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徳島・香川の両県は、古くからアオサノリやスジ青ノリなどの海藻養殖が盛んな地
域である。本事業では、本学が独自に開発した「緑藻類成長因子サルーシンを用い
た革新的海藻種苗生産技術」を核とする安定栽培技術を確立し、海藻養殖産業の復
興と活性化を目指す。大学発ブランド海藻の生産・通年陸上養殖システムの開発・
伝統的な沿岸網養殖への応用・新たな藻類成長因子の探索とその活用等を通じて、
地域水産業の発展に貢献する。

審査希望分野 生物・医歯系
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２．事業内容（２ページ以内）

＜研究事業の計画＞
　本事業では、地域の主幹産業である海藻養殖業に着目し、地域が抱える課題に対して、本学の科学力を結集
し、自然環境に左右されやすいバクテリアから脱却した新たな藻類生育コントロールという新技術を核に、
具体的な解決策を提示する。そのため、下記の4つの課題について、学長主導のもとで事業を推進する。

① アオサノリなどの緑藻の効率的で安定的な通年陸上栽培システムの開発
　これまでにアオサノリの陸上栽培システムについて、小規模試験で成功している。今後、徳島県水産課・地
域の漁業関係者と連携しながら、通年的且つ効率的な陸上養殖システムを本格的に確立する。また、この陸上
栽培システムを同じ緑藻類のスジ青ノリにも応用していく。
② 種付け網を用いた沿岸養殖（従来法）への応用
　伝統的な内湾での網養殖では、湾内に打ち込んだ支柱に「種付け」した養殖網を張って海藻を養殖する。種
付けには藻類成長因子の存在が必須であるが、近年、この成長因子を産生する水生バクテリアの減少が懸念さ
れている。そこで、種付けに使用する養殖網に、本学で合成した藻類成長因子をあらかじめ水槽内で直接しみ
こませ、種付け後の藻類の正常な発生を促す技術を開発し、安定的な養殖網漁法の確立を目指す。香川県の内
湾漁業の活性化に関わってきた理工学部地域共同開発センターと連携しながら事業を展開する。
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（１）事業目的

＜事業目的＞
　本事業の目的は、徳島文理大学が所在する徳島県や香川県の主幹産業である海藻養殖業から抽出された課題
に対して、本学の基礎研究から集約された知見、技術、ノウハウを結びつけ、薬学・環境科学・生物(理工)
学・栄養学・総合政策科学を専門とする学部学科が協働することで具体的な解決策を提案すると共に、地域を
支える人材の育成へと繋がる活動として発展させることである。

＜地域の水産業を取り巻く情勢と課題＞
　徳島県は吉野川や那賀川が紀伊水道に流れ込む水の豊かな地域である。淡水と海水が混ざり合う汽水域は海
藻の生育に適した環境で、古くからアマノリ(海苔の原料)やアオサノリ(あおさ、ノリの佃煮の原料)、スジ青
ノリ（青ノリの原料）などの天然採取や養殖による水産業が栄えてきた。アオサノリは中性脂肪を効果的に抑
制するD-システノール酸やビタミン類を豊富に含有することから健康食品としても国内外から注目されてい
る。しかし近年、温暖化に伴う水温の上昇（西日本海域では平均海水温が1.3度/100年の世界的にも異例の上
昇；気象庁報告）や、ミネラルバランスの変化などにより、これら海藻類の水揚げ量は減少の一途を辿ってお
り、アオサノリ養殖は1988年前後を境にほぼ衰退した。スジ青ノリについては、日本一の生産量（全国シェア
の7-8割）を維持しているが、最近は生産量が安定せず、減少している。本学香川キャンパスが所在するさぬ
き市沿岸でも、古くから内湾の穏やかな海域を活かしてノリの養殖が行われてきた。しかし、生産量の減少と
色褪せ等の品質低下が起きている。これらの原因となる高水温、栄養障害など自然環境に由来する要因を克服
するための抜本的な解決策は現時点で存在しない。藻類の生産量の低下は、養殖水産業からの若年労働者の
流出、地域の水産加工業の空洞化にもつながっている。
　上述の徳島・香川の水系地域が抱える課題を抜本的に解決するためには、従来の発想とはまったく異なる新
技術の開発、地域環境と調和した継続可能な養殖技術の確立、および、高齢化が進行する中においても、地域
の人々が活き活きと活躍できる地場産業としての水産養殖業の活性化が待ち望まれている。

＜本学の特色＞
　徳島文理大学は、薬学部・香川薬学部・理工学部・生薬研究所など、自然科学に関わる学部・学科を多く擁
している。特に薬学部・香川薬学部と生薬研究所は、これまで徳島や香川の両県下に自生する植物・藻類・海
草・海綿等を利用して、生理活性物質の同定と応用に係る研究分野を牽引し、発展させてきた。中でも、植物
や共生バクテリア等が含有する成分について、その構造決定と機能解析、合成に至る天然物化学の研究分野で
は世界のトップクラスの業績を誇り（ブランディング戦略参照）、関連研究のために両県内はもとより世界中
から天然物試料が集まっている。これらの複数の学部・学科が、地域の課題解決に貢献する有用物質の探索な
どの基礎研究を展開している。また、人間生活学部には食物・栄養学科があり、地域の特産食品やジビエ料理
の活性化に関わっている。総合政策学部は自治体との関係も深く、地域の産業活性化に関与してきた。

＜本事業に至る研究の経緯＞
　海藻類の生育には共生するバクテリアが必要であり、海水温上昇などの環境変化で共生バクテリアが減少し
たことが藻類生産量低下の要因となっている。近年、本学薬学部の研究グループは、これまで謎だった緑藻類
の初期発生（葉体形成）をバクテリアが制御する機構を解明し、バクテリアが生産する緑藻類成長因子（サ
ルーシン）を同定した。サルーシンは天然物質であるが、既に本学薬学部で人工合成が可能となっている。サ
ルーシンを共生バクテリアが存在しない水槽内に直接添加することにより、これまで不可能と考えられてき
たバクテリアに依存しないアオサノリの種苗 (直径5 mm程度の葉体)の陸上での生産に初めて成功した。ま
た、地域の汲み上げ海水（鳴門市ウチノ海の海水）を用いて、上記の種苗から「大学産アオサノリ１号」とな
る最終生体の完全養殖にも成功している。この技術開発は地域のメディア等で大きく取り上げられ、徳島・香
川の両県で衰退したアオサノリ養殖産業の完全復活をかけた革新的な新技術として注目されている。
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（２）期待される研究成果

①「アオサノリなどの緑藻の効率的で安定的な通年陸上栽培システムの開発」から期待される成果
　すでに、本学で人工合成した緑藻類成長因子を用いたアオサノリの無菌化種苗の作成、汲み上げ海水を用い
た最終生体の陸上養殖に小規模試験で成功している。今後、実際の養殖規模で試験養殖の実施を予定してお
り、本技術による革新的な陸上養殖システムへの実用化によって、衰退した徳島・香川の両県におけるアオ
サノリ養殖の復活とさらなる発展に寄与できる。
　本事業によって新たな雇用創出に繋がることも期待される。水質管理の容易な水槽養殖法の利点を活用し
て、商品価値の高い機能性品種の開発、産業化へとつながる可能性がある。また、管理が簡便で過剰な重労働
を伴わない陸上養殖システムの導入は、高齢化が進む徳島県南部（美波町や海陽町）において、高齢就労希望
者に魅力的な働き場を提供する可能性を有している。

②「種付け網を用いた沿岸養殖（従来法）への応用」から期待される成果
　内湾での網養殖は、古くから徳島や香川の地域に根付いた伝統的な養殖法である。春を告げる沿岸部独特の
風物詩となっており、今後も地域文化の一つとして継続していく必要がある。この網養殖における藻類生産量
が近年減少している要因として、海水中に存在するはずの藻類成長因子産生バクテリアの大幅な減少が関与し
ている可能性が高い。本事業で開発を企画している藻類成長因子を添加した水槽での種付け網の作成によっ
て、良質な種付け網が作成できるようになれば、従来の伝統法による安定生産と生産増が期待できると共に、
養殖産業の活性化のみならず、地域文化の維持、継続にも寄与できる。

③「新たな藻類成長因子の探索研究」から期待される成果
　江戸時代から人々に愛されてきた紅藻類のアサクサノリは今や絶滅危惧I類に指定され、代替品となってい
るスサビノリについても、品質の低下から年間800トン以上が廃棄されている。このような背景を踏まえれ
ば、アサクサノリ等の紅藻類の生育に必須な成長因子の探索は急務の課題である。本事業で開発される技術を
用いれば、アオサノリなどの緑藻類のみならず、需要の大きいアサクサノリなどの紅藻類についてもバクテリ
アから脱却した新技術による陸上養殖が可能となる。この分子テクノロジーを用いた新技術の開発は、徳島・
香川にとどまらず国内外の養殖水産業の活性化に貢献するものである。また、本事業は地場産業の復活と発
展に貢献できる本学の科学力を広く地域住民や受験生にアピールし、大学のブランド力を高めるためにも、
全学の力を結集して取り組むべき重要な課題と考えている。

④「藻類の栄養価など付加価値の拡大と流通・宣伝戦略の確立」から期待される成果
　アオサノリは全国での流通量も多く、栄養価も高いが、アサクサノリに比べれば知名度は低い。本事業で開
発可能な付加価値の高いアオサノリを地域のブランド品とすることができれば、地域の産業の活性化だけでな
く、徳島の特産品としてのアオサノリの知名度を高めることにも貢献する。さらに、将来的には、大学発のベ
ンチャー企業の育成にも発展すると期待される。

③ 新たな藻類成長因子の探索研究
　これまでの本学の研究により、海水中のバクテリアが生産する海藻成長因子を人工合成することで海藻類の
生産量を飛躍的に変化させられることを見出している。そこで、この技術を緑藻のアオサノリだけでなく、生
産量が激減している紅藻類のアマノリ（特に、絶滅危惧I類に指定されているアサクサノリやスサビノリ等）
に活用することを企画している。サルーシンは、緑藻類の発生過程を強力に誘導するが、紅藻類には効果を示
さない。そこで、本学で既に確立した海藻アッセイ系、天然物化合物ライブラリー、スクリーニング技術、化
学合成技術、分子生物学的手法を活用し、紅藻に対して特異的に作用する新たな成長因子の探索を行う。
④ 藻類の栄養価など付加価値の拡大と流通・宣伝戦略の確立
　自然界で育つ藻類と異なり、水槽内で栽培される藻類は、栽培環境を変化させることで、特定の栄養成分や
ミネラル、あるいは香気成分を強化することも可能となる。本事業で新たに開発される付加価値の高い藻類を
地域のブランド商品として国内外に展開していくため、地域の活性化、地産食材の活用に関わってきた総合政
策学部・人間生活学部と連携し、自治体、漁協、地場産業と協同して、流通、宣伝、販売戦略を策定する。
　本事業の内容は、以下に提示する「本学の将来ビジョン」を強く反映するものであり、本事業の活動を通じ
て、本学が目指すグローカル教育の一層の推進を図ると共に、地域活性化に貢献する本学のブランド力の発信
のための大きな契機としたいと考えている。

【大学の将来ビジョン】

 「自立協同」を建学の精神とする徳島文理大学では、徳島・四国の地域に根ざした大学として、学術的見地
から地域社会を支える役割を担うと共に、グローカル教育を推進することで、「地域の発展に貢献できる人
材」の育成に主眼を置く（大学の将来ビジョン）。本事業は、地域水産業の抱える課題に対して本学独自の具
体的な解決策を提案し、それを具現化することで社会に還元する試みであり、そのプロセスは、本学の目指す
人材育成の見地からも将来ビジョンと合致する。地域の大学としてあるべきひとつの姿勢を指す先導的な取り
組みであると共に、本事業の活動が、参加予定の学部学生にとって「自立協同」の建学精神を習得するための
貴重な経験になると確信している。



３．ブランディング戦略（５ページ以内）
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【ブランディング戦略全体の概要】

　本ブランディング事業は、世界で初めて藻類成長因子を発見、構造決定、合成、そして養殖産業への実際の
応用に成功した本学の研究力を、地域の課題となっている養殖水産業の復興と活性化のために提供するもので
ある。その基礎となっているのは、本学の天然物化学を中心とする自然生命科学の研究活動である。しかし、
地域住民、受験生にはそのことが十分に伝わっていないことが分析結果から明らかになった。本事業では、本
学の「ものづくり、研究力の高さ」によって地域の産業を発展させることを活動の中心とすることにより、地
域の養殖水産業の活性化を実現し、そのことによって地域における本学への期待度、信頼度を高め、受験生・
地域住民から「サイエンスマインドを持つ学生を育てる大学である」「研究活動によって地域の産業を支える
地域に欠かせない大学である」との認知を得て、大学全体のブランドの向上を目指すものである。

■ステークホルダーごとに伝えたい徳島文理大学のイメージとブランディング戦略の全体像
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① 建学の精神を踏まえた大学の将来ビジョン
 　徳島文理大学の将来ビジョンの実現における本事業の位置づけと学内への周知

　徳島文理大学の建学の精神である「自立協同」とは、自分自身のアイデンティティを確立し、社会の一員と
しての協調性の大切さを知ることである。徳島文理大学は、村崎学園が創立した明治28年（1895年）以来、そ
の精神に基づいて教育研究活動に取り組んできた。今後も、徳島・香川の地域に根ざした大学として、建学の
精神に基づいて、地域社会を学術的見地から支える役割を担うと共に、グローカル教育を推進することで、
「地域の発展に貢献できる人材」の育成を目指していく。これは本学の将来ビジョンとして、学長主導のもと
全学的な方針として決定されており、大学の教育理念と方針を示すアドミッション・ポリシー、カリキュラ
ム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーにもその趣旨が記されている。
　本事業「藻類成長因子を用いた海藻栽培技術イノベーション」は、まさに本学のものづくりの力、研究の力
を地域の養殖水産業の復興と活性化に役立てることで、地域の人々からの信頼と評価を得ることをめざしたも
のであり、本学の将来ビジョンと合致する。本事業の推進は理事会決定事項であり、部局長会議、全学合同教
授会により全学内に周知されている。

② 本事業で想定する効果を踏まえたステークホルダーの設定

[ステークホルダー①]　地域の水産関係者
　本事業では、本学が確立した新技術とその応用 (アオサノリやスジ青ノリの陸上栽培システムや、文理大産
ブランド海藻、網養殖への応用等)を核とし、水産関係の行政機関と連携を図りながら、地域の漁業協同組合、
水産加工業への普及を通じて、養殖水産行の復興と活性化を目指している。したがって、地域の水産関係者が
第１のステークホルダーとなる。具体的には、徳島県農林水産部、徳島県立農林水産技術支援センター、鳴門
市水圏教育研究センター、香川県のさぬき市などの行政機関、および、地域の漁業共同組合、栽培漁業セン
ターなどが相当する。
[ステークホルダー②]　受験生
　徳島県、香川県の高校生（受験生）に対しては、これまで入試広報部を中心とした活動により、本学の魅力
を伝える努力を行ってきた。しかし、本学の科学研究の高さ、また、それを地域の産業に活用している状況を
理解してもらう上で、本事業の内容を様々な形で高校生とその保護者、教員に伝えることは、大学全体の広報
戦略にとっても重要と考える。
[ステークホルダー③]　卒業生
　本学は2020年に創立125年を迎える西日本の伝統校であり、多くの卒業生が地域社会で活躍している。卒業生
に対する情報発信をこれまで以上に活発化することで、本学の優れた研究力と本事業の意義を地域の中に浸透
させていきたい。
[ステークホルダー④]　地域住民
　本事業により、地域で衰退しつつある養殖水産業の復興と活性化に貢献することができれば、水産関係者の
みならず、徳島県・香川県の地域住民全般のおける本学のイメージアップにつながる。
[ステークホルダー⑤]　専門分野の学会
　本事業の基礎となっている「バクテリアに依存しない藻類成長因子（サルーシン）を用いた海藻栽培技術」
は、本学薬学部の研究グループがサルーシンの発見、構造決定、合成法の確立、養殖への応用技術の開発まで
を20年がかりで達成した研究努力の成果である。世界中の藻類研究者が成功していない藻類の陸上栽培を本学
が初めて達成できたことからも、この事業が本学の極めて高い科学研究能力に基づいていると自負している。
この事業で生み出される新たな研究成果についても、さらに専門の学会で国内外に発信し、地方から世界に発
信するグローカル教育の一環として本学の教育研究活動に活かしたい。

③ 事業を通じて浸透させたい徳島文理大学のイメージ

　冒頭のイメージ図に示したように、本事業の推進によって、各ステークホルダーごとに下記のような本学の
イメージを浸透させたいと考えている。

［ステークホルダー①］地域の水産関係者　ものづくり、研究力を通じて地域を支える大学
［ステークホルダー②］受験生　研究活動が活発な大学、自身のキャリアアップに繋がる大学
［ステークホルダー③］卒業生　地域を支える大学として誇りに思う大学
［ステークホルダー④］地域住民　地域社会・産業の発展に欠かせない大学
［ステークホルダー⑤］専門学会　天然物化学や自然生命研究に強い大学

④ アンケート調査等の既存データの分析による現時点での徳島文理大学のイメージ

　2014年から本学では、日経BPコンサルティングが行う大学ブランド・イメージ調査を通じて、中国・四国地
方の企業を含む一般有識者や学校教職者を対象に、本学のイメージ及び認知度に関わる調査を実施してきた。
本調査によると、本学の大学認知率は全体平均47.4に対して52.2とやや高値となるものの、大学の一般的イ
メージ、大学の施設、活動、在学生等のイメージに関わる50の細目評価から導き出されたスコアチャートは、
全体平均49.4点に対して47.2点である。



徳島文理大学

　
　特に、本学の研究活動に対するイメージについては、地域の高校生や受験生に「研究力が高い」大学として
は浸透していないことが判明した。毎年、受験生［ステークホルダー②］や新入生を対象にアンケート調査を
実施しているが、その結果においても、「研究活動が活発である」の項目に対する評価は下位 (2017年データ
では20項目中16位)であった。

　また、これまでに実施したアンケート調査や意見聴取に基づいて分析したステークホルダーごとの本学のイ
メージは以下のようにまとめられる。
［ステークホルダー①］地域の水産関係者（地域企業）地域の大学としては親しみのある大学、ただし、
　　　　　　　　　　　社会貢献としては、他の大学と同等の評価。
［ステークホルダー②］受験生　学部学科が充実し、資格取得には積極的だが、研究活動が活発なイメー
　　　　　　　　　　　ジはない。大学の教育研究機関としてのビジョンがわかりにくい。
［ステークホルダー③］卒業生　教育研究活動が活発な大学、親切で丁寧な教育をしてくれる大学
［ステークホルダー④］地域住民　柔軟性があり地域では親しみのある大学。全国的な知名度は低い。
［ステークホルダー⑤］専門学会　天然物化学や自然生命研究に強い大学

　本学はこれまで、地域に自生する植物や藻類、海草等を利用して自然生命科学の研究分野を発展してきた。
今年、国際的な学術雑誌Natureが発表した科学研究を牽引する日本のトップ100機関「Nature Index 2017
Japan」においては、全国ランキング78位に位置し、全国の私立大学中15位、中四国・九州の私立大学では1位
の高評価を得ている。
　また、文部科学省主導の科学研究費助成事業における科学研究費（科研費）の採択数（2014年からの累積
数）では、天然資源系薬学、化学系薬学、環境衛生系薬学、動物生理行動の４部門で全国上位10機関に分類さ
れている。このデータは、数年前から文部科学省が公表を始めたもので、特定の分野における研究レベルが高
いユニークな大学の存在を公表し、その大学の活性化に活用してほしい、との趣旨ではじめられたものであ
る。本学は、国公立大学を含めた中で、科研費の獲得額が全国トップテンのレベルに入っている分野が４つも
あり、そのうちの２つが「天然資源系」「化学系薬学」という本研究事業に深くかかわる分野である。
　また、毎年実施する卒業生［ステークホルダー③］に対する満足度アンケートにおいても、研究活動が活発
な大学として認知され、問題提起能力と問題解決能力の実践的な習得の場として研究活動が高く評価されてい
る。
　このように、科学論文の数、研究費獲得額などを指標とするアカデミアの世界では、本学の研究活動が高く
評価されている。しかし残念ながら、地域の方々、受験生、高校生にはそのことが認識されておらず、大きな
ギャップが存在している。このギャップを埋めていくためにも、本事業を通じて、大学の研究力、将来ビジョ
ンを強くアピールしてきたいと考えている。

⑤ 上記の分析結果を踏まえた情報発信の戦略

　本事業では、地域の水産業が直面する課題に対して具体的な解決策(安定した養殖技術、付加価値の高い水産
物の創生)を提案し、その開発の過程において地域の人材育成へと繋がる活動として発展させたいと考えてい
る。したがって、立案した本事業の遂行、プロモーション（働きかける段階）と共に、積極的な情報発信（伝
える段階）が、アンケート調査や意見聴取から分析される大学のイメージ（特に地域の水産関係者、地域住
民、受験生などに対するイメージ）を一新する大きなチャンスになると認識している。以下に、計画している
主な情報発信手段をステークホルダー①〜⑤ごとに列挙する。

［ステークホルダー①］地域の水産関係者　　藻類陸上栽培の技術提供そのものが地域水産関係者に対して、
本学の科学力と地域貢献への志向を伝える最大の情報発信の機会である。さらに、大学発の付加価値の高いブ
ランド藻類を開発し、独自の戦略で国内外への販売を拡大していくことで、大学のブランド力の向上と同時
に、地域の特産品となるべきアオサノリなどのブランド化に貢献する。
［ステークホルダー②］受験生　　入試広報部を中心とする通常の広報活動に加え、オープキャンパス、出張
講義、高大連携による実験教室、学園祭、などの機会をとらえ、一方通行の情報発信ではなく、本学が開発し
た藻類成長・分化促進因子のすばらしさを、見る、触る、食べる、等によって体感してもらい、本学の研究力
を実感してもらう。
［ステークホルダー③］卒業生　　徳島文理大学アカンサス会（同窓会）の同窓会誌やホームページ、大学の
ホームページ、Facebookなどのメディアを通して、このブランディング事業の意義と進捗状況、成果を発信し
ていく。
［ステークホルダー④］地域住民　　本事業によって衰退しかけた養殖水産業の復興と活性化に貢献すること
は、地域住民における本学のイメージアップに多大なる影響を及ぼす。メディアへの積極的な情報発信のみな
らず、陸上栽培アオサノリの試食会、地域ブランド品の展示会への参加など、様々な機会を活用して情報発信
する。また、陸上栽培アオサノリ開発の意義がわかりやすく書かれたパンフレット、動画などを作成し、情報
発信に活用する。
［ステークホルダー⑤］専門学会　　関連する専門学会（日本藻類学会、天然有機化合物討論会、テルペン討
論会、日本薬学会、日本農芸化学会など）での発表、専門分野での論文発表や研究紀要の作成
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⑥　本事業を通じたブランディング戦略における具体的工程

　ブランディング事業の全体を通して、各ステークホルダーに対して、１．伝える段階（情報発信）、２．働
きかける段階（協同）、３．将来ビジョンの実現、へと進めていく。また、３年目に事業全体に関する自主的
な中間評価を行い、残りの２年間の戦略の修正、発展を図る。

［ステークホルダー①］地域の水産関係者
　地域の水産関係者に対して、事業開始段階から事前会議を開催すると共に、定期的に主な取り組みや活動を
報告していく。際立った成果等については、知財確保（特許取得）等の審議後に、徳島県農林水産部などの行
政機関と連携を図りながら、地域の関連企業・団体に幅広く活動報告する。地域メディアへの情報提供やホー
ムページへの掲載を積極的に実施する（伝える段階）。具体的な技術支援活動を通じて、陸上栽培アオサノリ
の産業化や地域への普及を目指す（働きかける段階）。最終的には「ものづくりを通じて地域を支える大学」
としてのイメージの浸透を図る（将来ビジョンの実現）。
［ステークホルダー②］受験生
　受験生や地域の中高生に対しては、大学案内や大学公式ホームページの高校生向けページ、大学公式Face
Book等にも本事業内容や成果等を分かりやすく掲載することで、本学の教育研究力や目指す将来ビジョンをア
ピールする（伝える段階）。本学が定期的に実施している出張講義や模擬授業、本学で開催する体験模擬授
業、オープンキャンパス（働きかける段階）を有効に利用する。特に、本学で開催する体験模擬授業やオープ
ンキャンパスでは、本事業により実生産した海藻や成長標本等の展示ブースを設置すると共に、本事業の研究
で実際に行う分析実験などを体験してもらう。これらの活動を介して、「サイエンスマインドを持った人材を
育成する大学」としての本学の教育研究活動の魅力を伝えていき、本学での学びに興味を持つ受験生を増加さ
せる（将来ビジョンの実現）。
［ステークホルダー③］卒業生
　卒業生に対しては、徳島文理大学アカンサス会（同窓会）へ向けた大学通信アカンサス誌や、同窓会専用の
ホームページ等を通じて、「地域を支える大学として誇りに思える」大学になれるよう努めていく。
［ステークホルダー④］地域住民
　本学には、地域と大学の連携を推進する目的で、地域連携センターが開設されている。同センターでは、毎
年、地域住民の健康増進セミナーや地域活性化を目的とした地域の歴史や文化活動に関わる交流会、連携協定
を締結した徳島県議会や研究・事業団体との学術交流会等を開催している。同センターが定期開催している各
種のセミナーにおいても、本事業の内容や成果等を地域の方々に定期的且つ効果的に報告する（伝える段
階）。最終的には、「地域社会・産業の発展に欠かせない大学」として地域への浸透を図る（将来ビジョンの
実現）と共に、大学知名度の向上を目指す。
［ステークホルダー⑤］専門学会
　これまで自然生命科学の分野においては本学の研究陣が一定の成果を上げ、近年では研究が盛んな大学とし
て認知されてきた。本事業の成果についても、各実験グループが学会発表や論文発表を通じて随時成果を世界
に発信する（伝える段階）。また、アオサノリよりさらに困難が予想されるアサクサノリ等の紅藻類の成長因
子を同定する過程で、さらに高いレベルの科学力が要求される。それを実現するために全学の教員・学生の力
を結集していく（働きかける段階）。そのことで、本学の科学レベルが向上し、学会等での評価を高めるとと
もに、アサクサノリの復活に向けてその成果を活用し、地域の産業発展にさらに貢献する（将来ビジョンの実
現）。

⑦ ステークホルダーごとの成果指標と達成目標

［ステークホルダー①］地域の水産関係者
ホームページアクセス数
　本学の大学公式ホームページの外部からのアクセス数は、平成28年度において約156万ビューであった。大学
ホームページに本事業内容や成果について情報発信し、地域の水産関係者に対し本事業のアピールを行うこと
でアクセス数を増やし、年間5万ビュー増を目標に事業最終年度の平成33年度までに年間180万ビューを目指
す。
事業関連問い合せ件数
　ホームページからの情報発信に加え、本学研究・栽培施設の見学会を随時実施することで地域の水産関連企
業に本事業に対する興味をもってもらう。最終的に本事業に関連する問い合せ件数として年間平均10件、事業
最終年度の平成33年度までに計50件を目指す。
海苔養殖関連企業の新規就職者数
　地元の海苔養殖関連企業の新規就職者数を平成28年度より平成33年度までに10％増加させる。
地域の学外評価委員による評価結果
　本事業に関する地域の学外評価委員の評価を年度毎に実施し、事業最終年度の平成33年度まで毎年「順調に
進んでいる」という良好な評価結果を得る。

［ステークホルダー②］受験生
ホームページアクセス数
　本学の大学公式ホームページの外部からのアクセス数は、平成28年度において約156万ビューであった。
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ホームページの高校生向けページに本事業内容や成果について情報発信し、受験生に対し本学への興味をもっ
てもらうことでアクセス数を増やし、平成30年度までに年間180万ビューを目指す。
オープンキャンパス参加人数
　四国地域の少子高齢化に伴い、本学オープンキャンパスの参加人数は減少傾向にあり、平成28年度の高校生
参加者数は2756名（年７回開催合計）であった。ホームページ等からの情報発信により受験生に対する本学へ
の興味、認知度を向上させることで、オープンキャンパスへの参加人数を平成31年度までに3000名まで増や
す。
オープンキャンパス参加者出願率
　オープンキャンパス参加者に対しては体験実験等を通して本事業を紹介し、本学が行っている教育研究活動
についてアピールする。これにより受験生の出願者増加を目指したい。オープンキャンパスに参加した高校三
年生のうち、実際本学を受験した生徒の割合（オープンキャンパス参加者出願率）は過去6年間平均で61.3％で
あった。このオープンキャンパス参加者出願率を平成33年度までに65％に向上させる。
認知度
　大学入試の際に受験生に対し行っているアンケート調査において本事業に関する認知度調査を実施する。ア
ンケート項目「どのような理由で本学を選びましたか？」において、本事業関連の回答割合として平成33年度
までに10％以上を目標値とする。
入学希望率
　本事業を通したブランディング戦略により、受験生に対する本学の知名度を向上させ、最終的に入学者数の
増加を目指す。本学の入試合格者のうち、実際に入学した者の割合（入学希望率）は過去4年間で平均50.2％で
あった。この入学希望率を最終的に55％まで向上させる。

［ステークホルダー③］卒業生
ホームページアクセス数
　大学ホームページに本事業内容や成果について情報発信し、卒業生に対し本事業のアピールを行うことでア
クセス数を増やし、年間5万ビュー増を目標に平成33年度までに年間180万ビューを目指す。
ホームページアンケート
　ホームページ上で卒業生を対象にしたアンケートを実施し、本事業に関する認知度調査を実施する。平成33
年度までに本事業について知っている卒業生の割合20％以上を目標値とする。

［ステークホルダー④］地域住民
地域住民との交流会実施件数
　本事業の取り組み内容や魅力を地域住民に対し紹介するため、養殖施設見学会や海苔の試食会等の交流会を
開催する。交流会は大学祭などの機会に毎年最低１回実施し、平成33年度までに計5回以上実施する。
本事業に関するコンテンツ制作、情報発信
　人間生活学部メディアデザイン学科主導で本事業に関するPR動画等のコンテンツ作成し、インターネットを
通じて地域メディアに情報発信していく。本事業に関するコンテンツの再生・閲覧回数は毎年20万回再生、平
成33年度までに総計100万回以上を目指す。
事業に関わる報道件数
　テレビ・新聞等のマスメディア報道を通じて本事業の成果を地域住民に広く発信する。報道件数は毎年2件以
上、平成33年度までに計15件を目標値とする。

［ステークホルダー⑤］専門学会
シンポジウム開催、学会・論文発表件数
　本事業の成果はシンポジウム開催や学会・論文発表を通じて国内外の学会に広く発信する。シンポジウムは
平成33年度までに2回以上開催する。また学会発表件数は毎年10回、平成33年度までに計50件以上、論文・投稿
数は毎年3報、平成33年度までに計15報以上を目標とする。

⑧　達成目標の進捗状況を把握する方法

　達成目標の進捗状況については、⑦に記載した各成果指標を毎年達成しているかにおいて判断する。また毎
年実施する学内の自己点検評価実施委員会ならびに学外評価委員会の評価・報告書からも進捗状況を把握す
る。



４．事業実施体制（２ページ以内）

■学内の実施体制
　本事業計画は大学が実施する重要事業の一つとして、法人理事会で実施が決定され、学長のリーダーシップ
のもとで、次頁の図に示したような全学的な実施体制が整備されている。
　本事業の学部横断的な研究を遂行するための組織は「創薬天然物ライブラリー研究機構」（以下、研究機
構）である。機構長は学長であり、薬学部・香川薬学部・生薬研究所・理工学部が「革新的藻類栽培技術の開
発・応用」を担当し、人間生活学部・総合政策学部が「栽培藻類の付加価値増大・ブランド化」を担当する。
　研究機構による研究遂行を円滑に推進し、学内外との連絡調整のため、学長直属の「事業実施委員会」（委
員長は学長）が設置されている。事業実施委員会は、関連学部の学部長と学長の指定する教員から構成され
る。さらに創薬研究・知財管理・産学連携に精通している人材１名をURAとして外部機関から採用する。URA
は、事業実施委員会の事務局長としてこの事業を支援する。事務的なサポートは、教務部の教育・研究支援グ
ループが行う。

徳島文理大学



徳島文理大学

■学内自己点検・評価体制
　大学全体の自己点検・評価は、教育・研究支援グループが事務局を務めている「自己点検・評価委員会」が
毎年継続的に実施している。この全学的な「自己点検・評価委員会」の下に、本事業に特化した「研究ブラン
ディング事業自己点検・評価実施委員会」（平成28年7月施行）が設置されている。研究機構の研究実施計
画、現状と成果、次年度の計画等は随時「事業実施委員会」を介してこの「自己点検・評価実施委員会」に報
告され、研究成果のみならず、ブランディング事業としての意義という観点から評価を受ける。その評価結果
に基づいて、研究機構の次年度の事業を修正・改善していく。

■外部評価の体制
　外部評価委員会要項に基づいて、外部評価委員会は2種類設置する。「評価委員会A」は、本事業の内容（研
究分野、地方創生への貢献）に詳しい有識者から構成され、「評価委員会B」は、本事業の成果に深く関連す
るステークホルダーから構成される。評価委員会Aの委員は、徳島県、香川県、さぬき市、徳島大学薬学部、
香川大学医学部、徳島県保健環境センターの有識者、評価委員会Bの委員は、徳島県農林水産総合技術支援セ
ンター、徳島大学生物資源産業学部、美波の海の恵み研究会、香川大学瀬戸内圏研究センター、香川県水産試
験場、徳島県薬草組合、高知県立牧野植物園、高知大学医学部、香川大学医学部、大塚製薬、河野メリクロン
の方に就任していただいている。
　評価委員会Aは、年に1回開催され、事業の進捗状況と成果、今後の活動計画などについて評価を受ける。評
価委員会Bも同様に年1回の会議を開催するが、評価委員会Bの委員は、県や地元の水産関係者などのステーク
ホルダーでもあるため、事業の進行状況に応じて頻繁に面談する機会があり、評価委員からの意見を速やかに
事業に反映して改善できる体制となっている。

■学外との連携
　本学は、これまでも地域に根ざした大学として、本キャンパスのある徳島市やさぬき市を中心に、鳴門市、
海部郡（美波町、海陽町）、高松市などの行政機関や学校、地域と協力して様々な活動を行ってきた。今回の
事業においても、本事業で陸上養殖を実施（年次計画の研究１）する鳴門市の水圏教育研究センターや徳島
県立農林水産技術支援センター美波庁所と共同研究協定（平成28年度）、美波町と包括的連携協定 (平成28
年)を締結している。さらに、美波地域の漁協組合から構成される海の恵み研究会、海部郡海陽町の栽培漁業
センターともアオサノリの陸上栽培の可能性について共同研究を進めている。
　網養殖への応用を計画（年次計画の研究２）している志度湾においても、平成25年度からさぬき市と徳島文
理大学との連携協定書を締結している。すでに地域の漁業組合、下水処理場と本学との共同研究により、窒素
濃度を高めに設定した下水処理水を志度湾に放出すると、海藻や植物プランクトンの生長を促進させる効果が
あることを明らかにしている。本事業での藻類栽培技術を網養殖に応用する研究事業についても、十分に実施
可能な地元の協力体制ができている。

■学外への情報発信とフィードバック
　本事業により得られた成果について、様々な形で情報発信し、反応を収集・解析することで、次の事業展開
の修正、さらなる拡大化をめざす。情報発信の手段として、１．研究機構が実施する研究事業の成果そのもの
（藻類栽培の技術革新による地域養殖産業の活性化）により、本学の科学力が地域貢献につながることをア
ピールする。２．研究事業の成果を学会等で公表し、地域メディアに発信することにより広く地域住民に情報
発信していく。３．地域連携センターと入試広報部が連携しながら受験生・卒業生を含む地域住民に向けて
情報公開・発信を行う。入試広報部は、通常の学生募集活動の中で本事業に関する情報発信を受験生、卒業生
に対して行い、それに対する評価、反応を事業実施委員会を介して研究機構に伝え、コンテンツの充実化、情
報発信方法の改善を行う。
　また、これまで徳島県の自治体と共同で地域活性化事業を行ってきた総合政策学部、および、地域の様々な
伝統行事や活動を動画としてまとめ、情報発信してきた人間生活学部メディアデザイン学科にもこのブラン
ディング事業に参加してもらうことで、研究事業の内容についてのコンテンツ制作、情報発信手段の拡大をめ
ざしている。

■学内と学外におけるPDCAサイクル
　前頁の図に示したように、研究事業に関しては、学内で「研究ブランディング事業自己点検・評価実施委員
会」から、学外で評価委員会A、評価委員会B、および、ステークホルダーとなる徳島県、香川県の行政機関、
水産関係者から意見、評価、要望を受け取り、研究事業の計画修正、拡大を行う。
　ブランディング戦略については、学内では、受験生、地域からの評価を日々受け取る立場にある入試広報
部、地域連携センターからのフィードバックを受け、学外においては、学会や地域メディアに積極的に事業内
容を報告して事業の認知、評価を高めるとともに、本学への期待、要望を受け取る。これらに基づいて、ブラ
ンディング事業の内容をよりわかりやすく伝えるコンテンツ制作、情報発信方法の修正・改善を行う。
　上記のすべての活動を事業実施委員会が統括し、事業全体として、本学の科学力の養殖産業への還元→地
域の活性化→地域住民への本学の科学力のアピール→地域住民・受験生からの期待・評価・要望→本学のブラ
ンド力の上昇へとつなげていく。



５．年次計画（３ページ以内）
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■研究活動
＜研究１＞　①初年度に最適化した条件のもと、水槽に添加する種苗の量を増やし、まず2.5 
t水槽で3〜5 cmサイズにまでアオサノリを栽培する。その後、10-20 tの水槽へ移して最終成
体まで栽培する。大規模水槽への移動について最適のタイミングを検討する。② 付加価値を
高めるための検討を開始する。この技術で生産したアオサノリのミネラル、ビタミン、香り成
分、健康増進成分、食物繊維の含有量を定量し、どの成分が優れているか評価する（薬学部・
人間生活学部食物栄養学科－徳島県）
＜研究２＞　水槽で種付けを行った養殖網を、実際に香川県志度湾に設置してノリの収穫を開
始する。その際、従来法と収穫量、品質（色落ちがないか等）の比較を行う。内湾での養殖は
水温が低下する10～3月に実施する。（理工学部－香川県）

徳島文理大学

平成29年度

■研究活動
　本事業全体として、下記の３つの研究事業を実施する。
　＜研究１＞　アオサノリの安定した陸上養殖システムの実現と地域への展開
　＜研究２＞　緑藻成長因子サルーシンの沿岸網養殖への応用
　＜研究３＞　藻類の分化・成長の機序解明、新たな促進因子の探索と紅藻類への応用
平成29年度の目標
＜研究１＞　準プラントレベルの水槽でのアオサノリの通年陸上栽培を実現し、最適栽培条件
を見出す。（指標：年間の総生産量）
＜研究２＞　従来型の養殖網へのアオサノリ、スジ青ノリの種付けの効率を促進するため、サ
ルーシンを活用する。そのための基礎条件を検討する。（指標：種付けの効率）
＜研究３＞　天然化合物ライブラリーのデータベース整備（指標：データの入力状況）
■ブランディング戦略
　ブランディング事業開始にあたって、受験生、卒業生、地域住民、水産関係者（ステークホ
ルダー①〜④）を対象に、本学の研究活動と科学力に対するの認知度の調査を行って現状を把
握し、今後の5年間の活動目標を設定する。（指標：意見聴取の情報量）

■研究活動
＜研究１＞　2.5 tの準プラントレベルの水槽を用いて、サルーシン添加による栽培アオサノ
リの生産量が、小規模の水槽での栽培の場合に比べてどのように変化するか検討する。5 mmサ
イズのアオサノリの種苗が15～25 cmの最終生体サイズに成長するまでの期間を指標に、水
温、ミネラルバランスの影響を検討し、生産量を増加させる最適条件を探す。（薬学部－徳島
県）
＜研究２＞　海に設置する従来型の養殖網への種付け（ノリの胞子の付着・分化・成長）の効
率を促進するため、事前に養殖網を陸上水槽に短期間浸漬して種付けを行い、サルーシン添加
の効果を調べる。アオサノリ、スジ青ノリの成熟生体から放出される胞子とサルーシンとを養
殖網を浸した水槽に添加し、種付けの効率を促進する。最適なサルーシン添加濃度、水温、ミ
ネラルの種類や濃度の影響を検討する。（理工学部・薬学部－香川県）
＜研究３＞　① 本学にすでに存在する天然化合物の成分分析を進めるとともに、物性情報を
データベース化し、系統的に保管する。（薬学部・香川薬学部・生薬研究所）
■ブランディング戦略
　本学のイメージに係るこれまでのアンケート調査や意見聴取、既存データの分析結果から、
本学の研究活動に対する評価が低い結果が得られている。事業開始初年度は、① 受験生、卒
業生、地域住民、水産関係者などから再度アンケート調査、意見聴取を行い、現状での評価を
把握する。② 本事業の開始について、大学案内、同窓会誌、大学ホームページ、各学部の
ホームページ、SNSを活用し、情報発信を開始する。

平成30年度

■研究活動
＜研究１＞　アオサノリの商業ベースでの陸上栽培を開始する。（指標：年間生産量）
＜研究２＞　初年度に条件検討した種付け網を用いて香川県志度湾内でのノリ養殖の増産を実
現する（指標：従来法との収穫量の差）。
＜研究３＞　アサクサノリなどの紅藻類の成長因子を探索するための基礎的な実験条件を整え
る。サルーシンの作用標的の候補を網羅的に検索する。（指標：アサクサノリ殻胞子の培養、
標的分子探索システムの構築）。
■ブランディング戦略
　アオサノリの陸上栽培を実現した本学の研究活動、科学力をより確実に実感してもらうた
め、一方通行の情報発信だけでなく、オープンキャンパス等の機会を活用して、アオサノリに
関するイノベーション技術を見る、触る、食べることで体感してもらう。（指標：各行事への
参加者数）



徳島文理大学

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

目
標

平成31年度

■研究活動
＜研究１＞　水槽栽培の利点を生かし、窒素やリン系の栄養塩を添加することで、香り成分や
健康成分を豊富に含有する付加価値の高い緑藻類の栽培を開始する。（指標：香り成分や健康
成分の含量の増大）
＜研究２＞　季節の影響を受けないサルーシンを用いた種付け網の作成により、年間2回以上
の養殖を実現する。（指標：１年間の養殖サイクル数）。
＜研究３＞　アサクサノリ無菌殻胞子の成長・分化を促進する天然化合物、および共生バクテ
リアの探索。（指標：スクリーニング回数）。
■ブランディング戦略
　大学発のイノベーションによって地域の養殖水産業の復興、活性化が進捗している状況につ
いて、ホームページ、動画、パンフレットなど様々なコンテンツを制作して地域住民への浸透
を図り、大学の研究活動・科学力についての認知度を高める。事業開始3年目の中間評価を学
内、学外で行い、ブランディング戦略の修正、新たな展開を企画する。（指標：コンテンツの
質と量）
■研究活動
＜研究１＞　窒素系、リン系、および様々な種類の栄養塩の添加量を変えてアオサノリを栽培
し、香り成分やD-システノールなどの健康成分の含量が最適となる栄養塩の種類と量を決定す
る。（薬学部・人間生活学部食物栄養学科－徳島県）
＜研究２＞　海域での網養殖では、年間1回の養殖しか行えない。サルーシンを用いれば、季
節や天候に左右されることなく種付け網を準備できる利点を活用し、網養殖の二期作もしくは
三期作を試みる。（理工学部－香川県）
＜研究３＞　① 1次スクリーニングとして、アサクサノリ殻胞子の海水溶液に対して、天然物
ライブラリーの中から選んだ検体の混合物を添加して、1ヶ月無菌培養し、葉体が形成される
かどうか確認する。② アサクサノリが自生している周辺の海水を用いて同様のスクリーニン
グを行い、葉体形成を促進するバクテリアを探索する。③ 作成した緑藻の遺伝子ライブラ
リーを活用し、サルーシンおよび類似化合物が作用する可能性のある分子を探索する。（薬学
部・香川薬学部・生薬研究所）
■ブランディング戦略
　陸上栽培アオサノリの事業展開によって、生産量、販売高、新規雇用などの経済指標がどの
ような状況になっているのか、外部評価委員会等による状況報告、評価を受ける。良好な結果
が期待されるので、その成果をさらに大学発の様々な媒体（大学案内、ホームページ、同窓会
誌）およびオープンキャンパス等で発信していく。また、メディアの取材を積極的に受けるだ
けでなく、人間生活学部メディアデザイン学科の参加により、大学独自のコンテンツを作成し
て、養殖産業のイノベーションへの本学の貢献を発信する。また、コンサルティング会社に依
頼して、本学のブランドイメージが3年間でどう変化したか、今後何が必要かについて調査を
実施し、ブランディング戦略の修正、新しい展開を考える。

平成32年度

■研究活動
＜研究１＞　香り成分やD-システノール酸などの健康成分を豊富に含有するアオサノリを大学
発ブランド品種として安定生産する。（指標：生産効率、安定性、品質の再現性）
＜研究２＞　志度湾内での海流、栄養塩の分布の違いによって新規種付け法で養殖した緑藻の
品質がどのように変化するか調べ、高品質のノリの安定生産を実現する。（指標：最適な栽培
場所の特定）。

＜研究３＞　① カキ殻に穿孔させたアサクサノリ（糸状体）を天然海水で室内培養する。糸
状体の殻胞子嚢から放出される殻胞子を採取し、人工海水で培養可能なアサクサノリ殻胞子を
調製する。② アサクサノリが自生している地域の水には、紅藻類成長促進因子産生バクテリ
アが生存している可能性が極めて高い。その地域の水を採取し、共生バクテリアの培養を開始
する。③ サルーシンの標的分子を探索するため、次世代シークエンサーを活用して緑藻類の
遺伝子ライブラリーを作成する。（薬学部・香川薬学部・生薬研究所）
■ブランディング戦略
　オープンキャンパス、体験教室、大学祭などの機会を活用し、大学発陸上栽培アオサノリの
試食、顕微鏡によるアオサノリの種苗、成長標本の観察・展示などを行う。また、栽培施設の
見学会、試供品の提供などを通して地域住民、水産関係者への情報発信を行う。学内、学外の
評価委員会に提出する専門家向けの報告書とは別に、写真やまんがなどを多用したわかりやす
いパンフレットを作成して、本事業の内容を高校生や一般向けに発信していく。
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■研究活動
＜研究１＞　① これまでに確立した栽培システムを用いて、高品質のアオサノリおよびスジ
青ノリを栽培する。② ノリの成分の新たな生理活性、健康増進効果を探索し、大学発アオサ
ノリのブランド価値を高める。（薬学部・人間生活学部食物栄養学科－徳島県）
＜研究２＞　閉鎖水域である志度湾は、場所によって海水中の栄養塩の種類と量に差異がある
特性を利用し、2 km間隔で網養殖することで、最適な養殖場所の特定を行う。（理工学部－香
川県）
＜研究３＞　① 前年度同様、天然物ライブラリーを活用してアサクサノリ殻胞子の成長・分
化を促進する化合物のスクリーニング、絞り込みを続ける。② アサクサノリが自生している
海域中のバクテリアの中から、紅藻類の成長を促進するバクテリアを複数選別する。③ ②で
見いだした共生バクテリアの遺伝子ライブラリーを作成する。（薬学部・香川薬学部・生薬研
究所）
■ブランディング戦略
　大学発の高品質で健康成分の豊富なアオサノリを開発し、その商品の知名度の向上、ブラン
ド化のための広報活動に、本学人間生活学部のメディアデザイン学科、食物栄養学科の力を活
用する。また、大学発の栽培アオサノリのみならず、アオサノリそのものの知名度を全国レベ
ルで高めることに本学のメディアデザイン学科、総合政策学部が貢献することで、地域に貢献
する大学としての知名度も上げていく。

平成33年度

■研究活動
＜研究１＞　本事業で確立した高品質のアオサノリの類似品との区別を簡便に実施できる検査
法を樹立する。（指標：検査法の識別効率）
＜研究２＞　サルーシンによる種付け法を活用した網養殖による高品質ノリの年間生産量の拡
大を実現する。（指標：年間総生産量の増加割合）
＜研究３＞　アサクサノリの成長・分化促進因子の最終的な同定をめざす。（指標：候補物質
の同定）
■ブランディング戦略
　本事業の最終年度において、本事業の総括的な成果の発信、評価のまとめを行う。また、本
事業に関連した大学発ベンチャー企業を設立し、起業を目指す人材を育成する。5年間の研究
事業の成果を地域に浸透させた結果として、大学のイメージアップが受験生の増大につながっ
たかどうか、各ステークホルダーの意見を聴取し、次の5年間へ向けたステップアップを図
る。（指標：受験生の増加）

■研究活動
＜研究１＞　徳島県の名産である鳴門わかめの類似品の出現があとを絶たない。同様にアオサ
ノリなどの類似品が出回ったときに、大学発ブランド品種の価値を守るため、PCRなどの簡便
な方法で本学が樹立した高品質アオサノリと類似品を識別できる手法を開発する。（薬学部・
徳島県）
＜研究２＞　サルーシンを用いた新規種付け法の有用性と再現性を確認するため、前年度と同
様の条件で網養殖を実施し、生産量を確認する。（理工学部－香川県）
＜研究３＞　アサクサノリの成長・分化を促進させる共生バクテリアの遺伝子ライブラリー、
および、大量培養によるタンパク質化学的アプローチにより、紅藻類の成長因子の候補となる
複数の化合物の同定を試みる。（薬学部・香川薬学部・生薬研究所）
■ブランディング戦略
　学内、学外の評価委員会に提出した各年度の報告書を1冊にまとめ、本事業の最終成果報告
書として行政、水産関係者、地域メディア等に配布する。5年間で得られた知財を整理し、特
許申請すべきものをURAが中心となってとりまとめる。大学発ベンチャーを設立した場合、そ
のこと自体を大学の活動として情報発信するのみならず、ベンチャー企業が大学と地域の養殖
水産業との懸け橋となるように動く。コンサルティング会社に依頼し、5年間での大学ブラン
ドイメージの変化を総合的に評価してもらい、次の5年へのステップアップにつなげる。

＜研究３＞　共生バクテリアのスクリーニングをさらに続行し、アサクサノリの成長・分化を
促進するバクテリアを同定する。（指標：有効バクテリアの特定）。
■ブランディング戦略
　大学発の高品質で健康成分の豊富なアオサノリのブランドイメージを向上させることで、本
学のブランドイメージの向上につなげる。（指標：大学発ブランドアオサノリの知名度の向
上）
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