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◆販路開拓等、営業面のノウハウも必要
（せっかく製品が出来ても、このノウハウ
がなければ売れない可能性も！）

基礎技術の高度化、
産業面での実用化へ
向けた工夫等

中 期
実用化研究
開発段階

初 期
基礎研究段階

事業化達成！

学術的な技術シーズが、産業面で具
体的に活用される技術として結実して
いく・・・応用力・具体化能力が必要！

地域の企業はもとより、大学・高専・
公的研究機関等の優れた技術シーズ
が新たな価値創出の源泉！

研究開発委託

地域イノベーション創出
研究開発事業
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３.ハイリスクな研究開発を実施する委託事業です

事業の特色

ハイリスクな研究開発を重点的に実施する委託事業です。対象経費については、100％国が負担します（ただし、上限があり

１.地域の産学官が連携した共同研究体による研究開発事業です
地域イノベーション創出研究開発事業は、単一の企業・大学等ではなく、産学官の複数のメンバーで構成される共同研究体
に対する委託事業です。
＊共同研究体には、複数の企業が含まれていることが必要です（中小企業の場合は単独の企業でも可）。

ます）。
ただし、委託期間の終了後については、共同研究体メンバーの自己資金、または他の支援制度の活用等により事業化を目指
すことになります。

＊大学・高専・公的研究機関等、“学”に相当するメンバーが１機関以上含まれていることが必要です。

地域イノベーション創出研究開発事業のスキーム

＊共同研究体全体で共用する研究機器等の購入・管理や、研究開発の進捗管理等を行う「管理法人」を決めることが必要
です。経済産業省との委託研究契約は、管理法人との間で締結され、各共同研究体メンバーは、管理法人と個別に再委託

経済産業省
(地方経済産業局)

契約を締結することにより、必要な研究開発費を受け取ります（→次ページの「スキーム」図を参照）。

研究開発委託契約

多様な産学官連携主体との関係イメージ図
事業化！

地方経済産業局

地域イノベーション創出
研究開発事業

独自の科学技
術シーズを産
業面で活用

ベンチャー企業
新製品・特許
の開発

各種研究機関

管理法人

（販売収入・特許ライセンス収入等）

（経済産業省）

・ 共同研究体内の全体調整
・ 経済産業省との事務手続の窓口
・ 研究機器等、共同利用インフラとなる財産の管理 等

○事業化を中心とした
マネジメントを行う総
括事業代表者（プロ
ジェクトマネージャー）
を置く。

再委託契約（管理法人と各実施者）
企業

専

企

業

国公立研究機関
公設試験
研究機関

地方自治体

研究開発型企業
ニッチトップ企業

コンソーシアムの取
りまとめ役（管理法
人）等

垂直的連携

（大企業・中堅企業・中小企業）

NPO等

産業支援機関（国・自治体立の
財団法人等）
・ＮＰＯ

４.応募枠は２種類あります

（異業種間の連携）

産業支援機関

公設試験
研究機関

地域で従来から得
意としている産業・
技術を活用

水平的連携

（自治体の外郭団体等）

大学・高専・TLO

国立研究機関・
産総研等

大学・TLO
高

（相手方は管理法人）

共同研究体メンバー

商工会議所・
業界団体等

地域の産業インフラ
（ビジネスインキュ
ベータ等）を活用

対象経費：

採 択 枠

委託期間

委託金額

一般型

２年以内

初年度目：１億円以内
２年度目：５千万円以内

地域資源活用型

２年以内

初年度目：３千万円以内
２年度目：２千万円以内

プラント・機械装置等開発費、労務費、その他
経費、一般管理費、間接経費（詳細については
本事業の公募要領をご参照ください。）等

５.提案書を提出していただき、審査の結果、優れたプロジェクトが採択される「提案公募型事業」です
提案書及びヒアリングの内容をもとに、外部有識者で構成される審査委員会により、事業化を目指す優れたプロジェクトが
採択されます。例年多くのご提案をお寄せいただいており、これまでの競争率は以下の通りです。

２.研究開発の成果は事業活動に利用することができます

過去の応募・採択件数の推移

国から委託を受けて研究開発をおこないますので、その成果の知的財産権は国に帰属します。しかし、産業技術力強化法

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

応募件数

277

319

222

356

202

採択件数

64

79

43

118

22

率

4.3

4.0

5.2

3.0

9.2

応募件数

262

254

247

65

155

採択件数

54

73

73

20

44

4.9

3.5

3.4

3.3

3.5

第19条の適用により、国はその実施権の行使を保留するため、①知的財産権の出願等に関する国への報告義務、②公共の
利益のための国への無償利用権の許諾、③国の要請に応じた第三者への実施許諾を条件に、共同研究体メンバーは、知的
財産権を自らの活動のために利用することができます。

一 般 型

倍

地域資源活用型

倍

率

※前身事業である地域新生コンソーシアム研究開発事業等の採択実績を含む。
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地域イノベーション創出研究開発事業を利用するには

採択審査における評価項目

応募から採択までの流れ

評価項目

評価のポイント

応募時期は、年度によって異なりますので、必ず、経済産業省ホームページまたは最寄りの経済産業局の担当課（巻末の
「お問い合わせ先」を参照）でご確認ください。
＊経済産業省ホームページ「公募、入札・調達案内」 ＵＲＬ ： http://www.meti.go.jp/

研究開発内容の評価
２月初旬

公募開始予告

○経済産業省ホームページ等に掲載されます。

２月中旬

公募要領の配布

○経済産業省ホームページ等に掲載される他、公募説明会(後述)で
配布されます。
○公募要領・提案書様式は、経済産業省ホームページよりダウンロード
することができます。

〜

２月下旬

共同研究体の組成、
提案書の作成

○研究開発プロジェクトの事業化の観点からの最適な遂行と終了後の
事業化を推進し、計画や遂行、成果の管理を総括する「総括研究代表
者（PM）」を定める必要があります。

公募説明会

○各経済産業局で開催されます。

公募提案書提出

○所定の様式を使用した提案書類を、共同研究体の主たる研究実施
場所を所管する経済産業局に提出することによって、応募していただき
ます。

３月下旬
〜

４月初旬
４月中旬

採択審査

６月末

７月

審査結果の通知

実施計画書の作成

事業化可能性の評価
※事業化＝製品・サービスが収入をもたらすこと

地域の産業政策上の観点からの評価

・研究開発の目的・目標の的確性
・研究開発内容の優秀性
・大学、産総研等の技術シーズ・知見の優秀性
・研究開発体制および研究者の研究開発能力の妥当性
・研究開発費の妥当性 等

・予想される市場規模および市場占有率の妥当性
・製品化の見通しの明確性
・事業化計画の妥当性
・参加企業の事業化能力 等

・地域への直接的な技術的・経済的波及効果
・地域産業界の活性化・強化につながる波及効果
・地域における社会的課題を解決する等、地域社会への貢献 等

※応募資格として出席を義務づけるものではありません。

受託後の主な事務

○外部有識者による書面審査を行い、必要に応じて経済産業局がヒア
リングを実施し、学識者・企業関係者等で構成される審査委員会が
審査を行います。
○審査にあたっての評価項目は、次ページの表の通りです。

○採択・不採択については管理法人に通知されます。
○また、採択案件については、研究開発テーマ名および共同研究体
メンバーが経済産業省ホームページに掲載されます。

○契約内容の詳細を記した実施計画書を作成していただきます。

■会計的な調査
各年度の秋頃と年度末に、会計面での適正性をチェックするための調査がおこなわれます。

■成果評価
委託期間中の各年度末には、研究開発プロジェクトの実施状況の中間評価がおこなわれます。
また、委託期間終了時には、研究成果報告書を提出していただき、外部有識者により構成される地方経済産業局の評価
委員会で事後評価がおこなわれます。

■フォローアップ調査（追跡調査）
委託期間終了後１０年間は、事業化の進捗状況や技術開発成果の波及効果、特許等の出願・実施許諾等に関する調査に
協力していただきます。

■成果の公表
地域イノベーション創出研究開発事業の成果を、全国で研究開発に取り組む方々や国民の皆様に知っていただくため、成果
事例集の取りまとめ等に積極的にご協力いただいています。これらは、開発した製品・サービスのＰＲや販路開拓、パートナーとの

８月

4

委託契約の締結

○経済産業局長と管理法人代表者が契約を結びます。
○契約は単年度毎に締結します。2年度目以降については、初年度の
実施内容に問題がないことを確認させていただいた上で、年度初日
以降すみやかに継続の委託契約を締結します。

再委託契約の締結

○管理法人と共同研究体メンバーが契約を結びます。

研究開発の開始

○機械装置等の購入、臨時研究員の雇用等が可能となります。

出会いにお役立ていただけると考えております。また、各地方経済産業局においても成果発表・展示の場を設けておりますので、
ご関心のある方はお問い合わせ下さい。

5

地域イノベーション創出研究開発事業の成果と実績

全国さまざまな地域の取り組みを広く採択しています
提案公募型事業として、事業化を目指したプロジェクトを、全国さまざまな地域から広く採択しています。採択件数や事業化

地域発のイノベーションを創出する中核事業として機能しています
平成9年度に地域新生コンソーシアム研究開発事業として開始されて以降、地域資源活用型研究開発事業、地域イノベー

件数が全国にあまねく分布している点にも、多くの地域からイノベーションを創出しようとする本事業の特徴が表れています。

ション創出研究開発事業と枠組みを変化させつつも、20年度までに採択してきた研究開発プロジェクトは1,321件、それらのプロ

採択件数分布

ジェクトに参加した企業・研究機関等の総数は延べ8,198社・機関、投下金額は1,109.9億円に達しており、地域発によるイノベー

（平成９～２０年度累計）

ション創出に向け、中核を担う事業の一つとして位置付けられています。

採択プロジェクト数

参加企業・機関数

110件

278件

投下金額
33件

109件

231件
174件

8,200社・機関

1,300件

1,100億円

172件

117件

ライフサイエンス
情報通信

97件

ナノテクノロジー・材料
製造技術
エネルギー・環境
その他

地域のみなさまと、研究開発、製品化・事業化を進めてきました
採択した研究開発プロジェクトのうち、平成20年度末までに実用化 １や事業化 ２に結び付いたものは366件。実用化・事業化
到達率は41.6％に達しています。そこから生み出された新製品は597品目に至っています。研究開発の成果は着実に製品化・
事業化へと結び付いています。
また、それらの研究開発や新製品により計上した事業収入（売上高、特許ライセンス料等）は、平成18～20年度の3年間で
308億円となっています。

実用化・事業化件数分布
実用化・事業化に
結び付いたプロジェクト数

実用化・事業化
成功率

（平成９年～２０年度累計）

41.6

11件
19件

370件

41.6％

6件
4件
31件

新たに生み出された
新製品数

19件

31件

新たに計上された
事業収入

21件

43件

（平成18〜20年度合計）

14件
44件
19件

600品目
１ 研究開発成果が、プロトタイプ等として製品・サービスとして具現化された状態。

6

308億円

12件
14件 9件
15件

23件

実用化成功プロジェクト
事業化成功プロジェクト

31件

２ 研究開発成果が、製品・サービス化され市場投入された状態。

7

地域産業に根差しながらも、将来性が見込まれる多様な新産業を育成しています

本事業を通じて創出された新製品・サービスが、
地域経済の活性化に貢献しています

ライフサイエンス、情報通信、ナノテクノロジー・材料、製造技術、エネルギー・環境等、市場拡大が見込まれているさまざまな

地域イノベーション創出研究開発事業等を通じて、平成18～20年度の間に、地域の企業等が新たに創出した事業収入は

産業分野をターゲットにしています。これらの分野において、地域の企業・研究機関等が新たな価値を創造する研究開発を行っ

約308億円。この新たな収入が地域の生産を誘発する効果等を含めると、その経済波及効果は約1,020億円、創出する雇用は

ています。特にものづくり、ライフサイエンス等、我が国が得意とする分野において、数々の研究成果（特許等）や事業化成果

4,100人に達します。これらを、本事業の経済効果として考えることができます。

（製品等）を生み出しています。

経済波及効果（新規需要額＋生産誘発額）
（百万円）

特許件数

（平成１８～２０年度合計）

35,000

（出願含む、平成９年～２０年度累計）
450

30,000

400
２5,000

350
300

20,000

250
200

15,000

150
10,000

100
50

平成２０年度

5,000

0

平成１９年度

ライフサイエンス 情報通信 ナノテクノロジー・ 製造技術
材料

エネルギー・
環境

その他

平成１８年度

0
ライフサイエンス 情報通信 ナノテクノロジー・ 製造技術
材料

事業化製品数

エネルギー・
環境

雇用創出数

（平成９年～２０年度累計）

（平成１８～２０年度合計）

（人）

180

1,500

160
140
120
1,000
100
80
60
500

40
20

平成２０年度

0

平成１９年度

ライフサイエンス 情報通信 ナノテクノロジー・ 製造技術
材料

エネルギー・
環境

その他

平成１８年度

0
ライフサイエンス 情報通信 ナノテクノロジー・ 製造技術
材料

エネルギー・
環境

※新規需要額…本事業等を通じて創出された事業収入及びそこから生まれる所得増を通じた消費誘発によって生み出される経済効果。
※生産誘発額…新規需要の発生が直接・間接に経済活動に与える影響。
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Ⅱ 地域イノベーション創出研究開発事業活用により
事業化に成功した先駆者たち
プロジェクト一覧
地域新生コンソーシアム研究開発事業、地域資源活用型研究開発事業、地域イノベーション創出研究開発事業（以下、「地域
イノベ事業等」）を活用して、研究開発や事業化に成功し、大きな躍進を見せている企業・研究機関の事例30件をご紹介します。

明治薬品㈱、㈱ルバンシュ

秋田銘醸㈱

フォトニックサイエンステクノロジ㈱

柿ポリフェノールオリゴマーを用いた抗加齢
機能製品の開発

清酒製造副産物(米糠)を用いた多目的用
途素材の開発

次世代情報通信の高速広帯域伝送シス
テム用光デバイスの開発

五洲薬品㈱

秋田県産業技術総合研究センター

㈱満寿屋商店

海洋深層水分離加工技術より製した分離
水による創傷ケア製品開発

高速ナノ・スキャニングステージの開発

新規評価系を駆使しての新規道産硬質小
麦からの機能性食品の開発

㈱シャルマン

バイオマテックジャパン㈱

高品質レーザによる高融点金属微細接合
装置の開発

海洋性動物由来プロテオグリカンの実用化
製造技術開発

立命館大学
レンズ一体型赤外線センサ真空封止技術
の開発

㈱京都モノテック

地域

産業分野
ライフサイエンス
製造技術
ライフサイエンス
製造技術
情報通信
ライフサイエンス
エネルギー・環境
エネルギー・環境
情報通信
その他
情報通信
エネルギー・環境
ライフサイエンス
ライフサイエンス
ライフサイエンス
エネルギー・環境
ライフサイエンス
ライフサイエンス
製造技術
ナノテクノロジー・材料
製造技術
エネルギー・環境
その他
製造技術
製造技術
製造技術
ライフサイエンス
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事例掲載企業・研究機関等
の名称

ポストゲノム解析用マイクロHPLCの開発

事業の成果として開発された製品

研究開発プロジェクト名

新規評価系を駆使しての新規道産
硬質小麦からの機能性食品の開発
テーパ型特殊光ファイバ
次世代情報通信の高速広帯域伝
フォトニックサイエンステクノロジ㈱ コリメータレンズド光ファイバアレイ
送システム用光デバイスの開発
海洋性動物由来プロテオグリカンの
ナチュラルプロテオグリカン®
バイオマテックジャパン㈱
実用化製造技術開発
超安定・超精密非球面加工システ
大型ガラス製非球面レンズ
㈱仙台ニコン
ムによる光学素子創成の高精度化
高速ナノ・スキャニングステージの
秋田県産業技術総合研究センター 高速ナノ・スキャンニングステージ
開発
清酒製造副産物(米糠)を用いた多
発酵素材を活用したペットフード
秋田銘醸㈱
目的用途素材の開発
新規な省エネ効果のある冷凍機用
日立設備エンジニアリング㈱ 伝熱管ボール洗浄装置
洗浄装置の研究開発
高調波を含む受変電設備の損失評
KTハーモ
関東特機㈱
価・高効率設計支援システムの開発
共通インターフェースによる相互運
無線通信モデム「moderno（モデルノ）」シリーズ
サンデン㈱
用可能な無線通信モデムの開発
ナビゲーション機能付き手術用内
ナビゲーション機能付き手術用内視鏡
㈶浜松地域テクノポリス推進機構
視鏡高度利用装置の実用化開発
高精細・忠実色再現静止画カメラ及び
高精細・忠実色再現静止画カメラ
静岡大学
イメージングシステム
及びイメージングシステムの開発
ドライミスト蒸散効果によるヒートアイ
ドライミスト・システム
清水建設㈱
ランド抑制システムの開発
光学薄膜技術と色覚理論の融合に
色弱模擬フィルタ「バリアントール」
伊藤光学工業㈱
よる機能性分光フィルタの開発
抗加齢機能性サプリメント
柿ポリフェノールオリゴマーを用いた
明治薬品㈱、㈱ルバンシュ
抗加齢化粧品「ルバンシュモイスチャークリーム」 抗加齢機能製品の開発
海洋深層水分離加工技術より製し
海洋深層水由来の等張液「メディウォッシュ」
五洲薬品㈱
た分離水による創傷ケア製品開発
高品質レーザによる高融点金属微
ラインアートフレーム
㈱シャルマン
細接合装置の開発
ポストゲノム解析用マイクロHPLCの
キャピラリーカラム「MonoCap」シリーズ
㈱京都モノテック
開発
2次元電気泳動試薬キット
ポストゲノム解析を簡便にする生体
ナカライテスク㈱
脂肪酸分析用メチルエステル化試薬
試料精密分画キットの開発
レンズ一体型赤外線アレイセンサ用
レンズ一体型赤外線センサ真空封
立命館大学
真空封止技術
止技術の開発
ナノ有機粒子の高精度分級技術の
ミクロのプラスチック球「ハヤビーズ」
早川ゴム㈱
開発
高強度、低吸水性をもつ、実用的な
萩焼の風合いをいかした実用的な
㈲萩陶苑
高機能萩焼
高強度・低吸水性陶器の開発
ガラス代替樹脂
高機能樹脂を活用した軽量化技術
ダイキョーニシカワ㈱
中空成形構造部材
の開発と事業化展開
海水スラリーアイスによる氷温貯蔵
シャーベット状のスライリーアイス「シャキットミニ」
㈱泉井鐵工所
システムの開発
保湿不織布による介護用ケアシート
リメイクシート
三昭紙業㈱
の開発
高級花ござと花ござ素材の工芸品や
「ジャカード織技術」を用いた高級イ
㈲諏訪紋匠
高級インテリア製品
ンテリア製品の開発
マイクロ･ナノファブリケーション加工
小型NC微細加工機
㈱ピーエムティー
システムの開発
安心・安全の抗菌素材の開発
アンヒドロフルクトース含有水飴「アンヒドロース」
日本澱粉工業㈱

㈱満寿屋商店

ライフサイエンス

㈱同仁化学研究所

その他

㈱福山コンサルタント

エネルギー・環境

㈱大真木材

100％十勝産小麦を使ったパン

HilyMax(ハイリーマックス)
無線センサネットワークシステムを用いた
橋りょうの健全度診断システム
琉球松などの木材の圧密技術及び周辺技術

合成脂質を用いた導入効率が高く
安全な遺伝子導入試薬の開発
無線センサネットワークによる橋梁
の健全度診断システムの開発
沖縄産材を用いた高機能性木材に
関する研究開発

事業年度 ページ
H18～19

12

H18～19

13

H19～20

14

H13～14

15

H16～17

16

H19～20

17

H17～18

18

H16～17

19

H16～17

20

H19～20

21

H17～20

22

H15～16

23

H17～18

24

H18～19

25

H19～20

26

H16～17

27

H14～15

28

H16～17

29

H19～20

30

H15～16

31

H19～20

32

H18～20

33

H17～18

34

H17～18

35

H19～20

36

H15～16

37

早川ゴム㈱

㈱仙台ニコン

ナノ有機粒子の高精度分級技術の開発

超安定・超精密非球面加工システムによ
る光学素子創成の高精度化

ダイキョーニシカワ㈱

関東特機㈱

高機能樹脂を活用した軽量化技術の開発
と事業化展開

高調波を含む受変電設備の損失評価・高
効率設計支援システムの開発

㈲諏訪紋匠

日立設備エンジニアリング㈱

「ジャカード織技術」を用いた高級インテリ
ア製品の開発

新規な省エネ効果のある冷凍機用洗浄装
置の研究開発

㈲萩陶苑

サンデン㈱

萩焼の風合いをいかした実用的な高強度・
低吸水性陶器の開発

共通インターフェースによる相互運用可能
な無線通信モデムの開発

㈱ピーエムティー

清水建設㈱

マイクロ･ナノファブリケーション加工システ
ムの開発

ドライミスト蒸散効果によるヒートアイランド
抑制システムの開発

㈱福山コンサルタント

静岡大学

無線センサネットワークによる橋梁の健全
度診断システムの開発

高精細・忠実色再現静止画カメラ及びイ
メージングシステムの開発

㈱同仁化学研究所

㈶浜松地域テクノポリス推進機構

合成脂質を用いた導入効率が高く安全な
遺伝子導入試薬の開発

ナビゲーション機能付き手術用内視鏡高
度利用装置の実用化開発

日本澱粉工業㈱

㈱泉井鐵工所

伊藤光学工業㈱

安心・安全の抗菌素材の開発

海水スラリーアイスによる氷温貯蔵システ
ムの開発

光学薄膜技術と色覚理論の融合による機
能性分光フィルタの開発

㈱大真木材

三昭紙業㈱

ナカライテスク㈱

沖縄産材を用いた高機能性木材に関する
研究開発

保湿不織布による介護用ケアシートの開発

ポストゲノム解析を簡便にする生体試料精
密分画キットの開発

※プロジェクトは、事例掲載企業・研究機関等の所在地に配置しています（一部、地域内の管理法人の所在地に配置したものも
あります）。

産業分野

内
バイオテクノロジー

ライフサイエンス

情報通信
ナノテクノロジー・材料

H17～18

38

H16～17

39

製造技術

H19～20

40

エネルギー・環境

H19～20

41

その他

食品・衛生

容

例

バイオテクノロジー、バイオ機器、薬品、
タンパク関係
食品、動植物資源利用、化粧品、衛生機器、発酵

医療・福祉機器

医療・福祉機器

情報通信技術

情報通信、ディスプレイ、撮影技術、
ソフトウェア開発、
コンテンツ、半導体

ロボット
ナノテク・精機
材料

ロボット
精密機械、
ナノテク、センサ、検査、
レーザー
材料

機械・加工

機械、加工、金型、CAD／CAM

エネルギー

新エネルギー、省エネルギー、エンジン、バイオマス、燃料、太陽電池、燃料電池

環境
都市土木・宇宙

リサイクル、汚染物質除去
都市、土木、ロケット
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製品概要

製品概要
テーパ型特殊光ファイバ

コリメータレンズド光ファイバアレイ
(写真提供：北日本電線㈱）

100％十勝産小麦を使ったパン

テーパ型特殊光ファイバ

●平成15年に北海道の奨励品種となった道産パン用硬質小麦「キタノカオリ」のみを使用してつくられた
パン。製パン適性に優れるキタノカオリにより、もちもち、しっとりした食感のパンとなるのが特徴。また、
小麦本来の味覚であるほのかな甘みがあり、あんことの相性もよい。
●動物実験では、脂質代謝改善効果が期待できる結果も得られている。
●食の安全安心や健康への消費者意識が高まる中、人気を高めている。

道産の「キタノカオリ」という新たな品種の小麦を用い

特に商品化においては、道産農作物に特化した差別

た新商品開発を、地域の中小企業の手で展開していき

化・高付加価値化を目指す地元の中小企業がプロジェク

たい。このような“地元愛”で結びつく産学官連携が十勝

トを牽引した。その代表格が製パンメーカーの㈱満寿屋

に起こった。北海道農業研究センターや帯広畜産大学

商店である。同社では、平成21年5月に十勝産小麦100％

などの研究機関が小麦の物性や機能性を評価し、他品

使用のパンしか販売しない新店舗をオープンした。店舗

フォトニックサイエンステクノロジ（PSTI）は、平成12年

種との最適な配合（ブレンド）方法を決定する。製粉メー

の周囲に小麦畑と工場を併設し、生産現場をみていただ

に、千歳科学技術大学の設立当時の有志、教員、関連

平成18～19年度の地域コンソ事業などにより製品化さ

カーがブレンド粉の開発を行い、製パンメーカー、製麺

きながらパンを食してもらう仕掛けである。食の安全安心

企業有志の10名でスタートした研究開発型ベンチャー企

れたのが上記の2製品。同社によると、テーパ型特殊光

メーカーが試作品製造を行う。この試作品に対して産学

や健康に関心が高い層を中心に、新たな顧客層を開拓

業。千歳科技大とともに、千歳における光ビジネス拠点形

ファイバを作製しているのは国内では同社のみ、国外で

官がそれぞれの観点から製品評価を行い、最終的な製

しており、オープン後、同店は順調に売上をあげている。

成の先導的役割を担っている。同社の得意とするところ

もカスタムメイドに対応しているところは数少ないという。コ

造・販売方法を決定していく。それまで、小麦を育種する

また、地元農家との直接契約により栽培される小麦を用

は、特殊光ファイバの作製である。「光ファイバは、今日の

リメータレンズド光ファイバアレイは北日本電線㈱との連

者（研究機関）、小麦を製粉する者（製粉メーカー）、小麦

いて新たな製法のパンを作る活動も進めている。「地元

情報通信ネットワーク社会を支える基幹的製品となって

携により、多チャンネルの光ファイバから出てきた光を、す

を使って商品化をする者（製パンメーカー、製麺メーカー

十勝の生産者との交流を深め、十勝産小麦100％のパン

います。ところが、非通信分野の光ファイバメーカーは国

べて同じ特性のまま、平行光に飛ばしてまたファイバに送

など）の間の連携は必ずしも密ではなかったが、地域コン

づくりを目指しています。十勝は日本一の小麦の生産地

際的にも少なく、需要に対して供給が伴わない状況にあ

り込むという高度な技術で作製されている。「お客様の

ソ事業は三者の情報共有をさかんにし、品種の特性を生

だからこそ、日本一美味しいパンを食べてもらいたい。そ

ります。医療や計測産業等、さまざまなお客様のニーズに

ニーズに柔軟かつ迅速に対応」した、「オンリーワン、ナン

かした製粉、ブレンド、商品化を行う“チーム”を生み出す

れが“ますやパン”の願いです」（杉山氏）。

応じた特殊光ファイバを供給していくことが、我々の使命

バーワン技術・製品」を、「安価、高信頼性」のもと提供す

です」（小林氏）。

るという同社の経営理念が結実した製品と言える。
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研究機関等
の情報

12

●長距離の空間伝搬が可能。空間伝搬損
失／空間伝搬距離：1㏈／10mm。
●アレイの積層により3次元多心構造の
モジュール化が可能。
●設計から試作まで、試作レベルからの
対応も可能。
●WDMフィルターモジュール、光スイッチ、
ピックアップ系などへの置き換え部品と
して、さまざまな分野への応用が可能。

道産農作物を用いた高付加価値商品の開発

予

杉山雅則氏

●光ファイバのコア径が入・出射で異なる石英系光ファイ
バ。コア径を、入射400㎛→出射200㎛、入射200㎛→
出射50㎛など、スポットサイズを自由に変換できる。
●通常スポットサイズを変換する際には凸レンズを組み
込む必要があるが、テーパ型にはその必要がなく、光
ファイバがレンズの機能を果たす「レンズのないレンズ」。
●低価格での提供が可能。また、小ロットのオーダーに
も対応。
●用途分野は、測定、医療、加工、通信など。

“地元愛”によりつながる産学官

ことに貢献した。

代表取締役社長

コリメータレンズド光ファイバアレイ

千歳における光ビジネス拠点形成の先導役

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H18～19）
研究テーマ：新規評価系を駆使しての新規道産硬質小麦からの機能性食品の開発

予

㈶十勝圏振興機構、(独)農業・生物系特定産業技術研究機構北海道農業研究センター、江別製粉㈱、帯広畜産大学、
㈱満寿屋商店、㈱菊水

メンバー

名
称：株式会社満寿屋商店
事業内容：パン製造販売
住
所：北海道帯広市西1条南10丁目2
代 表 者：代表取締役社長 杉山雅則
U R L：www.masuyapan.com

企業・
研究機関等
の情報

上記製品に関する連絡先

ますやパン宅配
Tel : 0155-38-4659
Fax : 0155-38-4690
e-mail : masuya@tmt.ne.jp

算

代表取締役社長

小林壮一氏

多様なニーズにきめ細かく応じた、
オンリーワンの光ファイバを、安価で提供

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H18～19）
研究テーマ：次世代情報通信の高速広帯域伝送システム用光デバイスの開発
NPO法人ホトニクスワールドコンソーシアム、千歳科学技術大学、北海道大学、室蘭工業大学、
フォトニックサイエンステクノロジ㈱、シンセメック㈱、トルク精密㈱、北海道フェルール㈱、㈱共立鉄工所、東芝ホクト電子㈱、
クローバ電子㈱、中央精工㈱、㈲トリマティス、㈲北栄理化学製作所

名
称：フォトニックサイエンステクノロジ株式会社
事業内容：光関連部材の製造販売
住
所：北海道千歳市柏台南1丁目3番1
U R L：www.psti7.com

上記製品に関する連絡先

フォトニックサイエンステクノロジ
株式会社
Tel : 0123-42-0575
Fax : 0123-42-0576
e-mail : jimu@psti7.com
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大型非球面レンズ
ナチュラルプロテオグリカン®
●プロテオグリカンは、コアタンパク質に数本～数十本の糖鎖（グリコサミノグリカン）が共有結合した構造
の複合糖質の一種であり、細胞の分化、結合等を調整する機能を持ち、高い保湿性を有し、軟骨に
クッション性を与えている。
●コラーゲンやヒアルロン酸とともに軟骨を形成する重要な成分であり、化粧品・健康食品・医薬品などの
業界から注目されている。
●バイオマテックジャパンでは、鮭の鼻軟骨などから、高純度のコンドロイチン硫酸型プロテオグリカンを
低コストで大量に製造する技術の開発に成功した。

世界に先駆けて、プロテオグリカン製造を
商業ベースに乗せる
高い保湿性、軟骨に対するクッション機能などを有し、
機能性食品・化粧品、医薬品などの原料として注目され
ている新素材「プロテオグリカン」。バイオマテックジャパ

光デジタル機器や光通信技術の重要性が増している

励賞も受賞した。

現在、光技術のキーパーツである非球面レンズやミラー

応用分野の開拓に向け、さまざまな業界と
交流を望む

には、さらなる高精度、高精細、高信頼性が求められてい

工程の大幅な作業低減が可能であることを示したので
ある。

生産技術への応用とグローバル市場への
展開

る。本研究では、a)超精密研削表面のナノトポグラフィー

「金型製作工程では、表面粗さを熟練工が研磨する

創成機構の解析による研削加工面の形状誤差パターン

必要がありましたが、新しい加工方法によりこのような手作

引き続きプロテオグリカンの高純度化に取り組んでい

を少なくする条件の選定、b)超精密部品の形状を計測す

業を省くことが可能になり、研磨時間が短縮されました」

研究により、鮭の鼻軟骨などから高純度のコンドロイチン

る。北海道産鮭を原料とし、抽出・精製工程で使用する

るソフトウエアデータム手法を応用した機械運動精度測

（相澤氏）。研削加工した非球面レンズを用いて試作した

硫酸型プロテオグリカン（固形分中のプロテオグリカン含

試薬類は全て食品添加物として承認されているものを用

定システムや加工点と測定点とのオフセットの影響を補

500万画素（当時）高精細デジタルカメラ用レンズユニット

有率80%以上）を、大量に低コストで抽出・製造する方法

いるなど安全性にも注意を怠らない。また、現状では綿状

正するためローリング測定システムの開発、c)それらの

の光学性能評価では、超安定・超精密非球面加工装置

を技術的に確立し、専用の工場を稼働させるに至ってい

で精製しているプロテオグリカンを、使い勝手のよい粉末

データと機上形状測定システムとを有機的に結合した加

によりガラスを直接研削加工したレンズを組込んだ場合

る。「この製造方法は世界に先駆けた画期的なものであ

状に加工する方法にもめどが立ってきた。化粧品、医療

工制御プログラムの開発、d)研磨材を高密化した超高集

の解像力は規格を大きく上回った。「この成果を基に次世

り、最大の特徴は、プロテオグリカンを大量に、かつ従来

などの業界から引き合いもみられている。「弊社の想定以

中度ダイヤモンド砥石を用いた微細放電ツルーイング

代光通信用高精度非球面レンズ、高精細デジタルカメ

の約1/1000という極めて低コストで製造できることです」

上にプロテオグリカンの潜在的用途は広く、さまざまな方

（砥石の形状修正）装置による精密研削を実現した。その

ラ用非球面レンズあるいはガラスプレス用超硬金型の生

（中野氏）。これらの活動により、平成21年度「北海道新技

と交流することで応用分野を拡大していきたい」（同）。

結果、超安定・超精密非球面研削加工システムを用い

産に適用し、グローバル市場への展開を図っていきたい

て、非球面レンズと超硬金型の研削加工を行い、研磨

ですね」（同）。
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超安定・超精密非球面研削加工システムの
実現

ンでは、釧路根室圏産業技術振興センターなどとの共同

予

中野英春氏

術・新製品開発賞」のものづくり部門（北海道知事賞）奨

●デジタルカメラの映像撮影においては、非球面レンズの表面誤差をいかに少なくするかが大きな課題で
ある。
●誤差の揺らぎ発生を抑制することにより、形状精度を飛躍的に高める手法と研削加工システムを開発
し、高精細デジタルカメラの高性能非球面レンズ用金型の製品化、事業化を図った。
●この成果によって、非球面レンズと超硬金型の研削加工を行い、研磨工程の大幅な作業低減が可能で
あることを示した。

地域資源活用型研究開発事業（H19～20）
研究テーマ：海洋性動物由来プロテオグリカンの実用化製造技術開発

予

算

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H13～14）
研究テーマ：超安定・超精密非球面加工システムによる光学素子創成の高精度化

㈶釧路根室圏産業技術振興センター、
バイオマテックジャパン㈱、
北海道大学、
北海道立釧路水産試験場

メンバー

㈱インテリジェント・コスモス研究機構、㈱仙台ニコン、オリンパス光電子㈱会津事業場、オリンパス光学工業㈱、
東北大学大学院工学研究科

名
称：バイオマテックジャパン株式会社
事業内容：動物・植物由来の蛋白質、脂質、糖質及び
それら複合体の生産及び販売
住
所：北海道釧路市新野24-1056
（釧白工業団地）
代 表 者：代表取締役社長 工藤義昭
U R L：www.biometecjapan.com

企業・
研究機関等
の情報

上記製品に関する連絡先

バイオマテックジャパン株式会社
Tel : 0154-68-4444
Fax : 0154-68-4445
e-mail : pg@biometecjapan.com

加工技術部部品技術課課長

相澤英徳氏

名
称：株式会社仙台ニコン
事業内容：精密加工技術、組立調整技術、
光学技術を基に精密光学製品を製造
住
所：宮城県名取市田高字原277
代 表 者：代表取締役社長 斎藤二郎
U R L：www.sendai-nikon.com

上記製品に関する連絡先

株式会社仙台ニコン
加工技術部 部品技術課
Tel : 022-384-0022
Fax : 022-384-0131
e-mail : Aizawa.Hidenori@nikonoa.net
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高速・高精度・位置決め機構「高速ナノ・スキャンニングステージ」
●1テラバイト（TB）/平方インチに達する高密度な磁気記録装置の開発や検査では、毎分15,000回転の
ディスク上に記録された50nm以下の狭ピッチで書かれたトラックを0.1nm以下の誤差で正確に追従し、
記録再生評価を行う高速で高精度な技術が必要となる。
●高速ナノ・スキャンニングステージは、ボイスコイルモータと空気静圧軸受で構成されるステージに磁気
記録検査装置（スピンスタンド）上でトラッキングを行うナノ・モーション・アクチュエータを組み込んだ
もので、低ノイズ駆動回路や高速な制御回路と組み合わせることで、“サブナノレベルの精密位置決め”
のシステム化を図るものである。

磁気記録の高密度化に要求される
高精度化と高速性の両立
秋田県産業技術総合研究センター高度技術研究所
では、磁気記録の高密度化を図るため、高速で回転する

東北地域の産業技術を活性化させ、
産業技術への応用展開に期待

ペット・美容健康・畜産業界への展開

秋田県内有数の酒処湯沢市にある秋田銘醸では、清

米糠発酵素材に含まれる脂質代謝改善成分は、被験

酒生産に伴い発生する米糠（玄米外側から15％までの表

動物の肝臓における中性脂肪等の脂質合成を抑制し、

高速ナノ・スキャニングステージは、平面内の移動（2

層部分）が年間320 トンにも達していた。「ほとんどが有効

血中中性脂肪値の上昇抑制ならびに内臓脂肪蓄積抑

従し、正確に再生する位置決め用のアクチュエータ（駆

次元）から空間内の移動（3次元）へと自由度を上げなが

利用されていないのが実状で、何とか利用できないかと

制につながり、「いわゆるメタボリックシンドローム予防効

動装置）の研究開発を行ってきた。高速ナノ・スキャンニ

ら、高速な応答と位置決め精度の向上を図っている。今

いう思いがありました」（大友氏）。そこで、米糠に含まれる

果があると考えられます」（同）。化粧品素材としては、米

ングステージは、スピンスタンドや量産用ヘッド試験機に

後は磁気記録分野だけではなく、走査プローブ顕微鏡へ

ギャバのストレス抑制や美白効果に注目し、機能性素材

糠発酵液の美白作用を確認し、新規の美白物質の単離

搭載されるトラッキング用アクチュエータをボイスコイル

の応用展開を図りながら、半導体，フラットディスプレイや

を開発すべく、平成14年から秋田県食品総合研究所と共

に成功した。また、「子豚に米糠発酵素材配合飼料を与

モータと空気静圧軸受で構成される100mmストロークス

微細加工を応用したセンサーの製造及び検査・評価な

同研究を行ってきた。本研究開発では、こうした実績を踏

えたら、発育状況がよくなり出荷日齢が短縮しました。スト

テージに組み込んだもので、低ノイズ駆動回路や高速な

ど多様な分野への応用展開を目指している。本プロジェ

まえ、乳酸発酵により高濃度ギャバを含む米糠発酵液の

レスが軽減したようで、子豚同士のケンカも減りました」

制御回路を組み合わせることで、X-Y平面内を高速に移

クトは、秋田県における“ものづくり分野に特化したチャレ

開発に成功し、平成19～20年度の2年間で、ペットフード・

（同）などの効果もわかった。さらに、本素材を多目的に利

動また走査できる位置決めシステムが構築される。「高

ンジ精神を有する地域企業の連携”を図るもので、事業

美白化粧品素材の開発、リラックス効果を高めた家畜用

用してもらうために、加工しやすい粉末化製法に成功し

速で高精度な位置決め技術は磁気記録分野だけでは

終了後も地域産業の高度化や実用化は、力強く推し進め

飼料の開発、米糠からの多機能性発酵素材（発酵液及

た。これにより、「製品ごとの要求仕様に応じて、ギャバ濃

なく、半導体やフラットディスプレイなどの製造検査装置

られている。

び発酵残渣）生産技術の開発などを行い、米糠素材の

度が異なるさまざまな形状の素材を提供できるようになり

製品化及び事業展開を行った。

ました」（同）。
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清酒製造副産物（米糠）の有効活用

磁気ディスク面のトラックに書き込まれた記録信号を追

予

森英季氏

●日本酒の生産で培った発酵技術を活用した乳酸発酵によって高濃度のγ-アミノ酪酸（GABA：ギャバ）を
含む米糠発酵素材の開発に成功。
●米糠発酵素材含有成分に対する動物実験による機能性評価の結果、肝臓細胞における中性脂肪及び
コレステロール合成を減衰させる脂質代謝改善効果を確認。
●従来に比べて数倍となるギャバ濃縮化に成功し、高濃度6.0％ギャバを含有した素材の生産法を確立
した。

開が大いに期待できる」（森氏）。

や様々な計測分野においても不可欠なもので、今後の展

上席研究員

γ-アミノ酪酸（GABA：ギャバ）を含有する機能性素材の開発と製品化

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H16～17）
研究テーマ：高速ナノ・スキャニングステージの開発

予

㈶あきた産業振興機構、
秋田県高度技術研究所、
小林工業㈱、
秋田大学、
名古屋大学、
インスペック㈱、
比内時計工業㈱、
㈱マツザワ、
㈱ライトステップ

メンバー

名
称：秋田県産業技術総合研究センター
事業内容：秋田県における産業の活性化や高度化のため、
共同研究や技術相談、施設・機器の開放、
人材育成などを実施
住
所：秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4−11
代 表 者：所長 中西大和
U R L：www.rdc.pref.akita.jp

企業・
研究機関等
の情報

上記製品に関する連絡先

秋田県産業技術総合研究
センター 高度技術研究所
Tel : 018-866-5800
Fax : 018-866-5803
e-mail : mori@rdc.pref.akita.jp

算

製造部研究室室長

大友理宣氏

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H19～20）
研究テーマ：清酒製造副産物（米糠）を用いた多目的用途素材の開発
㈶あきた企業活性化センター、秋田銘醸㈱、㈱スカイライト・バイオテック、秋田県農林水産技術センター

名
称：秋田銘醸株式会社
事業内容：酒類製造・販売
住
所：秋田県湯沢市大工町４-23
代 表 者：代表取締役社長 京野勉
U R L：www.ranman.co.jp

上記製品に関する連絡先

秋田銘醸株式会社
Tel : 0183-73-3161
Fax : 0183-72-3247
e-mail : kenkyu@ranman.co.jp
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製品概要

伝熱管洗浄装置

ボール捕集器のイメージ図

伝熱管ボール洗浄装置

KTハーモ

●ビルや工場に設置されている大型空調設備内の冷凍機の性能を維持するためには、伝熱管の定期的
な清掃が必要不可欠である。しかし、人力に頼るやり方では、冷凍機を停止させる必要があり、頻繁に
清掃することも難しい。
●日立設備エンジニアリングでは、スポンジボールを伝熱管に通過させて汚れを落とす装置を開発し、
2007年から販売している。この装置は、スポンジボールを伝熱管に送り込むための特殊なポンプを必要
としないほか、新しい方式のボール捕集器を開発してスポンジボールと冷却水の分離部分で目詰まりが
起こりにくいように工夫されているなど、画期的な技術が盛り込まれている。
●小型のビル設備から高層ビル空調設備にも対応が可能なこの装置が国内で普及していけば、省エネル
ギーにもつながるものと期待される。

スポンジボールのコントロールが全てのカギ
冷凍機の伝熱管の中を、伝熱管より少し大きい外径の
スポンジボールが冷却水と一緒に圧縮されながら流れて

ることが可能となった。

研究開発は製品をイメージして行う

である。KTハーモは、そうした工場・ビルの安全を守るた
めに日夜稼働している。

関東特機では、以前から工場の省電力をコンサルティ
ングする事業を手掛けており、工場やビルの電力を1週間

現場の持つ経験や知見を
学問的な理論と結び付ける

「研究開発では参加メンバーの間で、市場に出す製品

に渡って測定する経験を積み重ねていた。その中で、高

では、スポンジボールをコントロールすることが全てのカギ

のイメージが固まっているとうまく進みやすいですね」（川

調波が電気機器の異常作動や電力消費の増加を起こし

である。これまでも同じ発想の製品はあったが、管内を

畑氏）。研究開発は常にうまくいくとは限らない。しかし、開

ていること、低圧コンデンサを設置すると変圧器の損失

「われわれのデータは膨大だったが、理論とは結びつ

巡って汚れを付けて戻ってきたスポンジボールを冷却水

発者の間に製品イメージが共有されていると、アイデア

が減少することなどを経験的に把握していた。本研究で

いていなかった。大学の専門家の力を得て、理論に結び

と分離して回収するところ（ボール捕集器）で目詰まりが発

や検討の方向性が集約しやすく、コミュニケーション

は、宇都宮大学と共同研究により、高調波を把握・削減

付けることができたのは非常に有効でした」（同）。同社の

生しやすいという大きな欠陥があった。本プロジェクトで

ギャップによる失敗リスクを最小限にとどめることができ

し、省電力を実現するシステムを開発した。「当社が地道

ように、貴重なデータを蓄積している現場は多い。そうした

は、スポンジボールと冷却水を吸い込む入口管と、フィル

る。また、本製品のように、省エネルギーに貢献するという

に積み重ねてきたデータを何とか製品化に結び付けられ

データを今回の共同研究のような形で、理論化すること

ターを付けて冷却水のみを通す出口管を組み合わせ

社会的意義がある開発プロジェクトでは、「世の中のため

ないかと思いました」（鈴木代表取締役）。現在既に100以

ができれば、製品化の可能性は高まるものと期待される。

て、捕集器内で旋回流を発生させ、スポンジボールのみ

にこの事業を進める」という使命感も成功を後押しするよ

上の工場で導入されており、5年後には現在の10倍以上

「地域の大学や研究機関にはさまざまな研究者が存在し

を吸い取るという画期的なシステムを開発した。これによ

うだ。

の売上を見込んでいる。わが国では、高度成長期に多数

ており、機会を見つけて連携していくべきですね」（同）。

予

算

メンバー
企業・
研究機関等
の情報

工事エンジニアリング事業部
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電流に着目した対応はまだまだなされていないのが現状

地道なデータの積み重ねが
イノベーションの基盤

いき、管の内側に着いた汚れを取り除く仕組みの本装置

り、目詰まりなく、全く自動的にスポンジボールを循環させ

川畑育生氏

●近年、インバータ機器をはじめとするパワーエレクトロニクス機器の普及により、工場やビルの電流に
高調波が増大する傾向にある。配電系よりの流入高調波及び自構内で発生する高調波電流により機器
の誤動作や変圧器の損失等の障害が発生する恐れがある。
●ＫＴハーモは、徹底した受変電設備の測定を基礎にして、流出入高調波を抑制し、受電設備の誤動作
予防や電力の損失を軽減する設備である。
●ＫＴハーモが、高調波電流の約50％を吸収し、配電系等への高調波の流出を抑制するほか、力率の
改善や負荷設備が要求する無効電力を相殺し省電力を実現し、効率的な電力環境を構築する。
●ＫＴハーモはＣＯ２削減推進型高低圧配電盤に内蔵されるユニット型でできている。

の工場・ビルが建設され、現在も稼働しているが、高調波

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H17～18）
研究テーマ：新規な省エネ効果のある冷凍機用洗浄装置の研究開発

予

㈶日立地区産業支援センター、
筑波大学、
㈱イーピーテック、
日立設備エンジニアリング㈱、
㈲錦工業

メンバー

名
称：日立設備エンジニアリング株式会社
事業内容：高速自動組立機の製造販売、
電力・産業用設備の製造販売、
電源・空調等工事、環境・ESCO事業
住
所：茨城県日立市会瀬町2丁目9番1号
代 表 者：取締役社長 平木明敏
U R L：www.hitachi-hisec.co.jp

企業・
研究機関等
の情報

上記製品に関する連絡先

日立設備エンジニアリング株式会社
東京営業所
Tel : 03-3256-1761
Fax : 03-3256-1764

算

代表取締役

鈴木廣明氏

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H16～17）
研究テーマ：高調波を含む受変電設備の損失評価・高効率設計支援システムの開発
㈶栃木県産業振興センター、関東特機販売㈱、宇都宮大学

名
称：関東特機株式会社
事業内容：自動販売機の設置工事・保守・整備、
省エネルギー測定診断解析、省スペース提案
住
所：栃木県小山市萱橋1260-11
（小山第二工業団地内）
代 表 者：代表取締役 鈴木廣明
U R L：www.kanto-tokki.co.jp

上記製品に関する連絡先

関東特機株式会社
Tel : 0285-49-0200
Fax : 0285-49-0204
e-mail : info@kanto-tokki.co.jp
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無線通信モデム「moderno（モデルノ）」シリーズ
●複数の通信方式や各種上位装置との相互運用が可能な無線通信モデム。周辺機器を変更すること
なく、場所や用途に合わせた通信方式が選択でき、通信方式が異なる場合には同一システム内で複数
の通信方式を混在させることが可能になる。双方向接続が可能で、信頼性の高いユビキタスネット
ワーク環境を実現できる。
●海外の通信方式にも対応しており、modernoをお客様のシステムに取り付けることにより、グローバルな
ネットワーク展開が可能になる。また、モデムの状況や電波状況の履歴を遠隔で調査することができ、
障害復旧に必要な人件費や時間を大幅に低減することができる。

現場のニーズから生まれた
研究開発プロジェクト
自動販売機や自動車などの上位装置に無線通信モ

めたのです」（中島氏）。

modernoで、お客様に新たな付加価値を

迅速、正確に手術箇所を確認でき、
患者に苦痛を与えないツール

機能を備えており、患者を固定したり標識に顔を付けたり
するという、余計な苦痛を与える従来製品の欠点を克服
している。

近年、蓄膿症の手術に、内視鏡が用いられる事例が

相互運用性、双方向性、信頼性の実現を目的に、

増えている。しかし、手術を施す患部近くには脳や眼など

通信が可能になる。このようなユビキタスネットワーク社会

数々の苦難を経て、どの通信方式に対しても安定した接

人間の生存に関わる重要な器官が密集しているため、細

の実現は眼の前にあるが、解決すべき障壁も少なくない。

続が可能な無線通信モデムmodernoが完成。平成18年

心の注意が求められる。このため、医療画像を用い、どこ

平成16年当時、サンデンでは、自販機の販売データ、故

10月の販売開始後、順調に売上を計上している。システ

に、どのような形で手術箇所があるのかをカーナビゲー

障データなどを収集する自販機情報収集システムを手

ム・機器メーカーに対するモデム販売のみならず、通信に

ションのように知らせてくれる機能が求められていた。

掛けていたが、複数の機種や通信方式に対応できるモ

サービスを付加して提供するサービス提供モデル、利用

この製品の特徴は、手術箇所を迅速かつ正確に確認

海外からの輸入し、副鼻腔の内視鏡手術に用いるしかな

デムがない、通信方式によってIPによる下り接続ができな

者に対する情報販売（データセンターを活用した情報

できることである。手術している場所や、患部にたどり着く

かった。本製品は光技術を用いた革新的な製品であり、

い、通信が不安定などの状況に難渋していた。「これらの

サービス）も展開している。「多くの引き合いをいただいて

までの道のりを、手術前に撮影したコンピューター断層画

「この製品の開発が可能となったのは、光技術や3D画像

課題を解決するためには自らモデムをつくるしかないと思

います。弊社にとって、このモデムは、新しい付加価値を

像の上に表示する機能を備えており、従来の汎用的な手

処理ソフトウェア産業に優位性を持つ浜松地域の企業と

い、社内や通信会社に相談したところ、関心が高いことが

生み出すための装置、新しいお客様を開拓するツールと

術ナビゲーターと比べて使いやすく術者の負担を軽減

の連携があってこそ」（山本准教授）であった。地域の優

わかりました。弊社単独では実現が困難だったので、関係

して機能しています」（中島氏）。

し、また術者は手術に専念することができる。また、患者が

位性をフルに活用した画期的な製品である。

予

算

メンバー
企業・
研究機関等
の情報

電子事業部事業部長
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●光学式に“面”を検出し、形状をマッチングさせることにより、
位置合わせの自動化と患者の動きに追従する機能を持った、
副鼻腔内視鏡手術用ナビゲーションシステム。
●副鼻腔の内視鏡手術に特化し、患者に余計な苦痛を与えない。
●一般の市民病院でも導入な価格帯を狙った利用しやすい製品。

デムを組み込むことで、人とモノ、モノとモノの間のデータ

各者の協力を得て、地域コンソ事業として研究開発を始

中島和也氏

内視鏡手術ナビゲーター

当初世界中を見ても副鼻腔の手術専用の内視鏡ナビ
ゲーターはなく、脳神経外科に用いられるナビゲーターを

動いても即座に追従するため、位置合わせを迅速に行う

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H16～17）
研究テーマ：共通インターフェースによる相互運用可能な無線通信モデムの開発

予

サンデン㈱、
ＫＤＤＩ㈱、
サンデンシステムエンジニアリング㈱、
㈱高崎共同計算センター、
群馬大学、
群馬県立群馬産業技術センター

メンバー

名
称：サンデン株式会社
事業内容：自動車機器システム、流通システム、
住環境システム等の製造販売
住
所：東京都台東区台東1-31-7（東京本社）
代 表 者：代表取締役社長 鈴木一行
U R L：www.sanden.co.jp

地域の優位性を活かした、
日本人に合った製品の開発

企業・
研究機関等
の情報

上記製品に関する連絡先

サンデン株式会社
Tel : 03-3833-7492
Fax : 03-3833-1219
e-mail : nakajima_kazuya@sanden.co.jp

算

光量子医学研究センター准教授

山本清二氏

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H19）、地域イノベーション創出研究開発事業（H20）
研究テーマ：患者の動きに追従する内視鏡手術ナビゲーターの事業化
㈶浜松地域テクノポリス推進機構、
㈱アメリオ、
浜松医科大学、
永島医科器械㈱、
パルステック工業㈱

名
称：財団法人浜松地域テクノポリス推進機構
事業内容：産学官連携の強化及び共同研究の推進、
地域産業技術の調査研究及び技術開発など
住
所：静岡県浜松市中区東伊場二丁目7-1
浜松商工会議所会館8階
代 表 者：理事長 石村和清
U R L：www.hamatech.or.jp

上記製品に関する連絡先

国立大学法人浜松医科大学
Tel : 053-435-2391
Fax : 053-435-2092
e-mail : seijiy@hama-med.ac.jp
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夏季におけるドライミスト噴霧状況

六本木ヒルズ66プラザ（東京）

サーモ画像（ミストは青色。高温部
ほど赤く表示）

ドライミスト・システム

高精細・忠実色再現静止画カメラ及びイメージングシステム
●人が見ることができる全ての色の正確な取得、超高解像度、広ダイナミックレンジを実現。
●カメラとデータベースの活用により、熟練者の目視検査に匹敵する機能を実現可能。ライン生産性の
向上と商品の高付加価値化を可能に。

視覚の色域全ての色を
忠実に取得するカメラ
画像システムは近年、電子商取引などさまざまな用途

点を克服し、広い色域を忠実な色で、かつ高精細な撮影
ができるカメラの開発に成功。また、撮影した色の情報を
蓄積するデータベース機能も同時に開発し、色評価をよ
り正確に行えるシステムとしている。

に用いられ始めており、またディスプレイの発達も目覚まし
い。しかし、そうしたシステムや製品の発達の一方で、カメ
ラやディスプレイによって色の取得精度や再現性が不十

色評価がもたらす、潜在市場との新連掲

●ノズルから噴霧される超微細な霧状水滴の気化熱を利用した夏季の外気冷却システム。平均で2℃～
3℃程度の気温低減効果が期待できる。
●噴霧されるミストは、濡れたという感覚（ベタ付き感）がなく、またボタ落ちのないシステムであるため、
人の居住域への噴霧が可能。
●温度、湿度、風速、降雨といった気象条件を基にした自動制御運転も可能。
●水とわずかなエネルギーで効率的に気温を下げる、環境にやさしい技術。
※ドライミストは、能美防災㈱の登録商標です。

“打ち水”の効果を大規模に発揮

新市場を拓き、その先頭を走り続ける

ヒートアイランド現象の緩和策としては緑化や風の道

ノズルは単一ノズルとそれを6つまとめた形のクモ型ノ

などの方法があるが、インフラ投資の難しさからあまり実

ズルの2種類があり、ステンレス製のためメカニカルな雰

現されていない。一方、古来日本の夏の風物詩であった

囲気をもつデザインとなっている（第7回環境・設備デザイ

“打ち水”は実にシンプルな方法だが、人手を要し、面的

ン賞のBE賞を受賞）。主要配管をステンレス製としたの

な広がりを持つヒートアイランドには対処が難しい。そこで

は、人体への影響も考慮し、水の品質保持を重視したた

分だったり、解像度が低かったりするなどの課題は残った

色を正確に表現できる機能を求める市場は数多い。

打ち水と同様の水の蒸散効果を大規模に発揮する方法

めである。愛知万博のグローバルループへと採用されて

ままであった。こうした技術的課題を解決するための製品

例えば化粧品など、微妙な色感の表現が必要不可欠な

として注目されたのが“濡れない”水の霧「ドライミスト」で

から注目度も高まり、毎年10件程度の受注を積み重ねて

を目指し、本事業はスタートした。

商品開発には、絶対的な色の基準を用い、さまざまな色

ある。「噴霧する霧がぼたぼた落ちてこないようにするた

いる。「まったく新たな技術でしたので当初はかなりインパ

通常のカメラは認識できる色の範囲が目で認識できる

分布を評価する機能を持つ本製品が大いに役立つと考

めに、一定圧力で、しかも霧の大きさをある程度均一にす

クトがありました。現在類似製品が多数出てきています

範囲よりも狭く、そのために画像処理を施すことにより、実

えられる。「画像に関連するすべての機器に広まる可能

ることが難しいのです」と担当者の中野氏。制御方法やノ

が、先行者として市場シェアを確保しています。今後はド

物とは異なる色で撮影してしまう。また明るい部分と暗い

性を秘めた事業であり、大切に育てていきたいです」（下

ズルの開発によって課題を克服し、粒径16ミクロンの水の

ライミストの認知度をさらに高め、市場を拡大していきた

部分が混在する対象を撮影する際には、従来は暗い部

平教授）。大学が持つ研究実績と地域企業が持つ技術

霧を、温度、湿度、気流などの環境条件に合わせて自動

いです」（中野氏）。

分の画像が黒くつぶれてしまうことが多かった。これらの欠

力が融合した、産学連携の好事例と言える。

制御するシステムの開発に成功した。

予

算

メンバー
企業・
研究機関等
の情報

地域イノベーション創出研究開発事業（H20）
研究テーマ：高精細・忠実色再現静止画カメラ及びイメージングシステムの開発

予

静岡大学、
ノブオ電子㈱、
㈲パパラボ

メンバー

名
称：国立大学法人 静岡大学 工学部
住
所：静岡県浜松市中区城北3-5-1
U R L：www.shizuoka.ac.jp

企業・
研究機関等
の情報

上記製品に関する連絡先

国立大学法人 静岡大学
静岡大学工学部教授

下平美文氏
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Tel : 053-478-1117
Fax : 053-478-1117
e-mail : ttsiray@ipc.shizuoka.ac.jp

算

環境・エネルギーソリューション部

中野孝司氏

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H15～16）
研究テーマ：ドライミスト蒸散効果によるヒートアイランド抑制システムの開発
清水建設㈱、
名古屋大学、
中部電力㈱、
能美防災㈱、
㈱川本製作所、
㈱トーキン

名
称：清水建設株式会社
事業内容：建築・土木等建設工事の請負（総合建設業）
住
所：東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館
代 表 者：代表取締役社長 宮本洋一
U R L：www.shimz.co.jp

上記製品に関する連絡先

清水建設株式会社
Tel : 03-5441-0873
Fax : 03-5441-0327
e-mail : nakanot@shimz.co.jp

23

製品概要

製品概要

モイスチャークリーム

抗加齢機能性サプリメント

抗加齢化粧品「ルバンシュモイスチャークリーム」

色弱模擬フィルタ「バリアントール」
●色弱者が感じる色の見分けにくさを、一般色覚者が体験できるようにした、ポータブルなユニバーサル
デザイン支援ツール。
●P型強度（1型2色覚、赤い光を主に感じるL錐体が無い人）、D型強度（2型2色覚、緑の光を主に感じる
M錐体が無い人）の色弱者の見える世界を一枚の光学フィルタで再現。製品をかけて見るだけで、リアル
タイムに色の見分けにくさを体験できる、世界初のP・D複合型フィルタ。

●干柿生産の廃物である柿皮や未熟果に含まれる高分子ポリフェノールを
吸収しやすい低分子型とし、柿渋のタンニンを原料にした素材の機能性
を評価した。
●明治薬品から、柿ポリフェノールオリゴマー素材を生産し、配合サプリ
メントの打錠品や廣東メシマコブ1100&柿ポリフェノールを開発・製造して
いる。
●ルバンシュは、柿ポリフェノールオリゴマーを配合したモイスチャー
クリームを製造・販売した。

きました」（布沢氏）。

柿皮や未熟果からの柿ポリフェノール抽出
干し柿の産地では、むいた皮や間引きした未熟果の処

正確かつ手軽に見分けにくい配色を
確認できるツール

D」を開発するなど、継続的な事業化が行われている。

理が農家の悩みであった。このような未利用素材を何と
か有効利用できないかと、柿皮の含有成分を利用する

柿ポリフェノールには、糖尿病などの生活習慣病や加

カラーユニバーサルデザインが浸透した
社会作りに貢献

研究が開始された。柿タンニンを原料に、低分子化技術

齢性疾患を持つ疾病モデル動物による効能評価試験の

により柿ポリフェノールオリゴマーを製造し、機能性の評

結果、脂質代謝の異常を改善する知見が得られたことを

価を行ったところ、茶カテキン類やブドウ種子、松樹皮か

受け、柿ポリフェノールオリゴマーを主成分とし、生活習慣

と。本事業で完成した世界初の機能性分光フィルタをレ

近年のユニバーサルデザインに対する認識の拡大と

ら精製された市販ポリフェノールに比べ、2～3倍強力な抗

病や加齢疾患の予防と回復に有効な抗加齢機能性食

ンズに用いたメガネタイプにすることにより、特殊な設備

ともに、本製品の認知度も順調に高まっており、色遣いに

酸化能を有することや、さまざまな疾患の発症原因の一

品（錠剤、ドリンク）、抗加齢化粧品（クリーム）などの商品

や技能なしでも利用できる製品となった。また、かけて見

対する優れたエビデンスを求めるデザイン業、障害者に

つとなる転写因子NF-κB の活性化阻害作用を有するこ

開発が進められた。安全性確認の後、わが国で初めて柿

るだけという特性から、色弱者の見え方をリアルタイムで

優しい街づくりを目指す行政機関などで広く用いられてい

とを確認。製品化の目途をつけた。短期間で成果をあげ

ポリフェノールオリゴマー配合による保湿クリームを製造

体験できる。

る。また当初は想定していなかったが、的確なインフォー

た背景には、「大学、公的研究機関の貢献が大きかった

販売することができた。「この商品開発は、産学官連携の

本製品は、開発当初から事業化を強く意識した開発を

ムド・コンセントの提供に資するという点から、眼科医から

です。長崎大学では化学構造の解明や柿高分子ポリ

成果であり、地域活性化につながると大いに注目されまし

行っている。例えば外部評価委員会を設置し、学術的視

の引き合いも増えている。「色弱を持った人々が暮らしや

フェノール低分子化の道筋を示し、金沢大学ではポリフェ

た。地域資源の発掘や新製品の市場開拓には、こうした

点、ユーザー視点の両方から、綿密なシミュレートを行っ

すい社会を実現するために有用な製品であり、技術的に

ノールオリゴマーによる美白効果、富山大学では生活習

メディアとの連携も重要だと実感しています」（千田氏）。

た。そうした計画が功を奏し、新たにルーペ型「バリアン

優れているというだけでなく、極めて社会性の高い事業と

慣病の改善効果を実験動物を用いて検証することがで

トールパンケーキ」や、P型強度とD型強度を個別に体験

言えます」（中内教授）。

色弱模擬フィルタ「バリアントール」の大きな特徴は、色
弱者が見分けにくい配色を手軽かつ簡単に確認できるこ

することのできるルーペ型「バリアントールパンケーキP・

予

算

メンバー
企業・
研究機関等
の情報

豊橋技術科学大学教授

中内茂樹氏（工学博士）
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柿ポリフェノール含有製品の開発

予

メンバー

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H17～18）
研究テーマ：光学薄膜技術と色覚理論の融合による機能性分光フィルタの開発

企業・
研究機関等
の情報

㈱サイエンス・クリエイト、
豊橋技術科学大学、
伊藤光学工業㈱、
高知工科大学

名
称：伊藤光学工業株式会社
事業内容：眼鏡レンズ各種コーティング、プラスチック
レンズ製造、コンタクトレンズ製造、
産業機器用光学薄膜部品製造
住
所：愛知県蒲郡市宮成町3-19
代 表 者：代表取締役社長 伊藤寛
U R L：www.itohopt.co.jp

上記製品に関する連絡先

伊藤光学工業株式会社
Tel : 0533-69-3311
Fax : 0533-69-6333
e-mail : inquiry-jp@variantor.com

算

明治薬品㈱ 研究開発部部長

布沢哲二氏(右)
㈱ルバンシュ 代表取締役

千田和弘氏(左)

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H18～19）
研究テーマ：柿ポリフェノールオリゴマーを用いた抗加齢機能製品の開発
㈶北陸産業活性化センター、
金沢大学、
富山大学、
長崎大学、
石川県農業総合研究センター、
明治薬品㈱、
㈱ルバンシュ

名
称：明治薬品株式会社
事業内容：医薬品・医薬部外品・化粧品・
健康食品の製造及び販売
住
所：富山県富山市三郷6番地
（富山本部）
U R L：www.meijiyakuhin.co.jp

上記製品に 明治薬品株式会社
関する連絡先 Tel : 076-478-1110 Fax : 076-478-5773

e-mail : t-nunozawa@meijiyakuhin.co.jp

名
称：株式会社ルバンシュ
事業内容：化粧品及び医薬部外品の
製造・販売
住
所：石川県能美市旭台
2丁目5番地3
U R L：www.revanche.co.jp

株式会社ルバンシュ
Tel : 0761-52-0455 Fax : 0761-52-0466
e-mail : senda@revanche.co.jp
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製品概要

高機能チタン合金をレーザ加工した「ラインアートフレーム」
皮膚清拭用洗浄水「メディウォッシュ（MEDI-WASH）」
●海洋深層水由来の等張液。人体の体液と浸透圧が等張に調製されているので、しみにくく傷ついた皮膚
にも痛くない皮膚清拭用洗浄水である。
●医療現場での使用を考えて加圧加熱滅菌処理しており、殺菌剤や保存剤を一切使用していない。病院や
介護施設などで使用されており、自然治癒機能が低下した高齢者の創傷や褥創治癒への支援効果がある。
●富山湾の深層水という地域資源を活用した製品である。

海洋深層水に由来した等張液の研究開発
海洋深層水は資源的には無尽蔵であるが、飲用以外
には有効活用されているとは言い難い。そこでこれを脱

メガネフレームの国内生産シェア96％、「めがねのま
ち」として知られる福井県鯖江市。一方で、フランドやデ

現した。

チタンの特長を活かし、高機能商品を開発

海洋深層水の脱ミネラル濃縮液を分析した結果、表

ザインでは欧米諸国、価格ではアジア諸国との厳しい競

レーザ接合装置は、接合部の高い信頼性、工程の簡

液）として調製し、その機能性と有用性の評価を行ったの

層水にはほとんど含まれないγ-アミノ酪酸（ギャバ）、グル

争下にあり、「メガネフレームの製造工程でも、機能やデ

素化、低コスト化、また環境負荷の低減・削減を図るもの

が本プロジェクトである。きっかけは、鮮魚の保存に使わ

タミンなどの有機成分が高濃度に検出された。「ギャバに

ザインなどで付加価値の高い製品を開発しなければなり

である。「フレームデザインの主流は細みでシンプルなも

れている海洋深層水を、研究用の臓器保存にも利用で

は炎症抑制作用があるので、深層水の創傷治癒作用の

ません。鯖江のメガネ業界では、材質の高機能化が進め

のへと移っています。柔軟性としなりに富んだチタンは、こ

きないかという富山大学医学部からの申し入れであった。

一因ではないかと、動物実験により等張液を滴下したマ

られ、チタン合金に代表される高融点金属の使用が急増

のニーズをぴったり満たしつつ、デザインの洗練さと、フ

この検証試験により、「海洋深層水から分離した等張液

ウスの損傷皮膚細胞を観察した結果、細胞修復に伴い、

しています」（中村氏）。製造工程における重要な課題は、

レームの軽量化を実現できます。強度の制約が小さいた

は、従来の生理食塩水より摘出臓器が長く保存できると

コラーゲンの蓄積、血管新生などが生じるメカニズムが

高品質で微細な高融点金属接合技術であり、生産性を

め、デザイナーも自由な発想でメガネフレームをデザイン

の評価をいただきました」（溝口氏）。その後も海洋深層水

明らかになりました」（同）。その応用品（ゲル化剤）を塗布

高めるためのチタン接合の高効率化である。シャルマン

できると満足しています」（同）。平成21年に発売されたエ

の研究を継続。「まず、深層水に含まれる有機成分を分

したマウスでは、紫外線による皮膚障害の改善効果も認

では、ふくい産業支援センターの地場産業支援を受け、

クセレンスチタン材の「ラインアートフレーム」は、レーザ

析し、細胞機能を保持延長させる作用や傷ついた皮膚

められた。「医療現場以外では、事故・災害の応急備蓄と

大阪大学接合科学研究所と共同開発したNd：YAGレー

溶接でしかできない微細なデザインでありながら強靱な

修復時の生理活性作用などを確認しました。次に、ヒト及

して保管し、創傷や火傷の清拭に使用してもらいたいで

ザ（ネオジウム：イットリウム・アルミ・ガーネットパルスレー

弾性を維持し、売れ筋商品になった。「今後は、こうした高

び動物を対象とする等張液試作品の有用性と用途を検

す。また、アトピーやニキビ洗浄にも効果があるので、スキ

ザ）による高融点金属接合装置と高信頼性接合を可能

価格帯の製品で新市場を開拓していきます」（同）。

討しました」（同）。こうした研究開発が、清拭洗浄剤、外用

ンケア用途にも使えるはずです」（藤井氏）。

にする品質保証ソフトを兼備させた微細接合技術を実

算

メンバー
企業・
研究機関等
の情報

研究開発部研究開発課係長
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創傷治癒効果の解明と製品の認知に向けて

レーザによるチタンフレームの微細接合

塩し、海洋深層水の等張液（体液と浸透圧がほぼ等圧の

予

溝口訓弘氏

剤、化粧品などの製品化に結びついていく。

●チタン合金製(エクセレンスチタン)のラインアートフレームは、レーザ溶接でしかできない微細なデザイン
で強靱な弾性を維持し、軽くて顔にフィットする高級メガネフレームとして好評。
●チタンフレームのメガネは、肌の弱い人にも金属アレルギーを起こさない、ステンレス製品の約半分の
重さで掛けたことを忘れさせるほど軽い、酸性雨にも腐食せず汗にも錆びないなどの特性がある。素材
として理想的ではあるが、加工が非常に難しかった。微細レーザ接合技術を駆使して、初めて製品化
が可能になった。

地域資源型研究開発事業（H19～20）
研究テーマ：海洋深層水分離加工技術より製した分離水による創傷ケア製品開発

予

五洲薬品㈱、
㈱美肌倶楽部、
ライオン商事㈱、
富山大学、
医療法人さわらび会、
和歌山県立大学、
富山市民病院、
鹿児島大学

メンバー

名
称：五洲薬品株式会社
事業内容：医薬部外品・化粧品・機能性食品飲料、
雑貨の製造販売及び輸出入
住
所：富山県富山市花園町1丁目1番5号
代 表 者：代表取締役 藤井侃
U R L：www.goshu.co.jp

企業・
研究機関等
の情報

上記製品に関する連絡先

五洲薬品株式会社
お客様相談室
Tel : 0120-333058
URL : www.goshu.co.jp

算

開発課エキスパート

中村浩氏

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H16～17）
研究テーマ：高品質レーザによる高融点金属微細接合装置の開発
㈶福井県産業支援センター、
大阪大学、
㈱ファインディバイス、
三菱重工業㈱、
㈱ホリカワ、
福井県工業技術センター

名
称：株式会社シャルマン
事業内容：メガネフレーム、サングラスの商品企画・
デザイン・製造及び販売
住
所：福井県鯖江市川去町6-8
代 表 者：代表取締役会長 堀川馨
U R L：www.charmant.co.jp

上記製品に関する連絡先

株式会社シャルマン
Tel : 0778-51-2295
Fax : 0778-51-5015
e-mail : info@charmant.co.jp
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製品概要

製品概要
脂肪酸メチル化試薬キット

ＳＤＳ電気泳動試薬セット

2次元電気泳動試薬キット
キャピラリーカラム「MonoCap」シリーズ
●世界初のキャピラリーHPLC用シリカモノリスカラム。一体型構造のシリカゲルであるシリカモノリスを
キャピラリーカラムとして使用することで、優れた分離能力と高い耐久性を実現。
●従来の粒子充填型キャピラリーカラムと異なり、モノリスカラムはシリカが一体型で形成されているので、
フィルターを必要としない。そのため、カラム内デッドボリュームによる試料拡散が抑えられ、微小流量
LC-MS分析での高感度化が望める。
●また、カラム全体の空隙率が85%以上を占めており、高流速の分析においても安心して使用できる。

ライフサイエンス研究を支える分離技術
分析化学、生化学の研究開発において、物質を分離

（脂肪酸メチル化試薬キット、
メチル化脂肪酸精製キット）

●脂肪酸のガスクロマトグラフィ分析の前処理として一般的な脂肪酸のメチルエステル化を、従前よりも
飛躍的に簡便、安全、迅速に行うことを可能にした試薬キット。
●脂肪酸をメチル化するキットと、メチル化した脂肪酸を精製するキットの2種類から構成される。
●従来法（要加熱）よりも緩やかな条件（37℃）で脂肪酸をメチル化することが可能。

的意見を引き出していくという能動的な姿勢を確立でき

リーダーのマネジメントにより、
産学官の意識がひとつに

たのです」（木全氏）。

る、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）は、今や化学分

間に液を通して成分を分離するが、同社のものは隙間に

1990年代後半、バイオテクノロジーの進展が急となる

析に不可欠であるが、この装置は、カラム（筒状容器）に

相当する穴を持った多孔質の棒状のシリカゲルを使う、

中、研究・開発向けの化学物質を主とする試薬提供事業

分離材料を詰め、そこに液体に溶かした多成分の試料を

棒状一体型（モノリス）ゲルである。「粒状よりも一体型の

の新たな展開として、生化学系の研究用試薬の製品開

流し、試料と分離材料との親和性や分子の大きさ差異を

方が分離性能がよいのは理論的・実験的に確認されて

発にも取り組み始めたナカライテスク。京都市産業技術

試薬開発は成功。平成18年に2次元電気泳動用試

利用して成分を分離するものであり、装置の性能は分離

いましたが、製作が難しく、製品化されていませんでした。

センターと実施予定だった電気泳動関係の試薬の共同

薬、翌年に脂肪酸分析用メチルエステル化試薬の販売

材料の性能に大きく依存する。この分離材料の研究開発

京都大学、産総研、ジーエルサイエンスなど産学官の協

研究が、いつの間にか大規模な研究開発プロジェクト

にこぎつけた。「ライフサイエンス分野の研究を行いやす

に特化したベンチャー企業が京都モノテックであり、同社

力を得て、これを製品化し、販売にこぎつけることができ

となり、地域コンソ事業の採択を受ける。「当初は、研究

くする製品をメイドインジャパンで提供し、学術・産業の発

の「モノリスゲル」は、分離精度を、従来製品比で約100倍

ました。キャピラリーHPLC用シリカモノリスカラムとして製

者の方々の技術にかける思いと、我々企業の売れる製品

展に貢献したいというのがコンソーシアム研究開発事業

にまで高めることに成功している。

品化されているものとしては今でも世界唯一です」（水口

を作ろうという思いがうまくかみ合わずに、戸惑いました。し

の目的でした。事業終了後もその実現に向け、お客様に

社長）。近年、業界各社から液クロ分析装置が製品化さ

かし、プロジェクトリーダーが、コンソ内の多くのサブテー

使いやすい製品を、適切な価格でという、日本のものづく

れ始め、その一部品として活用されるようになってきた。ま

マの進捗に適切なアドバイスを与え、ばらばらな意見を

りの特長を発揮していけるよう、努力を重ねています」。国

た、海外製薬会社からのOEM販売も開始された。今後の

整合して、メンバーのモチベーションを高めるように運営

産試薬によるチャレンジはまだまだ続いている。

販売増が期待される製品である。

されました。そこで我々も、試作品を作り、研究者から具体

算

企業・
研究機関等
の情報
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脂肪酸分析用メチルエステル化試薬

通常カラムには小さな球状の粒を詰めて、粒の間の隙

メンバー

水口博義氏

●タンパク質を等電点と分子量の違いにより分離するための電気泳動用試薬セット。処理過程に対応した
3種類のセットから構成されており、必要に応じて補充でき、試薬のむだがない。
●試薬の調製量をコントロールすることで、ミニゲルからラージゲルまで使用可能。
●安価な装置の投資で、手軽に2次元電気泳動が可能。

する材料は非常に重要である。例えば、「液クロ」と呼ばれ

予

代表取締役

世界唯一のキャピラリーHPLC用
シリカモノリスカラム

（等電点電気泳動試薬セット、2次元電気泳動ゲル
処理試薬セット、SDS電気泳動試薬セット）

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H14～15）
研究テーマ：ポストゲノム解析用マイクロHPLCの開発

予

㈶大阪科学技術センター、
京都大学、
神戸大学、
大阪大学、
奈良先端科学技術大学院大学、
京都工芸繊維大学、
三重大学、
(独)産業技術総合研究所、
ダイセル化学工業㈱、
㈱三菱化学生命科学研究所、
和研薬㈱、
㈱京都モノテック、
ジーエルサイエンス㈱、
テクノクオーツ㈱

メンバー

名
称：株式会社京都モノテック
事業内容：液体クロマトグラフィー用カラム、DNA精製キット、
各種分離媒体の開発・製造
住
所：京都府京都市上京区河原町通今出川下る梶井町
448番5 クリエイション・コア京都御車301号
代 表 者：代表取締役 水口博義（工学博士）
U R L：www.k-monotech.co.jp

企業・
研究機関等
の情報

上記製品に関する連絡先

株式会社京都モノテック
Tel : 075-950-6161
Fax : 075-950-6162
e-mail : monotech@
k-monotech.co.jp

算

取締役 研究・開発部長

木全一博氏

ライフサイエンスの発展に貢献する
“メイドインジャパン”試薬を

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H16～17）
研究テーマ：ポストゲノム解析を簡便にする生体試料精密分画キットの開発
㈶京都高度技術研究所、
京都大学、
京都府立大学、
大阪市立大学、
(独)産業技術総合研究所、
京都市産業技術研究所、
東洋紡績㈱、
ナカライテスク㈱、
月桂冠㈱、
㈱京都モノテック、
㈱プロフェニックス、
㈱バイオエックス、
アプロサイエンス
㈱、
N.A gene㈱

名
称：ナカライテスク株式会社
事業内容：リサーチケミカル（試験研究用試薬）、
ファインケミカル（化成品）、臨床検査薬及び
その周辺機器の製造・販売等
住
所：京都府京都市中京区二条通烏丸西入東玉屋町498
代 表 者：代表取締役社長 半井隆利
U R L：www.nacalai.co.jp

上記製品に関する連絡先

ナカライテスク株式会社
Tel : 075-932-1818
Fax : 075-922-9208
e-mail : info.gijutsu@
nacalai.co.jp
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製品概要

製品概要

ミクロのプラスチック球「ハヤビーズ」

レンズ一体型赤外線アレイセンサ用真空封止技術
●6パッケージを1シート上に形成したマルチセラミックパッケージ及び専用のレンズ、キャップなどの部材
を、真空封止装置内で組み立てるプロセス技術。
●大きな真空槽で、多数の赤外線センサを一括真空封止することにより、生産性を高め、製造コストを低
減。また、レンズを一体化してパッケージすることで、システム構築を容易にし、導入コストの低減を図る。
●安価な単画素センサと比べて高機能・高性能であり、高機能な赤外線イメージセンサと比べて低価格で
あるという新たなセンサで、赤外線センサ用途の拡大を目指す。

赤外線センサの新たな領域を切り拓く

もに、それをハイエンドセンサと比較して圧倒的な低コス
トで提供することが必要である。すなわち、単画素のセン

に伴い生産量を8倍へと拡大した。この結果、地域コンソ
後に売上は急激に伸び始めている。

サをアレイにし、さらに真空封止をすることで感度を向上

ネの分野で赤外線センサへの関心が高まっているが、一

させる。また、大きな真空槽で多数の素子を一括真空封

情報関連産業のフラットパネル製品で使用される各種

方で、市場は、赤外線イメージセンサなどの高い技術を

止し、レンズ一体化パッケージにすることで低コストを実

部品、原材料には高精度、高品質が求められる。特に液

要するハイエンドの応用分野（ヘリ搭載カメラ、広域監視

現するのである。本プロジェクトでは、このような方法によ

晶画面には、ガラスとガラスの間にスペーサーと呼ばれる

カメラなど）と、単画素センサなどの簡易技術で事足りる

り、レンズ一体型赤外線アレイセンサを真空封止する技

一定の間隔があり、そこに液晶を閉じ込めている。低精度

同社の粒子には、硬度が高い、大きさが揃っている、不

ローエンドの応用分野（エアコンセンサ、照明制御など）

術の開発と装置化に成功。すでに、真空封子装置の販

のものでも±0.05㎛、高精度のものだと±0.02㎛くらいの精

純物が少ないなどの特長があり、高度なスキルなしでも

に二極化し、その中間にある大きな潜在市場に対応しき

売（アユミ工業担当）と、赤外線アレイセンサ製造の受託

度でスペーサーをつくることが要求されているが、一定の

スペースをつくりやすいこともあり、現在、液晶セル製造の

れていない（例：医療、運転補助、人体位置検知など）。こ

加工サービス事業（ミヨシ電子担当）に結び付けている。

間隔をつくるための微粒子の製造・販売で大きなシェア

中心地となっている中国企業からの引き合いが絶えな

の状況を打破し、センサが利用される新たな領域を開拓

立命館大学では技術的な啓発活動も担っている。「昨夏

を占めているのが早川ゴムである。

い。特に、STN、TN（いずれも液晶ディスプレイの表示方

することを目指したのが本研究開発プロジェクトである。

に開催した『赤外線アレイセンサフォーラム』は参加者

従来から「ハヤビーズ」として販売されていた製品を、

式の一つ）市場では、大手競合とシェアを二分している

240名という好評を博しました。私が赤外線センサ開発に

地域コンソ事業を活用して高精度化した。広島大学など

状況である。「世界不況時の先行き不透明感により一時

携わってきた30年の中でも、今は最も市場が活況を帯び

との共同研究の下、微粒子の粒子径を精密に揃える技

自重していましたが、中国市場の回復とともに、今後の需

ている時期です。好機を捉えて、赤外線センサ市場への

術やナノメートルレベルまでの分級を可能にする技術を

要拡大が明確になった暁には、新工場を立ち上げること

参入者を増やしていきたいのです」（木股氏）。

新たに確立。4㎛以下の小さい粒子も分級が可能となる

を目指しています」。（山田氏）彼らにとっては、世界不況

ほか、従来と比べて分級時間を1／4～1／5に短縮。それ

など過去の出来事と捉えられているのかもしれない。

そのためには、ローエンドセンサの高機能化を図るとと

予

算

メンバー
企業・
研究機関等
の情報

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H19）、地域イノベーション創出研究開発事業（H20）
研究テーマ：レンズ一体型赤外線センサ用真空封止技術の開発

予

立命館大学、
ミヨシ電子㈱、
アユミ工業㈱

メンバー

名
住
U

理工学部マイクロ機械システム工学科 教授
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液晶画面に一定の間隔のスペースをつくる
微粒子

赤外線センサ市場が拡大している。安全、安心、省エ

高性能と低価格を両立する
レンズ一体型赤外線アレイセンサ

木股雅章氏

●UVの重合技術から発展して、液晶を一定の間隔に閉じ込める液晶セルギャップ材（合成樹脂系微小
真球）を開発。プラスチックギャップ材の中では最も硬く、目的のギャップに対し±0.02ミクロンという高い
精度の設定が可能。
●均一粒子径の合成樹脂系微小真球で、液晶ディスプレイ内スペーサーとして最適。プラスチックスペー
サーの中では最も高硬度で、散布密度を大幅に下げることができる。また、粒径間隔が0.1㎛と小さい
ため、微妙なギャップコントロールが可能。
●携帯電話やPDA、時計などの液晶ディスプレイで高い評価を得ている。

称：立命館大学 総合理工学研究機構
所：滋賀県草津市野路東1-1-1
立命館大学びわこ・くさつキャンパス
R L：www.ritsumei.jp/research/c05_05_01_ j.html

企業・
研究機関等
の情報

上記製品に関する連絡先

立命館大学研究部
理工リサーチオフィス
Tel : 077-561-2802
Fax : 077-561-2811
e-mail : liaisonb@st.ritsumei.ac.jp

算

微粒子技術グループ部長

山田功作氏

大きなシェアを確立、
今後の生産能力拡充に備える

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H15～16）
研究テーマ：ナノ有機粒子の高精度分級技術の開発
㈶備後地域地場産業振興センター、
広島大学、
早川ゴム㈱、
戸田工業㈱、
㈱マキノ、
広島県立東部工業技術センター

名
称：早川ゴム株式会社
事業内容：止水・防水システム、止水可とう継手、
防音・制御システム、安全・快適システム、
防水材などの製造・販売
住
所：広島県福山市箕島町南丘5351
代 表 者：代表取締役社長 早川雅則
U R L：www.hrc.co.jp

上記製品に関する連絡先

早川ゴム株式会社
微粒子技術グループ
Tel : 084-954-7802
Fax : 084-953-2434
e-mail : yamada@hrc.co.jp
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製品概要
ガラス代替樹脂
中空成形構造部材

ガラス代替樹脂
高強度、低吸水性をもつ、実用的な高機能萩焼
●素朴で柔らかな萩焼の風合い・色合いを保ちつつ、素地の強度を上げて「割れにくく」、吸水性を抑制して
「汚れにくく」、現代の生活様式に対応した「使い勝手のよい」実用的な高強度陶器の製造技術を開発。
●H22にも新製品ラインアップを投入。飲食店などで利用される業務用食器、家庭で気軽に使える日常
食器への展開を図るほか、徳利や小鉢など従来の萩焼には適さなかったアイテム、酒類の保存容器や
建材など新分野への展開も視野に入れる。

萩焼の復興を目指して
萩焼の魅力は素朴で柔らかな風合い。それを特徴づ

高強度、低吸水性をもつ、
実用的な高機能萩焼

品化の道筋を付けた。中空成形構造部材は、車のフレー
ムを樹脂に置き換えることで対鋼板比約65％の軽量化を

が高く、1,200℃前後の本焼温度ではほとんど焼き締ま

必要な製造条件の確立と、それにマッチした釉薬、鋳込

広島に集積する、産官学の自動車部品の研究開発

らず、土の風合いを多く残すことになる。また、釉表面に

成形技術、デザインの開発を行った。試行錯誤の結果、

力、生産技術力を結集し、大幅な車両軽量化を実現す

貫入と呼ばれる細かなヒビがよくみられ、貫入を通して水

従来の3～4倍の曲げ強度、吸水率3％以下などの目標は

る樹脂関連製品の開発を目指して実施されたプロジェク

分が直接素地にしみこむことで生まれる色の変化が魅力

クリアできたが、難関は、強度アップ、吸水性ダウンを実

トである。平成18～19年度に地域コンソ事業で取り組んだ

とされている。一方、萩焼の特徴である素地の柔らかさや

現しながら、萩焼の“風合い”を維持することである。このト

開発案件の中から、特に軽量化効果が高いガラス代替

真空プラズマ製膜技術により樹脂ガラスの耐摩耗性

吸水性が、現代の生活様式からみると短所となり、利用さ

レードオフ関係の調整は、現在、最終段階に入っており、

樹脂と中空成形構造部材に特化。平成20年度には地域

は世界トップレベル。また、ガラスと周辺部品との2種材料

れにくい原因ともなっている。焼き締めないために強度が

平成22年度にも製品化にこぎつける。「萩には多くの観光

イノベ事業の採択を受け、量産化を見据えた課題解消

2色成形金具インサートによる一体成形も世界初である。

弱く、強度が弱いために厚みがあり重いという特性があり、

客が集まるのに、旅館やホテルでは萩焼が使われていま

に取り組んだ。

中空成形構造部材においては、金型の中に材料をセット

また、貫入による色変化が「汚い」と受け取られる側面もは

せん。業務用、ご家庭用として気軽にご利用いただける

ガラス代替樹脂はポリカーボネート製で、従来のガラス

し、内側から圧力をかけながら加熱硬化を図る工法が

らんでいる。このような萩焼製造業界が抱える問題を解

焼物をご提供することで、萩に来ていただいたお客様は、

比30％の軽量化を達しつつ、表面に真空プラズマ製膜

世界初である。「他社でやっていない樹脂化を進めること

消するため、新しい素材とデザインの開発により、萩焼の

萩のお皿でお持てなしをするという地元のムーブメントに

処理を施し、フロントガラスにも匹敵する硬度、耐摩耗性

が得意な企業なんです。研究開発機能を担うR&Dセン

よさを残しながらも、「割れにくく、汚れにくく、使い勝手のよ

していきたいのです」（礒部社長）。

などを実現。さらなるコスト削減のため、周辺部品との一

ターの50名は、常に『世界初』を狙っているんですよ」（岡

体成形を行い、リフトゲートやパノラマルーフなどへの製

村氏）。

予
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自動車城下町「広島」を拠点に進む
大幅車両軽量化への取り組み

●自動車の大型部材、足回りやボディの構造
部材、外装部品などにおける大幅な軽量化
が期待される（自動車用フレームでは65％軽
量化）。
●カーボンクロスとガラスチョップドを配置・配向
した高強度・高剛性材料を用い、世界初の
SMC中空成形技術により、接着フランジの
ないSMC内空構造を製造。材料特許、成形
技術特許をそれぞれ公開、出願中。

研究開発プロジェクトでは、高強度化・低吸水性化に

い」実用的な陶器の開発を目指すのが萩陶苑である。

礒部直樹氏

●ポリカーボネートを原料とした樹脂ガラス。トップ
ハードコートにプラズマ膜を製膜し、自動車のフロ
ントガラスにも導入可能な耐衝撃性、耐摩耗性、
透視歪などの水準を実現。
●自動車に利用されている従来のガラス製品比で
30％の軽量化を実現。デザインの自由度が高い、
割れにくい、断熱性が高いなどの特性も有する。
●樹脂ガラスと周辺部品を一体成形することで、
製造コストの圧縮を図る。

けているのは土本来の個性である。萩焼の土は耐火度

かんにゅう

代表取締役

中空成形構造部材

地域資源活用型研究開発事業（H19～20）
研究テーマ：萩焼の風合いをいかした実用的な高強度・低吸水性陶器の開発

予

㈶やまぐち産業振興財団、
㈲萩陶苑、
山口県産業技術センター、
宇部工業高等専門学校、
㈱クリエイティブ・ワイズ

メンバー

名
称：有限会社萩陶苑
事業内容：窯業・萩焼製造販売
住
所：山口県萩市大字椿3775
代 表 者：代表取締役 礒部直樹
U R L：www.hagiyaki.co.jp

企業・
研究機関等
の情報

上記製品に関する連絡先

萩焼窯元 萩陶苑
Tel : 0838-22-2441
Fax : 0838-26-0330
e-mail : info@hagiyaki.co.jp

算

開発本部R&Dセンターマネージャー

岡村雅晴氏

実現。さらに強度を高めるべく、材料、成形両面から研究
開発を継続中である。

「世界初」を貪欲に狙う

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H18～19）、地域イノベーション創出研究開発事業（H20）
研究テーマ：高機能樹脂を活用した軽量化技術の開発と事業化展開
㈶ひろしま産業振興機構、
ダイキョーニシカワ㈱、
ベバストジャパン、
広島県立総合技術研究所、
京都工芸繊維大学

名
称：ダイキョーニシカワ株式会社
事業内容：自動車部品、合成樹脂製品の
製造・設計・開発など
住
所：広島県安芸郡坂町北新地1－4－31
代 表 者：代表取締役社長 井上等
U R L：www.daikyonishikawa.co.jp

上記製品に関する連絡先

ダイキョーニシカワ株式会社
Tel : 082-885-9050
Fax : 082-884-1614
e-mail : m-okamura@daikyonishikawa.co.jp
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リメイクシート

中土佐町水産物鮮度保持施設の製氷装置

シャーベット状のスライリーアイス「シャキットミニ」
●シャーベット状の氷であるスラリーアイスは微小な氷粒子を有しており、氷粒子と魚体の接触面積が大き
く、塩分濃度の調整によって温度制御も可能となる特性があるため、魚介類の鮮度保持に極めて有効
である。魚介類を冷却する時に、苦悶死させることなく急速に運動を停止されるため、傷も付きにくく、
鮮度の問題から遠方には刺身で出せなかったような魚も刺身にできる利点もある。
●シャキットミニは、魚介類の鮮度保持にちょうどよい、塩分濃度1wt％以下の希釈海水からスラリーアイス
を1日300kg製造することができる。キャスター付きなので、『こまわりがきき、小さい設置スペースで
OK！』をキャッチフレーズにしている。

●リメイクシートは汗や皮脂の吸収用、化粧水を含ませて化粧パック用、リムーバーを含ませてマニキュア
落とし用など多目的に使用できるシートであり、保湿不織布を素材としている。保湿不織布は、大気中の
水分を吸ったり出したりして呼吸しており、密封しなくても、しっとり柔らかであり、しっとりしているのに
乾かないという特性がある。また、木材由来の繊維（パルプ、レーション）からできており、通常のウェット
ティシュに使用されているパラベン等の皮膚刺激性物質は使われていない。
●製品の特色を一言で言うと、「ふんわり・しっとり・なめらか」であり、一度使うとやめられないほどの使い
心地のよさを持っている。現在は、Web上でしか販売されていないが、今後はPR商品としての導入を
展開するなど、一般消費者向けに浸透が図られる予定である。

変更せざるを得なくなりましたが、四国経済産業局などの

開発の目的は介護用ケアシート
高知のために頑張る

多くの研究開発がそうであるように、本事業も、現場の声

「研究が行き詰まることもあったが、高知のために頑張

発ではなかったという。当初は、高知県ならではの紙産業

がきっかけとなった。それまでもスラリーアイスの製造装置

るという思いで突破しました」（北村氏）。研究を始めた時、

の技術を応用して、国の施策としても近年重点項目と

はあったのだが、塩分濃度の濃い海水から製造するため、

周囲からは成功しないと見られていた。途中で試作機を

なっている介護・福祉の分野に貢献できる製品の開発を

温度が冷た過ぎて、鮮度保持の面からは問題があった。

動かした時に、思いもしない不具合が発生したこともあっ

目指していた。しかし、保湿不織布の開発を介護用ケア

保湿不織布の用途を整理した時に、機能の面からは

そうした中、高知県の水産関係者の「塩分濃度1wt％以下

た。しかし、参加者全員が「高知県の漁業のためには成

シートとして製品化する目前に、試作品を地元のケアマ

「吸水・保水」、「保湿」、「拭き取り」、利用者の面からは「女

の海水からスラリーアイスを作れれば、県内の魚介類の

功させなければならない」という思いを共有し、業務以外

ネジャーなどに評価してもらったところ、「とてもよい製品だ

性の化粧用」、「赤ちゃん用」、「高齢者の介護用」といった

市場性が高まる」という声がきっかけとなって、高知工科大

の交流も活発になる中で、自ずとブレークスルーの道が

が、介護の現場で導入されるかどうかはコスト次第だろう」

ように、数多くの可能性が浮かび上がってきた。保湿加工

学と泉井鐵工所、日新興業が協力・連携して取り組むこと

開けていった。また、参加企業の経営トップが本事業の重

と言われてしまう。このまま製品化すると、コスト競争に

技術の面からこの研究に参加した河野製紙でも、研究の

になった。本研究の成果を発展させて、「大学では中土佐

要性をよく理解して、企業内部にも理解が深まったことも

巻き込まれてしまうことが明らかになったので、一度、保

成果を生かして、保湿ティシュの発展型である保湿不織

町の魚介類のブランド化のほか、スラリーアイスを主役に

成功要因の一つだ。なお、本製品により泉井鐵工所は、

湿不織布の用途を整理して、市場性が高い化粧直し

布の開発を目指している。

した展開も考えています」（高知工科大学・松本講師）。

2009年度高知県地場産業大賞を受賞した。

シートから製品化を進めることになった。「途中で方針を

予
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スラリーアイス事業部

北村和之氏
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関係機関にも柔軟に認めていただき、有り難かったです」

はじまりは現場の声から

そもそもはリメイクシートの商品化を目的とした研究開

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H17～18）
研究テーマ：海水スラリーアイスによる氷温貯蔵システムの開発

予

㈶高知県産業振興センター、
高知工科大学、
高知県海洋深層水研究所、
㈱泉井鐡工所、
日新興業㈱、
㈱立田回漕店、
㈲松崎冷菓工業

メンバー

名
称：株式会社泉井鐵工所
事業内容：マグロ延縄用各種漁撈用機械、トロール
ウインチ他漁撈甲板機械、舶用甲板機械、
シャーベット氷製氷機、循環濾過装置
住
所：高知県室戸市浮津18番地
代 表 者：代表取締役社長 泉井安久
U R L：www.izuitekkou.co.jp

企業・
研究機関等
の情報

上記製品に関する連絡先

株式会社泉井鐵工所
Tel : 0887-23-2111
Fax : 0887-23-2114
e-mail : izui.keiri@athena.ocn.ne.jp

算

企画開発室

笹岡正明氏

（笹岡氏）。

大きく広がる保湿不織布の可能性

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H17～18）
研究テーマ：保湿不織布による介護用ケアシートの開発
㈶四国産業・技術振興センター、
高知県立紙産業技術センター、
河野製紙㈱、
三昭紙業㈱、
京都女子大学

名
称：三昭紙業株式会社
事業内容：ウェットティシュ・化粧品・介護用品・ティシュ
ペーパー・キッチンペーパー等の一般用及び
販促ギフト用家庭紙各種の加工・販売
住
所：高知県土佐市北地2424-7
代 表 者：代表取締役社長 塩田澄夫
U R L：www.sanshoshigyo.jp

上記製品に関する連絡先

三昭紙業株式会社
Tel : 088-854-0521
Fax : 088-852-2170
e-mail : kaihatu@
sanshoshigyo.jp
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和装ハンドバッグ

卓上型NC加工機

風呂先屏風
小型NC微細加工機

高級花ござ、花ござ素材の工芸品や高級インテリア製品
●さまざまな意匠撚糸（ループ糸、ノット糸、モール糸等）と国産イグサをジャカード織技術で交織させた、
従来の織物にない全く新しい外観をもった織物。
●立体的交織織物の引張強さ、通気性においては、タオル製品・ニット製品に比べて格段に優れた性能を
有する。生地の立体化と素材の選定により、保温性の向上に取り組み中。
●花ござを素材として、イグサ表のコースター、和装ハンドバック、茶室の衝立や屏風、壁紙やカーテン、
飾り絵画、高級箸袋などを製品化。都内のアンテナショップや海外の日本コーナーでの販売を計画。

タオル生産で培ったジャカード織技術を
応用した花ござ開発
粉平成18年、諏訪紋匠がイタリア・ミラノでの展示会に

ことはとても大切な出発点となるだろう。

風の織り柄と天然色が、ヨーロッパ人には新鮮だったよう

欧州、アジアの富裕層及びロハス層をターゲットにした

ピーエムティーは当初からメーカーだったわけではな

です。世界を見渡しても、天然草木の高級織物はなかっ

新製品。イグサを茎髄内部から染める特殊な染色方法

く、設立時には工作機械の商事会社、エレクトロニクス関

たですから。また、敷物以外の商品への要望が高いこと

（減圧染色法）を用いた草木染め技術によりイグサ本来

連のOEM企業だった。しかし、メーカーとして事業展開し

がわかったことも大きな収穫でした」（諏訪氏）。安価な外

の特徴である通気性を維持する加工を施したり、新たに

たいと考えており、たまたま産総研から「コンパクトな微細

「企業1社だけでイノベーションを興すのは難しい。別

国製品が市場を席巻し、国産花ござの生産や売れ行き

開発した低温イグサ乾燥機により草木染料の変色・退色

加工機を開発したい」というニーズがあることを聞き、手を

世界・異分野の人材と交流することで、イノベーションの

にも翳りが見え始めていた。「素材品質を向上させ、当社

を防止したりと高機能化の工夫が盛り込まれている。さら

挙げて開発に取り組んだ。「当社はそれまでに精密加工

火が発火するのではないでしょうか」（同）。本研究にも、さ

の強みである企画デザイン力を活かした高付加価値商

に、イグサとともに綿糸を横糸として使用することができる

や制御技術を蓄積していたので、ＮＣ制御へ応用展開で

まざまな分野の人材が集まった。もちろん偶然集まったわ

品を開発しなければ生き残れない」（同）。強い危機感を

よう、必要な時に必要な本数の綿糸をイグサに替って横

きるのではないかと思いました。われわれのような中小企

けではなく、日頃から京谷代表が足繁く、学会や講義に出

エネルギーに、今治のタオル生産で培ったジャカード紋

入れする花ござ専用のジャカード織機をメーカーと共同

業では、大企業と同じようなことはできないので、企動力®

かけるなど、情報収集の努力を積み重ねた賜物である。

匠、ジャカード織技術や二重織り技術（裏地と表地が異な

開発するに至っている。「今後は、メーカーやバイヤーとの

で創造業を目指すべきだと思います」（京谷代表取締

本研究のネットワークを基盤にして、さらにインクジェット

る意匠）、さらに異素材及び意匠糸との交織技術を花ご

連携で売れ筋商品を開発し、花ござの生産スピードを向

役）。中小企業の戦略として、自社のコア技術を見極める

型塗布装置など、応用展開を進めている。

ざ生産に応用することにより、複雑で繊細な柄を持つ高

上していきます」（同）。
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せた。

自社のコア技術を見極めて狙いを定める

予

諏訪文久氏

●わが国のものづくりの空洞化を阻止する砦の一つとして、微細加工やナノテクノロジーが注目されて
いる。しかし、ナノレベルで高精度な加工のできる工作機は大がかりで大変高価だった。
●ピーエムティーでは九州工業大学、安川電機、東陶機器、加工技術研究所との共同開発で、小型で操作
性が高く、低コストの微細加工機を開発することに成功。
●小型NC微細加工機は、100Vの電源で稼働でき、樹脂、スチールのドリリング・ミーリング加工のほか、
ガラス、セラミックス、シリコン、ルビー等の脆弱材料にも加工できる。また、3次元データなどもデータ
サイズを気にすることなく加工可能である。
●本機を応用して、卓上型の加工機も開発した。

イグサの染色から織機改良に至る工夫

出品した「花ござ」は好評を博した。「植物を素材とした和

代表取締役

級インテリア商品、和装・洋装小物などの開発を成功さ

小型NC微細加工機

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H19～20）
研究テーマ：「ジャカード織技術」を用いた高級インテリア製品の開発

予

㈶えひめ産業振興財団、
㈲諏訪紋匠、
西染工㈱、
愛媛県繊維産業試験場

メンバー

名
称：有限会社諏訪紋匠
事業内容：紋匠デザイン、高級イグサ及び綿織物の
制作
住
所：愛媛県今治市玉川町法界寺乙13番13
代 表 者：代表取締役 諏訪文久
U R L：www.suwa-monshoh.com

企業・
研究機関等
の情報

上記製品に関する連絡先

有限会社諏訪紋匠
Tel : 0898-55-2900
Fax : 0898-55-4161
e-mail : suwamon1@vivid.ocn.ne.jp

算

代表取締役

京谷忠幸氏

異質な人材のぶつかり合いが
技術革新を生む

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H15～16）
研究テーマ：マイクロ・ナノファブリケーション加工システムの開発
㈶北九州産業学術推進機構、
九州工業大学、
㈱ピーエムティー、
㈱安川電機、
東陶機器㈱、
㈱加工技術研究所

名
称：株式会社ピーエムティー
事業内容：小型NC微細加工機、インクジェット式デバイス
配線装置、超精密ナノステージの設計製作
及びメカトロ機器、金型、冶工具の設計製作
住
所：福岡県粕屋郡須恵町大字佐谷1705-1
代 表 者：代表取締役 京谷忠幸
U R L：www.pm-t.com

上記製品に関する連絡先

株式会社ピーエムティー
Tel : 092-933-3110
Fax : 092-933-3115
e-mail : mihara@pm-t.com
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アンヒドロフルクトース含有水飴「アンヒドロース」
●澱粉と海藻を原料として、高度な糖化技術によって製造された、アンヒドロフルクトースを含有する新たな
タイプの水飴製品。
●甘味度は砂糖の約30％で、まろやかな苦味を有し、食品の味質改良材として使用される。着色性に
優れ、速やかに食品へ色付けすることが可能。
●オキシダーゼ（酸化酵素）の働きによる果物などの変色を阻害する性質を持つ。保湿性に優れ、しっとり
感を付与する。

澱粉から得られる機能性物質
「アンヒドロフルクトース」
澱粉を酵素分解することで生成するアンヒドロフルク
トース。強い抗酸化性や抗菌性、さらには血小板凝集抑

する思い入れです」（石田氏）。

国産試薬の浸透を目指す
堅実に、着実に、1歩1歩前進
登録商標名は「アンヒドロース」。平成19年秋から、地域

く、大半が輸入品で占められていた。試薬品の専門メー

「実は今回の研究以前から共同研究をしていたのです

る。ただし、その生成については、論文発表のみで工業化

と顧客を限定した販売を開始した。アボガドペーストや中

カーである同仁化学研究所は、かねてから低コストで品

が、その時は失敗しました。しかし、その時の教訓を生か

された例はなかった。アンヒドロフルクトースの工業化を目

華麺に利用されており、顧客は3社のみだが、リピート率は

質のよい製品を開発して、医学研究に貢献したいと考え、

して再チャレンジしたのです」（同）。開発が常にうまくいくと

指し、日本澱粉工業と鹿児島大学農学部（安部淳一教

100％で、売上も上々である。「これまでの3年間は、比較

福岡県工業技術センター、京都大学との共同研究によ

は限らない。前回の失敗を参加者全員が反省して、粘り

授）は、平成9年度から共同研究を継続。平成17年度から

的堅実に、着実に事業展開を進めてきました。これは、

り、従来品に比べてDNAとsiRNAの導入効率が2倍以上、

強く研究を続けたことが今回の成功につながった。「プロ

は、事業化に向けた最終段階として、地域コンソ事業の

『丁寧な対応』、『口コミで伝わる会社になりたい』などの

コストが3分の1以下の製品を開発することに成功した。「こ

ジェクトは複数の参加者が力を合わせて、1人ではできな

採択を受けた。アンヒドロフルクトースを安定して生産す

社風によるところが大きいです。今後も1歩1歩前進してい

の製品が日本の医学研究に貢献して、遺伝子治療やが

いことをするものです。あきらめずに、それぞれの持ち味

るシステムの完成、実用化レベルでの用途開発、安全性

きたい」(同)。堅実ながらも、夢は大きく「鹿児島発の医薬

ん治療が進むものと信じています」（志賀氏）。同社では、5

を出し合っていくことが大切です」（同）。

試験を行い、アンヒドロフルクトースの量産体制を確立し

品をつくる」こと。同社の前進はさらに続いていく。

年以内に国内マーケットの5割のシェアを獲得することを

算

メンバー
企業・
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これまでの遺伝子導入試薬には、国産のよいものがな

開発は粘り強く、参加者それぞれの
持ち味を生かす

制やインスリン分泌促進などの機能性が注目されてい

予

石田修氏

●遺伝子導入技術を利用することで、これまで未解明であった細胞内の機能解析や、タンパク質の作用機作
など日々明らかにされている。そのため、現在の生化学、医療分野において、遺伝子導入は必要不可欠
な技術となっている。
●HilyMax(ハイリーマックス)は、多岐にわたる動物細胞に対し、簡便かつ高効率に遺伝子を導入すること
ができる。また、完全な合成脂質であり、ウイルスなどの危険要素がない遺伝子導入法である。
●HilyMaxは、脂質の大量合成によって、優れたコストパフォーマンスを実現した。これまで医学、薬学、
農学など生化学分野の大学や研究機関、製薬会社などで幅広く使用されている。

研究機関の熱心さ、弊社の経営者・研究者の開発に対

た。「成功要因は、素晴らしい物質に取り組めたこと、共同

常務取締役

HilyMax (ハイリーマックス)

目指しており、海外への展開も進行中である。

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H17～18）
研究テーマ：安心・安全の抗菌素材の開発

予

算

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H16～17）
研究テーマ：合成樹脂を用いた導入効率が高く安全な遺伝子導入試薬の開発

㈱鹿児島ＴＬＯ、
鹿児島大学、
日本澱粉工業㈱、
㈱新日本科学、
㈱グリフィンバイオテック

メンバー

㈶福岡県産業・科学技術振興財団、
福岡県工業技術センター、
九州大学、
㈱同仁化学研究所、
京都大学

名
称：日本澱粉工業株式会社
事業内容：澱粉、コンスターチ、異性化液糖、ぶどう糖、
水あめ、漬物、はるさめ、葛きりの
製造・加工販売
住
所：鹿児島県鹿児島市南栄三丁目20番地
代 表 者：代表取締役社長 本坊治國
U R L：www.sunus.co.jp

企業・
研究機関等
の情報

上記製品に関する連絡先

日本澱粉工業株式会社
Tel : 03-3275-1357
Fax : 03-5225-7857
e-mail : mgohya@sunus.co.jp

執行役員開発本部長

志賀匡宣氏

名
称：株式会社同仁化学研究所
事業内容：各種試薬の製造販売
住
所：熊本県上益城郡益城町田原2025-5
代 表 者：代表取締役社長 野田栄二
U R L：www.dojindo.co.jp

上記製品に関する連絡先

株式会社同仁化学研究所
Tel : 096-286-1515
Fax : 096-286-1525
e-mail : info@dojindo.co.jp
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（左）圧密後の木材、（右）圧密前

圧密琉球松を用いて作られた三線

琉球松などの木材の圧密技術及び周辺技術

無線センサネットワークシステムを用いた橋りょうの健全度診断システム

●琉球松などの木材を高比重化、形状固定化する技術を確立。最適加工条件の下、圧密加工を行う
装置・ノウハウを確立。
●減圧→水蒸気加熱→圧縮→減圧・乾燥→冷却という工程で、約10時間で圧密木材を生産。軟化温度・
時間、加工速度、固定温度・時間、乾燥時間などがノウハウ。
●周辺技術として、圧密木材に変形能をつけて薄いシートにする技術、染色技術、化学処理により音響
特性を高める技術なども開発。多様な製品への応用に備える。
●沖縄県の伝統楽器、三線の棹などの用途での販売を開始している。

●今日使われている橋の4割は高度成長期に作られたものである。それらの橋の多くで定期的な安全点検
が必要だが、専門家による目視での点検は多大なコストがかかること、見落としの危険性があること、
足場を構築できない水中・地中では点検できないことなどの課題があった。
●福山コンサルタントは、㈶北九州産業学術推進機構（FAIS）を管理法人とし、民間企業数社並びに九州
工業大学や早稲田大学等との共同研究によって、無線センサを用いて常時点検を行う診断システムを
開発した。
●このシステムにより、人的なコストや費用が大幅に抑えられるだけでなく、見落としなどのヒューマン
エラーを防止し、水中・地中をはじめ作業が危険な場所での点検を可能とした。

琉球松を圧密・強化して、三線の素材に
「北九州は鉄のまち」地の利を生かして
研究開発

最終形の製品を見据えて開発を進める
こうした研究開発にはさまざまな主体が参加するケー

で生産され輸入されている。棹の材料に最適な八重山

我々民間企業がリーダーシップをとる体制をとりました。メ

こく たん

黒檀は、石垣市林野取締条例によって伐採が規制され、

ンバーは木材業界の発展に思い入れの強い、30歳代の

鋼を中心に栄えたまちである。その地に展開される北九

研究でも、あまりにも研究に偏らないようにしました。そのた

今後はますます入手が困難になる。本プロジェクトは、沖

若者が中心であり、週1回のペースで頻繁に議論を行い

州学術研究都市には、九州工業大学や早稲田大学など

めに、できない理由は聞かない、できなければ自由に退

縄の地域資源である琉球松などを高機能化し、八重山

ました」（大城氏）。その結果、平成20年10月から圧密三線

が参加しており、鉄関連の研究者も数多い。本研究は、そ

場して頂くという方針を徹底しました」（同）。事業化が目標

黒檀を利用した高級三線と同等品質の三線を製造する

の本販売を開始、黒檀を用いた高級三線の半値以下と

うした地の利を生かしてうまく進めることができた。「九州に

の場合には、最終的な製品をどのようなものにするかとい

技術の確立を目指して実施された。プロジェクトでは、琉

いう価格を実現した。圧密三線は平成21年度の「沖縄県

はもともと産学が連携して何か面白いことをしてみようとい

うことを最優先することが求められる。本プロジェクトチー

球松を乾燥圧密することで、高比重化（琉球松の比重

優良県産品」において最優秀優良県産品賞を受賞した。

う雰囲気が強いんですよ」（山本社長）。同社では、「福山

ムでは、研究の段階で、ユーザーグループとなることが想

0.5前後を黒檀同様の1.0まで高める）と形状安定化を図

「高比重が必要な木管楽器や演舞用武具、変形シート

オリジナル」をキーワードに、自社のオリジナリティを大切

定される国・地方自治体、鉄道会社などにも参加してもら

り、黒檀と同等の特性を備えた木材を開発するとともに、

が生きる自動車内装やオーディオなど、三線以外の市場

にしながら国のインフラネットワークの整備に貢献できるも

い、積極的に市場の声を聞き、反映させたことが、事業化

流線形の形状にも対応できる変形シートや、着色性や

も期待を持って開拓していきたいです」（同）。

のとして、全社をあげて「橋りょうの健全度診断システム」

成功の大きな要因と考えている。

音響性を向上する化学処理（含浸）の方法が確立され

算
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「製品化を第一に考えるため、コンソーシアムでは、

スが多く、メンバー間の意識の共有化が大切である。「本

予

代表取締役社長

12,000 本を県内で生産しているが、その2 倍以上が外国

八幡製鉄所の例を出すまでもなく、北九州は昔から鉄

た。

に取り組んでいる。

山本洋一氏

沖縄の伝統楽器である三線の棹の材料は、年間約

木材業界を愛する若いパワーが、
事業化推進の原動力に

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H19）、地域イノベーション創出研究開発事業（H20）
研究テーマ：無線センサネットワークによる橋梁の健全度診断システムの開発

予

㈶北九州産業学術推進機構、
㈱福山コンサルタント、
九州工業大学、
早稲田大学、
大日本コンサルタント㈱、
計測検査㈱、
㈱ロジカルプロダクト、
博通テクノロジー㈱

メンバー

名
称：株式会社福山コンサルタント
事業内容：建設コンサルタント、測量、地質調査など
住
所：福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
代 表 者：代表取締役社長 山本洋一
U R L：www.fukuyamaconsul.co.jp

企業・
研究機関等
の情報

上記製品に関する連絡先

株式会社福山コンサルタント
リスクM事業部・丸山
Tel : 092-471-0211
Fax : 092-471-0333
e-mail : maru@fukuyamaconsul.co.jp

算

代表取締役社長

大城匠氏

地域資源活用型研究開発事業（H19～20）
研究テーマ：沖縄産材を用いた高機能性木材に関する研究開発
㈶南西地域産業活性化センター、
㈱大真木材、
㈲あけぼのファーム、
岐セン㈱、
(独)産業技術総合研究所、
沖縄県工業技術センター

名
称：株式会社大真木材
事業内容：事業内容：木材、新建材、銘木、茶室材、
床廻材、エクステリア材、住宅設備機器、
乾燥圧密木材などの販売、工事・リフォーム
住
所：沖縄県那覇市安謝232番地
代 表 者：代表取締役社長 大城匠
U R L：www.t-moku.jp

上記製品に関する連絡先

株式会社大真木材
Tel : 098-861-2206
Fax : 098-861-6724
e-mail : info@t-moku.jp
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Ⅲ 成功事例にみる地域イノベ事業等の上手な活用方法

２ 開発資金を提供
中堅・中小企業にとっては、イノベーションに結び付くような新たな技術・製品開発の費用を負担することはリスクが高く、アイ
デアは持ち合わせていても二の足を踏んでいる企業は少なくありません。
地域イノベ事業等では、公募を勝ち抜いた新規性、独自性、市場性に富む研究開発案件に開発資金を提供することで、研究

地域イノベ事業等の活用がもたらすメリット

開発のスピードアップを促し、数々の事業化成功案件を生み出してきました。

地域イノベ事業等を活用し、事業化に成功した事例を見渡すと、事業がもたらすメリットを上手に利用している様子がうかがえ
ます。ここでは、地域イノベ事業等活用のメリットを5つのキーワードに集約し、その内容をご紹介します。

１ 総力の結集
産学官の総力を結集することで、高度な研究開発が可能となります。大企業と異なり、経営資源にさまざまな制約があることの
多い中堅・中小企業では、単独での研究開発には障壁が多く、社内外の経営資源を最大限に活用することが、成功への近道

研究開発費の問題を解決できたことが大きな利点
でした。近年のグローバル化、近隣諸国との価格競
争により、地域の中小企業が自前で新製品を開発す
るのは極めて難しい状況にあります。研究向けの資
金供給は非常にありがたいです。

です。
地域イノベ事業等が積極的に応援する“産学官連携”はそのための典型的な手段で、中堅・中小企業にとって、大学や公設

【プロジェクト名：高精細・忠実色再現静止画カメラ及び
イメージングシステムの開発（22ページ）】

研究機関等は技術的ブレークスルーに向けた心強いパートナーとなっています。

小麦を育種する者（公的機関）と、製粉する者（製粉
メーカー）、それを使って商品化をする者（製パン
メーカー等）との連携はこれまで必ずしも密ではな
く、互いに他工程のことを十分に認識していません
でした。コンソーシアムにより、三者が情報共有を密
にすることで、品種の特性を生かした製粉、ブレン
ド、商品化が可能になりました。
【プロジェクト名：新規評価系を駆使しての新規道産硬質
小麦からの機能性食品の開発（12ページ）】

中小企業の場合は自社だけで完結せずに、他者と
強みを持ち寄って、最適なチームを作ることが重要
です。全てを自社で手掛けようとすると、時間とコス
トが膨大になってしまい、うまくいきません。自社の
強みと弱みを明確にして協力し合うことが必要で
す。そしてその過程で社員のスキル向上にもつな
がってきます。
【プロジェクト名：マイクロ・ナノファブリケーション
加工システムの開発（37ページ）】

筑波大学とのつながりが得やすいことは、地域の
強みだと思います。アイデア出し等は、大学の研究
者と協力することが効果的であり、産学連携は今後
も大いに進めるべきです。大学の研究者の理論と、
当社が経験則で蓄積したデータとを結び付けるこ
とができたのは非常に有益でした。
【プロジェクト名：新規な省エネ効果のある
冷凍機用洗浄装置の研究開発（18ページ）】

【プロジェクト名：マイクロ・ナノファブリケーション
加工システムの開発（37ページ）】

【プロジェクト名：海洋性動物由来プロテオグリカンの
実用化製造技術開発（14ページ）】

【プロジェクト名：萩焼の風合いをいかした実用的な
高強度・低吸水性陶器の開発（32ページ）】

３ 意識改革
地域イノベ事業等を通じて、さまざまな意識改革が生じています。交流を通じてメンバーが改革意識を旺盛にしたり、大学研究
者が事業化意識を高めたり、大学教授にものおじしない自信溢れた企業研究者を生み出したり、メンバー間で社会的使命感を
高め合ったり等、意識変化の内容はさまざまなですが、間違いなく地域発のイノベーション創出の土台となる変化だと言えます。

当社は試薬の専門企業として、豊富な研究開発の
蓄積を持っていますが、細胞を用いた評価技術は不
足していました。地域イノベ事業では、高い細胞評
価技術を持つ研究者や研究機関とうまく連携する
ことができました。

【プロジェクト名：合成脂質を用いた導入効率が高く
安全な遺伝子導入試薬の開発（39ページ）】

中小企業では自社だけでイノベーションを興すこと
は難しい。別世界・異分野の人材と交流することで、
イノベーションの火が発火するのではないでしょう
か。やはり人と人との出会いが大切です。

地域資源事業以前は、自社単独で10年以上この
テーマに取り組んできましたが、有効な解決策を見
出せずにいました。本事業で、産学官連携の下、大
規模な予算を投じて、研究開発を行うことができ
たため、商品化の一歩手前まで辿り着くことができ
ました。

地域の中小企業にとって、ラボレベルの研究はまだ
しも、実用化技術開発、プラント創設等の大規模開
発は、支援がなければできませんでした。恐らくアイ
デアだけで終わってしまっていたと思います。

本研究事業は、東北地方の大学や公共研究機関、
またものづくり分野に特化したチャレンジ精神を
有する地域企業の連携を進めるきっかけとなりまし
た。また、産学官連携プロジェクトへの参加により、
本来研究教育面が重視されがちな大学法人にも、
製品化・事業化への役割分担意識がはっきりしだし
ました。
【プロジェクト名：高速ナノ・スキャニングステージの開発
（16ページ）】

弊社はどちらかと言うと市場のニーズに対して受動
的な姿勢を取ってきましたが、少しずつ能動的な姿
勢、提案型営業へと変わりつつあります。そのよう
な発想を身につけるのに、地域コンソが影響を及ぼ
しました。

【プロジェクト名：ポストゲノム解析を簡便にする
生体試料精密分画キットの開発（29ページ）】

公的事業の採択を受けた責任感と使命感が研究開
発を推し進める力となりました。
【プロジェクト名：高速ナノ・スキャニングステージの開発
（16ページ）】
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事業化成功の秘訣

４ 人材育成と人脈拡大
開発や事業化の担当者は、数々の困難や課題を克服するために、試行錯誤や意思決定、関係者調整、進捗管理等を重ね
ることで、能力と経験値を増大していきます。多くの個人・組織と接触する機会や、関係者の理解や協力を得るための交渉力、

事業化に成功した事例から、成功要因を見渡すと、いくつかの共通点を見出すことができます。ここでは、地域イノベ事業等を活用
して事業化に成功した先駆者たちがどのような点に注意しながらプロジェクトを進めたかについて、“6つの秘訣”としてご紹介します。

プレゼンテーション能力等を体得します。このような機会を経て得られた知識、人脈、スキルは、長年にわたってその人材ひいては
企業に定着し、イノベーションを興す“力”となります。

１ 検討を重ね素地ができあがっていた
製品化に成功したプロジェクトには、地域イノベ事業等に採択される以前から、当該研究開発テーマについて、目標を持って

産学官連携による大規模研究開発プロジェクトだっ
たため、申請書の書き方、プロジェクトマネジメント
の方法、利害関係の調整、プレゼンテーションによる
アピール等、担当者の能力開発と経験値アップにつ
なげることができました。特に研究開発は試行錯誤
の連続で、何度も重要な意思決定を迫られ、判断力
を高めることができました。

企業全体の知識・経験のレベルアップにつながりま
した。研究開発がうまくいくかいかないかについて
は、いろいろな要因がありますが、研究開発に関す
る協力関係が高まることにより、今後の成功率は着
実に向上すると思います。

【プロジェクト名：ポストゲノム解析を簡便にする
生体試料精密分画キットの開発（29ページ）】

地域コンソに参加することで、官民の研究者との間
に、“同じ釜の飯を食った”人的ネットワークが拡が
り、研究開発で問題に直面した際に、研究者に相談
できる関係を築くことができました。

【プロジェクト名：ポストゲノム解析を簡便にする
生体試料精密分画キットの開発（29ページ）】

５ 知名度の向上

取り組む地域メンバー（研究者、企業等）が存在し、試行錯誤を重ねながら、徐々に基礎研究から応用研究へと進んでいたという
事例が多く見られます。すなわち、製品化に向けた検討を重ねて、素地ができあがっていたところに、地域イノベ事業等から研究
開発資金が提供され、開発が加速化されたという経緯をとるところが非常に多い特徴があります。地域イノベーションを生み出す
ような画期的な開発は、1年や2年で実現するものではなく、それまでの努力の積み重ねが重要であることが読み取れます。

本事業は、過去の地域コンソ事業の成果を一段と発
展させたものです。過去の経験があってこそ、事業
化が達成されたと考えています。
【プロジェクト名：高精細・忠実色再現静止画カメラ及び
イメージングシステムの開発（22ページ）】

本プロジェクトでは、基礎技術が確立されていたも
のを製品化するというものだったので、2年間で達
成できました。参加した他のプロジェクトでは、経験
の少ない分野での一からの開発だったため、基礎的
な性能を確認するのに2年間かかってしまいました。

公的制度に採択されたという事実をひとつの“お墨付き”として、知名度アップや社会的信用力向上に結びつけていくことが
できます。これは、営業面・資金面等で有形無形のメリットをもたらします。
斬新な着想、ユニークな技術、地域産業発展への貢献意識等を併せ持ち、厳しい応募競争を勝ち抜いてきた研究開発プロ

県の工業技術センターにプラズマ関係の技術があ
り、それを自動車に適用できないかという共同研究
を以前から実施していたところに、地域コンソの存
在を知り、採択を受けました。過去の研究基礎がな
ければ2年間で製品化へは結びつかなかったと思
います。

【プロジェクト名：ポストゲノム解析用マイクロHPLCの開発
（28ページ）】

【プロジェクト名：高機能樹脂を活用した軽量化技術の
開発と事業化展開（33ページ）】

福井県鯖江市は、メガネ生産の一大拠点で、人材、
生産工場、デザイン、ノウハウや情報等の地域資源
が元々蓄積されていました。

ジェクトは、マスコミ等による注目度も高くなっています。
【プロジェクト名：高品質レーザによる
高融点金属微細接合装置の開発（27ページ）】

地域イノベ事業への参加、産学官連携、地域活性化
への貢献といったトピックスが注目され、マスコミや
メディアの取材を受けることが多くなりました。地域
資源の発掘や製品の市場開拓には、メディアの活用
が重要です。

認知度の低い私共にとっては、公的支援事業で研究
開発を行い、成果を商品化できると、営業的にも有
効です。「地域イノベ事業の成果を商品化したもの
です」と言うと、周囲の同意を得られやすいのです。

２ 市場ニーズを重視したテーマ設定、開発計画・管理
特に研究機関や中小企業、研究開発型ベンチャー企業では、シーズ中心の研究開発を行いがちですが、製品化に成功して
いるプロジェクトでは、市場ニーズの把握とニーズに基づくテーマ設定と開発計画の立案に留意している様子がうかがえます。

【プロジェクト名：高調波を含む受変電設備の損失評価・
高効率設計支援システムの開発（19ページ）】

そこには、製品化、事業化までの工程を見据えた場合、斬新さを持ちつつも市場性を強く意識した研究開発を進めることが最も
低リスクであるとの認識が見られます。

【プロジェクト名：柿ポリフェノールオリゴマーを用いた
抗加齢機能製品の開発（25ページ）】

社会性の高い事業を手掛けているため、公的支援
事業の受託により、社会的な認知度を高めることは
非常に有効です。
【プロジェクト名：光学薄膜技術と色覚理論の融合による
機能性分光フィルタの開発（24ページ）】
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県の食品研究所との共同研究で公的機関のお墨付
きを得て、製品に対する信用度や安心感が増しまし
た。特に食品の場合には、安全・安心という印象は非
常に大事です。

【プロジェクト名：清酒製造副産物(米糠)を用いた
多目的用途素材の開発（17ページ）】

中小企業のトップは日頃から常に各分野の研究者
や、世の中の大きな技術・市場動向に対して高いア
ンテナを張っておく必要があります。その上で、ニー
ズと自社のシーズをマッチングさせるシミュレー
ションを常にしていくことが大切です。

成功要因の一つとして、開発で取り組んだ素材が興
味深い物質であり、世界的にどこもまだ製造・販売し
ていなかったことが挙げられます。研究テーマの斬
新性と市場性が、開発の成否を大きく左右します。

【プロジェクト名：安心・安全の抗菌素材の開発
（38ページ）】

【プロジェクト名：マイクロ・ナノファブリケーション
加工システムの開発（37ページ）】
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本製品は、基礎技術はあったものの、ユーザーが求
めている形になっていないところに問題がありまし
た。シーズとニーズの擦り合わせが必要でしたが、
装置メーカー、アプリケーションメーカー等の協力
を得て、研究者にとって使いやすいツールとして完
成できました。コンソーシアムでなければできない
ことです。
【プロジェクト名：ポストゲノム解析用マイクロHPLCの開発
（28ページ）】

４ 製品化に向けた意識共有
研究開発の早い段階で、最終製品イメージが描かれており、そのイメージが共同研究体メンバー間で共有されているときに、
研究開発プロジェクトは最も効率的に進められます。特に、地域イノベーションを創出するような画期的な開発においては、過去
過去に多くの公的支援を受けてきましたが、当初は
大学発のシーズオリエンテッドアプローチで開発
テーマを決めていました。しかし、近年は医療・計測
分野からの具体的なニーズをベースに開発に取り
組んでいます。中小企業はシーズオリエンテッドにな
りがちですが、創業10年を経て、企業ニーズを最優
先するという境地に達しています。
【プロジェクト名：次世代情報通信の高速広帯域
伝送システム用光デバイスの開発（13ページ）】

に類似製品がない場合も少なくなく、メンバー間で常時製品仕様等の意識合わせを行いながらプロジェクトを進めることが重要
です。また、最終目標を製品化に置き、市場ニーズに沿った仕様に向けて開発を行うこと、研究のための研究に陥らないことも
重要です。

参加メンバー間で、最終製品のイメージが共有され
ていると研究開発が進めやすく、製造段階で苦労す
ることも少ない。本プロジェクトでは製品イメージが
明確だったために、非常にスムーズに進みました。

【プロジェクト名：新規な省エネ効果のある
冷凍機用洗浄装置の研究開発（18ページ）】

３ リーダーシップとチームワーク
産学官・異業種というさまざまな立場から、多くの人が参加して形成される共同研究体において、研究開発を効果的に進め

開発の方向性が明確だったことが成功要因です。メ
ンバー企業がニーズとシーズを明確に把握してお
り、開発目標に向け、方針がぶれずに進めることが
できました。

ていくためには、その方向性を指し示すリーダーシップと、その方向に一致団結して向かっていくチームワークが必要とされま
す。学術的な成果を求めがちな大学と、製品化を急ぎがちな企業というように、異なるバックグラウンドを持つメンバーの力を同
一方向に集約していけるかがカギとなっています。

事業の中心となる人物にバイタリティがあるかどう
かが決定的に重要です。また、メンバーの顔色をう
かがうだけではなく、重要と思う事柄については、
徹底的に議論し、譲らない姿勢も大事です。

【プロジェクト名：光学薄膜技術と色覚理論の融合による
機能性分光フィルタの開発（24ページ）】

コンソーシアムではチームワークが大切で、仕事以
外の場でのコミュニケーションも重要です。研究開
発は常にうまく進むとは限らないので、行き詰まっ
た時に打開策を図る上でも、交流の場があることは
非常に大切です。

【プロジェクト名：海水スラリーアイスによる
氷温貯蔵システムの開発（34ページ）】

【プロジェクト名：海水スラリーアイスによる
氷温貯蔵システムの開発（34ページ）】

【プロジェクト名：無線センサネットワークによる橋梁の
健全度診断システムの開発（40ページ）】

コンソーシアムにはさまざまな立場から多くの人が
参加したため、目標の共有とマネジメントには苦労
しました。プロジェクトリーダーのまとめが重要であ
り、そのコツは「自分が、自分が」と押し付けずに、
リーダーが全体の工程をきちんと把握し、配慮する
ことです。参加者全員がひとりよがりにならずに、
ニーズとシーズを常に擦り合わせていく（お互いに
ニーズとシーズを紹介し合っていく）状況が生み出
せたら、成功の確率は高まります。

５ 産学官一体となったプロジェクト推進
産学官のメンバーそれぞれが持つ強みとプロジェクトで果たすべき役割を明確に認識し、互いに相手の領域とのオーバーラッ
プを持ちながら（相手との交流・協業を果たしながら）、それぞれの持ち味を発揮していくという実施体制を敷けるかが成功のカギ
です。また、製品化を成功するプロジェクトでは、研究開発の現場を担う産学官の研究者のみならず、プロジェクト運営を支える
産業支援機関や経済産業局の力も十二分に活用している事例が多く見られます。

【プロジェクト名：マイクロ・ナノファブリケーション
加工システムの開発（37ページ）】

研究を担う研究機関や事業化を担う企業はもちろ
んのこと、公設試験場や管理法人となる産業支援
機関、経済産業局の役割も重要です。
参加企業の経営トップの理解も重要です。経営トップ
がプロジェクトの趣旨に理解を示し、支援の姿勢をみ
せることで、企業研究者の開発環境は見違えるほど
変わります。また、プロジェクトリーダーは、メンバーに
対して、ビジョン・目標を語り続けることが大切です。

【プロジェクト名：海水スラリーアイスによる
氷温貯蔵システムの開発（34ページ）】
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コンソーシアムでの研究開発では、さまざまな主体
が参加するので、メンバー間の意識共有が非常に重
要です。特に、事業化を目指す場合には、研究に偏ら
ないように注意すべきです。

【プロジェクト名：新規評価系を駆使しての新規道産
硬質小麦からの機能性食品の開発（12ページ）】

地域の中小企業には、単独ではできないことが
種々あります。連携により、複数のグループが技術
を出し合うことが必要であり、それぞれの強みと弱
みを理解した上で活動し、問題解決することが重要
です。

【プロジェクト名：合成脂質を用いた導入効率が高く
安全な遺伝子導入試薬の開発（39ページ）】
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高知県立紙産業技術センターが中心となり、以前か
ら相談依頼を受けていた地元製紙業2社を結びつ
け、保湿不織布開発のための人的ネットワークを作
り上げていました。本プロジェクトでは、そのような
ネットワークをベースにすることができたので、開発
がスムーズに進みました。
【プロジェクト名：保湿不織布による介護用ケアシートの
開発（35ページ）】

Ⅳ お問い合わせ先
申請・採択のノウハウが浜松地域テクノポリス進行
推進機構にあり、得られたアドバイスなどは有効でし
た。また、経理や財務管理の面でも機構の貢献が非
常に大きかったです。

【プロジェクト名：ナビゲーション機能付き手術用
内視鏡高度利用装置の実用化開発（21ページ）】

申請段階から経済産業局の職員が相談に乗ってく
れたのがありがたかったです。

地域イノベーション創出研究開発事業の提案募集・採択審査・契約締結・執行管理等の事務全般は、全国の経済産業局
（沖縄は内閣府沖縄総合事務局経済産業部）が担当しています。
地域産業の実情を熟知する職員が、事業提案に関するご相談、他の支援施策のご紹介等、研究開発者の皆様に近い場所
でお手伝いします。これから新たに研究開発を実施したいと考えておられる方々も、ぜひお気軽にご相談ください。

担当課

最後は精神論になりますが、地域イノベ事業等のような公的事業の採択を受けることで得られる責任感、地域の課題を解決
しようとする使命感等が、強力なプロジェクト推進力となっているケースも見られます。
また、新たなイノベーションを創出するに際しては、一度や二度の失敗にめげず、何度でも試行錯誤を続ける執着心も重要な

所轄地域する都道府県名

北海道経済産業局
地域経済部 産業技術課

〒060-0808
札幌市北区北８条西２丁目１－１
ＴＥＬ ： 011-709-5441 ＦＡＸ ： 011-709-1786
ＵＲＬ ： http://www.hkd.meti.go.jp/

北海道

東北経済産業局
地域経済部 産業技術課

〒980-8403
仙台市青葉区本町３－３－１
ＴＥＬ ： 022-221-4897 ＦＡＸ ： 022-265-2349
ＵＲＬ ： http://www.tohoku.meti.go.jp/

青森、岩手、宮城、
秋田、山形、福島

関東経済産業局
地域経済部 産業技術課

〒330-9715
さいたま市中央区新都心１－１ さいたま新都心合同庁舎１号館
ＴＥＬ ： 048-600-0237 ＦＡＸ ： 048-601-1287
ＵＲＬ ： http://www.kanto.meti.go.jp/

茨城、栃木、群馬、
埼玉、千葉、東京、
神奈川、新潟、長野、
山梨、静岡

中部経済産業局
地域経済部 産業技術課

〒460-8510
名古屋市中区三の丸２－５－２
ＴＥＬ ： 052-951-2774 ＦＡＸ ： 052-950-1764
ＵＲＬ ： http://www.chubu.meti.go.jp/

愛知、岐阜、三重、
富山、石川

近畿経済産業局
地域経済部 技術課

〒540-8535
大阪市中央区大手前１－５－４４
ＴＥＬ ： 06-6966-6017 ＦＡＸ ： 06-6966-6080
ＵＲＬ ： http://www.kansai.meti.go.jp/

福井、滋賀、京都、
大阪、兵庫、奈良、
和歌山

中国経済産業局
地域経済部 次世代産業課

〒730-8531
広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎２号館
ＴＥＬ ： 082-224-5680 ＦＡＸ ： 082-224-5645
ＵＲＬ ： http://www.chugoku.meti.go.jp/

鳥取、島根、岡山、
広島、山口

四国経済産業局
地域経済部 産業技術課

〒760-8512
高松市サンポート３－３３ 高松サンポート合同庁舎
ＴＥＬ ： 087-811-8518 ＦＡＸ ： 087-811-8555
ＵＲＬ ： http://www.shikoku.meti.go.jp

徳島、香川、愛媛、
高知

九州経済産業局
地域経済部 技術企画課

〒812-8546
福岡市博多区博多駅東２－１１－１
ＴＥＬ ： 092-482-5462 ＦＡＸ ： 092-482-5392
ＵＲＬ ： http://www.kyushu.meti.go.jp/

福岡、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎、
鹿児島

沖縄総合事務局
経済産業部 地域経済課

〒900-0006
那覇市おもろまち２－１－１ 那覇第２地方合同庁舎２号館
ＴＥＬ ： 098-866-1730 ＦＡＸ ： 098-860-1375
ＵＲＬ ： http://ogb.go.jp/keisan/index.html

沖縄

経済産業省
地域経済産業グループ
地域技術課

〒100-8901
東京都千代田区霞が関１－３－１
ＴＥＬ ： 03-3501-8794 ＦＡＸ ： 03-3501-7917
ＵＲＬ ： http://www.meti.go.jp

【プロジェクト名：海洋性動物由来プロテオグリカンの
実用化製造技術開発（14ページ）】

６ 責任感とあきらめないこと

所在地及び連絡先

要素といえます。

公的事業を採択した責任感と使命感が研究開発を
推し進める力となりました。

当初、1wt％のスラリーアイス製造は無理だと考えら
れていましたが、高知県の魚介類の市場性を高める
ため、高知県の漁業のために、ぜひとも解決しなけ
ればならないという思いで取り組みました。

【プロジェクト名：海水スラリーアイスによる
氷温貯蔵システムの開発（34ページ）】

一度うまくいかなかったからといってすぐにあきら
めないことも大切である。本研究プロジェクトも、そ
れまでの失敗を反省し、メンバー全員で要因を冷静
に吟味していたため、今回の成功につながりました。

【プロジェクト名：合成脂質を用いた導入効率が高く
安全な遺伝子導入試薬の開発（39ページ）】
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【プロジェクト名：高速ナノ・スキャニングステージの
開発（16ページ）】

本プロジェクトでは製品化に成功しましたが、このメ
ンバーが中心となって、新たな補完研究に取り組み
たいです。継続性を追求できるのも地域イノベ事業
の大きな意義ではないでしょうか。

【プロジェクト名：合成脂質を用いた導入効率が高く
安全な遺伝子導入試薬の開発（39ページ）】
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