です。ただ、会社においては、
若い私たちが何を実現できるの
かと気後れすることもある。どう
意識改革すべきでしょうか？
経営のトップも含めて、現場の
課題についてフランクに話せる場
をつくることが一丁目一番地。会
社に関わる社会課題を若い社員
が見出し、解決方法を創案する
ような対話のキャッチボールが大
事ですね。課題はまさに財産です。
価値を生む解決案に経営トップ
がご褒美を出すことで、若い社員
はドーパミンが発露し、アクティブ
な発想や行動に繋がります。

―お話を聞いていると、企業成長
の道筋には、目先の収益や経済
規模の前に、企業として利他的な
進め方が重要なのだということに
気づきました。加えて当コンソは、

秋田のDNAを使え！

みんなで指の訓練として取り入れ、
フレイル予防や認知症ケア、そして
お金が回ります。このように、メカ
ニズムとストーリーを織り込んで、
人に「やりがい」を抱かせながら介
在させることが大切です。秋田に
生まれたDNAを、秋田県民が
使っているか？考えましょう。

―当コンソーシアムは、ヘルスケア
をテーマに健康延伸事業の創出を
行っていますが、このテーマ設定
で、みんなが潤えますか？
ヘルスケアはそもそも、人のため、
利他的なテーマです。ICT企業や
食品企業も、みんなで解決へのベ
クトルを合わせることができます。

―その一方で、全くの異業種が集
まっているために、活動が活発化
しにくい側面もあります。
ヘルスケアに直接従事している
会員は数社程度ですよね。これま
で現場を知らないことが弱みかも
しれません。時が解決してくれます。
コンソの強みは多様性ですから、
今後、企業間のヒアリングや、若者
が行動に参加できれば、異なった
視点から課題抽出が成されていく
ので、心配する必要はありません。

憧れの研究開発型企業



アイディアコンテスト始動
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秋田がよみがえるアイテムの種を探せ！
コンソーシアム史上最大規模のプロジェクトがはじまる

令和3年9月9日
秋田県庁にて記者会見を開催

特集

ついに、コンソーシアム史上最大規模の巨大プロジェクトが始動した。9月9日より募集を開始した「あ
きたアイディアコンテスト」は、コンソの活動目的の主軸となる“健康寿命延伸”をテーマに、ビジネスにつ
ながるアイディアを県内外に募り、異業種交流によるアイテム創出の機会を探るものだ。募集開始と同日
に秋田県庁で開催した記者会見には、県内すべての主要テレビ局と複数新聞社が来場し、“グランプリ
賞金20万円”のインパクトとともに報じられた。
会見では、藤盛会長より、「会見登壇者の顔ぶれが、秋田県の総力結集を体現している」との力強い挨
拶のあと、審査委員長の赤上陽一氏が「我々の凝り固まった常識を変革していただければ嬉しい」と、コ
ンテスト応募希望者への期待を込めた。応募はコンソーシアムのホームページから受け付けている。

＜記者会見当日登壇者一覧＞
秋田医理工連携推進コンソーシアム会長 藤盛 紀明 ※オンライン参加
秋田県産業技術センター 技術フェロー 赤上 陽一（コンテスト審査委員長）
株式会社秋田今野商店 代表取締役社長 今野 宏
株式会社三栄機械 代表取締役社長 佐藤 淳
東光コンピュータ・サービス株式会社 執行役員 石田 吉行
株式会社サノ 代表取締役 佐野 宗孝
株式会社アルファシステム 代表取締役 佐藤 嘉晃
株式会社秋田銀行 取締役常務執行役員営業本部長 土谷 真人
株式会社北都銀行 常務執行役員営業推進部長 佐藤 純悦
秋田県産業労働部地域産業振興課 課長 斎藤 大幸
秋田公立美術大学３年 武田 紗千夏（コンテストチラシ作成者）



今年3月、当コンソでは「フレイルを知る」のテーマのもと、秋田大学を会場に、初めての会員向け講演
会を開催しました。アンケートでの満足度は高く、フレイル予防の最前線に強い関心をひきつけました。
今年度は、講演会を起点とする発展可能性に期待し、来年1～3月頃をめどに、より応用的、実務的な
テーマをベースとした講演会の開催を予定しています。
また、令和元年度を最後にコロナ禍で停止していた会員交流事業も、ワーキンググループ横断型・動画
による会員事業紹介などをキーワードに、再開に向けて企画がなされています。

■今年の講演会の詳報
テーマを「フレイル・高齢者社会を秋田のビジネスチャンスに！～超高齢社会秋田の産学官医金から市
場を切り拓くためには～」として、令和3年3月26日に、秋田大学本堂40周年記念会館2階記念講堂を
会場に開催した。秋田大学山本学長の挨拶に始まり、大田秀隆教授・冨永幸恵看護師よりフレイルに関
する現在の取り組みについて、島田洋一教授・水戸部一孝教授・巖見武裕教授からは情報通信技術の
観点から健康長寿へのアプローチについて、秋田今野商店今野社長・アルファシステム佐藤社長からは、
民間レベルで進む健康寿命延伸の事業について報告がなされた。

“健康寿命”は様々な世代の人々が関わっていくテーマ。このコンテストは、日
ごろの発見やアイディアをそのまま形にできるから、日常のひらめきや発見を、
人々が広げていくイメージを描いた。全体としてオレンジと黄緑を基調とした温
かいデザインに。フォントも丸みを帯びたものとして温かく。ロゴマークは、“ひら
めき”の豆電球を秋田県のシルエットの中に置いた。（記者会見発言より抜粋）
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公立美大学生が両面チラシを作成！

会員交流・講演会
今年も開催予定

チラシのデザインに込めた意味
秋田公立美術大学コミュニケーションデザイン専攻3年 武田 紗千夏

コンテストの広報の核となるチラシについて、企画部会より秋田公立美術大学に依頼し、趣旨に則った
デザインを募集。複数の候補から選考し、美術学部3年の武田紗千夏さんのデザインを採用しました。



この度は当会に参画させていただけるとのこと、大変うれし
く思っております。当社は『ユーグレナ』（ミドリムシを由来と
する粉末）を始めとした当社独自素材を活用した健康食品、
化粧品、さらに『ユーグレナ』を活用した地球に優しいバイオ
燃料の開発、発展途上国の栄養問題の改善に取り組んでお
ります。
私は、当社素材の『ユーグレナ』や『ミドリ麹』などを活用し
た食品、サプリメントの開発を担当しており、自社商品のみな
らず、ヘルスケア関連企業を中心にOEM商品や共同開発商
品を進めています。
『ミドリ麹』は、2016年、秋田今野商店様の独自の麹菌と
当社のユーグレナ粉末を掛け合わせて製造する新しい麹素
材として開発がスタートし、2018年に完成しました。『ユーグ
レナ』は乳酸菌を活性化させる働きが確認されておりますの
で、菌類との相性は良いではないかとの仮説の元、日本の国
菌である「麹菌」に注目しました。
今後も、県内企業の皆様と共に開発を行い、身近に栄養と
健康をお届けできる商品を作っていきたいと思います。また、
中長期的には現在の『ミドリ麹』よりもさらに酵素力価や抗酸
化成分がパワーアップした素材を開発して、より若々しい生
活を送れるようなお手伝いができれば幸いです。
当会のメンバーとして会員の皆様と協力して秋田県内の課
題を解決していくお手伝いができますと幸いです。現在日本
は少子高齢化の道を進んでおりますが、当会で得られた知
見を全国へも発信していくなど、課題解決に寄与していきた
い所存です。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

秋田今野商店と出会い生まれた麹素材
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株式会社ユーグレナ
素材・海外事業部 OEM・素材営業課

安藤 久人

バイオ系ワーキンググループ所属

株式会社ヤマダフーズ 開発本部長

桜井 孝治

バイオ系ワーキンググループ所属

フレイル対策納豆でアクティブシニアの活躍に貢献

会員特別寄稿
会員がつむぐ会報紙面。異業種が集うコンソは、世界的に提唱されている多様性を体現し
ています。異なる背景・視点から声をお聞きし、コンソの新しい扉を開くヒントを探ります。

“おはよう納豆”のヤマダフーズでございます。現在ヤマダフーズは、バイオ系
ワーキンググループの一員として、秋田今野商店様とフレイル対策納豆の開発
を進めています。
食品ですから、「美味しい」「安全」「安心」「楽しい」が優先されます。ヤマダ
フーズの役割は、フレイル対策としての商品コンセプトの確立・商品設計、さらに
食品としての品質等の性能について、検討を行っています。秋田今野商店様と
ヤマダフーズの醗酵技術を掛け合わせ新たなダブル醗酵食品を開発し、少しで
もフレイル対策にお役に立てればと考えています。“醗酵王国秋田県”ならでは
の商品を目指し、皆様のご協力を得ながら商品化を進めていきます。

ヤマダフーズの社是「我々の働きで、我々の生活を向上し、
私たちは食文化の創造を通して社会に貢献します。」にありま
すように、現在開発中のフレイル対策納豆が健康寿命を延ば
し、アクティブシニアの皆様の更なるご活躍に貢献できること
を強く願っています。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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佐藤機械系WGリーダーの“創”論

リレーコラム“談論風発”

石田IT系WGリーダーの“愉”論

医理工連携における商品化は、高いハードルがあると思い込ん
でいました。たとえば医療機器は、CTやMRIなどの高級で精密な
機材や、注射器やメスなど、数々の難解な製品検査により承認を
受けたモノだけが、医療における商品として扱われるのだと。
ところが昨年1月に始まるコロナ感染拡大の中、6月には「ものづ
くりTeam Akita」が立ち上がり、フェイスシールドやマスク、ガウ
ンなどの医療用物資の生産と供給が開始されました。決して高級・
高精度の医療機器ではないけれど、秋田県内の40数社が参加し
それぞれの特色を生かし、医療に携わる製品を世の中へ送り出し
ました。
このニュースを聞いた時にはとても感動しました。我々にもでき
ると！私を含め、県内には世の中の役に立ちたい、安心で安全な
製品を作って地域を活性化したいという会社はたくさんあります。

1社ではできないことも、このコンソーシアムでいろんな方の知識
や経験や人脈を活用し、人からも地域からも喜ばれる地域に根ざ
した商品を作る。そんなコンソーシアムでありたいと考えています。

医理工連携の商品化、秋田に根差す我々にもできる！

コンソーシアム会員による、バラエティ豊かなリレーコラム。あらゆる分野のエキ
スパートが、まっすぐな視点でいま思うことを披歴します。肩肘張らない生の声
から、ビジネスチャンスの種が見つかるかも・・・？

株式会社三栄機械
代表取締役社長 佐藤 淳

東光コンピュータ・サービス株式会社
執行役員 石田 吉行

「リモートで ミュート忘れて 愚痴バレる」。今年のサラリーマン川柳の
入選作品のひとつです。オンライン会議があたりまえに行われるようにな
り、同じような場面を経験したことがあるという人も多いのでは？
コロナ禍という長いトンネルからなかなか出ることのできない状況が続
いております。しかし、おかげで川柳のネタになるようなビジネススタイル
が定着し、デジタルトランスフォーメーションが経験したことのないスピー
ドで加速しています。そして、私たちはデータやデジタルテクノロジーと相
互につながる時代に突入しました。今まで構築したシステムで得られた
様々なデータから、個々人の健康状態に対応したアドバイスを導き出し、
人が見つけられなかった新たな気づきに繋げられるかもしれません。
「人生１００年時代」と言われています。しかし、日本人の平均寿命が延
びる一方で、自立して生活できる「健康寿命」との差は一向に縮まらず、
将来に向けての懸念となっています。そこで、コンソーシアム会員の強み
とデジタルテクノロジーを融合させ、健康長寿社会を実現するデジタルヘ
ルスケアの創出をめざします。

コンソの強みを融合させデジタルヘルスケアの創出をめざす
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コンソーシアム会報編集の“独り言” 編集後記

令和３年度 定例総会報告
事業計画など承認 飛躍への号砲鳴る

秋田医理工連携推進コンソーシアムの
「令和３年度定例総会」を6月22日（火）、
秋田市文化会館において開催いたしまし
た。オンライン参加の藤盛紀明会長による
開会の挨拶でスタートし、議案審議に入り
ました。
第1号議案から第4号議案まで、全議案
とも厳粛に審議され、満場一致で可決、承
認されました。
企画部会の目玉企画などが承認され、コ
ンソーシアム飛躍へのスタートとなりました。

日時 ： 令和3年6月22日（火） 13:30～14:30
会場 ： 秋田市文化会館 第5会議室
出席会員数 ： 総議決権数 26（令和3年6月22日時点の会員数：個人1・企業および団体25）

うち出席 15（会場：11 オンライン:4）、議決権委任者：5 合計 20
※議決権の過半数となり、本総会は成立。

第１号議案 令和２年度事業実績
第２号議案 令和２年度収支決算
第３号議案 令和３年度事業計画案
第４号議案 令和３年度収支予算案

議長 ： 藤盛 紀明 会長
開会・閉会挨拶 ： 佐藤 嘉晃 事務局長

令和3年度 定例総会議案

オンラインで定例総会に参加の藤盛紀明会長

◇異形の祭典、東京五輪が幕を閉じた。陸上男子の走り高跳びで、常識を超えた友情ドラマを目にした。横並びと
なった２人の選手、カタールのムタズエサ・バルシムと、イタリアのジャンマルコ・タンベリが、最終的な決着をつける
ことなく金メダルを分け合ったのだ。どうやら、２人はライバル関係にありながら尊い友情を育み、ともに足首の大ケ
ガを乗り越えて出場に至ったらしい。そこに、陸上競技で致命的な大ケガという災いの先にある、人間同士が成し
得る至高の紐帯を見てとった◇コロナ禍が収まらない。経済活動が止まっている。繁華街としての機能を失った川
反地区を通る帰り道は、将来の本県の縮図を写しているようで暗澹とする◇一方、同じ秋田で、県内外から健康長
寿のヒントを集める“アイディアコンテスト”が開催される。日常のアイデアが、思わぬ果実につながるかもしれない。
思い付きだと萎縮せずに発信する。それを聞く。そして作る。まさに、コロナ禍で途絶えている人と人との結びつき、
“紐帯”を仕掛けるというわけだ◇IOCが掲げる五輪の精神に、「卓越」「友情」「敬意」がある。災禍・疫禍における
紐帯は、陸上の両選手のように、離そうとも離れない、卓越したかけがえのないものになるのかもしれない。


