
テキスト：事業戦略 B-14



講師紹介 
塚田　周平 
株式会社リバネス　地域開発事業部　部長　博士（農学） 
 
＜略歴＞ 
2003年　国際基督教大学教養学部理学科　卒業　リバネス初期の運営に参加 
2005年　東京大学大学院農学生命科学研究科　農学国際専攻　修士課程　修了 
2009年　同研究科　応用生命工学専攻　博士課程　修了 
2009年　株式会社リバネス　入社 
2010年　株式会社リバネス　地域開発事業部　部長 
 
＜論文・著書＞ 
-Comparative genome-wide transcriptional profiling of Azorhizobium caulinodans ORS571 
grown under free-living and symbiotic conditions. Tsukada S, Aono T, Akiba N, Lee KB, Liu 
CT, Toyazaki H, Oyaizu H. Appl Environ Microbiol. 2009 Aug;75(15):5037-46. 
-Lon protease of Azorhizobium caulinodans ORS571 is required for suppression of reb 
gene expression. Nakajima A, Aono T, Tsukada S, Siarot L, Ogawa T, Oyaizu H. 
 Appl Environ Microbiol. 2012 Sep;78(17):6251-61 
-植物工場物語 塚田周平・川名祥史・丸幸弘　リバネス出版 2010 年 
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大学：国際基督教大学教養学部理学科 



東京大学大学院 農学生命科学研究科 応用生命工学専攻 
根粒菌Azorhizobium caulinodans-木本性マメ科植物Sesbania rostrata 
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穀物生産量は増収により賄われ、農地面積は
ここ50年増加していない。 



これからの農林水産のトレンド 

1. 効率的に（人手をかけず）生産ができること 

2. 安定的に供給できること 

3. 適切に分配されること 

4. （材料、生産、輸送の工程で）ロスが少ないこと 

5. 安心・安全で履歴が分かること 

6. 栄養と健康に貢献すること 



新しい食料供給システムの開発 

“店産店消”の新しい概念をうみだし、 
サイエンスコミュニケーションの場 
として新しい飲食店をプロデュース 

リーダー： 
地域開発事業部長 
塚田周平 博士（農学） 



 
 
設　　立：2002年6月14日 
資 本 金：6,000万円 
本　　社：東京都新宿区下宮比町1-4 飯田橋御幸ビル5階 
スタッフ数：48人（博士55%、修士45%） 
事業部 
　戦略開発事業部 
　研究開発事業部 
　教育開発事業部 
　人材開発事業部 
　地域開発事業部 
　国際開発事業部 
 
主要プロジェクト 
　教育応援プロジェクト 
　研究応援プロジェクト 

沖縄事業所 大阪事業所 

生物工学研究所 
環境生態学研究所 
農業技術研究所 
ロボット工学研究所 
宇宙研究所 

東京本社・知識創業研究センター 

Leave a Nest Singapore  Leave a Nest Malaysia 

Leave a Nest America 

株式会社リバネス　基本情報 



リバネスは、多様性溢れるアントレプレナー集団 
理念：「科学技術の発展と地球貢献を実現する」 

研究者全員が目指すことを理念にかかげた 

学位 

スタッフ全員が「研究者」の会社 
農学・生命科学・生物学・機械工学・電子工学・情報工学・薬学・医学・心理学 

学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位位



100社の企業を巻き込んだ教育応援プロジェクト 

企業と連携し、先端科学技術の 
実験教室を教育現場へ届ける 
ビジネスを展開 

教育応援プロジェクト参加企業（2015年3月1日現在） 



100社の企業を巻き込んだ研究応援プロジェクト 

大手企業からベンチャー・町工場ま
で、多様な規模・事業領域の企業と連
携し、産学連携を加速させるビジネス

を展開 



人材開発事業部 

教育 
開発事業部 

研究 
開発事業部 

地域開発事業部 国際開発事業部 

戦略開発事業部 

日本 グローバル 

持続可能な未来のための成長 

リバネスの6つの事業部 

知識プラットフォームを舞台に、 
社内外でイノベーションがうまれ続ける 



リバネスの仕事に対する考え方 

20世紀の仕事 21世紀の仕事 

事に 
仕える 

事を 
仕掛ける 

考えることをしないただの作業は、仕事ではない。 



研究において大事なこと 

疑問 

仮説 

実験 

考察 



QPMIサイクル 

Question 
様々な事象から 
課題を見出す。 

Passion 

Mission 

Innovation 

新たな価値の創造 

課題解決に対して 
情熱を抱く。 

チームの推進力 
により新たな価値の 
創出を目指す。 

課題をミッションと捉え、 
チームを作り取り組む。 



Q. 
地域資源とはどんなものでしょうか 

↓ 
 

その地域で未利用なモノ 



事例：福幸豚プロジェクト 



地域資源を活用したブランド豚の構築「福幸豚」 

サイエンスエビデンスで、新しい沖縄のブランド豚の構築を行った 

リーダー：福田裕士 
地域開発事業部、沖縄事業所 



リバネスの畜産関連事業 

◎ 5つのブランド畜産物を開発 
１つのブランド鶏、４つのブランド豚 

◎5つの地域の未利用資源を飼料化 
シークヮーサー 
アセロラ 
泡盛蒸留粕 
青パパイヤ 
パインアップル 
 
 
 
◎沖縄でチームを形成 
分析機関：沖縄県環境科学センター 
研究機関：琉球大学 
メーカー：各種搾汁工場、泡盛酒造場 
農場：宮城ファーム（豚） 
　　　琉球食鶏（鶏） 

地域のプレーヤーとチームを組んで、未利用資源の飼料化によるブランド畜産物を開発。 



リバネスの畜産関連事業 
地域のプレーヤーとともに畜産を活性化する新サービスを展開。 

畜産農家向けワンストップサービス＠沖縄県環境科学センター 

飼料や肉質などの分析とコンサルティングを組み合わせたサービスにより、畜産農家の生産
性向上・衛生向上さらには高収益化を目指します。 



Question 

どうしたら畜産業を活性化できるか？ 

畜産業界にいたからこそわかる現場感 



豚を育てる経費の多くを占める飼料費 

豚の値段は高く
ならないのに、
飼料費だけがど
んどん高くなる 
 

平成25年度 
畜産部生産費統計（農林水産省） 

1頭の 1頭の

1頭あたりの経費のうちの67%が飼料費 ポイントは飼料！ 



福幸豚プロジェクトのPassion 
 
（ゴール） 
昔の養豚技術と先端科学が融合した新しい畜
産の形をつくる 
 
（課題解決の自分なりの仮説） 
高騰化し続ける輸入飼料を使わない養豚 



昔ながらの残飯養豚 

学校給食、一般家庭、レ
ストランで排出された残
さ物を回収 

最低限の煮沸加工（殺
菌）のみをして給餌 
×肉色が悪い 
ドリップが出やす
い 
 

（残飯養豚のデメリット） 
自力での餌の確保が必要 
肉質が安定しない 

品質が不安定 成長が遅い 



現代の科学•技術で補完したエコフィード 

食品工場で排出された
副産物 

発酵 
粉末化 

飼養基準 
に基づく 
栄養設計 

給餌 

（改良点） 
食品残さを発酵、安全性試験、 
緻密な栄養設計　 

品質が安定 成長が早い 



沖縄の未利用資源 

シークヮーサー 
＠大宜味村 

アセロラ 
＠糸満市 

の、搾りかす 



福幸豚プロジェクトのミッション 

地域の未利用資源を飼料化し、養豚農家、地域の問題を解
決する。 
 
①飼料コストの軽減 
 
②豚のブランド構築 
 
③未利用資源の活用 
 
 

飼料
化 

飼養基準
に基づく
栄養設計 

化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化

給餌 



福幸豚プロジェクトのメンバー 
仲間を増やす 

合資会社オキスイ 
代表社員　宮城建太 
 



福幸豚プロジェクトのチーム 
有識者・産官学を合わせたチームを結成 



チャンスを生かす（補助金） 
福幸豚の場合・・・ 

2010年度　エコフィード緊急増産対策事業 

（2010年11月～2011年2月） 

•  マッチング・システム構築事業及び 

•  地域未活用資源飼料化確 

　　立支援事業 

　-沖縄特産柑橘残さ飼料化協議会 



シークヮーサー、アセロラの飼料化実験を実施 

実験① 
シークヮサー、アセロラの飼料化 
保存することができて、豚が食べる
飼料を作る 
 
実験② 
実験①で作成したオリジナル飼料を
豚に食べさせて豚が成長するのか、
どのような肉ができるのか調べる 

地域の未利用資源 

シークヮーサー 
＠大宜味村 

アセロラ 
＠糸満市 



生理活性物質を多く含む飼料が完成 

アセロラ成分　 配合飼料 配合飼料 
+アセロラ リサイクル飼料 リサイクル飼料+ア

セロラ 単位 

ビタミンC - 323.8 - 323.8 mg/100g 

総ポリフェノール量 297.8 345.3 231.4 285.5 mg/100g 

抗酸化活性 3.1 5.5 2.4 4.9 μmol TE/g  

柑橘成分 配合飼料  配合飼料 
+シ―クヮーサー  リサイクル飼料  リサイクル飼料+シ

―クヮーサー  単位  

ノビレチン  -  29.6  -  29.6  mg/100g  

タンゲレチン  -  15.0  -  15.0  mg/100g  

総ポリフェノール量  297.8 605.8 231.4 546 mg/100g  

抗酸化活性  3.1 6.6 2.4 6 μmol TE/g   

シークヮサー飼料 

アセロラ飼料 



福幸豚の肉質 

特徴①低い温度で脂が溶ける 特徴②　不飽和脂肪酸が多い 
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分析:一般社団法人　食肉科学技術研究所 
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ブランド豚として事業化 

沖縄県特有の農作物を食べて育ったオリジナル島豚 
としてブランド化。 

（キャッチフレーズ） 
豚を育てた人に福が来る。 
食べたみんなが幸せになる豚。 



小田急百貨店のお中元に採用 



地域の課題と個人のパッションを重ねた 

Question 
様々な事象から 
課題を見出す。 

Passion 

Mission 

Innovation 

福幸豚事業 

課題解決に対して 
情熱を抱く。 

チームの推進力 
により新たな価値の 
創出を目指す。 

課題をミッションと捉え、 
チームを作り取り組む。 

高騰し続ける飼料問題を
可決して畜産を活性化す
る 

エコフィードの活用 

地域未利用資源の 
飼料化実験 

福幸豚事業 
の創出 



ビジネスモデルの展開 

萬寿豚 
熱帯資源植物研究所 

甘い誘惑 
井筒まい泉株式会社 

ユーグレナ豚 
株式会社ユーグレナ 

福幸豚のモデルを活用した新たな事業創出 



福幸豚モデルの横展開　「福幸地鶏」 

福幸豚の飼料をベースに、シークワァーサー、アセロラを配合した 
福幸地鶏用のオリジナルの飼料を開発。開発から3年でついに事業化。 



福幸豚プロジェクトからの学び 
 
・アイデアと技術 
　課題と解決に向けたパッション。 

 
・他産業との連携、巻き込み　仲間になる 
　産業との連携＝ヒトとの関係と同様。 
 
・新事業継続の必須項目 
　ビジョンとパッションを持ち続けること。 

 
 



人材育成と新たな産学連携



 
事例：異分野交流型地域活性　とみぐすく農商工連携プロデューサー養成塾 
 

各分野の地域住民を集結 プロモーション用ソース作り 報道 

沖縄県豊見城市内及び近隣の企
業・商店、農林水産業関係従事
者、中小企業組合、 
農商工連携支援者、クリエイタ
ーなど全30名を集結。 

目的：農商工連携による新商品開発による、地域人材育成と雇用創出 

新聞・テレビ 
での報道、 
本格的な製造・ 
販売へ。他事業 
との連携ネットワ
ークも存続。 

６チームに分け、商品開発や
地域ブランディングに関する
座学研修ののち、分野を超え
たチームワークを築きながら
実際の商品化に挑戦。 
 

ワークショップの様子 琉球新報に掲載 ３ヶ月で完成した新商品は、「おきなわ花
と食のフェスティバル2013」に出展 



事例：りゅうぎんアントレプレナー支援セミナー 

二次選考会会場の様子 

集合写真 

3月3日 
沖縄タイムス紙掲載 

スライド修正の様子 



“人類を一歩進めるためのシーズを育てる” 

シードアクセラレーションプログラム  TECH PLANTER 

トレーニング期間：12ヶ月（4月から３月） 
 
 
 
 
 

発　　掘 

育成スキーム 

登記・試作・投資プログラム 投　資　 

チーム 
形成 選抜 試作 

ビジネス 
構築 

月次 
ピッチ 登記 

リアルテックベ
ンチャー・ 
オブ・ザ・ 
イヤー 

プレゼン 

　3月,4月,5月　　　    6月,7月,8月 　　　     9月,10月,11月,12月,1月,2月      　　3月 

 
ものづくり、ロボティクス、バイオ、ヘルスケア、食、農など
の分野から、情熱をもって世界を変えようとする若き起業家を
育成する、グローバルな起業家人材の育成プラットフォームで
す。個人が抱くパッションとクエスチョンを起点として、起業
家のまわりに一緒に働く仲間を集め、さらには大学、研究機
関、他のスタートアップ企業、中小企業、町工場、大企業、投
資家など様々な人を巻き込んでいく架け橋となります。 

TECH PLANTERとは 

プレエントリー エントリー TECH PLANTER incubation 



Tech Planter 各発掘イベントの特徴 

ものづくり限定 
＊ハードウェア開発を伴わない 

プランは対象外 
 

事業投資500万円 
 
 

海外チームも参戦 

シンガポール 台湾 

農林水産・食品 
分野限定 

 
プレイヤー限定 

＊ご自身で開発を行うことが前提 
 
 

企業との 
事業コラボ権 

バイオ・ヘルスケア分野
限定 

 
レンタルラボ提供 

 
 
 

企業との 
事業コラボ権 

テック・アグリ・バイオの３分野でチームを発掘 



TECH PLANTER　年間パートナー 

経営支援パートナー 



第3回テックプラングランプリ 最終選考会 

最優秀賞：高速検査装置「シャドーモアレカメラ」
の事業化　4Dセンサー株式会社 



第2回バイオサイエンスグランプリ 最終選考会 

最優秀賞：「人工ファージで世界を救う」
Arrowsmith 



第2回アグリサイエンスグランプリ 最終選考会 

最優秀賞：「細胞培養による食糧生産へ」 
Shojin Meat Project  



 
山形県鶴岡市の慶応大・東工大発ベンチャー 
株式会社メタジェン 

腸内環境をゲノム・代謝物双方から分析する技術を確
立、2015年3月18日に山形県鶴岡市にて会社設立。 

腸内細菌叢情報と腸内代謝産物情報の双方から、多変量解析手法や相関解析手法を用いて統合解析を実施。腸内細菌叢機能は、細菌種が異なっても同一の
機能を有する場合があることが報告されており、腸内細菌叢遺伝子のみ、あるいは腸内代謝産物のみの解析だけでは見出せない、複雑な腸内環境を正確に
評価する。第1回バイオサイエンスグランプリにて最優秀賞を受賞。 

メタジェンの役員メンバー 鶴岡研究所開所式 



 
宇都宮大学発ベンチャー　工農技術研究所 

大果系イチゴの高品質輸送を可能にする個別包装容器を設計。非接触品質評価技術、
ICTを使った品質保証・担保技術を開発し、起業。 
現在熊本県内のイチゴ生産者と連携して台湾への輸出を計画中。 

宇都宮大学　柏嵜勝准教授 
同      尾崎 功一准
教授 

イチゴ損傷可視化システムを構築、イチゴ収穫ロボットと連携することで、傷んでいな
い完熟の大粒イチゴの収穫選別を実現。また流通においては可食部に全く触れない容器
「Freshell」を開発、すでに香港、タイ、シンガポール、フランスへ船舶や航空機での
輸出試験を行い、国際味覚審査機構-iTQi の2015年度優秀味覚賞 (Superior Taste Award) 
にて2 Golden Stars を受賞。 



in Shimane 
15/07 TPG #01 

in Taiwan 
14/08 TPG #01 
15/08 TPG #02 

in Malaysia 
15/07 TPG #01 

in Singapore 
14/07 TPG #01 
14/12 TPG #02 
15/07 TPG #03 

東京本選以外に4地域で7回開催 



まとめ、その他 
•  新事業創造の必須項目 

　 
–  個人の熱と解決すべき課題 
–  仲間、明確なサービスや製品、資金計画。 
–  強力なメンタル。 

•  新事業継続の必須項目 
 

–  ビジョンとパッションを持ち続けること。 
–  内外にその発信を怠らないこと。 
–  常に新しい仕掛けをしていくこと。 

•  ステークホルダーと人脈 
–  人脈≠仲が良い、顔が利く。 
–  人脈＝信頼があること、お互いで補完し合える関係性であること。まずは自己紹
介をきちんとできる。 

–  フワフワしているヒトをつかまえる。広く情報をつないでいるコネクターハブの
役割を果たすヒト。 

–  狙っていくのではなく、戦略的に出会うこと。何かつなぐ意味なり根拠なりがな
いと、つながらない。何が自分の特徴で、何ができるのか。 

–  「このヒトに話を通しておけば組織全体で丸く収まる」というヒトとの合意を重
視する。 


