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宮崎大学のトピックス（１０月分）の配信について 

 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より本学の教育・研究・社会貢献活動についてご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本学は地域活性化の中核的役割を果たす大学として日々様々な活動を行っております。その活動の

概要は、大学のウェブサイト上にトピックスとして掲載し、幅広く地域の皆様に見ていただけるようしてい

るところです。 

そのトピックスを月毎にまとめたものを報道機関の皆様にお配りし、大学の活動を知っていただくととも

に、記事として取り上げていただき、より地域の皆様の目に届けたいと思っております。 

つきましては、是非一読していただき、取材していただくようお願いいたします。取材にあたっての関係部署

との調整・取り次ぎ等は総務広報課広報係にお申し付けください。 

敬具 

 

 

 

 

 

報道発表 ～世界を視野に 地域から始めよう～ 

① 発信元 

宮崎大学企画総務部総務広報課 

TEL：0985-58-7114  FAX：0985-58-2886 



宮崎大学最近のトピックス（令和３年１０月分） 

 

 

 1. 医学部内科学講座 塩見 一剛 准教授が「環境大臣感謝状」を受領 

～高千穂町土呂久地区で住民健康観察検診や保健指導を行う～ 

2.「令和３年度宮崎・学生ビジネスプランコンテスト」を開催 

3. 鮫島新学長の就任および新役員体制が発足 

4. 教科書を離れて学びの楽しさに気づくプログラム「LEARN with NITORI2021＠宮崎県」

を実施 

5. 令和 3年度宮崎大学大学院秋季入学式を挙行 

6. 水光理事退任記念講演会を実施 

  7. 「月間先端教育」が宮崎大学の取り組みをクローズアップ 

  8. 医学部附属病院で自衛消防訓練を実施 

  9. 宮崎トヨタグループから足踏み式消毒スタンド「しょうどく大使」の寄贈 

10. 宮崎大学工学部同窓会が宮崎大学へ 100万円を寄附 

11. 伊藤哲教授が宮崎県文化賞（学術部門）を受賞 

 12. 修学支援事業の一環で学生向け 100円弁当を 900食販売 

13. 転んでも立ち上がれ ～ 自分の進む道は自分で決める ～ 

元オリンピックマラソンランナー谷口浩美さんが母校南郷中学校の 3年生に講演 

14. 宮崎大学「ブルーベリー茎葉抽出成分の新型コロナウイルス不活化効果」 研究チーム

が宮崎日日新聞賞（科学賞）を受賞 

15. 宮大の取組が STI for SDGs アワードの科学技術振興機構理事長賞と優秀賞を受賞 

～サクラマス循環養殖による温暖化対応種の開発とイクラの持続的生産～ 

～防災と環境を両立する「蛇籠技術」の普及に向けた機関横断型の取り組み～ 

16. 第 11回宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター国際シンポジウムを開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 医学部内科学講座 塩見 一剛 准教授が「環境大臣感謝状」を受領 

～高千穂町土呂久地区で住民健康観察検診や保健指導を行う～ 

令和 3 年 9 月 1 日（水）、医学部 塩見 一

剛 准教授（医学科内科学講座呼吸器・膠原

病・感染症・脳神経内科学分野）が、公害健

康被害認定審査会委員として審査業務に長

年従事し、公害健康被害補償制度の推進に多

大な貢献をしたことが評価され、「環境大臣

感謝状」を受領した。 

塩見准教授は、指定疾病「慢性砒素中毒症」

の公害病の指定地域である高千穂町土呂久地区における住民健康観察健診や保健指導にも

従事し、健康被害者の保護と健康の確保に尽力してきた。 

 

 

 

2. 「令和３年度宮崎・学生ビジネスプランコンテスト」を開催 

令和 3 年 9 月 19 日（日）、本学は

宮崎銀行との共同主催により、「令和

3年度宮崎・学生ビジネスプランコン

テスト」決勝プレゼンテーションを

宮崎市民プラザオルブライトホール

で開催した。 

同事業は、宮崎県内の大学・短大・高

専生の持つ問題意識や発想力、構想

力、研究成果を活かしたチャレンジ

を、本学・宮崎銀行がタッグを組んで

支援し、宮崎から世界を視野に活躍する人材の育成・輩出を目指すもので、平成 29年度か

ら実施している。 

決勝プレゼンテーションまでには、ビジネスプラン作成講座やプレゼンテーション力向上

講座といった、学生の想像力やチャレンジ精神、自ら考え解決する能力などアントレプレナ

ーシップ醸成のための教育プログラムをオンラインと対面を使い分けるハイブリッド型に

て複数回実施し、応募学生 20組から学内審査を見事突破した最終 6組が決勝に臨んだ。 

グランプリには、個人や企業に対して、地域に埋もれた「スキル持て余しおじさん・おばさ

ん」をマッチングさせる新しいクラウドソーシングを提案した「OKUReach～いくつになって

も、みんなが贈り手届け手～」（地域資源創成学部 地域資源創成学科 3 年 長友萌花さん）

が輝いた。宮崎大学長賞は、「Oto Lavo. ～全ての道にストーリーを～』（地域資源創成学部 

https://srhumdb.miyazaki-u.ac.jp/html/46_ja.html
https://srhumdb.miyazaki-u.ac.jp/html/46_ja.html


地域資源創成学科 3 年 山田莉子さん、家城真志さん、松原光弥さん）、宮崎銀行頭取賞は、

「eat fund Yoriyoi～生活の中でより良い選択を～」（地域資源創成学部 地域資源創成学

科 4年 上薗裕晃さん、捧情美さん）がそれぞれ受賞した。 

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一般観覧は YouTube ライブ配信に

よる視聴のみ、発表学生及び事務局のみ会場参加（それ以外の関係者は県内外問わずオンラ

イン参加）という形式で開催し、当日の YouTube総視聴数は 1,405人を記録した。 

また、公式 Webサイトでは、もう 1つのコンテストとして惜しくも決勝進出を逃した学生 4

組による「3分ピッチアワード」を開催し、Webサイト閲覧者による投票により、ポスター

セッション・オーディエンス賞 1組が選ばれた。 

年々規模が拡大する本事業では、宮崎の若者に対する起業家教育と若者が挑戦できる場の

創出に活発に取り組んでおり、今年度は過去最多の協賛企業数を記録しました。参加者から

は新たな取組に挑戦する本学へ大きな期待が寄せられた。 

・みやざきビジコン公式 Webサイトへのリンク https://www.miyazaki-u.ac.jp/busicon/ 

・決勝プレゼンテーションの配信動画  https://youtu.be/QuGjOfwgWC8 

 

 

 

3. 鮫島新学長の就任および新役員体制が発足 

令和 3 年 10 月 1 日（金）、宮崎大学第 4

代学長に鮫島 浩が就任した。就任にあた

り、学長挨拶及び新役員紹介が学内限定

Web 配信により行われ、新たな執行部体制

が発足した。 

鮫島新学長は、鹿児島県出身。鹿児島大学

医学部卒。宮崎大学医学部生殖発達医学講

座産婦人科学分野教授、宮崎大学医学部附

属病院総合周産期母子医療センター長など

を歴任し、平成 28年 4月～令和 3年 9月まで宮崎大学理事（医学部附属病院病院長）を務

めた。学長任期は、令和 3年 10月 1日～令和 6年 9月 30日までの 3年間。 

その後、記者会見が行われ、学長就任にあたっての抱負が述べられた。会見の中で、「今後

の宮崎大学をどのように進めていくかという重責を感じ、身の引き締まる思いである。大学

として高等教育、そして世界に向けた研究をこれまで以上に進め、宮崎ならではのものを発

信していきたい。これまでの学長が繋いできた様々な連携や業績が、成果をあげる時期にき

ている。気を抜くことなくしっかりと事業を進め、宮崎大学として社会的インパクトをしっ

かりと魅せていきたい。そして地域と共存・共創していく大学を目指していく。」との決意

が述べられた。 

https://www.miyazaki-u.ac.jp/busicon/
https://youtu.be/QuGjOfwgWC8


4. 教科書を離れて学びの楽しさに気づくプログラム「LEARN with NITORI2021＠宮崎県」

を実施 

令和 3年 10月 2日（土）から 3日（日）

の 2日間、"LEARN with NITORI2021＠宮崎

県"を宮崎県五ヶ瀬町、本学にて実施した。 

このプログラムは東京大学先端科学技術研

究センター・（株）ニトリホールディングス

主催、教育学部・地域資源創成学部共催に

よるものであり、「教科書を離れて学びの楽

しさに気づく」をテーマに宮崎県在住の小

中学生とその保護者を対象としている。 

10月 2日（土）の「五ヶ瀬プログラム」は、小学 3年生～中学 3年生の約 30組の親子が参

加。子どもたちは、6つグループに分かれ、茶葉、トマト、ブドウ、サツマイモの収穫や稲

刈りの農作業をし、その労働の対価で得た農作物を夕食の食材（お肉）と交換しながら、夕

食を楽しんだ。子ども一人ひとりが、自然の中で働くことの楽しさと産業・経済の仕組みを

体験的に学びとっていた。 

保護者向けプログラムでは、五ヶ瀬町の探索ツアーや子育て相談会を行った。 

翌日、10 月 3 日（日）の「宮崎市プログラム」では、約 100 名が参加し、創立 330 記念交

流会館にて、「食事や音楽から AI時代の子どもの教育を考える」をテーマとした教育対談が

行われた。 

土井 善晴氏（東京大学先端科学技術研究センター 客員研究員／料理研究家）、近藤 薫氏

（東京大学先端科学技術研究センター 特任教授／東京フィルハーモニー交響楽団 コンサ

ートマスター）、中邑 賢龍氏（東京大学先端科学技術研究センター 教授）の 3名による対

談に、参加者は熱心に耳を傾けていた。 

プログラムに参加した教育学部・教育学研究科の学生からは、「本気で働き、食事をすると

いう体験を通して、子どもたちが大きく成長したことを実感した」「子どもたちが自分で考

え、行動する姿を目にして、私が教員になった時も子どもの考えを大切にした教育をしたい

と思った」などの感想があり、子どもや保護者だけでなく教職を目指す学生にとっても刺激

的な学びの多い時間となった。 

 

 

 

 

 

 

 



5. 令和 3年度宮崎大学大学院秋季入学式を挙行 

令和 3 年 10 月 5 日（火）、創立 330 記

念交流会館コンベンションホールにおい

て、秋季入学式を挙行し、工学研究科修士

課程 1 名、農学研究科修士課程 2 名、医

学獣医学総合研究科博士課程 1 名、農学

工学総合研究科博士後期課程 12 名の計

16 名（外国人留学生 7 名）の新入生が入

学した。 

令和 3 年度も、新型コロナウィルス感染

症の拡大防止のため、出席者を入学者本人に限定したことから、学生と鮫島浩学長をはじめ

とする各研究科長など大学関係者約 30名が出席。新入生を代表して農学工学総合研究科の

Meilani Sintia Ramandeyさん（インドネシア）が日本語で入学者宣誓を行い、鮫島学長か

らは「皆さんの仲間や支援してくれる人への感謝の気持ちを忘れずに、学術的な挑戦を楽し

んで欲しい」と訓辞があった。 

農学工学総合研究科は、2007 年度に日本で初めて設置された異分野融合型の博士課程。医

学獣医学総合研究科も、2010 年度に設置された医学と獣医学の異分野融合型としては日本

初となる博士課程で、今後も異分野融合研究を軸に、地域の特色を活かした研究を推進する

とともに、その研究成果を世界にも発信していくこととしている。 

 

 

 

6. 水光理事退任記念講演会を実施 

令和 3年 10月 7日（木）、9月末をもっ

て任期満了により退任した水光 正仁（す

いこう まさひと）前理事・副学長（研究

担当）の退任記念講演会を実施し、約 120

名が参加した。 

水光前理事は、宮崎県都城市生まれで、

1979 年に宮崎大学農学部助手として採用

され、1997年に教授。その後、学長補佐、

副学長（目標担当）、農学工学総合研究科

長、理事（研究・企画担当）などの要職を歴任し、通算 42年間の長きにわたり宮崎大学に

尽力いただいた。 

講演会冒頭では、42 年間の宮崎大学での勤務を支えてくれた関係者への心からの謝辞が述

べられ、自身が大学時代に打ち込んだ体操部の選手としての思い出や、大学院修士課程の時



に高校教員採用試験を受験しようとしたが、当時の指導教員に却下され博士課程に進むこ

とになったことなどのエピソードを交えながら研究者を目指した経緯が紹介された。 

その後、宮崎大学農学部に教員として採用後、留学先のアメリカロックフェラー大学におい

て、ノーベル医学・生理学賞を受賞したリップマン教授のもとで研究できることになった貴

重な経験が自身を成長させ、帰国後に宮崎大学において人材育成を強力に進めることで、更

なる研究力向上を目指したことなどがこれまでのプロジェクトなどを具体的に紹介しなが

ら語られた。 

水光前理事は、自身が事業統括となって応募し、採択された JST事業「次世代研究者挑戦的

研究プログラム」を推進するため、9月には本学に新たに設置された次世代研究者支援室の

室長に就任した。10 月以降も本学の博士後期課程の学生が研究に専念できる環境を整備し

ながら、様々なキャリアパスにおいて活躍できる人材を育成することとしている。 

 

 

 

7. 「月間先端教育」が宮崎大学の取り組みをクローズアップ 

学校法人先端教育機が発行する

「月間先端教育」（2021 年 11 月号）

の「宮崎県特集（地域×教育イノベー

ション）」において、地域で活躍する

人材育成に重点をおいた本学の取り

組みと本年 10月 1日付けで就任した

鮫島浩新学長がクローズアップされ

た。 

本学では、9月末で退任した池ノ上前学長が、地域企業や自治体との連携を強化して「地域

デザイン講座の設置」・「宮崎 学生ビジネスプランコンテストの開催」・「都農町寄附講座の

設置」などを行い、地域に必要とされ、地域の中核拠点としての役割を担う大学としての方

向性を確立してきた。 

今回は、それらの取り組みの一例が紹介されるとともに、10 月に就任した鮫島浩新学長の

人材育成にかける熱い想いが掲載されている。また、本学が国際協力機構（JICA）等と連携

して進めている外国人 ICT技術者人材育成プログラム（B-JET）を主導する田阪真之介氏（本

学国際連携センター特別教授 / NPO 法人グローカルアカデミー理事）についても特集が組

まれ、地域課題を解決するためのユニークな取り組みなどが紹介されている。 

 

 

 

 



8.  医学部附属病院で自衛消防訓練を実施 

令和 3 年 10 月 11 日（月）から 10 月 15

日（金）にかけて、医学部附属病院において

自衛消防訓練を実施した。 

当訓練は、附属病院内での火災発生時に全

患者、教職員が安全に避難できるようにす

るために、初期消火及び避難誘導の方法に

ついて確認することを目的としている。 

なお、今回は宮崎市消防局予防課と相談の

上、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

を踏まえ、感染の可能性が低いと思われる図上訓練（避難経路図を使用し、避難誘導のシミ

ュレーションを行う。）及び目視訓練（実際に避難経路を歩き、消火設備、障害物の有無、

三密が発生する可能性のある箇所等を確認する。）を、各病棟の医師、看護師、ドクターズ・

クラーク等計 64人が日時を分散して実施した。 

参加者からは、「消火設備や誘導方法を確認する良い機会となった。」、「当直時の対応を想定

して、病棟医長からスタッフへ今回の訓練内容を周知する」、「階段周辺では火災の際に一気

に避難をする人が集まり三密が発生する可能性があるため、看護師等が非常口や防火扉の

箇所に立ち、誘導を行う必要がある。」等の意見及び感想が寄せられた。 

今後も本院では、日々の防火への意識を高めるとともに、新型コロナウイルス感染症への対

応を並行して避難誘導するための方策について検証し、備えていく。 

 

 

9. 宮崎トヨタグループから足踏み式消毒スタンド「しょうどく大使」の寄贈 

宮崎トヨタグループから、新型コロナウ

イルス感染症対策のため、トヨタの車づく

りの技術から生まれた足踏み式消毒スタ

ンド「しょうどく大使」が寄贈され、令和

3年 10月 13日（水）、学生支援部にて寄贈

式を実施した。 

寄贈を受けて学生支援部からは、宮崎トヨ

タグループのご厚意に対し、感謝の言葉が

述べられた。 

実際に使用した職員からは、従来の足踏み式消毒スタンドと比べても「しょうどく大使」は

使いやすいといった感想も寄せられた。 

学生・教職員・来学者の出入りの多い学生支援部では、寄贈された足踏み式消毒スタンドを

活用し、更なる感染対策強化に取り組んでいくこととしている。 



10.  工学部同窓会が宮崎大学へ 100万円を寄附 

令和 3年 10月 13日（水）、工学部同窓

会から宮崎大学基金への 100 万円の寄附

を受け、本学学長室で寄附目録贈呈式を

実施した。 

贈呈式では、工学部同窓会の井上康雄会

長から「工学部学生の教育活動を充実さ

せ学生生活を豊かにするため工学部学生

支援を目的に宮崎大学基金に寄付を行い

たい」と述べられ、寄附金目録が贈呈さ

れた。これを受けて、鮫島学長から謝辞があった。 

このほか、工学部同窓会は、就職活動の支援や学生の福利厚生への支援などを積極的に行う

こととしている。 

 

 

 

11. 伊藤哲教授が宮崎県文化賞（学術部門）を受賞 

令和 3年 10月 18日（月）、宮崎県は、

令和 3年度の県文化賞（学術部門）に農学

部森林緑地環境科学科の伊藤哲教授を選

んだことを公表した。 

伊藤教授は本県出身の 57 歳。平成 5 年

（1993 年）に宮崎大学農学部附属演習林

助手として採用され、造林学や森林生態学

を主な専門分野としている。 

これまでに、「綾ユネスコエコパーク」の

中核である「綾の照葉樹林プロジェクト」の関連委員会で学識経験者として委員を多く務め

るとともに、2017年に登録が決定した「祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク」の申請にも学

術部会長として関わるなど、地域の生態系保全にも大きく貢献してきた。 

今回は、森林の将来にわたる多面的機能を維持するため、生物多様性等に配慮した自然林再

生や人工林施業の研究などにより、本県はもとより全国的な森林管理の推進に寄与した功

績が高く評価され、受賞につながった。 

宮崎県文化賞は、昭和 25 年（1950 年）、本県の文化の向上発展に特に顕著な業績を有する

者を顕彰することを目的に、県及び県教育委員会が創設したもので、学術、技術、芸術、文

化功労、体育・スポーツの 5 部門があり、受賞者は今回の伊藤教授を含む 2 名を加えて、

307名となる。 



12. 修学支援事業の一環で学生向け 100円弁当を 900食販売 

令和 3 年 10 月 20 日（水）、本学に在籍

する学生を対象とした修学支援事業の一

環として、100 円弁当（900 食）を販売し

た。 

本企画は、宮崎大学生活協同組合と附属図

書館に併設したライブラリーカフェ「ニコ

マルカフェ」を運営する株式会社デイリー

マームと連携して実施したもので、通常の

お弁当代金から 100円を差し引いた金額を

本学が持つ修学支援基金を財源として負

担することで実現した。また、生活協同組合が販売する弁当箱は再利用できる仕組みにして

いて、弁当箱を持ち込めば 10円返金される仕組みとしていて、キャンパス全体での環境に

配慮した取り組みも推進している。 

お弁当を購入した学生からは「一人暮らしということもあり、生活費の負担が大きいなか、

100円弁当の販売は食費の節約になるので大変助かる」と喜びの声があった。 

本学では、100円弁当の販売を含め、今後も学生が充実した大学生活が送れるように様々な

支援を行っていく。 

 

 

 

13. 転んでも立ち上がれ ～ 自分の進む道は自分で決める ～ 

元オリンピックマラソンランナー谷口浩美さんが母校南郷中学校の 3 年生に講演 

令和 3年 10月 21日（木）、谷口浩美特

別教授（教育・学生支援センター）が、母

校である日南市立南郷中学校 3年生 76人

に対して講演会を行った。 

谷口浩美特別教授と言えば、1991年世界

陸上男子フルマラソンにおいて金メダル

を獲得し、1992年のバルセロナオリンピ

ックでは、給水地点で後続のランナーと

接触して転倒し、靴が脱げるというアク

シデントに見まわれるも、最後まで走り抜いて 8位入賞。レース後のインタビューで「こけ

ちゃいました」の名言を残した日本マラソン界のレジェンドで、本学側からの働きかけで講

演会が実現した。 

講演会では、「転んでも立ち上がれ ～自分の進む道は自分で決める～」と題して、谷口特別



教授が中学 3年生だった時に、当時の体育教師に憧れて体育教師になろうと、地元の南郷町

（日南市）を離れて駅伝の強豪校で、進学校でもある宮崎県立小林高校を受験した時のエピ

ソードを交えながら、それぞれの道に進むことになる生徒たちに対して、「親から言われて

進路を決めるのではなく、自分で決めようとすることが大切」と語り、自分の進む道を決め

るためには、自分のことを知ろうとすることが大切だと訴えた。 

また、スポーツも受験も同じで、「良い結果を出すために大切なことは規則正しい生活をす

ること」だと、これから進路選択に迫られる後輩たちにメッセージが送られたほか、谷口特

別教授が持つ金メダル（1991 年世界陸上男子フルマラソン）と、東京オリンピック聖火ラ

ンナーを務めた際のトーチなどを、実際に生徒たちに触れてもらう機会を設けた。 

最後に、谷口特別教授も交えて南郷中学校歌の斉唱を行い、生徒代表から「今日学んだこと

をこれからの生活に生かして、受験に備えていきたい」とのお礼の言葉が述べられた。 

 

 

 

14. 宮崎大学「ブルーベリー茎葉抽出成分の新型コロナウイルス不活化効果」研究チーム

が宮崎日日新聞賞（科学賞）を受賞 

令和 3 年 10 月 22 日（金）、第 57 回

宮崎日日新聞賞の贈呈式が実施され、

宮崎大学「ブルーベリー茎葉抽出成分

の新型コロナウイルス不活化効果」研

究チーム（代表：フロンティア科学総合

研究センター・森下和広特別教授）が科

学賞を受賞した。 

本学では、宮崎県地域結集型共同研究

事業「食の機能を中心としたがん予防

基盤技術創出」（2004 年～2008年）以来、十数年にわたる基礎研究の成果として、ブルーベ

リー茎・葉から抽出した成分に、成人 T 細胞白血病や C 型肝炎を引き起こすウイルスの増

殖を抑制する作用があることを見出してきた。 

同研究チームは、これまでの研究の延長として、本学で育成されたブルーベリー品種「くに

さと３５号」の茎葉から抽出した成分中の新型コロナウイルスに対する効果を調べた結果、

特定成分を豊富に含む粗精製分画に、強い抗ウイルス効果があることを突き止め、実用化へ

の成果をまとめた（特許出願中）。 

このように県内の素材を用いた基礎的研究の成果から身近な食品などへの応用が期待でき

ること、ならびに医学部・工学部・農学部といった学内横断的な取り組みで新型コロナウイ

ルス不活化効果を確認した点などが評価され、今回の受賞につながった。 

特別チームの主な構成員は以下のとおり 



・森下 和広（フロンティア科学総合研究センター特別教授） 

・國武 久登（農学部長 / 農学部教授）  

・岡林 環樹（産業動物防疫リサーチセンター教授） 

・菅本 和寛（工学部准教授）  

・荒武 尚 （産学・地域連携センター准教授） 

 

 

 

15. 宮崎大学の取組が STI for SDGsアワードの科学技術振興機構理事長賞と優秀賞を受賞 

～サクラマス循環養殖による温暖化対応種の開発とイクラの持続的生産～ 

～「防災と環境を両立する「蛇籠技術」の普及に向けた機関横断型の取り組み」～ 

令和 3 年 10 月 27 日（水）、本学関連の取組 2 件が国立研究開発法人科学技術振興機構

（JST）の実施する STI for SDGsアワードでそれぞれ科学技術振興機構理事長賞と優秀賞

を受賞したことが公表された。 

STI for SDGsアワードとは、JSTが実施する、科学技術イノベーション（Science, Technology 

and Innovation： STI）を用いて社会課題を解決する地域における優れた取組を表彰する制

度（2019 年度創設）である。本制度を通じ、当該取組のさらなる発展や同様の社会課題を

抱える地域への水平展開を促し、SDGsの達成に貢献することを目的としている。 

 

◇科学技術振興機構理事長賞 

取 組 名：サクラマス循環養殖による温暖化対応種の      

開発とイクラの持続的生産 

取組概要： 

世界的な漁獲量の増加や温暖化に代表される環境変化

により、水産資源の確保および持続的な利用はＳＤＧ

ｓ目標１４として掲げられ、大きな課題となっている。

また、 日本は海水温の幅の広さによる大きな漁場があ

り、多様な魚種が存在しますが、その保全も課題となっている。 本取組では、海水温のモ

ニタリング技術、種苗の形質評価技術、海水への馴致方法などの技術の組み合わせにより、

宮崎県での淡水環境と海水環境を用いた循環養殖によるサクラマスの完全養殖手法を確立

し、魚肉および魚卵の持続的生産を可能にした。また、独自の選抜交配により、地球温暖化

へ対応した品種の開発を進めている。 本取組により、既存の海の養殖ではオフシーズンと

なる冬場でも設備をサクラマスの養殖に活用することができ、漁業版「二毛作」も可能とな

るほか、生産した魚卵 （イクラ）についてもブランド化に成功している。 

受賞理由： 

本取組は、天然物志向の強い日本において、天然物を保全し養殖へシフトする世界的な流れ



に沿った新しい息吹を感じられる。また、地域に根ざした独自の研究を事業化し、地元の生

産者ともしっかりとしたコミュニケーションを取りながら、パートナーシップによって成

果を出している。加えて、養殖場を持たないファブレスな事業展開や、既存の養殖業の閑散

期に当たる冬場の設備活用による生産性向上など、ビジネス戦略を明確にしている点、さら

に、暑さに強い種苗の開発は、気候変動による海水温の上昇への対策としても期待できる点

が包摂性、展開性やＳＴＩの活用として、高く評価された。水産資源の保全を目指すＳＤＧ

ｓ目標１４だけでなく、気候変動に関する目標である目標１３の達成につながる活動とし

て、選考委員会において科学技術振興機構理 事長賞にふさわしいと判断された。 

 

◇優秀賞受賞 

取 組 名：「防災と環境を両立する「蛇籠技術」の普及   

に向けた機関横断型の取り組み」 

取組概要： 

近年、大規模災害が増加傾向にあり、水害や地震など

による土砂災害の発生は人々の生活と生命を脅かす

大きな問題となっている。本取組では、高知大学、静

岡理工科大学及び宮崎大が連携し、伝統的土木技術

「蛇籠」の耐震性を参画機関の強みを生かしながら定量的に分析し、科学的知見から解明し

た。さらに、耐震性を高める資材選定や設計、施工法を特定するとともに、安価で技術力も

問われない環境に配慮した土木技術として技術普及を目指し、国内外への展開を実施して

きた。 

受賞理由： 

本取組は、持続可能性が高いことや最新の技術でなくとも STI の活用により社会課題の解

決に貢献できる好事例となること、住民参加型の活動へ発展可能なことなどが高く評価さ

れた。また、伝統的な土木工法により水害や土砂災害などの気象災害に対するレジリエント

な対応が可能であることは、柔と剛の両面を組み合わせた災害対応のひとつの選択肢にな

り得、SDGs １、９、11 及び 17 の達成に貢献する取組として広く展開できることが期待さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. 第 11回宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター国際シンポジウムを開催 

令和 3 年 10 月 28 日（木）、創立 330

記念交流会館において、第 11 回宮崎大

学産業動物防疫リサーチセンター

（CADIC）国際シンポジウムが開催され、

オンライン視聴も含めて 100 名を超え

る参加があった。 

宮崎県では、2010 年に発生した口蹄

疫により、約 7 万頭の牛と約 22 万頭の

豚が殺処分されるという未曾有の惨事

に見舞われた。このような経験から、

CADICは平成 23年 11月に日本で唯一の産業動物感染症を専門に扱う研究センターとして開

設され、アジアにおける産業動物感染症の研究拠点として最先端の研究を進めるとともに、

国際協力機構（JICA）や県などとも密接に連携して人材育成を行い、日本人のみならず海外

からも多数の学生や研究者を受け入れてきた。 

CADICでは、設立以来年 1回の国際シンポジウムを開催しており、産業動物感染症に関する

最新の知見や情勢などを提供してきた。今回は、2020-21シーズンに世界中で大流行した高

病原性鳥インフルエンザ、平成 30年の本州への侵入以降、感染拡大を続けて九州への侵入

が目前に迫ってきた豚熱、そして、養豚業で最も恐れられているアフリカ豚熱をテーマにし

て、ソウル大学（韓国）の Han Sang Yoo教授が「韓国で発生したアフリカ豚熱」と題して

講演を行ったほか、北海道大学の迫田義博教授が「日本国内における豚熱の現状と撲滅に向

けた今後の課題」について、鳥取大学の伊藤教授が「2020 年度の高病原性鳥インフルエン

ザの発生状況および疫学調査結果」について講演を行った。また、本学からは岡林教授が

CADICの事業紹介やこれまで構築してきた国際的ネットワークを生かした研究・人材育成に

関する紹介を行った。 

本学では、今後もこのようなシンポジウムの主催、研究、人材育成活動を推進し、宮崎、九

州そして国内外の産業動物防疫に貢献していく。 

 


