
２．研究開発の目的やきっかけ 

【研究開発の目的】 

 がんの診断法は様々な方法が実用化されてい
る。優れた方法の開発のため研究開発が行われ
ている。しかし、感度の良いスクリーニング方法は
まだ確立されていない。このため、従来のがん診
断法を越える感度と特異度を実現する診断装置
を開発する。 

【始めたきっかけ】 
 分析化学の講座で、助手としての職を得たこと
をきっかけに、実用化を視野に入れた研究を始め
ることになりました。その後、実用化を目指した遺
伝子検出の研究を開始、電気化学的DNAプロー
ブ法の成功では、世界から脚光を浴び、特許化も
考えましたが、当時は特許のことが分からずうまく
行きませんでした。 
現在はこの手法を応用し、がん細胞に特有の細
胞内テロメラーゼ活性を検出して、がんを早期に
発見する製品の開発などを進めています。 

ECTAによるがん診断装置 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 九州工業大学 
 所在地 ： 福岡県北九州市戸畑区仙水町１－１ 
 電話/FAX： 093-884-3485／093-881-6207 
 メール  ：  office@ccr.kyutech.ac.jp 
 研究者情報 ： 竹中 繁織 教授（大学院工学研究院 物質工学研究系） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2017-108329 
 産学官連携実績 ： JST研究成果展開事業フィージビリティスタディステージ探索 
              タイプ等多数 

３．技術・製品の概要と強み 

【技術・製品の概要】 

 電極上に固定化した合成DNA断片と4本鎖DNA
に特異的に結合するフェロセン化ナフタレンジミド
誘導体を利用してテロメラーゼ活性を評価するシ
ステムを確立した。これを応用して九州歯科大学
との共同で口腔がんの診断へ適用した。  

【技術・製品の強み】 

・すべてのがんマーカーとして期待されるテロメ
ラーゼを指標としたがん診断法。 

・感度、特異度、偽陽性率偽陰性率とも従来法よ
り優れている。 

・細胞抽出液から簡単な操作で測定可能。 

・電気化学チップとフェロセン化ナフタレンジミド誘
導体（FND)によって安価に測定可能。 

バイオ 

４．今後の展開や課題 

【今後の展開】 

・口腔がんだけでなく、様々ながんに適用可能。 

・数値として定量的に評価できる。 

・前がん病変からの検出の可能性がある。 

・CTC（Circulating Tumor Cells)の検出への応用も期
待される。 

【事業化や販路開拓における課題】 

・用いる電気チップを安定に生産できる技術が必要。 

・口腔がんに関しては数百検体の臨床診断を行ってき
たが、他のがんへの臨床評価は不十分である。 

・がんの種類に合わせたプロトコールの確立が必要。 

・一般普及するためには測定装置の自動化が必要。 

５．企業へのメッセージ 

・電気チップ（基板に金薄膜を蒸着したもの）を安定生
産できる企業との共同研究を希望します。 

・電気化学測定には電解液(水）を扱うのでウエットの
電気化学技術を有する企業との共同研究を希望しま
す。 

・医療機器開発や認可を取ったことのある企業との共
同研究を希望します。 

竹中 繁織 教授 

表１ 現行のがん診断法との比較 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 

 病原体の進化を予測するソフトウェアの開発を
進めています。農作物に感染するウイルスを予
測することで、新たに出現するウイルスゲノム型
の予測が可能となります。 
 具体的には、植物検疫のツールとしてや抵抗性
品種の育成等に有効な手法として期待できます。 
 本研究は分子進化的情報を基盤として開発を
進めており、植物だけでなく、動物や人のウイル
スなどの未来進化推定によるワクチンの開発な
どにも繋がります。 
 
【始めたきっかけ】 

 20年前にはどのようなウイルスゲノム型が流行
しているのかを知ることができませんでした。 
 バイオインフォマティクスの進展やゲノム情報の
急激な蓄積から、本分野の研究が進展すると予
想したことが発想と言えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「究極の予防」－ ウイルスをターゲットとした進化予測技術の確立 －  

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐賀大学 
 所在地 ： 佐賀県佐賀市本庄町1番地 
 電話： 0952-33-0187 
 メール  ：  ohshimak@cc.saga-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 大島 一里 教授（農学部 植物ウイルス病制御学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 多数の原著論文に掲載 
 活用した助成金 ： 科学研究費 基盤研究（B)他（平成24年度～平成26年度） 
 産学官連携実績 ： 海外・国内大学、国・地方自治体、ヤクルト本社（株）など 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 ウイルスゲノム進化をシュミレーションできるソ
フトウェアです。まずは植物ウイルスについて未
来進化の予測技術を確立し、将来は農業関連分
野だけでなく医薬品業界を視野に入れたビジネ
ス展開を目指します。 
 

【技術・製品の強み】 
様々な病原体、人、動物、植物などあらゆる生

物に感染するウイルスの進化予測が可能となり
ます。パンデミックな疾病を予防するなど、近い
将来大きな躍進を遂げる分野と期待されていま
す。 
ウイルスの未来進化予測技術の確立は「究極

の予防」と言えます。  
公表した論文 

ウイルスが感染した斑入
り症状のチューリップ 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 

 当研究室では、既に農作物に感染するウイルスゲノ
ムの膨大なデータ、バイオインフォマティクスによる情
報を有しています。 
 今後も継続して農作物に感染するウイルスゲノムの
ビッグデータ集積し、各国でのウイルスゲノム集団構
造が明らかにすることにより、グローバルな分子進化
的情報を蓄積していきます。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 

 近い将来、実現する可能性が高いプロジェクトと考
えています。世界中で、特に人畜感染症のウイルス
については試験的に実施されていますが、成功の報
告はありません。これから開拓していく強い意志が必
要と考えます。 

５．企業へのメッセージ 
  

 当研究室はゲノム配列を保有している研究室として
世界一と言われています。農作物に感染するウイル
スの予測が可能になれば、新たに出現するウイルス
がどのようなものなのか可能となります。 
 植物検疫や将来の抵抗性品種の育成などの農業
関連分野、ワクチンの開発などの医薬品分野の皆様
との連携を希望します。 

大島 一里 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
  生体成分の可視化を目指して様々な蛍光プ
ローブが開発され、それらの多くが生命科学や医
学の研究に利用されています。しかし、まだ捉える
ことが困難な生体成分も数多く存在します。この問
題を解決するために、新しい骨格・新しい機能を持
つ蛍光プローブを開発します。また、それらを提供
する事によって、生命科学研究のさらなる発展に
貢献します。 
 
【始めたきっかけ】 
  当研究室では、スクリーニングによる生理活
性物質の探索を行っています。その際に、ハイ
コンテントスクリーニングを標榜し蛍光像の確
認も行ったところ、新規蛍光プローブを見出し
ました。言ってみれば、「ついで」に実施した
実験が大きな実を結んだわけです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小分子ツールで世界を照らす 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐賀大学 
 所在地 ： 佐賀県唐津市松南町152-1 （アグリ創生教育研究センター唐津キャンパス） 
 電話/FAX： 0955-77-4484／0955-77-4486 
 メール  ：  ykawazoe@cc.saga-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 川添 嘉徳 特任准教授（農学研究科 天然資源化学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： Angew. Chem. Int. Ed., 50, 5478, 2011 
 活用した助成金 ： 科学研究費補助金 基盤(C) （平成24年度～平成26年度） 
 産学官連携実績 ： 熊本大学、京都大学 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
  上記スクリーニングの結果、ミトコンドリア
表面を特異的に染色する蛍光プローブを見出し
ました。本プローブは、細胞内での構造変化を
経て強い蛍光を示す、という興味深い特性を持
ちます。 
 そこで次に、本プローブの機能性拡張を試みまし
た。具体的には、誘導体化を通して蛍光の色や細
胞内局在を変化させるというアイデアの実践です。
その結果、青色から赤色までの蛍光を示す誘導体
や局在の変化した、つまりミトコンドリア表面以外を
染色する誘導体を得る事に成功しています。 
 
【技術・製品の強み】 
  本蛍光プローブは、これまで知られている蛍
光化合物とは異なる化学構造から形成されてい
ます。さらに、母核となる基本的なクロモフォ
アが全て同一であり、官能基の置換によって蛍
光の色や細胞内局在の変化を創出しているため、
ほぼ全ての誘導体を全く同一の合成ルートに
従って作成する事が可能です。 見出したプローブによ

るミトコンドリア染色像 
様々な色調を示す各

種誘導体 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
  これまでに作製した誘導体を精査していくうちに、
当初には思いもよらなかった機能を有するものが
存在する事に気付きました。例えば、ある特定の
金属イオンに応答したり、ソルバトクロミズムを
示したり、というものです。中には、固体状態に
おいても蛍光を示すものもあるようです。このよ
うな特性からは、金属指示薬や有機ELの原料とし
て利用できる可能性が示唆されます。そこで、こ
れらの機能性拡張を目指します。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
  事業化に関しては、機能に関して的を絞る事が必
要と考えます。さらに、基本骨格に名称を付与す
る等して周知を加速させることで、販路も広がり
を見せると期待できます。 

５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室では、医薬リードを見据えた生理活性物質
の探索とそれらの作用機構の解明、並びに生命科学
研究を加速させるツールの開発に取り組んでいます。
それら双方に共通するキーワードは、小分子有機化合
物です。 
 小分子有機化合物は一般に、安定で長期保存が可
能であり、工場での大量生産にも適しています。アイデ
ア次第で大きな展開を見込めることから、可能性の広
がりがあると期待されます。 
 九州発の医薬品や小分子ツールの創出に貢献でき
ればと考えております。 
 

川添 嘉徳  
特任准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 医薬品・サプリメントに含まれる有効成分が難水
溶性の場合、静脈投与が困難となるうえ、経口投
与においても吸収効率が低くなります。 
 こうした難水溶性物質の水溶性・水分散性が、タ
ンパク質分解物である消化ペプチドとの複合化に
よって著しく増大することを見出しました。 
 他方、吸着法や抽出法によるタンパク質等の生
体分子の分離・精製技術ならびに分離材料の開発
を長年行っています。 
 
【始めたきっかけ】 
 本学も参画した文部科学省の事業で、難溶性ヘ
ム鉄がペプチドとの複合化によって水溶性・吸収
性が上がることを知り、幅広く応用できるのではと
考えました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

溶けにくく、吸収されにくい医薬成分・栄養機能成分の可溶化技術 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 宮崎大学 
 所在地 ： 宮崎県宮崎市学園木花台西１丁目１番地 
 電話/FAX： 0985-58-7321／ 0985-58-7321 
 メール  ：  oshimat@cc.miyazaki-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 大島 達也 准教授（工学部 環境応用化学科 資源環境化学分野） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2014-204590 
                      疎水性ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞを含有する難水溶性物質の分散剤、ほか 

 活用した助成金 ： 最先端・次世代研究開発支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（平成22年度～平成25年度） 

 産学官連携実績 ： 日本水産株式会社等 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 消化ペプチドまたはタンパク質との複合化によっ
て、難水溶性で経口摂取時の吸収率が乏しい医
薬品および栄養機能成分の溶解性・分散性を高め
る製剤技術について幅広く研究を展開しています。 
 魚血由来のペプチド・ヘム鉄複合化製剤につい
ては、水溶性の高い製剤が得られることを明らか
にしており、実用化可能な段階にあります。 
各種難水溶性の薬物および栄養機能成分につい
ても消化ペプチドまたはタンパク質との複合化に
よって高分散化を可能にしており、特許出願およ
び多数の論文発表を行っています。 
 
【技術・製品の強み】 
① 魚血由来ヘム鉄製剤は国内外に研究例の無い 
 唯一無二の事例です。 
②消化ペプチドを薬物可溶化剤として体系的に 
 研究しているのは当グループのみです。 
③現在十数種の薬物・栄養機能成分の分散性・ 
 溶解性向上を確認しています。 
 水への分散性の高いペプチド・クルクミン複合体を開発 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 宗教的理由等によりヘム鉄製剤を摂取できない人へ
の貧血防止剤提供が考えられます。（イスラム圏） 
 また、吸収されやすいサプリメントへの展開や、吸収
されやすい医薬品の展開が可能です。 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
  魚血由来ヘム鉄製剤については、実用化への障害
が少なく、初期投資があれば実用化可能です。 
 より実用性の高い栄養機能成分への応用について研
究を継続中です。 
 

５．企業へのメッセージ 
 
 ペプチドとの複合化によって、難水溶性生理活性物
質・薬物の水溶性（水分散性）を大幅に改善できます。
複合体は、粒径 数百nm程度のコロイドとして分散する
場合と、限外ろ過膜を透過できる溶解に近い場合とが
あります。 
 製剤技術開発と吸収性評価、分離材料開発に関する
共同開発・応用、関連する分析技術等についての技術
相談があれば、ご連絡をお願いします。 
 

大島 達也 准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 従来の農作物の栽培では、光合成に必要な光、
水、肥料、空気の二酸化炭素濃度を適切な条件に
保つことが求められてきた。しかしながら、光合成で
生産した炭水化物を用いて植物が生長する過程に
おいては、炭水化物を酸化分解するための酸素が
必要である。また、養分は根から能動輸送によって
吸収されるため、エネルギーが必要となる。そのエ
ネルギーを得るためには、適切な量の酸素を取り込
む必要がある。したがって、植物の生長には利用可
能な酸素量が重要な条件となる。本研究では、マイ
クロバブル発生装置を用いて高濃度酸素水（溶存
酸素濃度30〜40 ppm）を作成し、その水を用いて農
作物を栽培することにより、収量を大幅に増加させ
る「革新的な栽培技術」の開発をめざす。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２世代マイクロバブル技術による農業生産革命 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 熊本県立大学 
 所在地 ： 熊本県熊本市東区月出3丁目1−100 
 電話/FAX： 096-321-6715／096-384-6765 
 メール  ： hiro@pu-kumamoto.ac.jp 
 研究者情報 ： 堤 裕昭 教授（環境共生学部 環境資源学科 海洋生態学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第4652478号 
 活用した助成金 ： 生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業 
              （平成15年度～平成19年度） 
 産学官連携実績 ： 熊本県立大学（プロジェクトリーダー）、大巧技研有限会社、 
              株式会社キヌガサ、ミズショー株式会社 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 本研究で開発を進めてきたマイクロバブル発生装
置は、DDHRS （Dual-chamber/Dual-vortex High-
speed Rotation System：二重渦式高速回転気液混
合二重槽）方式で、ポンプから送られた水が外側の
混合槽の先端部から内側の混合槽に流れ込み下
降する旋回流（外渦流）が発生し、同時にその内側
に上昇する回転半径の小さい高速回転の内渦流が
発生する。この内渦流によって生じる負圧で渦の中
心部に外部から空気が引き込まれ、大量のマイクロ
バブル（直径1〜30 µm）が発生する。 
 

【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みは下記３点が挙げられる。 
①従来の単渦式気液混合槽より大量のマイクロバ 
  ブルを発生することが可能 
②驚異的な酸素ガス溶存効率を実現 
 従来の曝気装置と比較して20〜30倍の酸素ガス 
の水中への溶存効率を実現する。 
③驚異的な植物の生長速度 
 酸素マイクロバブルで作成した高濃度酸素水を植 
 物に給水することで、驚異的な生長促進を実現。 

マイクロバブル発生 装置の内部構造 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 マイクロバブル発生装置で作成した高濃度酸素水を
用いた植物の栽培技術が、あらゆる植物の生長促進
に有効であることを実証し、作物に合わせた詳細な同
技術の利用法の研究を進めていくとともに、この装置を
用いた収益性の高い新たな農作物生産技術の普及を
図る。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
 マイクロバブル発生装置で作成した高濃度酸素水を
用いた植物の栽培技術は、従来の農作物の栽培法の
常識に大きな一石を投じる革新的な技術である。それ
故この技術を用いることには、挑戦的な試行が求めら
れる。 
 農業者や農業法人等にどれだけこの技術を理解して
いただくか、この情報の広報をいかに展開していくかが、
この技術および装置の普及に大きな課題となっている。 

堤 裕昭 教授 

５．企業へのメッセージ 
 

 当研究室では、第２世代マイクロバブル発生装置を
開発し、水産、農業、健康、水処理など、様々な目的に
利用するための研究を進めてきた。使用できる気体は、
空気、酸素、オゾン、二酸化炭素、窒素、水素と、多岐
にわたっている。それぞれに、高効率の水中へのガス
溶存性が得られ、従来の作業の大幅な効率化を実現し
ている。この技術・装置を用いて、食糧生産から日常生
活の様々な場面で利用できる製品を開発していくことを
切望している。研究室ではプロトタイプの実験機しか作
ることができない。関心のある企業があれば、実用性
の高い製品の共同開発を進めて行きたい。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 微生物の菌種同定は菌の生理・生化学的性状
や形態学的特徴を総合的に判断して行わなけれ
ばならず非常に煩雑である。DNAシークエンサー
を用いて菌の塩基配列を基に菌種同定を行うこと
によって菌種同定が簡便かつ迅速になる。また、
個体識別法を用いることで菌の遺伝的背景を明ら
かにし、菌の由来を探索することが可能である。 
 
【始めたきっかけ】 
 本研究室では食品から微生物を分離しており、
多種多様な微生物が検出されるため、菌種同定の
迅速化のためにDNAシークエンサーを用いて同定
を行っている。また、微生物の由来に着目して菌の
個体識別法を開発し、菌の由来も明らかにするこ
とを試みている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNAシークエンサーを用いた微生物の菌種同定および個体識別法（DNA鑑定法） 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県立大学 
 所在地 ： 長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1 
 電話/FAX： 095-813-5213／095-813-5213 
 メール  ：  tetsu-m@sun.ac.jp 
 研究者情報 ： 松澤 哲宏 講師（看護栄養学部栄養健康学科 食品衛生学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5654265号・ビソクラミス属に属する菌類の 
                        検出方法  
  活用した助成金 ： 
 産学官連携実績 ：  

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 微生物の種類によって菌種同定に用いる遺伝子
が異なるため、汎用性の高い遺伝子の塩基配列を
解析しおおよその種を特定した後、詳細な種同定
を行う。また、菌のゲノム情報が明らかにされてい
れば、ゲノム中のマイクロサテライトと呼ばれる繰
り返し配列を解析することで菌の個体識別が可能
となり、菌の由来を明らかにすることが可能である。 
 
【技術・製品の強み】 
 DNAシークエンサーを用いて菌の遺伝子の塩基
配列を解析することで菌種同定が容易になる。ま
た、微生物は生活環の性質上、クローンが容易に
生じ得る。そのため、菌の形態や性質のみでは種
は同定できても、遺伝的な背景が異なる別個体な
のか同一個体から発生したクローンなのかを識別
することは非常に困難である。菌のゲノム情報を
用いてマイクロサテライトパターンをDNAシークエ
ンサーを用いて解析することで菌の個体識別が可
能となり、同一個体であるか別個体であるかの識
別を行うことができる。 DNAシークエンサー 

（ABI 3500） 
塩基配列の波形データ 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 これまで主要な食中毒原因菌などでしか行われてこ
なかった菌の個体識別法を他の微生物にも応用するこ
とで菌種同定からさらに一歩進んだ菌の解析が可能と
なる。DNAシークエンサーを用いて菌種同定を行い、マ
イクロサテライト解析によって個体識別を行うことで特
定の個体の由来や生態を明らかにすることが可能であ
り、食品衛生管理の効率化や機能性を有する微生物
の効率的な分離・同定を行うことが可能であると考えら
れる。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 微生物は食品製造企業にとって腐敗や汚染事故の
原因となるため良いイメージを持たれていない場合が
多い。そのため情報の交換が難しく、共同研究を行う上
での障害になっている。 

５．企業へのメッセージ 
 
 微生物は環境中に存在するため、どの産業にとって
も非常に密接に関わっております。消費者の多くは
『菌』と言うと腐敗や汚染を引き起こす厄介な存在とし
て認識していると思います。食品汚染事故原因菌など
に関しては風評被害が懸念されるため情報交換および
情報公開が中々できず対応に苦慮しているという話も
伺います。難しいこととは存じますが、これを機に何か
しらの形でご協力できればと考えております。 

松澤 哲宏 講師 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 化学を基礎にしてビフィズス菌増殖刺激物質
（BGS）の開発を試みた。善玉菌による大腸がんの
予防を目的とする。 
 
 
【始めたきっかけ】 
 これまでは環境変異原、化学発がん物質の同定、
DNA損傷の化学、特に酸化ストレスのバイオマー
カー、8-OHdG等を研究してきたが、これらの研究
から予防できる人の癌は僅かであることを痛感し、
定年と同時にもっと実践的に癌予防に貢献できな
いかと考えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新しいビフィズス菌増殖刺激物質（BGS）で人類を健康に！！ 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 産業医科大学 
 所在地 ： 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 
 電話/FAX： 093-603-1611内線4679／093-691-7518  
 メール  ：  chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp  
 研究者情報 ： 葛西 宏 名誉教授 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特開2016-020339 
 産学官連携実績 ： ベンチャー企業（有)OHG研究所を設立、和光純薬工業、FAIS 
 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 近年ビフィズス菌増殖刺激物質（BGS）である1,4-
ジヒドロキシ-2-ナフトエ酸(DHNA)がプロピオン酸
菌培養液から発見された。今回新しいBGSとして
DHNA関連化合物を化学合成および生体からの分
離により得た。 
 
以下の製品への応用が期待できる。 
• 腸内フローラを改善（便秘を予防）する健康食
品や医薬品 

• 骨粗しょう症を予防する健康食品や医薬品 
• 炎症性腸疾患、ヘリコバクター・ピロリ菌除菌、
アレルギー等に有効な健康食品や医薬品 

 
 
【技術・製品の強み】 
• 新規BGSは様々なpHで極めて安定な化合物で
あるため、食品に添加する場合煩雑な前処理を
必要としない 

• 天然物が母体になっている 
• 生体から検出されている 
• 植物培養細胞により製造可能 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 新規BGSが極めて安定な化合物でありマウスに対し
て毒性がないことを確認した。食品メーカーとの共同研
究により、化学合成した新規BGSの提供が可能となる。 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 新規BGSについて低用量でのヒトにおける効果を実
証する。 
 植物培養細胞を用いて新規BGSの抽出が可能である
ことを確認し化学合成が不要となった。但し、大量抽出
の技術を開発する必要がある。 

５．企業へのメッセージ 
  
 整腸サプリメントの特定保健用食品の市場は規模が
大きいので、今後、食品関連企業との共同研究により
製品化に向けた最適条件を検討したい。 
 
 
 
 
 
 

葛西 宏  名誉教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
【研究開発の目的】 
 従来のバクテリオクロロフィルの利用は、構造上、
光エネルギーの吸収に限界があり、様々な分野に
応用利用するには多くの問題点を有している。本
研究では、従来の問題点を克服した新規のバクテ
リオクロロフィルの抽出・機能解析を行い、エネル
ギー分野と医療分野に応用利用できるかどうかを
検討する。 
【始めたきっかけ】 
 細菌を中心に、生物がもつ色素の代謝・機能の
解明と、それらの利用に関する研究を行ってき
た。今回、緑色硫黄細菌の遺伝子操作が可能な
新規株を見出し、この形質転換を可能とした菌
株を用いて、本研究に臨んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エネルギー分野・医療分野へ応用可能な新規バクテリオクロロフィル 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 久留米大学 
 所在地 ： 福岡県久留米市旭町67 
 電話/FAX： 0942-31-7916／0942-31-7918 
 メール  ： sangakuml@Kurume-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 原田 二朗 講師（医学部医化学講座） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第6132310号（日本）、US9,586,971（米国）：緑 
 色硫黄細菌変異体およびバクテリオクロロフィル、特許第6103577号：緑色硫黄細菌 
 変異株及びそれを用いたバクテリオクロロフィルc同族体の製造方法 
 活用した助成金 ：                産学官連携実績 ：  

３．技術・製品の概要と強み 
【技術・製品の概要】 
 本技術は、形質転換体を得ることができないとさ
れていた緑色硫黄細菌類において、突然変異を経
由して、新規な形質転換法を可能とする緑色硫黄
細菌を発見し、これを用いた様々な応用技術を提
供する。 従来の光合成細菌は、形質転換が難し
く、有しているクロロフィルでは太陽光の吸収効率
が悪い。また、従来の医療分野におけるクロロフィ
ルの利用には、脂溶性であるため血中に溶けず、
複雑な修飾を必要として煩雑であった。 
 今回、発見した緑色硫黄細菌は、形質転換可能
な株であることから、微量な光でも光合成を行う
ことができ、且つ、可視光部の光を有効に利用
可能な菌株である。また、本株のクロロフィル
はゲル状になることも見出した。 
【技術・製品の強み】 
①クリーンなエネルギー獲得技術 
 遺伝子改変が可能であることから太陽光利用
の最も適した波長(700 nm)に吸収帯を持つBChl 
f (705 nm)を合成する変異体が作製でき、より
効率的に波長の吸収が可能。 
②光増感剤として医療分野への応用 
 遺伝子欠損体が水溶性の色素を合成すること
を見出したので、これを用いることで従来のよ
うな煩雑な修飾反応を必要とせず、容易に光増
感剤として利用可能。 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
【今後の展開】 
 今回、発見した形質転換可能な新規緑色硫黄細菌は、 
様々な機能を持つ光捕集アンテナ系（クロロソー
ム）を形成可能であり、これを利用したエネルギー
分野（多様な色素を持つクロロソームを用いた人工
アンテナ系デバイスの開発など）や、医療分野（癌
治療における光増感剤や癌のマーカー利用としての
開発など）に応用可能である。また、新規色素材料
の提供にも利用可能である。 

【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化においては、エネルギー分野への利用には、 
電極上での固定化など、実用化にむけた基礎実験を行
う必要がある。また、医療分野への利用には、色素体
の構造決定や動物を用いた実験を行う必要がある。 

５．企業へのメッセージ 
 久留米大学では、これまでも医薬・診断薬や医療機
器といった事業化の成果につなげており、各企業との
連携・共同研究に積極的に取り組んでいます。特に、本
件については、本技術を用いた「エネルギー関連」、「光
増感剤」、「新規色素材料」という点から、バイオ産業へ
の参入を検討する中小企業との連携に力を入れていき
たいと考えています。また、特定クロロフィルのゲル状
化の応用において、産業界からアドバイスをいただける
と大変ありがたいです。企業の皆様の力となり、九州
産業の活性化に寄与できればと考えています。 

原田 二朗 講師 

＜緑色硫黄細菌の特性＞ 
 
緑色硫黄細菌のクロロ
ソームは、細胞から簡便
に単離することが可能で
あり、分解と再構成を繰り
返し行うことが可能。 
この特性を利用して、新た
に発見した形質転換が可
能な細菌株から、各分野
に応用できるクロロフィル
を抽出する。 

8 



２．研究開発の目的やきっかけ 
 プラスミドDNAやsiRNA、miRNAなどの核酸分子
（遺伝子）を効率よく、かつ毒性なく細胞内に導入
する試薬はあらゆるバイオ関連分野の研究ツール
として不可欠で、遺伝子機能の解析、細胞機能改
変、体細胞の初期化、多能性幹細胞の分化誘導
等にも広く利用されている。各社からの市販導入
試薬は例外なく細胞毒性が強いため、動物実験や
ヒトには応用できず、細胞への導入効率も不十分
な場合が多い。新規ペプチドを用いて待望されて
いる高効率かつ無毒性で動物実験にも応用可能
な新規遺伝子導入試薬を開発することを目指して
研究を開始した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無毒性ペプチド遺伝子導入試薬の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 近畿大学 
 所在地 ： 福岡県飯塚市柏の森11-6 
 電話/FAX： 0948-22-5655/0948-23-0536 
 メール  ：  mfujii@fuk.kindai.ac.jp 
 研究者情報 ： 藤井 政幸 教授（産業理工学研究科 生物有機化学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5738862号 
 活用した助成金 ： 科学技術振興機構マッチングプランナープログラム 
                「企業ニーズ解決試験」（平成28年度） 
              農林水産省国際共同研究パイロット事業 
                （ロシアとの共同公募に基づく共同研究分野）（平成29-31年度） 
 産学官連携実績 ： ロシア科学アカデミーケミカルバイオロジー基礎医学研究所、 
               ニュージーランドマッセイ大学、京都大学、甲南大学、武田薬品工業株式会社、 
               旭化成ファーマ株式会社 

３．技術・製品の概要と強み 
【技術・製品の概要】 
 新規ペプチドを用いてプラスミド、mRNA、siRNA、
miRNA、アンチセンス核酸等を毒性なくヒト細胞に
高い効率で導入することができる。siRNAの導入試
薬として細胞毒性の低減、導入効率の向上の両方
の点で機能が大きく改善され、既製品を上回る効
果がすでに観測されている。小さなペプチド分子で
あるため、化学的な修飾も容易で改良しやすく、安
価であるという利点が有る。 
【技術・製品の強み】 
 高い効率で毒性なくプラスミドDNAやsiRNAなどを
細胞内に導入する試薬を開発した。 
以下の現行技術に対する優位性が確保できる。 
（１）市販の遺伝子導入試薬の細胞毒性は50%-
80%であるが、5%未満に低減できる。 
（２）プラスミドDNA70%以上、siRNA50%以上の効率
で毒性なく細胞内へ導入できる。 
（３）プラスミドベクターを利用する安全な細胞医療
の技術研究が可能となる。 
（４）遺伝子導入試薬の使用量を低減することで
30%以上コスト的にも有利になる。 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
【今後の展開】 
 遺伝子導入試薬は既存のバイオ関連分野に加えて、
細胞生物学分野、創薬、先端医療分野で急速に市場
が拡大している。動物に使用できる安全な導入試薬が
開発できれば、創薬分野における病態モデルマウスの
作成、細胞医療、再生医療、遺伝子治療薬、核酸医薬
などへの応用が可能となり、大きな波及効果と経済効
果及び社会貢献が見込まれる。 
【事業化や販路開拓における課題】 
 動物試験用の遺伝子導入試薬として安全性を確認す
る必要がある。そうすれば、病態モデルマウスの作製、
商品化も視野に入る。さらに、再生医療、細胞医療、遺
伝子治療薬、核酸医薬など先端医療技術に市場を拡
大し、先駆的な商品となりうる。 

５．企業へのメッセージ 
 プラスミドDNAを細胞に導入する試薬は細胞の形質
転換やレポーター遺伝子の導入技術として、また、
siRNAやmiRNAを細胞内に導入する試薬は遺伝子機
能解析や遺伝子発現制御解析のためのツールとして、
農学、細胞生物学、分子生物学、創薬学、基礎医学な
どバイオ関連分野全般で広く利用される技術として定
着しており、その市場ニーズはすでに高い。 
 本研究による遺伝子導入試薬は毒性がなく生態系へ
の応用が可能であるため、既存の市場に加えて、創薬
や先端医療に関連する市場にも拡張され、その製品価
値は非常に高いと期待される。 

藤井 政幸 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 耐久性の高い本新規蛍光色素を用いて、次に挙
げる医療分野での技術確立を達成し、この分野で
の産学官連携開発拠点形成を目指す。 
１．褪光しない免疫組織化学染色技術の確立 
２．新規蛍光電子顕微鏡の技術確立 
３．がん診断・疾病診断用診断ツールの確立 
【始めたきっかけ】 
 北米を中心としたバイオケミストリー分野では、疾
病治療、疾病診断および疾病の発生メカニズムなど
の研究が盛んに行われている。ここで、主に用いら
れている蛍光標識試薬は、大変高価なものである
が物理安定性が低いなど、多くのデメリットを抱えて
いる。そこで、従来の蛍光試薬よりも光や熱などに
対し安定性が高い蛍光試薬として純国産の色素開
発を行ってきた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規蛍光色素をコアとしたグローバルな医療分野への展開 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 九州産業大学 
 所在地 ： 福岡県福岡市東区松香台2丁目3-1 
 電話/FAX： 092-673-5763/092-673-5490 
 メール  ：  sangaku@ml.kyusan-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 礒部 信一郎 教授（医療診断技術開発センター） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願 2015-077891 / 特願 2015-229858 
 活用した助成金 ： 九州産業大学実用化支援研究費（平成26年度～平成30年度） 
 産学官連携実績 ： 久留米大学、産業医科大学、徳島大学、（独）産業総合研究所 
               株式会社TCK、福岡県工業技術センター 

３．技術・製品の概要と強み 
【技術・製品の概要】 
①新規蛍光試薬「Fluolid」 
 新規蛍光色素試薬『Fluolid』は、平成１５年度より
福岡県の支援を得て、従来の蛍光試薬よりも光や
熱などに対し安定性が高い蛍光試薬として開発を
行ってきた。ストークスシフトが大きく、各色素の安
定性も高いため、複数のFluolidまたは他の蛍光色
素との多重染色の可能性が高いことが確認されて
いる。 
②蛍光電子顕微鏡「FL-SEM」 
 病理診断やバイオ分野の研究に用いる顕微鏡に
は光学顕微鏡と電子顕微鏡があるが、光学顕微鏡
では解像度が不十分、解像度を上げるのに電子顕
微鏡を使用すればよいが、カラー画像での観察は
出来ない。そこで両者を組み合わせた『蛍光電子顕
微鏡（ FL-SEM ）』の開発を進めてきた。『Fluolid』は、
電子線に対して比較的安定性が高いため、この技
術の融合が可能となった。 
【技術・製品の強み】 
①耐久性が高い特長を活かし、永久標本、診断
ツールとしての活用が期待できる。 
②これまでにない高解像度でカラー顕微画像が得
られる。 蛍光電子顕微鏡FL-SEM 新規蛍光試薬Fluolid 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
①新規蛍光試薬「Fluolid」 
 試薬キット、疾病診断ツールを完成させ、国内外での
商業化を目指す。 
②蛍光電子顕微鏡「FL-SEM」 
 蛍光電子顕微鏡実機を完成させ、国内外での商業化
及び共同利用（FL-SEMの遠隔操作による世界との連
携）を目指す。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化に向けた知財戦略や海外を含む販路開拓につ
いて、協業頂けるパートナー企業を探索中である。国の
支援制度等も活用して戦略的に当シーズの実用化開発
及び成果品の販路開拓を進めて頂ける企業を求めてい
る。 

５．企業へのメッセージ 
 
 純国産で耐久性の高い当色素を用い、新たな疾病・病
理診断ツールの開発やバイオケミストリー分野でのアプ
リケーション開発を産学官プロジェクトにより、今後も永
続して進めていくこととしています。本学のアイディアの
みならず、企業側からも斬新なアプリケーションのアイ
ディア提案があれば、コンソーシアムにより一緒に実用
化を目指したいと考えています。また、既開発の蛍光色
素をはじめとする成果品の販売を希望される企業につ
いてもコンタクトを歓迎しています。アポイントご希望の
際は、本学の産学連携支援室を通じ対応させて頂きま
すのでよろしくお願いします。 

礒部 信一郎 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 九州は農業が盛んであり、さまざまな農畜産物
が作られている。当研究室では、農産物の健康機
能性に着目し、機能性評価や有効成分の同定を
産学連携により進めてきた。また、機能性表示食
品制度が始まり、中小企業等でも機能性を謳った
食品を開発・販売することが可能となった。そこで、
機能性表示食品について、届出件数等の動向や
機能性関与成分、表示許可された機能性について
調査している。 
 
【始めたきっかけ】 
 当研究室では、食品の脂質代謝改善効果や糖
尿病予防効果に着目し、その調節機構について解
析してきた。最近では、九州で栽培されている緑茶
や日向夏、ニガウリ、キノコ、モリンガ等の機能性
について研究し、商品開発を行なっている。 

九州の地域農産品の機能性評価と機能性表示食品の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 崇城大学 
 所在地 ： 熊本県熊本市西区池田4丁目22-1 
 電話/FAX： 096-326-3956／096-326-3956 
 メール  ： nshoko@bio.sojo-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 西園 祥子 准教授（生物生命学部応用微生物工学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 日本食品科学工学会誌65(2)45-54, 2018 
 活用した助成金 ： 農林水産省・農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 

（平成25年度～平成27年度） 
 産学官連携実績 ： 崇城大学地域共創センターコーディネーター、共同研究多数 

３．研究の概要と強み 
 
【研究の概要】 
 農産品の乾燥粉末や抽出物を調製し、抗酸化活
性や食事脂肪の吸収に関与するリパーゼ阻害活
性を評価した。また、本研究室で開発したOn-line 
HPLC法により、検出される物質毎の抗酸化活性
を測定し、有効成分の同定を進めている。また、実
験動物やヒト試験での評価も行っている。 
 
【研究の強み】 
 本研究の強みは下記３点が挙げられる。 
①農産物の機能性評価  
 農産物の機能性評価を実験動物やヒト試験で
行っている。 
②機能性表示食品の届出書類の作成サポート 
 機能性表示食品は、消費者庁に書類を届出る必
要があるが、中小企業等には負担が多い。機能性
表示食品の動向調査等を活用し、書類作成のサ
ポートを行っている。 
③新規機能性成分の検索 
 農産品に含まれる有効成分を分離し、評価する
ことで有効成分の同定・定量を行っている。 九州での機能性食品の開発 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在は、熊本県産のアラゲキクラゲやタモギタケ等の
キノコや天草で栽培されているインド原産のモリンガの
機能性評価を行っている。熊本県産だけでなく九州の
農産品について、健康機能性を有した商品開発につな
がる研究を進めていきたいと考えている。また、農林水
産省等の助成金等を活用した研究開発事業に携わっ
てきたことから、自治体や研究者等と研究体制を構築
して取り組むことも可能である。九州の農業振興や地
域活性化につながるプロジェクトを提案していきたいと
考えている。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 農産品はさまざまな成分を含んでいることから、機能
性成分を同定することは困難な場合がある。薬学部等
の先生方と協力するなど、効率的に物質同定を進める
よう工夫している。  

５．企業へのメッセージ 
 
 科学的に機能性を評価した商品を開発したいまたは
機能性表示食品を開発したいという企業の皆様をサ
ポートしています。美味しいだけでなく、健康に良い食
品を九州から発信していきたいと考えています。 

西園 祥子 准教授 

・ブルーベリー葉 
・ニガウリ果汁末 
・日向夏 
・ゴマ搾油粕発酵物 

・アラゲキクラゲ 
・タモギタケ 
・モリンガ 
・ツバキ油 
・朝鮮人参 

・番茶とビワ
葉の混合
発酵茶 
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５．企業へのメッセージ 
 

 本研究により、ヒシ外皮のポリフェノールには糖尿病、
肥満、高血圧症などの生活習慣病を予防する可能性が
あることが明らかになりました。また、美白作用も期待さ
れることから、化粧品としての利用もできます。農業分野
においても、ヒシの水田での栽培は手間がかからないと
いうことであるので、高齢者にとっても取り組みやすい作
物となります。 
 昔からあるものの、なかなか利用されてこなかった珍し
い素材であるヒシは、多くの機能性を有した高付加価値
素材です。今後、多くの分野の企業様と連携して新たな
ヒシ関連事業の創設や商品のブランド化を推進し、九州
産業の活性化に寄与したいと考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 水草の一種である菱（ヒシ）は、棘があるのが特
徴で、忍者が撒き菱として使っていたことが知られ
ている。しかし、ヒシの有効成分や機能性について
はほとんど知られていない。そこで、本研究では、
健康食品や化粧品など幅広い分野での利用が見
込まれるヒシ外皮に含まれるポリフェノールについ
て調べた。 
 

【始めたきっかけ】 
 本学が位置する佐賀県神埼市は、ヒシの自生地
として知られている。この地域では、昔からヒシが
食されており、残ったヒシの外皮も健康のために煎
じて飲んでいたといわれている。最近では、ヒシの
実のデンプンを利用した焼酎の製造が盛んで、そ
の際に残った大量のヒシの外皮の有効利用が望ま
れていることから、ヒシ外皮の機能性について研究
することとした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

棘のある珍しい水生植物“菱”の機能性と健康と美容への応用 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 西九州大学 
 所在地 ： 佐賀県神埼市神埼町尾崎4490-9 
 電話/FAX： 0952-52-4191／0952-52-4194 
 メール  ：  syomu@nisikyu-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 安田 みどり 教授（健康栄養学部 健康栄養学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5831900号：酵素活性阻害剤 
 活用した助成金 ： 研究成果最適展開支援プログラムフィージビリティスタディ 
              【ＦＳ】ステージ 探索タイプ（平成23年度） 
 産学官連携実績 ： 神埼市、大串製菓、リファインホールディングス株式会社 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 我々は、焼酎製造の際に廃棄されるヒシの外皮
に注目し、ポリフェノールが豊富に含まれること、高
い抗酸化性が認められることを明らかにした。また、
ヒシの外皮からポリフェノールを分取・精製し、オイ
ゲニイン、1,2,3,6-tetra-O-galloyl-D-glucopyranose
（TGG）、トラパインの３つが主成分であることを明ら
かにした。さらに、これらは、α-アミラーゼ、α-グ
ルコシダーゼ、アンジオテンシンⅠ変換酵素、リ
パーゼなどの酵素を阻害したことから、生活習慣病
の予防に役立てることができることがわかった。ま
た、これらのヒシポリフェノールには、チロシナーゼ
阻害活性やメラノーマ細胞のメラニン産生抑制作
用を示したことから、化粧品としての美白効果が期
待される。 
 

【技術・製品の強み】 
 ヒシは昔から自生しているにもかかわらず、ほと
んど知られていない。本研究により、ヒシの外皮に
様々な機能性があることがわかり、健康食品や化
粧品等の分野に利用できる貴重な素材であること
を証明した。 ヒシ（品種：ワビシ） ひしぼうろ 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 ヒシの外皮は、高付加価値素材として、健康食品や化
粧品など幅広い分野での利用が見込まれる。我々は、
産官学連携にてヒシの外皮を用いたお菓子「ひしぼうろ」
を開発し、発売に至っている。これは、健康を加味した大
学発食品として大好評を得ている。今後さらにヒシのブ
ランド化を進めたい。 
また、千葉県の印旛沼も多くのヒシが自生しており、これ
を有効活用する方法を企業と検討している。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
 佐賀県神埼市ではヒシの収穫量が少ないという課題に
対し、休耕田を利用したヒシの栽培も開始されたが、ま
だ安定した収穫が見込まれていない。また、千葉県の印
旛沼では、6000tものヒシが廃棄されているが、有効活
用する方法が十分に確立されていない。 
 

安田 みどり 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 地域農産物に含まれる機能性成分を活用したレ
シピを開発し、地域農産物の機能性成分を活用し
た食事が、肥満、内臓脂肪蓄積および動脈硬化性
疾患等の改善に寄与するものであるかどうかを検
証することを目的とする。 
 
【始めたきっかけ】 
 本研究は農林水産省「食のサービス産業イノ
ベーション推進対策事業」に基づくものである。農
林水産省「機能性を持つ農林水産物・食品開発プ
ロジェクト」における「ヒト介入試験による機能性弁
当の抗メタボ効果の検証」を前身とし、「柿」を主軸
とする健康的な食事メニューの普及によって、地域
が抱える健康課題を解決すると共に、最終的には
地域農産物の消費拡大を目的として研究を開始し
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域農産物の機能性成分を活用した健康レシピの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 中村学園大学 
 所在地 ： 福岡県福岡市城南区別府5-7-1 
 電話/FAX： 092-851-2594／092-841-7762 
 メール  ：  stg@nakamura-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 大部 正代 教授（栄養科学部栄養科学科 健康増進センター・栄養クリニック） 

 論文掲載、知的財産取得情報 ： － 
 活用した助成金 ： 農林水産省「機能性農産物等の食による健康都市づくり支援事業費」 
 産学官連携実績 ： 食品サービス事業者、食品開発企業等多数 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 「柿」を主とする地域農産物を材料としたレシピの
開発を行っており、各種の機能性成分や栄養素、
カロリーなどを自由にカスタマイズしたオリジナル
レシピの開発が可能。 
 
【技術・製品の強み】 
 「柿」を主とする地域農産物を活用した食事を弁
当形式にて研究対象者に提供し、平日（月～金）
昼食の1日1回、3週間（合計15日間）にわたって喫
食させた。その結果、皮下脂肪は平均4.7％、内臓
脂肪は平均8.4％もの低下に繋がった。特に落ちに
くいとされる皮下脂肪に比して内臓脂肪を効率的・
効果的に減少させることが見て取れた。 
 レシピは、発現させたい機能性から逆算して設計
することも可能（例えば、「メタボを解消したい」、
「血糖値の上昇を抑えたい」というニーズから、必
要な素材の選定、レシピの開発を行うことが可能
である）。 
 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在、「柿」に含まれる成分であるポリフェノール成分
（以下、「カキタンニン」と呼称する）にも着目している。
本研究の結果がカキタンニンによる効果であるかを検
証することとともに、カキタンニンが体脂肪の低減に寄
与するものであるかどうかを検証していきたい。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 現代社会における食スタイルは、「外食」、「中食」、
「集団給食」、「一般家庭料理」など、様々な食のスタイ
ルが登場している。特に6次産業への販路開拓を見据
えた際、調理者の手間を省く必要があるため「皮むきや
事前加熱殺菌などを施した下処理済素材」の生産・技
術開発が必要と考える。 

５．企業へのメッセージ 
 
 地域農産物の機能性を活用した食事が、肥満、内臓
脂肪蓄積の改善に寄与することが分かってきた。今回
特に注目した「柿」は福岡県を代表する地域農産物で
あり、全国第３位の生産量（平成27年度農林水産省統
計によると収穫量20,400ｔ）を誇っているにも関わらず、
未利用柿として年間6,000ｔが廃棄されているという消費
課題が存在している。そこで、柿の機能性成分を活か
した更なる消費拡大が地域の喫緊の課題として提起さ
れているところである。中食産業・外食産業・給食施設
等への販路開拓に向けて、健康レシピの開発や新たな
食品の開発に興味のある企業様との連携を望みます。 

大部 正代 教授 

開発した弁当の例 腹部脂肪面積の変化 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 植物由来の天然化合物であるフィトケミカルを活
用し、「健康維持」、「病気予防」、「病気治療」に役
立てることのできる薬剤や健康食品の研究開発を
行う。 
 
【始めたきっかけ】 
 もともと、腫瘍内科医師として抗がん剤の研究を
専門としてきており、医学系の知識に裏打ちされた
栄養学の研究を中村学園で実施している。「がん
の一次予防における栄養の役割」として、乳癌およ
び大腸癌など様々な癌化プロセスを抑制すると思
われる多くのフィトケミカルの発がん予防や再発抑
制の可能性を動物実験で検討するとともに、その
作用機序を分子レベルで解析している。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フィトケミカルを主軸とするグッドエイジングのための薬剤・健康食品開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 中村学園大学 
 所在地 ： 福岡県福岡市城南区別府5-7-1 
 電話/FAX： 092-851-2594／092-841-7762 
 メール  ：  stg@nakamura-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 中野 修治 教授 （栄養科学部長、栄養クリニック院長） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： － 
 活用した助成金 ： 私学事業団「学術研究振興資金」 
 産学官連携実績 ： 食品サービス事業者、食品開発企業等多数 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 フィトケミカルであるリコペンやノビレチンが乳癌
細胞にアポトーシス（細胞死）を起こすメカニズムを
明らかにした。特に予後の悪い「トリプルネガティブ
乳癌細胞」に顕著な作用効果があることを発見し
ている。 
 
【技術・製品の強み】 
 こうした研究は、抗がん剤に頼らない新たな創薬
の可能性を秘めているだけではなく、「普段の食生
活」においてがんを予防するなど、我が国の健康
寿命延伸と医療費削減も含めて、極めて大きな
マーケットが期待されている。 
 特に、創薬といった分野は大手企業が数百億円
を投じて開発する領域であり、地域の中小企業が
参入するには非常に高い障壁があるが、「普段の
食生活において癌を予防できる健康食品やサプリ
メント」については地域中小企業でも十分に参画可
能性がある。 
 また開発食品の有効性を調べる臨床試験は栄
養クリニックで円滑に行えるという利点があり、科
学的根拠をもった栄養食品の迅速な開発が可能と
なる。 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 トマト等に含まれるリコペンや柑橘系果実に含まれる
ノビレチンといった食物由来の天然化合物（フィトケミカ
ル）を活用し、癌予防や癌治療に資する薬剤・健康食
品開発を目指す。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 こうしたフィトケミカルを主軸とする新たな健康食品の
開発においては、機能性表示制度の活用が可能であ
る。 
 しかしながら、機能性表示制度を活用するためには、
一定の要件を満たした学術論文の有無や、臨床実験
の成果などが必要とされる。 
 こうした課題については、大学との共同研究によって
クリアしていくことが可能である。 

５．企業へのメッセージ 
 
 これからますます健康に向けたニーズは高まりを見
せていきます。 
 高齢者の増加だけではなく、「より美しく年を重ねた
い」という女性層の増加など、様々なターゲットが出現
しています。 
 こうしたターゲット層に対して、「薬品」の提供ではなく、
普段の食生活において健康を担保できる「食品」を提
供していくことは大きな価値があります。 
 食材に含まれるフィトケミカルを活用した食品開発は
これからますます重要になっていくでしょう。 

食物由来の天然化合物が癌細胞を減少させる 

中野 修治 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 グレリンは、主に胃で産生される28個のアミノ酸
からなる摂食亢進作用を有するペプチドホルモン
であり、その活性発現にはＮ末端から３番目のアミ
ノ酸、セリンのオクタン酸によるアシル化が必須で
ある。活性型グレリンの産生を抑えることにより、
摂食を抑制する物質を探索するための細胞評価
系を開発する。 
 
【始めたきっかけ】 
 肥満は、経済的先進国において、糖尿病、動脈
硬化症をはじめとする生活習慣病、さらにはそれら
が複合的に絡み合ったメタボリックシンドロームの
発症基盤と考えられ、その対策が課題となってい
る。摂食亢進作用を有する活性型グレリンの産生
を抑制し、摂食を抑えることにより、肥満の予防お
よび改善に貢献できると考え、研究に着手した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数日間の培養で評価可能！肥満予防物質探索のin vitro 評価系 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎国際大学 
 所在地 ： 長崎県佐世保市ハウステンボス町2825番地7 
 電話/FAX： 0956-39-2020／0956-39-3111（代表） 
 メール  ： ga-s@niu.ac.jp 
 研究者情報 ： 仮屋薗博子教授・大磯茂准教授（薬学部 医療薬学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5534367号：活性型グレリン産生 

       評価方法及び同方法で用いる活性型グレリン産生評価細胞 
 活用した助成金 ： 科学研究費補助金（日本学術振興会） 
               （平成22年度～平成24年度） 
 産学官連携実績 ： 本特許との連携実績はありません 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本特許は、ヒト胃癌細胞の遺伝子組換えによっ
て作製したAGS-GHRL8細胞がオクタン酸でアシル
化された「活性型グレリン」を産生することを利用
する活性型グレリン産生の細胞評価系である。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術の強みは下記２点が挙げられる。 

①摂食抑制物質探索のための細胞評価系 
 本研究で開発した細胞評価系を用いることにより、
動物実験で検証するための候補物質の効率的な
絞り込みを実現した。 

②候補物質のスクリーニングにおける時間短縮 
 数日間の細胞培養及び活性型グレリン濃度の測
定による候補物質としての可否判定を実現した。 
 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 本特許は、試験物質の細胞培地への添加・培養後、
培地中の活性型グレリン濃度を測定することにより、細
胞レベルにおいて活性型グレリン産生抑制物質を探索
することができることから、摂食を抑制し、肥満を予防
する医薬品、サプリメント及び機能性食品等の開発へ
の活用が期待される。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化においては、商品化に向けた人材確保と手法
の確立及びターゲット市場の調査が課題である。 

５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室は、安全で効果的な薬物療法の推進ならび
に健康増進をテーマに研究に取り組んでいます。 
 本研究では、創薬ターゲットとなっている肥満の予防・
改善ならびに肥満を発症基盤とする生活習慣病の予
防を目的に、細胞レベルにおける摂食抑制物質の探索
実験系を確立しました。肥満を予防する医薬品、サプリ
メントあるいは機能性食品等の開発につながればこの
上ない喜びです。 

仮屋薗博子教授 大磯茂准教授 

AGS-GHRL8細胞を用いた活性型グレリン産生評価方法

AGS-GHRL8細胞

オクタン酸

培地中オクタノイルグレリン濃度を比較

AGS-GHRL8細胞

オクタン酸＋被験物質

24時間培養
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 グレリンは、主に胃で産生される28個のアミノ酸か
らなる摂食亢進作用を有するペプチドホルモンであ
り、その活性発現にはＮ末端から３番目のアミノ酸、
セリンのオクタン酸によるアシル化が必須である。
摂食抑制物質を探索するために開発した細胞評価
系を用い、活性型グレリン産生抑制物質を同定す
る。 
 
【始めたきっかけ】 
 肥満は、経済的先進国において、糖尿病、動脈硬
化症をはじめとする生活習慣病、さらにはそれらが
複合的に絡み合ったメタボリックシンドロームの発
症基盤と考えられ、その対策が課題となっている。
摂食亢進作用を有する活性型グレリンの産生を抑
制し、摂食を抑えることにより、肥満の予防および
改善に貢献できると考え、研究に着手した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オリーブ油と魚油に抗肥満効果？！活性型グレリンの産生を抑制する脂肪酸 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎国際大学 
 所在地 ： 長崎県佐世保市ハウステンボス町2825番地7 
 電話/FAX：0956-39-2020／0956-39-3111（代表） 
 メール  ： ga-s@niu.ac.jp 
 研究者情報 ： 仮屋薗博子教授・大磯茂准教授（薬学部  医療薬学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5493216号：活性型グレリン産生抑 
               制剤 
 活用した助成金 ： 科学研究費補助金（日本学術振興会） 
               （平成22年度～平成24年度） 
 産学官連携実績 ： 本特許の連携実績はありません 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本特許は、摂食亢進作用を有する活性型グレリン
産生の細胞評価系（特許第5534367号）を用いて同
定された活性型グレリン産生を抑制する脂肪酸の
オレイン酸及びエイコサペンタエン酸である。 
   
【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みは下記２点が挙げられる。 
①オレイン酸及びエイコサペンタエン酸の新規作用 
 オレイン酸及びエイコサペンタエン酸に活性型グ
レリン産生抑制作用があることを科学的に示すこと
に初めて成功した。  
②高い安全性 
 本研究で開発したオレイン酸及びエイコサペンタ
エン酸は、それぞれオリーブ油及び魚油に多く含有
される天然の脂肪酸であり、高い安全性を実現した。   

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 本特許は、活性型グレリン産生抑制物質としてのオレ
イン酸及びエイコサペンタエン酸であり、これらには活
性型グレリンの産生抑制を機序とする摂食抑制、抗肥
満効果が期待される。オレイン酸及びエイコサペンタエ
ン酸並びにこれらを含有する食品は、抗肥満機能性食
品及びサプリメントとして有望視される。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化においては、商品化に向けた人材確保と手法
の確立及びターゲット市場の調査が課題である。 
  

５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室は、安全で効果的な薬物療法の推進ならび
に健康増進をテーマに研究に取り組んでいます。 
 本研究成果は、創薬ターゲットとなっている肥満の予
防・改善ならびに肥満を発症基盤とする生活習慣病の
予防を目的に確立した摂食抑制物質探索の細胞評価
系を用い、同定した活性型グレリン産生抑制物質です。
活性型グレリン産生抑制作用による肥満予防効果を有
するサプリメントあるいは機能性食品として商品化でき
ればこの上ない喜びです。 

バイオ 

オクタン酸 100 mM ― ＋ ＋ ＋

オレイン酸 100 mM ― ― ＋ ―

エイコサペンタエン酸 100 mM ― ― ― ＋

(n = 6)
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*

p<0.01*
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AGS-GHRL8細胞におけるオレイン酸及びエイコサペンタエン酸による活性型グレリン産生抑制

仮屋薗博子教授 大磯茂准教授 
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２．研究開発の目的と背景 
 
【研究開発の目的】 
 男性不妊症患者の１割の原因となる遺伝子多型を
診断する系を開発し、一方、生薬の甘草から体外受
精の効果を上げる物質を見出した。不妊症の診断
法と治療法を提供したい。 
 
【背景】             
 我が国において、5組のカップルに1組以上が不妊
症と報告されている。そのうち約半数が男性側の要
因であり、男性不妊症の約半数が原因不明の男性
不妊症である。今後、男性不妊症の発生機序の解
明や原因の究明、診断法、治療法の開発が強く望
まれている。 
 私たちは、今まで廃棄されていた精液を用いて非
侵襲的に不妊症のSNPs診断、精液蛋白質プロファ
イル、mRNA発現プロファイル診断法の確立を目指
して研究を進めてきた。その結果、男性不妊症患者
の１割の原因となる遺伝子多型を診断する系を開発
し、一方、生薬の甘草から体外受精の効果を上げる
物質を見出した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎国際大学 
 所在地 ： 長崎県佐世保市ハウステンボス町2825番地7 
 電話/FAX： 0956-39-2020／0956-39-3111（代表） 
 メール  ： ga-s@niu.ac.jp 
 研究者情報 ： 田中 宏光 准教授 （薬学部 分子生物学研究室） 

 知的財産取得情報 ： 特許第5804379号（日本国）：人工授精用培地及び同人工 
                授精用培地を用いた人工授精方法並びに妊娠促進剤 
                その他関連特許７件あり 
 活用した助成金 ： 科研費（文部科学省） 
 産学官連携実績 ： 大阪大学、凸版印刷 （特許の取得とその商品開発） 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要 １】 
 精子形成特異的な不妊症の原因SNPsの有無を容
易に判定する。 
【技術・製品の特長】 
 不妊症治療は、肉体的、精神的、経済的に負担が
大きい。不妊症の原因を、今まで廃棄されていた検
査後の血液、精液を用いて非侵襲的に体質を容易
に検査し、体質のデータをもとに患者と医師が治療
法を選択する。 
 
【技術・製品の概要 ２】 
 生薬の甘草（リコリス）抽出物をによって人工授精
の受精率を向上させる。 
【技術・製品の特長】 
 甘草は多くの生薬に用いられる。今まで廃棄
されていた甘草の成分が、受精に効果的である
ことが明らかになった。 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【事業のイメージ】 
 不妊症原因を正確に突き止め、データをもとにお医者
さんと話し合い、治療を進める。そのための遺伝子診
断キットと容易な治療法を提供する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【今後の展開】 
 現在、VBを立ち上げ本発明を含む、他の特許と組み
合わせた商品の開発を実施しているが、その臨床、販
売にあたり、パートナーを募集して、展開を促進を図
る。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 人工受精は不妊治療や畜産で実用化されているが、
成功率は30%程度である。本発明は人工授精におけ
る授精率を向上させる新規成分に関するものであり、
不妊治療、家畜繁殖、稀少動物繁殖などへの応用が
考えられる。しかし、実施例の開示が十分とは言え
ず、現時点ではビジネスとしての有用性が十分明確
とは言えない。 
  
５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室では、本研究を事業化につなげるため、企
業との連携・共同研究に取り組んでいく考えです。 

田中 宏光 准教授 

男性不妊症の遺伝子診断と治療薬の開発 

甘草 飴 

17 



２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 乳酸菌は安全性が高く、多くの機能性を持つこと
から様々な商品に応用されている。乳酸菌の機能
は菌株によって異なるため、優れた菌株を選抜す
る必要があるが、農家や中小企業、新規参入企業
においてそれらを実施するのは困難である。そこで
当研究室で見出した機能性乳酸菌を種菌として提
供することを目的として機能性研究を行っている。 
【始めたきっかけ】 
 農家や農業法人にとって六次産業化は収益の向
上に繋がるため現在積極的に推進されている。ま
た多くの企業にとっても乳酸菌を用いた商品は機
能性をアピールすることができるため魅力的であ
る。当研究室では、優れた機能を持つ乳酸菌を多
く保有していることから、これらの菌株を商業利用
のため提供できれば社会貢献となるのではないか
と考えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乳酸菌で六次産業化！農家・企業のための機能性乳酸菌配給システムの構築 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 東海大学 
 所在地 ： 熊本県熊本市東区渡鹿9丁目1番1号 
 電話/FAX： 096-386-2690／ 096-386-2690  
 メール  ： kinoshita@tokai.ac.jp 
 研究者情報 ： 木下 英樹 講師（農学部 食品バイオ化学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 乳酸菌とビフィズス菌のサイエンス、ヨーグルトの事典等 
 活用した助成金 ： 科学技術振興機構（JST）・熊本復興支援（平成29年度～平成30年度） 
 産学官連携実績 ： 民間企業数社等 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本技術・製品において、2つの視点で機能性を評
価し、優れた菌株を選抜している。 
①乳酸菌自体の機能性 
 菌体（菌体成分）が持つ様々な機能性を評価して
いる。 
②発酵により生み出される機能性 
 様々な青果物に対して発酵性を試験し、発酵後
に生み出される機能性を評価している。 
 これらの研究によって得られた機能性を持つ優
れた乳酸菌を発酵食品に応用することで商品に付
加価値を容易に付けることが可能となる。 
【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みは下記３点が挙げられる。 
①完全オリジナルの機能性乳酸菌を利用可能 
 他では手に入らない完全オリジナルの機能性乳
酸菌を利用できる。 
②機能性をアピールできる 
 大学で試験した確かな機能性を消費者や小売店
にアピールできる。 
③東海大学とのコラボ商品の開発 
 共同研究を行うことで、東海大学とのコラボ商品
を開発できる。 

種菌配給のイメージ図 共同開発商品の例 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在、種菌の配給をよりスムーズに行えるように学内
ベンチャー企業の立ち上げを考えている。2018年4月を
目標に現在調整中である。また、研究を推進し、機能
性乳酸菌のライブラリを随時増やしていく予定である。 
【事業化や販路開拓における課題】 
・提供形態、大口の提供 
 現在、考えているのは液体での提供である。小口の
提供では凍結乾燥粉末で提供も可能である。大口の受
注に関しては、その規模により種菌自体を外注して作
る必要があるため要相談となる。 
・安全性の確認 
 乳酸菌は安全な菌ではあるが、どこまで安全性を証
明するかは課題の１つである。しっかりとした菌の同定
はもちろんのこと、変異原性試験などを行っていく予定
である。また提供する種菌は大腸菌群の検査を行う。 

５．企業へのメッセージ 
 
 乳酸菌は食品だけではなく、医薬品から家畜の飼料
まで様々な応用が可能です。菌体が持つ機能性（菌体
成分）や発酵によって新たに生み出される機能性があ
り、機能性も抗酸化、免疫賦活化、デトックス作用等
様々です。これらの有用乳酸菌を用いることで商品に
容易に付加価値を付けることが可能です。また、共同
研究することにより「東海大学」の名前を出して商品の
アピールも可能になります。下記に実際に商品化を予
定している発酵豆乳（豆乳ヨーグルト）の写真を示しま
した（現在試験販売中）。この他にも2～3件、共同開発
した商品が本年度中に発売予定です。まずは気軽にお
問い合わせ下さい。 

木下 英樹 講師 
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２．研究開発の目的やきっかけ 

【研究開発の目的】 
 近年、薬剤・化学物質・食品などへのアレルギーが
激増し、アナフィラキシーショックなどの重篤な症状を
誘発する場合も少なくない。既存のアレルギー検査
方法に比べて、患者の負担が少なく安全性に優れ、
対象者個人の薬剤等の抗原に対する反応性を直接
確認する事前検査にも応用可能な新規のアレル
ギー検査方法の開発を目的としている。 

【始めたきっかけ】 
 現行のアレルギー検査方法は、患者への負担が大
きく、皮膚テストは危険を伴う割には精度が低い。ま
た、HLA遺伝子解析による事前検査では、対象薬剤
が限られるなど、多くの問題点を抱えている。これら
の問題点を全て解決できる簡便かつ高精度なアレル
ギー検査方法の開発を意図した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規高感度アレルギー検査方法（HiSAT）の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 福岡大学 
 所在地 ： 福岡県福岡市城南区七隈八丁目19番1号 
 電話/FAX： 092-871-6631/092-866-2308 
 メール  ：  sanchi@adm.fukuoka-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 芝口 浩智 講師（医学部医学科 生化学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第6108570号 
 活用した助成金 ： 柿原科学技術研究財団（平成27年度） 
 産学官連携実績 ： 

３．技術・製品の概要と強み 

【技術・製品の概要】 
 High-Sensitive Allergy Test 
(HiSAT）は、アレルギー発現時におい
ては、①迅速アレルギー検査や②ア
レルギー原因薬剤同定検査として、一
方で、服薬前や抗原暴露前では、③
アレルギー事前検査として、それぞれ
適応可能な検査方法である。①迅速
アレルギー検査では、患者から採取し
たわずか一滴の血漿に対する健常人
白血球の細胞動態を陽性／陰性対照
の血漿／培養上清とともに比較解析
する。 また、②原因薬剤同定検査お
よび③事前検査では患者から採血・
分離したリンパ球を検査抗原（薬剤な
ど）と反応させ、その培養上清に対す
る健常人白血球の細胞動態を陽性／
陰性対照の培養上清とともに比較解
析する。 

【技術・製品の強み】 
・細胞動態の観察・解析そのものは最
短１時間程度で可能なことから、アレ
ルギー検査の第一選択肢となる（現行
の検査に先立って行うことで迅速にア
レルギーか否かの判断も可能となる） 
・事前検査・個別化医療が可能である
（予期せぬ重篤なアレルギーの事前
回避と安全な薬剤の選択を可能とす
る） 
・新規創薬システムへの応用（新規ア
レルギー治療薬の開発に応用可能で
ある） 

HiSATの概略図 

バイオ 

４．今後の展開や課題 

【今後の展開】 
 本法（HiSAT）では健常人から採血・分離した白血球
を使用するが、民間検査機関などでの広範な普及の
ためには、現在遊走細胞として用いている健常人から
採血・分離した白血球と、ほぼ同等の反応性を示す新
規細胞株の樹立が必要と考えられる。現在HiSATに最
適な新規細胞株の樹立を進める一方で、HiSAT検査
装置として安価なハードの構築を併せて開発中であ
る。 

【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化の課題としては、上述したようにHiSATの民間
企業などへの広範な普及のために健常人の白血球と
同等の反応性を示す細胞株の樹立およびHiSAT検査
装置の構築が挙げられる。販路開拓における課題とし
ては検査・診断企業との連携が必須である。 

５．企業へのメッセージ 

 新規アレルギー検査方法（HiSAT）の臨床検査・診断機関への技術
移転を想定し、以下の共同研究／受託研究を希望しています。 
（１）HiSATに最適な細胞株の探索・樹立に関する企業あるいは大学

研究室との共同研究。 
（２）もの作り企業との、より簡便で安価なHiSAT検査装置の構築に関

する共同研究。 
（３）アレルギー患者、特に皮膚症状を伴う典型例でのさらなる検証の

ため、臨床検査・診断機関との共同研究・受託研究。 

芝口  浩智 講師 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 下水、産業廃水、農業廃水の効率的且つ省エネ
ルギー型の処理方法の開発やそのメカニズムの
解明、廃材やバイオマスを活用した土壌改良材や
きのこ菌床の利活用技術の開発により、日本国内
の農作物の生産性向上を目的とした研究を行って
いる。 
 
【始めたきっかけ】 
  当研究室ではこれまで、廃水処理槽内の微生物
群の解析や廃水処理の悪化に関与する微生物群
の特定を行っていた。一方、地域農家から環境に
配慮した農薬を代替可能な材料の開発・提供や生
産性向上のための技術開発を求められた。そこで、
廃水処理だけでなく農業の生産性向上のための
研究開発に臨んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水圏・土壌環境中のメカニズムを微生物・遺伝子レベルで解明する！ 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 都城工業高等専門学校 
 所在地 ： 宮崎県都城市吉尾町473-1 
 電話/FAX： 0986-47-1227／0986-47-1230 
 メール  ：  kkuroda@cc.miyakonojo-nct.ac.jp 
 研究者情報 ： 黒田 恭平 助教（物質工学科 黒田研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： (Kuroda et al., PLoS One, 11(12),  e0167788、 2017)、他 
 活用した助成金 ： 科学研究費助成事業（平成28年度～平成29年度）、他 
 産学官連携実績 ： 長岡技術科学大学、産業技術総合研究所、十和田グリーンタフ・ 
                アグロサイエンス株式会社、鹿児島工業高等専門学校など 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
  水圏・土壌環境中の複合微生物群を解析する
技術は、超並列DNAシークエンサーとバイオイン
フォマティクス技術を組み合わせることにより可能
とする。当研究室では、廃水処理システムだけで
なく、水田や畑、きのこ菌床などの遺伝子解析お
よび微生物群の培養にも成功している。従来技術
では、数百リード／日であった遺伝子解析を、数
百〜数千万リード／日レベルで遺伝子解析可能
であり、短時間で大量のサンプルを一度に解析で
きる。 
 
【技術・製品の強み】 
①目的の微生物の網羅的解析 
 当研究室で保有するノウハウを活用し、大量の
サンプルを網羅的に比較解析し、どの微生物が、
どの場所で、どのように活動しているかを解明でき
る。 
②好気・嫌気性微生物の培養実験 
 当研究室では、好気性微生物だけでなく、嫌気
性微生物の分離培養実験が可能であり、標的とし
たい微生物の培養実験をすぐに立ち上げることが
可能である。 

技術内容や機材等 微生物の特異的検出 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
  生物学的廃水処理に関与する複合微生物群の生
態・機能のデータが蓄積されてきている一方で、それを
工学的に応用した例は殆ど無い。当技術を応用するこ
とで、微生物・遺伝子データに基づいた廃水処理システ
ムの開発が可能と考えている。 
 加えて、農業では生物農薬の分野の進展が滞ってい
る状態にあり、当研究室の技術を用いることで生物農
薬分野の発展が可能ではないかと考えている。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
  事業化においては、パイロットスケールの廃水処理
システムや実圃場を用いた実証実験が必要であり、現
在保有する実験環境を更に拡大することが課題である。 

５．企業へのメッセージ  
 
 当研究室では、実規模レベルの廃水処理プロセスの
微生物相解析や実圃場の土壌微生物の定点観測など
の実績があります。 
 特に、各企業が保有する農業や廃水処理の革新的
技術のマニュアル化を行う際に連携することが可能だ
と思われます。当研究室では、遺伝子解析用装置、微
生物培養装置、水質・ガス・土壌分析用装置、バイオイ
ンフォマティクス用装置などを有しており、廃水処理プ
ロセスや土壌の微生物だけでなく、その性質の調査も
可能です。 
 企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与で
きればと考えています。 

黒田 恭平 助教 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 乳酸菌の1種ラクトバシラスは、腸管において常
にサブ・ポピュレーション（0.1～数％）であり、優勢
化することはないが、乳酸や抗菌性物質を生産し
て菌叢全体を安定化させて、有害菌の侵入を防ぐ
例が知られている。当研究室は、ある種のラクトバ
シラスが、貧栄養条件下で隣接する大腸菌細胞と
マイクロ共凝集体を形成して効率的に増殖する現
象を発見した。この乳酸菌と大腸菌の新しい相互
作用のメカニズムを解明することを目的とする。 
 
【始めたきっかけ】 
 乳酸菌と大腸菌の相互作用を検討して、共凝集
体形成能力を発見した（Mizuno et al. BBB, 2014）。
この能力は、腸内のような高密度な菌叢を理解す
る上で極めて重要と考えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規プロバイオティクスの開発 ～細菌の隣接可能型特性を生かした新規な菌叢制御技術の試み～  

１．事業者の概要 
 組織名 ： 北九州工業高等専門学校 
 所在地 ： 福岡県北九州市小倉南区志井5-20-1  
 電話/FAX： 093-964-7303／ 093-964-7303 
 メール  ：  mizuno@kct.ac.jp 
 研究者情報 ： 水野 康平 准教授（生産デザイン工学科 物質化学コース） 

 論文掲載、知的財産取得情報 ： Mizuno K. et al. Sci. Reports 7:12880, 2017  
 活用した助成金 ： 科研費、環境省科研費、北九州市等  
 産学官連携実績 ： 北九州市、九州電力、その他大学等 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 乳酸菌は、優れた保健効果があるが、多くの必
須栄養素（アミノ酸、脂肪酸、核酸、ビタミンB群等）
の合成系を持たず、単独培養は困難である。しか
し、当研究室は、大腸菌（非毒性K-12株）との相互
作用を研究した結果、強い凝集能力が特定の乳酸
菌に生じることを発見して、Adjacent-Possible 
Ecological Niche (APEN)として世界に先駆けて提
唱した。このような新規な相互作用によって乳酸菌
が生育不可能な環境で生育可能になることは、以
下の点で、今後、重要な展開が期待できる。 
 
①新規プロバイオティクスの開発 
大腸菌をターゲットにした新規な腸内細菌叢制御
技術の開発につながる可能性がある。 
 
②共培養による高効率発酵法の開発 
乳酸や酢酸などの有機酸は、食品分野や化学工
業の出発物質として有用であり、安価で効率的な
発酵法の開発につながる可能性がある。 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 ラクトバシラス・カゼイと大腸菌の細胞コンタクトのメカ
ニズムを解明する。このような新規な相互作用によって
乳酸菌が生育不可能な環境で生育可能になることは、
乳酸菌の生態学的な定義に独自の観点をもたらすも
のである。人類に保健効果をもたらすグラム陽性の乳
酸菌に新奇なシステムの発見を期待できる。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 乳酸菌ラクトバシラスが、新規なメカニズムによって
腸内環境に具体的にどのような保健効果をもたらすか
を分子レベルで明確にするとともに、効果を強化した株
などを作製して、動物実験によって、その効果を個体レ
ベルで検証することが課題となる。次にヒトへの効果を
調査する必要がある。 

５．企業へのメッセージ 
 
  独自の方法論から新しい技術開発につながるような
研究開発を通して、社会の医療、福祉に貢献したいと
考えています。 
 腸内環境に起因する疾病（例えば、この40年で患者
数が10倍になった潰瘍性大腸炎など）は現代病の一つ
として急増しており、今後、さらに大きな問題となると言
われています。 
 九州から新規なプロバイオティクスやその医療への
応用を検討する企業との連携を期待しています。 

水野 康平 准教授 

乳酸菌マイクロ 
共凝集体 

隣接する大腸菌と乳酸菌 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 近年、アルコール業界は、年々市場規模を縮小
している。このような業界の流れは、球磨焼酎も例
外ではなく、出荷量が年々減少している。くわえて、
消費者のニーズも変化しており、各蔵元は、焼酎
の品質向上、新たな酒気質の焼酎開発の必要性
に迫られている。そこで、当センターでは、新しい
酒質を持つ焼酎製造のための新規酵母を開発す
ることを目的とした。 
 
【始めたきっかけ】 
 球磨焼酎の蔵元より焼酎の香気成分に特徴を持
たせることのできる酵母の開発の相談があり、香
気成分に特徴のある酵母開発に取り組んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規酒造用酵母KF-7の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 熊本県産業技術センター 
 所在地 ： 熊本県熊本市東区東町3丁目11‐38 
 電話/FAX： 096‐368-2101／096‐369-1938 
 メール  ：  www-admin@kumamoto-iri.jp 
 研究者情報 ： 田中 亮一 研究主任 （食品加工技術研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ：  
 活用した助成金 ：  
 産学官連携実績 ： 球磨焼酎酒造組合 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 当センターでは、平成3年にプロロプラスト融合技
術によって蔵付酵母と協会9号酵母を用いKF-3酵
母を開発し、球磨焼酎組合通じ、酵母を普及させ
てきた。今回は、カプロン酸エチルに特徴を持ちな
がら、酢酸イソアミルとの香りのバランスを持つ新
規酵母KF-7の開発を試み、成功させた。 
 
 
【技術・製品の強み】 
 本酵母の強みは、下記の3点が挙げられる。 
①吟醸香であるカプロン酸エチル高生産性の焼酎
酵母である。 
②他の吟醸香成分である酢酸イソアミル、β-フェ
ネチルの生産性もあり、香りのバランスが良い。 
③アルコール収得率も高い。 
 

小仕込試験と酵母KF-7 試験蒸留器 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 異なる酒質を持つ酵母を製造のツールと考え、数種
の酵母を開発し、普及させることによって、製品の多様
性と香と味に新たな技術を生み出す可能性がある。 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 新規酵母KF-7は、球磨焼酎組合の協力のもと普及さ
れ、新商品の開発に利用され始めている。課題は、球
磨焼酎としての新たな酒質を持った商品をどのように
市場に広げ、消費者に認知させ、販売増加につなげる
かである。 

５．企業へのメッセージ 
  
 当センターでは、これまでに4種の酵母開発と製品の
実用化という成果を上げてきました。今後は、新たな酵
母開発を進め、新しい製品や次の酒造製造技術のた
めの酵母ツールの整備を行っていきます。くわえて、
我々は、高度な微生物の解析技術も持っており、今後
伝統産業のデータ化や新たな知見を高め、新たな発酵
技術の開発に取組んでいきたいと考えています。 
 
 

田中 亮一 研究主任 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 佐賀県は、レンコンの生産量が多い地域であり、
全国３位の収穫量を誇る。しかし、年間出荷量の
約３割に相当する量が規格外品として廃棄される
と言われており、未利用な農産物の有効利用法が
求められている。そこで、我々は、未利用なレン
コンを機能性食品素材として有効利用することを
目的とした。 
 
【始めたきっかけ】 
 当センターは、食品の加工機器や種々の機器分
析装置を保有しており、加工食品の試作や抽出物
の調製、機能性成分の精製を実施することが可能
である。研究開始当初は、レンコンの機能性に関
する報告が少なく、佐賀大学農学部に協力を依頼
し、肥満モデルマウスを用いてレンコン乾燥粉末
やポリフェノール抽出物の機能性評価を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐賀県産レンコンの機能性と未利用部位の有効活用 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐賀県工業技術センター 
 所在地 ： 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114 
 電話/FAX： 0952-30-8162／0952-32-6300 
 メール  ：  tsuruta@saga-itc.jp 
 研究者情報 ： 鶴田 裕美 特別研究員（食品工業部） 
 論文掲載情報 ： Biosci Biotechnol Biochem. 76 (3), 462-466 (2012)他 
 活用した助成金 ： 科学技術研究費 若手研究B （平成26年度～平成28年度） 
           JST A-STEP探索タイプ （平成23年度） 
           シーズ発掘試験（平成21年度） 
 産学官連携実績 ： 佐賀大学農学部、有限会社マルハ園芸 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 レンコン乾燥粉末の摂取が肥満モデルマウスの
脂肪肝を改善することを認めた。また、その有効
成分はポリフェノールであり、カテキンとガロカ
テキンで構成されるプロアントシアニジンである
ことを見出した。 
 さらに、レンコンを部位別に分析した結果、可
食部に比べて、皮は2～3倍、節は5～6倍ポリフェ
ノール量が多かった。規格外品として廃棄される
末節（下位節）もポリフェノール量が多いことを
認めた。 
 したがって、レンコンの未利用部位は、ポリ
フェノールを多く含み、機能性食品素材として有
効活用できる可能性を認めた。 
 
【技術・製品の強み】 
①レンコンのポリフェノールは、未利用部位に多 
 く含まれる。 
②未利用部位を機能性食品の原料として用いるこ 
 とでコストダウンを図ることができる。 
③加工工程で発生する皮や節は、産業廃棄物とし 
 て処理されており、廃棄コストの削減に貢献で 
 きる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

規格外の未利用レンコン 
商品化事例 

写真提供:（有）マルハ園芸 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在、レンコンのポリフェノールの機能性として、
脂肪肝改善作用（肥満モデルマウス）、抗酸化活性、
寿命延長作用（線虫モデル）を見出している。 
 既に、県内では、レンコン粉末、レンコン茶、レン
コン味噌などの商品化が行われているが、今後、新た
な機能性の探索やヒトでの機能性評価（臨床試験）に
チャレンジし、レンコンの更なる有効活用に努めたい。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 既に佐賀県内では、レンコンを使った加工食品の開
発が盛んに行われている。ただし、原料の一次加工を
大規模に行なえる企業や施設が県内に存在せず、大量
生産することができない。 

５．企業へのメッセージ 
  
 佐賀県工業技術センター・食品工業部では、主に佐
賀県産の農林水産物の機能性や加工法について研究開
発を行っています。 
 また、受託研究、共同研究、技術相談、依頼分析、
機器使用など様々なツールがありますので、佐賀県の
企業様、佐賀県産品をご活用してくださる企業様のご
利用をお待ちしております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鶴田 裕美 特別研究員 

レンコンの部位 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 大分県は麦焼酎の課税移出数量で全国一位で
あるが、その製造には焼酎製造の歴史の長い鹿
児島県の酵母や日本醸造協会の酵母が使用され
ており、本県独自の酵母は存在していなかった。
大分県酒造組合が地域団体商標を取得した「大分
麦焼酎」を製造するための大分県独自の焼酎用酵
母を開発する。 
 
【始めたきっかけ】 
 長期的な研究課題として醸造用酵母の探索を
行っていたが、平成19年に大分県酒造組合からの
要請を受け、工業振興課事業として「県産麦焼酎
酵母開発事業」を開始して焼酎用酵母の開発を
行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

焼酎用大分酵母の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 大分県産業科学技術センター 
 所在地 ： 大分県大分市高江西1丁目4361-10 
 電話/FAX： 097-596-7100/097-596-7110 
 メール  ：  etosu@oita-ri.jp 
 研究者情報 ： 江藤 勧 主幹研究員 （食品産業担当） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ：  
 活用した助成金 ：  
 産学官連携実績 ： 大分県酒造組合、大分県本格焼酎技術研究会 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 焼酎用酵母の開発にあたって、知財問題の発生
し難い自然界の酵母の中から麦焼酎の製造に適
した酵母を選抜し、さらに簡便な取り扱いが可能で
品質が安定する乾燥酵母として開発を進めるため
乾燥耐性も選抜の指標として焼酎用大分酵母を開
発した。 
 大分県独自の焼酎原料大麦「トヨノホシ」の開発
を受けて焼酎用大分酵母の使用を希望する企業
が複数有り、大分の酵母と大麦を使用した麦焼酎
が製品化された。 
 
【技術・製品の強み】 
 焼酎用大分酵母の特徴として下記３点が挙げら
れる。 
①自然界から収集した酵母の中から麦焼酎醸造
に適した酵母を開発した。 
②乾燥酵母とすることで簡便な取り扱い・品質の
安定化を実現した。 
③県内で現状使用されている焼酎用酵母と遜色
の無い発酵力を持つ。 製品化されたトヨノホシ焼酎 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在焼酎用大分酵母を使用して麦焼酎を製造してい
るのは、四ッ谷酒造（トヨノホシ兼八）と藤居酒造（トヨノ
ホシ萬力屋）の２社のみである。「トヨノホシ」の作付増
加に合わせ、利用企業を増やして大分麦焼酎の発展
に寄与したい。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 酵母頒布の省力化の目的で乾燥酵母として開発して
おり、今後焼酎用大分酵母の利用を拡大するため、大
分県酒造組合と協力した乾燥酵母製造と頒布体制の
構築が課題となる。 
   

５．企業へのメッセージ 
   
 食品産業担当では、酒類製造業や味噌・醤油製造業
といった醸造業界をはじめ、食品産業全体を対象に幅
広い支援を行っています。 
 今回の焼酎用大分酵母は、大分の酵母と大麦で製造
した大分麦焼酎というアピールが可能なものですので
多くの企業のご利用をお待ちしています。 
 

江藤 勧 主幹研究員 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 毎日の食事から健康を維持していくことが重要と
される中、プロバイオティクスの概念が広まり有用
微生物の探索や機能性を付加した新商品開発が
求められている。本研究では長崎県産物由来の植
物性乳酸菌を活用した新規加工食品の開発を行う
ことを目的に、本県の複数の食品企業及び大学と
ともに産学官連携で実施した。 
 

【始めたきっかけ】 
 本県産の発酵食品や農産物から植物性乳酸菌
を623株分離し、各乳酸菌がもたらす味、香り、機
能性を調べた。その中から選抜した有用乳酸菌を
活用した加工食品の開発を実施するにあたり、㈲
シュシュを始めとする数社の製造業者からの開発
要望があり実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長崎乳酸菌ライブラリーを活用した乳酸発酵人参ジュースの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県工業技術センター 
 所在地 ： 長崎県大村市池田2丁目1303番地8 
 電話/FAX ： 0957-52-1133／0957-52-1136 
 メール ： kawamura@tc.nagasaki.go.jp  
 研究者情報 ： 河村 俊哉 部長（応用技術部） 

 論文掲載、知的財産取得情報 ： 日本食生活学会誌, 23(1), 5-10, 2012、 
           特許第6093939号：乳酸菌、乳酸菌培養液、およびこれらを用いた 
           医薬用組成物、肝細胞保護剤 
 産学官連携実績 ： ㈲シュシュ、㈱バイオジェノミクス、長崎国際大学薬学部 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 大村市特産の黒田五寸人参を、植物性乳酸菌
(L.plantarum )で発酵させた飲料。糖類を加えるこ
となく人参ジュースだけで発酵。乳酸発酵によりpH
を低下させ、クエン酸無添加でも日持ちが向上。味
も自然な甘みとまろやかな酸味になり、子供やお
年寄りにも飲みやすい商品となった。甘味成分の
アラニン、旨味成分のグルタミン酸、ストレスを抑
制するγ-アミノ酪酸(GABA )を従来品と比較して
約2倍量含む。コップ1杯(200ml)あたり2,000億個の
乳酸菌(殺菌)が入っている。第43回長崎県特産品
新作展において最優秀賞受賞。長崎県ブランド農
産加工品「長崎四季畑」認定。 
 

【技術・製品の強み】 
①乳酸菌発酵のみで製造した無添加商品であり、
味が良く飲みやすい商品。 
②乳酸菌発酵により味覚成分や機能性成分が従
来品より増加した商品。 
③農産物を利用した加工食品製造で実績のある
㈲シュシュと高度な発酵技術や設備を有する㈱バ
イオジェノミクスと乳酸菌発酵技術を有する当セン
ターの連携により生まれた商品。 

商品化に用いた乳酸菌
の電子顕微鏡写真；  
Lactobacillus plantarum 黒田五寸人参プレミアム 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 開発当初、既存の人参ジュースと販売が競合するこ
とも想定されたが、異なる購買層からの支持が得られ
ていることに併せ、ネット販売やふるさと納税の返礼品
に採用されたこともあり、その後のリピートによる販売
がさらに増えている。今後も長崎県産の農産物を原料
として、長崎乳酸菌を活用した付加価値の高い新商品
を開発していく。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
 原料である農産物等に対して、どの乳酸菌が味や風
味で適しているかを調べる発酵試験を行う必要がある。
また、乳酸菌等の微生物を取り扱うには、製造工程に
おいて無菌操作などの特殊な技術や設備を必要とする。 

５．企業へのメッセージ 
 長崎県工業技術センターでは、乳酸菌、酵母を用い
た微生物利用技術、機能性成分解析技術、試作加工
技術を用いて各種事業化につなげており、各企業との
連携・共同研究に積極的に取り組んでいます。 
 当センターには、乳酸菌を培養する嫌気性培養装置
や機能性成分を解析する液体クロマトグラフ質量分析
装置などを所有しており、新商品開発や品質管理など
でご利用いただくことができます。 
 今後も私達は地域製造業のお役に立てるよう総合的
に支援しながら、競争力のある産業の創出と地域産業
の持続的発展を実現するため、地域製造業の技術の
高度化支援を推進して参ります。 

河村 俊哉 部長 

1 µm 
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