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事 業 の 概 要

（１）	企業化を指向した事業運営
	 研究者、研究機器・設備、経営者等の地域の科学

技術資源の連携と、企業化に向けた研究開発のた
めには、コーディネート機能の整備が重要である。

また、新技術・新産業の創出に資する研究開発に
は、旺盛な企業化精神を有し、強い指導力を発揮
するリーダーが求められる。そこで、本事業の事
業全体を統括し、企業化を指向した事業運営を行

地域として企業化の必要性の高い分野の個別的研究開発
課題を集中的に取扱う産学官の共同研究事業であり、大
学等の基礎研究により創出された技術シーズを基にした
試作品の開発等、新技術・新産業の創出に資することを
目的とする。本事業は、都道府県および政令指定都市
（以下、「都道府県等」という。）が申請する方法を採って
いる。
途中、事業スキームの変更があり、平成9～16年度
採択は「地域結集型共同研究事業」（以下、「旧結集」とい
う。）、平成17～20年度採択は「地域結集型研究開発プ
ログラム」（以下、「新結集」という。）として実施している。
旧結集では、参画した研究機関と研究者がその分野の研
究を継続・発展させ、さらに成果を利活用するような体
制（地域COE）の整備を事業目標の中心に据えて実施し

たが、新結集ではこれに研究成果の企業化を事業目標に
加えている。
様々な地域における科学技術振興施策の中で、結集事業
の大きな特徴の1つが、コア研究室（２．（３）参照）の設
置である。コア研究室における集中的な研究開発の取り
組みと、コア研究室で研究開発に従事する雇用研究員の
キャリアアップは、地域における継続的な研究成果の創
出の基礎を成したと言える。
平成9～12年度の間は、文部科学省（当時、科学技術
庁）で採択を行い、JSTはプロジェクトの管理、支援を
担当していたが、平成13年度より、JSTが採択を実施
することとなった。旧結集では32地域、新結集では7
地域を採択し、平成20年度をもって新規採択を終了し
ている。

１. 趣旨・経緯

２. 概要

３. しくみ

（１）	本事業は、国が目指すべき科学技術分野において、
研究開発型企業、公設試験研究機関、大学等地域
の研究開発セクターを結集して推進する共同研究
事業である。

（２）	事業の推進、調整等のため、JST、都道府県等、
及び都道府県等が指定する地域の科学技術振興を
担う財団等を中核機関として運営体制を構築す
る。

（３）	事業を円滑に実施するため、中核機関に企業化統
括【事業総括】、代表研究者【研究統括】、新技術
エージェント（旧結集のみ）等を配置し、企業化促
進会議【研究交流促進会議】、共同研究推進委員会
等により研究開発を推進する。また、研究開発の
実施体制として、公設試験研究機関内やレンタル
ラボ等に共同研究の中核を形成するコア研究室を
設置し、雇用研究員を配置する。

（４）	事業の実施期間は原則５年間とする。
（５）	 JSTが負担する資金については、1地域あたり年

間2.1～2.4億円程度とする（事業内容、運営体
制、進捗状況による）。

（６）	予算の支出対象は、企業化促進会議【研究交流促
進会議】及び共同研究推進委員会の運営経費、雇
用研究員の研究費（研究機器等の設備備品費、消

耗品費、旅費等）及び人件費（企業化統括【事業総
括】、代表研究者【研究統括】、新技術エージェン
ト（旧結集のみ）、雇用研究員）等を想定する。

（７）	本事業の推進に必要な経費としてJST負担分と同
等の額に相当するものを地域が負担することとす
る。

（８）	事業開始から中間評価までをフェーズⅠとして要
素研究期間と位置付ける。中間評価から事業終了
までをフェーズⅡとして実用化研究に取り組む。
事業終了以降をフェーズⅢとして継続的な研究成
果の創出を目指すこととしている。

（９）	事業の3年度目には、事業の継続を含め事業の方
向性を検討するために中間評価を、事業終了時に
は、事業成果とフェーズⅢ計画に対して事後評価
を、事業終了後3年度目には、研究開発の発展・
活用、新技術・新産業の創出、地域COEの構築
等フェーズⅢの展開状況について追跡調査をJST
が実施する。

（10）	新結集では、地域の研究開発支援の一貫として、	
JSTイノベーションプラザ・サテライトが所管地
域における結集事業の進捗状況を把握し、研究開
発、企業化の両面から適切な助言を行うこととし
ている。
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事 業 の 概 要

（１）	共同研究に対する支援
	 公設試験研究機関が受け持つ分担研究に係る研究

費を確保し、共同研究を実施するための研究ス
ペースの確保・維持に取り組む。

（２）	中核機関に対する支援
	 中核機関に配置する事務局スタッフ等に係る人件

費の分担と、事務スペースの確保・維持に取り組
む。

（３）	成果を利活用する体制（地域COE）の構築に	
	 対する支援
	 地域の科学技術振興のために、中核機関の研究推

進機能の拡充・強化に取り組み、事業終了後も地
域COEの構築のための支援を行う。

（注）【　】内は旧結集の名称

４．都道府県等の取り組み

地域結集事業のスキーム図

う企業化統括【事業総括】を登用している。企業化
統括【事業総括】のもとには、独創的な研究、新技
術を育て上げた経験を有する、研究指導者として
優れた能力をもち、企業化統括【事業総括】の指
示のもとで研究計画を策定し実行する代表研究者
【研究統括】を配置している。

（２）	企業化に向けた研究開発支援システムの構築
	 研究のための研究にならないように研究開発を行

い、研究成果を企業化へ展開するためには、様々
な機能を整備する必要がある。このため、地域企
業への技術移転や企業化をサポートする以下のよ
うな技術移転・支援システムを中核機関に構築し
ている。

	 ①知的財産の保護、育成、活用　　②市場調査
	 ③市場ニーズの研究へのフィードバック
	 ④企業への技術移転　　⑤他事業への橋渡し
	 ⑥スキルバンクの整備、活用
	 特に、旧結集では、研究開発型企業に対して研究

成果等の導入を促すとともに、市場ニーズを研究

開発現場へフィードバックさせる役割を担う新技
術エージェントを配置した。

（３）	成果を利活用する体制（地域COE）の構築
	 研究員が組織を越えて結集するコア研究室を中心

として、研究開発型企業、公設試験研究機関、地
域内外の大学等が参加する共同研究を展開するこ
とにより、既存の研究開発セクターの機能活性化
を図りつつ、研究機関と研究者がその分野の研究
を継続・発展させ、地域COEの構築を目指す。
①	産学官・地域の連携協力関係の強化と新技術・
新産業創出の意識強化

②	優れたリーダー、研究員が最大限能力を発揮で
きるような柔軟な研究組織体制と研究に必要な
自由度の確保

③	研究の展開に応じた弾力的な予算の運営
④	機能的施設、設備とそれを維持する運営費の確
保

⑤	研究補助者等の研究支援体制の構築



茨城県霞ケ浦環境科学センターの開館
ネットワーク型地域COEの確立
平成17年 4月に、霞ケ浦水質浄化の拠点施設として、茨城県霞ケ浦
環境科学センターが霞ケ浦湖畔の土浦市沖宿に開館した。
これに伴い、霞ケ浦水質浄化プロジェクトも、より一層の地域 COE の
確立を目指すために、同センター内に移転した。
霞ケ浦水質浄化プロジェクトは、平成 21年度をもって終了したが、同
プロジェクトを通じて構築した水環境修復技術開発に係る人的・組織
的ネットワークを有効に活用して、今後とも、同センターにおいて、研
究開発を継続するとともに、地域 COE の確立を目指す。

1. 高度処理浄化槽システム
霞ケ浦底泥から製造したヘドロセラミックスを好気槽に
充填した生物ろ過システムを嫌気ろ床と組合わせるこ
とで窒素を除去する。更に、高性能のジルコニウム吸着
剤を用いてリンを除去するシステムを開発した。
これにより、従来の浄化槽では対応出来なかった窒素
とリンの除去が可能となる。

2. 電気化学的高速廃水処理装置
高電圧パルスから発生するラジカルが汚濁水を強力に
分解する。リン除去に必要な薬剤投入も不要になり、環
境ホルモン等の難分解性物質も完全に分解可能となっ
た。
生物処理に比べ、処理時間が大幅に短縮できるほか処
理費用、設置面積、投入エネルギーも軽減でき、排水の
浄化やアオコの分解に効果的である。

3.  近赤外分光法（NIR法）とニューラル
 ネットワークシステム
NIR 法は、ひとつのサンプルから多くの情報を同時に
かつ迅速に抽出できる特徴を有する。ニューラルネッ
トワークは脳の行う情報処理を模倣した数学的モデル
である。
霞ケ浦の水質データについてニューラルネットワーク
を用いて解析し、アオコ等藍藻類の発生予測が可能で
あること、さらに、NIR 法を初めて環境測定に適用した
ことで、霞ケ浦湖水の連続モニタリングと藍藻類発生
のパターン認識が可能となった。

環境フロンティア技術開発
事業総括
角田　芳夫　元 茨城県副知事
研究統括
須藤　隆一　埼玉県環境科学国際センター総長
新技術エージェント
田井　慎吾　（有）つくばインキュベーションラボ取締役
上原　健一　（有）つくばインキュベーションラボ取締役　

中核機関
（財）茨城県科学技術振興財団
行政担当部署
茨城県生活環境部環境対策課
コア研究室
（財）茨城県科学技術振興財団

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

茨城県
平成9～14年度

Ibaraki

高度処理型浄化槽システム

ヘドロセラミッ
クス

ヘドロセラミック
スの断面

電気化学的高速廃水処理装置を
設置した生活排水路浄化施設

電気化学的高速廃水処理装置

NIR法の水質モニタリングとニューラ
ルネットワークを用いた水質評価

茨城県霞ケ浦環境科学センター

事業目的　「第 6 回世界湖沼会議　霞ケ浦 ’95」において、世界の湖沼が抱える諸問題の解決に向けた「霞ケ
浦宣言」がまとめられた。この「霞ケ浦宣言」に基づき、水質浄化と新たな湖沼環境の創造を目的に、環境へ
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の適用性を社会経済的な問題までを含めて評価する。
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1. 大阪府立産業技術総合研究所
 フォトニクス研究開発支援センター
光情報技術分野の研究開発支援拠点として、
地域の企業等に技術移転、技術指導、試作加工
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技術フォーラム
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相談、共同研究プロジェクト企画・運営支援等
を実施。

1. 表面反射防止構造作製技術を確立
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2. 超高速現象の分光計測技術（超高速光スぺ
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フェムト秒領域で起こる化学反応過程､超高速光通信
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研究統括
松田　治和　　元 大阪府立産業技術総合研究所所長
新技術エージェント
小野田　岑夫　元 住電エンジニアリング（株）技師長
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コア研究室
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地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

大阪府
平成9～14年度

Osaka 

事業目的　人の安全やセキュリティーを確保する技術、あるいは遠隔地コミュニケーションに必要な高度情報
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反射防止構造
（パターン部50mm x 50mm ：
三洋電機（株）製）

超高速光スペクトログラム
スコープ（大阪大学・オリン
パス（株）共同製作）

3.3mm

薄型複眼カメラ
（ＴＯＭＢＯモジュール）
（大阪大学）

Top view

Side view

5



研究成果を踏まえて
設立されたバイオベン
チャーと広島バイオク
ラスター推進協議会を
始めとする産学官連携
組織が連携して、バイ
オ産業基盤の拡大を
図っている。

1. 人工肝臓の開発
ラット及びヒト肝臓に存在し活発に増殖する小型の肝
前駆細胞を発見した。この細胞は、医薬品開発や肝不
全治療などの再生医療への応用が期待される。また、
マウス肝臓の約９割がヒ
ト肝細胞で置換された
キメラマウスの開発に成
功した。このマウスはマ
ウス肝臓の中でヒト肝
細胞を増殖させる方法と
して有用なだけでなく、
医薬品開発のための実
験用動物として利用価値が高いと考えられる。キメラマ
ウスの開発については、（株）フェニックスバイオに成
果を移転し、医薬品の開発及び研究に係る受託サービ
ス等を行っている。（（株）フェニックスバイオ）

2. 組換えヒトコラーゲン生産系の開発
ミニコラーゲン及び全長コラーゲンを繭の中に分泌す
るトランスジェニックカイコの作出に成功した。知的ク
ラスター創成事業において、熱安定コラーゲンを生産
するカイコの開発及
びその生産量を高め
る研究を実施し、その
成果を（株）ネオシル
クに移転し、組換え蛋
白質の受託生産等の
事業を行っている（平

成22年 5月（株）免疫生物研究所に吸収合併）。（（株）
免疫生物研究所）

3. 毛髪の再生
毛包の形成や維持に重要なヒト毛乳頭細胞を10 世代
継代培養できることが確認された。この培養ヒト毛乳
頭細胞を実験動物へ移植して発毛させることに成功し
た。発毛機能を維持したヒ
ト毛乳頭細胞を大量に培
養増殖できることから、毛
乳頭細胞移植による脱毛
症治療の可能性が示され
た。この成果を元に、毛乳
頭細胞の培養事業化を目
指す（株）エピフェニック
スを設立した（平成１５年
４月より（株）フェニックスバイオに名称変更）。（（株）
フェニックスバイオ）

4. 再生に関わる細胞のプロテオーム解析
毛髪や肝臓の再生に重要な役割を果たす細胞のプロテ
オーム解析を行い、これまでに1,000 を超える蛋白質
を同定し、プロテオームデータベースを構築した。また、
重要な生命現象の一つである蛋白質のリン酸化を網羅
的に解析する新規手法を開発した。これらの成果を移
転し、東和環境科学（株）プロフェニックス事業部でプ
ロテオーム解析サービスを行っている。（東和環境科学
（株））組換えヒトコラーゲン生産系の開発

再生能を有する人工組織の開発
事業総括
藤井　明　　元 （株）広島テクノプラザ顧問
研究統括
吉里　勝利　広島大学名誉教授
新技術エージェント
三宅　哲雄　元 湧永製薬（株）主席研究員

中核機関
（公財）ひろしま産業振興機構
行政担当部署
広島県商工労働局産業振興部産業技術課
コア研究室
広島県産業科学技術研究所

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

広島県
平成9～14年度
Hiroshima

事業目的　人体組織が本来有する再生能力（組織再生）を利用した新しい治療法である、再生医療の確立を目
指す。人工肝臓の開発、組換えヒトコラーゲン生産系の開発、発毛因子の探索、トランスジェニック人工皮膚
の開発、再生に関わる細胞のプロテオーム解析とプロテオームデータベースの構築、カエル利用法の開発を行
う。

人工肝臓の開発

毛髪の再生

地域結集事業に参加した研究
者等のネットワークや研究成果
を活かし、また県の重点分野に
おける組織と連携・融合するこ
とで総合的な発展を図る。

1. 高密度光記録のための薄膜光応答材料
光エネルギーを、直接、反応に用いて記録するフォト
ンモード光記録は、高速・高密度の光記録が可能と期
待される。本事業では、透明で安定なガラス状態を容
易に形成する光記録材料を開発し、近接場光により
100ｎｍ以下の極微小スポットの書込に成功した。そ
の後の研究成果を含めた複数の特許を申請中であり、
光記録材料以外の新たな展開を検討中である。
（九州松下電器（株））

2.（高分子／液晶）複合膜
（高分子／液晶）複合膜は、電源のオン－オフにより透明
－白濁の可逆的な光スイッチング機能を示し、偏光板や
配光処理などが不要であることと単純な素子構造が可
能なため大面積・フレキシブル化が容易である。本事業
では、大面積製造プロセスや単純マトリクスによる漢字
表示の時分割駆動が可能な複合膜材料を開発し、表示素
子を試作した。参加企業において実用化開発を進め、調

光シャッターやパーテーションとして製品化を行った。
（（株）正興電機製作所）

3. 超小型集積型可変波長色素レーザー
これまで大型・高価で保守管理の手間が掛かる可変波
長レーザーを固体導波型色素レーザーチップと半導体
レーザーで構成し、超小型の集積型可変波長レーザーを
試作した。参加企業において実用化開発を進め、分布帰
還型色素レーザーチップや医療用レーザーなどで使用
される波長変換素子（Poly Bulk）などの製品化を行っ
た。（（株）正興電機製作所）

新光・電子デバイス技術基盤の確立
事業総括
松村   隆　　元 （株）九電工代表取締役会長 
研究統括
鶴島　稔夫　九州大学名誉教授
新技術エージェント
小林　深　　松下電器産業（株）客員
筒井　知　　平井・筒井国際特許事務所弁理士

中核機関
（財）福岡県産業・科学技術振興財団
行政担当部署
福岡県商工部新産業・技術振興課
コア研究室
（財）福岡県産業・科学技術振興財団

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

福岡県
平成9～14年度

Fukuoka

事業目的　フォトクロミック材料や（高分子／液晶）複合膜など、新しい光機能を発現する新材料や新規デバ
イスのプロトタイプの提示を目標に、超高密度光メモリやフレキシブルディスプレイといった新しい記録・表示
に関する技術開発、新たなフォトニクスデバイス材料開発、薄膜形成技術、精密計測・評価技術等の新たな共
通基盤技術の確立を行う。

パーテーション応用の例

近接場光による光記憶・消去の例

分布帰還型色素レーザーチップ 波長変換素子
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イスのプロトタイプの提示を目標に、超高密度光メモリやフレキシブルディスプレイといった新しい記録・表示
に関する技術開発、新たなフォトニクスデバイス材料開発、薄膜形成技術、精密計測・評価技術等の新たな共
通基盤技術の確立を行う。

パーテーション応用の例

近接場光による光記憶・消去の例

分布帰還型色素レーザーチップ 波長変換素子

7



1. 研究成果の継続的技術移転
本プロジェクトで得られた成果をもとに大学発ベンチャー企業
が誕生し、新技術・新産業の創出につながることが期待される。
今後、北海道が「食と健康」の情報発信基地となることを目
指し、産学官支援体制の整備を進める。

2. 研究推進体制の継承
本プロジェクトで得られたバイオアッセイ基盤技術などの成果
をもとに、研究者ネットワークを維持･発展させ、北海道に「食

と健康」に関する新産業の形成を図る。

3. 共同研究事業の展開
本プロジェクトで得られた事業化成果をもとに、北海道内で展
開されている食のクラスター化事業との共同研究事業を展開
し、より高度･精密な事業成果の獲得を目指す。

1. Ruminococcus属菌が有害な2次胆汁酸へ
の変換を抑制

2 次胆汁酸は、大腸ガン
のリスク要因。1次胆汁
酸からの水酸基の脱離反
応を腸内細菌ルミノコッ
カス属菌が大変強く抑制
した。この菌は、オリゴ
糖 DFAⅢの長期の摂取に
よって特異的に増殖してく
る。腸内健康維持の新し
い方法といえる（J. Biosci. 
Bioeng., 101, 149-156, 2006）。ヒト試験への準備中である。

2. イソフラボンが効く親属新種
Asaccharobacter celatusと命名

大豆イソフラボンを摂取して
も、腸管から取り込まれにく
い。腸内細菌が、取り込まれ
やすいエクオールに変換して
いる。その変換菌を探したと
ころ親族新種の菌が、変換を
効率的に行うことを解明した。
この菌が腸管にたくさん住ん
でいるとイソフラボンの効果
が最高に発揮される。大豆食
品と本菌のシンバイオティック食品への可能性がある。

3. Th1/Th2バランスを調整する
 Streptococcus thermophillus OH1、
 AHU19338 乳酸菌Lactobacillus casei 
 BZN.2.12.4A、AHU1989 乳酸菌
たくさんの乳酸菌からTh1/Th2バランスを正常化する株を探

索した。脾臓細胞でIFγ生成を促進し、IL-4とIL-10の生成を
抑制する。しかもおいしいヨーグルトを作ることができる。

4. 大豆、藤豆の食欲抑制ペプチドを発見
特定のペプチドを食べ
ると食欲を45分間抑
えられる。ペプチドが
腸管レセプターに結合
して、腸管細胞がCCK
ホルモンを作る。これ
が脳視床下部へ到達
すると満腹を感じる。
食べ過ぎを防止し糖尿
病予備軍の健康管理
に貢献できる。

５. DFAⅢの製品化
成果移転に向けた取り組みのひとつとして、オリゴ糖の一種
であるDFAⅢの製品化がある。北海道大学の長年にわたる
研究で、チコリの根から抽出された多糖類を原料とし、効率
よくDFAⅢを生産出来る方法が発見され、その後、独自の
製糖技術と研究実績をもつ日本甜菜製糖（株）が参加し大
量生産を実現した。さらに加わった（株）ファンケルは、北海
道大学との共同研究により、さらなるDFAⅢの機能性を明
らかにすると共に、このDFAⅢを「ツイントース」と命名し、
製品化を図っている。

ツイントース

「食と健康」に関するバイオアッセイ基盤技術の確立によるプライマリーケア食品等の創生
中核機関
（財）北海道科学技術総合振興センター
行政担当部署
北海道総合政策部科学技術振興課
コア研究室
北海道産学官協働センター
（コラボほっかいどう）

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

北海道
平成10～15年度

Hokkaido

事業目的　「食」と「健康」の2つの領域の密接な関連性を科学的に解明するアッセイ基盤技術の確立と北方
系生物資源を活用したプライマリ－ケア食品等の創生を目指す。プロビオティック・プレビオティック食素材
の開発・評価、ミネラル吸収機構とミネラル吸収促進食素材の開発、食品タンパク質の受容機構と高機能タン
パク質の開発、循環器系疾患等に対する道産食素材の評価と開発を行う。

事業総括
木下　俊郎　北海道大学名誉教授
研究統括
東　市郎　　室蘭工業大学監事
 北海道薬科大学教授
 北海道大学名誉教授　
新技術エージェント
小椋　司　　元 サッポロビール（株）社会環境部部長

１次胆汁酸からの水酸基の脱離反応

大豆イソフラボンの
エクオール変換

食欲抑制ペプチドの作用形式

1. ネットワーク型地域COEの構築
山形県高度技術研究開発センターを中核として、サ
ブコア研究室と関係企業等において、研究の継続発
展、事業化推進等を行うネットワーク型地域ＣＯＥを構
築した。

2. 産業技術を支援する高度な専門機能の整備
産業技術を支援する高度な専門機関として、（財）山
形県産業技術振興機構を平成１６年４月に設立し、産
学官連携の促進やコーディネート機能の強化、県内
企業の知的財産支援等を一元的に行うほか、本事業
での研究成果を発展・事業化に取り組んだ。

1. 光干渉断層眼底診断装置
非走査方式の光波反射断層画像計測技術を開発す
ることによりミクロンオーダーの空間分解能で生体
サンプルの内部構造を観測することを実現した。広
帯域光源の低干渉性が光断層画像計測のメカニズム
である。さらに、独自の並列光ヘテロダイン検出法を
用いてビデオレートでの生体断層画像計測に成功し、
これにより３次元画像の構築が可能となった。また、
これまで可視化できなかった生体組織の内部構造
を観ることが可能となった。（マイクロトモグラフィー
（株））

2. ウシ受精卵呼吸量計測装置及び付属キット
培養条件下（5％CO2, 37℃）で、ウシ単一胚の呼吸
量測定に成功した。測定は迅速、無侵襲的に行われ、
胚は測定後も正常に発生する。呼吸量は胚の形態ラ
ンクとよく対応するだけでなく、胚ごとの発生能を反
映することが分かった。受精卵呼吸量測定装置によ
り、客観的で信頼性の高い胚の品質判定が期待でき
る。（北斗電工（株）、（株）機能性ペプチド研究所）

3. 高リンゴ酸清酒
清酒醸造用酵母から、リンゴ酸を高生産する高リンゴ
酸生成酵母を新しく作り出した。高リンゴ酸生成酵母
を利用した清酒は、リンゴ酸含有量が安定して多く、
通常の清酒と比較すると平均で５倍程度であり、酢酸
が含まれないなど、大変ユニークな特徴を持つ。市場
調査では、約半数が新しいアルコール飲料であると
評価した。（7社8銘柄）

ウシ受精卵呼吸量計測装置

光干渉断層眼底診断装置

高リンゴ酸清酒

遺伝子工学と生命活動センシングの複合技術による食材と生物材料の創生
事業総括
原田　克弘　　元 （財）山形県企業振興公社理事長
研究統括
原　慶明　　　山形大学教授
新技術エージェント
宇佐美　健一　（株）マーケティング・トレジャー

代表取締役

中核機関
（財）山形県産業技術振興機構
行政担当部署
山形県商工観光部工業振興課
コア研究室
山形県高度技術研究開発センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

山形県
平成10～15年度

Yamagata

多検体測定セル

ウシ受精卵呼吸測定液

事業目的　遺伝子工学とセンシング技術の融合により、独自性を持つ多彩な食材と生物材料の創生を通して
競争力に優れた産業の創出を目指す。動物性生体高分子の遺伝子による機能制御技術、微生物機能を活用し
たバイオマテリアル、生殖系におけるストレス耐性果樹作出のための分子育種技術、環境制御ストレス制御に
よる機能性食材創生を目指した生命活動センシング技術の開発を通して、山形独自の生物材料を開発する。
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1. ネットワーク型地域COEの構築
山形県高度技術研究開発センターを中核として、サ
ブコア研究室と関係企業等において、研究の継続発
展、事業化推進等を行うネットワーク型地域ＣＯＥを構
築した。

2. 産業技術を支援する高度な専門機能の整備
産業技術を支援する高度な専門機関として、（財）山
形県産業技術振興機構を平成１６年４月に設立し、産
学官連携の促進やコーディネート機能の強化、県内
企業の知的財産支援等を一元的に行うほか、本事業
での研究成果を発展・事業化に取り組んだ。

1. 光干渉断層眼底診断装置
非走査方式の光波反射断層画像計測技術を開発す
ることによりミクロンオーダーの空間分解能で生体
サンプルの内部構造を観測することを実現した。広
帯域光源の低干渉性が光断層画像計測のメカニズム
である。さらに、独自の並列光ヘテロダイン検出法を
用いてビデオレートでの生体断層画像計測に成功し、
これにより３次元画像の構築が可能となった。また、
これまで可視化できなかった生体組織の内部構造
を観ることが可能となった。（マイクロトモグラフィー
（株））

2. ウシ受精卵呼吸量計測装置及び付属キット
培養条件下（5％CO2, 37℃）で、ウシ単一胚の呼吸
量測定に成功した。測定は迅速、無侵襲的に行われ、
胚は測定後も正常に発生する。呼吸量は胚の形態ラ
ンクとよく対応するだけでなく、胚ごとの発生能を反
映することが分かった。受精卵呼吸量測定装置によ
り、客観的で信頼性の高い胚の品質判定が期待でき
る。（北斗電工（株）、（株）機能性ペプチド研究所）

3. 高リンゴ酸清酒
清酒醸造用酵母から、リンゴ酸を高生産する高リンゴ
酸生成酵母を新しく作り出した。高リンゴ酸生成酵母
を利用した清酒は、リンゴ酸含有量が安定して多く、
通常の清酒と比較すると平均で５倍程度であり、酢酸
が含まれないなど、大変ユニークな特徴を持つ。市場
調査では、約半数が新しいアルコール飲料であると
評価した。（7社8銘柄）

ウシ受精卵呼吸量計測装置

光干渉断層眼底診断装置

高リンゴ酸清酒

遺伝子工学と生命活動センシングの複合技術による食材と生物材料の創生
事業総括
原田　克弘　　元 （財）山形県企業振興公社理事長
研究統括
原　慶明　　　山形大学教授
新技術エージェント
宇佐美　健一　（株）マーケティング・トレジャー

代表取締役

中核機関
（財）山形県産業技術振興機構
行政担当部署
山形県商工観光部工業振興課
コア研究室
山形県高度技術研究開発センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

山形県
平成10～15年度

Yamagata

多検体測定セル

ウシ受精卵呼吸測定液

事業目的　遺伝子工学とセンシング技術の融合により、独自性を持つ多彩な食材と生物材料の創生を通して
競争力に優れた産業の創出を目指す。動物性生体高分子の遺伝子による機能制御技術、微生物機能を活用し
たバイオマテリアル、生殖系におけるストレス耐性果樹作出のための分子育種技術、環境制御ストレス制御に
よる機能性食材創生を目指した生命活動センシング技術の開発を通して、山形独自の生物材料を開発する。
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宮城県は福祉先進県づくりを目指すとともに、バリアフ
リー社会を支える福祉・医療機器の振興を重要施策と
位置づけている。機能的電気刺激（FES) 技術と、感覚
情報センシングシステムを応用した装置の商品を紹介
する。

1. 障害者のQOL（生活の質）向上のための
 移動機構
平成 21年 7月に（株）TESSより商品名“Profhand”
でリハビリ用車いすとして販売開始。平成 22 年 6月
に介護保険対象福祉用具として登録、同 7月に宮城県
内の品質等が優れた工業製品として「みやぎ優れ
MONO」認定。平成 22 年11 月に全国展開・普及を
目的に「足漕ぎ車椅子研究会」を発足。（（株）TESS）

2. 頻尿・尿失禁の新しい治療法の電気刺激装置
東北大医学部リハビリテーション科と泌尿器科が共同
開発し、平成17年11月リンテック（株）が製品化した、
新設計の医療用低周波治療器。
一般低周波治療器と
異なり、高出力で深
部まで刺激し腹筋や
骨盤底筋をきたえ
ADL の向上に貢献。
（リンテック（株））

3. 血管壁の状態を簡便で定量的に測定
平成16 年 9月に薬事承認、平成18 年 3月に大洋電
子（株）にて製品化し、現在多機能タイプ開発中。超音
波ドップラー方式を採用し非侵襲的に血流速・血管壁
粘弾性を定量的に測定
し、動脈硬化の進行度を
探る装置として有効。Ｐ
ＷＶと異なり、血管壁劣
化の最終状態まで追跡
可能。（（株）大洋電子）

足漕ぎ車いす

低周波電気刺激
装置「のどか」

超音波血流計「TRY-1」

生体機能再建・生活支援技術
事業総括
松村　富廣　（社）みやぎ工業会顧問
研究統括
増本　健　　（財）電気磁気材料研究所所長
新技術エージェント
村上　雄一　（社）みやぎ工業会専務理事

中核機関
（財）みやぎ産業振興機構
行政担当部署
宮城県経済商工観光部新産業振興課
コア研究室
宮城県地域結集型研究開発センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

宮城県
平成10～15年度

Miyagi

～機能的電気刺激システムを中核とする最先端リハ・
福祉システムの構築と新産業の創出～

本事業の成果を元に医学、工
学に関する共同研究が進み、
下記への展開が実現。
① 東北大学は地域での医工
連携共同研究事業の拠点
となる。

② 宮城県産業技術総合セン
ターに人間工学グループ、
磁気解析グループが新規
設置され、地域企業への
技術サポートを継続。

③ 電気磁気材料研究所は、
薄膜型圧力センサーの普
及実用化を企業と共同で
継続。

研究成果活用プラザ

情報交換

生活支援機器開発研究会

コーディネート
技術開発助成金

商品開発補助金

補助金
（事業運営費）

（財）みやぎ産業振興機構

（財）電気磁気材料研究所

宮城県産業技術総合センター

地域結集型研究開発センター
《産学官による共同利用》

先端的生活支援機器開発連携協議会

研究成果の事業化に向けたコーディ
ネート、地域結集型研究開発センター
設置・運営、結集型事業広報、結集型事
業備品管理、ネットワーク会議及び合
同成果発表会の開催　等

研究成果の応用・実用化、商品化
技術開発支援

宮　城　県

東　北　大　学

技術支援

設置・運営

研究開発予算

企　　業
（商品開発）

支　援

フィンランド健康福祉
センタープロジェクト

高齢化社会対応
産業クラスター協議会

仙台サイバーフォレスト構想
（知的クラスター創成事業）

評価・実証・ユーザー

医学部、工学部、電気通信研究所
未来科学技術共同研究センター

福祉施設、県介護研修センター
（福祉機器プラザ）、福祉系大学、
医療機関　等

事業目的　治療的電気刺激（TES）および機能的電気刺激（FES）を用いた最先端リハビリテーションの確立に
より、片側あるいは両側の下肢完全麻痺者がフィードバックFES 制御により足こぎ車椅子を走行させ、かつ目的
の場所で起立および数歩の歩行を可能とさせるインテリジェント FES の実現を目指す。インテリジェント FES
による生体機能再建システム、実生活での福祉・リハシステム、FES を支える生体情報センサを開発する。

事業活動の成果
●研究者、事業総括、研究統括、新技術エージェント及び
中核機関の位相のそろった活動によって、事業期間中
に下記7件の商品化を達成するなど、多くの新技術を創
出した。

●「光触媒オープンラボ」、「新しい金型設計製作法研究
会」など、産学公連携の新しい仕組みを創出した。

●地域における産学官連携における新技術創出のひとつの
モデル＝地域結集モデルを確立した。

1. 2次元イメージング表面プラズモン共鳴
（SPR）センサー

チップ上に並べた多種類の細胞や酵素などの反応を、リ
アルタイムに、直接、画像として観察できる優れた特徴
を持つ画期的な 2次元イメージング表面プラズモン共
鳴（SPR）センサーを開発し、商品化に成功した。また、
光導波路型 SPRセンサーも商品化に成功し、汎用化に
向けて企業と共同で展開している。

2. 高感度光化学センシング試薬
シックハウス症候群
の原因物質であるホ
ルムアルデヒドを厚
生労働省の室内濃
度指針値で測定でき
る発色試薬を完成し
た。その後、文部科
学省都市エリア産学
官連携促進事業で、
この試薬の有用性評
価を行い、簡易測定
装置や高感度な測定
パッチの商品化に成功した。また、他のシックハウス症
候群原因物質の測定用試薬や、生物分野で重要な機
能を有するマグネシウムイオン、アルミニウムを特異

的に検出する蛍光試薬も開発した。

3. 光触媒を用いた農業廃液処理
養液栽培の培養液の
廃液を、太陽光と酸化
チタン光触媒により浄
化・殺菌し、再度循環
利用する技術及び種
子消毒後の農業廃液
処理システムを開発し
た。引き続き、都市エ
リア産学官連携促進
事業（H15～17）や
新たな農林水産政策
を推進する実用技術
開発事業（H18～H20）で、産学公連携による研究を
実施し、実用化した。

4. 光触媒の医療用カテーテルへの応用
医療用カテーテルへの酸化チタン光触媒薄膜のコーティ
ング及び酸化チタンと銀の複合コーティングにより、明
所及び暗所での抗菌性を付与することに成功した。

光
触
媒
オ
ー
プ
ン
ラ
ボ

独創的光材料の開発による環境技術の創生
事業総括
額田　健吉　（財）神奈川科学技術アカデミー名誉顧問
研究統括
藤嶋　昭　　（財）神奈川科学技術アカデミー最高顧問 
 兼 重点研究室長

新技術エージェント
手島　透　　（株）アイ・ヒッツ研究所代表取締役社長
高橋　秀尚　元 （財）神奈川科学技術アカデミー研究部長
村山　和永　元 （財）神奈川科学技術アカデミー研究部長

中核機関
（財）神奈川科学技術アカデミー
行政担当部署
神奈川県政策局政策調整部総合政策課
コア研究室
（財）神奈川科学技術アカデミー重点研究室

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

神奈川県
平成10～15年度

Kanagawa

事業目的　次世代光産業発展の戦略的基盤となる革新的光学材料・光機能材料の研究開発を通じて、環境分
野の新技術創成を目指す。高機能光化学センシング材料・デバイス、高度環境浄化のための光触媒材料・浄
化システム開発、光触媒の医学・医療への応用と実用化、光相転移を用いた環境・情報材料、新しい金型設
計製作法の開発を行う。

医療用カテーテル

センサーチップ

2次元イメージング表面プラズモン
共鳴（SPR）センサー

波長／nm
250 300 350 400 450 500
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1
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吸
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度

波長／nm
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吸
光
度

ホルムアルデヒド測定用試薬
（反応前後の色の変化）

太陽光

処理後給液タンク

へ戻す

培養液の流路

排液タンク

給液タンク

トマト

培地

温室

処理タンク

処理水槽：酸化チタン

一定量に達し
たら処理タンク
へ移動

酸化チタンによる
培養液浄化・殺菌システムの模式図

10



事業活動の成果
●研究者、事業総括、研究統括、新技術エージェント及び
中核機関の位相のそろった活動によって、事業期間中
に下記7件の商品化を達成するなど、多くの新技術を創
出した。

●「光触媒オープンラボ」、「新しい金型設計製作法研究
会」など、産学公連携の新しい仕組みを創出した。

●地域における産学官連携における新技術創出のひとつの
モデル＝地域結集モデルを確立した。

1. 2次元イメージング表面プラズモン共鳴
（SPR）センサー

チップ上に並べた多種類の細胞や酵素などの反応を、リ
アルタイムに、直接、画像として観察できる優れた特徴
を持つ画期的な 2次元イメージング表面プラズモン共
鳴（SPR）センサーを開発し、商品化に成功した。また、
光導波路型 SPRセンサーも商品化に成功し、汎用化に
向けて企業と共同で展開している。

2. 高感度光化学センシング試薬
シックハウス症候群
の原因物質であるホ
ルムアルデヒドを厚
生労働省の室内濃
度指針値で測定でき
る発色試薬を完成し
た。その後、文部科
学省都市エリア産学
官連携促進事業で、
この試薬の有用性評
価を行い、簡易測定
装置や高感度な測定
パッチの商品化に成功した。また、他のシックハウス症
候群原因物質の測定用試薬や、生物分野で重要な機
能を有するマグネシウムイオン、アルミニウムを特異

的に検出する蛍光試薬も開発した。

3. 光触媒を用いた農業廃液処理
養液栽培の培養液の
廃液を、太陽光と酸化
チタン光触媒により浄
化・殺菌し、再度循環
利用する技術及び種
子消毒後の農業廃液
処理システムを開発し
た。引き続き、都市エ
リア産学官連携促進
事業（H15～17）や
新たな農林水産政策
を推進する実用技術
開発事業（H18～H20）で、産学公連携による研究を
実施し、実用化した。

4. 光触媒の医療用カテーテルへの応用
医療用カテーテルへの酸化チタン光触媒薄膜のコーティ
ング及び酸化チタンと銀の複合コーティングにより、明
所及び暗所での抗菌性を付与することに成功した。

光
触
媒
オ
ー
プ
ン
ラ
ボ

独創的光材料の開発による環境技術の創生
事業総括
額田　健吉　（財）神奈川科学技術アカデミー名誉顧問
研究統括
藤嶋　昭　　（財）神奈川科学技術アカデミー最高顧問 
 兼 重点研究室長

新技術エージェント
手島　透　　（株）アイ・ヒッツ研究所代表取締役社長
高橋　秀尚　元 （財）神奈川科学技術アカデミー研究部長
村山　和永　元 （財）神奈川科学技術アカデミー研究部長

中核機関
（財）神奈川科学技術アカデミー
行政担当部署
神奈川県政策局政策調整部総合政策課
コア研究室
（財）神奈川科学技術アカデミー重点研究室

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

神奈川県
平成10～15年度

Kanagawa

事業目的　次世代光産業発展の戦略的基盤となる革新的光学材料・光機能材料の研究開発を通じて、環境分
野の新技術創成を目指す。高機能光化学センシング材料・デバイス、高度環境浄化のための光触媒材料・浄
化システム開発、光触媒の医学・医療への応用と実用化、光相転移を用いた環境・情報材料、新しい金型設
計製作法の開発を行う。

医療用カテーテル

センサーチップ

2次元イメージング表面プラズモン
共鳴（SPR）センサー

波長／nm
250 300 350 400 450 500
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波長／nm
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ホルムアルデヒド測定用試薬
（反応前後の色の変化）

太陽光

処理後給液タンク

へ戻す

培養液の流路

排液タンク

給液タンク

トマト

培地

温室

処理タンク

処理水槽：酸化チタン

一定量に達し
たら処理タンク
へ移動

酸化チタンによる
培養液浄化・殺菌システムの模式図
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1. 心磁計等の開発
SQUIDを用いた64チャンネルいわて心磁計のプロトタイプ
を製作した。三次元表示の可能なプログラムを開発して、臨床
試験で心房細動や致死的不整脈の信号源や組織性状、急性冠
症候群などの傷害心筋検出での意義を検証した。また、胎児
心磁図の検出にも成功して、胎児不整脈や胎児の自律神経活
動評価が可能となった。（（株）アイシーエス他）

2. SQUIDデバイスの開発
高い超伝導転移温度と優れた表面平坦性を有するAs-grown 
MgB2膜の特性を活かし、冷凍機冷却による生体磁気検出可
能な高感度磁気センサと急峻なカットオフ特性を有する小型で
高集積な第４世代移動体通信対応超伝導フィルタ素子の開発
を行っている。

3. バルク磁場活用技術の開発
酸化物高温超電導バルク材を極低温で励磁して磁石とする強
磁場発生装置を製作した。これによりパルス着磁による捕捉磁
場の世界最高値（3.80T）を上回る 5.20T の磁場捕捉に成
功し、現在、6Tを超える方法の確立と超伝導バルク磁石の産
業への応用展開を目指す。（アイシン精機（株））

生活・地域への磁気活用技術の開発 ～磁場産業の創生～

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

平成11～16年度
Iwate

岩手県
事業総括
中村　儀郎　　岩手大学名誉教授
研究統括
能登　宏七　　岩手大学名誉教授
新技術エージェント
千田　晋　　　熊本大学イノベーション推進人材育成

センターマネージャー（特任教授）
玉城　忠往　　元 （株）新興製作所代表取締役専務
小野寺　純治　岩手大学地域連携推進センター　

教授・副センター長

中核機関
（財）いわて産業振興センター
行政担当部署
岩手県商工労働観光部科学・ものづくり振興課
コア研究室
岩手県先端科学技術研究センター

超小型高周波フィルタ高感度磁気センサ

傷害心筋の立体表示と胎児心磁図64チャンネル
いわて心磁計

1. 磁場活用技術の開発
強磁場を利用した固液磁気分離、磁場中での配向制御
による新機能有機高分子の構造制御、次世代食品加
工、 発酵制御など、強磁場と環境工学、表面・界面工学、
食品工学等の融合による研究開発。

2. 磁気計測技術の開発
SQUIDを応用した極微磁気計測システム（心疾患診
断・心磁計システム構築、多機能SQUID 顕微鏡、半
導体・食品等への産業用SQUID 応用検査機器の開
発）と産業用MRIシステムの開発。

3. 磁気活用要素技術の開発
酸化物高温超電導体（バルク材）の磁化システムと磁
場環境形成技術の開発、バルク材料物性評価の開発。

バルク磁石に付く千円札

パルス着磁による捕捉磁場向上の推移

岩手県・いわて産業振興センター・
岩手ネットワークシステム（INS）

磁場活用研究会

拠点①
岩手大学地域連携
推進センター

拠点③
県先端科学技術研究センター
県工業技術センター

拠点②
岩手医科大学循環器
医療センター

拠点④
一関工業高等専門学校

磁気活用研究
ラボの設置

心磁計測
システム磁場活用研究

磁気計測研究

生体磁気計測研究

バルク磁場活用研究

JST

磁

場

産

業

事業目的　産業排水処理技術、資源リサイクル、非汚染材料などの新素材、食品の加工・貯蔵、農水産物や製
品の検査技術、環境モニタリング技術等に対する磁気の適用に取り組む。強磁場を利用した磁気分離、
SQUID を応用した極微磁気計測システム、酸化物高温超電導体（バルク材）の磁化システムと磁場環境形成
技術の開発等により、新たな磁気科学分野の開拓を目指す。

岐阜県情報技術研究所（各務原市）に研究所を設置し、産学との
密接な連携のもと実環境情報処理技術（情報通信技術、画像セン
シング技術、3D画像取得技術）等市場ニーズの高い、かつ将来
性のあるコア技術の研究開発を実施している。
その結果、実用的な新技術の創出に成功し、現在は特許の取得（９
件）及び民間企業への技術移転を促進している。今後も地元産学
はもとより国内外の事業者との連携を強化し、医療福祉やセキュリ
ティ分野等への実用化開発と技術移転を進め、活力ある地域づく
りを推進する。

協力：大垣市教育委員会
大垣市昼飯大塚古墳   H16年11月調査

1. 技術移転の実績（特許等活用商品）
■ 背景差分開発キット＆背景差分ライブラリ
背景差分抽出機能を活かしたライブラリ（開発キット）を
導入することにより、開発効率の向上および、簡単なユー
ザーインタフェース構築を実現
（メディアドライブ（株））
■トータルモニタリングシステム（モーションセンサー）
デジタル映像モニタリング用サーバソフト
（（株）電算システム）
■ 人流カウントシステム（男女／年齢層判別システム）
店舗等の来店客の顔から性別や年齢層を判別し、販売促
進に活かすシステムソフト
（バブ日立工業（株））
■ 自動販売機用属性認証機能付きサイネージ
購入者の性別や世代を判断し、液晶モニターに最適な映
像情報・広告を配信するデジタルサイネージ機能を搭載
（タケショウ（株））
■ＡＳＴＲＯ Ｓｅｎｓｏｒ
すべての方向のカラー画像はもちろんのこと、対象の距
離情報（３次元情報）も取得できる全方向ステレオシステ
ム「SOS：Stereo Omni-directional System」
（（株）ビュープラス）

2. 研究開発の支援（顔画像DBの配布）
「人間とコンピュータとの高度なインタラクション」を実
施するために必要、かつ研究に最適な「顔画像データベー
ス」を構築し、高品位で高精度の顔画像データベースを
研究用に平成12年度から配布している。

申込、詳細は http://www.softopia.or.jp/rd/
・画像総数 306,600枚
・被験者数 300人
・配布実績 H21年度　
 52団体

3. 共同研究の推進
　 （ASTRO Sensor を用いた古墳石室調査）
ASTRO Sensor（全方向ステレオシステム「SOS」）を
用い、東海地方最大級の古墳内を3次元画像として再現
するなど、データ収集を行った。その調査手法は簡便か
つ有効なデータ収集が可能という評価で、日本遺跡学会
でも発表された。

DBをもとに作製した
日本人の5歳刻み年齢
層別平均顔

知的センシング技術に基づく実環境情報処理技術開発
中核機関
（財）ソフトピアジャパン
行政担当部署
岐阜県総合企画部研究開発課
コア研究室
ソフトピアジャパンセンタービル

事業総括
星野　鉃夫　　岐阜車体工業（株）代表取締役会長
研究統括
山本　和彦　　岐阜大学フェロー
新技術エージェント
嵯峨　芳文　　（株）名古屋ソフトウェアセンター事業企画部顧問
米華　真一郎　特定非営利活動法人地域産業支援
 ネットワーク技術系スタッフ

事業目的　画像処理技術を基礎としてコンピュータを中心とする機械装置にセンシング機能と判断・認識機
能を付与して人間及びその周辺環境を理解させる実環境情報処理技術の研究開発を行う。画像から人を認識
する人間センシング、全方向ステレオシステムを中心とする環境センシング、人間と環境のインタラクション
に関する研究開発を行う。

ASTRO Sensor

地域COE構築の取り組み
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はもとより国内外の事業者との連携を強化し、医療福祉やセキュリ
ティ分野等への実用化開発と技術移転を進め、活力ある地域づく
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協力：大垣市教育委員会
大垣市昼飯大塚古墳   H16年11月調査
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（メディアドライブ（株））
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離情報（３次元情報）も取得できる全方向ステレオシステ
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つ有効なデータ収集が可能という評価で、日本遺跡学会
でも発表された。

DBをもとに作製した
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中核機関
（財）ソフトピアジャパン
行政担当部署
岐阜県総合企画部研究開発課
コア研究室
ソフトピアジャパンセンタービル

事業総括
星野　鉃夫　　岐阜車体工業（株）代表取締役会長
研究統括
山本　和彦　　岐阜大学フェロー
新技術エージェント
嵯峨　芳文　　（株）名古屋ソフトウェアセンター事業企画部顧問
米華　真一郎　特定非営利活動法人地域産業支援
 ネットワーク技術系スタッフ
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する人間センシング、全方向ステレオシステムを中心とする環境センシング、人間と環境のインタラクション
に関する研究開発を行う。

ASTRO Sensor

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

岐阜県
平成11～16年度

Gifu
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愛知県は、未利用資源を地域内で循環活
用する新たな社会システムの確立を目指
し、「あいちゼロエミッション・コミュニ
ティ構想」を策定し、プロジェクトを始動
させた。その推進母体は「同構想進委員
会」で、産・学・行政及び県民の協働によ
り行っている。

1. バイオマス利用スターリングエンジン
発電の実証研究

地球温暖化や資源枯渇等の問題に対応した新エネル
ギー関連技術の開発拠点「あいち臨空新エネルギー
実証研究エリア」において、中部電力（株）により、木く
ずなどのバイオマス燃料を燃やして発生する高温の
排気ガスを熱源として利用するスターリングエンジン
発電プラントの実証研究が行われている。

2. 水熱固化法による舗装材
都市の無機系廃棄物を水熱固化法により、機能性建
築資材等に再資源化する技術を開発した。海上の森
の保全と活用のため愛知万博の瀬戸愛知県館を改修
した拠点施設「あいち海上の森センター」(平成18年
開設)には、建物周辺の舗装材に水熱固化法で製造し
た路盤材を使用した。 

3. 木質廃材を原料とした成形体 
木質系廃棄物を粉砕した木粉から自己接着ボードや
木質プラスチックなどの成形体を製造する技術を開
発した。愛知万博で展示した千年時計の歯車には木
質プラスチックが使われた。

企　業
ビジネスの事業主体

国
補助事業など事業支援

大学・研究機関
知識・技術の提供・協力

愛知県
構想の推進、

事業の総合的な調整

県　民
まちづくりや事業への

参加・協力

市町村
まちづくりへの反映
地域における仲介

循環型環境都市構築のための基盤技術開発

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

愛知県
名古屋市
平成11～16年度
Aichi/Nagoya

事業総括
髙橋　理一　（株）豊田中央研究所特別顧問
研究統括
架谷　昌信　愛知工業大学工学部教授

名古屋大学名誉教授

新技術エ－ジェント
藤澤　寿郎　あいち資源循環推進センター

循環ビジネス創出コーディネーター
小山　亨　　元 （株）豊田中央研究所主席技師

中核機関
（財）科学技術交流財団
行政担当部署
愛知県産業労働部新産業課 
名古屋市市民経済局産業部産業育成課 
コア研究室
先端技術連携リサーチセンター
名古屋市工業研究所
愛知県技術開発交流センター

スターリングエンジン発電プラント

千年時計の歯車

あいち海上の森センター

事業目的　都市の廃棄物を循環して再利用するとともに、都市内・近郊の森林等の自然活力を取り込む循環
型環境都市を構想し、その実現に必要な基盤技術の確立を目指す。都市の生活廃棄物を高品質エネルギー源・
材料源として再利用する技術、里山の育成管理による環境維持・増進技術、廃棄物の再利用技術や里山保全
技術の導入が地域環境に及ぼす影響の評価技術を開発する。
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千年時計の歯車

あいち海上の森センター

事業目的　都市の廃棄物を循環して再利用するとともに、都市内・近郊の森林等の自然活力を取り込む循環
型環境都市を構想し、その実現に必要な基盤技術の確立を目指す。都市の生活廃棄物を高品質エネルギー源・
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1. 超精密高速ステージ開発
開発目標はセラミックス製３００ｍｍウエハー対応２軸ス
テージで、最高速度３００ｍｍ/sec、位置決め精度１０ｎ
ｍであり、同時にステージ開発に不可欠な圧電材料、セ
ラミックス材料の開発を進めている。
その結果、現在は最高速度１５０ｍｍ/sec以上、繰り返
し位置決め精度±0.6ｎｍを達成し、精度では目標を超
える成果が出ている。
フェーズⅡ以降において、超精密高速ステージの高速性能
をより高めるとと
もに、同ステージ
の CD-SEM、EB
装置、微小移動機
構等への応用展開
を図ると同時に実
用化を目指してい
る。

2. レチクルフリー露光技術開発
本研究では、多くの時間とコストを要する“マスターマ
スク”を作らずに“液晶”を使って形成されたイメージを
直接転写しようとするもので、本方式を“レチクルフリー
露光技術”と名付けている。
本方式の開発により数ミクロンの解像度が要求されるシ
ステムオンチップ技術など最先端分野への短納期、低コ
ストな適用が可能となる。具体的には、ＣＡＤシステムで
作成されたパターンデータを液晶のピクセルに送り出し

て露光パターンを形成
し、１．で紹介したＸ－
Ｙ精密ステージを用い
て、露光対象となる基
板全面に対してステップ
＆リピート移動を行いな
がら繋ぎ露光を行って
いる。今後は精度、ス
ループット、信頼性の向
上などを図り、装置の
実用化を進めていく。

３. 目視判定フリーＬＣＤムラ検査装置開発
本研究では、CCDカメラによりガラス基板の多視野角
画像を取得し、膜厚ムラの検査で算出した膜厚分布デー
タにムラの定量化処理を施すことで、また、その他の膜
ムラ検査では、ムラの定量化後、ムラ量が最も多い画像
を選択し、ムラ判定を行うことで、現状の目視検査に極
めて近いムラ検査の自動化を可能とする。
将来的には塗布装置を本装置を組み合わせたシステム化
することにより、高い安
定性を備えた塗布ライ
ンの構築を目指す。

超精密半導体計測技術開発

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

事業総括
魚住　汎輝　元 （財）くまもとテクノ産業財団専務理事
研究統括
大見　忠弘　東北大学名誉教授
新技術エージェント
中村　秀　元 平田機工（株）副社長
直井　哲　（独）科学技術振興機構主任調査員　　

中核機関
（財）くまもとテクノ産業財団　
行政担当部署
熊本県商工観光労働部新産業振興局産業支援課
コア研究室
（財）くまもとテクノ産業財団共同研究棟

熊本県
平成11～16年度

Kumamoto

事業目的　半導体生産現場での発生が予想される数多くの準要素技術課題の解決を目的に、次世代半導体の
生産技術に不可欠な線幅 0.1ミクロン以下の加工精度を確保するために必要な超精密計測・加工技術の創出
を目指す。超精密高速ステージ、3次元形状計測手法、プローバ高周波計測技術、エッチング異常放電監視法、
レジスト塗布・現像プロセス、次世代実装対応メッキ技術を開発する。

軽量ZPF300mmウエハー対応ステージ

高速膜厚ムラ検査装置

中核機関である（財）くまもとテクノ産業財団
に、共同研究棟等の設置による研究開発の環
境が整備され、また、ネットワーク型ＣＯＥの構
築を支えるため、同財団において人材教育等
研修等を開講した。
産学行政ネットワークの構築としては、九州半
導体イノベーション協議会との連携による研究
開発機能の強化等が図られ、さらに、本事業に
おける研究成果をより実用化に近づけるため、
地域新生コンソーシアム研究開発事業をはじ
め、他の共同研究事業への展開を積極的に行っ
たことにより、県内における共同研究事業への
取組みが活発化した。

投影露光装置
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1. 圧電素子を用いたナノ・モーションアク
チュエータ（精密駆動装置）

高速で高精度な位置決め性能に影響する大きな共振を減
衰する機構を特徴とする磁気ヘッドの位置決め装置で、
99.7%以上（3σ）の安定性で位置決めする性能を有
する。ハードディスク装置（HDD）の研究開発に用いられ
るスピンスタンドや量産用磁気ヘッド試験装置に搭載さ
れ、実用化されている。今後は、ナノ・モーションアクチュ
エータの技術を応用したX-Yステージが、SPM（走査
プローブ顕微鏡）などの測定機器に適用されることが期
待されており、更に様々な試験検査装置の分野に広がる
ことが予想される。

2. 焦点距離の連続可変機能を有する
 液晶レンズ
機械的駆動部がなく電気的に焦点距離を変えられる液晶
レンズは、高信頼性のオートフォーカス・システムへの応
用が期待されている。5Ｖ以下の低電圧化と30 msec
以下の高速応答を実現。現在、2社が商品化を検討中。

次世代磁気記録技術と脳医療応用技術開発
中核機関
（財）あきた企業活性化センター
行政担当部署
秋田県産業経済労働部地域産業振興課
コア研究室
秋田県産業技術総合研究センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

事業総括
中西　大和　元 秋田県産業技術総合研究センター所長
研究統括
大内　一弘　元 秋田県産業技術総合研究センター

秋田県高度技術研究所名誉所長

新技術エージェント
板持　幹男　元 エーピーアイ（株）技術顧問

秋田県
平成12～17年度

Akita

事業目的　垂直磁気記録方式による次世代大容量情報記録技術を開発するとともに、新規脳診断技術の開発
と地域医療データベースへの応用を目指す。テラバイト級の超高密度記録を達成するための大容量情報スト
レージ技術、ユビキタス医療情報端末による地域医療情報データベースの活用技術、偏極キセノン（Xe）を用
いたMRI 技術による多重脳機能情報の検出技術を開発する。

本ネットワークの連携を通じて活力ある地域づくりを目指す。

ナノ・モーションアクチュエータの外観

焦点可変機能の実施例
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1. 圧電素子を用いたナノ・モーションアク
チュエータ（精密駆動装置）

高速で高精度な位置決め性能に影響する大きな共振を減
衰する機構を特徴とする磁気ヘッドの位置決め装置で、
99.7%以上（3σ）の安定性で位置決めする性能を有
する。ハードディスク装置（HDD）の研究開発に用いられ
るスピンスタンドや量産用磁気ヘッド試験装置に搭載さ
れ、実用化されている。今後は、ナノ・モーションアクチュ
エータの技術を応用したX-Yステージが、SPM（走査
プローブ顕微鏡）などの測定機器に適用されることが期
待されており、更に様々な試験検査装置の分野に広がる
ことが予想される。

2. 焦点距離の連続可変機能を有する
 液晶レンズ
機械的駆動部がなく電気的に焦点距離を変えられる液晶
レンズは、高信頼性のオートフォーカス・システムへの応
用が期待されている。5Ｖ以下の低電圧化と30 msec
以下の高速応答を実現。現在、2社が商品化を検討中。

次世代磁気記録技術と脳医療応用技術開発
中核機関
（財）あきた企業活性化センター
行政担当部署
秋田県産業経済労働部地域産業振興課
コア研究室
秋田県産業技術総合研究センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

事業総括
中西　大和　元 秋田県産業技術総合研究センター所長
研究統括
大内　一弘　元 秋田県産業技術総合研究センター

秋田県高度技術研究所名誉所長

新技術エージェント
板持　幹男　元 エーピーアイ（株）技術顧問

秋田県
平成12～17年度

Akita

事業目的　垂直磁気記録方式による次世代大容量情報記録技術を開発するとともに、新規脳診断技術の開発
と地域医療データベースへの応用を目指す。テラバイト級の超高密度記録を達成するための大容量情報スト
レージ技術、ユビキタス医療情報端末による地域医療情報データベースの活用技術、偏極キセノン（Xe）を用
いたMRI 技術による多重脳機能情報の検出技術を開発する。

本ネットワークの連携を通じて活力ある地域づくりを目指す。

ナノ・モーションアクチュエータの外観

焦点可変機能の実施例
TiN薄膜へのナノ加工例

マイクロチップYb:YAGレーザヘッド

1. 高出力エッジ励起Yb:YAGマイクロ
チップレーザの開発

3. 短パルスレーザアブレーション選択除去
加工装置の開発

4. 超短パルスレーザによる光ナノ表面加工
技術の開発

2. 金属光造形複合加工機の開発

ドライエッチング加工装置

レーザ高度利用技術のメッカづくり
レーザ高度利用技術を最先端技術の創出の
ための優位技術分野と位置づけ、ふくい未来
技術創造ネットワーク推進事業において、レー
ザ高度利用技術研究会による産学官連携ネッ
トワーク活動を推進し、地域内の産学官を結
集して研究開発を行い、光ビームによる機能
性材料加工・創成に関するネットワーク型Ｃ
ＯＥ形成し、地域ＣＯＥの継続的運営等施策展
開の礎とする。

光ビームによる機能性材料加工創成技術開発

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

福井県
平成12～17年度

Fukui

事業目的　高輝度のレーザビームにより超高精度加工、高機能加工、高速加工、新機能創成、クリーン加工と
いった特徴を有する機能性材料創製と加工技術の開発を目指す。高輝度 Yb:YAG 固体レーザ技術、高輝度光
ビーム加工技術、高輝度光ビームによる薄膜形成技術を開発する。

事業総括
松浦　正則　（株）松浦機械製作所代表取締役会長
研究統括
小林　喬郎　福井大学大学院工学研究科特命教授
新技術エージェント
進藤　哲次　（株）ネスティ代表取締役

中核機関
（財）ふくい産業支援センター
行政担当部署
福井県産業労働部地域産業･技術振興課
コア研究室
福井県工業技術センター実証化棟

金属光造形複合加工機
LUMEX Avance 25

Ｙｂ:ＹＡＧ結晶を用いた超小型高輝度のマイクロチッ
プレーザ装置を開発。
研究成果は製品化さ
れている。
（（株）オキサイド）

ＣＷ動作 Yb:YAG レー
ザを搭載した多機能
フォトンマシニングセン
タを開発。金属光造形
複合加工機を商品化。
（（株）松浦機械製作所）

ＵＶピコ秒レーザによる
レーザアブレーション選
択除去加工（ドライエッ
チング）装置を試作。

波長・偏光・フルエ
ンスにより、表面の
微細構造の制御法を
実現。トライボロジー
特性を最適化。
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1. ＬＤ励起全固体フェムト秒レーザー
従来技術では到達していない、産業応用を指向した
小型の超短パルス大出力レーザーシステムを開発
し、そのシステムを用いた未踏領域の実験や研究か
ら得られる新しい知見に基づく独創的な新規産業を
創出するための基盤技術を開発した。
現在、これらの技術を用いて液晶パネルや太陽電池
パネル加工等の産業応用、及び医療応用への技術
展開を図っている。

2. レーザー加工技術とものづくりを
 融合できる人材育成

超高密度フォトン産業基盤技術開発

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

静岡県
平成12～17年度

Shizuoka
事業総括　　　　　　　
晝馬　輝夫 （財）光科学技術研究振興財団理事長
研究統括
中井　貞雄 元 光産業創成大学院大学学長
  大阪大学名誉教授
　　　　　　　　（技）次世代レーザー加工技術研究所理事長

新技術エージェント 
袴田　祐治 （財）光科学技術研究振興財団研究事業部長
中村　俊一　浜松ホトニクス（株）営業本部

中核機関
（財）光科学技術研究振興財団
行政担当部署
静岡県経済産業部商工業局新産業集積課
コア研究室
静岡県工業技術研究所
　浜松工業技術支援センター

県工業技術研究所　浜松工業技術支援センター

事業目的　フェムト秒領域の超高速相互作用から得られる知見をもとに、新医療分野等の新規産業を創成す
るための基盤技術の確立を目指す。高出力半導体レーザー（ＬＤ）や超高速光計測技術などの先端的光技術
を駆使して、ＬＤ励起・小型・高性能の高強度フェムト秒全固体レーザーと超高密度フォトン利用実証レーザー
システムを開発し、新規産業創成の可能性を実証する。

浜松工業技術支援センターを
光技術に関する研究開発拠点
と位置づけ、本事業の研究成果
等を活用しながら、地域企業に
対する事業化支援やものづくり
にレーザーを活用するための人
材育成等を行い、西部地域を中
心とした光関連産業のさらなる
集積を促進する。

開発した高繰り返しタイプLD励起全固体フェムト秒レーザー

中核人材育成講座（関東経済産業局）
の実証講義の様子（上）と
　　　　　　　 参加募集の要項（右）

浜松工業技術支援センターにおける
レーザー加工の実習

光産業技術 製造技術

光 関 連 産 業 の 集 積 （フォトンバレーの形成）
新産業創出 既存産業高度化

地域COE

大 学 静岡県

積極的な産学協同

意欲ある産業人

新規産業への取組み

事業化支援・成果普及
人材育成

三遠南信
バイタライ
ゼーション

産業クラスター

浜松オプト
ロニクス
クラスター

知的クラスター

“

地域産業界

地域結集共同研究事業（平成12～17年度） 超高密度フォトン産業基盤技術の開発

静岡県雇用戦略プラン（静岡県）魅力ある しずおか” 2010年戦略プラン（静岡県）

1. フロー型自動ＮＭＲ装置
・ ＮＭＲ装置に新たな
機能を付加し、薬剤
候補とタンパク質の
相互作用を迅速且
つ自動的に解析す
る技術を開発。

・ 製薬協２２社と蛋白
質構造解析コンソーシアムを設立。

2. マイクロチップキャピラリー電気泳動 - 質量
分析（μチップCE/MS）システム

・ DNAに結合するような塩基性の高いタンパク質を
迅速に同定（タンパク質の種類を決定）するための
新実験方法を開発。

・ 「アメリカ化学会」専門誌“Journal of Proteome 
Research”の“Currents”で「最近の論文における
ハイライト記事」として紹介。

3. ラミニン5
・ 細胞接着タンパク質「ラミニン5」を95%以上の
高純度で量産する技術が開発され、研究用試薬と
して製造販売中。（オリエンタル酵母工業（株））

・ ラミニン5は、細胞外を取り巻く基底膜を構成する
物質の一つで、神経細胞や幹細胞の増殖や分化に
も働きかけることが知られており、神経や皮膚の再
生医療への適用が期待。

4. マリアアザミエキス由来成分シリビンに
よる皮膚老化防止作用

・ 化粧品及びサプリメントとして商品化。
（（株）ファンケル）

機能性タンパク質の解析評価システムの開発

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

横浜市
平成12～17年度

Yokohama

ライフサイエンス都市横浜の形成

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H18-19）
バイオマーカーを利用して皮膚機能を迅速・簡便に

診断する新規システムの開発
都市エリア産学官連携促進事業（H17-19）

新技術システムを用いた
疾患細胞動態プロテオミクスの応用

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H16-17）
疾患関連タンパク質ネットワークの
ハイスループット解析技術の開発

バイオ関連企業
＆

バイオ支援企業

大学
横浜市立大学

東京工業大学　横浜国立大学
横浜市内・周辺大学

理化学研究所横浜研究所

横浜市・木原財団

横浜サイエンスフロンティア

横浜市内・周辺企業群のネットワーク

各種企業支援

地域結集型共同研究事業（H12-17）
機能性タンパク質の解析評価システムの開発

横浜・神奈川バイオビジネス・ネットワーク強化事業
広域的新事業支援ネットワーク拠点重点強化事業

新規国家プロジェクトなど
バイオベンチャー・バイオ産業

事業総括
山本　康　　元 キリンビール（株）代表取締役副社長
研究統括
西村　善文　横浜市立大学大学院生命ナノシステム

科学研究科教授

新技術エージェント
福島　英明　（財）木原記念横浜生命科学振興財団

科学技術コーディネータ

中核機関
（財）木原記念横浜生命科学振興財団
行政担当部署
横浜市経済観光局成長戦略推進部新産業振興課
コア研究室
横浜市立大学連携大学院

ライフサイエンス都市横浜の形
成を目指し、本事業を基盤に各
種研究開発事業を展開すると共
に、横浜・神奈川バイオビジネ
スネットワーク事業によるバイオ
ベンチャー・バイオ産業企業を
支援し、産学共同研究とその実
用化を図る研究開発拠点を形成
している。

事業目的　細胞機能上重要なタンパク質を網羅的かつ迅速に同定する技術及び薬物候補低分子化合物とタン
パク質の相互作用を網羅的かつ迅速に解析する技術の開発を達成目標とし、創薬・機能性食品の基礎技術と
して優位性の高い機能性タンパク質の解析評価システムを確立する。

フロー型自動NMR装置の概念図

システム装置一式

細胞の接着および伸展

シリビン含有製品

18



1. ＬＤ励起全固体フェムト秒レーザー
従来技術では到達していない、産業応用を指向した
小型の超短パルス大出力レーザーシステムを開発
し、そのシステムを用いた未踏領域の実験や研究か
ら得られる新しい知見に基づく独創的な新規産業を
創出するための基盤技術を開発した。
現在、これらの技術を用いて液晶パネルや太陽電池
パネル加工等の産業応用、及び医療応用への技術
展開を図っている。

2. レーザー加工技術とものづくりを
 融合できる人材育成

超高密度フォトン産業基盤技術開発

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

静岡県
平成12～17年度

Shizuoka
事業総括　　　　　　　
晝馬　輝夫 （財）光科学技術研究振興財団理事長
研究統括
中井　貞雄 元 光産業創成大学院大学学長
  大阪大学名誉教授
　　　　　　　　（技）次世代レーザー加工技術研究所理事長

新技術エージェント 
袴田　祐治 （財）光科学技術研究振興財団研究事業部長
中村　俊一　浜松ホトニクス（株）営業本部

中核機関
（財）光科学技術研究振興財団
行政担当部署
静岡県経済産業部商工業局新産業集積課
コア研究室
静岡県工業技術研究所
　浜松工業技術支援センター

県工業技術研究所　浜松工業技術支援センター

事業目的　フェムト秒領域の超高速相互作用から得られる知見をもとに、新医療分野等の新規産業を創成す
るための基盤技術の確立を目指す。高出力半導体レーザー（ＬＤ）や超高速光計測技術などの先端的光技術
を駆使して、ＬＤ励起・小型・高性能の高強度フェムト秒全固体レーザーと超高密度フォトン利用実証レーザー
システムを開発し、新規産業創成の可能性を実証する。

浜松工業技術支援センターを
光技術に関する研究開発拠点
と位置づけ、本事業の研究成果
等を活用しながら、地域企業に
対する事業化支援やものづくり
にレーザーを活用するための人
材育成等を行い、西部地域を中
心とした光関連産業のさらなる
集積を促進する。

開発した高繰り返しタイプLD励起全固体フェムト秒レーザー

中核人材育成講座（関東経済産業局）
の実証講義の様子（上）と
　　　　　　　 参加募集の要項（右）

浜松工業技術支援センターにおける
レーザー加工の実習

光産業技術 製造技術

光 関 連 産 業 の 集 積 （フォトンバレーの形成）
新産業創出 既存産業高度化

地域COE

大 学 静岡県

積極的な産学協同

意欲ある産業人

新規産業への取組み

事業化支援・成果普及
人材育成

三遠南信
バイタライ
ゼーション

産業クラスター

浜松オプト
ロニクス
クラスター

知的クラスター
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地域産業界

地域結集共同研究事業（平成12～17年度） 超高密度フォトン産業基盤技術の開発

静岡県雇用戦略プラン（静岡県）魅力ある しずおか” 2010年戦略プラン（静岡県）

1. フロー型自動ＮＭＲ装置
・ ＮＭＲ装置に新たな
機能を付加し、薬剤
候補とタンパク質の
相互作用を迅速且
つ自動的に解析す
る技術を開発。

・ 製薬協２２社と蛋白
質構造解析コンソーシアムを設立。

2. マイクロチップキャピラリー電気泳動 - 質量
分析（μチップCE/MS）システム

・ DNAに結合するような塩基性の高いタンパク質を
迅速に同定（タンパク質の種類を決定）するための
新実験方法を開発。

・ 「アメリカ化学会」専門誌“Journal of Proteome 
Research”の“Currents”で「最近の論文における
ハイライト記事」として紹介。

3. ラミニン5
・ 細胞接着タンパク質「ラミニン5」を95%以上の
高純度で量産する技術が開発され、研究用試薬と
して製造販売中。（オリエンタル酵母工業（株））

・ ラミニン5は、細胞外を取り巻く基底膜を構成する
物質の一つで、神経細胞や幹細胞の増殖や分化に
も働きかけることが知られており、神経や皮膚の再
生医療への適用が期待。

4. マリアアザミエキス由来成分シリビンに
よる皮膚老化防止作用

・ 化粧品及びサプリメントとして商品化。
（（株）ファンケル）

機能性タンパク質の解析評価システムの開発

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

横浜市
平成12～17年度

Yokohama

ライフサイエンス都市横浜の形成

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H18-19）
バイオマーカーを利用して皮膚機能を迅速・簡便に

診断する新規システムの開発
都市エリア産学官連携促進事業（H17-19）

新技術システムを用いた
疾患細胞動態プロテオミクスの応用

地域新生コンソーシアム研究開発事業（H16-17）
疾患関連タンパク質ネットワークの
ハイスループット解析技術の開発

バイオ関連企業
＆

バイオ支援企業

大学
横浜市立大学

東京工業大学　横浜国立大学
横浜市内・周辺大学

理化学研究所横浜研究所

横浜市・木原財団

横浜サイエンスフロンティア

横浜市内・周辺企業群のネットワーク

各種企業支援

地域結集型共同研究事業（H12-17）
機能性タンパク質の解析評価システムの開発

横浜・神奈川バイオビジネス・ネットワーク強化事業
広域的新事業支援ネットワーク拠点重点強化事業

新規国家プロジェクトなど
バイオベンチャー・バイオ産業

事業総括
山本　康　　元 キリンビール（株）代表取締役副社長
研究統括
西村　善文　横浜市立大学大学院生命ナノシステム

科学研究科教授

新技術エージェント
福島　英明　（財）木原記念横浜生命科学振興財団

科学技術コーディネータ

中核機関
（財）木原記念横浜生命科学振興財団
行政担当部署
横浜市経済観光局成長戦略推進部新産業振興課
コア研究室
横浜市立大学連携大学院

ライフサイエンス都市横浜の形
成を目指し、本事業を基盤に各
種研究開発事業を展開すると共
に、横浜・神奈川バイオビジネ
スネットワーク事業によるバイオ
ベンチャー・バイオ産業企業を
支援し、産学共同研究とその実
用化を図る研究開発拠点を形成
している。

事業目的　細胞機能上重要なタンパク質を網羅的かつ迅速に同定する技術及び薬物候補低分子化合物とタン
パク質の相互作用を網羅的かつ迅速に解析する技術の開発を達成目標とし、創薬・機能性食品の基礎技術と
して優位性の高い機能性タンパク質の解析評価システムを確立する。

フロー型自動NMR装置の概念図

システム装置一式

細胞の接着および伸展

シリビン含有製品
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神戸市立中央市民病院の先端医療センター隣接
地への移転や次世代スーパーコンピューターの
本格稼動を視野に入れながら、高度専門病院の
集積を図る「メディカルクラスター構想」や科学
的な健康づくりを支援する「健康を楽しむまちづ
くり」の具体化を図り、大学や病院、企業、人材
がコンパクトなエリアに集積して新たな産業創出
につながる「メデイカルイノベーションシステム」
の構築に向けた取り組みを推進する。 

1. 先端医療センターCPCの事業推進
再生医療の支援基盤として先端医療センターに
CPCを稼働させている。臨床試験、治験を行う企業・
大学にCPCをレンタルし、ハード・ソフト両面でサ
ポートを行うビジネスモデルの構築を進めている。

2. 慢性重症下肢虚血性疾患への取り組み
血管再生研究分野において、慢性重症下肢虚血性疾
患に対する血管再生治療として、臨床研究、医師主
導治験を実施している。

3. 遺伝子解析ソフトの利用推進
遺伝子解析用データベース及び解析ソフトを用いて
幹細胞共同研究や、創薬支援等を推進している。特
に製薬企業が求めるヒト遺伝子情報をマウスの遺伝
子情報で推測するシステムつくりを重要テーマととら
え、事業展開を検討している。先端医療センター5階CPC

慢性重症下肢虚血性疾患に対する血管再生治療

再生医療にかかる総合的技術基盤開発
事業総括
村上　雅義　（財）先端医療振興財団専務理事
研究統括
西川　伸一　理化学研究所 発生・再生科学

総合研究センター副センター長

新技術エージェント
千葉　敏行　（株）BM総研代表取締役

中核機関
（財）先端医療振興財団
行政担当部署
神戸市企画調整局医療産業都市構想推進室
コア研究室
先端医療センター

地域COE構築の取り組み

神戸市
平成12～17年度

Kobe

新技術・新産業創出の取り組み

事業目的　神戸医療産業都市構想のうち、再生医療にかかる総合的技術基盤の開発を目指す。細胞培養セン
ター（CPC）を利用した血液・血管の再生研究、ドパミン産生細胞の脳内導入にかかる細胞追跡技術や汎用
的レポーター遺伝子発現とその検出法といった治療効果検証方法の開発、トランスレーショナルモデルの確
立、新規血管構成細胞分化誘導因子を用いた血管再生療法の開発を行う。

遺伝子解析ソフトを用いた
「２次元ＥＳ細胞分化経路マップ」

1. フィールドシーケンシャル法OCBカラー
液晶ディスプレイの開発

カラーフィルターを利用した液晶ディスプレイは、光の
利用効率が低い消費電力が大きいといった課題解決を
図るため、光源色を切り替えるフィールドシーケンシャ
ル法ＯＣＢカラー液晶ディスプレイをこれまで６型で試
作、さらに大型ディスプレイへの適用を図るため１５型
を試作し、ボケのない鮮明な動画像、艶やかな映像を実
現するとともに、コントラスト、輝度、視野角のさらなる
向上も実現した。
また、この研究成果を活用し、JSTの重点地域研究開発
推進プログラムによるFS方式医療用新撮像表示システ
ムの開発を行ったほか、経済産業省の地域新生コンソー
シアム研究開発事業により、放送機器用ハイビジョンモ
ニターや医療用手術顕微鏡の立体視ハイビジョンモニ
ター用途に向けた小型超高精細液晶ディスプレイを開発
し、事業化に向けた事業連携等を進めている。（アスミ
タステクノロジー（株））

２. 液晶波長可変光学フィルタの開発
地域結集型共同研究事業の成果として得られた液晶
フィルタ技術を応用して、OCBモード高速液晶を用いた
「液晶波長可変光学フィルタ」を開発した。この液晶波
長可変フィルタは、狭半値幅、高透過率、高速応答の特
性を持つ光学フィルタで、製造現場等における画像分
光解析への適用のほか、医療分野や自然科学分野での
アプリケーション展開が可能である。現在、文部科学省
の都市エリア事業の活用によりバーチャルスライド作製
システムへの適用を進めているほか、人工衛星搭載用
のフィルタ開発等、その実用化に取り組んでいるところ
である。

医療用・放送用小型超高精細液晶
ディスプレイ（６型）

大画面フラットパネルディスプレイの創出
事業総括
蝦名　武　　青森県副知事
研究統括
内田　龍男　仙台高等専門学校校長
新技術エージェント
末永　洋一　青森大学学長
青木　茂雄　経営（技術系）コンサルタント

元 ホシデン（株）副社長

中核機関　　
（財）21あおもり産業総合支援センター　
行政担当部署
青森県商工労働部新産業創造課
コア研究室
（財）21あおもり産業総合支援センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

事業目的　フラットパネルディスプレイ関連産業の生産工場の集積と研究開発機能の整備を目的に、高性能
表示素子の開発研究と、低価格、大画面、高精細を実現するための薄膜トランジスタ基幹技術の創出を目指す。
超低電力、超高輝度、超広視野角液晶表示モードの開発、液晶応答速度の高速化、高性能ディスプレイの測定・
設計・評価技術の確立、新駆動素子構造の開発を行う。

地域結集型共同研究事業を推進するため、青森県の支
援のもと、中核機関のコア研究室を現在地に設置し、
（地独）青森県産業技術センター八戸研究所との連携
による事業展開を行うとともに、青森県によりクリーン
ルームの設置等ＦＰＤ研究開発、試作環境の整備によ
り、コア研究室の環境整備に努めてきたものである。そ
の後、地域結集型共同研究事業の研究成果の展開を図
るために、平成１８年１２月に「液晶先端技術研究セン
ター」を財団法人２１あおもり産業総合支援センター内
に創設するとともに、青森県による運営費等の支援、県
内の産業界、大学、公設試験研究機関等で構成する次世
代ＦＰＤ先端技術研究会による人材育成、情報発信等
の支援を受けつつ、地域結集型共同研究事業で構築し
た研究開発ネットワークの活用により研究成果実用化
体制の整備を行ったものである。

液晶波長可変フィルタ

バーチャルスライド作製システム

地域COE（ネットワーク型）の構築

青森県
平成13～18年度

Aomori

20



神戸市立中央市民病院の先端医療センター隣接
地への移転や次世代スーパーコンピューターの
本格稼動を視野に入れながら、高度専門病院の
集積を図る「メディカルクラスター構想」や科学
的な健康づくりを支援する「健康を楽しむまちづ
くり」の具体化を図り、大学や病院、企業、人材
がコンパクトなエリアに集積して新たな産業創出
につながる「メデイカルイノベーションシステム」
の構築に向けた取り組みを推進する。 

1. 先端医療センターCPCの事業推進
再生医療の支援基盤として先端医療センターに
CPCを稼働させている。臨床試験、治験を行う企業・
大学にCPCをレンタルし、ハード・ソフト両面でサ
ポートを行うビジネスモデルの構築を進めている。

2. 慢性重症下肢虚血性疾患への取り組み
血管再生研究分野において、慢性重症下肢虚血性疾
患に対する血管再生治療として、臨床研究、医師主
導治験を実施している。

3. 遺伝子解析ソフトの利用推進
遺伝子解析用データベース及び解析ソフトを用いて
幹細胞共同研究や、創薬支援等を推進している。特
に製薬企業が求めるヒト遺伝子情報をマウスの遺伝
子情報で推測するシステムつくりを重要テーマととら
え、事業展開を検討している。先端医療センター5階CPC

慢性重症下肢虚血性疾患に対する血管再生治療

再生医療にかかる総合的技術基盤開発
事業総括
村上　雅義　（財）先端医療振興財団専務理事
研究統括
西川　伸一　理化学研究所 発生・再生科学

総合研究センター副センター長

新技術エージェント
千葉　敏行　（株）BM総研代表取締役

中核機関
（財）先端医療振興財団
行政担当部署
神戸市企画調整局医療産業都市構想推進室
コア研究室
先端医療センター

地域COE構築の取り組み

神戸市
平成12～17年度

Kobe

新技術・新産業創出の取り組み

事業目的　神戸医療産業都市構想のうち、再生医療にかかる総合的技術基盤の開発を目指す。細胞培養セン
ター（CPC）を利用した血液・血管の再生研究、ドパミン産生細胞の脳内導入にかかる細胞追跡技術や汎用
的レポーター遺伝子発現とその検出法といった治療効果検証方法の開発、トランスレーショナルモデルの確
立、新規血管構成細胞分化誘導因子を用いた血管再生療法の開発を行う。

遺伝子解析ソフトを用いた
「２次元ＥＳ細胞分化経路マップ」

1. フィールドシーケンシャル法OCBカラー
液晶ディスプレイの開発

カラーフィルターを利用した液晶ディスプレイは、光の
利用効率が低い消費電力が大きいといった課題解決を
図るため、光源色を切り替えるフィールドシーケンシャ
ル法ＯＣＢカラー液晶ディスプレイをこれまで６型で試
作、さらに大型ディスプレイへの適用を図るため１５型
を試作し、ボケのない鮮明な動画像、艶やかな映像を実
現するとともに、コントラスト、輝度、視野角のさらなる
向上も実現した。
また、この研究成果を活用し、JSTの重点地域研究開発
推進プログラムによるFS方式医療用新撮像表示システ
ムの開発を行ったほか、経済産業省の地域新生コンソー
シアム研究開発事業により、放送機器用ハイビジョンモ
ニターや医療用手術顕微鏡の立体視ハイビジョンモニ
ター用途に向けた小型超高精細液晶ディスプレイを開発
し、事業化に向けた事業連携等を進めている。（アスミ
タステクノロジー（株））

２. 液晶波長可変光学フィルタの開発
地域結集型共同研究事業の成果として得られた液晶
フィルタ技術を応用して、OCBモード高速液晶を用いた
「液晶波長可変光学フィルタ」を開発した。この液晶波
長可変フィルタは、狭半値幅、高透過率、高速応答の特
性を持つ光学フィルタで、製造現場等における画像分
光解析への適用のほか、医療分野や自然科学分野での
アプリケーション展開が可能である。現在、文部科学省
の都市エリア事業の活用によりバーチャルスライド作製
システムへの適用を進めているほか、人工衛星搭載用
のフィルタ開発等、その実用化に取り組んでいるところ
である。

医療用・放送用小型超高精細液晶
ディスプレイ（６型）

大画面フラットパネルディスプレイの創出
事業総括
蝦名　武　　青森県副知事
研究統括
内田　龍男　仙台高等専門学校校長
新技術エージェント
末永　洋一　青森大学学長
青木　茂雄　経営（技術系）コンサルタント

元 ホシデン（株）副社長

中核機関　　
（財）21あおもり産業総合支援センター　
行政担当部署
青森県商工労働部新産業創造課
コア研究室
（財）21あおもり産業総合支援センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

事業目的　フラットパネルディスプレイ関連産業の生産工場の集積と研究開発機能の整備を目的に、高性能
表示素子の開発研究と、低価格、大画面、高精細を実現するための薄膜トランジスタ基幹技術の創出を目指す。
超低電力、超高輝度、超広視野角液晶表示モードの開発、液晶応答速度の高速化、高性能ディスプレイの測定・
設計・評価技術の確立、新駆動素子構造の開発を行う。

地域結集型共同研究事業を推進するため、青森県の支
援のもと、中核機関のコア研究室を現在地に設置し、
（地独）青森県産業技術センター八戸研究所との連携
による事業展開を行うとともに、青森県によりクリーン
ルームの設置等ＦＰＤ研究開発、試作環境の整備によ
り、コア研究室の環境整備に努めてきたものである。そ
の後、地域結集型共同研究事業の研究成果の展開を図
るために、平成１８年１２月に「液晶先端技術研究セン
ター」を財団法人２１あおもり産業総合支援センター内
に創設するとともに、青森県による運営費等の支援、県
内の産業界、大学、公設試験研究機関等で構成する次世
代ＦＰＤ先端技術研究会による人材育成、情報発信等
の支援を受けつつ、地域結集型共同研究事業で構築し
た研究開発ネットワークの活用により研究成果実用化
体制の整備を行ったものである。

液晶波長可変フィルタ

バーチャルスライド作製システム

地域COE（ネットワーク型）の構築

青森県
平成13～18年度

Aomori
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1. マウス長鎖cDNAの取得・構造解析
（テーマ1; 取得・配列決定2,248クローン）

ｃＤＮＡ ２,１６９クローンをＲＯＵＧＥデータベースとし
て公開し有償配布を行っている。（かずさDNA研究
所）(http://www.kazusa.or.jp/rouge/)

2. マウス長鎖cDNA遺伝子産物に対する抗体
（テーマ2; 取得抗体2,014種）

研究用試薬として各種精製抗体の有償配布を開始
し、合計１７５種を越えるラインナップとなっている。
（（株）プロティン・エクスプレス、かずさDNA研究所）
(http://www.proteinexpress.co.jp/j/products/)

3. DNA/抗体アレイの商品化（テーマ3）
アレイ作製装置の開発に対し、第１回ものづくり日本
大賞/優秀賞が授与され、更に幅広く製品展開中であ
る。（（株）カケンジェネックス）

4. InGaP, InCePデーターベースの構築
（テーマ4）

ＩｎＧａＰ（マウスＫＩＡＡ遺伝子及びＫＩＡＡ蛋白質発現情
報データベース；２７４クローン）及びＩｎＣｅＰ（KIAAに
関わる細胞内の蛋白質/蛋白質の相互作用データ
ベース）を公開している。（かずさDNA研究所）
(https://webcreate.kazusa.or.jp/create/)

先端ゲノム科学の研究拠点である「か
ずさＤＮＡ研究所」を中心とし、国の産
学連携プロジェクトの活用をしつつ、圏
央道などの交通インフラ整備を踏まえ
東京湾アクアラインや成田空港の積極
的な利活用による、神奈川県横浜市、
川崎市や茨城県つくば市、更に米国、ド
イツ、英国等のバイオ関連産業の集積
地域と広域的なネットワークの形成を
進め、それにより新産業の創出・バイオ
クラスター形成を推進する。

ゲノム情報を基本とした次世代先端技術開発
事業総括　
山藤　清隆　シースター（株）代表取締役
研究統括
大石　道夫　（財）かずさＤＮＡ研究所理事
新技術エージェント
富岡　登　　（財）千葉県産業振興センター

科学技術コーディネータ

中核機関
（財）千葉県産業振興センター
行政担当部署
千葉県商工労働部産業振興課
コア研究室
（財）かずさDNA研究所

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

千葉県
平成13～18年度

Chiba

事業目的　マウス（ヒトの病態モデル生物）におけるヒトcDNA関連遺伝子の探索により、蛋白質のハイスルー
プット合成法確立、精製方法の確立、遺伝子発現パターン解析用アレイの作製、蛋白質に対する抗体の作製、
抗体アレイ作製、高精度スポッテイング技術の確立、アレイ高感度検出技術の確立などの基盤的新技術を開
発する。ヒトの病因遺伝子の発見、機能解明、診断や治療薬の候補化合物選択等に応用を目指す。

ROUGE公開データ
ベース画面

各種精製抗mKIAA抗体

DNA／抗体マイクロアレイヤー

InCeP公開データベース画面

１．脳深部対応型ＭＥＧ（脳磁計）システム
ＭＥＧ（脳磁計  Magnetoencephalography）は、高
い時間分解能と空間分解能を有し、脳内の神経活動の
変化を瞬時に捉えられ、非侵襲性や、比較的重装備を
伴わない、医療脳科学計測用ツールとして知られてお
り、普及が期待されている。
ベクトルマグネトメータ、SQUID駆動回路、デュワー（超
低温恒温装置）等々の開発を進めるとともに、脳深部
の計測、高次脳機能計測プロトコルの開発を進め、シ
ステムとして完成し、440ｃｈＭＥＧシステムの納入
等々、製品化に結びつけることができた。
このシステムを応用し、中枢・末梢神経磁場計測技術
の研究を行い、脊髄磁場計測装置を開発し、医療現場
で、脊髄の機能診断に使われている。また、小動物用の
磁場計測装置の開発を行った。マウス等の心磁、脳磁
計測・解析が進められ、新薬の開発、脳機能の研究開
発に活用されることが期待される。脊髄磁場計測装置、
小動物用磁場計測装置は、それぞれ事業化が計画され
ている。（横河電機（株））

２．ＰＯＣ対応型バイオセンサ
流路のデザイン、マーカー物質の選定、電気や蛍光で
検出する技術、ポンプ能力等々、ＰＯＣ対応型バイオセ
ンサの要素技術の開発を行い、アルツハイマー病の１つ
のマーカとして有力視されているＡβ42の検出、遺伝
子の検出用のバイオセンサの試作、評価を進めた。良
好な結果を得て、実際の医療現場で利用できるように、
検出感度の向上等々の開発を進めている。
ＰＯＣ対応型バイオセンサの技術を応用して、原発性ア
ルドステロン治療（副腎機能低下症）のための副腎腫
瘍摘出手術時のコルチゾール濃度の迅速なモニタリン
グ用バイオセンサの開発を行い、医療現場で実証試験
を進めている。
電気的なシグナルを検出するため検出部に電極を用い
るＰＯＣ対応型遺伝子センサおよび免疫センサについ
て、性能の良い印刷電極を開発し、事業化を進めた。
（（有）バイオデバイステクノロジー ）
また、プラスチック材料で、任意のデザインのバイオチッ
プの作成を目指すホットエンボス装置（（株）石川製作
所）や、高感度小型蛍光検出装置（（株）モリテックス）
等々の事業化の目途を立て、製品化を目指している。

MEGシステム 脊髄磁場計測装置 小動物用磁場計測装置 バイオチップ 小型蛍光検出装置

次世代型脳機能計測・診断支援技術の開発
事業総括
澁谷　弘利　（社）石川県鉄工機電協会会長
研究統括
鈴木　良次　金沢工業大学人間情報システム研究所教授
新技術エージェント
高田　啓輔　ワイズ福祉情報研究所代表

中核機関
（財）石川県産業創出支援機構
行政担当部署
石川県商工労働部産業政策課
コア研究室
JSTイノベーションプラザ石川

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

石川県
平成13～18年度

Ishikawa

研究成果の活用と展開
地域結集型共同研究事業で得られた
研究成果を発展、整備した研究用機
器等を活用して、文部科学省の「知的
クラスター創成事業」に展開した。
ＭＥＧ（脳磁計）、バイオセンサ等々の
研究成果を「認知症の早期診断支援
に活用するシステムを構築する」こと
を目的に、計測機器の開発、プロトコ
ルの開発に力を入れ、臨床実験を取り
入れ、早期診断への見通しができた。
平成２０年度からは、富山県と連携し、
診断と創薬に拡大した「ほくりく健康
創造クラスター」へと拡大展開をして
いる。

事業目的　認知症の早期診断支援技術の開発を推進し、高齢社会に対応した健診システムの形成と、ハイテク
計測・ブレインテクノロジー関連の新たなリーディング産業の創出を目指す。医学・医療での実用化に向けた
診断支援システムの基本設計に取り組む。

知的クラスター創成事業（文部科学省）
「いしかわハイテク・センシング・クラスター」

石川県地域結集型共同研究事業 
「次世代型脳機能計測・診断支援技術の開発」
・深部対応型MEGシステムの開発 
・新規PET診断薬の開発と脳標準化DBの開発
・脳機能計測用バイオセンサの開発
・医用ナレッジハンドリング技術の開発 
・早期認知症診断支援システムの基本設計

知的クラスター創成事業Ⅱ期（文部科学省）
「ほくりく健康創造クラスター」

研究成果・共同研究
経済産業省 地域新生コンソーシアム事業
いしかわ産業化資源活用推進ファンド　

等との連携
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1. マウス長鎖cDNAの取得・構造解析
（テーマ1; 取得・配列決定2,248クローン）

ｃＤＮＡ ２,１６９クローンをＲＯＵＧＥデータベースとし
て公開し有償配布を行っている。（かずさDNA研究
所）(http://www.kazusa.or.jp/rouge/)

2. マウス長鎖cDNA遺伝子産物に対する抗体
（テーマ2; 取得抗体2,014種）

研究用試薬として各種精製抗体の有償配布を開始
し、合計１７５種を越えるラインナップとなっている。
（（株）プロティン・エクスプレス、かずさDNA研究所）
(http://www.proteinexpress.co.jp/j/products/)

3. DNA/抗体アレイの商品化（テーマ3）
アレイ作製装置の開発に対し、第１回ものづくり日本
大賞/優秀賞が授与され、更に幅広く製品展開中であ
る。（（株）カケンジェネックス）

4. InGaP, InCePデーターベースの構築
（テーマ4）

ＩｎＧａＰ（マウスＫＩＡＡ遺伝子及びＫＩＡＡ蛋白質発現情
報データベース；２７４クローン）及びＩｎＣｅＰ（KIAAに
関わる細胞内の蛋白質/蛋白質の相互作用データ
ベース）を公開している。（かずさDNA研究所）
(https://webcreate.kazusa.or.jp/create/)

先端ゲノム科学の研究拠点である「か
ずさＤＮＡ研究所」を中心とし、国の産
学連携プロジェクトの活用をしつつ、圏
央道などの交通インフラ整備を踏まえ
東京湾アクアラインや成田空港の積極
的な利活用による、神奈川県横浜市、
川崎市や茨城県つくば市、更に米国、ド
イツ、英国等のバイオ関連産業の集積
地域と広域的なネットワークの形成を
進め、それにより新産業の創出・バイオ
クラスター形成を推進する。

ゲノム情報を基本とした次世代先端技術開発
事業総括　
山藤　清隆　シースター（株）代表取締役
研究統括
大石　道夫　（財）かずさＤＮＡ研究所理事
新技術エージェント
富岡　登　　（財）千葉県産業振興センター

科学技術コーディネータ

中核機関
（財）千葉県産業振興センター
行政担当部署
千葉県商工労働部産業振興課
コア研究室
（財）かずさDNA研究所

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

千葉県
平成13～18年度

Chiba

事業目的　マウス（ヒトの病態モデル生物）におけるヒトcDNA関連遺伝子の探索により、蛋白質のハイスルー
プット合成法確立、精製方法の確立、遺伝子発現パターン解析用アレイの作製、蛋白質に対する抗体の作製、
抗体アレイ作製、高精度スポッテイング技術の確立、アレイ高感度検出技術の確立などの基盤的新技術を開
発する。ヒトの病因遺伝子の発見、機能解明、診断や治療薬の候補化合物選択等に応用を目指す。

ROUGE公開データ
ベース画面

各種精製抗mKIAA抗体

DNA／抗体マイクロアレイヤー

InCeP公開データベース画面

１．脳深部対応型ＭＥＧ（脳磁計）システム
ＭＥＧ（脳磁計  Magnetoencephalography）は、高
い時間分解能と空間分解能を有し、脳内の神経活動の
変化を瞬時に捉えられ、非侵襲性や、比較的重装備を
伴わない、医療脳科学計測用ツールとして知られてお
り、普及が期待されている。
ベクトルマグネトメータ、SQUID駆動回路、デュワー（超
低温恒温装置）等々の開発を進めるとともに、脳深部
の計測、高次脳機能計測プロトコルの開発を進め、シ
ステムとして完成し、440ｃｈＭＥＧシステムの納入
等々、製品化に結びつけることができた。
このシステムを応用し、中枢・末梢神経磁場計測技術
の研究を行い、脊髄磁場計測装置を開発し、医療現場
で、脊髄の機能診断に使われている。また、小動物用の
磁場計測装置の開発を行った。マウス等の心磁、脳磁
計測・解析が進められ、新薬の開発、脳機能の研究開
発に活用されることが期待される。脊髄磁場計測装置、
小動物用磁場計測装置は、それぞれ事業化が計画され
ている。（横河電機（株））

２．ＰＯＣ対応型バイオセンサ
流路のデザイン、マーカー物質の選定、電気や蛍光で
検出する技術、ポンプ能力等々、ＰＯＣ対応型バイオセ
ンサの要素技術の開発を行い、アルツハイマー病の１つ
のマーカとして有力視されているＡβ42の検出、遺伝
子の検出用のバイオセンサの試作、評価を進めた。良
好な結果を得て、実際の医療現場で利用できるように、
検出感度の向上等々の開発を進めている。
ＰＯＣ対応型バイオセンサの技術を応用して、原発性ア
ルドステロン治療（副腎機能低下症）のための副腎腫
瘍摘出手術時のコルチゾール濃度の迅速なモニタリン
グ用バイオセンサの開発を行い、医療現場で実証試験
を進めている。
電気的なシグナルを検出するため検出部に電極を用い
るＰＯＣ対応型遺伝子センサおよび免疫センサについ
て、性能の良い印刷電極を開発し、事業化を進めた。
（（有）バイオデバイステクノロジー ）
また、プラスチック材料で、任意のデザインのバイオチッ
プの作成を目指すホットエンボス装置（（株）石川製作
所）や、高感度小型蛍光検出装置（（株）モリテックス）
等々の事業化の目途を立て、製品化を目指している。

MEGシステム 脊髄磁場計測装置 小動物用磁場計測装置 バイオチップ 小型蛍光検出装置

次世代型脳機能計測・診断支援技術の開発
事業総括
澁谷　弘利　（社）石川県鉄工機電協会会長
研究統括
鈴木　良次　金沢工業大学人間情報システム研究所教授
新技術エージェント
高田　啓輔　ワイズ福祉情報研究所代表

中核機関
（財）石川県産業創出支援機構
行政担当部署
石川県商工労働部産業政策課
コア研究室
JSTイノベーションプラザ石川

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

石川県
平成13～18年度

Ishikawa

研究成果の活用と展開
地域結集型共同研究事業で得られた
研究成果を発展、整備した研究用機
器等を活用して、文部科学省の「知的
クラスター創成事業」に展開した。
ＭＥＧ（脳磁計）、バイオセンサ等々の
研究成果を「認知症の早期診断支援
に活用するシステムを構築する」こと
を目的に、計測機器の開発、プロトコ
ルの開発に力を入れ、臨床実験を取り
入れ、早期診断への見通しができた。
平成２０年度からは、富山県と連携し、
診断と創薬に拡大した「ほくりく健康
創造クラスター」へと拡大展開をして
いる。

事業目的　認知症の早期診断支援技術の開発を推進し、高齢社会に対応した健診システムの形成と、ハイテク
計測・ブレインテクノロジー関連の新たなリーディング産業の創出を目指す。医学・医療での実用化に向けた
診断支援システムの基本設計に取り組む。

知的クラスター創成事業（文部科学省）
「いしかわハイテク・センシング・クラスター」

石川県地域結集型共同研究事業 
「次世代型脳機能計測・診断支援技術の開発」
・深部対応型MEGシステムの開発 
・新規PET診断薬の開発と脳標準化DBの開発
・脳機能計測用バイオセンサの開発
・医用ナレッジハンドリング技術の開発 
・早期認知症診断支援システムの基本設計

知的クラスター創成事業Ⅱ期（文部科学省）
「ほくりく健康創造クラスター」

研究成果・共同研究
経済産業省 地域新生コンソーシアム事業
いしかわ産業化資源活用推進ファンド　

等との連携
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ミクロ海洋生物による海洋環境保全・生物生産に関する技術開発
事業総括
緒方　利隆 長崎商工会議所相談役
研究統括
平山　和次 長崎大学名誉教授
新技術エージェント
岩永　充三 （財）長崎県産業振興財団

科学技術コーディネーター

黒川　孝雄 元 （財）長崎県産業振興財団
産学官連携コーディネーター

中核機関
（財）長崎県産業振興財団
行政担当部署
長崎県科学技術振興局科学技術振興課
コア研究室
長崎県総合水産試験場

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

長崎県
平成13～18年度

Nagasaki

1. 耐久卵量産技法と保存技法の開発
仔魚の最も優れた餌であるワムシを耐久卵で保存
し、いつでも供給することが可能となった。
これまでの研究で、耐久卵を１０億オーダーで生産
できるようになった。（クロレラ工業（株））

2. マハタ種苗生産技術の開発
種苗量産技術を確立して、民間種苗機関へ技術移転
するとともに、得られた種苗を用いて漁業者による
養殖試験を実施中である。（（株）長崎県漁業公社）

3. 有害・有毒プランクトンの識別・同定
赤潮プランクトンを迅速に識別・同定するための図
説（長崎周辺海域の有害植物プランクトン）を作成し
た。動きを比較できる動画も添付しており、これによ
り赤潮の被害を軽減することが期待できる。（財団法
人長崎県産業振興財団）

海産ワムシ類

マハタ（日令70日） 長崎周辺海域の有害植物プランクトン

事業目的　食の安全に配慮した海洋資源・環境の保全を目的に、海洋環境を整備し、海洋生物生産の増強を
図るための研究開発に取り組む。海洋環境モニタリング技術の開発、海洋環境修復／赤潮防除技術の開発、餌
料用プランクトンの培養・育種と仔魚飼育環境の最適化、特産魚種（マハタ、オニオコゼ、メバル）の種苗量産
技術を開発する。

国立大学法人長崎大学、独立行政
法人水産総合研究センター西海区
水産研究所、長崎県総合水産試験
場の３機関を核としたネットワーク
型の研究拠点を形成して、長崎県産
業振興財団とともに水産生物資源と
海洋環境に関する産学官による技術
を結集して、海洋環境、生物生産、
その他の技術開発を図る。

フェーズⅢ以降では、現在コア研究室のある県産業技術総
合センター（川口市）、及び埼玉県と相互協力の包括協定
を締結した理化学研究所（平成１７年締結）埼玉大学（平成
１８年締結）を研究拠点として各大学、研究機関等をネッ
トワーク化して、県内のバイオ関連分野の研究基盤をさら
に高め、埼玉県におけるバイオ分野でのネットワーク型地
域COEの構築を目指している。フェーズⅢの展開：都市エ
リア産学官連携促進事業（一般型：埼玉・圏央エリア、平
成１９年６月～平成２２年３月）、地域イノベーションクラス
タープログラム（都市エリア型：埼玉・圏央エリア、平成２２
年８月～平成２５年３月）

1. モノクローナル抗体迅速作製技術
（ADLib®法）

・生物多様化の仕組みを応用した迅速自在な抗体作製
法

・癌・鳥インフルエンザなどの治療・診断薬の迅速開
発手段を提供（（株）カイオム・バイオサイエンス）

2. 微好気活性汚泥法による余剰汚泥減容システム
・廃水処理における硝酸還元微生物群等の有効性に着目
・「汚泥発生削減」、「省エネルギー」、「悪臭ガスの発生
抑制」の独自の廃水処理システムを確立（クラリス環
境（株））

3. cDNAディスプレイ技術
・遺伝子型/表現型対応付け分子のライブラリーから目
的のペプチド分子を効率的に探索（ジェナシス（株））
・創薬プロセスにおける有効性を検証

4. 病気や害虫に強い水稲の高速分子育種
・DNAマーカーで迅速かつ正確に植物の有用遺伝子を
鑑定
・オーダーメイド育種システムを開発

高速分子進化による高機能バイオ分子の創出
事業総括
大関　正弘　元 日本薬学会常任理事
研究統括
伏見　譲　　埼玉大学総合研究機構特任教授
新技術エージェント
草木　稔篤　元 旭化成（株）研究開発本部部長
花田　和紀　元 大正製薬（株）総合研究所
　　　　　　医薬研究統括部長

中核機関
（財）埼玉県中小企業振興公社
行政担当部署
埼玉県産業労働部新産業育成課
コア研究室
埼玉県産業技術総合センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

埼玉県
平成14～19年度

Saitama

事業目的　高機能バイオ分子を創出するための新技術・進化バイオテクノロジーの展開を目的に、高速分子進
化のための基盤技術の開発、相同組換えによる高速ゲノム進化法の開発、医療応用として生理的病理的に重要
なタンパク質の解析と創出、環境応用として環境浄化能等のある微生物・植物の研究を行う。

ADLib®法の概要

微好気活性汚泥法と従来法の比較

cDNAディスプレイ法の概要

有用遺伝子選抜による新品種の育成
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フェーズⅢ以降では、現在コア研究室のある県産業技術総
合センター（川口市）、及び埼玉県と相互協力の包括協定
を締結した理化学研究所（平成１７年締結）埼玉大学（平成
１８年締結）を研究拠点として各大学、研究機関等をネッ
トワーク化して、県内のバイオ関連分野の研究基盤をさら
に高め、埼玉県におけるバイオ分野でのネットワーク型地
域COEの構築を目指している。フェーズⅢの展開：都市エ
リア産学官連携促進事業（一般型：埼玉・圏央エリア、平
成１９年６月～平成２２年３月）、地域イノベーションクラス
タープログラム（都市エリア型：埼玉・圏央エリア、平成２２
年８月～平成２５年３月）

1. モノクローナル抗体迅速作製技術
（ADLib®法）

・生物多様化の仕組みを応用した迅速自在な抗体作製
法

・癌・鳥インフルエンザなどの治療・診断薬の迅速開
発手段を提供（（株）カイオム・バイオサイエンス）

2. 微好気活性汚泥法による余剰汚泥減容システム
・廃水処理における硝酸還元微生物群等の有効性に着目
・「汚泥発生削減」、「省エネルギー」、「悪臭ガスの発生
抑制」の独自の廃水処理システムを確立（クラリス環
境（株））

3. cDNAディスプレイ技術
・遺伝子型/表現型対応付け分子のライブラリーから目
的のペプチド分子を効率的に探索（ジェナシス（株））
・創薬プロセスにおける有効性を検証

4. 病気や害虫に強い水稲の高速分子育種
・DNAマーカーで迅速かつ正確に植物の有用遺伝子を
鑑定
・オーダーメイド育種システムを開発

高速分子進化による高機能バイオ分子の創出
事業総括
大関　正弘　元 日本薬学会常任理事
研究統括
伏見　譲　　埼玉大学総合研究機構特任教授
新技術エージェント
草木　稔篤　元 旭化成（株）研究開発本部部長
花田　和紀　元 大正製薬（株）総合研究所
　　　　　　医薬研究統括部長

中核機関
（財）埼玉県中小企業振興公社
行政担当部署
埼玉県産業労働部新産業育成課
コア研究室
埼玉県産業技術総合センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

埼玉県
平成14～19年度

Saitama

事業目的　高機能バイオ分子を創出するための新技術・進化バイオテクノロジーの展開を目的に、高速分子進
化のための基盤技術の開発、相同組換えによる高速ゲノム進化法の開発、医療応用として生理的病理的に重要
なタンパク質の解析と創出、環境応用として環境浄化能等のある微生物・植物の研究を行う。

ADLib®法の概要

微好気活性汚泥法と従来法の比較

cDNAディスプレイ法の概要

有用遺伝子選抜による新品種の育成
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1. 凝集固化剤「アゴクリーン」の開発と展開
製紙工場で発生するペーパースラッジの焼却灰を主原料
とした凝集固化剤｢アゴクリーン｣を開発し、本薬剤による
英虞湾浚渫底泥処理物を人工干潟造成材料として提供し
た。現在では建設濁水、食品工場廃液、ものづくり現場廃
液の各種組成に適合した多種類の処理用薬剤を開発し、
多方面で利用されている。（（株）あの津技研）

2. 地域の漁業者との協働によるアマモ場再生
アマモ場再生のための新基盤「ゾステラマット」を用い、漁
業者自らが行える手法を開発した。この方法による藻場再
生事業が三重県や愛知県で進められている。（三重大学）

3. スーパーアコヤ貝の開発
真珠養殖の生産性を高めるために、生存率が高く、高品質
な真珠をつくるアコヤ貝を生産する技術を開発した。本技
術は、三重県内の種苗生産施設においてアコヤ貝の生産
業務に活用されている。（三重県水産研究所）

三重県水産研究所内に
「閉鎖性海域環境研究セ
ンター」を設置し、①研
究の継続・発展、②産学
官連携活動、③情報発信
と成果の一元的管理に
ついて、継続して取り組
む。

閉鎖性海域における環境創生プロジェクト
事業総括
飯田　俊司　元 （株）百五銀行取締役会長
研究統括
加藤　忠哉　（株）あの津技研代表取締役

三重大学名誉教授

新技術エージェント
松田　治　　広島大学名誉教授

中核機関　　
（財）三重県産業支援センター　
行政担当部署
三重県農水商工部科学技術・地域資源室
コア研究室
三重県志摩庁舎

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

三重県
平成14～19年度

Mie

凝集固化剤アゴクリーン

ゾステラマットの設置の様子

スーパーアコヤ貝

事業目的　英虞湾海域の自然浄化機能の増進を目的に、浚渫汚泥を利用した人工干潟の造成、アマモ場の造
成、環境に調和した真珠養殖等、新しい里海の創生を目指す技術を開発する。底質汚染の進行した現状の環
境に対しては、底層への酸素補給等による底質改善技術の開発を行うとともに、英虞湾の環境動態予測システ
ムを構築する。

1. 多孔質水酸化鉄吸着材による排水中の
 リン・フッ素の除去・回収
凝集沈殿法に比べ工場廃液中のリン・フッ素、硝酸性窒
素など各種陰イオンを高効率除去・回収できる多孔質水
酸化鉄吸着材を開発した。本吸着材によりリン等の再資
源化が可能となる。（髙橋金属（株））

2. ブレンドポリマー吸着材による排水中の
 金属イオンの除去・回収
凝集沈殿法に比べ工場排水中の貴金属イオンを、高効率
に除去・回収できるブレンドポリマー吸着材を開発した。
本吸着材により排水が浄化され、金属の再資源化も可能
となる。

3. ニッケル担持触媒を用いた水熱ガスに
 よる有機廃水の資源化技術
工場等から排出される難分解性有機廃水を、高温・高圧
下で触媒により分解・浄化処理することによりメタン＋水
素を主成分とするガスに転換排出できる。廃水を処理し
ながら同時に有用なガスを創出するので、そのガスを燃
料として活用することにより、CO2 排出削減に貢献でき
る。（大阪ガス（株））

4. 二酸化炭素を利用したレーザー照射による
 環境にやさしいプラスチック発泡印字技術
CO2ガスやN2ガスを含浸させたプラスチック材料を利
用することにより、高いコントラストを有し、視認性に優
れたレーザー発泡印字技術を開発した。（新生化学工業
（株））

研究者とのネットワークを維持し、県および中核機関が企業支援
を行うことで、引き続き研究開発や事業化をサポートしていく計
画である。
コア研については、参画企業が引き続き研究できる体制を維持
しつつ平成23年度から滋賀県立大学「環境共生システム研究
センター」として、新たに環境に関する地域の産学官連携拠点と
して活用する計画である。
また、県では、「滋賀県産業振興新指針」に基づき、シーケンシャ
ル・ユースを含む環境産業分野の振興に重点的に取り組み、特
に、環境における循環型社会を実現する技術を創出するなど、新
たな取組を進め、成長が期待される産業の振興を図ることとして
いる。

ニッケル担持触媒
（SEM写真） プラント装置

発泡印字技術を用いて
描いた絵

環境調和型産業システム構築のための基盤技術の開発
事業総括
井上　嘉明　滋賀県立大学特任教授
研究統括
山岡　仁史　京都大学名誉教授
　　　　　　滋賀県立大学名誉教授
新技術エージェント
川嶋　眞生　滋賀県シニア・テクニカル・エンジニア

リング・パートナーズ企業組合理事長
宮本　鐵也　元NPO法人ビジネスサポートネットワーク

副理事長

中核機関　　
（財）滋賀県産業支援プラザ　
行政担当部署
滋賀県商工観光労働部新産業振興課
コア研究室
環境調和型産業システム研究室

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

滋賀県
平成14～19年度

Shiga

多孔質水酸化鉄吸着材

ブレンドポリマー
吸着材

吸着材に吸着した
白金・金・銀・銅・パラジウム

吸着・脱着ミニプラント

事業目的　企業等の生産工程から排出される廃棄物、廃熱、廃水を未利用資源として繰り返し利用し、新たな
製品・原料に再生する技術の開発を行うとともに、これらの有効性を評価する手法の開発など、資源循環型
の生産システムの構築を目指す。固体廃棄物と廃熱の環境負荷低減技術、超臨界流体加工による高分子固体
加工技術、無機廃棄物による新規水環境浄化技術、有害物質捕集高分子、シーケンシャル・ユース・システム
の構築法・評価手法を開発する。

廃水燃料ガス化

可塑剤を使用しないで
プラスチックを成型する技術

リン酸やフッ素を工場排水
から回収し資源化する技術

排水中から希少金属
を回収する技術

プロジェクトのさらなる進展と研究開発力の強化
県立大学「環境共生システム研究センター」
工業技術総合センター 東北部工業技術センター 環境産業の振興

新たな環境技術開発テーマ

新エネルギー 環境評価

省エネルギー 2次電池

研究成果が実用化・商品化に近づいている産学官
共同技術開発プロジェクト

地域COEプロジェクト支援事業

コア研究室を活用
・共同研究室の提供
・共同利用設備の提供
・産学官共同研究斡旋

研究開発・成果の
進展
・研究成果の普及
・特許管理
・研究者ネットワークの維持
・成果活用研究の推進
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1. 凝集固化剤「アゴクリーン」の開発と展開
製紙工場で発生するペーパースラッジの焼却灰を主原料
とした凝集固化剤｢アゴクリーン｣を開発し、本薬剤による
英虞湾浚渫底泥処理物を人工干潟造成材料として提供し
た。現在では建設濁水、食品工場廃液、ものづくり現場廃
液の各種組成に適合した多種類の処理用薬剤を開発し、
多方面で利用されている。（（株）あの津技研）

2. 地域の漁業者との協働によるアマモ場再生
アマモ場再生のための新基盤「ゾステラマット」を用い、漁
業者自らが行える手法を開発した。この方法による藻場再
生事業が三重県や愛知県で進められている。（三重大学）

3. スーパーアコヤ貝の開発
真珠養殖の生産性を高めるために、生存率が高く、高品質
な真珠をつくるアコヤ貝を生産する技術を開発した。本技
術は、三重県内の種苗生産施設においてアコヤ貝の生産
業務に活用されている。（三重県水産研究所）

三重県水産研究所内に
「閉鎖性海域環境研究セ
ンター」を設置し、①研
究の継続・発展、②産学
官連携活動、③情報発信
と成果の一元的管理に
ついて、継続して取り組
む。

閉鎖性海域における環境創生プロジェクト
事業総括
飯田　俊司　元 （株）百五銀行取締役会長
研究統括
加藤　忠哉　（株）あの津技研代表取締役

三重大学名誉教授

新技術エージェント
松田　治　　広島大学名誉教授

中核機関　　
（財）三重県産業支援センター　
行政担当部署
三重県農水商工部科学技術・地域資源室
コア研究室
三重県志摩庁舎

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

三重県
平成14～19年度

Mie

凝集固化剤アゴクリーン

ゾステラマットの設置の様子

スーパーアコヤ貝

事業目的　英虞湾海域の自然浄化機能の増進を目的に、浚渫汚泥を利用した人工干潟の造成、アマモ場の造
成、環境に調和した真珠養殖等、新しい里海の創生を目指す技術を開発する。底質汚染の進行した現状の環
境に対しては、底層への酸素補給等による底質改善技術の開発を行うとともに、英虞湾の環境動態予測システ
ムを構築する。

1. 多孔質水酸化鉄吸着材による排水中の
 リン・フッ素の除去・回収
凝集沈殿法に比べ工場廃液中のリン・フッ素、硝酸性窒
素など各種陰イオンを高効率除去・回収できる多孔質水
酸化鉄吸着材を開発した。本吸着材によりリン等の再資
源化が可能となる。（髙橋金属（株））

2. ブレンドポリマー吸着材による排水中の
 金属イオンの除去・回収
凝集沈殿法に比べ工場排水中の貴金属イオンを、高効率
に除去・回収できるブレンドポリマー吸着材を開発した。
本吸着材により排水が浄化され、金属の再資源化も可能
となる。

3. ニッケル担持触媒を用いた水熱ガスに
 よる有機廃水の資源化技術
工場等から排出される難分解性有機廃水を、高温・高圧
下で触媒により分解・浄化処理することによりメタン＋水
素を主成分とするガスに転換排出できる。廃水を処理し
ながら同時に有用なガスを創出するので、そのガスを燃
料として活用することにより、CO2 排出削減に貢献でき
る。（大阪ガス（株））

4. 二酸化炭素を利用したレーザー照射による
 環境にやさしいプラスチック発泡印字技術
CO2ガスやN2ガスを含浸させたプラスチック材料を利
用することにより、高いコントラストを有し、視認性に優
れたレーザー発泡印字技術を開発した。（新生化学工業
（株））

研究者とのネットワークを維持し、県および中核機関が企業支援
を行うことで、引き続き研究開発や事業化をサポートしていく計
画である。
コア研については、参画企業が引き続き研究できる体制を維持
しつつ平成23年度から滋賀県立大学「環境共生システム研究
センター」として、新たに環境に関する地域の産学官連携拠点と
して活用する計画である。
また、県では、「滋賀県産業振興新指針」に基づき、シーケンシャ
ル・ユースを含む環境産業分野の振興に重点的に取り組み、特
に、環境における循環型社会を実現する技術を創出するなど、新
たな取組を進め、成長が期待される産業の振興を図ることとして
いる。

ニッケル担持触媒
（SEM写真） プラント装置

発泡印字技術を用いて
描いた絵

環境調和型産業システム構築のための基盤技術の開発
事業総括
井上　嘉明　滋賀県立大学特任教授
研究統括
山岡　仁史　京都大学名誉教授
　　　　　　滋賀県立大学名誉教授
新技術エージェント
川嶋　眞生　滋賀県シニア・テクニカル・エンジニア

リング・パートナーズ企業組合理事長
宮本　鐵也　元NPO法人ビジネスサポートネットワーク

副理事長

中核機関　　
（財）滋賀県産業支援プラザ　
行政担当部署
滋賀県商工観光労働部新産業振興課
コア研究室
環境調和型産業システム研究室

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

滋賀県
平成14～19年度

Shiga

多孔質水酸化鉄吸着材

ブレンドポリマー
吸着材

吸着材に吸着した
白金・金・銀・銅・パラジウム

吸着・脱着ミニプラント

事業目的　企業等の生産工程から排出される廃棄物、廃熱、廃水を未利用資源として繰り返し利用し、新たな
製品・原料に再生する技術の開発を行うとともに、これらの有効性を評価する手法の開発など、資源循環型
の生産システムの構築を目指す。固体廃棄物と廃熱の環境負荷低減技術、超臨界流体加工による高分子固体
加工技術、無機廃棄物による新規水環境浄化技術、有害物質捕集高分子、シーケンシャル・ユース・システム
の構築法・評価手法を開発する。

廃水燃料ガス化

可塑剤を使用しないで
プラスチックを成型する技術

リン酸やフッ素を工場排水
から回収し資源化する技術

排水中から希少金属
を回収する技術

プロジェクトのさらなる進展と研究開発力の強化
県立大学「環境共生システム研究センター」
工業技術総合センター 東北部工業技術センター 環境産業の振興

新たな環境技術開発テーマ

新エネルギー 環境評価

省エネルギー 2次電池

研究成果が実用化・商品化に近づいている産学官
共同技術開発プロジェクト

地域COEプロジェクト支援事業

コア研究室を活用
・共同研究室の提供
・共同利用設備の提供
・産学官共同研究斡旋

研究開発・成果の
進展
・研究成果の普及
・特許管理
・研究者ネットワークの維持
・成果活用研究の推進
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地域結集事業の今後のテーマの推進や、平成20 年度
策定した高知県産業振興計画に掲げたテーマの推進につ
いて事業化を目指して、平成21年度、県に『新事業創
出支援チーム』を設置した。
フェーズⅢへと進む ZnO や FEL などに関連する各研
究成果の事業化や、県の産業振興計画にもとづく産業
振興を推進するため、「こうち産業振興基金」や、国の競
争的外部資金などの導入も図りながら、さまざまな支援
を行う。

次世代情報デバイス用薄膜ナノ技術の開発
事業総括
羽方　将之　　元 カシオ計算機（株）常務取締役
研究統括
平木　昭夫　　元 高知工科大学教授
　　　　　　　大阪大学名誉教授
新技術エージェント
佐藤　俊一　　元 カシオ計算機（株）デバイス事業部主席

中核機関　　
（財）高知県産業振興センター　
行政担当部署
高知県商工労働部新産業推進課
コア研究室
高知工科大学

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

高知県
平成14～19年度

Kochi

1. ZnO-TFT 技術の開発
液晶ディスプレイの駆動素子として一般的に用いられて
いる非晶質シリコン薄膜トランジスタ（a-Si-TFT）に替
わる、次世代高性能薄膜トランジスタとして、酸化亜鉛
（ZnO）を使ったZnO-TFT の開発を行った。
開発したボトムゲート構造ZnO-TFT では、a-Si-TFT の
10 倍の電子移動度（5cm2/V・sec 以上）を実現し、
1.5 型 6.1 万画素 ZnO-TFT LCD の鮮やかなカラー
動画表示に成功している。
今後は、応用展開として電子ペーパー等のフレキシブル
ディスプレイを想定した低
温ZnO-TFT 形成技術の
開発やZnO-TFTを利用
した紫外線センサーの実
用化開発、透明スイッチ
ング素子の開発、有機 EL
への応用等を引き続き推
進し、早期の事業化を目
指す。

2. 次世代透明導電膜技術の開発
希少金属に指定されているインジウム（In）を用いた
ITO 透明導電膜に替わるガリウム（Ga）ドープ ZnO
（GZO）透明導電膜の開発を進めた。
製膜装置（反応性プラズマ蒸着装置）や蒸着材料の開発・
改良により、抵抗率では現行の ITO並み、可視光領域の
透過率では ITO に勝るスペックを達成した。今後は、こ
の成果を基に獲得した経済産業省「希少金属代替材料開
発プロジェクト」の『透明電極向け ITO 代替材料開発』

を活用し、ZnO 透明導電膜の実用化に向けて更なる開
発を進める。

3. 電界電子放出型光源技術の開発
次世代照明として、低消費電力・長寿命・水銀レス・高
速応答・低温発光といった特長をもつ電界電子放出型光
源（FEL：Field Emission Lamp）の研究開発を行った。
基板上にカーボンナノウォール（CNW）とナノダイヤモ
ンド（ND）を順に積層することで、電子を均一に放出さ
せる素子を開発した。基板前処理技術の改善や、後処理
プロセスメカニズムの構築による電子放出特性の向上と
分布均一化を可能にするこ
とで、単一素子としては最
大面積となる100mm 角
の均一発光を達成している。
今後、自動車用や農業用な
ど、幅広く照明分野への展
開に向け、生産技術・量産
技術の確立を目指す。
（（株）ＮＤマテリアル、高知
ＦＥＬ（株））

事業目的　新材料と情報通信技術の融合による次世代半導体開発技術の獲得を目指し、酸化亜鉛薄膜トラン
ジスタ（ZnO-TFT） 、TFT の分析評価及び SiGe-TFT 技術、次世代透明導電膜技術、紫外 LED 技術、電界
電子放出型光源技術を開発する。

GZO薄膜の抵抗率の
膜厚依存性

GZO薄膜の透過率の
波長依存性

1.5型6.1万画素
ZnO-TFTカラーLCD

FEL 
(100mm×100mm)

1. 食用植物資源の有効利用
（1）ツバキの葉に強力な脱顆

粒阻害を有する成分を
発見し、アレルギー疾患
の予防・治療薬としての
活用の道を開いた。その
成果を活用した商品を開
発、販売している。また脱
顆粒阻害成分の化学合
成研究についても成功した。

（2）市販されているヤエヤマアオキ（ノニ）発酵果汁の機
能性を保持したまま、欠点である風味を改善する製造
法を確立した。

（3）ムラサキイモの茎葉からポリフェーノール含有エキス
の取得法を開発し、眼精疲労回復に効果のある製品
の開発を目指している。

（4）1300 余の素材の機能性ライブラリ（沖縄薬草素材
データベース）から有用と思われる素材を選定、新た
な商品開発に取り組む。

2. 海洋資源の有効利用
（1）モズク等の褐藻類に含まれるカロテノイド（フコキサ

ンチン）が、九州・沖縄地方に多い成人Ｔ細胞白血病
ウイルスに感染した白血球に対して、特異的かつ低濃
度でアポトーシスを誘起することを発見した。今後は
予防・治療薬としての用途（健康食品、医薬品素材）
開発に取り組む。

(2) モズクから機能性を有する 11 種のフコイダンオリ

ゴ糖を創製した。今後はその機能性を活かした商品
開発に向けて取り組む。

3. マリンバイオサイエンス産業創出への
取り組み

（1）２枚貝の養殖に障害となる有毒プランクトン由来の貝
毒を機器分析で迅速かつ正確に分析するため、標準
毒（オカダ酸等）の生産に取り組み、オカダ酸を産生す
る渦鞭毛藻の大量培養法を開発し、標準試薬製造販
売の道を開いた。今後は他の標準毒生産にも技術を
応用し産業化に繋げる。

（2） PP2A は生体内シグナル伝達に重要な酵素である。市
販の PP2A は高価なうえ活性が不安定であった。本
事業では遺伝子組換え技術を用いて PP2A の生産
法を確立した。その技術をベースに他の支援事業で
の展開を図り、PP2A を用い
て下痢性貝毒を簡便に測定す
るキットを商品化した。今後も
PP2A を利用した他の毒（藍
藻毒）の検出キットや他の有用
酵素生産技術開発に取り組む。

バイオ産業の創出・発展の
ため、高度な研究機器を有
する研究施設（沖縄健康バ
イオテクノロジー研究開発
センター）を拠点とし、産学
官が連携・共同にて研究開
発できる仕組みを構築。

沖縄の椿茶

亜熱帯生物資源の高度利用技術の開発
事業総括
知念　榮治 沖縄セルラー（株）
 代表取締役会長

研究統括
安元　健 東北大学名誉教授

新技術エージェント
直木　秀夫 琉球大学客員教授
 （株）三洋化学研究所顧問

中核機関　　
（株）トロピカルテクノセンター　
行政担当部署
沖縄県観光商工部新産業振興課
コア研究室
沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

沖縄県
平成14～19年度

Okinawa

事業目的　亜熱帯生物資源の高度利用に関する基盤技術確立のため、生物資源を利用した有用物質の生産技
術開発と生物資源に含まれる有用物質の機能解析を行う。海藻類の機能性物質の生産技術開発、食用植物資
源の新規利用法・加工技術開発、沖縄産有用生化学資源の探索・生産技術開発、遺伝子資源の有効利用、品
質保証のための標準評価法・定量分析法の開発と機能性物質ライブラリの構築に取り組む。

DSP Rapid Kit
（貝毒検出キット）

モズク養殖場とフコキサンチン
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地域結集事業の今後のテーマの推進や、平成20 年度
策定した高知県産業振興計画に掲げたテーマの推進につ
いて事業化を目指して、平成21年度、県に『新事業創
出支援チーム』を設置した。
フェーズⅢへと進む ZnO や FEL などに関連する各研
究成果の事業化や、県の産業振興計画にもとづく産業
振興を推進するため、「こうち産業振興基金」や、国の競
争的外部資金などの導入も図りながら、さまざまな支援
を行う。

次世代情報デバイス用薄膜ナノ技術の開発
事業総括
羽方　将之　　元 カシオ計算機（株）常務取締役
研究統括
平木　昭夫　　元 高知工科大学教授
　　　　　　　大阪大学名誉教授
新技術エージェント
佐藤　俊一　　元 カシオ計算機（株）デバイス事業部主席

中核機関　　
（財）高知県産業振興センター　
行政担当部署
高知県商工労働部新産業推進課
コア研究室
高知工科大学

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

高知県
平成14～19年度

Kochi

1. ZnO-TFT 技術の開発
液晶ディスプレイの駆動素子として一般的に用いられて
いる非晶質シリコン薄膜トランジスタ（a-Si-TFT）に替
わる、次世代高性能薄膜トランジスタとして、酸化亜鉛
（ZnO）を使ったZnO-TFT の開発を行った。
開発したボトムゲート構造ZnO-TFT では、a-Si-TFT の
10 倍の電子移動度（5cm2/V・sec 以上）を実現し、
1.5 型 6.1 万画素 ZnO-TFT LCD の鮮やかなカラー
動画表示に成功している。
今後は、応用展開として電子ペーパー等のフレキシブル
ディスプレイを想定した低
温ZnO-TFT 形成技術の
開発やZnO-TFTを利用
した紫外線センサーの実
用化開発、透明スイッチ
ング素子の開発、有機 EL
への応用等を引き続き推
進し、早期の事業化を目
指す。

2. 次世代透明導電膜技術の開発
希少金属に指定されているインジウム（In）を用いた
ITO 透明導電膜に替わるガリウム（Ga）ドープ ZnO
（GZO）透明導電膜の開発を進めた。
製膜装置（反応性プラズマ蒸着装置）や蒸着材料の開発・
改良により、抵抗率では現行の ITO並み、可視光領域の
透過率では ITO に勝るスペックを達成した。今後は、こ
の成果を基に獲得した経済産業省「希少金属代替材料開
発プロジェクト」の『透明電極向け ITO 代替材料開発』

を活用し、ZnO 透明導電膜の実用化に向けて更なる開
発を進める。

3. 電界電子放出型光源技術の開発
次世代照明として、低消費電力・長寿命・水銀レス・高
速応答・低温発光といった特長をもつ電界電子放出型光
源（FEL：Field Emission Lamp）の研究開発を行った。
基板上にカーボンナノウォール（CNW）とナノダイヤモ
ンド（ND）を順に積層することで、電子を均一に放出さ
せる素子を開発した。基板前処理技術の改善や、後処理
プロセスメカニズムの構築による電子放出特性の向上と
分布均一化を可能にするこ
とで、単一素子としては最
大面積となる100mm 角
の均一発光を達成している。
今後、自動車用や農業用な
ど、幅広く照明分野への展
開に向け、生産技術・量産
技術の確立を目指す。
（（株）ＮＤマテリアル、高知
ＦＥＬ（株））

事業目的　新材料と情報通信技術の融合による次世代半導体開発技術の獲得を目指し、酸化亜鉛薄膜トラン
ジスタ（ZnO-TFT） 、TFT の分析評価及び SiGe-TFT 技術、次世代透明導電膜技術、紫外 LED 技術、電界
電子放出型光源技術を開発する。

GZO薄膜の抵抗率の
膜厚依存性

GZO薄膜の透過率の
波長依存性

1.5型6.1万画素
ZnO-TFTカラーLCD

FEL 
(100mm×100mm)

1. 食用植物資源の有効利用
（1）ツバキの葉に強力な脱顆

粒阻害を有する成分を
発見し、アレルギー疾患
の予防・治療薬としての
活用の道を開いた。その
成果を活用した商品を開
発、販売している。また脱
顆粒阻害成分の化学合
成研究についても成功した。

（2）市販されているヤエヤマアオキ（ノニ）発酵果汁の機
能性を保持したまま、欠点である風味を改善する製造
法を確立した。

（3）ムラサキイモの茎葉からポリフェーノール含有エキス
の取得法を開発し、眼精疲労回復に効果のある製品
の開発を目指している。

（4）1300 余の素材の機能性ライブラリ（沖縄薬草素材
データベース）から有用と思われる素材を選定、新た
な商品開発に取り組む。

2. 海洋資源の有効利用
（1）モズク等の褐藻類に含まれるカロテノイド（フコキサ

ンチン）が、九州・沖縄地方に多い成人Ｔ細胞白血病
ウイルスに感染した白血球に対して、特異的かつ低濃
度でアポトーシスを誘起することを発見した。今後は
予防・治療薬としての用途（健康食品、医薬品素材）
開発に取り組む。

(2) モズクから機能性を有する 11 種のフコイダンオリ

ゴ糖を創製した。今後はその機能性を活かした商品
開発に向けて取り組む。

3. マリンバイオサイエンス産業創出への
取り組み

（1）２枚貝の養殖に障害となる有毒プランクトン由来の貝
毒を機器分析で迅速かつ正確に分析するため、標準
毒（オカダ酸等）の生産に取り組み、オカダ酸を産生す
る渦鞭毛藻の大量培養法を開発し、標準試薬製造販
売の道を開いた。今後は他の標準毒生産にも技術を
応用し産業化に繋げる。

（2） PP2A は生体内シグナル伝達に重要な酵素である。市
販の PP2A は高価なうえ活性が不安定であった。本
事業では遺伝子組換え技術を用いて PP2A の生産
法を確立した。その技術をベースに他の支援事業で
の展開を図り、PP2A を用い
て下痢性貝毒を簡便に測定す
るキットを商品化した。今後も
PP2A を利用した他の毒（藍
藻毒）の検出キットや他の有用
酵素生産技術開発に取り組む。

バイオ産業の創出・発展の
ため、高度な研究機器を有
する研究施設（沖縄健康バ
イオテクノロジー研究開発
センター）を拠点とし、産学
官が連携・共同にて研究開
発できる仕組みを構築。

沖縄の椿茶

亜熱帯生物資源の高度利用技術の開発
事業総括
知念　榮治 沖縄セルラー（株）
 代表取締役会長

研究統括
安元　健 東北大学名誉教授

新技術エージェント
直木　秀夫 琉球大学客員教授
 （株）三洋化学研究所顧問

中核機関　　
（株）トロピカルテクノセンター　
行政担当部署
沖縄県観光商工部新産業振興課
コア研究室
沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

沖縄県
平成14～19年度

Okinawa

事業目的　亜熱帯生物資源の高度利用に関する基盤技術確立のため、生物資源を利用した有用物質の生産技
術開発と生物資源に含まれる有用物質の機能解析を行う。海藻類の機能性物質の生産技術開発、食用植物資
源の新規利用法・加工技術開発、沖縄産有用生化学資源の探索・生産技術開発、遺伝子資源の有効利用、品
質保証のための標準評価法・定量分析法の開発と機能性物質ライブラリの構築に取り組む。

DSP Rapid Kit
（貝毒検出キット）

モズク養殖場とフコキサンチン
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1. 自己燃焼法によるチッ化アルミニウム（AlN）
 針状粉体の合成とその応用
Al 粉と燃焼合成温度制御用AlN希釈剤の混合比を検討
の上、自己燃焼合成し、針状AlN粉体の収率の評価を実
施。また、AlN 粉の耐水性を向上させる各種金属酸化物
系のコーティング材を検討し、コーティング膜の組成と厚
さを決定した。また、ダミー試料を用いた各種AlN 粉の
熱伝導性の相対比較を行い、さらにAlN 粉 +エポキシ
樹脂を用いた簡易基板の作製とその耐水性評価を行い、
それぞれ最適条件や特性評価法を確立した。
現在は、AlN 粉体特性の改良から、AlNを使用した基板
での総合評価に移行し、応用を図っている。

2. 高効率なバイオ燃料生産システム
 －固体塩基微粒子触媒の開発－
石灰石の表面化学構造をナノレベルで制御し、温室効果
ガスの削減に有用なバイオディーゼル燃料の高効率合成
をもたらす固体塩基微粒子触媒を開発した。この触媒反
応技術の実用化に向けて、文部科学省の地域イノベー
ションクラスタープログラムで研究継続中。長期間の使
用により劣化した触媒表面をプロセス操作の工夫により
再生・活性化できること、市販の工業材料を用いて合成
したクルードオイルを簡便に精製できることを明らかにし
た。また、実機を想定したパイロットプラントによる実証
試験を進め、コストミニマムで操作性の優れたプロセス
の設計を検討中。

3. 微粒子材料と微粒子プロセスの精密設計
 支援シミュレーションシステムの開発
電子写真システムの精密設計支援シミュレーションの開
発を実施。培った微粒子シミュレーション技術は、様々な
産業分野から高い評価を得て、現在電子写真システムの
設計シミュレーションに加えて、セラミックス、粉末冶金
や鉄鋼などいろいろな微粒子産業分野の企業との共同研
究を実施し、普及を図っている。

機能性微粒子材料創製のための基盤技術開発
事業総括
安元　謙太郎　元 （財）関西電気保安協会常務理事
研究統括
日高　重助　　同志社大学理工学部教授
新技術エージェント
大秦　建一　　元 （財）京都高度技術研究所

中核機関　　
（株）けいはんな
行政担当部署
京都府商工労働観光部ものづくり振興課
コア研究室
けいはんなプラザ　ラボ棟

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

京都府
平成15～20年度

Kyoto

事業目的　IT関連機器の小型化・高性能化の進展に大きなブレークスルーを与える微粒子技術をコア技術に、
微粒子研究開発基盤の構築を目指す。液相高機能微粒子合成技術、微粒子形態制御ならびに多機能複合微粒
子調整技術、微粒子計測技術、微粒子集積・配列化技術、超微細電子写真画像形成技術、微粒子材料構造化
技術を開発する。

地域COEを核とした新事業創出支援体制

（概要イメージ） （反応管周り）

実機を想定したパイロットプラント

地域・産業界が実用化を支援する産学公
連携の中核的研究拠点として、同志社大
学に「地域ＣＯＥ微粒子科学技術研究セン
ター」を開設した。本センターでは、（社）
日本粉体工業技術協会と連携し共同研究、
技術交流を進めており、本センターを中心
に、文部科学省地域イノベーションクラス
タープログラムをはじめとした実用化研究
を推進中。京都府の独自施策の活用も含
め、研究成果の府内中小企業への普及を
図り、地域ＣＯＥを持続的に発展させ、世界
の微粒子研究の中心地を目指している。

ナノ粒子コンポジット材料の基盤開発
事業総括
松井　繁朋　（財）新産業創造研究機構技術顧問
　　　　　　兵庫県立工業技術センター特別顧問
　　　　　　元 川崎重工業（株）常務取締役
　　　　　　元 マサチューセッツ工科大学客員教授
研究統括
中前　勝彦　神戸大学名誉教授
　　　　　　（財）ひょうご科学技術協会科学技術コーディネーター
　　　　　　ワシントン大学客員教授
新技術エージェント
古宮　聰　　（財）ひょうご科学技術協会科学技術コーディネーター
　　　　　　（財）高輝度光科学研究センター特別研究員

中核機関　　
（財）ひょうご科学技術協会
行政担当部署
兵庫県産業労働部産業振興局
科学振興室
コア研究室
兵庫県放射光ナノテク研究所

事業目的　SPring-8 の高精度材料分析評価技術の確立と産業界への提供を目指し、ナノ粒子の分散・凝集
構造の解析、ナノ粒子の表面・界面分子配列構造の解明、高輝度放射光による局所評価技術を開発する。ナノ
材料開発と分析評価技術開発を並行に進めながら、「幅広い視野を持ち、さまざまな評価手法に通じた材料研
究者」と「材料の深い知識を持った放射光研究者」の育成の場となる地域 COEを構築する。

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

兵庫県
平成15～20年度

Hyogo

1. 耐熱透明フィルムの開発　
ナノ粒子の分散状態とフィルムの透明性との相関解明を
目的に放射光極小角Ｘ線散乱測定を行った。その結果、
ナノ粒子の高充填化に
伴い耐熱性（熱線膨張
率）が向上し、かつ特定
領域で透明性（全光線透
過率）が最大（＞９０％）
になることが判明した。
現在、次世代ディスプ
レー用フィルム開発にお
いて評価中である。
（住友ベークライト（株））

2. ヘアコンディショナー新処方の開発
兵庫県ビームラインにおいて、毛髪内部αケラチンの結
晶弾性率を測定した。新処方
成分が髪内部に浸透し、αケ
ラチンを軟化することを、分
子レベルで検証した。この処
方は、うねり・くせのある髪
を整えるコンディショナーとし
て発売された。
本成果は第６回ひょうご
SPring-8 賞 (2008) 受賞。
（P&Gイノベーション合同会社）

3. 高耐久性シューズソール材の開発
ゴム材料に添加されるフィラーの分散状態をSPring-8
兵庫県ビームラインにて評価し、製品使用過程におけ
るゴム材料の耐久性とフィ
ラー分散状態との関係を見
出した。
これにより、高耐久性ゴム
材の開発指針を獲得すると
共に、開発サイクルの短縮
化が実現した。
（（株）アシックス）

4. ナノ構造材料の高精度測定・解析技術の開発
産業界における新たな精密構造評価ニーズに対応する
ため、フェーズⅡ期間までに整備を行った小角X線散乱
をはじめとする、SPring-8 兵庫県ビームラインの各種
構造評価技術について高機能化の研究開発を進めてい
る。
・ Quick XAFS/WAXS/SAXS 同時測定
・ 高エネルギー分解能XAFS
・ 高位置分解能イメージング
・ 高角度分解能粉末X線回折
・ 材料構造の計算シミュレー
ション

（放射光ナノテク研究所）

兵庫県では、地域COE体制を発展させる目的で、
放射光ナノテク研究所と神戸大学 連携創造本部
の協力により「応用構造科学産学連携推進セン
ター」を平成22年 4月に設置した。同センター
において、従来の地域COE機能を維持するとと
もに、大学保有の研究インフラや研究基盤と産業
界との連携をはかり、産業界における構造科学関
連の人材育成プログラムを展開する。またJST
の資金により導入したスパコンを活用した材料の
構造解析体制を構築し、産業界に提供していく。

競争的資金等
スパコン

外部研究
機関

産業界

放射光
ナノテク研究所

神戸大学

「応用構造科学産学連携推進センター」
ナノ粒子コンポジット材料

製品化・事業化、高度技術習得、研究開発力強化

高分解能撮像による
材料内部観察用

ＣＴ・イメージングシステム

プラスチック
ディスプレー
（イメージ）

耐熱透明フィルム
試作品例

ランニングシューズ

パンテーンクリニケア
髪のうねり・くせ用
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1. 自己燃焼法によるチッ化アルミニウム（AlN）
 針状粉体の合成とその応用
Al 粉と燃焼合成温度制御用AlN希釈剤の混合比を検討
の上、自己燃焼合成し、針状AlN粉体の収率の評価を実
施。また、AlN 粉の耐水性を向上させる各種金属酸化物
系のコーティング材を検討し、コーティング膜の組成と厚
さを決定した。また、ダミー試料を用いた各種AlN 粉の
熱伝導性の相対比較を行い、さらにAlN 粉 +エポキシ
樹脂を用いた簡易基板の作製とその耐水性評価を行い、
それぞれ最適条件や特性評価法を確立した。
現在は、AlN 粉体特性の改良から、AlNを使用した基板
での総合評価に移行し、応用を図っている。

2. 高効率なバイオ燃料生産システム
 －固体塩基微粒子触媒の開発－
石灰石の表面化学構造をナノレベルで制御し、温室効果
ガスの削減に有用なバイオディーゼル燃料の高効率合成
をもたらす固体塩基微粒子触媒を開発した。この触媒反
応技術の実用化に向けて、文部科学省の地域イノベー
ションクラスタープログラムで研究継続中。長期間の使
用により劣化した触媒表面をプロセス操作の工夫により
再生・活性化できること、市販の工業材料を用いて合成
したクルードオイルを簡便に精製できることを明らかにし
た。また、実機を想定したパイロットプラントによる実証
試験を進め、コストミニマムで操作性の優れたプロセス
の設計を検討中。

3. 微粒子材料と微粒子プロセスの精密設計
 支援シミュレーションシステムの開発
電子写真システムの精密設計支援シミュレーションの開
発を実施。培った微粒子シミュレーション技術は、様々な
産業分野から高い評価を得て、現在電子写真システムの
設計シミュレーションに加えて、セラミックス、粉末冶金
や鉄鋼などいろいろな微粒子産業分野の企業との共同研
究を実施し、普及を図っている。

機能性微粒子材料創製のための基盤技術開発
事業総括
安元　謙太郎　元 （財）関西電気保安協会常務理事
研究統括
日高　重助　　同志社大学理工学部教授
新技術エージェント
大秦　建一　　元 （財）京都高度技術研究所

中核機関　　
（株）けいはんな
行政担当部署
京都府商工労働観光部ものづくり振興課
コア研究室
けいはんなプラザ　ラボ棟

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

京都府
平成15～20年度

Kyoto

事業目的　IT関連機器の小型化・高性能化の進展に大きなブレークスルーを与える微粒子技術をコア技術に、
微粒子研究開発基盤の構築を目指す。液相高機能微粒子合成技術、微粒子形態制御ならびに多機能複合微粒
子調整技術、微粒子計測技術、微粒子集積・配列化技術、超微細電子写真画像形成技術、微粒子材料構造化
技術を開発する。

地域COEを核とした新事業創出支援体制

（概要イメージ） （反応管周り）

実機を想定したパイロットプラント

地域・産業界が実用化を支援する産学公
連携の中核的研究拠点として、同志社大
学に「地域ＣＯＥ微粒子科学技術研究セン
ター」を開設した。本センターでは、（社）
日本粉体工業技術協会と連携し共同研究、
技術交流を進めており、本センターを中心
に、文部科学省地域イノベーションクラス
タープログラムをはじめとした実用化研究
を推進中。京都府の独自施策の活用も含
め、研究成果の府内中小企業への普及を
図り、地域ＣＯＥを持続的に発展させ、世界
の微粒子研究の中心地を目指している。

ナノ粒子コンポジット材料の基盤開発
事業総括
松井　繁朋　（財）新産業創造研究機構技術顧問
　　　　　　兵庫県立工業技術センター特別顧問
　　　　　　元 川崎重工業（株）常務取締役
　　　　　　元 マサチューセッツ工科大学客員教授
研究統括
中前　勝彦　神戸大学名誉教授
　　　　　　（財）ひょうご科学技術協会科学技術コーディネーター
　　　　　　ワシントン大学客員教授
新技術エージェント
古宮　聰　　（財）ひょうご科学技術協会科学技術コーディネーター
　　　　　　（財）高輝度光科学研究センター特別研究員

中核機関　　
（財）ひょうご科学技術協会
行政担当部署
兵庫県産業労働部産業振興局
科学振興室
コア研究室
兵庫県放射光ナノテク研究所

事業目的　SPring-8 の高精度材料分析評価技術の確立と産業界への提供を目指し、ナノ粒子の分散・凝集
構造の解析、ナノ粒子の表面・界面分子配列構造の解明、高輝度放射光による局所評価技術を開発する。ナノ
材料開発と分析評価技術開発を並行に進めながら、「幅広い視野を持ち、さまざまな評価手法に通じた材料研
究者」と「材料の深い知識を持った放射光研究者」の育成の場となる地域 COEを構築する。

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

兵庫県
平成15～20年度

Hyogo

1. 耐熱透明フィルムの開発　
ナノ粒子の分散状態とフィルムの透明性との相関解明を
目的に放射光極小角Ｘ線散乱測定を行った。その結果、
ナノ粒子の高充填化に
伴い耐熱性（熱線膨張
率）が向上し、かつ特定
領域で透明性（全光線透
過率）が最大（＞９０％）
になることが判明した。
現在、次世代ディスプ
レー用フィルム開発にお
いて評価中である。
（住友ベークライト（株））

2. ヘアコンディショナー新処方の開発
兵庫県ビームラインにおいて、毛髪内部αケラチンの結
晶弾性率を測定した。新処方
成分が髪内部に浸透し、αケ
ラチンを軟化することを、分
子レベルで検証した。この処
方は、うねり・くせのある髪
を整えるコンディショナーとし
て発売された。
本成果は第６回ひょうご
SPring-8 賞 (2008) 受賞。
（P&Gイノベーション合同会社）

3. 高耐久性シューズソール材の開発
ゴム材料に添加されるフィラーの分散状態をSPring-8
兵庫県ビームラインにて評価し、製品使用過程におけ
るゴム材料の耐久性とフィ
ラー分散状態との関係を見
出した。
これにより、高耐久性ゴム
材の開発指針を獲得すると
共に、開発サイクルの短縮
化が実現した。
（（株）アシックス）

4. ナノ構造材料の高精度測定・解析技術の開発
産業界における新たな精密構造評価ニーズに対応する
ため、フェーズⅡ期間までに整備を行った小角X線散乱
をはじめとする、SPring-8 兵庫県ビームラインの各種
構造評価技術について高機能化の研究開発を進めてい
る。
・ Quick XAFS/WAXS/SAXS 同時測定
・ 高エネルギー分解能XAFS
・ 高位置分解能イメージング
・ 高角度分解能粉末X線回折
・ 材料構造の計算シミュレー
ション

（放射光ナノテク研究所）

兵庫県では、地域COE体制を発展させる目的で、
放射光ナノテク研究所と神戸大学 連携創造本部
の協力により「応用構造科学産学連携推進セン
ター」を平成22年 4月に設置した。同センター
において、従来の地域COE機能を維持するとと
もに、大学保有の研究インフラや研究基盤と産業
界との連携をはかり、産業界における構造科学関
連の人材育成プログラムを展開する。またJST
の資金により導入したスパコンを活用した材料の
構造解析体制を構築し、産業界に提供していく。

競争的資金等
スパコン

外部研究
機関

産業界

放射光
ナノテク研究所

神戸大学

「応用構造科学産学連携推進センター」
ナノ粒子コンポジット材料

製品化・事業化、高度技術習得、研究開発力強化

高分解能撮像による
材料内部観察用

ＣＴ・イメージングシステム

プラスチック
ディスプレー
（イメージ）

耐熱透明フィルム
試作品例

ランニングシューズ

パンテーンクリニケア
髪のうねり・くせ用
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１.アグリバイオデータベースシステム
有用経済形質を規定するバイオマーカーを効率的に探索
することを可能にしたこのシステムの実用化の一環とし
て、平成２１年度より農林水産省関連の競争的資金を獲
得して「優良経済形質を有する黒毛和牛の早期選抜シス
テム」の確立に向けた取り組みを開始している。
この取り組みでは、和牛肥育農家が期待する優れた枝肉
形質を有する和牛の安定的な生産方法の確立を目指し、
肥育過程で優良な枝肉形質を予測する肥育バイオマー
カーの確立と肥育過程で経時的にモニタリング評価する
システムの開発を進めている。

２. ウメの循環培養装置とバイオマーカー
液体培地を循環させて吸着カラムにより生育阻害物質を
除去することで、従来、自らが出す物質により生育が抑
制され培養が困難となっていた樹種でも育成旺盛な個体
を得ることが可能となる循環培養装置を開発した。この
成果を利用して、文部科学省の地域イノベーションクラ
スタープログラム都市エリア型事業の中でウメ培養時の
生育阻害物質の除去及び特定についての応用研究を行っ

ている。また、耐
乾燥性のバイオ
マーカーについ
ては、農林水産省
の指定試験事業
の中で耐乾燥性
品種の選抜に利
用しており、今後
も引き続き研究を
行う。

３. 藻場造成システム
高温耐性株を用いた藻場造成を行っているが、９月以降
の魚類による食害が激しく年を越えない状況が続いてい
た。そこで下の写真に示す音発生装置を県工業技術セン
ターと共同開発
し、魚類に対する
忌避効果試験を
実施し、効果を上
げている。これら
の実績を踏まえ現
在、熊野灘海域の
藻場造成事業を
計画中である。

藻場造成システム

アグリバイオインフォマティクスの高度活用技術の開発
事業総括
竹田　實　　元 わかやま産業振興財団理事長

元 和歌山精化工業（株）会長
研究統括
入谷　明　　近畿大学評議員

先端技術総合研究所顧問

新技術エージェント
杉本　勝德　杉本特許事務所所長
佐藤　利男　元 花王（株）和歌山研究所主席研究員
三谷　　彦　近畿大学生物理工学部教授

中核機関　　
（財）わかやま産業振興財団
行政担当部署
和歌山県商工観光労働部企業政策局
産業技術政策課
コア研究室
和歌山県工業技術センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

和歌山県
平成15～20年度

Wakayama

近畿大学、和歌山大学、県農林水産総合技術センター、
県工業技術センターが相互に連携し、地域ＣＯＥとしての
ネットワークを維持しながら、県と（財）わかやま産業振
興財団が中心となって、地域における新産業の創出を目
指して産学官連携を推進する。

事業目的　遺伝子発現情報解析、分子間相互作用解析、プロテオーム解析等と情報工学技術を融合した農業
資源生命情報学「アグリバイオインフォマティクス」の基盤技術を確立する。和歌山県が有する豊富な農業資
源を対象に、有用アグリリソースのタンパク質発現解析と制御技術の開発、有用アグリリソースの高効率生産・
利用技術を開発する。

循環培養装置

宮崎県工業技術センターに設置したコ
ア研究室を中心として、企業、大学、県
立試験研究機関と相互に連携しなが
ら、共同研究や技術移転などを実施し、
新産業の創出や研究成果の事業化を
図る。

ブルーベリー葉エキス粉末

食の機能を中心としたがん予防基盤技術創出
事業総括
故・中島　勝美 元 雲海酒造（株）代表取締役社長
研究統括
河南　洋 九州女子大学家政学部教授
  宮崎大学名誉教授

新技術エージェント
今井　常世 （財）宮崎県産業支援財団コーディネーター
三重野　文明 （財）宮崎県産業支援財団コーディネーター

中核機関　　
（財）宮崎県産業支援財団
行政担当部署
宮崎県商工観光労働部工業支援課
コア研究室
宮崎県工業技術センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

宮崎県
平成15～20年度

Miyazaki

１．機能性食品の開発
高機能性素材として見出したラビットアイブルーベリー葉
について、栽培を普及させると共に、機能性食品の開発を
促進するため、ヒト臨床試験などを実施し評価を進めてい
る。機能性食品の開発については、宮崎ブルーベリー葉栽
培連絡協議会を立ち上げ、事業化に向けた取組みを進め
ている。

　
２．発症リスク、早期診断法の開発
プロテオーム解析技術を活用するこ
とで、疾病関連マーカーの探索を行っ
ている。企業、大学との共同研究を実
施し、診断薬の開発を目指しており、
イムノクロマトキット法を用いた簡易
診断キットでは、臨床検体を用いた評
価を進めている。

３．食品機能性評価システムの開発
本システムは、食品や医薬品などが細胞に与える影響を
コンピュータ解析することにより、それらが持つ生理機能
について網羅的な評価を可能とする新規の機能性評価シ
ステムである。

４．エマルションキャリアの開発
宮崎県工業技術センターが保有する膜乳化・膜透過技
術を活用し、企業等との共同研究により、化粧品、医薬品、
動物薬などの製品開発を目指している。

イムノクロマト法を用いた
簡易診断キット

ハイスループット食品機能性評価システム

エマルションキャリア

事業目的　南九州特有の風土病である成人Ｔ細胞白血病（ATL）などのウイルス感染を背景に発症するがんの
発症機構・進展因子を解明し、「食」に着目して予防法および治療法を開発する。ウイルス発がんの機序解明
と予防・治療法の創出、食の機能性活用のための基盤技術の開発に取り組み、メディカル・バイオツール産業
などの創出や、農業、食品加工業の活性化を目指す。

ブルーベリー葉収穫用圃場
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１.アグリバイオデータベースシステム
有用経済形質を規定するバイオマーカーを効率的に探索
することを可能にしたこのシステムの実用化の一環とし
て、平成２１年度より農林水産省関連の競争的資金を獲
得して「優良経済形質を有する黒毛和牛の早期選抜シス
テム」の確立に向けた取り組みを開始している。
この取り組みでは、和牛肥育農家が期待する優れた枝肉
形質を有する和牛の安定的な生産方法の確立を目指し、
肥育過程で優良な枝肉形質を予測する肥育バイオマー
カーの確立と肥育過程で経時的にモニタリング評価する
システムの開発を進めている。

２. ウメの循環培養装置とバイオマーカー
液体培地を循環させて吸着カラムにより生育阻害物質を
除去することで、従来、自らが出す物質により生育が抑
制され培養が困難となっていた樹種でも育成旺盛な個体
を得ることが可能となる循環培養装置を開発した。この
成果を利用して、文部科学省の地域イノベーションクラ
スタープログラム都市エリア型事業の中でウメ培養時の
生育阻害物質の除去及び特定についての応用研究を行っ

ている。また、耐
乾燥性のバイオ
マーカーについ
ては、農林水産省
の指定試験事業
の中で耐乾燥性
品種の選抜に利
用しており、今後
も引き続き研究を
行う。

３. 藻場造成システム
高温耐性株を用いた藻場造成を行っているが、９月以降
の魚類による食害が激しく年を越えない状況が続いてい
た。そこで下の写真に示す音発生装置を県工業技術セン
ターと共同開発
し、魚類に対する
忌避効果試験を
実施し、効果を上
げている。これら
の実績を踏まえ現
在、熊野灘海域の
藻場造成事業を
計画中である。

藻場造成システム

アグリバイオインフォマティクスの高度活用技術の開発
事業総括
竹田　實　　元 わかやま産業振興財団理事長

元 和歌山精化工業（株）会長
研究統括
入谷　明　　近畿大学評議員

先端技術総合研究所顧問

新技術エージェント
杉本　勝德　杉本特許事務所所長
佐藤　利男　元 花王（株）和歌山研究所主席研究員
三谷　　彦　近畿大学生物理工学部教授
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（財）わかやま産業振興財団
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和歌山県商工観光労働部企業政策局
産業技術政策課
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和歌山県工業技術センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

和歌山県
平成15～20年度

Wakayama

近畿大学、和歌山大学、県農林水産総合技術センター、
県工業技術センターが相互に連携し、地域ＣＯＥとしての
ネットワークを維持しながら、県と（財）わかやま産業振
興財団が中心となって、地域における新産業の創出を目
指して産学官連携を推進する。

事業目的　遺伝子発現情報解析、分子間相互作用解析、プロテオーム解析等と情報工学技術を融合した農業
資源生命情報学「アグリバイオインフォマティクス」の基盤技術を確立する。和歌山県が有する豊富な農業資
源を対象に、有用アグリリソースのタンパク質発現解析と制御技術の開発、有用アグリリソースの高効率生産・
利用技術を開発する。

循環培養装置

宮崎県工業技術センターに設置したコ
ア研究室を中心として、企業、大学、県
立試験研究機関と相互に連携しなが
ら、共同研究や技術移転などを実施し、
新産業の創出や研究成果の事業化を
図る。

ブルーベリー葉エキス粉末

食の機能を中心としたがん予防基盤技術創出
事業総括
故・中島　勝美 元 雲海酒造（株）代表取締役社長
研究統括
河南　洋 九州女子大学家政学部教授
  宮崎大学名誉教授

新技術エージェント
今井　常世 （財）宮崎県産業支援財団コーディネーター
三重野　文明 （財）宮崎県産業支援財団コーディネーター

中核機関　　
（財）宮崎県産業支援財団
行政担当部署
宮崎県商工観光労働部工業支援課
コア研究室
宮崎県工業技術センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

宮崎県
平成15～20年度

Miyazaki

１．機能性食品の開発
高機能性素材として見出したラビットアイブルーベリー葉
について、栽培を普及させると共に、機能性食品の開発を
促進するため、ヒト臨床試験などを実施し評価を進めてい
る。機能性食品の開発については、宮崎ブルーベリー葉栽
培連絡協議会を立ち上げ、事業化に向けた取組みを進め
ている。

　
２．発症リスク、早期診断法の開発
プロテオーム解析技術を活用するこ
とで、疾病関連マーカーの探索を行っ
ている。企業、大学との共同研究を実
施し、診断薬の開発を目指しており、
イムノクロマトキット法を用いた簡易
診断キットでは、臨床検体を用いた評
価を進めている。

３．食品機能性評価システムの開発
本システムは、食品や医薬品などが細胞に与える影響を
コンピュータ解析することにより、それらが持つ生理機能
について網羅的な評価を可能とする新規の機能性評価シ
ステムである。

４．エマルションキャリアの開発
宮崎県工業技術センターが保有する膜乳化・膜透過技
術を活用し、企業等との共同研究により、化粧品、医薬品、
動物薬などの製品開発を目指している。

イムノクロマト法を用いた
簡易診断キット

ハイスループット食品機能性評価システム

エマルションキャリア

事業目的　南九州特有の風土病である成人Ｔ細胞白血病（ATL）などのウイルス感染を背景に発症するがんの
発症機構・進展因子を解明し、「食」に着目して予防法および治療法を開発する。ウイルス発がんの機序解明
と予防・治療法の創出、食の機能性活用のための基盤技術の開発に取り組み、メディカル・バイオツール産業
などの創出や、農業、食品加工業の活性化を目指す。

ブルーベリー葉収穫用圃場
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CNC分散透明
シート

CNC分散透明シートを用いた
タッチパネルサンプル品

ナノカーボン活用技術の創成
事業総括
遠藤　彰三　（株）さかい新事業創造センター 

代表取締役
研究統括
中山　喜萬 大阪大学大学院工学研究科教授
新技術エージェント
夏川　一輝　（財）大阪産業振興機構

統括コーディネーター
西野　仁　　大阪ガス（株）エネルギー技術研究所

シニアリサーチャー

中核機関
（財）大阪科学技術センター
行政担当部署
大阪府商工労働部商工振興室
ものづくり支援課
コア研究室
大阪府立産業技術総合研究所

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

大阪府
平成16～21年度

Osaka

1. CNCを応用した制振材料の開発
炭素繊維強化エポキシ樹脂及び炭素繊維強化ポリアミド
樹脂とCNCとの複合により制振性が発現することを発
見し、CNCの有用性を立証した。
今後は、スポーツ用品、構造部材、音響部材としての展
開を検討している。（サカイオーベックス（株））

2. 電磁波吸収材の開発
CNC添加樹脂による電磁波抑制材料の基礎検討が完了
した。今後は、CNCの量産化を担う合成企業と連携しな
がら、電子機器の筐体におけるCNC複合エンジニアリ
ングプラスチックス材料の開発を目指している。（三菱エ
ンジニアリングプラスチックス（株））

3. 高配向カーボンナノチューブ分散液・
転写膜の開発

長尺（100～150μm）で直径と均一な長さが特徴の高
配向カーボンナノチューブを水ならびにアルコール溶液
中に均一分散することに成功した。 さらに分散技術を応
用し配向したままの状態で樹脂を含浸し膜化した転写膜
の作製も成功した。現在、各企業へ高配向カーボンナノ
チューブの分散液および転写膜のサンプル提供を実施し
ている。（大陽日酸（株））

4. 透明帯電防止膜の開発
CNCをカーボン分散性に優れたフルオレ系樹脂に分散す
ることにより、光透過率が高く抵抗率を制御できるシート
作製が可能であることを見出した。
このシートは、タッチパネルなどの透明シートへの展開が
期待できる。（大阪ガス（株））

1. COE推進センター
本プロジェクトの研究成果の普及活動・マッチング支援す
るとともに、参画企業による研究開発などの後継展開をサ
ポートするため、（財）大阪科学技術センター内に設置。ま
た、コア研究室を大阪府立産業技術総合研究所内に設置。

2. 事業総括会議
フェーズⅢにおける検討課題等について議論し、COE推進
センターの運営方針等を決定し、推進するために設置。

3. フェーズⅢ推進会議
フェーズⅢにおける研究開発進捗状況等の情報共有を図
り、参画企業のネットワークを構築するために設置。 フェーズⅢ推進会議の概要

事業目的　カーボンナノコイル（CNC）、高配向カーボンナノチューブ（CNT）の大量合成技術を確立するとと
もに、これらのナノカーボン材料の応用開発を推進する。繊維や複合樹脂といった高機能材料やエネルギー分
野などの次世代技術の創成により、ナノカーボン活用技術の創成基盤の形成を目指す。

CNC配合CFRPをスキン材と
したアルミハニカムサンドイッチ
パネル

 スピーカー用振動板
（サンプル）

電磁波ノイズ抑制部材（試験片）

配向CNTを水に分散
させたサンプル
（0.05wt%）

3cm×3cmの転写膜と
断面SEM写真（右）
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ナノメディシン拠点形成の基盤技術開発
事業総括
川辺　泰嗣 （株）島津製作所顧問
研究統括
髙橋　隆 京都医療科学大学学長
  京都大学名誉教授

新技術エージェント
谷田　清一 （財）京都高度技術研究所アドバイザー

中核機関
（財）京都高度技術研究所（ＡＳＴＥＭ）
行政担当部署
京都市産業観光局産業振興室
コア研究室
クリエイション・コア京都御車

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

京都市
平成16～21年度

Kyoto City

1. ＳＰＲ蛍光（SPFS）センシングデバイスの
開発

表面プラズモン励起蛍光法（SPFS）を測定原理として、
肝臓癌マーカーであるＡＦＰのほか、ＣＥＡ、ＰＳＡなど各種
腫瘍マーカーをカットオフ値以下で高感度検出すること
に成功した。同装置は、研究用機器として販売を開始した。
（（株）ＵＢＭ）
また、ＪＳＴ先端計測分析技術・機器開発事業に採択さ
れ、更なる迅速高感度な計測を目指し研究開発を実施し
ている。

2. 低酸素特異的融合タンパク質による
 光イメージングプローブの開発
細胞膜透過ドメインである「ＰＴＤ」、酸素依存的分解ドメ
インである「ＯＤＤ」及びイメージング機能ドメインの３つ
を融合させた低酸素特異的融合タンパク質を合成し、in 
vivo で腫瘍の迅速な生体光イメージングが可能であるこ
とを見出した。

この光イメージングプローブは、大量合成に成功し、現在、
小動物用実験試薬として販売している。（オリエンタル酵
母工業（株））

3. 分子イメージングとＤＤＳ機能を併せ持つ
 ペプチドナノキャリアの開発
生体親和性に優れたペプチドナノキャリア「ペプトソーム」
の発展型である「ラクトソーム」を参画企業（（株）島津
製作所）主導で開発した。
このナノキャリアは、そのＥＰＲ効果とステルス性により固
形癌組織に優れた集積性を示すことを見出している。
現在、企業主導の研究開発体制を構築し、ＪＳＴイノベー
ションプラザ京都の「育成研究」及び京都大学医学部附
属病院探索医療
センターの「流動
プロジェクト」で
臨床応用を目指
した研究開発が
進められている。

京都市では、京都大学医学部附属病院
構内に整備される「先端医療機器開発・
臨床研究センター」（平成 23年春竣
工予定）内にコーディネーションルーム
を設置するとともに、コーディネーター
及びコーディネーションスタッフを配置
し、産業界との合同セミナー及び研究
会の開催、新分野・新技術に対する調
査研究への助成などの産学公連携支
援活動を実施することにより、京都に
おける医療産業振興を図る。

京都大学先端医療機器
開発・臨床研究センター

医工薬産学公連携支援事業

事業目的　ナノデバイスによる医療用検査システムデバイス、ナノテク材料による医療用イメージングとターゲ
ティング技術を開発する。腫瘍マーカの検出による癌の初期診断からイメージングによる精密診断、ナノ粒子
によるターゲティング治療までのデバイス産業、造影剤産業、診断薬・治療薬・DDS 試薬を提供する創薬産
業の集積を目指す。

SPFS測定原理図 SPFS装置
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1. 内部循環型流動床ガス化装置
家畜コンポストを約600℃という低温で、タールの発生
が無く水素やメタンなどのクリーンなガスに効率良く転換
し、ガスエンジンで発電が可能である。100 kg ／日の
処理が可能。（（株）キンセイ産業、鈴木商工（株））

2. ファイバーボール脱臭装置
畜産現場に設置された縦型高速発酵装置から排気される
アンモニア臭気（2,000 ppm 以上）を、1/10 以下に
低減することが可能である。
（財）畜産環境整備機構の「新技術・新製品」となった。
県内に９基導入。（（有）ヂー・エヌ・エス・テクノセールス）

3. すーぱーぴーとる（タカテツ法）
尿汚水処理装置

家畜尿汚水の２次処理水中に含まれるリンを除去・回収
し、CODや窒素濃度の低減、色を無色透明にする装置で

ある。鉄と炭素繊維とを組合せた簡単な仕組みで、迅速
な処理が可能である。５基導入。（石井商事（株））

4. MRI 診断用CMCゲル
植物由来のカルボキシメチルセルロースを原料として、
容易にゲルを調整する方法を確立した。MRI 診断の補助
具として用いることで、アーティファクトが出にくくなる。
（（株）兼松KGK）

環境に調和した地域産業創出プロジェクト
企業化統括
曽我　孝之 前橋商工会議所会頭
代表研究者
小島　昭 群馬工業高等専門学校特命教授

中核機関
（財）群馬県産業支援機構
行政担当部署
群馬県企画部企画課科学技術振興室
コア研究室
群馬県立群馬産業技術センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

群馬県
平成17～22年度

Gunma

（仮）群馬県環境・エネルギー技術普及促進
協議会は、地域結集事業成果の普及促進を図
るとともに、実用化に向けた研究継続のため、
産学官が連携して設立する。この協議会は、
結集事業参画機関以外の畜産業、製造業、商
工団体等幅広い機関が参加する。群馬大学次
世代エコエネルギーシステム研究会は、バイ
オマスのエネルギー化の他に再生可能エネル
ギーを利用した新しい社会システム構築を図
る。

事業目的　バイオマスの低温ガス化や尿汚水中からの資源回収、環境改善に関する応用研究を推進し、自然環
境と高度に調和した新しい畜産業を創成する。家畜排せつ物の低温ガス化技術、家畜尿汚水からのアンモニ
ア・リン回収と汚水の高度処理、低コスト・高効率脱臭装置の開発に取り組み、環境にやさしい循環型社会
の形成とともに、畜産振興、観光振興、環境保全を図る。

成果報告会 ポスターセッション

内部循環型流動床ガス化装置

無 有

CMCゲルの有無

尿汚水処理装置

脱臭装置
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古都奈良の新世紀植物機能活用技術の開発
企業化統括
柴田　修 （社）奈良工業会会長

代表研究者
新名　惇彦　奈良先端科学技術大学院大学
  理事・副学長

中核機関
（財）奈良県中小企業支援センター
行政担当部署
奈良県産業・雇用振興部産業支援課
コア研究室
奈良県農業総合センター農業交流館

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

奈良県
平成17～22年度

Nara

1. 吉野クズの機能性成分を含有した健康食品
の開発

安心・安全な加工用原料を安定的に確保するため、クズ
の圃場における栽培技術とその蔓から機能性成分を抽出
する技術を確立した。
クズ蔓抽出物（機能性成分：クズイソフラボン）の骨吸
収抑制メカニズムの解明、動物で有効性、安全性を確認
し、閉経後女性で骨代謝改善効果を13週間のヒト試験
で確認した。更に、主成分のプエ
ラリンがエストロゲン依存性ヒト
乳ガン細胞の増殖をサポートし
ないことを確認した。
これらの成果を活用し、健康食
品の開発が進められている。
（田村薬品工業（株））

2. 大和マナ優良Ｆ１品種と関連商品の開発
ナント種苗（株）が、①日持ちがよい、②形状がそろう、③
夏の高温時にも品質の良い性質を持った新品種を開発
し、奈良県では、新品種による大和マナの生産拡大が始
まっている。新品種は、「夏なら菜」と「冬なら菜」で、品
種登録申請中である。この品種により、周年で生産でき、
量販店に流通させることが可能になった。

この品種を使用して、各種製品の販売を開始した。ベビー
リーフや青汁は、これまでになかった商品である。（ベビー
リーフ、漬物： （株）パンドラファームグループ、青汁：
田村薬品工業（株））
また、高齢化に対応した生産拡大を図るため、生産物の
簡易収穫機を開発した。これら開発成果が大和マナの普
及に貢献することが期待されている。（三晃精機（株））

3. 大和トウキの品種鑑定・品質評価技術の開発
大和トウキと北海トウキを識別するDNA断片を特定し
た。他地域産の大和トウキは奈良県産のものとは成分が
異なることがメタボリックプロファイリングで分かった。栽
培地・加工工程による差であると思われる。また、収穫
後のトウキの熟成過程で機能
性成分が顕著に増えることが
分かった。県の支援を受け、栽
培が進められている。（明日香
村の営農組織「えいのうキト
ラ」）

4. 大和茶  荒茶の簡易品質評価機器の開発
メタボリックプロファイリング技術を活用し、荒茶におい
て、機器分析データから茶品評会ランキングと同等の品
質予測を可能とする方法を開発した。
本技術により簡便に荒茶の品質評価が可能で、現場で持
ち運びができ、簡便な操作によ
り測定できるソフトウエアを搭載
した簡易品質評価機器の開発が
進められている。（テクノス（株））

産学官のネットワークの中核として、メタボリックプロファ
イリング技術等のコア技術やその他の研究成果により、
地域産業へ技術貢献を目的とした研究開発及び技術指導
をおこなう拠点を植物機能活用技術センターとして機器
及び実用化技術を引き継ぐ。今後、地域結集プログラム
の素材である「クズ」「大和マナ」「大和トウキ」「大和シャ
クヤク」「大和茶」などの植物機能を活用した奈良の地域
原料やその他これまでに対象とされていない地域素材に
も着目し、全体戦略（「地域戦略構想」）を策定した上で（仮
称）奈良県植物機能活用クラスター協議会の活動を実施
し、地域産業の活性化を図る。

事業目的　奈良県特産の植物素材を活用するために有用性の科学的根拠を明らかにし、メタボリックプロファ
イリング等の中核技術の創成を目指す。吉野クズの骨粗鬆症予防機能等の評価および栽培・食品への活用、
大和マナの抗炎症機能等の評価および栽培・食品への活用、優良大和生薬品種の鑑定技術および増殖技術
の開発、大和茶のメタボリックプロファイリングを利用した最適栽培・加工技術の開発を行う。

新品種種子
青汁

漬物

ベビーリーフ

青果

クズイソフラボン入り
健康食品

明日香村産大和トウキ

簡易品質評価機器

簡易収穫機

（仮称）奈良県植物機能活用クラスター協議会
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都市の安全・安心を支える環境浄化技術開発
企業化統括
片岡　正俊　（地独）東京都立産業技術研究センター
  理事長

代表研究者
堂免　一成　東京大学大学院工学系研究科教授

中核機関
（地独）東京都立産業技術研究センター
行政担当部署
東京都産業労働局商工部創業支援課
コア研究室
（地独）東京都立産業技術研究センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

東京都
平成18～23年度

Tokyo

１．バイオセンサシステム
NAD+ 又はNADP+を補酵素とする脱水素酵素の働き
により、アルコールやホルムアルデヒドなどを計測する
バイオセンサシステムを開発した。高輝度紫外線 LED
(UV-LED) を励起光源に使用することにより、小型かつ
簡便な計測システムを実現した。
（柴田科学（株）ほか）

２．粒度分布計測装置
粒子を高精度に分級できる電気
移動度分級器（DMA）とファラ
デーカップエレクトロメーター
（FCE）とを一体化した装置を開
発・商品化した。本装置は、環境
中に浮遊している1ミクロン以下
の微小粒子の粒径別数濃度と表
面積が計測できる。有害物質の効
率的な除去技術の検討や除去装
置の効果を評価する上で、効力を
発揮する。（柴田科学（株））

３．耐熱性フィルター
塗装時に飛散するミストを捕集するフィルターを開発し
た。主に金属繊維からなる耐熱性編物を新規に開発し、
再生利用を可能にした。本フィルターは、燃焼バーナー
用のマットや断熱材、燃料電池等、他の用途にも利活用
できる。

４．酸化物触媒を用いたVOC処理
貴金属触媒に比較して、低温度で効率よく、しかも低コス
トでVOCを分解することができる酸化物触媒を開発し
た。そして、本触媒をVOC処理装置等に適用・導入する。

1. 本事業では、中小の塗装工場や印
刷工場等におけるVOC削減・処理の
技術開発を進めている。特に塗装工場
においては、業界団体である東京工業
塗装協同組合と共同でVOCを削減す
る処理装置開発を進めている。
2. また、平成２２年度からは、製品化
推進会議を設置し、外部専門家等の協
力を得ながら、本事業の成果の実用化・
製品化を進めている。 塗装シミュレータ VOC測定の様子

事業目的　光化学スモッグや浮遊粒子状物質の原因とされるトルエンやキシレンなどのVOC（揮発性有機化
合物）の削減のため、VOCバイオセンサ、長寿命センサ及び触媒を利用した処理装置を開発する。これらセン
サや装置の性能向上と応用分野の拡大を図り、東京の環境改善に資するとともに、新たな環境ビジネスの創
出を目指す。

粒度分布計測装置

耐熱性フィルターを排気ダクトに設置した様子と
一部拡大写真バイオセンサシステムの概観

VOC処理実験機 本触媒の分解能
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次世代耐熱マグネシウム合金の基盤技術開発
企業化統括
瀬戸　英昭　熊本高等専門学校産学官連携
  コーディネーター

代表研究者
河村　能人　熊本大学大学院自然科学研究科教授

中核機関
（財）くまもとテクノ産業財団
行政担当部署
熊本県商工観光労働部
新産業振興局産業支援課
コア研究室
熊本大学工学部

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

熊本県
平成18～23年度

Kumamoto

１． KUMADAI マグネシウム合金標準品
（Mg96 Zn2 Y2）直径22・55mm押出
丸棒材のサンプルを供給開始

熊本大学の敷地に新しく建設した溶解・鋳造ならびに成
形・加工のための実証実験工場（床面積 527m2）に
て、現在直径 177mmの押出用高品質ビレットが作製
できるようになり、直径22・55mmの押出丸棒材や幅
50・150mmの板材等が製作できるまでの技術開発を
進めている。
平成21年から直径22mmの押出丸棒材、平成22年
から直径55mmの押出丸棒材のサンプル供給を開始し
ている。
今後は、大型化と高品質化を進めるとともに、フェーズⅡ
終了時までに直径55mm（パイプ材）、幅150mm（板
材）のサンプルの標準化および安定供給の実現を目指
す。（日産自動車（株）・（株）神戸製鋼所・不二ライト
メタル（株）・ジヤトコ（株）・九州三井アルミニウム工

業（株）・（株）TOKAI・（株）アーレスティ栃木・（株）アー
レスティ熊本・ネクサス（株）・（株）熊防メタル・（株）オジッ
クテクノロジーズ・（株）野毛電気工業九州事業部）

２． 自動車関連メーカー等53社から
 サンプル提供依頼、７社６件と
 共同研究を開始（H22.11.1現在）
国内外の学会・展示会等でのＰＲ、論文発表、積極的な
特許出願等により、産業界の注目度も急速に高まり、自
動車関連企業を始めとしてサンプル供給依頼を多数受
け、フェーズⅢを待たずしてKUMADAI マグネシウム合
金のアプリケーション開発に着手している。
現在、自動車、自動二輪、汎用機、電子情報機器、医療・
福祉関連等計53社からサンプル供給要望が来ており、
そのうちすでに７社６件の共同研究を開始した（数字はい
ずれもH22.11.1 現在） 。
熊本県企業も実用化に向けて積極的にトライしており、
一例として長下肢装具※は KUMADAI マグネシウム合
金を採用したことで強度を確保し、
1.1kg の軽量化を実現。
現在、実証実験を行っており、今後
商品化を目指す。（不二ライトメタル
（株））
※ 長下肢装具は、大腿部から足底ま
での構造で、膝と足の動きをコント
ロールし、立位時の安定、免荷、変
形の予防・矯正などの治療を目的
とした装具。

熊本・九州地域の企業、公設試、大学等が連携し、自動
車をはじめとする輸送機器や産業機器への実用化を図る
ため、KUMADAI マグネシウム合金を核に、次世代耐
熱マグネシウム合金に関する卓越した研究開発・産業拠
点の形成を図る。
具体的には、フェーズⅢにおいて、基礎研究と知的財産
創出を担う「研究開発センター」、試作品供給と技術指
導を担う「加工技術センター」、技術移転と人材育成を
担う「新事業支援・教育研修センター」、この３センター
の全体的な企画・運営を担う「実用化推進本部」を設置
し、「試作」「知財」「人材育成」の三位一体による技術移
転を進めていく。

地域COEの形成イメージ

事業目的　高強度、高耐熱性を有するKUMADAI マグネシウム合金技術を核に、高度な研究開発、合金設計、
溶解・鋳造・加工、材料解析・評価等を行う次世代耐熱マグネシウム合金実用化基盤技術プラットフォームを
構築する。材料設計開発および製造基盤技術開発を行い、次世代耐熱マグネシウム合金の研究開発拠点、なら
びに同合金を活用した自動車部品産業等の拠点形成を目指す。

KUMADAI 
マグネシウム合金製
長下肢装具

KUMADAI マグネシウム合金棒・
板・パイプのサンプル（３点）
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1. 高圧処理の優位性を活かした
 高付加価値食品の開発
フェーズⅡでは、高圧処理による「超微細米粉の開発」、「食
肉軟化・物性制御」「鶏卵等の低アレルゲン化」といった、
高圧処理の優位性を活かした分野を定めて、企業化を目
指した研究開発を推進している。

2. 十穀ごはん
玄米、丸麦、高きび、赤米、はと麦、黒米、大豆、黒大豆、
小豆、緑米の10種類の穀物を、200MPaの高圧処理
をすることで機能性成分の富化と吸水性を向上させ、ふっ
くらと美味しく食べ易いパックごはんを商品化した。庄
やグループの店舗で提供されている他、店頭やインター
ネットでの外部販売もされている。（（株）大庄）

3. 低アレルゲン化小麦製品
高圧処理により小麦に含まれるアレルゲン物質を選択的
に95%抽出する技術を開発。この小麦を用いたクラッ
カー・クッキー・パンを商品化した。
（越後製菓（株）・（株）越後天風）

4. 高圧処理装置のシステム安全確保
国際安全規格による高圧処理装置のリスクアセスメント
を実施し、システム安全を確保した小型で軽量な高圧処
理装置（圧力：100MPa、容量：5リットル）を商品化した。
今後は、圧力：200～ 400MPa、容量：5～ 10リッ
トルの高圧処理装置、更には食
品メーカー等の製造ラインにも
応じた高圧処理装置の開発を
目指す。（（株）シナダ）

コア研究室

ながおか新産業
創造センター

サブコア研究室

新潟市バイオ
リサーチセンター

サブコア研究室

新潟県食品研究
センター

Ｈ・Ｐ未来産業
創造研究会

（長岡商工会議所）

新潟薬科大学

新潟大学

長岡技術科学大学
COE

食の高付加価値化に資する基盤技術の開発
企業化統括
丸山　智 長岡商工会議所会頭

代表研究者
鈴木　敦士 新潟大学名誉教授

中核機関
（財）にいがた産業創造機構
行政担当部署
新潟県産業労働観光部産業振興課
コア研究室
ながおか新産業創造センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

新潟県
平成19～24年度

Niigata

ネットワーク型地域COEの構築
コア研究室（ながおか新産業創造センター）、
サブコア研究室（新潟市バイオリサーチセン
ター・新潟県食品研究センター）、新潟大学、
新潟薬科大学、長岡技術科学大学、更には
H・P（High Pressure）未来産業創造研究
会（平成 11年 4月発足、事務局：長岡商
工会議所）と連携し、産学官によるネットワー
ク型地域COEを構築して、食の高付加価値
化と高圧産業の集積を目指した取組みを推
進している。

事業目的　食品加工分野における高圧利用の基盤技術を集積し、高圧処理の優位性を活かした高付加価値食
品の開発と、高圧装置に係るシステム安全確保技術の確立を目指す。米および米粉加工技術、食肉軟化技術、
低アレルゲン化技術、高圧食品の安全性確保、高圧装置に係るシステム安全確保技術を開発する。

超微細米粉 とんかつ（試作品）

大庄十穀ごはん 十穀ごはんセット

低アレルゲン化小麦製品

高圧処理装置(SHP100-5)

1. 磁束集束磁石配列を適用した永久磁石
モータを開発

磁束集束磁石配列によりギャップ磁束密度レベルを従来
比１．５倍に向上させ、これにより従来機と同じ大きさ（重
量）で体格当たりの出力を表すパワーレート密度が１．５
倍に向上した。巻線仕様の変更も行い銅損の低減も実現
した。本年度はさらに、従来機の80％の体格まで小型化
し、パワーレート密度を従来機の１．２倍にすることを目
指しており、設計ではそれを大きく上回る予測結果が得
られている。（安川電機（株））

2. 高効率アモルファスモータを開発
アモルファス磁性材料を固定子鉄心に利用し、鉄損を大
幅に削減した。アキシャルギャップ構造とすることで、巻
鉄心に適した固定子構造を実現している。また、希土類
磁石を必要とせず、フェライト磁石で従来機を上回る高
効率を得ている。今年度は3.7ｋwクラスの試作を目指

し設計が完了した。（日立産機システム（株））

3. 磁束集束を利用した遊星磁気歯車を開発
方形磁石を組み合わせ、磁石形状を簡素化し、磁極形状
を曲線で最適化した遊星磁気歯車を開発した。磁束集
束磁石配列を適用しながら、製造コスト低減や加工精度
の向上が可能となった。本年度は伝達トルク１０Ｎｍを目
標として差動減速型の磁気歯車の設計・試作を行った。
（（株）ニッセイ）

大分県産業科学技術センター
（コア研究室） 磁気損失分布可視化測定システム

（大分大学サブコア研究室）

次世代電磁力応用機器開発技術の構築
企業化統括
戸高　信義 大分県工業団体連合会副代表幹事
代表研究者
榎園　正人 大分大学工学部教授

中核機関
（財）大分県産業創造機構
行政担当部署
大分県商工労働部産業集積推進室
コア研究室
大分県産業科学技術センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

大分県
平成19～24年度

Oita

大分県産業科学技術センター内にコア研究室
（５室306m2）、大分大学内にサブコア研究室
（１棟143m2）を整備。Ｘ線残留応力測定装置、
磁気損失分布可視化測定システム、ベクトル磁
気特性測定システム、動的磁区観察システムな
どの最新鋭機器を導入し、ベクトル磁気特性理
論に基づく磁場分布測定や応力下の磁気特性測
定、各加工組立て工程での磁気特性測定により、
電磁力応用機器の開発技術の構築を進めてい
る。現在、フェーズⅢに向け、技術移転や人材育
成など電磁力応用機器の開発研究拠点としての
新たな体制について検討を進めている。

事業目的　環境・エネルギー問題の解決のため、高出力・高トルクでありながら小型軽量で高効率な機器の
開発に向けて、大分大学の独自技術であるベクトル磁気特性理論に基づく材料最適活用設計技術により新し
い材料活用支援技術を発展させ、モータの高効率高出力化、磁気駆動伝達要素の高機能化など、電磁力応用
機器開発のための次世代技術を確立し、大分に次世代電磁力応用開発機器支援拠点を構築し、新たな産業の
創出を図る。

高トルクモータ外観 パワーレート密度

電磁場解析結果 アモルファスモータ試作機

遊星磁気歯車外観 遊星磁気歯車構造
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1. 高圧処理の優位性を活かした
 高付加価値食品の開発
フェーズⅡでは、高圧処理による「超微細米粉の開発」、「食
肉軟化・物性制御」「鶏卵等の低アレルゲン化」といった、
高圧処理の優位性を活かした分野を定めて、企業化を目
指した研究開発を推進している。

2. 十穀ごはん
玄米、丸麦、高きび、赤米、はと麦、黒米、大豆、黒大豆、
小豆、緑米の10種類の穀物を、200MPaの高圧処理
をすることで機能性成分の富化と吸水性を向上させ、ふっ
くらと美味しく食べ易いパックごはんを商品化した。庄
やグループの店舗で提供されている他、店頭やインター
ネットでの外部販売もされている。（（株）大庄）

3. 低アレルゲン化小麦製品
高圧処理により小麦に含まれるアレルゲン物質を選択的
に95%抽出する技術を開発。この小麦を用いたクラッ
カー・クッキー・パンを商品化した。
（越後製菓（株）・（株）越後天風）

4. 高圧処理装置のシステム安全確保
国際安全規格による高圧処理装置のリスクアセスメント
を実施し、システム安全を確保した小型で軽量な高圧処
理装置（圧力：100MPa、容量：5リットル）を商品化した。
今後は、圧力：200～ 400MPa、容量：5～ 10リッ
トルの高圧処理装置、更には食
品メーカー等の製造ラインにも
応じた高圧処理装置の開発を
目指す。（（株）シナダ）

コア研究室

ながおか新産業
創造センター

サブコア研究室

新潟市バイオ
リサーチセンター
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（長岡商工会議所）

新潟薬科大学

新潟大学

長岡技術科学大学
COE

食の高付加価値化に資する基盤技術の開発
企業化統括
丸山　智 長岡商工会議所会頭

代表研究者
鈴木　敦士 新潟大学名誉教授

中核機関
（財）にいがた産業創造機構
行政担当部署
新潟県産業労働観光部産業振興課
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ながおか新産業創造センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

新潟県
平成19～24年度

Niigata

ネットワーク型地域COEの構築
コア研究室（ながおか新産業創造センター）、
サブコア研究室（新潟市バイオリサーチセン
ター・新潟県食品研究センター）、新潟大学、
新潟薬科大学、長岡技術科学大学、更には
H・P（High Pressure）未来産業創造研究
会（平成 11年 4月発足、事務局：長岡商
工会議所）と連携し、産学官によるネットワー
ク型地域COEを構築して、食の高付加価値
化と高圧産業の集積を目指した取組みを推
進している。

事業目的　食品加工分野における高圧利用の基盤技術を集積し、高圧処理の優位性を活かした高付加価値食
品の開発と、高圧装置に係るシステム安全確保技術の確立を目指す。米および米粉加工技術、食肉軟化技術、
低アレルゲン化技術、高圧食品の安全性確保、高圧装置に係るシステム安全確保技術を開発する。

超微細米粉 とんかつ（試作品）

大庄十穀ごはん 十穀ごはんセット

低アレルゲン化小麦製品

高圧処理装置(SHP100-5)

1. 磁束集束磁石配列を適用した永久磁石
モータを開発

磁束集束磁石配列によりギャップ磁束密度レベルを従来
比１．５倍に向上させ、これにより従来機と同じ大きさ（重
量）で体格当たりの出力を表すパワーレート密度が１．５
倍に向上した。巻線仕様の変更も行い銅損の低減も実現
した。本年度はさらに、従来機の80％の体格まで小型化
し、パワーレート密度を従来機の１．２倍にすることを目
指しており、設計ではそれを大きく上回る予測結果が得
られている。（安川電機（株））

2. 高効率アモルファスモータを開発
アモルファス磁性材料を固定子鉄心に利用し、鉄損を大
幅に削減した。アキシャルギャップ構造とすることで、巻
鉄心に適した固定子構造を実現している。また、希土類
磁石を必要とせず、フェライト磁石で従来機を上回る高
効率を得ている。今年度は3.7ｋwクラスの試作を目指

し設計が完了した。（日立産機システム（株））

3. 磁束集束を利用した遊星磁気歯車を開発
方形磁石を組み合わせ、磁石形状を簡素化し、磁極形状
を曲線で最適化した遊星磁気歯車を開発した。磁束集
束磁石配列を適用しながら、製造コスト低減や加工精度
の向上が可能となった。本年度は伝達トルク１０Ｎｍを目
標として差動減速型の磁気歯車の設計・試作を行った。
（（株）ニッセイ）

大分県産業科学技術センター
（コア研究室） 磁気損失分布可視化測定システム

（大分大学サブコア研究室）

次世代電磁力応用機器開発技術の構築
企業化統括
戸高　信義 大分県工業団体連合会副代表幹事
代表研究者
榎園　正人 大分大学工学部教授

中核機関
（財）大分県産業創造機構
行政担当部署
大分県商工労働部産業集積推進室
コア研究室
大分県産業科学技術センター

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

大分県
平成19～24年度

Oita

大分県産業科学技術センター内にコア研究室
（５室306m2）、大分大学内にサブコア研究室
（１棟143m2）を整備。Ｘ線残留応力測定装置、
磁気損失分布可視化測定システム、ベクトル磁
気特性測定システム、動的磁区観察システムな
どの最新鋭機器を導入し、ベクトル磁気特性理
論に基づく磁場分布測定や応力下の磁気特性測
定、各加工組立て工程での磁気特性測定により、
電磁力応用機器の開発技術の構築を進めてい
る。現在、フェーズⅢに向け、技術移転や人材育
成など電磁力応用機器の開発研究拠点としての
新たな体制について検討を進めている。

事業目的　環境・エネルギー問題の解決のため、高出力・高トルクでありながら小型軽量で高効率な機器の
開発に向けて、大分大学の独自技術であるベクトル磁気特性理論に基づく材料最適活用設計技術により新し
い材料活用支援技術を発展させ、モータの高効率高出力化、磁気駆動伝達要素の高機能化など、電磁力応用
機器開発のための次世代技術を確立し、大分に次世代電磁力応用開発機器支援拠点を構築し、新たな産業の
創出を図る。

高トルクモータ外観 パワーレート密度

電磁場解析結果 アモルファスモータ試作機

遊星磁気歯車外観 遊星磁気歯車構造
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1. 光技術を活用した機能性成分の
体内挙動の解明に関する基盤研究

カテキン誘導体のポジトロン標識化合物を合成し、その
体内動態の非侵襲的リアルタイム測定に成功した。 この
測定法を発展させることにより、カテキン類の吸収・代
謝の全体像を明らかにし、有効な摂取法の開発を目指す。

2. 光とバイオを融合した香味成分・機能
性成分の増幅や効率的生産方法の
開発に関する研究

茶樹の被覆により光量を制御して、茶葉のアミノ酸を著
しく増加させることに成功した。また、摘採した茶葉に紫
外線を照射して香気発現を促進させることに成功した。
光技術とバイオ技術により茶葉が本来有する香り発揚機
構を最大限に活かし、高品質の茶を開発する。

3. 食薬融合技術によるおいしく安全な
茶飲料と素材の開発に関する研究

カテキン類に対する味細胞の応答を明らかにした。また、
カテキン類と強く相互作用することにより渋みを約２０％
に低減できる食品成分を見出した。カテキン類由来の苦
渋味を軽減することにより、飲みやすい飲料や食べやす
い食材を開発する。

事業化ネットワーク会員による
 企業化研究会の開催風景

静岡発 世界を結ぶ新世代茶飲料と素材の開発
企業化統括
原　征彦 茶研究･原事務所（株）代表取締役社長

代表研究者
中山　勉 静岡県立大学食品栄養科学部長

中核機関
（財）しずおか産業創造機構
行政担当部署
静岡県経済産業部商工業局新産業集積課
静岡市経済局商工部産業政策課
コア研究室
静岡県工業技術研究所

地域COE構築の取り組み

新技術・新産業創出の取り組み

●コア研究室（県工業技術研究所内）：茶飲料・素材開
発技術分野の研究開発・事業化拠点
●サブコア研究室（①県農林技術研究所茶業研究セン
ター内、②県立大学内）：①茶栽培・加工技術分野の研
究開発・事業化拠点、②基盤・評価技術分野の研究開発
拠点
●静岡地域結集事業化ネットワーク：大学や公設試等の
研究者と産業界の交流を深め、地域企業等との連携・協
力により、地域の産業基盤の強化を目指す。会員数 83
（企業・団体78、個人5）（平成22年12月1日現在）

事業目的　茶飲料の生産と消費が拡大しているが、すぐれた味・香り・機能性などの付与により、さらなる世
界的展開が可能である。本事業は、静岡県の研究機関や茶関連産業に集積する、茶の栽培・加工技術、光技術、
分析評価技術、機能性研究を活用し、期待される成分が茶葉中に効率的に生成される方法やヒト体内で機能
性成分が効果的に摂取される方法を確立するとともに、おいしく安全で新しい機能性を持つ新世代茶飲料や
素材の開発を行う。

※11C 標識カテキンをラットに経口投与した時の体内動態を示す。多
くは胃に滞留し、一部は腸に流れていく様子が伺える。

遮光率と一番茶葉色の比較（遮光
率：左上 0％、右上85％、左下
98％、右下100％）

遮光率と新芽のアミノ酸および
カテキン含有量の比較（遮光率
0％を100とした指数表示）

※遮光度を調整することで、新芽が白葉化し、アミノ酸量が約3倍増
加した。

※カテキン類の苦渋味に対するマ
スキング物質の抑制効果を模式化
した（右）。

静岡県
静岡市
平成20～25年度

Shizuoka
Shizuoka City
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中 核 機 関 一 覧

平
成

　〜

　年
度

１７

22

Tel : 027-255-6601 g-create@g-inf.or.jp
Fax : 027-255-6161 http://www.g-inf.or.jp

Tel : 0742-36-8316 koto-nara@nashien.or.jp
Fax : 0742-36-8317 http://www.nashien.or.jp/

群　馬

奈　良

（財）群馬県産業支援機構
産学連携グループ

（財）奈良県中小企業支援センター

371-0854 前橋市大渡町1-10-7
 県公社総合ビル2階

630-8031 奈良市柏木町129-1
 

（財）北海道科学技術総合振興センター

（財）山形県産業技術振興機構

（財）みやぎ産業振興機構
産学連携推進部 産学連携推進課

（財）神奈川科学技術アカデミー

001-0021 札幌市北区北21条西12丁目
 コラボほっかいどう

990-2473 山形市松栄2-2-1
 山形県高度技術研究開発センター内

980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目14-2
 宮城県商工振興センター

213-0012 川崎市高津区坂戸3-2-1
 KSP西棟614

Tel : 011-708-6525 soumu@noastec.jp
Fax : 011-708-6529 http://www.noastec.jp

Tel : 023-647-3163 info@ypoint.jp
Fax : 023-647-3139 http://www.ypoint.jp/

Tel : 022-225-6636 koudo@joho-miyagi.or.jp
Fax : 022-263-6923 http://www.joho-miyagi.or.jp

Tel : 044-819-2031 pro@newkast.or.jp
Fax : 044-819-2026 http://www.newkast.or.jp

北海道

山　形

宮　城

神奈川

平
成

　〜

　年
度

１０

１5

茨城

広島

福岡

北海道

山形 宮城

神奈川

岩手

高知

埼玉

沖縄

滋賀
岐阜

熊本

秋田

福井

静岡
横浜市神戸

青森

千葉

石川

愛知・名古屋市

三
重

長
崎

和歌山

兵
庫

宮
崎

大

阪

京都

京都市

奈
良

群馬

東京

新潟

大分

静岡・静岡市

平成9～14年度

平成10～15年度

平成11～16年度

平成12～17年度

平成13～18年度

●茨城
●大阪
●広島
●福岡

●北海道
●山形
●宮城
●神奈川

●岩手
●岐阜
●愛知・名古屋
●熊本

●秋田
●福井
●静岡
●横浜
●神戸

●青森
●千葉
●石川
●長崎

平成14～19年度

平成15～20年度

平成16～21年度

平成17～22年度

平成18～23年度

平成19～24年度

平成20～25年度

●埼玉
●三重
●滋賀
●高知
●沖縄

●京都
●兵庫
●和歌山
●宮崎

●大阪
●京都市

●群馬
●奈良

●東京
●熊本

●新潟
●大分

●静岡・静岡市

310-8555 水戸市笠原町978番6
 茨城県生活環境部環境対策課内

300-0023 土浦市沖宿町1853番地
 茨城県霞ヶ浦環境科学センター内

550-0004 大阪市西区靱本町1-8-4

594-1157 和泉市あゆみ野2-7-1
 

730-0052 広島市中区千田町3-7-47
 広島県情報プラザ内

739-0046 東広島市鏡山3-10-32

810-0001 福岡市中央区天神1-1-1
 アクロス福岡西オフィス9F

（財）茨城県科学技術振興財団

つくば事務所

（財）大阪科学技術センター

大阪府立産業技術総合研究所
フォトニクス研究開発支援センター

（財）ひろしま産業振興機構

広島県産業科学技術研究所

（財）福岡県産業・科学技術振興財団

Tel : 029-301-2956
Fax : 029-301-2969

Tel : 029-828-0964 kasumi@i-step.org
Fax : 029-828-0968 http://www.i-step.org/kasumi/

Tel : 06-6443-5322 yagi@ostec.or.jp
Fax : 06-6443-5319 http://www.ostec.or.jp/

Tel : 0725-51-2669 fukuda@tri.pref.osaka.jp
Fax : 0725-51-2639 http://tri-osaka.jp/group/infoele/
 elephoto/photonics/pc/index.html

Tel : 082-240-7715 info@hiwave.or.jp
Fax : 082-242-8627 http://www.hiwave.or.jp

Tel : 082-431-0200 admin@sankaken.gr.jp
Fax : 082-431-0201 http://www.sankaken.gr.jp/

Tel : 092-725-2781 ken@ist.or.jp
Fax : 092-725-2786 http://www.ist.or.jp/

茨　城

大　阪

広　島

福　岡

平
成
9
〜

　年
度

１4

Tel : 054-273-4435 kesshu1@ric-shizuoka.or.jp
Fax : 054-253-0019 http://www.shizuoka-tiikikesshu.jp/

静　岡
静岡市

(財)しずおか産業創造機構
フーズ・サイエンスセンター 地域結集推進室

420-0853 静岡市葵区追手町44-1
 静岡県産業経済会館２階

平
成

　〜

　年
度

20

25

（財）いわて産業振興センター

（財）ソフトピアジャパン

（財）科学技術交流財団

（財）くまもとテクノ産業財団
産学連携推進センタープロジェクト推進室

020-0852 盛岡市飯岡新田3-35-2
 

503-8569 大垣市加賀野4-1-7
 ソフトピアジャパンセンタービル4F

460-0002 名古屋市中区丸の内2-4-7
 愛知県産業貿易館西館7F

861-2202 上益城郡益城町大字田原2081-10

Tel : 019-631-3827 
Fax : 019-631-3830 http://www.joho-iwate.or.jp

Tel : 0584-77-1144
Fax : 0584-77-1105 http://www.softopia.or.jp

Tel : 052-231-1477 astf1@astf.or.jp
Fax : 052-231-5658 http://www.astf.or.jp/kesshyu/

Tel : 096-286-3761 h-honda@kmt-ti.or.jp
Fax : 096-286-3929 http://www.kmt-ti.or.jp

岩　手

岐　阜

愛　知
名古屋

熊　本

平
成

　〜

　年
度

１1

１6

（財）あきた企業活性化センター
産学連携推進グループ

（財）ふくい産業支援センター
技術開発部 プロジェクト研究推進室

（財）光科学技術研究振興財団

（財）木原記念横浜生命科学振興財団

（財）先端医療振興財団

010-8572 秋田市山王3丁目1番1号
 県庁第2庁舎2階

910-0102 福井市川合鷲塚町61-10
 

430-0926 浜松市中区砂山町325番地の6
 日本生命浜松駅前ビル

244-0813 横浜市戸塚区舞岡町641-12
 

650-0047 神戸市中央区港島南町2-2

Tel : 018-860-5625 active@bic-akita.or.jp
Fax : 018-860-5704 http://www.bic-akita.or.jp/

Tel : 0776-55-1555 fstr@fisc.jp
Fax : 0776-55-1878 http://www.vcnet.fukui.fukui.jp/fstr/create/top.htm

Tel : 053-454-0598 info@refost-cs.or.jp
Fax : 053-454-1929 http://www.refost-hq.jp

Tel : 045-825-3487 yamabosi@kihara.or.jp
Fax : 045-825-3307 http://www.kihara.or.jp

Tel : 078-306-0708 qanda@fbri.org
Fax : 078-306-0898 http://www.ibri-kobe.org

秋　田

福　井

静　岡

横　浜

神　戸

平
成

　〜

　年
度

１2

１7

（財）21あおもり産業総合支援センター
研究事業推進課

（財）千葉県産業振興センター

（財）石川県産業創出支援機構
知的クラスター創成事業本部事務局

（財）長崎県産業振興財団

039-2245 八戸市北インター工業団地
 1丁目4番43号
 八戸インテリジェントプラザ内

261-7123 千葉市美浜区中瀬2-6
 WBGマリブイースト23階

920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地
 新分野創造開発支援センター内

856-0026 大村市池田2-1303-8

Tel : 0178-21-8727 kessyu@21aomori.or.jp
Fax : 0178-21-8728 http://www.21aomori.or.jp/
 tiiki_kessyu/Kessyu_TopPage.htm

Tel : 043-299-2653 pdd@ccjc-net.or.jp
Fax : 043-299-3411 http://www.ccjc-net.or.jp

Tel : 076-267-6580 cluster@isico.or.jp
Fax : 076-267-6588 http://www.isico.or.jp

Tel : 0957-52-1138 oomura@joho-nagasaki.or.jp
Fax : 0957-52-1140 http://www.joho-nagasaki.or.jp

青　森

千　葉

石　川

長　崎

平
成

　〜

　年
度

１3

１8

（財）埼玉県中小企業振興公社
産学連携支援部

（財）三重県産業支援センター

（財）滋賀県産業支援プラザ

（財）高知県産業振興センター

（株）トロピカルテクノセンター

338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 
  新都心ビジネス交流プラザ3Ｆ

514-0004 津市栄町1丁目891
 三重県合同ビル5階

520-0806 大津市打出浜２番１号
 コラボしが２１  ２階 

781-5101 高知市布師田３９９２－２
 

904-2234 うるま市字州崎5-1

Tel : 048-857-3901 sangaku@saitama-j.or.jp
Fax : 048-857-3921 http://www.saitama-j.or.jp/

Tel : 059-228-3321 info@miesc.or.jp 
Fax : 059-226-4957 http://www.miesc.or.jp/ 

Tel : 077-511-1414 kesshu@shigaplaza.or.jp
Fax : 077-511-1418 http://www.shigaplaza.or.jp/kesshu/

Tel : ０８８-８４５-６６００ ｉｎｆｏ＠ｊｏｈｏ－ｋｏｃｈｉ．ｏｒ．ｊｐ
Fax : ０８８-８４６-２５５６ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｏｈｏ－ｋｏｃｈｉ．ｏｒ．ｊｐ

Tel : 098-982-1100 info@ttc.co.jp
Fax : 098-982-1101 http://www.ttc.co.jp/

埼　玉

三　重

滋　賀

高　知

沖　縄

平
成

　〜

　年
度

１4

１9

青　森

千　葉

石　川

長　崎

Tel : 0774-95-5111 soumu@ml.keihanna-plaza.co.jp
Fax : 0774-98-2205 http://www.keihanna-plaza.co.jp/kfpt/index.php

Tel : 0791-58-1415 kenkyushien@hyogosta.jp
Fax : 0791-58-1457 http://www.hyogosta.jp

Tel : 073-432-5155 sangakukan@yarukiouendan.jp
Fax : 073-432-3314 http://www.yarukiouendan.jp/

Tel : 0985-74-4011 info@mi-create.jp
Fax : 0985-74-4033 http://www.i-port.or.jp/
http://www.i-port.or.jp/mi-create/（地域結集型共同研究事業ＨＰ）

京　都

兵　庫

和歌山

宮　崎

（株）けいはんな

（財）ひょうご科学技術協会
（兵庫県放射光ナノテク研究所）

（財）わかやま産業振興財団
テクノ振興部 都市エリア産学官連携促進事業推進室

（財）宮崎県産業支援財団
結集型研究推進室

619-0237 相楽郡精華町光台1丁目7番地
 

679-5165 たつの市新宮町光都
 1丁目490-2

640-8033 和歌山市本町２丁目１番地
 フォルテワジマ６階

880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂 
  16500-2

平
成

　〜

　年
度

１5

20

Tel : 06-6443-5322 yagi@ostec.or.jp
Fax : 06-6443-5319 http://www.ostec.or.jp/ 

Tel : 0725-51-2542 info@coe-osaka.jp
Fax : 0725-51-2533 http://www.coe-osaka.jp/（地域結集型共同研究事業ＨＰ）

Tel : 075-315-3625 info@astem.or.jp
Fax : 075-315-3614 http://www.astem.or.jp/

Tel : 075-950-0880 kessyu@astem.or.jp
Fax : 075-950-0881 http://www.astem.or.jp/kyotokesshu/
 （地域結集型共同研究事業ＨＰ）

大　阪

京都市

（財）大阪科学技術センター

地域結集事業推進室

（財）京都高度技術研究所

地域結集型共同研究事業推進本部

550-0004 大阪市西区靱本町1-8-4

594-1157 和泉市あゆみ野2-7-1
 大阪府立産業技術総合研究所内

600-8813 京都市下京区中堂寺南町134番地

602-0841 京都市上京区河原町通り今出川下る
 梶井町448番地5 
 クリエイション・コア京都御車312号室

平
成

　〜

　年
度

１6

21

Tel : 03-3909-2151 create@iri-tokyo.jp
Fax : 03-3909-2590 http://create.iri-tokyo.jp

Tel : 096-286-3300 sangaku@kmt-ti.or.jp
Fax : 096-286-3929 http://www.kmt-ti.or.jp/

東　京

熊　本

(地独)東京都立産業技術研究センター

(財)くまもとテクノ産業財団
産学連携推進センター 産学連携室

115-8586 北区西が丘3-13-10
 

861-2202 上益城郡益城町田原2081-10
 

平
成

　〜

　年
度

１8

23

Tel : 025-246-0071 create@nico.or.jp
Fax : 025-246-0033 http://www.nico.or.jp/create/（地域結集型研究開発プログラムHP）

Tel : 097-537-2424 ossk@columbus.or.jp
Fax : 097-534-4320 http://www.columbus.or.jp/

新　潟

大　分

(財)にいがた産業創造機構
産業創造グループ 高圧プロジェクトチーム

(財)大分県産業創造機構

950-0078 新潟市中央区万代島5番1号
 「万代島ビル」10F

870-0037 大分市東春日町17-20
 

平
成

　〜

　年
度

１9

24

電話・FAX番号所在地拠点機関E-mail＆URL（ホームページ）電話・FAX番号所在地拠点機関 E-mail＆URL（ホームページ）
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平
成

　〜

　年
度

１７

22

Tel : 027-255-6601 g-create@g-inf.or.jp
Fax : 027-255-6161 http://www.g-inf.or.jp

Tel : 0742-36-8316 koto-nara@nashien.or.jp
Fax : 0742-36-8317 http://www.nashien.or.jp/

群　馬

奈　良

（財）群馬県産業支援機構
産学連携グループ

（財）奈良県中小企業支援センター

371-0854 前橋市大渡町1-10-7
 県公社総合ビル2階

630-8031 奈良市柏木町129-1
 

（財）北海道科学技術総合振興センター

（財）山形県産業技術振興機構

（財）みやぎ産業振興機構
産学連携推進部 産学連携推進課

（財）神奈川科学技術アカデミー

001-0021 札幌市北区北21条西12丁目
 コラボほっかいどう

990-2473 山形市松栄2-2-1
 山形県高度技術研究開発センター内

980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目14-2
 宮城県商工振興センター

213-0012 川崎市高津区坂戸3-2-1
 KSP西棟614

Tel : 011-708-6525 soumu@noastec.jp
Fax : 011-708-6529 http://www.noastec.jp

Tel : 023-647-3163 info@ypoint.jp
Fax : 023-647-3139 http://www.ypoint.jp/

Tel : 022-225-6636 koudo@joho-miyagi.or.jp
Fax : 022-263-6923 http://www.joho-miyagi.or.jp

Tel : 044-819-2031 pro@newkast.or.jp
Fax : 044-819-2026 http://www.newkast.or.jp

北海道

山　形

宮　城

神奈川

平
成

　〜

　年
度

１０

１5

茨城

広島

福岡

北海道

山形 宮城

神奈川

岩手

高知

埼玉

沖縄

滋賀
岐阜

熊本

秋田

福井

静岡
横浜市神戸

青森

千葉

石川

愛知・名古屋市

三
重

長
崎

和歌山

兵
庫

宮
崎

大

阪

京都

京都市

奈
良

群馬

東京

新潟

大分

静岡・静岡市

平成9～14年度

平成10～15年度

平成11～16年度

平成12～17年度

平成13～18年度

●茨城
●大阪
●広島
●福岡

●北海道
●山形
●宮城
●神奈川

●岩手
●岐阜
●愛知・名古屋
●熊本

●秋田
●福井
●静岡
●横浜
●神戸

●青森
●千葉
●石川
●長崎

平成14～19年度

平成15～20年度

平成16～21年度

平成17～22年度

平成18～23年度

平成19～24年度

平成20～25年度

●埼玉
●三重
●滋賀
●高知
●沖縄

●京都
●兵庫
●和歌山
●宮崎

●大阪
●京都市

●群馬
●奈良

●東京
●熊本

●新潟
●大分

●静岡・静岡市

310-8555 水戸市笠原町978番6
 茨城県生活環境部環境対策課内

300-0023 土浦市沖宿町1853番地
 茨城県霞ヶ浦環境科学センター内

550-0004 大阪市西区靱本町1-8-4

594-1157 和泉市あゆみ野2-7-1
 

730-0052 広島市中区千田町3-7-47
 広島県情報プラザ内

739-0046 東広島市鏡山3-10-32

810-0001 福岡市中央区天神1-1-1
 アクロス福岡西オフィス9F

（財）茨城県科学技術振興財団

つくば事務所

（財）大阪科学技術センター

大阪府立産業技術総合研究所
フォトニクス研究開発支援センター

（財）ひろしま産業振興機構

広島県産業科学技術研究所

（財）福岡県産業・科学技術振興財団

Tel : 029-301-2956
Fax : 029-301-2969

Tel : 029-828-0964 kasumi@i-step.org
Fax : 029-828-0968 http://www.i-step.org/kasumi/

Tel : 06-6443-5322 yagi@ostec.or.jp
Fax : 06-6443-5319 http://www.ostec.or.jp/

Tel : 0725-51-2669 fukuda@tri.pref.osaka.jp
Fax : 0725-51-2639 http://tri-osaka.jp/group/infoele/
 elephoto/photonics/pc/index.html

Tel : 082-240-7715 info@hiwave.or.jp
Fax : 082-242-8627 http://www.hiwave.or.jp

Tel : 082-431-0200 admin@sankaken.gr.jp
Fax : 082-431-0201 http://www.sankaken.gr.jp/

Tel : 092-725-2781 ken@ist.or.jp
Fax : 092-725-2786 http://www.ist.or.jp/

茨　城

大　阪

広　島

福　岡

平
成
9
〜

　年
度

１4

Tel : 054-273-4435 kesshu1@ric-shizuoka.or.jp
Fax : 054-253-0019 http://www.shizuoka-tiikikesshu.jp/

静　岡
静岡市

(財)しずおか産業創造機構
フーズ・サイエンスセンター 地域結集推進室

420-0853 静岡市葵区追手町44-1
 静岡県産業経済会館２階

平
成

　〜

　年
度

20

25

（財）いわて産業振興センター

（財）ソフトピアジャパン

（財）科学技術交流財団

（財）くまもとテクノ産業財団
産学連携推進センタープロジェクト推進室

020-0852 盛岡市飯岡新田3-35-2
 

503-8569 大垣市加賀野4-1-7
 ソフトピアジャパンセンタービル4F

460-0002 名古屋市中区丸の内2-4-7
 愛知県産業貿易館西館7F

861-2202 上益城郡益城町大字田原2081-10

Tel : 019-631-3827 
Fax : 019-631-3830 http://www.joho-iwate.or.jp

Tel : 0584-77-1144
Fax : 0584-77-1105 http://www.softopia.or.jp

Tel : 052-231-1477 astf1@astf.or.jp
Fax : 052-231-5658 http://www.astf.or.jp/kesshyu/

Tel : 096-286-3761 h-honda@kmt-ti.or.jp
Fax : 096-286-3929 http://www.kmt-ti.or.jp

岩　手

岐　阜

愛　知
名古屋

熊　本

平
成

　〜

　年
度

１1

１6

（財）あきた企業活性化センター
産学連携推進グループ

（財）ふくい産業支援センター
技術開発部 プロジェクト研究推進室

（財）光科学技術研究振興財団

（財）木原記念横浜生命科学振興財団

（財）先端医療振興財団

010-8572 秋田市山王3丁目1番1号
 県庁第2庁舎2階

910-0102 福井市川合鷲塚町61-10
 

430-0926 浜松市中区砂山町325番地の6
 日本生命浜松駅前ビル

244-0813 横浜市戸塚区舞岡町641-12
 

650-0047 神戸市中央区港島南町2-2

Tel : 018-860-5625 active@bic-akita.or.jp
Fax : 018-860-5704 http://www.bic-akita.or.jp/

Tel : 0776-55-1555 fstr@fisc.jp
Fax : 0776-55-1878 http://www.vcnet.fukui.fukui.jp/fstr/create/top.htm

Tel : 053-454-0598 info@refost-cs.or.jp
Fax : 053-454-1929 http://www.refost-hq.jp

Tel : 045-825-3487 yamabosi@kihara.or.jp
Fax : 045-825-3307 http://www.kihara.or.jp

Tel : 078-306-0708 qanda@fbri.org
Fax : 078-306-0898 http://www.ibri-kobe.org

秋　田

福　井

静　岡

横　浜

神　戸

平
成

　〜

　年
度

１2

１7

（財）21あおもり産業総合支援センター
研究事業推進課

（財）千葉県産業振興センター

（財）石川県産業創出支援機構
知的クラスター創成事業本部事務局

（財）長崎県産業振興財団

039-2245 八戸市北インター工業団地
 1丁目4番43号
 八戸インテリジェントプラザ内

261-7123 千葉市美浜区中瀬2-6
 WBGマリブイースト23階

920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地
 新分野創造開発支援センター内

856-0026 大村市池田2-1303-8

Tel : 0178-21-8727 kessyu@21aomori.or.jp
Fax : 0178-21-8728 http://www.21aomori.or.jp/
 tiiki_kessyu/Kessyu_TopPage.htm

Tel : 043-299-2653 pdd@ccjc-net.or.jp
Fax : 043-299-3411 http://www.ccjc-net.or.jp

Tel : 076-267-6580 cluster@isico.or.jp
Fax : 076-267-6588 http://www.isico.or.jp

Tel : 0957-52-1138 oomura@joho-nagasaki.or.jp
Fax : 0957-52-1140 http://www.joho-nagasaki.or.jp

青　森

千　葉

石　川

長　崎

平
成

　〜

　年
度

１3

１8

（財）埼玉県中小企業振興公社
産学連携支援部

（財）三重県産業支援センター

（財）滋賀県産業支援プラザ

（財）高知県産業振興センター

（株）トロピカルテクノセンター

338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 
  新都心ビジネス交流プラザ3Ｆ

514-0004 津市栄町1丁目891
 三重県合同ビル5階

520-0806 大津市打出浜２番１号
 コラボしが２１  ２階 

781-5101 高知市布師田３９９２－２
 

904-2234 うるま市字州崎5-1

Tel : 048-857-3901 sangaku@saitama-j.or.jp
Fax : 048-857-3921 http://www.saitama-j.or.jp/

Tel : 059-228-3321 info@miesc.or.jp 
Fax : 059-226-4957 http://www.miesc.or.jp/ 

Tel : 077-511-1414 kesshu@shigaplaza.or.jp
Fax : 077-511-1418 http://www.shigaplaza.or.jp/kesshu/

Tel : ０８８-８４５-６６００ ｉｎｆｏ＠ｊｏｈｏ－ｋｏｃｈｉ．ｏｒ．ｊｐ
Fax : ０８８-８４６-２５５６ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｏｈｏ－ｋｏｃｈｉ．ｏｒ．ｊｐ

Tel : 098-982-1100 info@ttc.co.jp
Fax : 098-982-1101 http://www.ttc.co.jp/

埼　玉

三　重

滋　賀

高　知

沖　縄

平
成

　〜

　年
度

１4

１9

青　森

千　葉

石　川

長　崎

Tel : 0774-95-5111 soumu@ml.keihanna-plaza.co.jp
Fax : 0774-98-2205 http://www.keihanna-plaza.co.jp/kfpt/index.php

Tel : 0791-58-1415 kenkyushien@hyogosta.jp
Fax : 0791-58-1457 http://www.hyogosta.jp

Tel : 073-432-5155 sangakukan@yarukiouendan.jp
Fax : 073-432-3314 http://www.yarukiouendan.jp/

Tel : 0985-74-4011 info@mi-create.jp
Fax : 0985-74-4033 http://www.i-port.or.jp/
http://www.i-port.or.jp/mi-create/（地域結集型共同研究事業ＨＰ）

京　都

兵　庫

和歌山

宮　崎

（株）けいはんな

（財）ひょうご科学技術協会
（兵庫県放射光ナノテク研究所）

（財）わかやま産業振興財団
テクノ振興部 都市エリア産学官連携促進事業推進室

（財）宮崎県産業支援財団
結集型研究推進室

619-0237 相楽郡精華町光台1丁目7番地
 

679-5165 たつの市新宮町光都
 1丁目490-2

640-8033 和歌山市本町２丁目１番地
 フォルテワジマ６階

880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂 
  16500-2

平
成

　〜

　年
度

１5

20

Tel : 06-6443-5322 yagi@ostec.or.jp
Fax : 06-6443-5319 http://www.ostec.or.jp/ 

Tel : 0725-51-2542 info@coe-osaka.jp
Fax : 0725-51-2533 http://www.coe-osaka.jp/（地域結集型共同研究事業ＨＰ）

Tel : 075-315-3625 info@astem.or.jp
Fax : 075-315-3614 http://www.astem.or.jp/

Tel : 075-950-0880 kessyu@astem.or.jp
Fax : 075-950-0881 http://www.astem.or.jp/kyotokesshu/
 （地域結集型共同研究事業ＨＰ）

大　阪

京都市

（財）大阪科学技術センター

地域結集事業推進室

（財）京都高度技術研究所

地域結集型共同研究事業推進本部

550-0004 大阪市西区靱本町1-8-4

594-1157 和泉市あゆみ野2-7-1
 大阪府立産業技術総合研究所内

600-8813 京都市下京区中堂寺南町134番地

602-0841 京都市上京区河原町通り今出川下る
 梶井町448番地5 
 クリエイション・コア京都御車312号室

平
成

　〜

　年
度

１6

21

Tel : 03-3909-2151 create@iri-tokyo.jp
Fax : 03-3909-2590 http://create.iri-tokyo.jp

Tel : 096-286-3300 sangaku@kmt-ti.or.jp
Fax : 096-286-3929 http://www.kmt-ti.or.jp/

東　京

熊　本

(地独)東京都立産業技術研究センター

(財)くまもとテクノ産業財団
産学連携推進センター 産学連携室

115-8586 北区西が丘3-13-10
 

861-2202 上益城郡益城町田原2081-10
 

平
成

　〜

　年
度

１8

23

Tel : 025-246-0071 create@nico.or.jp
Fax : 025-246-0033 http://www.nico.or.jp/create/（地域結集型研究開発プログラムHP）

Tel : 097-537-2424 ossk@columbus.or.jp
Fax : 097-534-4320 http://www.columbus.or.jp/

新　潟

大　分

(財)にいがた産業創造機構
産業創造グループ 高圧プロジェクトチーム

(財)大分県産業創造機構

950-0078 新潟市中央区万代島5番1号
 「万代島ビル」10F

870-0037 大分市東春日町17-20
 

平
成

　〜

　年
度

１9

24

電話・FAX番号所在地拠点機関E-mail＆URL（ホームページ）電話・FAX番号所在地拠点機関 E-mail＆URL（ホームページ）






