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資料：他地域の研究開発型産業集積事例分析（山形県鶴岡市）  

 

(1) 取組概要 

鶴岡市では、2001 年に開設した慶應義塾大学先端生命科学研究所（Institute for Advanced 

Biosciences, Keio University、以下「IAB」と略記）等の高等教育機関の集積を活かし、IAB の

バイオ研究を中核としたバイオクラスターの形成に取り組んでいます。  

2002 年に IAB の冨田教授・曽我助教授（当時）がメタボロームという細胞内の代謝物質を網

羅的に解析する技術に関する特許を取得したことを契機に、2003 年には IAB 発ベンチャー企業

であるヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社（以下「HMT」と略記）が創業し、

2007 年には世界で初めて人工クモ糸の量産化技術を確立したスパイバー株式会社が創業、2013

年には唾液中の代謝物質から癌などを早期発見する技術を開発している株式会社サリバテックが

創業するなど、2016 年までに５つの IAB 発ベンチャー企業が創業しています。  

鶴岡市は、IAB の教育研究活動や IAB 発ベンチャー企業の創業を支援するほか、レンタルラボ

である「鶴岡市先端研究産業支援センター」（鶴岡メタボロームキャンパス）を整備するなどして、

IAB や IAB 発ベンチャー企業と地元企業が共同研究をするための環境整備を行うことで、先端研

究の成果を地域の産業・雇用、人材育成に結びつけています。  

(2) 取組体制 

鶴岡市では、IAB を中核とするバイオクラスター形成に向けた戦略やそのために必要なハード

面・ソフト面での整備について議論をするため、2004 年に鶴岡バイオ戦略懇談会を立ち上げてい

ます。この懇談会は、IAB 所長、日経バイオテク（現日経 BP）編集委員、バイオ専門のベンチ

ャーキャピタルである株式会社バイオフロンティアパートナーズ代表の３名を委員として立ち上

がった懇談会で、市長も参加し、市長が有識者の意見を聞きながら市の政策を考えるための会議

として位置付けられています。懇談会は、メンバーを拡充し、現在も年１回程度不定期で開催さ

れています。  

他方、山形県では、2011 年に山形県バイオクラスター形成推進会議を立ち上げています。県の

バイオクラスター形成推進会議は、研究機関、企業金融機関等の多様な層が参加して、バイオク

ラスター推進に向けて共通で取り組むべき事項の合意形成等をするための会議となっています。

この会議の会長は県知事で、副会長は鶴岡市長となっています。そのほか、IAB、山形大学、医

師会、歯科医師会、銀行協会、食品産業協議会、産業支援機関等の多様な層が参加しています。

山形県バイオクラスター形成推進会議の下に設置されている成果活用推進・拡大委員会にも鶴岡

市は参加しており、バイオ研究の成果の活用を図るための共同研究等の議論をリードしています。 

(3) 活用資金・活用制度  

① IAB の教育研究活動に対する資金的支援  

鶴岡市と山形県では、慶應大学との３者協定に基づき、IAB 開設以来、４期に渡って IAB の教

育研究活動に対する資金的支援を行っています。  
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第１期（2001～2005 年度）までは 35 億円の基金をつくるための費用として毎年７億円と、教

育研究活動への補助金、基金が造成するまでの間の補助金を山形県と鶴岡市で 55％、45％の割合

で拠出しています。第２期（2006～2010 年度）も、年間７億円を同じ負担割合で拠出していま

す。第３期（2011～2013 年度）は、年間７億円を県と市で折半することとし、第４期（2014～

2018 年度）においても、第３期と同様となっています。  

慶應大学とは、教育研究活動に対する資金的な支援を継続する期間に関する取り決めは行って

おらず、期ごとに研究成果等に対する評価をし、その評価結果に基づいて資金的な支援を継続し

ています。 

② 山形県の補助金 

山形県では、バイオクラスター形成促進事業として公益財団法人庄内地域産業振興センターに

補助金を拠出し、IAB と企業の共同研究に向けたマッチングを行うコーディネーターの配置（コ

ーディネート体制整備事業）や、共同研究を行うための研究発表会等の交流事業（産学官研究交

流推進事業）、共同研究シーズの事業化支援（共同研究シーズ事業化支援助成事業）を行っていま

す。 

③ 国の制度・補助金  

鶴岡市では、2003 年に鶴岡バイオキャンパス特区の認定を受けることで、外国人研究者の滞留

期間に関する規制緩和を実現したり、地域再生計画の認定を受けることで国土交通省のまちづく

り交付金を活用して鶴岡市先端研究産業支援センターを整備したりするなどしています。鶴岡市

先端研究産業支援センターの整備では、このほか合併特例債や経済産業省の補助金を受けること

で、総事業費 33 億円のうち、鶴岡市の実費負担を 10 億円程度におさえています。  

なお、鶴岡市先端研究産業支援センターには、IAB や HMT、スパイバー等の IAB 発ベンチャ

ー企業が入居しています。  

(4) 地元企業と IAB との連携 

① 農業分野における連携  

IAB と地元企業との連携は、山形県や鶴岡市の基幹産業である農業を核とした連携も多く行わ

れています。2009～2011 年度に実施された文部科学省の「都市エリア産学官連携促進事業」及

び「地域イノベーション戦略支援プログラム」においては、IAB の持つメタボローム解析技術を

用いた機能評価システムの構築と、機能性を高めるための栽培技術の開発、機能性を活かした商

品開発がなされました。  

鶴岡市内の企業では、株式会社高研が山形大学農学部等と連携してラ・フランスパウダーを開

発したほか、櫛引農村工業農業協同組合連合会が、山形県工業技術センターと連携して庄内柿を

活用したペーストやフルーツソースを開発しています。  
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図表 1 メタボローム解析技術を用いた機能性評価システム 

 

（出所）庄内地域産業振興センター「機能性評価システムの構築と地域農産物を活用した高機能食産業クラスターの形成」 

 

この文部科学省の事業を受け、IAB と企業との連携の枠組みを次の展開へと発展させるべく、

2012 年度より農業分野において IAB と企業との共同研究を進めるためのバイオクラスター形成

促進事業（既述）を山形県が予算化しています。  

2014 年度及び 2015 年度の県事業における連携実績は下記のとおりで、うち鶴岡市の企業は、

株式会社庄内クリエート工業、株式会社サリバテック、櫛引農村工業農業共同組合連合会、株式

会社メタジェン、富士酒造株式会社です。このほか、株式会社山本組、有限会社米作、昭和化学

工業株式会社、株式会社東北ハムも事業化促進の助成事業に採択された実績を持っています。  

図表 2 山形県事業における 2014 年度の連携実績 
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図表 3 山形県事業における 2015 年度の連携実績 

 

（出所）鶴岡市ご提供資料  

 

② 製造業者との連携  

鶴岡市では、IAB における研究成果を地元の製造業に還元する目的で、2011 年に地元ものづく

り企業 26 社を集めた「鶴岡メディカルビジネスネット」という産学官のプラットフォーム組織

を組成しています。  

鶴岡メディカルビジネスネットは、IAB や IAB 発ベンチャー企業で急速に進んでいる健康・医

療系の研究開発の産業化への受け皿として組成されたものですが、まずは地元医療機関などが必

要とする医療周辺機器の開発・製造に取り組み、医療現場への貢献と技術レベルの向上を図って

います。現在は、鶴岡メディカルビジネスネットの活動を支えるためにビジネスネットに加盟す

る 17 社が出資して、販売と製品企画を担当する「エムビーネット鶴岡協同組合」が立ち上がっ

ています。 

鶴岡メディカルビジネスネットは、地元の病院に医療用のカートやワゴン、点滴スタンド等の

医療周辺機器を開発・納品するほか、IAB にもマイクロチューブ用キャップオープナーを、IAB

発ベンチャー企業にも検体輸送用タンブラーケースを納品しています。  

(5) 鶴岡市と IAB との連携 

鶴岡市と IAB との連携については、産業面での連携のほかに、人材育成面における連携や市民

生活向上に向けた連携があります。  

① 人材育成面における連携  

鶴岡市では、山形県、IAB とともに、2011 年よりバイオ研究に取組む全国の高校生を集めた「高

校生バイオサミット」を毎年開催しています。このサミットは、日本の科学の将来を支える新し

い人材の育成と生命科学研究の振興・発展を目的としたもので、全国の高校生が鶴岡に集結し、

バイオサイエンスをテーマに議論したり、自由研究の成果を発表したりするものです。2016 年度

は、全国 68 の高校・高等専門学校から 185 人の高校生・高専生が参加しています。なお、参加

者には地元の高校生も含まれています。鶴岡市は、このサミットの開催運営費を補助しています。  

さらに、IAB では、2009 年度より、隣接する山形県立鶴岡中央高等学校の生徒を対象に「高
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校生研究助手プログラム」を展開し、高校生が大学生・大学院生の研究助手として最先端のプロ

ジェクトに関わる機会を提供しています。また、2011 年度からは、鶴岡の高校生のうち、先端研

究に触れたい人を「特別研究生」として公募し、IAB の大学生・大学院生と一緒に研究をする機

会を提供しています。これらの取組からは、慶應大学に進学し、さらに修士課程に進んで研究を

続ける人も出てきています。  

こうした取組は、人材育成に寄与するほか、鶴岡市が先端生命科学の研究を志す人にとっての

活動場所の候補になることにもつながっています。 

② 市民生活向上に向けた連携  

鶴岡市では、慶應大学と連携し、2012 年より 35〜74 歳の市民を対象に IAB のメタボローム解

析技術を取り入れた、鶴岡みらい健康調査「コホート研究」を実施しています。この健康調査は、

慶應大学と鶴岡市のほか、医師会や保健所などと連携して実施されており、参加者は、健康デー

タや異動情報を慶應大学が得ることに合意しています。  

この健康調査は、25 年間にわたる長期的な調査であり、短期的には研究成果還元が難しい取組

みではありますが、将来の鶴岡市民の健康づくりに貢献する「未来の世代への”健康”の贈りもの」

として、将来的には鶴岡市民の、そして世界の人々の病気の早期発見と予防法の確立をめざすと

ともに、最先端の診断法の開発やより健康的なライフスタイルの提供による鶴岡発の産業を育て

ることを目指しています。参加している市民は 11,000 人で、参加者には毎年１回程度、ニューズ

レターを送付し、学会等で発表された研究成果や進捗状況などをお知らせしています。このほか、

毎年１回、市民向けのセミナー「鶴岡みらい健康調査セミナー」を実施し、生活習慣病に関する

予防と治療の最新情報やコホート研究の状況などについて講演・報告がなされています。  

(6) IAB の支援による地域経済への波及効果  

① 産業の集積 

鶴岡市が IAB の教育研究活動を支援した結果、IAB の研究成果から IAB 発のベンチャー企業

が創業し、それを触媒として他の企業・機関が集積してきています。今年度には IAB との共同研

究のために、国立がん研究センターの一部が鶴岡に開設されることが決まっており、今後も新た

な企業・機関の集積が期待されます。  

② 企業との共同研究による研究成果の商品化  

IAB 発ベンチャー企業は色々な企業と連携し、研究成果の商品化を進めています。 

例えば、2013 年に東証マザーズ市場への上場を果たした HMT は、血液検査でうつ病が分かる

キットを他企業と連携して商品化しようとしています。また、スパイバーは、合成クモ糸の量産

化に成功し、他企業と共同でクモ糸を使った商品開発を行っています。  

③ 定住・交流人口の増加とそれに伴う関連業種への経済効果  

IAB の研究成果に伴う地域経済への波及効果は、徐々に出てきています。例えば、IAB や IAB

発ベンチャーの活動によりバイオ研究の地としての鶴岡の知名度が向上しました。そして、サイ

エンスパークでの雇用も生まれています。サイエンスパークには、約 400 人の従業員が働いてお
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り、７～８割は地域外からの転居者です。従業員の家族も含めると、人口インパクトとしては

1,000 人を超えていると予想されます。さらに、業務の打ち合わせや視察等を目的とした交流人

口も増えているとのことです。鶴岡市では産業連関分析は実施していないとのことでしたが、宿

泊業、飲食業、交通業への波及もあると見込まれます。  

また、現在、鶴岡駅北側のバイオサイエンスパーク内に、民間による子育て支援施設、クリニ

ック等を含む宿泊滞在施設「サイエンスパークヴィレッジ（仮）」の開発が進行中です。鶴岡バイ

オサイエンスパーク計画地は 21 ヘクタールあり、慶應大学が整備したバイオラボ棟と、それに

隣接して市が整備した鶴岡市先端研究産業支援センターが整備済みです。現在民間が開発してい

るのは残りの 14 ヘクタールで、開発はサイエンスパークに入居している地元ディベロッパーの

ヤマガタデザイン株式会社が行っています。  

14 ヘクタールのサイエンスパークの構成要素は大きく３つあり、「産業」、「交流」、「教育」と

されています。「産業」については、サイエンスパーク内に入居する企業向けの研究用施設を整備

する予定です。「交流」については、サイエンスパークに来る人向けの長期滞在も可能な宿泊滞在

施設を整備する予定で、温泉やクリニック、フィトネスも併設される予定です。「教育」について

は、サイエンスパークで働く従業員の平均年齢は若く子育て世代が多いことから、保育や放課後

教育機能、屋内遊戯機能等を有する子育て支援施設の設置が予定されています。  

開発は、用地の取得も含めて全て民間が行っていますが、当該用地は地方拠点都市地域の整備

及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（地方拠点法）の基本計画に位置付けられていた

もので、建設できる施設の種類は決まっており、サイエンスパークの開発にあたっては事前に鶴

岡市と協議相談しながら進められています。 
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図表 4 サイエンスパーク開発地（図の中、A の部分が該当箇所） 

 

（出所）鶴岡メタボロームクラスターウェブサイト  

 

図表 5 宿泊滞在施設「サイエンスヴィレッジ（仮）」の完成イメージ 

 

（出所）ヤマガタデザインウェブサイト（http://yamagata-design.com/sciencepark）  

 

http://yamagata-design.com/sciencepark
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(7) 地域経済への波及効果を生み出すための支援  

鶴岡市では、市が IAB の世界最先端の研究を行う環境づくりを支援することで、IAB の研究と

人材育成が元となって革新的技術が生まれ、その技術を武器にベンチャー企業が誕生し、さらに

そのベンチャー企業の技術を求めた他地域に本社のある企業が立地し、事業化が始まっています。 

ここに至るまでに鶴岡市が担ってきた役割について、鶴岡市企画部政策企画課に尋ねたところ、

IAB や IAB 発ベンチャー企業、IAB と共同研究する企業が活動するための環境整備とそれらの組

織・企業から課題となっていることを聞くこと、とのことでした。具体的には、困りごとが相談

できる体制の整備や、IAB と研究機関との橋渡し、国や山形県の補助金に関する情報提供、規制

緩和や特区申請、ハード整備などです。ベンチャー企業に対しては、創業の際の行政手続き、金

融機関への橋渡し、相談窓口への橋渡し、軌道に乗るまでのサポートなど市でできることはでき

る限り取り組んできました。鶴岡市としては、IAB の独創的な教育研究活動を支援することを通

じて、ベンチャー企業の創出や地域産業の振興などによる産業クラスターの形成を目指しており、

中長期的な視点での産業育成、人材育成がなされています。  

 


