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1 拠点の概要 

人口減少や少子高齢化、産業活力の低下など、日本における社会課題の多くは、地域から顕在

化が進んでいる。その解決のためには、地域に魅力ある産業や、新たな生活スタイルを興して、

日本の社会課題を先取りして解消し、地域において、高齢者でも若者でも、快適、健康、安全で、

心豊かに住まうことができる、暮らしたい／暮らせる生活を提供する必要がある。 

山形大学 COI（フロンティア有機システムイノベーション拠点）では、「人が変わる、社会が変

わる、大学が変わる」を大きなテーマとして地域の課題を見つめ直し、「高齢者と若者の共存発展

社会の実現」をビジョンとして設定した。すなわち、地域でも、高齢化が進んでも持続可能で、

快適で健康かつ人と繋がり魅力ある暮らし、さらには付加価値の高い産業を育て、若者や高齢者

などあらゆる人たちが共存発展しながら、企業が再び元気になり、人が活気あふれて生活できる

社会を実現することを大きな目標とした。 

このビジョンの達成に向けて、「暮らしの QOL 向上」、「高齢者・介護者・子どもの健康」、「地域・

産業の活性化」の 3 つのテーマを掲げた。地域の自治体や生活者、企業及び研究機関と連携し、

掲げたビジョンやテーマの下、近い未来社会で求められる技術や、新たな産業の種となる技術の

開発及びその実証、企業との連携による革新的な製品やサービスの創出、ベンチャー創出などを

行い、それらの社会実装を通して地域を核とした成功モデルを創出した。また地域や企業と連携

しながら継続的にイノベーションを創出するプラットフォームとしての拠点構築を行った。 

 

「人が変わる、社会が変わる」 

課題先進県である山形県では、人口減少・少子高齢化、健康や暮らし、地域産業競争力の低下

などの課題が顕在化しつつある。年間の雪日数が約 90日と厳しい生活環境の中、人口減少率では

全国 3位（2021 年）で年に 1.23％、1万人以上が減少している。その一方で、高齢化率は 33.8％

（2021 年）、要介護者数（＞6 万人）については増加の一途である。介護現場では、2025 年に介護

職員が 3270 人不足し 2040 年にはそれが倍増するとの予測がある。農業現場では、農業従事者の

平均年齢が 68歳に達する中、一部地域の米作で栽培コストが買取価格を逆転する現象が起こって

いる。製造業では、労働生産性が

全国 41 位（2016 年）、事業所開設

率は全国 47 位（2018 年）と低く、

農業や製造業における高付加価

値化への対応は急務である。山形

大学ではこれらの課題と向き合

い、高齢化が進んでも地域に持続

可能な豊かな暮らしを実現する

ことを目標として、あるべき未来

の姿の設定、バックキャスティン

グ、異分野融合、様々な分野への

工学的アプローチ、アンダーワン

ルーフでの研究開発、企業や地域

と連携した社会実装を進めてき

た。 

 

「暮らしが変わる」のテーマでは、2030 年のあるべき住まいや生活の姿を想定し地域でも高齢

化しても、快適・健康で心豊かに住まうことのできる家として、「スマート未来ハウス」を作った。

住宅、建築、照明、工業デザイン、民生機器や工学系など、10 社以上の異分野／異業種の専門家

が集まり、未来のあるべき姿を議論し、一つの実証モデルハウスに集約させた。次世代の照明、

生体センサ、有機太陽電池、コミュニケーションウォール、快眠寝室などの実証実験を行い、国

内外の多数の団体や企業、小中高や大学生の見学を受け入れる。分野を超えた共創、プロトタイ

ピング、実証、体験の場、継続的なイノベーション創出を支える場として最大限活用している。 

「暮らしが変わる」アプローチとして、山形県唯一の離島、冬季無医村となる飛島（酒田市）

に、本土と繋ぐ遠隔診察システムを実証導入した。通信企業や日本海総合病院の協力の下、演色

性の高い有機 EL 照明と有機 EL ディスプレイなどを用いたコミュニケーションシステムを飛島診

療所と本土の病院に設置、遠隔で住民の顔色や喉、手指の色などを正しく見ることを助ける。 
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また、演色性の高い有機 EL 照明パネルを用いた「メディカライト」を開発し、香川県や山形県

の診療所などにおいて実証利用を進めた。手元を広く均一に、自然光に近い色で照らせるため、

訪問診療や外来などで、患部を診易く有効に活用できると高い評価を受けている。 

「暮らし」に関連した睡眠の分野では、外部環境やベッドセンサからの睡眠データ、睡眠満足

度など多数の変数からなるビッグデータをディープニューラルネットワーク（DNN）で解析する手

法を編み出し、入眠や覚醒時刻を予測する初めてのシステムを開発した。また参画企業から、睡

眠状態に応じて自動運転し、背もたれの角度を変える世界初のベッド製品が開発され発売された。

睡眠に関する学術研究では、筑波大学との共同研究で、就寝前に有機 EL照明の下で過ごした人は

LED に比べて、深部体温が下

がり易いとの結果を得た。

米沢栄養大他との共同研究

では、有機 EL、LED、蛍光灯

を比較、マウス室傍核のス

トレス反応は、有機 EL が最

も小さいとの結果を得た。 

 

「高齢者・介護」の領域では、「介護現場が変わる」をテーマに、IoT や ICT を駆使したデジタ

ル介護の導入と、それによる職員負担の軽減、常時見守りによる入居者の QOL やサービスの向上

を目指す姿とした。目標実現のため、山形大学と大学発ベンチャーが共同で、有機・印刷デバイ

ス技術を用いたシート状のベッドセンサ「Vital Beats」を新たに開発した。参画企業である介護

システム事業者と連携し、介護施設向け見守りシステムと一体化させ、製品化した。マットレス

の下に敷き、非接触・非侵襲で、離床、心拍、体動、呼吸、さらに睡眠の状態までも検知できる。

複数床を有する介護施設では夜間常時見守りを可能とする。全国の介護施設への販売や貸出しを

開始しており、実証試験の現場からは、2021 年度の介護報酬改定とも絡み、夜勤スタッフの配置

緩和（人数軽減）、夜間介護の訪室回数の効率化、睡眠状態把握による眠剤処方への寄与、看取り

において根拠のある説明が

可能、ICT が導入された職場

で新規職員募集に良い効果

が期待できるなど、ポジテ

ィブな反響が多数得られて

いる。人手不足や職員負担

軽減への解となりうる。 

 

「地域・産業」のテーマでは、農業従事者の高齢化、従来作物の収益の低迷、従事者離れなど

持続可能性への懸念が生じている。そこで、「農業が変わる」をテーマに、休耕田を利用した高付

加価値作物の産地化プロジェクトと農工連携による新商品創出を進めた。全国的にも平均年収が

低い山形県北部地域で、山形大学東北創生研と金山町、食品メーカーが連携し、付加価値の高い

落花生の栽培に着手、H28 年から R3 年まで毎年、作付面積や、参加法人・個人数を増加させ、面

積当たりの収量や採れ数、1 粒重量などで、他県の代表的産地を上回るまでに成長させた。 

さらに、若者や女性の新たな農業参加、福祉との農福連携も実現、収益が形になり始めること

で、地域の農業従事者の意識が前向きに変わり、「金山だからこそ作れる甘さで東北に一大産地を」

と笑顔で夢を語るまで人々が元気になってきた。農工連携では常温乾燥技術を用いた落花生ジェ

ラートの開発を行い、大学

発ベンチャーを通じて商品

化し販売を開始した。この

一連の活動は、「高齢者と若

者の共存発展社会の実現」

という本拠点のビジョンを

体現できた例である。 

「地域・産業」のうち、製造業では、労働生産性が全国平均に比べて低い（H25-H28 全国 41位）

ことが課題であった。山形県と山形大学、山形県産業技術振興機構は、有機エレクトロニクスを

活かしたものづくり産業の創出を目指しており、「OLED ヤマガタ」には 123 社が参画、「有機 EL と
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いえば山形」を合言葉に活動している。山形大学 COI では、国内で有機 EL 照明の開発に取り組む

主要な企業と連携し、高効率・高信頼性化のための材料技術、フレキシブル有機 EL 実現のための

プロセス技術、印刷型有機トランジスタで駆動する世界初のフルカラー有機 ELディスプレイ、地

域企業との有機太陽電池パネル開発など、必要な次世代技術を構築してきた。また、住宅、医療、

睡眠、子育て、通信、伝統工芸など、異分野融合による新たな応用領域を開拓、社会実装に結び

つけた。医療向け、ベビーライト、ベッドサイドランプ、店舗用照明、仏具照明などを開発し、

社会実装では、県民ホール、博物館、東北中央高速 PA、県庁や市庁舎、神社の参道灯（会津若松

市）など、地域や企業と連携し各所に導入した。今後さらなる普及拡大を図る。 

山形県産業振興ビジョン（令和 2～6 年度）では、付加価値額の増大、県民所得の向上、事業所

開業率に関して目標が示され、「有機エレクトロニクスなどの世界最先端技術を活かした産業集積

による拠点形成」が県の施策の中に盛り込まれている。 

 

「大学が変わる」 

山形大学では、ビジョン達成のため、COI プログラムを中核として組織を再編し 2015 年 3 月に

有機材料システム研究推進本部を発足した。基礎から応用、実用化・事業化まで一連の研究開発

を支援する 5 センター、1 実証施設を整備し、大学院有機材料システム研究科も設置した。教職

員約 150 名、全体で約 500 名が関わる規模に成長、材料科学分野での高被引用論文数は国内 10位

(2017 年)、高被引用論文割合は 4.1％で上位 10 機関のうち 1 位、民間からの共同研究費受入額は

15 位(2019 年)、伸び率 1 位(2011-2015)、同一県内企業等との共同研究等実施件数は北海道・東

北地方 2 位(2019 年)である。女性参画者は COI スタート時の 2 名から 22名まで増加、若手は COI

若手連携研究ファンド、若手部会企画、外部資金獲得など主体的に取り組んだ。社会と繋がり、

企業や地域・内外との連携体制や、人材の集積/成長、成果を創出し発信するマインドなどが大き

く進展、継続的にイノベーションを創出することが可能なプラットフォームを構築できた。 

COI の活動を契機に、大学発ベンチャー3 社が設立された。(株)フューチャーインク（ベッドセ

ンサ及び銀ナノインクなどの開発・製造・販売）、(株)フラスク（有機 EL材料などの開発・製造・

販売）、(株)ベジア（常温乾

燥技術を用いた乾燥食材や

ジェラートなどの食品製

造・販売）の 3 社である。

各社とも既に売上を実現し

活動を展開している。 

以上述べた通り、山形大学 COI では、アンダーワンルーフでの拠点活動とともに、地域で課題

解決に取り組むインワンエリアでの活動も推進してきた。改革の担い手としての県民、技術者、

研究者の意識変化や、予想を超えたエリアの拡大も起こり、地域への熱い思いを有した山形人材

プラットフォームが形成された。今回、多くの県民や、企業人、大学人が参加し、元気になった

ことが最大の成果である。 

 

2 研究開発期間終了時の実現目標と達成状況 

(1)「暮らしの QOL 向上」：【目標】以下①～⑦で設定した製品・サービスの社会実装、及び/また

はそれらの社会実装に必要な基盤技術/世界トップ技術の構築、新たな生活スタイルの提案。 

⇒【達成状況】①「スマート未来ハウス」：実証実験、産学連携、アウトリーチ、地域貢献で活用。

年間 1200 名以上(コロナ前)見学（海外、地方自治体、商工会、企業、学校他）。商標登録済み。 

②「有機 EL 照明」：睡眠への効果に関する学術成果（筑波大共同研究、米沢栄養大共同研究）、

高い演色性などの特長を生かした各種照明製品を開発し社会実装［特筆すべき成果(1)］。 

③「コミュニケーションウォール」：大阪市立大附属病院、介護施設サンファミリア米沢、(株)

チカク、酒田市飛島診療所へ導入(遠隔診察システム)、実証／活用中［特筆すべき成果(2)］。 

④「快眠システム」：睡眠データから AI・DNN 予兆解析により入眠/覚醒時刻推定を初めて実現。

入眠の自動運転搭載・新ブランド「Active Sleep BED」販売開始。 

⑤「壁紙ディスプレイ」：画素回路の微細配線まで全て印刷形成した、世界初の全塗布型有機

トランジスタバックプレーンを試作し有機 EL ディスプレイの動作に成功(プロトタイプ)。 

⑥「有機太陽電池」：透光型及び非透明型の発電パネル開発、技術サンプルを出荷開始。 
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⑦基盤技術/次世代技術：高効率・高信頼性有機 EL材料、量子ドット EL、フレキシブル封止、

高移動度有機半導体、ペロブスカイト太陽電池などで、世界トップレベルの成果を創出。 

(2)「高齢者・介護者、子どもの健康」：【目標】以下①～③で設定した製品・サービスの社会実装、

及び/またはそれらの社会実装に必要な基盤技術/世界トップ技術構築、介護分野等への貢献。 

⇒【達成状況】①「シート型センサ」：非接触、非侵襲、非拘束で高感度・高精度のバイタル信号

検出が可能なシート型センサの開発に成功、介護見守り用として事業化［特筆すべき成果(3)］。 

②「唾液でストレスを計測するバイオセンサ」、「汗中ナトリウムセンサ」：プロトタイプ開発。 

③基盤技術：デバイスの高機能化・低コスト化に資する微細配線印刷技術 (＜10μm幅)開発。 

(3)「地域・産業の活性化」：【目標】①独自の食品加工（常温乾燥）商品の社会実装、②農工連携

による高付加価値作物の産地化・6 次産業化、③有機エレクトロニクス分野での事業化推進。 

⇒【達成状況】①「常温乾燥技術を用いた食品の商品化」：独自の常温乾燥技術で風味や色、栄養

価を残した乾燥食材を製造・販売する大学発ベンチャー:(株)ベジアを設立。「鷹山秘伝豆ジェ

ラート」は飲食店、道の駅米沢、オンラインショップ等で販売開始。米沢品質 AWARD2019 受賞。

②「落花生の産地化プロジェクト」：山形県金山町で、農業者、自治体、山形大学東北創生研・

COI、食品メーカーが連携し落花生の産地化、商品化、高付加価値化推進［特筆すべき成果(4)］。 

③「有機エレクトロニクス関連製品の事業化」：山形県産業技術振興機構と連携し、首都圏や

異業種への展開を行い、有機 EL 照明器具や関連製品の事業化を推進［特筆すべき成果(5)］。 

 

3 特筆すべき研究開発成果の概要 

(1)暮らしの QOL 向上や医療に寄与する光源（有機 EL 照明）：有機 ELと LED との比較実験を行い、
光と深部体温、代謝、ストレスの関係などを評価、有機 EL はストレスが小さく、深部体温が
下がりやすいなど、良質な睡眠につながる可能性を示した。これらの研究成果を生かした「ベ
ッドサイドランプ」を 2022 年に製品化予定。また、自然光に近い色の見え方（演色評価指数
Ra=93）を有する「メディカライト」を開発し、地域診療の医師と訪問診療や外来で有効性を
検証した。薄暗い民家でも正確に肌の色を見て処置できる。大学病院等へも利用を拡大。 

(2)離島の診療所とつなぐ遠隔診察システム：冬期無医村となる山形県唯一の離島、飛島診療所と
本土の酒田市日本海総合病院を NTT 東日本がつなぎ、顔色などを正確に見せる有機 EL 照明や
有機 EL ディスプレイを利用した「遠隔診察システム」を導入。実証実験での運用を開始。 

(3)介護見守り用ベッドセンサ：(株)フューチャーインクを設立、シート型センサ「Vital Beats」
の開発・製造・販売体制を構築した。介護システムで業界トップシェアのエヌ・デーソフトウ
エア(株)と連携し、全国 19 ヵ所の高齢者介護施設に導入し運用を開始。現場からは、(ⅰ)睡
眠状態把握により眠剤処方に有効、(ⅱ)夜間介護での状態確認回数減、(ⅲ)コロナ禍でも非接
触で管理可能、(ⅳ)看取りで遺族より感謝など、介護士の負担軽減に直結するとの反響あり。
現在、深刻な介護士不足と職員の負担増への対応が急務となっており、見守りセンサ等導入に
よる介護保険報酬の夜勤職員配置加算の要件緩和(△10～40％)で、ベッドセンサは今後不可欠
かつ標準的に成り得る。アナログからデジタル介護への移行、入居者 QOL 改善、職員負担軽減
で働きやすい職場の実現、介護士の離職率低減につなげる。 

(4)地域農業の高付加価値化/持続可能化への取り組み～「落花生の産地化プロジェクト」：従来作
物での収益性低迷、農業従事者の高齢化（平均 68歳）、農業の持続可能性への危機感があった
山形県北部で、2018 年から休耕田を利用し、付加価値額の高い落花生の栽培/産地化に地域と
大学が自治体、地元農業法人と連携して取り組んできた。2018-2021 年で作付面積 8 倍増で
3.2ha 栽培し約 9t 収穫、2022 年は 5ha 栽培し 14t 収穫見込で売上額 1 億円見込までに成長。
6 年間で 10 自治体のリーダーとして合計 200 人以上の連携研究員を任命した結果、参加組織
も 36 団体、人数も 217 人（若手 5人、女性農業者 38 人が新規参加を含む）など多様な雇用も
着実に実現。代表的な農業法人では 2021 年に地区平均年収の＋15％の収益増加し若者、女性、
高齢者が生き生きと働く職場となった。特に、地域の若者が自ら「日本の一大生産地を目指す」
事を広報誌で宣言する等地域の住民の意識改革が目覚ましい。福祉施設の障害者も 91 人参加
する等で農福連携による冬場の就労支援など誰一人取り残さない SDGs 精神の実践モデルとな
り、持続可能性とやりがいを自ら生み出している。 

(5)有機エレクトロニクス関連製品の事業化への取り組み：山形県の主要産業である製造業では、
労働生産性の向上が課題であり県の目標指標でもある（2015 年 41 位→2019 年 31 位）。山形大
学は山形県産業技術振興機構と密接に連携し、県の施策でもある有機エレクトロニクス関連の
事業化・有機 EL 照明の普及促進に協力。山形県内企業による有機 EL照明関連製品の出荷額の
累計は約 4.6 億円(～2020 年)、会員組織「OLED ヤマガタ」には県内企業など 123 社が参加。
2017 年には、大学発ベンチャーで有機 EL 材料の製造・販売を行う(株)フラスク を設立。 
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4 今後の課題と活動方針 

 以上の成果によって、「人が変わる、大学が変わる、社会が変わる」状況を達成した。また、COI

を通じ産学連携による成果創出、実用化・事業化等、社会実装が顕著に進んできた。今後も有機

材料システム研究推進本部が中心となり、睡眠、材料・デバイス関連のコンソーシアムを立ち上

げる等、産業や地域との連携を維持・発展させ、継続的なイノベーション創出を図る。個々の課

題では継続して事業化・普及等社会への還元、新たな課題解決への産学・地域共創を進める。 

なお、COI 研究計画書内で設定した２部門・１０テーマの研究開発課題について、個別の実現目

標とその達成状況（表 1）、今後の課題と対策・活動方針（表 2）については、以下の通りである。

実現目標等の設定では、参画企業等とすり合わせた目標仕様や技術ロードマップを元にしている。 

 

（表 1）２部門・１０テーマの研究開発における実現目標とその達成状況 

 
＊達成Ａ：目標を満足する成果、達成Ｓ：世の中の注目を集めるような成果 

 

（表 2）２部門・１０テーマの今後の課題と対策・活動方針 

 

部
門

課題
番号 テーマ名 研究開発期間終了時の実現目標 達成状況

快
適
生
活
創
造

4.1 快適空間 ・寝室有機EL照明 ・有機EL光源作物栽培
・分子量制御・長寿命化 ・ホール輸送材料
・ウェットバリア構造

達成Ｓ／最終目標に対し100％
◎世界トップデータの2倍以上の安定性
◎世界初ガラス並みのWetハイバリア

4.2 壁紙ディスプレイ ・全塗布型有機TFT駆動実証
・塗布型有機TFTの高速印刷 3.6m/min
・塗布型有機TFTの高移動度 μ＝3cm2/Vs

達成Ａ／最終目標に対し95 ％
全塗布型有機TFT駆動の有機EL
印刷速度3.6m/min達成、μ＝2.5cm2/Vs

4.3 快眠ＩＣＴ ・センサ計測と連動した入眠／覚醒支援ベッド
製品化（背角度・照明の自動調整、覚醒予測
精度平均推定誤差10分以内）

達成Ａ／最終目標に対し95 ％
◎背角度自動調整ベッド製品化、入眠後/起床
30分前から自動運転

4.4 快適創エネ ・顧客評価用太陽電池パネル開発、出荷
（5ｃｍ角～10ｃｍクラス、変換効率5％以上）

達成Ａ／最終目標に対し 100％
◎参画企業から有償技術サンプル出荷開始

4.5 快食健康 ・高輝度・長寿命有機ELを実現する有機半導体群の開発
・地域農産物を利用した加工食品の開発 ・ベンチャー企
業の設立 ・連続式大量乾燥技術開発要素設計 ・各種乾
燥（凍結、常温、高温）食材の機能性調査 ・落花生作付面
積 4ha

達成Ｓ／最終目標に対し 90％
・深赤色有機EL素子で世界最長寿命 ・ジェラート4種、乾燥フ
ルーツ2種の商品化 ・協力企業から菓子1種販売 ・ベンチャー
企業1社設立 ・乾燥機製造コストダウン50%（労務費） ・機能性
の効用（高血圧抑制・肥満防止）解明 ・落花生作付面積 3.2ha

健
康
長
寿
自
立
ヘ
ル
ス
ケ
ア

4.6 有機生体センサ ・汗：プロトタイプ完成、運動指標を1つ以上発見

・唾液：プロト初期ドリフト0.1 mV/h以下、実用
型プロトタイプの開発

達成Ｓ／最終目標に対し100 ％
◎汗：プロト完成、運動指標3つ発見
唾液：0.01 mV/h初期ドリフト達成（目標の1/10）

4.7 有機センシング
システム

・リストバンド型センサの生産および介護見守
りサービスのシステム構築
・ウイズコロナ社会向けバイタルセンサの開発

達成Ｓ／最終目標に対し100％
◎紡績／サービス事業者との連携で生産を開
始、FHE型センサの動作を確認

4.8 スマートデバイス
プリンタ

・介護見守り用ベッドセンサの実用化
・医療向けベッドセンサの基礎技術確立

達成Ｓ／最終目標に対し 100％
◎フューチャーインクによるVital Beats製品化、
NDソフトウェアによるCare Patrol製品化
◎医療施設での実証試験開始

4.9 マイクロ・ナノ加工 ・トレンチ構造を利用した微細配線技術の開発
・ナノインプリント表面微細構造形成法開発

達成Ａ／最終目標に対し90％
◎線幅10㎛以下の曲線配線化を大面積金型(100mm角)で達成

4.10 ソフトバイオ
マテリアル

・開存期間の長い（少なくとも3ヵ月閉塞しな
い）胆管ステントの開発、実用化

達成Ｓ／最終目標に対し 100％
◎独自の生体親和性材料適用により開発したカバードステン
トの3ヵ月開存をミニブタで確認、製品スペックでの試作完了

部
門

課題
番号 テーマ名 今後の課題 対策・活動方針

快
適
生
活
創
造

4.1 快適空間 ・量産に適した塗布プロセスの確立
・信頼性の向上および高付加価値の付与

・JST START(2021年10月採択)にて、印刷型
有機ELのインク・プロセス開発を実施

4.2 壁紙ディスプレイ ・有機TFT-BPの大型化展開
・更なる高速印刷、高移動度化開発

・企業への技術移管、企業での開発推進
・材料メーカ及び研究機関との連携強化

4.3 快眠ＩＣＴ ・背角度と照明による自動運転ベッド量産化と、
概日リズム調整機構の開発

・背角度と照明による長期的概日リズム調整
効果の検証・高齢者アンケート評価

4.4 快適創エネ ・応用製品開発を目指すユーザー、キラーア
プリの開拓、さらなる性能及び信頼性向上

・材料メーカー、デバイスメーカーとの連携によ
りユーザー評価、応用へのアプローチを継続

4.5 快食健康 ・植物栽培用有機ELのコストダウン
・食品加工の完全自動化

・有機EL光源の大量生産技術開発
・センサ・ロボット技術の活用

健
康
長
寿
自
立
ヘ
ル
ス
ケ
ア

4.6 有機生体センサ ・汗：被験者試験の追加とデータ解析
・唾液：唾液ストレスプロトタイプを用いた臨床実証

・汗：倫理審査承認を得て被験者試験を継続中
・唾液：資金提供型企業共同研究の継続、臨床実験

4.7 有機センシング
システム

・介護現場の実証試験から得られる、より具体
的な要望を組み込んだ見守りサービスの提供

・紡績メーカ／サービス事業者と連携したセン
サシステムのカスタム設計と製造

4.8 スマートデバイス
プリンタ

・心拍や呼吸波形から疾患を予兆するデータ
解析技術の開発

・医療機関での被験者試験を行うことで、疾患
を持つ患者のデータを蓄積する

4.9 マイクロ・ナノ加工 ・低ｺｽﾄ微細構造型の開発
・ﾄﾚﾝﾁ構造への導電性ﾊﾟﾀﾝ形成速度向上

・UV硬化樹脂を用いた微細構造型形成
・導電性ｲﾝｸへの圧力印加によるﾊﾟﾀﾝ成形

4.10 ソフトバイオ
マテリアル

・カバード胆管ステントの承認申請及び上市
・材料技術を応用した新たな製品開発（がん細
胞センサ）

・企業において、胆管ステント本体及びデリバ
リーシステム全体のスペック確認、承認申請を
進める。



A イノベーション創出に向けた活動実績 

 

1 目指すべき将来の姿の設定 

 1  

（１）目指すべき将来の姿と社会的価値の創出 

人口減少や少子高齢化、産業活力の低下など、日本における社会課題の多くは、地域において

早期に顕在化しつつある。本拠点では、「未来の心豊かで快適／健康な生活、弱者や高齢者にも

優しい日本型スマート社会を実現する」ことを目標に、人と環境に優しい有機基盤技術を活用

し、高齢者・地域の生活イノベーションのための革新的な技術・システムを構築する。 

 

 
図 1 有機テクノロジーで快適・健康な生活、日本型スマート社会を実現！ 

 

具体的には、山形県の地域の社会課題を踏まえて、バックキャスティングにより、「地域・産

業の活性化」、「高齢者・介護者・子供の健康」、「暮らしの QOL 向上」を３つの柱とする高齢者と

若者の共存発展社会を目指す。そして、これによって、地方生活者や高齢者・弱者へも快適・健

康で感性豊かな生活を提供するとともに、労働人口減少や経済・コミュニケーションの問題を解

決し、ウィズコロナの時代においても、企業が再び元気になり人が活気溢れて生活できる社会の

実現を図る。 

 

 
図 2 山形地域の実態と目指す将来の姿：高齢者と若者の共存発展社会 
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（２）社会実装スケジュール（いつ、誰が、誰に対して、どのような価値を生み出すのか） 

 「未来の快適で健康な暮らし」、「高齢者・地域の生活イノベーション」の実現を目指し、ライ

フスタイル、社会環境を変革し、インパクトのある経済的価値または社会的価値を生み出す主な

製品やサービスの社会実装として、下表に示した様な取り組みを進めている。 

 具体的な製品・サービスとしては、快適な空間や生活を提供する、有機 EL 照明パネル及びシ

ステム、関連する有機 EL材料の事業化、サーカディアンリズム照明、ベッドセンサや睡眠解析

技術等を搭載した快眠ベッドシステム、発電する窓等への応用を期待する透明有機太陽電池パネ

ル、常温除湿乾燥技術や有機 EL 植物栽培技術を利用した機能性食品等に取り組んでいる。 

 また、汗や唾液等からストレスマーカー等を検知する生体センサ、非接触でも鋭敏に心拍数、

呼吸数、体動などをリアルタイム検知するシート状のバイタル（生体）センサ、センサシート等

を低コストで生産可能とする、ロール to ロール印刷技術やそのための銀ナノインク材料、マイ

クロ・ナノ加工技術、また独自技術をベースとする生体親和性材料やそれを応用した胆管ステン

ト、癌細胞センサ等の実用化を行っている。 

 そのうち既に、要素技術として開発した、有機 EL 材料、銀ナノインク、有機半導体インク、

ベッドセンサ等は、山形大学発ベンチャー（(株)フラスク、(株)フューチャーインク）よりそれ

ぞれ販売を開始している。また、常温除湿乾燥技術を利用した食への応用では、だだちゃ豆チョ

コレートや鷹山秘伝豆ジェラートなどの商品名で市販している（(株)ベジア）。 

 各出口製品において、製品・サービスを担う企業と連携し、これまでにない価値の提供や優位

性の確保により、大きな経済的・社会的インパクトの実現を目指している。 

 

 
 

 

部
門

課題
番号 テーマ名

提供する製品・
サービス

担う組織・企業
（予定含む）

顧客 時期 効果規模 実現性・優位性

快
適
生
活
創
造

4.1 快適空間 ・少量多品種が求めら
れるインジケータ等

ベンチャー創
立を目指す

白物家電
メーカー

2025 （省略） 各種用途への多様
な展開可能性

4.2 壁紙ディスプレイ ・壁掛け型有機ELディ
スプレイ

DNP システム/
業務用

2027年
頃

210万円
印刷化による少プ
ロセスで優位

4.3 快眠ＩＣＴ ・快眠ベッドシステム：
センサ連動「眠りの自
動運転」

パラマウント
ベッド

高齢者・高
齢者家族

2022以降 睡眠リズム調整・快
眠支援ベッド意匠
登録、24万円/台

4.4 快適創エネ ・有機薄膜太陽電池パ
ネル

伊藤電子工業 デバイス・
機器メー
カー

2022以降 既に有償技術サン
プルを出荷開始

4.5 快食健康 ・地域農産物及び乾燥
技術を利用した加工食
品

ベジア
木村屋

市民 販売開始済
み

農産物の色。香り、
成分を残す菓子に
優位性。既に販売
を開始。

健
康
長
寿
自
立
ヘ
ル
ス
ケ
ア

4.6 有機生体センサ 汗：物理センサとマル
チ化
唾液：ストレス検査器

汗：富士紡
唾 液 ： 総 合 機
械メーカー（予
定）

汗：高齢者
唾液：専門
家

汗：2030
以降
唾液：2025
以降

汗：1000円/個（マ
ルチ化で優位）
唾液：プロト3万円
（簡便迅速信頼性、ス
トレス特異性で優位）

4.7 有機センシング
システム

・リストバンド型生体セ
ンサの製造販売と介護
見守りサービス事業

・富士紡HD
・NDソフトウエ
ア

介護施設
在宅介護

2022年度 ・24時間見守りを可
能にする低電力性
・カスタムサービス

4.8 スマートデバイス
プリンタ

・医療向けベッドセンサ フューチャーイ
ンク

医療機器
メーカー

2023年4月 ・すでに医療機関で
の実証試験に着手

4.9 マイクロ・ナノ加
工

・ﾌｨﾙﾑ上への微細配
線技術

住友電工
（COI未参画）

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 2023年
以降

ｺｽﾄ, 耐環境性で優
位・ｺｽﾄ50%低減

4.10 ソフトバイオ
マテリアル

・カバード胆管ステント パイオラックス
メディカルデバ
イス

医療（病院
等）

2022以降 製品及びデリバ
リースペック確認中
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バックキャスティングによって設定した「地域・産業の活性化」、「高齢者・介護者・子供の健

康」、「暮らしの QOL 向上」を３つの柱に対する取り組みを強力に推進するため、各研究開発テー

マを横グシで統括する社会課題解決のためのテーマ横断型チーム編成を行った。 

 

 

図 3 社会課題を解決するチーム編成と、想定する社会が変わる成果の例 

 

 また、下図の通り、山形県内において数多くの自治体や団体などと連携した社会実装活動を展

開し、地域の産業、農業、食、健康等における変革を推し進めている。 

 

 
図 4 変わってきた地域と人々 ～山形が元気になってきた！～ 
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山形大学は「地域社会の持続的な発展を支える大学」を目指し、世界トップレベルの有機エレ

クトロニクス拠点を中核に、参画企業や地方自治体と一丸となった「ALL 山形で社会を変える仕

組み」を構築、さらには他拠点、海外拠点とも連携する体制のもとで、バックキャスティングの

ＰＤＣＡサイクルを回し、チャレンジングな社会課題の解決に取り組んでいる。 

また今回の取り組みにより介護現場への貢献においても目に見える効果も出てきている。その

実例や反響の一部を図 6に示す。 

 

 
図 5 ALL 山形で社会を変える仕組みの構築 

 

 
図 6 介護が変わる～介護現場への貢献、現場の生の声～ 
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3.1 拠点体制 

 

 本拠点の拠点体制図（運営・責任体制及び参画機関との連携体制）を下図に示す。 

 

 

拠点体制図 

 

本拠点は、三宅プロジェクトリーダー、大場研究リーダーの下、「快適生活創造部門」（城戸）、

「健康長寿自立ヘルスケア部門」（時任）の２研究推進部門が中核となり、これに「戦略支援部門」

が研究全体の管理運営を支援する体制である。各研究推進部門は、それぞれコアとなる有機材料

システム基盤技術をもち、それぞれの参画企業と共同で研究課題に取り組む。各テーマでは、TRL

を意識したロードマップを作成して企業と大学で共有、そして、社会実装への道筋と相互の役割

分担を明確化して着実な推進を図っている。またアンダーワンルーフの環境を利用し、必要に応

じて企業間やテーマ間で互いに連携する。産業技術総合研究所はサテライト機関として健康長寿

自立ヘルスケア部門の一部（生体センサ関連）を担当する。 

その他、プロジェクトにおいて開発した技術を円滑に社会実装するために、開発技術のインパ

クト評価や、倫理、法令、制度等の視点からの検証を行う「社会システム研究委員会」、および、

今後の拠点プラットフォームの担い手となる「若手」のサブテーマリーダーへの抜擢、「女性活躍」

の環境整備などを進めている。 

 なお、フェーズ３の 2019 年度からは、２部門体制を維持しつつ、よりアウトプットを意識した

拠点運営を図っている。具体的には、重要テーマへの集中投資（PL・RL 裁量の機動的予算の確保）

とその出口企業の新規参画、および参画企業による売上目標の見える化等を行った。参画企業の

業種は、発足当時の材料・プロセス・製造装置が主体の状態から入れ替わりが進行し、社会実装

を担う製品・サービス関連の企業が増加した。 
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3.2 参画機関    ※一覧は別紙 3「参画機関一覧」参照 
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3.3 拠点のマネジメント体制と仕組み・実績 

 

（1）拠点マネジメント体制 

 拠点推進体制（山形大学 COI 研究推進機構）の位置づけを下図に示す。 

 
拠点のマネジメント体制 

 

（2）PL、RL による拠点マネジメントの仕組み・手法と実績等 

【管理運営】 
 以下に示す通り､ロードマップを柱とした進捗管理方法及び各種会議体の開催により､緻密かつ
ダイナミックな進捗管理を行い、研究開発の方向性の確認や効率の向上に務めている。 
 

 
進捗管理手段と各種会議の特徴 
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【各種会議と意思決定内容】 

拠点の運営は、月 1 回開催の運営委員会にて、PL、RL、研究部門長、テーマリーダー他が参加

して方針決定を行っている。また、そのブレインとなる経営企画会議も適宜開催している。 

 

（１）ＣＯＩ推進機構 

１）運営委員会 

○目的・議事内容・意思決定： 

・研究計画、目標・目的、ロードマップ・推進体制等の策定、JST 対応と意思決定 

・その他重要事項（予算、人事関係、運営・企画、外部連携、広報等）の審議・意思決定 

○開催：１回/月 

２）各部門進捗会議 

○目的・議事内容・意思決定： 

・研究内容、研究計画、予算執行、成果公表、特許出願、学会、その他のアウトリーチ等 

○開催：随時 

３）実務担当者会議 

○目的・議事内容・意思決定： 

・機構運営委員会補佐（研究計画、ロードマップ策定、各種 JST 関連事項等） 

・広報、研究会・シンポジウムの開催、ホームページ作成、各種報告書作成、その他のア

ウトリーチ 

○開催：随時 

参加メンバー間のコミュニケーションの充実 

  アイデアを出し合い、広い知見を集める場とする。できるだけフラットとし、遠慮なく議論

できる場とする。 

 

（２）有機材料システム研究推進本部 

１） 幹部会議（センター長会議） 

○目的・議事内容・意思決定： 

・推進本部の重要事項（予算関係、人事関係、運営・企画に係る事項、外部連携関係、広報等）

の審議と意思決定 

○開催：１回/月 

 

２）全体会議（月例情報交換会） 

○目的・議事内容・意思決定： 

・推進本部の全体方針および学内外との関係、各種の動向に関する事項の周知と意見収集 

○開催：１回/月 
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【選択と集中、責任体制の明確化】 

上記の拠点マネジメントのもと、当初設定したテーマの選択と集中、社会実装を推進する責任

体制の明確化、地域に密着した拠点ビジョンの具体化などを行った。 

下図に示す通り、フェーズ１当初からの 4 部門の研究開発体制を、フェーズ２の 2017 年度に

「快適生活創造」と「健康長寿自立ヘルスケア」の 2 部門体制に再編し、社会実装推進に向けた

責任体制の明確化を行った。また、フェーズ３の 2019 年度に、ビジョン委員会（経営企画会議）

によって地域の社会課題を掘り下げた拠点ビジョンの検討を行い、「地域・産業の活性化」、「高齢

者・介護者・子供の健康」、「暮らしの QOL 向上」を３つの柱として選定するとともに、社会課題

をしっかり見据えて研究開発成果を纏めて行くために、各テーマを横グシで統括する社会課題解

決のためのテーマ横断型チーム編成も行った。 

 

 

 

社会課題解決のための研究開発体制の見直し 
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【参画企業の変化、社会実装の推進】 

参画企業においては、社会実装を担う企業への入れ替わりが進んだ。フェーズ１では材料メー

カーなどの単発的な技術開発を行う企業が主体であったが、フェーズ３に進むにつれて社会実装

する製品が明確になり、それを担う製品・サービス企業が増加した。 

そして、参画企業と大学の機能と役割を明確化するマネジメントとして、「製品・技術ロードマ

ップ」を作成し、双方で共有することによって、製品の目標性能・コスト等とそれを達成する技

術や学理の整合を図っている。さらに、社会実装製品を担う参画企業には「売上目標」も設定し

てもらい、社会実装を進めている。 

 

 

社会実装を担う参画企業への入れ替わり 

 

 

 
 

製品・技術ロードマップによる参画企業と大学の機能・役割の明確化 

（【別添 1】拠点計画ロードマップに、各テーマの「製品・技術ロードマップ」を添付） 
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【大学等の学長や理事等の関与】 

中核機関の山形大学では、学長のガバナンスで、学術的及び社会的要請に基づいた分野横断型

の研究拠点の形成、産学官連携の推進による地域創生加速に注力している。 

その中で、2015（H27）年に新設した「有機材料システム研究推進本部」によって、COI プロジ

ェクトの推進を図ってきた。また、自立的プラットフォーム構築のため、新たな大型プロジェク

トの獲得や研究センターの拡充（2018 年 6 月に事業創出センター開所）を進め、COI の重要テー

マを支える技術と若手の技術を基に、サステナブルな研究を次々生み出していく拠点への展開を

図っている。 

 

 

 

有機材料システム研究推進本部に統合したアンダーワンルーフ体制の構築 
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4.1 快適空間 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 城戸淳二、山形大学、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 硯里善幸、山形大学、教授、 千葉貴之、助教 

山内泰樹、山形大学、教授 

研究開発実施期間： 2013～2021 年度 

参画機関： 

（一部期間への参画含む） 

山形大学、東北芸術工科大学、大日本印刷、三菱重工

業、NEC ライティング、カネカ、積水ハウス、KEN 

OKUYAMA DESIGN、コニカミノルタ、日本ゼオン、

Lumiotec、保志、三起商行、OLC、サウンドファン、

パナソニック、帝人、NTT 東日本 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

【テーマの概要】 

 成長を続ける照明市場（8.6 兆円＠2020 年）において、フレキシブル・自然光な価値を有する

有機 EL 照明により、快適空間を提供し加えて健康増進をめざす。有機 EL 照明は LED 照明に比較

して多くの価値を有しているが、価格面で 10 倍以上高価であるため、市場形成できずにいる。山

形大学の保有する印刷技術を用い低コスト化し市場を開拓する。 

【目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係】 

豊かな暮らしを提供するには、人と自然につながる利便性の高い空間、ストレス無く快適に過

ごせる空間が重要である。特に豪雪地帯である米沢においては、冬場に家の中で過ごす時間が長

く、快適な空間を提供することは地域にとっても重要な課題である。 

消費者庁 国民生活白書 H19 によれば、生活全般の満足度は、科学・情報技術が向上する中、

むしろ下がっており、心の豊かさを求めている。また日本人全員の平均在宅時間は 15.8 時間であ

り、家で過ごす時間が非常に重要であることが分かる。加えて、全国民の約 20%が不眠であり、高

齢者になるにつれ不眠割合が高い。不眠は生活習慣病との関連性が高く、快適空間により睡眠が

よく取れれば、心の豊かさだけでなく、体の健康も維持しやすい。 

人の五感の中で視覚は 70%の情報量を持つと言われており、発光体は生活の中で非常に重要な

要素である。本研究テーマでは快適空間を達成するために、グレア（眩しさ）が少なく・自然光

に近く・壁紙のように容易に利用（軽く、曲がる）・安価な「壁紙照明」を目指す。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

【想定する製品・サービスの具体的内容と実現時期】 

これらを達成する快適な発光デバイスとしては、「有機 EL デバイス」が解決手段である。現在

普及している LED 照明の課題は、直視できずまぶしい、重く利用しづらい（所定の場所に設置）

などの課題がある。一方でフレキシブル有機 EL照明はフレキシブル・軽量・安全・まぶしくない

などの価値を保有する。 

【提供の担い手となる企業・自治体等の実施主体】 

 本プログラムに参画しているコニカミノルタ㈱、大日本印刷㈱が本プログラムでの成果をもと

にし、製造販売を行う予定である。また山形県では有機 EL照明器具に対し助成を行っており、加

えて公益財団法人山形県産業技術振興機構では、「Organic LED YAMAGATA」を形成し山形県だけで

なく首都圏での市場開拓も行っており、有機 EL照明の社会実装のフィールドテストとして最適な

場所である。 

【ベンチマーク（特徴・優位性）】 

以下に LED 照明と有機 EL照明を比較する。平面光源とした場合、有機 EL照明は高効率であり、

フレキシブル化による価値が高いものの、価格面では 10 倍以上の差がある。 

 

 

 



A イノベーション創出に向けた活動実績 

 

4 研究開発テーマの成果 

 13  

  LED 有機 EL 

効率 
点光源としては高い（>150lm/W） 

面光源にした場合は低い（～80lm/W） 
平面光源 ～100lm/W 

色再現 安価な白 LED は非常に悪い Ra ～80 Ra 90 程度 

グレア 点光源の場合、非常に眩しい 直視しても眩しくない 

設置 重い、厚い、フレキシビリティが無い 
軽い（＜1kg/㎡）、薄い（＜1mm） 

フレキシブル化（壁紙化）可能 

寿命 5 年程度 ～３年 

価格 2 円/lm 50 円/lm 

 

【社会的・経済的インパクト（売上の規模や効用の金銭的インパクトを含む）とその根拠】 

国内の照明市場は横ばいであるが、グローバルには約 5%の成長が見込まれている（世界市場

2020 年・約 8.6 兆円）。したがって、LED 照明と戦えるコストを達成し、例えば 10%の市場を取る

ことができれば、1兆円近い市場規模を有している。コストダウンを図ることが最重要であり、印

刷による低価格化は非常に重要な研究テーマである。 

 

 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

印刷型有機 EL照明として以下の仕様を目標とする 

・グレア（眩しさ）： 輝度 3,000cd/㎡以下  

・自然光に近い ： 平均演色評価数 Ra 90 以上  

★長いデバイス寿命(連続駆動寿命) ： 30,000 時間以上 

★高い保存性能 ： 常温常湿１０年以上（85℃/85%RH 500 時間以上）  

・壁紙のように容易に利用（軽く、曲がる）： 500g/㎡（パネルのみ）以下、湾曲性 R＝50mm  

【ボトルネック】印刷プロセスでの課題がある２つ（★印）を本 COI の課題とする 
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（4）主な成果と達成状況 

●ホール輸送材料の開発 

 有機 ELデバイスの長寿命化に向けて、発光材料のみならずホールおよび電子輸送材料の開発を

進めていくことが必要不可欠である。各種有機 EL材料の中でも、特にホール輸送材料のアニオン

状態の脆弱性が、有機 ELデバイスにおける耐久寿命のボトルネックとして指摘されている。有機

EL の耐久性を制限している主な要因として、アリールアミン誘導体の炭素—窒素結合解離エネル

ギーの脆弱さが、素子寿命を大きく制限していることが指摘されている。 

 ここでは、量子化学計算と有機合成による系統的な誘導体化により、炭素—窒素結合解離エネル

ギーを高め、耐久性に資する普遍的な分子設計指針の知見と有機 EL の耐久性向上が可能であり、

科学技術・学術の両面において非常に意義のある研究である。 

 

・これまでの進捗ならびに今後の達成見通し 

 ホール輸送材料のアニオンに対する結合解離エネルギーを新たな指標として取り入れ、嵩高い

中心骨格や剛直な置換基を導入したヘキサフェニレンベンゼン誘導体を開発し、1000 cd/m2 時に 

T50 = 24000 hr の長寿命化を実現している。これは、世界トップデータの２倍以上の安定性であ

る。 

 

・主な成果や特筆すべき成果 

 第 3世代有機 ELである熱活性化遅延蛍光(TADF)材料に対応可能な高耐久ホール輸送材料は、現

在市販されていないため、本関連材料は他社にはない特徴的な製品群となりうる。現在、製品化

を進めており、第１世代の材料群は、山形大発ベンチャーのフラスクを通じて販売、社会実装に

貢献している。 

 

●印刷型封止構造（印刷型バリア） 

 一般的にハイバリア構造は、真空プロセスである CVD（Chemical vaper deposition）法により

窒化ケイ素（SiN）を成膜しバリア膜として用いられる。水分子は 2Å 程度しかないため、そのバ

リアを行うためには緻密な無機膜が必要であり、SiN 膜は非常に緻密な無機膜を形成するために

用いられている。 

 本研究は、水分子の大きさ 2Åの空隙を許さない緻密な無機膜を、ウェットプロセスで得る研

究であり、単なる封止構造というだけでなく、バリア構造を必要とする広い分野や薄膜分野に対

FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 -開発テーマ 担当者

1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q

フェーズ 2 フェーズ 3

有機EL照明パネル＆システム

塗布MPE & 封止原理検証

駆動安定性・保存性検証

塗布・フレキシブル プロトタイプ開発・検証

システム化（フレキシブル）システム化（非フレキシブル） 発光性能 60 lm/W,
寿命 15,000時間 （3,000 cd/㎡）
保存 500時間（85℃／85%）
パネル特性 割れない、
曲率20mmΦ

OLC
NECライティ
ング
コニカミノルタ
Lumiotec
帝人
三起商行
フラスク
サウンドファン

山形大学
硯里・千葉・
佐野

要素技術
開発

TRL 3-4

製品化・
社会実装
TRL 7-9

プロトタイプ
開発・実証
TRL 5-6

1-1.  快適空間
／眠り・目覚め

☆在宅診療用メディカライト開発・実証【OLC、綾上診療所】

☆仏壇・仏具用有機EL照明試作【保志】

◆

◆

☆新規参画企業との共同検討【出口メーカー】

☆フラスク出荷開始

1：結合解離エネルギーを向上させた高耐久性ホール輸送材料の開発(20000hr) 
2：塗布型封止構造による85℃/85% 200hr保存性達成に向けた無機封止構造研究

入眠時照明光
ゆらぎ実験

覚醒照明マネジメント実験

実寝室実証実験

システム試験・製品化（非フレキシブル）
【OLC、NECライティング、コニカミノルタ】

低コスト量産化
【コニカミノルタ etc】
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し学術的な意義が高い研究である。 

 

・これまでの進捗ならびに今後の達成見通し 

 現在、ウェットプロセスでのバリア性能で世界最高の水蒸気透過率（WVTR）=1x10-4g/m2/day を

達成した。今年度中に 10-5 台の達成見込みである。これはガラス基板に近い値であり、デバイス

保存試験の目標値を達成する見込みである。 

 

・主な成果や特筆すべき成果 

ウェットコート＋VUV（172nm）光による光焼成によりバリア性能を有する有機／無機積層構造

（PDMS 層／PHPS 層）の研究開発を進めてきた。バリア性能を担うのは、Si-N を主鎖構造に有する

PHPS（ポリシラザン）層に VUV 光を照射することで得られる SiN 層である。バリア性能は VUV 光

焼成条件と各層の膜厚に大きく依存しており、現在、最適化も含め研究を推進している。WVTR＝

10-5g/m2/day 台の達成は、CVD などの真空成膜と同性能をウェットプロセス＋光焼成で達成するこ

とであり、バリアが必要な他の産業に展開可能である。特に本プロセスは室温条件であり、CO2排

出量の少ない低炭素プロセスであることも重要なポイントである。 

 

●アクティブ快眠マネージメントシステム開発 

入眠にいざなう照明をアクティブに変調させ、リラックス効果が照明変調によりどのように異

なるのか、生体応答と主観評価の両者から評価ができるような実験システムの構築を行った。被

験者としては、２０代大学生を使い、まずは照明変調の主観評価を行った。同一の変調条件でも、

被験者ごとに感じる強度が異なることがわかったため、実験パラメータの表現を、物理的な尺度

ではなく、各人の変化検出限界を用いる方式を採用することとした。変調条件としては、１／fゆ

らぎを重畳した変調を用いて実験を実施し、被験者の生理応答として心拍変動や脳波を計測した。

被験者の個人差が大きく、また個人内でもセッションによりばらつきが大きく、純に定常照明条

件と比較することは困難であるが、変調光条件下での方がリラックスしている傾向が若干見られ

た。 

 

●睡眠マネジメント研究センター 

2020 年度に設立した睡眠マネジメント研究センターでは、米沢市民 500 名以上に対して、睡眠

の意識や実態を探るアンケートを実施した。また、新型コロナ流行の前後での生活様式の変化等

についてもアンケート項目に含めた。その結果、大きな変化は見られなかったものの、２０％程

度の人が、コロナ禍により睡眠の質やストレスを感じているという看過できない結果が得られた。

本アンケート調査の結果は冊子にまとめ、地域の健康増進に対して活用してもらうべく、米沢市

や健康経営に向けてアンケート協力企業などへ提供した。 

 

●Good Sleep コンソーシアム 

睡眠マネジメント研究センターによる睡眠課題の解決や快適睡眠に向けた睡眠マネジメントを

産学間で実施すべく、Good Sleep コンソーシアムを設立し、2021 年 11 月にキックオフシンポジ

ウムにより活動を開始する。コンソーシアムでは、山形大学工学部が主となり、強みであるデー

タサイエンス等テクノロジーに立脚するアプローチで、各参加企業と協力して、人々の生活を９

つの場面（住まい、寝具、光、かおり、食、入浴、衣類、運動、モビリティー）から捉え、課題解

決を目指す方向である。 

 

 

（5）今後の課題と対応方針 

●ホール輸送材料の開発 

 嵩高い中心骨格や剛直な置換基を導入した新たな材料群は、ディスオーダーモデルを用いて高

移動度化に資する因子を抽出し、分子設計へフィードバックする。最終的に寿命評価を行い、第

２世代材料として、さらなる社会実装に貢献する。  
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●印刷型封止構造（印刷型バリア） 

 封止性能に必要なバリア性能には目途が付きつつある。残留応力と製造プロセスが課題である。

残留応力は応力緩和層の選択により解決可能と考えている。製造プロセスにはインクジェット法

を想定しており、すでに着手しており A-STEP の支援も受け、開発を推進している。 

 

●Good Sleep コンソーシアム 

Good Sleep コンソーシアムでは、山形大学が中心となり、必要なデータを参加企業との間で提

供・共有しつつ、本格的に活動を行なっていく予定である。参加企業数もスタート時の目標は 20

社程度であるが、今後本コンソーシアムの実績を挙げ、継続して活動を行うことで、参加企業 50

社を目指す。また、企業だけでなく、睡眠を課題として捉えている個人へのサービスを提供し、

課題の調査や解決方法の提示など、幅広い活動を計画している。 

 

 

（6）その他特記事項 

●JST START プログラムに採択（2021 年 10 月） 

有機 EL 照明ではなく、少量多品種が求められるインジケータ等へ、デジタルファブリケーシ

ョンに対応したインクジェットプロセス等を用い達成する。 

・プログラム：研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム（ＳＴＡＲＴ） 

・プロジェクト名称：印刷型有機 EL パネルの事業化 

・メンバー：研究代表者 硯里善幸、研究分担者 城戸淳二、水上誠、千葉貴之 

・内容：各種用途への多様な展開可能性を持つ有機 ELにおいて、印刷型有機 ELのインク・プロ

セス開発と初期製品の開発を行う。有機 ELはディスプレイでの産業化に限定されており、今後

の IoT 化による多品種化の要求に対し少量多品種可能な印刷型有機 EL パネルの製造販売を展開

するベンチャーの設立を目指す。 

 

●印刷型封止構造の技術が JST A-STEP に採択 

JST A-STEP 産学共同（育成型）（2020 年度追加公募） 

採択課題：デジタルファブリケーションに対応する安価・ウェットプロセスによるガラス並みの

バリア構造の開発 研究代表者 硯里善幸 
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4.2 壁紙ディスプレイ 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 城戸淳二、山形大学、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 水上誠、山形大学、准教授 

研究開発実施期間： 2013～2021 年度 

参画機関：（一部期間への参画含む） 山形大学、大日本印刷、チカク 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

本テーマはコミュニケーションウォール（壁紙ディスプレイ）を用いてリアルな映像で人と社

会、人、モノをつなぐことにより地域・産業の活性化に貢献する開発研究である。 

 

【テーマの概要】 

壁紙ディスプレイはアンビエント快適空間創造におけるコミニュケーションウォール用のディ

スプレイのことである。コスト競争力が強く、大型化への対応が可能となる有機 ELを用いた壁紙

ディスプレイを実現するため、本課題では有機 TFT(Thin Film Transistor)による画素回路を塗

布や印刷により作製するプロセス技術および有機 TFT の高移動度化技術を確立する。 

 

【目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係】 

 山形県の高齢化率は高く、冬季期間の豪雪地方では活動範囲が限定され家ナカが主体の生活と

なる。こうした生活環境下でも、イキイキした生活を過ごすためには外部と繋がるデバイス、シ

ステムが必要となる。本 COI が目指す「コミュニケーションウォール」はこうした外部と繋がる

ために、テレビと照明、コミュニケーションツールが進化し融合した、より臨場感がある新たな

デバイス・システムである。このコミュニケーションウォールは壁紙ディスプレイの形状を有し

たフレキシブルで超軽量な特徴を有し、この形態を低コストで実現することが企業より求められ

る。この企業ニーズに応えるため、我々は塗布プロセスを用いた壁紙ディスプレイ開発を行って

いる。ディスプレイは画素を駆動する TFT で形成されるバックプレーンと有機 ELを表示体とする

フロントプレーンで構成される。これら 2つの主要構成要素を塗布化するため、研究課題１－１.

の快適空間～有機 EL 照明でフロントプレーン開発を、研究課題１-２.の壁紙ディスプレイで有機

TFT によるバックプレーン開発をそれぞれ進めている。COI 期間中にコア技術開発を終了し、２０

２２年以降、有機 TFT による塗布型バックプレーンと有機 ELによる塗布型フロントプレーンを合

せた全塗布型有機 EL ディスプレイの開発へと発展させる計画である。 

 

【本テーマの学術的な意義（科学技術・学術上の新たな体系的な知見）】 

絶縁膜や半導体を有機材料で構成した有機 TFT の電気性能を向上するためには、材料の新たな

創製や材料性能を忠実に引き出しデバイス化する方法の確立が望まれる。特に有機材料の特性を

活かした塗布型（印刷型）の有機 TFT は有機半導体の界面や環境が結晶成長へ与える影響の解明

が必要となる。また、従来の印刷法はパターン形状を正確に制御していないためエレクトロニク

スデバイスに適する精密なパターン形成や高速形成を行うことが困難である。そのため、エレク

トロニクスデバイスに適する微細な印刷を実現するには、インクの塗布からパターン形成に至る

メカニズムを解明する学理の確立が必要となる。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

【想定する製品・サービスの具体的内容と実現時期】 

2021 年：COI 最終年は壁紙ディスプレイの画素回路を駆動するための塗布型有機 TFT バックプ

レーン技術の確立を行う。 

2024 年：大型の壁紙ディスプレイ（有機 TFT バックプレーン駆動によるフレキシブル有機 ELデ

ィスプレイ）により高臨場感コミュニケーションを提供し、感性のレベルで人々の絆を強め、 

あたかも職場に居るかのような「働く環境」やグローバルで最先端な「学ぶ環境」を自宅におい

ても実現できるシステムを社会実装により実証する。 
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【提供の担い手となる企業・自治体等の実施主体】 

 有機 ELディスプレイパネルの製造：大日本印刷（有機トランジスタ：バックプレーン） 

コニカミノルタ（有機 EL：フロントプレーン） 

【ベンチマーク（特徴・優位性）】 

壁紙ディスプレイの基本デバイスである塗布型有機 TFT と塗布型有機 EL は山形大学が業界ト

ップレベルにある。他社の場合、表 1 に示すように TFT、有機 ELの形成は既存技術であるドライ

プロセスとフォトリソプロセスを中心とした作製方法に依存している。これら既存技術に対し、

山形大学では有機デバイスを塗布技術で形成することに特徴がある。塗布技術により大面積や低

コストが実現でき、更に、この技術はエレクトロニクス産業の中で革新的技術構築に大きく寄与

することになる。 

 

                  技術の比較 

 

 

【社会的・経済的インパクト（売上の規模や効用の金銭的インパクトを含む）とその根拠】 

現在、大型 LCD-TV の市場規模は 7 兆円である。大型 AMOLED は 2022 年に 7,617 億円が予測され

ている（富士キメラ総研）。壁紙ディスプレイの売り上げ規模は 2024 年に 23 億円程度（1,000 台

/年）の規模で立ち上がり、その後大きく拡大し、数 1,000 億円市場に拡大する経済効果を見込む

ことが予測される。 

 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

研究開発期間終了時の達成目標を下記に示す。目標 2、3は企業からの技術開発要請に基づき設

定した値である。また、下図は TRL ロードマップを示す。本ロードマップ通りに開発が推進され

てきている。 

   

図 壁紙ディスプレイのロードマップ 

 

FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 -開発テーマ 担当者

1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q

フェーズ 2 フェーズ 3

OTFT+MPEを用いた
ディスプレイ実証

塗布化要素技術開発
高移動度化

プロトタイプVer1
BP試作

信頼性確保
事業化検討

プロトタイプVer2
OLED駆動実証

・高速印刷    ・高移動度
・ ・信頼性課題抽出

ディスプレイ
試作

壁紙ディスプレイ

DNP
チカク

山形大学
水上

1-2.  壁紙ディ
スプレイ／自
然と暮らす

☆大阪市立大附属病院コミュニケーションウィンドウ設置【OLC、チカク】

2021年度目標
目標１  全塗布型有機TFT駆動フレキシブル有機ELディスプレイ実証
目標２  高速印刷法の開発：電極の印刷速度3.6m/min
目標３ 全塗布型有機TFTの高移動度化：移動度3.0cm2/Vs
目標４ 全塗布型バックプレーンの性能及びプロセス信頼性の改善

◆
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『目標』 

1. 全塗布型有機 TFT によるフレキシブル有機 ELディスプレイの動作実証 

2. 高速印刷法の開発 

電極の印刷速度 3.6m/min を実現する 

3. 全塗布型有機 TFT の高移動度化 

移動度 3.0cm2/Vs を達成する 

 

（4）主な成果と達成状況 

1. 全塗布型有機 TFT によるフレキシブル有機 ELディスプレイの動作実証 

有機 EL を駆動するための画素回路として有機 TFT を用いる研究開発に取り組んできた。（図 1

参照）2018 年には蒸着とフォトリソ技術による電極、コンタクトホール形成とインクジェットに

よる有機半導体の形成によりフレキシブルカラー有機 EL ディスプレイの試作に成功した。（図

2(a)）最終年度である 2021 年度は PEN フィルム基板上に電極、絶縁膜、有機半導体、保護膜等全

ての構造を塗布形成した全塗布型有機 TFT を開発し、有機 EL ディスプレイを駆動することに世界

で初めて成功した。（図２（ｂ）；論文準備中） 

一般的な画素回路は LTPS（Low Temperature Polycrystalline Silico）や a-Si を用いている

が、本課題の開発技術である全塗布型有機 TFT は①高価で大掛かりな真空装置や露光装置を必要

としない、②フォトリソグラフィープロセスよりプロセス数が極めて少ない、③材料の利用効率

が高く、プロセス中に発生する廃液が少ないため環境負荷が小さい、等のプロセス優位性を有し

ている。こうした優位性は電力の削減による低炭素化へ大きく貢献するとともに、製品の低コス

ト化を実現する。今後は本技術を企業に移管し大型化の検討を進めながら社会実装へと移行して

いく予定である。 

 
（a）構造断面図 （ｂ）印刷したバックプレーン 

図 1 有機 TFT バックプレーン 

 

 

(a)塗布蒸着ハイブリッド型有機 TFT-BP        (b)全塗布型有機 TFT-BP 

       図 2 有機 TFT-BP を用いたフレキシブル有機 ELディスプレイ 

 

2. 高速印刷法の開発 

 塗布形成できる有機 TFT は既存の FPD（Flat panel display）より早いスループットの生産が
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期待される。本課題の COI 最終時における目標値 3.6m/min を凸版反転印刷法により実現した。Ag

ナノインクの粘度や濃度調整、PDMS（Polydimethylsiloxane）の選定とクッション材の選定によ

るブランケットの開発、パターン形状、深さ最適化した印刷版の開発、ブランケットと印刷版及

び基板との接触量の調整及び印刷時の滑りで生じるズレの補正等、印刷プロセスの開発を行うこ

とにより図 3 に示すような Line/Space＝6μm/6μm のソース・ドレイン電極を形成することが

3.6m/min の印刷速度で可能となった。本プロセス開発により微細電極が欠陥を生じることなく高

速印刷で正常に形成できる技術を確立した。本開発技術をさらに改良することにより 2024 年に印

刷速度 10m/min の達成を目指している。 

 
図 3 印刷速度 3.6m/min で形成したソース・ドレイン電極 

 

3. 全塗布型有機 TFT の高移動度化 

有機 EL のバックプレーンとして有機 TFT を用い

るにはできるだけ高い移動度が望まれる。単体での

TFT の性能は 15cm2/Vs 等高い報告がされているが、

数万個のTFTを形成するバックプレーンでは単体の

TFT にはない、解像度の影響、コンタクトホールの

形成、バンク形成、保護膜形成等色々なプロセスを

必要とする。これらの作製プロセスにより TFT 性能

はダメージを受け低下してしまう傾向がある。2015

年 に 開 発 し た バ ッ ク プ レ ー ン の 移 動 度 は

0.28cm2/Vs で あ っ た 。 現 在 は DTBDT-C6 

Dithieno[2,3-d;2',3'-d']benzo[1,2-b;4,5-

b']dithiophene）と Polymer（Polystylene 等）の混

合した材料を有機半導体に用い、高沸点溶媒を採用

した半導体インクとその半導体が成長しやすいゲ   図 4 全塗布型有機 TFT 伝達特性  

ート絶縁膜を選定することにより高移動度な有機 

TFT を開発した。50ppi の解像度における TFT 性能を図 4に示す。移動度 2.5cm2/Vs、Vth=0.6V を

達成した。今後、目標の移動度 3cm2/Vs を達成するため、ゲート絶縁膜の改良と有機半導体の組成

に関して改良を進めて行く。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

全塗布型有機 TFT による技術確立を進め行く過程で、全てが印刷プロセスを用いなくても（部

分的に露光技術を用いる）生産効率が高く、社会実装に適する場合はフレキシブルに対応してい

くことも必要である。また、最終製品となる壁紙ディスプレイをアセンブルするメーカーやシス

テムメーカーが必要とする仕様共有と課題共有が必要である。 

 

（6）その他特記事項 

展示会（毎年プリンタブルエレクトロニクス展に出展）、論文、学会、講演等で本技術をアピール 
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4.3 快眠 ICT 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 城戸淳二、山形大学、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 横山道央、山形大学、准教授 

研究開発実施期間： 2013～2021 年度 

参画機関： 

（一部期間への参画含む） 

山形大学、仙台高等専門学校、パラマウントベッド、

NEC ネッツエスアイ 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

【テーマの概要】 

快眠 ICT 部門では、睡眠を解析し快眠を支援するシステムの開発を目標とし、睡眠に関する各

種センサデータを ICT 基盤ネットワークを介して収集・解析し、OLED 照明や寝具・寝室環境から

のより快適な入眠／覚醒支援をテーマに掲げ、「快眠支援で健康長寿を延伸する社会」の実現を目

指した。 

【目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係】 

超高齢化社会へと進んでいる我が国において、不眠や昼夜逆転など日頃の睡眠に問題がある高

齢者の割合は増加しており、認知症またはその予備群となる傾向が今後ますます大きくなってい

く。とくに山形県は全国と比較してもその比率が高い。（65 歳以上人口中、認知症またはその予備

群である比率：全国約 28%、山形県約 38%）本学 COI 拠点において、快適な生活空間創造の一環と

して、睡眠環境を整え高齢者の快眠を支援することで上記傾向を緩和・抑制していく意義は大き

い。 

【本テーマの学術的な意義（科学技術・学術上の新たな体系的な知見）】 

「睡眠負債」が大きな問題として取り上げられているが、まだ睡眠に関しては解明されていな

い部分が多い。本テーマを推進していく中で、就寝から中途覚醒、目覚めまでを通してセンサデ

ータ取得・解析から、睡眠リズムや概日リズムとの関連を学術的に解明し知見を深める事、その

知見を基に照明や寝具を含む室内環境による睡眠リズムに合わせた覚醒支援、ひいては所望の時

間帯に快適に目覚めるよう就寝環境から支援しながら概日リズムのコントロールまでを見据えて

探求していく事は学術的意義を大いに有する。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

【想定する製品・サービスの具体的内容と実現時期】 

「入眠から目覚めまでをコーディネートし、寝具および周辺設備がセンサと連動して眠りを支

援するいわば『眠りの自動運転』をおこなうベッド」として製品開発を目指した。具体的には、

センサ・サイド照明・背もたれ及び腰膝部分の可動化・制御通信部を内蔵するベッドの開発であ

り、ユーザーがベッドに寝るだけでセンサが睡眠状況を解析・把握・予想し快適な入眠・覚醒の

ため照明やベッド操作により支援するシステムとして、2022 年量産化を目指した。 

 

【提供の担い手となる企業・自治体等の実施主体】 

企業と大学側と密接に連携しながら共同で開発を進める。 
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【ベンチマーク（特徴・優位性）】 

睡眠からの覚醒後に覚醒判定するシステムは既にあるが、睡眠中に将来の覚醒の予兆をとらえ

ることは現在でも難しく、本拠点において複数の非侵襲センサデータからディープニューラルネ

ットワークにより予兆解析する点と、さらにその解析結果を活用してベッド周辺環境設備・OLED

照明を用いて入眠／睡眠中／覚醒状態をそれぞれ心地よく支援するベッドシステムを開発する点

において他に類を見ない優位性を持ち、世界に向けて製品展開できる強みを有する。 

 

 
 

他社製品と比較しても、日々の睡眠リズムや概日リズムの調整を考慮に入れて睡眠状態をセン

シングし、取得データの解析により、入眠後ならびに起床前から背角度と照明により Active に支

援するベッドシステムは当システムだけとなっている。 

 

 

 

【社会的・経済的インパクト（売上の規模や効用の金銭的インパクトを含む）とその根拠】 

センサ情報解析からベッド背角度を自動で調整する「Active Sleep BED」は 2019 年度パラマウ

ントベッドより販売開始している。 

全国 65 歳以上の約 3514 万人中、認知症またはその予備群は約 28%の 984 万人と報告されてい

る。（2017 年厚生労働省および総務省統計局データより） 
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（3）研究開発期間終了時の達成目標 

 

 

 

（4）主な成果と達成状況 

・入眠後のベッド自動背下げが睡眠に及ぼす影響を評価し、入眠と覚醒における動作制御を導入

した『眠りの自動運転』を実現する製品として「Active Sleep BED」がパラマウントベッド社よ

り 2019 年 6 月に販売開始した。センサからのデータ解析により睡眠状態を把握し、状態に合った

ベッド背角度を自動調整する機能を有しており、入眠後および起床時刻の 30分前から背角度の自

動運転を開始する機構をもつ。 

 

・ベッドサイドに有機 EL照明パネルを設置した試作電動ベッドにおいて、覚醒度合いと

背角度・光量との関係について被験者 N=50 により VAS(Visual Analogue Scale)評価を

行い、VAS 評価と背角度・照明光量との相関解析結果を基に快眠支援ベッドの入眠／覚醒

支援時の動作条件を確立した。 

 

 

・パラマウントベッド社で Active Sleep BED(ASB)を使用した被験者に睡眠や心

身状態についてアンケートや脳機能テストを行ったところ、睡眠 8 項目のうち 6

項目、心身の状態 8 項目のうち 7 項目で ASB で角度をつけて自動運転させた場合の方が評価が高

くなり、特に入眠時間は顕著に短く、朝起きた時の心身の状態については疲れがとれて気分さわ

やかの項目においてポイント 30%の向上が得られた。また、前頭葉の検査であるストループテスト

では反応時間が 5.6%早くなり、クレペリンテストでは誤回答数が有意に減少しており、前頭葉の

活性化および注意力の持続が高まる効果を示した。 
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（5）今後の課題と対応方針 

今後の課題としては、ベッド背角度とサイド照明による快眠支援ベッドの量産化検討と、個々

人の概日リズムを調整する機構の開発が挙げられる。パラマウントベッド社における高齢者対応

の経験を活かし、日々の起床時間が不規則になりがちな高齢者を対象に背角度・照明自動運転ベ

ッドによるリズム調整効果の実証をおこなう予定である。 

 

（6）その他特記事項 

筑波大学 IIIS(WPI)との連携による共同研究を進めており、代謝・

概日リズムと光照射との関連について、特に白色 LED／OLED 光照射

による体内時計制御および代謝との関連について実験を進めていた

だいた。本学から提供した波長可変型照明及び LED/OLED 切替型照明

を筑波大学の代謝室に設置し、睡眠中の深部体温と光照射タイミン

グの関係から体内時計を前進させる光条件について検討をおこな

い、睡眠を阻害しない光介入・体内時計制御の可能性などが示唆さ

れている。 

また、上記と合わせた本拠点での睡眠研究を契機として 2021 年に睡眠マネジメント研究センタ

ーが発足、山内泰樹センター長を中心に睡眠課題解決の実証プラットフォームとして「Good Sleep

コンソーシアム」を創設し、2021 年 11 月にキックオフシンポジウムを開催、睡眠課題解決に向け

た共創の場を提案している。 
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その他、地域の社会課題解決のため、快眠 ICT 部門で培ってきた ICT 基盤ネットワークでどこ

でもつながる技術とデータ解析技術とを活かし、地域・産業の活性化にも取り組んだ。山形県に

おける観光や商業の魅力を ICT 技術を活用して多くの人に伝え、1次２次３次産業を総合的に活

性化することを目的とし、県内観光地などでの「どこでも手間なくつながるフリーWi-Fi インフ

ラの構築の煩雑さ、およびその管理運営に高いコストがかかる」という社会課題の解決に取り組

んだ。 

スムーズに手間なく Wi-Fi を繋げたいという県内観光地でのフ

リーWi-Fi の低コスト整備・運用ニーズに対して、山形県デジタ

ルコンテンツ協議会が「Free Wi-Fi YAMAGATA」を開発。山形大

学が多言語対応アプリ開発と、データ解析技術に連動したクーポ

ンシステムとを開発し提供した。 

県内１１市町村でサービスを構築。山形県予算委員会で導入効

果３００億円と報告されており、さらに東北他県との連携へ進展

し大きな経済効果を上げた。また、2018 年モバイルコンピュー

ティング推進コンソーシアム(MCPC)より「MCPC アワード・ユー

ザー部門モバイルパブリック賞」を受賞した。 
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4.4 快適創エネ 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 城戸淳二、山形大学、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 佐野健志、山形大学、教授 

研究開発実施期間： 2013～2021 年度 

参画機関：（一部期間への参画含む） 山形大学、伊藤電子工業 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

【テーマの概要】 

「快適創エネ」のテーマでは、低炭素で快適・安心な未来のライフスタイルの実現、地域産業

を含む産業の活性化を将来像として、これまでにない特長を有した有機系太陽電池の開発・実証

及び実用化を目指している。特に、従来の太陽電池では実現が困難であった透明性や意匠性、軽

量性を有する有機系太陽電池の実現及び社会実装を目標とする。 

 

【目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係】 

新たな価値（軽量、薄型、透明など）を有する太陽光発電デバイスの開発とその実用化により、

生活に最小限必要な電力を「分散発電」により、身近で発電し補給できるような、低炭素で快適・

安心な未来のライフスタイルを実現する。具体的には、適度な遮光性とデザイン性、軽量性を有

した「発電する窓」及び、屋内光等の弱い光でも発電可能な小型軽量発電パネルを実現し、自立

分散電源として暮らしの利便性を高める。 

地域の企業とも連携し、新たな分野での製品化、事業化を目指す。これらの発電デバイスやシ

ステムの開発により、新事業領域が創出され、「低炭素」をキーワードとする価値観を満足させる

商品体系構築がビジネスとなり、活力ある産業領域を形作る。 

 

【本テーマの学術的な意義（科学技術・学術上の新たな体系的な知見）】 

弱い光にでも鋭敏に反応し製造エネルギーの少ない有機材料系において、理想的な量子効率で

光電変換を実現するための、材料設計およびデバイス設計の知見を構築する。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

【想定する製品・サービスの具体的内容と実現時期】 

想定する製品は、意匠性を有する「透明有機太陽電池パネル」（発電する窓）及び、屋内光等の

弱い光でも高効率で発電する「フレキシブルモバイルソーラー」の２点である。 

参画企業による有償技術サンプル出荷（2020 年度～）を目標として進めており、既に、伊藤電

子工業（株）において、COI 研究開発成果をもとにした有機太陽電池パネル（技術サンプル）を試

作、ユーザー評価用として有償での出荷を開始した。 

 

【提供の担い手となる企業・自治体等の実施主体】 

パネル及びモジュール作製企業としては、COI 参画企業である伊藤電子工業(株)を予定。また、

有機材料を供給する企業（有機太陽電池材料メーカー2社）や、基材を供給する企業等とも垂直に

連携している。 

 

【ベンチマーク（特徴・優位性）】 

光透過性を有する太陽電池としては、薄膜シリコンにレーザー加工で透光スリットを設けた、

疑似透明（開口率：10％、変換効率～7%）の太陽電池パネルがあるが、いわゆる透明性はない。 

透明性とフレキシブル性があるのは、本研究開発で取り組む有機太陽電池のみである。変換効率

と信頼性向上は必須であり、同等の効率が得られれば、透明性と意匠面で明らかに優位である。 
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従来技術とのベンチマーク 

 

【社会的・経済的インパクト（売上の規模や効用の金銭的インパクトを含む）とその根拠】 

大きな自然災害への備えに関する意識の高まりや、電子機器のモバイル化などの流れを受け、

発電する窓では、潜在需要：～500 億円（国内、住宅着工数等から想定）、フレキシブルモバイル

ソーラーでは、市場規模：～200 億円（携帯充電器市場規模から想定）と試算している。 

 
有機太陽電池開発で目指す応用領域 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

 
 

FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 -開発テーマ 担当者

1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q 1Q 2Q   3Q 4Q

フェーズ 2 フェーズ 3

材料開発・基本性能向上

透明有機パネル動作検証・透明パネル改良

限定的プロトタイプ開発

システム化・環境試験

サンプル出荷・製品化

有機薄膜太陽電池パネル

伊藤電子
工業

山形大学
佐野

1-4. 快適創エネ
/エコ・分散発電

2021年度目標
顧客評価用太陽電池パネル開発、出荷

有機太陽電池パネル
・外形10cm x 5cm, 発電部 8cm x 4cm
・5.4V DC, 30mA (0.16 W)
・変換効率：5％

◆
☆スマート未来ハウス発電する窓実証
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（4）主な成果と達成状況 

【社会実装の実例】 

 参画企業による有償技術サンプル出荷 

伊藤電子工業（株）において、COI 研究開発成果をもとに以下左に示す技術サンプルを試作し、

ユーザー評価用として有償での出荷を開始した。また現在、フィルム状の有機太陽電池サンプル

をユーザー評価用として一定枚数試作し、応用探索を進めている。 

山形県産業技術振興機構と連携し、西新宿のリビングデザインセンターOZONE、6 階 Organic LED 

Yamagata において、透明多色有機太陽電池パネル及び発電する窓のデモ展示を行い来店者からの

意見等を聴取している。米沢市とも連携し新庁舎 2F に「発電する窓」のデモ展示を行った。 

 

   

（左） サンプル出荷を行った有機薄膜太陽電池パネルカタログ（伊藤電子工業） 

（中央）100 mm 角有機太陽電池技術サンプル／非透明パネル及び半透明パネル 

（右） フィルム状のフレキシブル有機太陽電池／ユーザー評価用技術サンプル 

 

材料技術については着実に開発を進めており、非透明型では、基本素子において、変換効率：

11.38％を実現している。透明用パネルに適した近赤外光吸収・発電材料について、以下に示すス

クアリリウム誘導体では、変換効率：7％を実現している。 

（特願 2017-146241、ACS Energy Lett., 2, 2021−2025, 2017） 

 

   

 （左）有機薄膜太陽電池の基本性能向上 （右）透明パネルに適した有機太陽電池材料の開発 

 

さらに基本性能の高いペロブスカイト太陽電池についても、上記有機薄膜太陽電池の材料技術

をベースに開発を進めており、低温形成が可能な逆型素子構造のタイプで世界最高レベルである

変換効率 20.2％を実現した。現在、COI で開発した有機材料の要素技術をベースに、NEDO プロジ

ェクトにおいてより高効率な Si ペロブスカイトタンデム太陽電池の研究開発に発展している。 

有機薄膜太陽電池 基本性能
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変換効率 20％を実現可能な低温形成逆型ペロブスカイト太陽電池 

 

（5）今後の課題と対応方針 

①有機太陽電池パネルの性能向上 

大面積化や透明化により、パネルの性能が低下することが技術的な課題となっている。補助配

線の設置や、基板レイアウトの改良などにより、大面積化パネルでも性能を確保できるようなパ

ネル設計を行う。試作・評価の繰り返しによりさらなる性能改善を図る。材料・素子の基本性能

及び耐久性の向上など、科学的な課題についても解決を図る。 

②意匠性を高めた有機太陽電池パネルの開発 

 従来のシリコン太陽電池と比べた際の優位性を確保するため、軽量・薄型、透明化可能などの

特長を最大限活かしたパネルのデザインを行う。特に、ステンドグラスのように、複数の色を呈

しかつ発電するような材料及び透明太陽電池パネルの実用化を進める。 

 

（6）その他特記事項 

透明有機発電パネルを各種展示会に企業と共同で出展（住宅都市総合イノベーション展、プリ

ンタブルエレクトロニクス展など）山形大学実証工房：スマート未来ハウスにも、1m x 45cm の大

きさの発電する窓を設置し、実証実験を行っている。（新聞や電子ニュース等で報道） 

また、透明有機太陽電池パネルの意匠性を向上させるべく新たな材料技術をベースに開発した

多色カラー透明有機発電パネルのプロトタイプを JST フェア、JFlex 展、PV EXPO2021 展等にて

展示した。 

   

（左）第 1回住宅都市イノベーション総合展 伊藤電子工業(株)ブースで太陽電池パネルを展示   

https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/news/16/122605623/ 

（中央）山形大学実証工房：スマート未来ハウス／有機太陽電池の「発電する窓」 

（右）国際太陽光発電展（PV EXPO 2021）2021 年 3 月 3日～5 日、東京ビッグサイトでの 

   有機太陽電池パネル展示 https://www.stellacorp.co.jp/media/2021pv.html 
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4.5 快食健康 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 城戸淳二、山形大学、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 鹿野一郎、山形大学、准教授 

研究開発実施期間： 2017～2021 年度 

参画機関：（一部期間への参画含む） 山形大学、木村屋 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

【テーマの概要】 

雪国における農業は、天候の不順や災害のために収穫が激減する年もあり、１年に 1～２回しか

作れない自然を相手にした作業である。また、積雪による影響で、農業以外の収入源に頼った兼

業農家も多い。以上の背景のもと、農業人口の減少が激しく、特に若者離れが進み、農業を継続

できない深刻な問題が起きている。山形県の農業従事者の平均年齢は 68歳であり、金山町の平均

年収は 238 万円（1628 位/1741 市区町村中）、真室川町は、242 万円（1562 位）、尾花沢市は、257

万円(1318 位)である。 

また、山形県内で売られている土産品は、山形県内で収穫された農作物の約 7 割が県外で加工

されて山形県の土産として売られているため、付加価値を上げた加工食品の売り上げが県外へ流

出している。そのため、山形県では県内加工の推進を行っている（山形県工業技術センター報告

2018）。 

一方で、山形県では、サクランボ、米沢牛、高級せんべいなど山形県を代表する付加価値の高

い食材もあり、栽培法、飼育法、加工法など、手間をかけることで付加価値の高い食品が売られ

ているのも事実である。実際、山形県の 1経営当たり生産農家所得指数、1ヘクタール当たり生産

農業所得指数は、東北地方において青森県に次いで 2番目に高い値を示す（みずほ総合研究所 み

ずほインサイト 2017.9.4 より）。 

以上の雪国としての問題点の解決と高級食材の産地として知られている利点を生かして、本プ

ロジェクトでは有機 EL光源を使ったハウスや植物工場による一年中栽培、さらには農作物の素材

（色、におい、成分）を生かした乾燥・粉末技術による食品加工システムを提案する。最終的に

は、高齢者でも続けられる農業、付加価値の高い新たな農作物の栽培から高付加価値食品技術ま

でを念頭においた製品やサービスを展開し、若者が働きたいと思えるような農業と食品加工技術

を実現できる製品やサービスを提供する。 

本プロジェクトは 2016 年に参入し、以下の二つの社会課題を取り上げた。 

1.農業の活性化、高付加価値化 

2.地域産業の活性化（ベンチャー企業） 

最終年度となる 2021 年度までの社会課題に対する成果は、以下の通りである。 

・ ベンチャー企業設立（雇用人数 4人、売上 500～1000 万円） 

・ 地域食材を利用した加工食品の開発販売（6件、受賞 3件） 

・ 人材開発と地域食材を活用したレシピ開発のためのレシピコンテストの開催（4回開催、国内

から延べ 155 人参加） 

・ 乾燥食品の大量生産技術開発（生産コストダウン 40％） 

・  付加価値の高い農作物の栽培推進（落花生栽培 3.2ha、売上 941 万円、ピーナッツ教室 4回） 



A イノベーション創出に向けた活動実績 

 

4 研究開発テーマの成果 

 31  

 

 

 

【目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係】 

本プロジェクトでは有機 EL 光源を使ったハウスや植物工場による一年中栽培、さらには農作物

の素材（色、におい、成分）を生かした乾燥・粉末技術と食品加工技術開発による機能性食品へ

の展開を提案し、若者が働きたいと思えるような農業と産業の振興・高付加価値を目指している。

また、米に代わる付加価値の高い農作物として落花生の栽培を促進する。以上の農作物や食品の

機能性を学術的に明らかにするため、地域農産物の含有成分がおよぼす肥満や高血圧予防などの

生活習慣病予防効果をメタボローム解析や動物実験で明らかにし、自然由来の含有成分による機

能性食品の開発を行い、食によって人々の健康を豊かにすることができる社会を目指している。 
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【本テーマの学術的な意義（科学技術・学術上の新たな体系的な知見）】 

本テーマでは、上記の目指すべき将来の姿を実現するために、次の二つの課題に取り組み新た

な体系的な知見を得ることができた。 

 

【課題 1】：植物栽培に必要な高輝度・長寿命有機 ELを実現する有機半導体群の開発 

現状、深赤色有機 EL の寿命に関する学術論文の報告は極めて少ない。さらに、高効率と長寿命

を両立した例はない。報告されている深赤色発光材料としては、大きく２つあり、第二世代のリ

ン光、第三世代の熱活性化遅延蛍光材料（TADF）がある。ごく最近の例では、台湾精華大のグル

ープが第二世代の白金錯体を利用して、発光波長 670 nm、最大外部量子効率 24%を報告している

が、寿命に関しては報告していない（Ly et al., Nature Photonics 2017, 11, 63.）。また、九

州大学の安田教授のグループは、第三世代の TADF 材料を利用して、発光波長 670 nm、最大外部

量子効率 15%を報告しているが、100 cd/㎡ 時の効率は 3.8% まで低下、輝度半減寿命（LT50）

は LT50 = 106 h@100 cd/㎡ に留まっている（Furue et al., Adv. Opt. Mater. 2018, 6, 

1701147.）。 

我々は、低効率・短寿命である理由がホスト材料にあると考え、深赤色発光材料に適したホス

ト材料の探索を行ってきた。ホスト材料としては、p/n の２つのホスト材料を混合するエキサイ

プレックスホストを利用した。その結果、寿命のボトルネックの１つが p型ホストのアリールア

ミンであることを明らかとし、薄膜の熱特性（Tg, ガラス転移点）と結合解離エネルギー（BDE）

が大きい材料を用いることで飛躍的に寿命をのばすことに成功した。ごく最近では、新たな n型

ホスト材料の探索も行い、フェナントロリン誘導体材料が、一般的に用いられるトリアジン系材

料よりも高効率・長寿命化に有効であることを明らかにした。電子親和力を深めることで低電圧

化・低消費電力化も同時に可能になる。最終的に、深赤色リン光有機 EL 素子で外部量子効率 16%

超、25 mA/㎠ の定電流密度下（輝度 500 cd/m2 超相当、従来素子の約５倍の輝度）での 80%輝度

保持時間 LT80 = 3800 h の世界最長寿命の実現に成功した。 

以上、本研究では、他の可視光領域の発光に比べ、大幅に遅れていた深赤色有機 ELの高効率・

長寿命化に成功した。エキサイプレックスホストを利用することで高効率・長寿命化の両立が実

現できることを実証した。また、研究の過程で、ホール輸送材料の脆弱性が主な原因であること

を、量子化学計算を活用することにより、突き止めた。実際、薄膜の熱特性（Tg, ガラス転移点）

と結合解離エネルギー（BDE）が大きい材料を用いることで飛躍的に寿命をのばすことに成功した。

これらの成果は、深赤色有機 EL の実用化のみならず、有機材料化学、有機半導体物性物理、固体

有機化学の基礎学問の構築にも寄与すると考えられる。 

 

【課題 2】：機能性野菜・果物の食品加工プロセス技術開発と機能性の確認 

農産物は、収穫時のある一定期間に大量に入荷することになり保存期間も短い。従って、乾燥

には大量に入荷した農産物をある一定期間に大量に乾燥させなければならない技術的な課題があ

る。また、乾燥法には、凍結、常温、高温乾燥など様々な乾燥方法が存在するが、高温で乾燥する

場合は農産物の含有成分であるビタミン C や酵素など熱に弱い成分が破壊される。従って、農産

物含有の色・香り・栄養成分を可能な限り残すには、低い温度で乾燥するほうが望ましい。一方

で、色と栄養成分を保持するには凍結乾燥法が適しているが、真空に耐える堅牢な設備とバッチ

式であることから、乾燥コストが高いという課題がある。以上の背景のもと、本課題では農産物

の色・香り。栄養成分の変化の少ない常温除湿乾燥法を開発した。しかし、常温で乾燥した場合

においても、バッチ式少量生産では、電気代や人件費などが加算され乾燥食品の単価が非常に高

くなることが課題であった。従って、本課題では、連続式大量生産を行うために、従来の最大投

入重量 80kg のバッチ式常温除湿乾燥機よりも処理量が多い最大 320kg の大容量省労力常温除湿

乾燥を試作した。試作機においては、製造コスト削減のための省労力機構を開発し、人件費で 50%

減を実現した。 

また、常温除湿乾燥法において作成された粉末の機能性等に関して、明らかにすべき点も多い。

そこで、各種乾燥粉末が健常モデル動物および病態モデル動物に与える影響について比較検討を

行った。さらに、各種粉末およびそれらを摂取したモデル動物の生体サンプルに対しメタボロー
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ム解析による網羅的解析を行った。以下に、ショウガ及びシソを対象サンプルとした動物実験と

メタボローム解析について述べる。 

【対象サンプル 1】ショウガ 

ショウガの根茎は抗肥満作用や抗酸化作用を有することが報告されている。本実験で各ショウ

ガ乾燥粉末をメタボローム解析に供した結果、乾燥法の違いにより降圧作用を有する物質の含有

量が異なることが示された。高血圧は生活習慣病の 1 つであり、脳卒中などの疾患を引き起こす

危険因子である。厚生労働省の報告によれば、山形県の高血圧罹患率は圧倒的に高く、罹患率の

低下は県の急務の問題とされている。そこで、自然発症性高血圧モデル SHR を用い、乾燥法の違

いが血圧上昇に与える影響について検討した。その結果、対照群（無添加群）と比較して、高温

および常温乾燥粉末群で有意な血圧上昇抑制が認められた。高血圧発症原因のひとつに酸化スト

レスがあるが、本実験において DNA 損傷に関わる血清 8-OHdG 濃度が血圧上昇の抑制がみられた群

で有意に低下していた。さらに、血清のメタボローム解析によって、酸化ストレス改善および血

圧上昇抑制に関与する「キヌレニンの低下」と「ピペコリン酸の増加」も認められた。現在、ショ

ウガ粉末の添加量を半減させた（5%添加→2.5%添加）食餌を用い SHR 実験を行っている。血圧測

定のみならず、血清、肝臓、腎臓、糞などの生体サンプルをメタボローム解析による網羅的解析

を行うことで、ショウガ乾燥粉末摂取が高血圧という酸化ストレス増加条件下に与える影響につ

いて検討していく。さらにはショウガ乾燥粉末に含まれる血圧上昇抑制作用発揮の活性本体につ

いても同定したいと考えている。 

【対象サンプル 2】シソ 

シソは古来より薬味として用いられ、食用のみならず漢方薬としても利用され、近年では海外

でも「Japanese herb」として人気の高まっている食材である。高脂肪食摂食条件下における脂肪

肝改善作用や血清中性脂肪低下作用が報告され、脂質異常症の発症予防効果も期待される食品で

はあるが、元来、シソは日本固有の食材であるため、研究報告自体はあまり多くはない。そこで、

各種乾燥法で作成したシソ粉末を健常あるいは病態モデル動物に摂取させ、病態発症に及ぼす影

響について検討した。健常マウスに摂取させた結果、血中脂質の低下傾向が認められ、高脂肪食

摂取条件下（肥満誘発条件下）では各シソ乾燥粉末群で血中レプチン濃度の減少傾向が認められ

た。レプチンは脂肪細胞から分泌されるアディポサイトカインであるが、肥満が進行し肥大脂肪

細胞が増加すると過剰分泌となり、その結果「レプチン抵抗性」となる。レプチンは食欲抑制に

も関与しているため、レプチン抵抗性となると過食が引き起こされ、さらに肥満が進行するとい

う悪循環に陥る。本実験結果から高脂肪食摂取条件下ではシソ乾燥粉末は肥大脂肪細胞の数を減

少させる可能性、さらにはレプチン抵抗性改善に寄与する可能性も示唆された。シソの脂肪細胞

に及ぼす影響を明確にするため、続いて肥満モデルラットによる実験を行った。その結果、対照、

凍結、高温群では血中レプチン濃度と脂肪組織重量に正の相関が認められたが、常温群では負の

相関が認められた。通常、脂肪細胞の肥大化や脂肪細胞数の増加に伴ってレプチン濃度は増加す

るため、血中レプチン濃度と脂肪組織重量は正相関となる。負の相関となった常温乾燥粉末は「摂

取分泌が抑制された」あるいは「利用が促進された（分解が進んだ）」可能性が考えられる。乾燥

法の違いによって成分組成が変化し、含有量のバランスによってこのような現象が発揮されたと

考えられ、この点について検証していく予定である。また、さらに重篤な病態に対する影響につ

いて検討するため、肥満・糖尿病モデル KK-Ay マウスの摂食試験を現在行っており、シソ粉末摂

食試験で得られた生理学的データと粉末及び各種生体サンプルのメタボロームデータを相互的に

解析することで、シソ粉末自体の機能性だけでなく、シソ粉末が生体に与える機能性のメカニズ

ムの解明も期待できる。 

一方で、各種シソ乾燥粉末（凍結、高温、常温）のメタボローム解析の結果、乾燥法の違いによ

って含量の異なる化合物が確認された｡特筆すべき点として、今回の解析により「緑茶特有アミノ

酸」とも呼ばれ、チャノキとその近縁種や一部のキノコのみに含まれるとされていた L-テアニン

が全てのシソ乾燥粉末から検出された。さらに、血清のメタボローム解析においても L-テアニン

は検出された。L-テアニンは茶の旨み成分のひとつであり、リラックス効果なども報告されてい

る。過去の研究で動物実験において記憶障害防止に効果があるとの報告もあることから、今後、

シソ粉末の機能性についてはさらに検討を進める必要があると考えている。  
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（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

【想定する製品・サービスの具体的内容と実現時期】 

本プロジェクトはロードマップに従って開発工程が管理されている。開発項目には乾燥技術開

発、植物栽培用 EL光源の開発である。次に、各課題におけるロードマップの詳細を述べる。 

植物栽培用有機 EL 光源：有機 EL を栽培用パネルとして開発する場合、パネル製作には数千万円

の費用が必要なので、有機 ELデバイスの高輝度/長寿命化を実現できる要素開発に焦点を置く。 

乾燥技術開発：食材の色・香り・栄養素などを残す常温除湿乾燥法を中心として、農作物の栽培

から加工食品までの全プロセスを開発する。本開発課題は、乾燥農作物を利用した加工食品の高

付加価値化を念頭に置いているが、適正な価格帯で製造できることにも重点を置いている。この

開発を実現するために、㈱ベジアを設立し、パイロットプラントによるジェラート及びドライフ

ルーツの製造と製品化を実現した。同時に、乾燥コスト削減のための大型乾燥機を試作し、最大

生重量 80kg の従来型乾燥機に対して、同人数の作業で 320kg の乾燥が可能な乾燥機の開発を行っ

た。 

加工食品技術開発：本項目では、既にベンチャー企業を設立し、ジェラート 5 種とドライフルー

ツ 2 種を販売、参画企業からチョコレート 1 種を既に販売している。次に、コストダウンによる

製品の低価格化を目指して、乾燥機の量産化設計技術開発を 2021 年度までに行い、2022 年度よ

り量産開始を予定している。 

落花生栽培の推進：本項目では、休耕田の活用やスイカ・ベニバナの連作障害対策として落花生

の栽培を推進する。生産者の募集、機械化の推進、技術指導、新商品開発など行い、付加価値の

高い農産物の生産を推進する。2022 年度までには、作付面積 4ha、収穫量１2ｔ、農福連携、法人・

個人の参加、自治体の参加を狙っている。 
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【提供の担い手となる企業・自治体等の実施主体】 

提供の担い手となる企業は、山形大学発ベンチャー企業株式会社ベジアと有限会社木村屋の 

2 社である。 

ベジア：常温除湿乾燥（最大生重量 80kg 2 台）を導入し、加工食品の製造販売を行う。 

木村屋：常温除湿乾燥（最大重量 30kg 2 台）を導入し、菓子の製造販売を行う。 

付加価値農作物の推進は、自治体は金山町、真室川町、尾花沢市などの支援を得る。 
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【ベンチマーク（特徴・優位性）】 

 

 

 
 

 

【社会的・経済的インパクト（売上の規模や効用の金銭的インパクトを含む）とその根拠】 

本プロジェクトでは、食材の色・香り・栄養素などを残す常温除湿乾燥法を利用し、食材の生

の有用成分を残す加工食品を最終商品として考えている。また、凍結、常温、高温で乾燥させた

食材の成分分析を行うと同時に動物実験を行い、高血圧予防や肥満予防効果などの機能性を明ら

かにする。本プロジェクトで最終製品として考えている機能性食品の市場は、健康食・サプリメ

ント市場及び菓子流通市場を候補に挙げることができる。これらの市場の内、乾燥技術が適用で

きるのは、健康食品・サプリメント市場において、健康維持増進、目の健康、疲労回復、栄養バラ

ンス、整腸・便秘、抗酸化・老化防止、栄養素の補給であり、この市場規模の 36.2%である 5,714

億円が対象となる。また、菓子流通市場規模においては、チョコレート、ビスケット類、米菓、ス

ナック菓子、キャンディー・キャラメルに本技術が適応でき、市場規模の 73.6%である 1兆 4,165

億円が対象となる。 
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（3）研究開発期間終了時の達成目標 

ロードマップに示すように、研究開発期間終了時の達成目標を以下のように設定した 

【課題１】植物栽培に必要な高輝度・長寿命有機 EL を実現する有機半導体群の開発 

・高輝度・長寿命有機 EL有機半導体群の開発（ベンチマーク参照） 

【課題２】機能性野菜・果物の食品加工プロセス技術開発と機能性の確認 

・ベンチャー企業の設立 

・地域農産物を利用した加工食品の開発 

・連続式大量乾燥技術開発要素設計（ベンチマーク参照） 

・各種乾燥（凍結、常温、高温乾燥）粉末の機能性調査 

・落花生栽培の推進 

 

【課題１】植物栽培に必要な高輝度・長寿命有機 EL を実現する有機半導体群の開発 

・ロードマップでは、従来素子に比べ２倍の効率向上を目指していた。本研究では、最終的にエ

キサイプレックスホストの利用と p/n 材料の探索により、６倍以上の長寿命化と主な長寿命化因

子の特定に成功した。 

・PPDF 効率の向上目標は 1.7 倍であった。本研究では研究開始時の外部量子効率 10% よりも 

1.6 倍超向上している。更にタンデム化により、２倍の効率向上が可能である。従って、目標値

は原理的にクリアしたと言える。 

・コストに関しては、現時点で定量化することは難しいが、最終的な高効率・長寿命なデバイス

に特許フリーの NPD や nBPhen などを用いることができる。加えて、大量生産が可能となれば、

さらなるコストダウンができる。 

 

【課題２】機能性野菜・果物の食品加工プロセス技術開発と機能性の確認 

本課題では、大学発ベンチャー企業を設立し、地域農産物を利用した加工食品を開発して商品

化する。また、協力企業有限会社木村屋と協力して菓子を開発して商品化する。その他、高付加
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価値農産物として、落花生栽培の推進を行う。 

乾燥技術に関しては、完全自動化による無人システムまでを考えた連続式の量産システムの開

発を目標としているが、初期費用として数億円の規模であるため、要素技術の構築のためにバッ

チ式量産化システムの開発を行う。従来の乾燥機の最大乾燥量が 80kg であったのに対して 320kg

で省労力乾燥できるシステムを開発する。 

 

（4）主な成果と達成状況 

【課題１】植物栽培に必要な高輝度・長寿命有機 EL を実現する有機半導体群の開発 

・本研究では、高効率・長寿命な深赤色有機 ELを実現する p/n ホストを見出した。これらの材

料は大学発ベンチャーのフラスクより販売されており、社会実装されている。新たに見出した材

料も権利化を行い、随時、フラスクを通じて販売を行う。 

・深赤色リン光有機 EL 素子で外部量子効率 16%超、25 mA/cm2 の定電流密度下（輝度 500 cd/

㎡ 超相当）での 80%輝度保持時間 LT80 = 3800 h の世界最長寿命の実現に成功した。本性能は

従来型素子の寿命の 10倍以上である。 

 

【課題２】機能性野菜・果物の食品加工プロセス技術開発と機能性の確認 

本課題では、大学発ベンチャー企業株式会社ベジアを設立し、地域農産物を利用したジェラー

ト 4 種及び乾燥フルーツ 2 種を商品化した。また、協力企業有限会社木村屋より「だだちゃ豆右

衛門」を商品化した。従って、目標はクリアした。 

また、連続式大量生産技術開発要素設計としてバッチ式量産化システムの開発を行った。従来

の最大乾燥量が 80kg であったのに対して 320kg の生の食材を省労力で乾燥できるシステムであ

り、1kg あたりの人件費を 50%ダウンできた。連続式の量産システムはロボット技術やセンサ技術

を活用した完全自動化による無人システムまでを考えており、引き続き要素開発を行い、さらな

るコストダウンを目指す。 

落花生栽培においては、2021 年度に作付面積 3.2 ha、参加法人・個人が 33件であり、今後は

さらに増加の見込みである。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

【課題１】植物栽培に必要な高輝度・長寿命有機 EL を実現する有機半導体群の開発 

・コストに関しては、いまだ課題が残るが、大量生産をすることにより実現可能と考える。 

・深赤色有機 EL を用いた植物育成の実証の課題がある。深赤色有機 EL の大型パネル化、対象と

する植物の選定などが具体的な課題としてあげられる。 

【課題２】機能性野菜・果物の食品加工プロセス技術開発と機能性の確認 

・製造コスト減による製品単価の低下が課題である。ロボットやセンサ技術を活用した乾燥工程

の完全自動化を実現する必要がある。 

・休耕田や耕作放棄（約 8000 ha）に米に代わる高付加価値農作物の作付面積を増やすと同時に、

ピーナッツの付加価値をさらに上げるために加工食品の販売までを念頭に置く。 

 

（6）その他特記事項 

なし 
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4.6 有機生体センサ 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 時任静士、山形大学、教授 

大場好弘、山形大学、特任教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 長峯邦明、山形大学、准教授 

脇田 慎一、産業技術総合研究所 産総研・阪大 先端

フォトニクス・バイオセンシングオープンイノベー

ションラボラトリ、副ラボ長 

研究開発実施期間： 2013～2021 年度 

参画機関：（一部期間への参画含む） 山形大学、産業技術総合研究所、富士紡ホールディン

グス、ソニー 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

【テーマの概要】 

暮らしの QOL を向上した健康生活を実現するために、健康長寿自立ヘルスケア部門メンバーと

有機的に連携し、（A）高血圧の原因となる塩分過剰摂取の評価を目指した汗成分センサの開発、

（B）適度な運動を数値化し健康的運動をサポートするウェアラブルセンサの開発、及び（C）う

つ病の引き金となるストレス状態を計測評価するために、唾液に含まれる新規ストレスマーカー

を高感度検出できる有機生体ストレスセンサの研究開発、を行う。 

 

【目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係】 

拠点ビジョンの健康長寿に関連して以下 3 点の研究を進める。 

（A）山形県における健康課題の 1つである高血圧を改善するため、日々の食事による塩分摂取量

の影響を可視化させるセンサを開発する。日々の食事に含まれる塩分が体内にどの程度蓄積して

いるかを汗中（皮下）塩分濃度から定量することで、食事に含まれる塩分量を逐次把握しなくて

も塩分摂取状況を把握可能にし、食生活習慣の変容を促す。 

（B）健康効果の高い「適度な運動」をその場で数値化する各種ウェアラブルセンサを開発し、健

康的な運動習慣を促進する。 

（C）脳科学的に体系化されたストレス科学の分野で新規バイオマーカーを確立し、誰でも簡便計

測できるストレスセンサを研究開発する。すなわち、ヒトに優しい有機 FET センサの基盤研究、

さらに、社会実装を目指したプロト開発を繰り返し行い、健常者対象にした被験者実証研究を行

い、社会実装するために臨床実験を含む、企業共同研究に繋げる。ストレス科学の指標物質を用

いて、心の健康長寿の自律のみならず、感性工学的な QOL の計測評価が可能な「ものさし」づく

りを行う。誰でも簡便に唾液一滴で計測できるストレスセンサにより、①暮らしの QOL 向上、②

高齢者・介護者、こどもの健康の拠点テーマに貢献する。 

 

【本テーマの学術的な意義（科学技術・学術上の新たな体系的な知見）】 

(A, B) 従来の医療検査法と新規有機生体センサによる計測法を比較し関連性を学術的に明ら

かにしながら、生体内情報を非侵襲かつ簡便に計測可能なセンシングデバイスを確立する。特に、

センサ/皮膚界面構造を学術的に理解しながら、生体内情報をいつでも計測可能にする世界初の界

面技術が確立された点も意義がある。 

(C）本テーマの学術的な知見は、新しい唾液バイオマーカー（唾液中に含まれる NO代謝物）の

開発である。その知見を、日本ストレス学会誌「ストレス科学」（2016）に発表した。科学技術的

な知見は、延長ゲート方式を採用した、飛躍的に再現性の高い有機 FET 型バイオセンサの研究開

発である。山大との共著論文 5報の中で、最初の Applied Physics Letters 誌（2014）は 85件の

論文引用数と、この分野で顕著に多く、世界的な波及効果があった。さらに、センサの高信頼性

に寄与するセンサのドリフト機構を Sensors 誌（2019）に発表し、ドリフト抑制膜の開発に繋げ

た。 
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（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

【想定する製品・サービスの具体的内容と実現時期】 

（A）安静時汗中塩分を指標とする体内塩分蓄積量センサ 

ハイドロゲルで被覆したNa+/K+イオンセンサに触れるだけで汗中 Na+/K+イオン濃度を定量できる

センサを想定している。日々の食事内容とセンサによる計測結果のデータを蓄積し、日々の食事

の体内 Na+/K+イオン濃度への影響を可視化することで、食習慣への意識向上と食習慣変容の促進

を助けるサービスを想定している。 

（B）適度な運動を可視化するウェアラブル無酸素性代謝閾値（AT）/呼吸性代償開始点（RCT）セ

ンサ 

生体電気信号計測のための手袋・ハンドル装着型電極、脈波計測のための絆創膏型圧力センサ、

汗成分計測のためのハイドロゲル被覆 NH4+イオンセンサ、を集積化したマルチウェアラブルセン

サを想定している。リハビリ分野で適度な運動の指標とされる AT、過剰不可の指標である呼吸性

代償開始点 RCT をこれらのセンサで計測し、ユーザーに適した運動強度を通知することで、無理

のない健康的な運動を促すサービスを想定している。 

（C）唾液ストレスチェッカー 

コロナ禍で遅延しているが、臨床結果を踏まえ

て、人間工学、スポーツ健康科学、臨床研究向けに、

サンプル出荷は 2025 年、製品上市は 2030 年を想

定。また、巨大な市場規模が推定されている民生市

場での製品・サービスは、メンタルストレススクリ

ーニング機能を有する口腔ヘルスケアサービスであ

る。右図に、AI ロボットによる口腔ヘルスケアサー

ビスのイメージを示す。 

 

 

【提供の担い手となる企業・自治体等の実施主体】 

（A）将来的には食品メーカーとの連携を想定している。自社製品の促販にもつながる。 

（B）将来的にはスポーツメーカーとの連携を措定している。 

（C）現在の実用型プロトタイプを用いて、現在、臨床実証を含む資金提供型共同研究を、AI や

IoT ビジネス、さらに快適健康機器開発に力を入れている総合機械メーカーと実施中である。 

 

【ベンチマーク（特徴・優位性）】 

（A）食事に含まれる塩分を計測するセンサは多くみられるが、食事前後の体液中ナトリウム濃度

を推定できる簡易センサは表の減塩モニタとナトカリ計のみである。これらは、従来の 24時間蓄

尿中のナトリウムイオンからの推定という煩わしさ、家庭での実施困難さを解決し、随意尿から

の推定を可能にした。しかし、尿意に依存し、かつトイレでの使用に制限される本センサは簡便

性に改良の余地が残されている。同じくナトリウムイオンの排出先である汗も塩分摂取量の指標

になると言われている（M.Nishimuta et al., J.Nutr.Sci.Vitaminol.,2018,64,83.）が、汗の定

期的サンプリング法が無い。本研究ではハイドロゲルを用いた独自の汗採取法とバイオセンサを

統合することで、いつでもどこでも汗中成分を採取・検出可能とした。これを応用し、汗中ナト

リウムイオンの定量を可能にするデバイスを研究開発する。 
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表 塩分センサのベンチマーク 

製品名 塩分摂取量簡易測定器 ナトカリ計  
本研究 

汗成分センサ 

メーカー A 社 B 社 - 

サンプル 尿 尿 汗 

体内ナトリウム 

濃度の推定 
○ ○ ○ 

頻度 
× 

尿意依存 

× 

尿意依存 
○ 

使用場所の 

自由度 

× 

トイレ限定 

× 

トイレ限定 
○ 

 

（B）AT/RCT 判定を行うウェアラブルセンサの製品例は無い。ベンチャー企業の C 社は汗乳酸ウ

ェアラブルデバイスを開発中である。汗中乳酸濃度の変化と ATの関連性を示しているが、汗が出

にくいユーザーには使えない。本研究で開発するデバイスは、汗成分だけでなく生体電気信号や

脈波などのマルチセンシング結果を考慮した AT/RCT 判定であり、幅広いユーザーに応用可能であ

る。 

表 AT/RCT 判定ウェアラブルデバイスのベンチマーク 

製品名 汗乳酸測定ウェアラブルデバイス 

本研究 

脈波・生体電気信号・汗成分 

マルチセンサ 

メーカー C 社 - 

計測対象 汗 皮膚・汗 

AT/Rc 判定 
× 

発汗が必須。汗が出にくい人に使用困難。 

○ 

マルチセンシングで AT 判定。 

 

（C）健常者には、血液採取自体が大きなストレス負荷となることから、産総研では、血液由来の

唾液ストレスマーカー計測に注力し、世界的に大きな優位性がある。従来技術には、心拍ゆらぎ

指標（LF/HF）が知られるが、原理的に呼吸

ゆらぎの影響が大きく、LF/HF は臨床研究

には採用されていない。近年、フィットネ

ストラッカー等により簡易脈波計が開発さ

れ、心拍では無く脈波ゆらぎ解析による自

律神経系評価を謳った製品が散見される

が、原理的に呼吸ゆらぎの影響がある。 

国内外の競合・類似技術とストレスマー

カーELISA アッセイのベンチマーク（特徴・

優位性）を右表に示す。本唾液ストレス計

測器は、簡便迅速信頼性で高い優位性を有

する。 

 

【社会的・経済的インパクト（売上の規模や効用の金銭的インパクトを含む）とその根拠】 

(A, B)コロナ禍において、これまで医療機関で行われてきた抗原・抗体検査などが自宅使用可能

になるなど、個人使用の健康管理デバイスに対する敷居が下がりつつあり、個人主体の予防医療

への移行が起こりつつある。身体的負担なく、誰でも、いつでも、どこでも使え、かつ簡便に生

化学的情報を取得可能な本研究のデバイスは、安全・安心が強く求められるポストコロナ時代に

必須のデバイスになると期待できる。 
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(C)2020 年は自殺者が増加傾向に転じ、ウィズ・ポストコロナ時代では、メンタルヘルス管理は飛

躍的に重要性を増し、理化学的な唾液ストレス計測器の国内市場は 27.9 億円、EAP 等法人サービ

ス市場規模は 1,716.9 億円と算出されている（(株)シードプランニング報告書 2013）。 

大規模市場が期待される口腔ヘルスケア市場は、急成長するモバイルヘルスケ世界市場は 457

億ドル（2020 年）から 1,622 億ドル（2028 年）の約 1 割の 160 億ドル（2028 年）と見込まれる。 

 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

 

 

COI 終了時点の目標 

（A）被験者試験での現場測定に耐えうる仕様の汗中イオンセンサのプロトタイプ作製。 

（B）現在のゴールドスタンダードの呼気計測法に代わる AT/RCT 指標を 1つ以上発見。 

 

（C）唾液ストレス計測評価チェッカー実用化の技術ロードマップを下図に示す。①全分析時間 10

秒、②寿命 2 か月、③一点校正が達成目標の根拠は以下の通り。 

 

 

①全分析時間 10 秒：誰でも簡便その場迅速に測る目標として、唾液ストレスチェッカーのス

イッチをオンにして、センサ部をキムワイプで拭き取り、唾液を一滴垂らし測定値が液晶表示

される時間を唾液ストレス成分センサの応答速度を数秒に改善することにより達成。 

②寿命 2 か月：電池交換不要で、どの程度キャップ内溶液に浸漬して使用できるチェッカー寿

命。特注の高精度 mV 計の回路設計を見直し、長寿命設計化した省電力型に改良により達成。 

③一点校正（0.1 mV 時間以下）：実用化する際のニーズとして、使用現場の大幅な利便性向上

に寄与する一点校正機能の仕様を実現するために、pH ガラス電極並みの 0.1 mV/時間以下に設

定。 
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確度／信頼度向上
回路低電力化

ウエアラブルセンサプロト

製品化・
社会実装
TRL 7-9

プロトタイプ
開発・実証
TRL 5-6

からだの健康

有機集積回路 高機能化／高速化

小型バイタル／バイオ融合マルチセンサ有機FET型バイオセンサ

フレキシブル基板
印刷一体化 バイタルセンサ高機能化 （脈波解析）
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（4）主な成果と達成状況 

（A） 

・ハイドロゲルを用いた安静時汗採取法とそのデバイス化を世界で初めて実現した。 

・触るだけで汗中 Na+イオンを定量可能なポータブルセンサのプロトタイプを作製した（下図参

照）。このプロトタイプは、市販 Na+イオンセンサに上記の独自汗採取機構を搭載することで作成

しているためセンサ自体の性能は保証されており、「被験者試験での現場測定に耐えうる仕様のプ

ロトタイプ作製」という目標は達成された。 

（B） 

・脈波、生体電気インピーダンス、汗中アンモニウムイオンを測定する 3 種類の自作センサを装

着し心肺運動負荷試験 CPX 実施、AT/RCT ポイントにおいてこれらのパラメータの変曲点が得られ

ることを発見した（下図参照）。これより「従来呼気計測に代わる AT/RCT 指標を 1 つ以上発見す

る」という目標は達成された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 汗中 Na+イオンセンサのプロトタイプ。    図 ウェアラブル AT/Rc 計測センサ 

 

(C)一点校正を可能にする高安定性実用型プロトタイプの開発 

本研究開発のポイントは、唾液 NO 代謝物（硝酸イオン）センサ

膜の開発である。おもな構成成分は、イオンチャンネルを形成す

る①硝酸イオノフォアの材料探索、センサ膜で最も占める割合が

高い②液膜溶媒の選択、最後に、ドリフトメカニズムを引き起こ

す②高分子ポリマーの材料探索である。 

フェーズ 1では、①硝酸イオノフォアには、右図の新規フェナ

ントロリン誘導体 4種類を含む、新規銅フェナントロリン誘導体

[Cu(xyp)2]NO3 を合成/精製し、イオン電極法によりセンサ特性を

評価した結果を右図に示す。その中から、唾液硝酸イオノフォア

には銅クプロイン硝酸塩が適当であると判断した。 

フェーズ 2 では、一般的なポリ塩化ビニル（PVC）ではな

く、唾液中のムチン等の糖タンパク質の吸着を抑制する報告のある PVC カルボン酸誘導体（PVC-

COOH）と人工心臓材料でもある抗血栓性ポリウレタン（KP-13）を用いて、センサ膜寿命の特性評

価を行った。この時の長寿命化のポイントは、②液膜溶媒に、一般的な 2-ニトロフェニルオクチ

ルエーテル（NPOE）ではなく、より低いガラス転移温度を持つ 2-ニトロフェニルドデシルエーテ

ル（NPDDE）を用いることにより、イオン電極法を用いたセンサ膜の評価実験を行った結果、1 年

以上の高寿命を達成することができた。また、市販のポケット pH 計（2SK241）を用いて、イオン

センサ膜用の抗血栓性ポリウレタンである PellethaneⓇ、 Tecoflex®、さらに、ポリウレタン標

準物質を選び、KP-13 のガラス転移点に近い計 10種類以上のポリマー材料の初期ドリフト特性の

探索研究を行った。その結果、P72xy 系の数種類が比較的優れた初期ドリフト特性が得られた。そ

の結果の一部を図 x-2 に示す。 

図 2-1 硝酸イオン有機センサ特性
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図 2-2 硝酸イオン有機センサ膜の寿命（左）；硝酸イオン有機センサ膜の初期ドリフト（右） 

 

フェーズ 3では、特注のポケット mV 計のみを用いたプロトタイプチェッカーを意識した実験

のみを行うことし、さらに、抗ドリフト特性で有

望であったポリウレタン膜のドリフト抑制機構の

解明、さらに、ドリフト発生機構の解明と同時に

研究を行い、新規ドリフト抑制 P72 系ポリウレタ

ン標準物質の探索研究を進めた。 

結果の一例を図 2-3 に示す。現場測定で行うチェ

ッカーのキャップ内に標準溶液で満たして保管し

た状態でドリフト評価を行ったところ、けた違いの

±0.01 mV/時間程度の飛躍的な超安定性を得るこ

とができた。 

理想的な条件ではあるが、目標スペックを一桁上

回る超安定性の硝酸イオンチェッカーを実現するこ

とができた。すなわち、キャップ内の標準溶液を満た

して保管することにより、1点校正で現場測定ができる技術的な課題をクリアすることができた。 

 

 

（5）今後の課題と対応方針 

（A）課題は、現在のゴールドスタンダードである尿中 Na+/K+比と汗中 Na+/K+比の関連性が不明瞭

な点である。今後はプロトタイプセンサを用いた汗中 Na+/K+イオン計測の被験者試験を進める。

想定では、心疾患による山形大学附属病院の入院患者を対象に、尿中と汗中 Na+/K+イオン濃度を

健常者と比較しながら尿検査結果との関連性を調べる。 

（B）被験者数の少なさが課題である。現状は年齢、性別、運動歴などの多様性が狭い。センシン

グ結果の個人差について考察するため被験者試験の拡大が今後の方針である。 

（C）本研究開発により、非常に安定な実用型の唾液硝酸イオンプロトタイプチェッカーを開発す

ることができた。今後は、現在実施中の人間工学的な被験者実証実験に加えて、現在展開中の資

金提供型共同研究において、完全な第 3 者による臨床研究現場による実証研究を実施して行く計

画である。想定外のコロナ禍で唾液試料を使用する実証研究は遅延しているところだが、着実に

進める所存である。 

 

（6）その他特記事項 

なし 

 

  

図 2-3 硝酸チェッカーのドリフト特性
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4.7 有機センシングシステム 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 時任静士 山形大学 卓越教授 

大場好弘、山形大学、特任教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 芝健夫 山形大学 プロジェクト教員（教授） 

熊木大介、山形大学、准教授 

研究開発実施期間： 2013 年度～2021 年度 

参画機関： 

（一部期間への参画含む） 

山形大学、サトーホールディングス、富士ﾌｲﾙﾑ、DIC、

富士紡ホールディングス、エヌ・デーソフトウエア 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

【テーマの概要】 

健康長寿自立ヘルスケア部門では、将来の姿である「ストレスマネジメントによる、安らぎの

日々と QOL が飛躍的に向上した社会」および「死に際まで健康でいられる、健康寿命が革新的に

延伸した社会」の実現を目指して、生体センサを用いた健康リスク管理の深化を図り、疾病の予

知・予防や少子高齢化社会における高齢者の健康管理の高度化を推進する。その中で本テーマで

は、体温や心拍などのバイタル（物理）センサによる生体モニタリングと、無線通信システムに

よるモニタリングデータのネットワークへの伝送およびデータ解析を可能にする、センシングと

通信機能を搭載した集積デバイスの開発を目的として、印刷型ウェアラブル生体センシングシス

テムデバイスを研究開発する。 

 

【目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係】 

健康寿命の延伸、および今後の労働人口減少に対応した高齢者の健康リスク管理に加えて、膨

張を続ける医療費の抑制にも貢献する。本テーマの研究開発により、未来の心豊かで心身の健康・

快適な生活・社会を実現する、人と環境に優しい印刷型の有機センサを用いた集積デバイス・回

路技術を研究開発することで、健康度を可視化できる生体センシングシステムの構築に資する。 

特に山形県では人口が減りつつ高齢者の比率が増加する問題を抱えている。このことが介護施設

での人手不足をもたらし、職員への負担を増加する弊害も生ずる。また山形県は全国的に見て 3

世代同居が多い県であり、これは在宅介護の比率が高いことを意味している。このような社会問

題の中で、介護施設や在宅介護などの高齢者介護の現場で、ウェアラブル生体センサを活用した

見守りシステムを構築することにより、介護施設での施設職員や在宅介護での家族の負担を減ら

し、安心・安全情報サービスを提供することで、労働力不足や在宅介護のための離職などの社会

問題の解決に貢献する。 

 

【本テーマの学術的な意義（科学技術・学術上の新たな体系的な知見）】 

当研究室は印刷デバイスの研究に関して、大学と企業連携による世界的拠点であり、ピエゾ効

果を有する強誘電性ポリマである PVDF（ P(VDF-TrFE)）の材料メーカーとのグローバル連携によ

り、当研究室独自の印刷製法による PVDF 薄膜の圧力センサを実現した。この圧力センサを用いて

動脈上で計測した脈波の、時間分解能と高調波成分、および印刷薄膜の圧縮応力、圧電テンソル

の体系的な物性解明を行い、ヘルスケアセンサの実用化を図ると共に、曲げ応力やずり応力の解

明による、ロボット応用などへの新たな展開を進めた。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

【想定する製品・サービスの具体的内容と実現時期】 

薄型軽量でソフトな有機圧力センサ（印刷 PVDF センサ）を用いたリストバンド型脈拍センサの

設計および製造事業と、それを活用して独自構築のクラウドシステムにより、脈拍や体温などの

バイタルデータをモニタリングすることによる、在宅介護や介護施設などの介護現場での高齢者

見守りサービス事業を行う。2021 年に試験用センサの生産と、介護施設等での実証試験を進め、

2022 年度に上市予定である。 
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【提供の担い手となる企業・自治体等の実施主体】 

 富士紡ホールディングス株式会社 

 エヌ・デーソフトウエア株式会社 

 

【ベンチマーク（特徴・優位性）】 

表１に、競合製品との比較を示す。従来の光電変換タイプのセンサは、LED を発光させる必要が

あるため、消費電力が大きく電池の持続時間を長くすることが難しい。一方でリストバンド型セ

ンサは、方式が圧力によって電荷を発生するピエゾ効果に基づいているため、センサ自体の消費

電力が原理的に 0 であり、センシングのための消費電力は増幅や演算などの CMOS 回路の消費電力

のみである。介護現場では、頻繁に電池交換をする手間を省きたいという要望があり、この低電

力性を活かすことで、ウェアラブルセンサで用いる薄型電池でも、2 週間程度の電池の持続を可

能にする強みがある。 

事業内容の比較では、リストウオッチ型センサは、一般ユーザを対象としており、スマートフ

ォンで脈拍などのデータを自分でモニタするのが通常の使い方である。それに対して本事業では、

システム上でデータの一括管理ができる。このような両企業の連携により、本業を活かした装着

する衣類の最適化や、ネットワークに接続するリストバンド型センサのシステムまで踏み込んだ

設計が可能である。このセンサに対して、サービス事業の観点からの要望を組み込んだシステム

設計を行うため、介護者の利便性などを考えたカスタマイズができる強みがある。 

 

表 1．競合製品との比較 

 

 

【社会的・経済的インパクト（売上の規模や効用の金銭的インパクトを含む）とその根拠】 

介護見守りサービス事業では、IT機

器を活用した科学的介護への取り組

みを加速し、昼間のリストバンド型セ

ンサと、夜間のベッドセンサを組合

せ、通信機器を用いて高齢者の常時見

守りを行うことにより、介護者の業務

負担を軽減しつつ、高齢者の安全、QOL

を向上する。この介護事業を推進する

ことで、介護士不足による空きベッド

（施設の約 5%）の解消と特養待機者の

低減、介護離職（年間約 10 万人）の低

減などの社会課題の解決と、新規事業

による企業の成長との両立を図る。 
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（3）研究開発期間終了時の達成目標 

健康長寿自立ヘルスケア部門／有機センシングシステムにおける社会実装の最終的な目標は、

センサ、無線通信、メモリ機能などを集積したスマート有機システムを用いて、ヘルスケアセン

サのセンシングデータを無線通信によりネットワークサーバーに伝送し、クラウドコンピューテ

ィングネットワークでのデータ解析によるサービスを提供することである。より具体的には、介

護施設や在宅介護などの介護現場での、高齢者見守りサービス事業を社会実装の目標とする。こ

れに向けた技術開発ロードマップを図 2に示す。 

 

 

 

図 2．有機センシングシステムの技術開発ロードマップ 

 

各フェーズでの研究開発の成果を受けて、最終年度（2021 年度）は以下の項目を目標（成果の

見込み）とする。 

目標（１）： システム・サービス事業への展開 

高齢者へのセンサ装着を想定し、介護をする側とされる側の双方に、より利便性が高いリスト

バンド型センサを実現するため、2020 年度に開発した改良型リストバンドセンサ（プロトタイプ

3）を用いて、介護施設や在宅介護などの介護現場で実証試験データを取得し、実使用条件での技

術的課題や要望を抽出する。これらの実証試験から得られたデータを基に、見守りサービスの内

容を検討し、リストバンド型センサの製造事業と介護見守りシステム・サービスの事業化を図る。 

 

目標（２）： 回路基板の FHE 化技術の開発 

システム・サービスの事業展開の中で想定されるリストバンド型センサの低コスト化の要求に

向け、プロトタイプ 3 で用いていた回路基板を印刷により製造する、FHE 回路基板技術を開発す

る。この技術により、センサだけでなく回路配線も含めて、同一フレキシブル基板上で一体印刷

することが可能になる。この技術を 2022 年度以降のセンサ基板の製造に応用する。 

 

目標（３）： ウィズコロナ社会に向けた新規技術の開発（新規提案） 

2021 年度以降の社会では、新型コロナウイルスと共存するウィズコロナ社会が想定される。こ

の社会に対応するために、SpO2（経皮的動脈血酸素飽和度）計測機能による呼吸器系疾患の予兆

検知ができるウェアラブルセンサの基本技術を開発する。この機能をリストバンド型センサに装

着し、2022 年度以降の社会実装への応用を目指す。 
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（4）主な成果と達成状況 

フェーズ 1～2の成果： 

 印刷製法により作製する有機センサと有機 FET、およびその集積回路の印刷プロセスとデバイ

ス技術を開発することを目的として、印刷有機 FET で構成される相補型のアナログ／デジタル

集積回路の設計と試作を行い、印刷型有機集積回路の動作に成功した。 

 印刷型ウェアラブル生体センサの開発を目的として、脈波や体温などのバイタル信号を計測す

る印刷型有機バイタル（物理）センサと、増幅や無線通信機能を有する SiLSI を組み合せた、

FHE （ Flexible Hybrid 

Electronics）型生体センサ

を設計した。薄膜 PEN フィル

ム上で量産を想定したスク

リーン印刷技術により、有機

材料（PEDOT-PSS）を用いた温

度センサ、Ag ナノインクを用

いたアンテナ、配線からなる

印刷センシング集積デバイ

スを作製し、同一基板上で

NFC 方式(近接型パッシブ

RFID、周波数 13.5MHz)と、BLE

方式 (低電力ブルートゥー

ス、周波数 2.4GHz)の無線通

信、プロセッサ、メモリ、AD

変換器などの機能を持った

Si-LSI を実装した生体セン

サを試作した。 

さらに、インク化した圧電性

高分子材料 PVDF を用いて

スクリーン印刷で有機圧力

センサを作製し、BLE 通信

用 LSI と共に実装すること

により、同一フィルム基板

上でこれらを合体した脈波

計測生体センサを試作し

た。これらの生体センサを

腕や手首に装着すること

で、体表面温度や脈波を計

測し、無線通信によりでデ

ータを伝送することに成功した。 
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 この印刷脈波センサを用い

て、富士紡ホールディング

スと連携してリストバンド

型の生体センサ（プロトタ

イプ 1）を開発した。さらに、

より装着性の良いウェアラ

ブルセンサのプロトタイプ

2 を開発し、実際に手首に装

着した状態で脈拍と体温の

計測とデータの伝送に成功

した。 

この印刷脈波センサを用いて、富士紡ホールディングスと連携してリストバンド型の生体セン

サ（プロトタイプ 1）を開発した。さらに、より装着性の良いウェアラブルセンサのプロトタ

イプ 2 を開発し、実際に手首に装着した状態で脈拍と体温の計測とデータの伝送に成功した。 

 

フェーズ 3の成果： 

 フェーズ 2で開発した生体センサの改良設計を行った。まず体温計測の高精度化のため、温度

センサ用の 10～12bit の ADC 回路による 1mV オーダの信号検出と、内蔵の温度計により 0.5℃

の温度特性変化の検出ができるセンサを開発した。さらに、FHE 脈波センサの低電力化を検討

し、脈波信号から脈拍を抽出するため、サンプリングによる AD 変換回路を、脈波信号レベル

と閾値を比較する回路（コンパレータ）に変更する回路を設計した。この方式によりサンプリ

ング周波数を低減し、約 2 桁の低電力化を実現し、電池寿命の延伸を可能にした。 

 高齢者へのセンサ装着を想定した介護現場での技術課題を検討し、上記低電力回路の設計と、

組込みソフト（ファー

ムウエア）で制御する

間欠計測による 10 日

程度の電池寿命の延

伸、介護をする側とさ

れる側の双方に、より

利便性が高いリスト

バンド型センサ（プロ

トタイプ 3）の開発、

利用シーンを考慮し、

見やすい表示のアプ

リケーション（GUI）の

開発を行った。 

 これまで開発して

きたセンサの印刷

技術と、回路基板、

ファームウエアの

設計技術を応用し

て、富士紡ホール

ディングスが量産

に向けて再設計を

行い、スクリーン

印刷で作製する有

機圧力センサと、

LSI を搭載した生体センサ（集積デバイス）の製造を開始した。この集積デバイスを装着した

リストバンド型センサで、脈拍計測と体表面計測が可能であることを確認した。さらにインク
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化した PVDF によるスクリーン印刷の特長を活かして、搭載する PVDF 圧力センサの面積を 4倍

以上に拡大し、脈拍を手首の橈骨動脈上で計測する時のずれによる計測確度低下を抑制できる、

ウェアラブルセンサを開発した。 

 

 PVDF 圧力センサの

量産時のスクリーニ

ング技術として、残

留分極特性である

Pr の効率的な評価

技術が開発課題とな

っていた。今回、PVDF

薄膜が持つ焦電特性

を利用し、赤外光の

照射により発生する

信号電圧を測定する

ことで、Prを効率的

に測定する方式を考

案し、生産時の多数

の PVDF センサを並列測定する装置を開発した。この装置により原理的に Prを評価することが

できることを確認した。この技術に関して特許を出願し、富士紡ホールディングスがプロトタ

イプ装置を作製し、実証試験用センサの生産に応用した。 

 

 最終年度の目標である回路基板の FHE 化技術の開発

に向けて、PVDF センサで脈波を計測する集積デバイ

スを設計し、配線部を印刷したセンサ搭載デバイス

を試作した。この試作品を 2020 年度の展示会

（JFlex2020）で、COI の成果として展示した。 

 

 

 

（5）今後の課題と対応方針 

リストバンド型センサを用いた介護見守りサービス事業では、対象とする高齢者を、リビング

スペースなど共有空間にて静かに過ごされている自立に近い要介護者（介護度として要介護２～

４程度）を考えており、ベッドセンサと連携した昼夜の見守りを前提とした 24 時間見守り事業を

想定する。この想定に基づいた社会実装を進めるため、介護見守りサービスを提供する企業であ

るエヌ・デーソフトウエアと連携した社会実証試験の中で、性能と機能の評価を行い、必要な機

能を絞ることによるセンサ搭載集積デバイスの低電力性、カスタム製造が可能なサービス中心の

BtoBtoC 事業、等の優位性を確認し、これらを活かした事業を進める。このために COI 終了後も、

実証試験の結果に基づいた改良設計を行い、日中目が行き届きにくい入居者の生体活動のモニタ

リング、回復期の入居者のバイタルチェック等の、具体的な現場の要望を組み込んだ見守りサー

ビスの提供を行う。さらにフェーズ３で新たに開発する技術を取り入れたサービス事業の応用展

開、なども広く検討する。 

 

 

（6）その他特記事項 

印刷 PVDF 圧力センサや FHE 型マルチ機能搭載センサの有する特性を活かせる応用分野は広く

考えられるため、COI 終了後も事業主体の企業が、ウエアラブルセンサ以外の分野、例えばイン

フラ事業、ロボット事業などへの広い応用展開を進め、引き続き大学が共同研究の下で連携して

技術サポートする。  



A イノベーション創出に向けた活動実績 

 

4 研究開発テーマの成果 

 52  

4.8 スマートデバイスプリンタ 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 時任静士、山形大学、教授 

大場好弘、山形大学、特任教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 熊木大介、山形大学、准教授 

研究開発実施期間： 2013～2021 年度 

参画機関： 

（一部期間への参画含む） 

山形大学、東レエンジニアリング、JSR、横河電機、

ND ソフトウェア 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

【テーマの概要】 

医療・介護分野への IOT の導入に当たり、さまざまなセンサデバイスが研究開発されている。

センサを身に着けて生体情報を測定するウェアラブルタイプのデバイスが数多く報告される一方

で、測定機器を身に着けることが難しい高齢者や乳幼児において、センサを身に付けなくても生

体情報を得ることができる非拘束型のバイタルセンサへのニーズが高まっている。有機材料の特

性を生かした超薄型のシートセンサの高性能化に取り組み、印刷プロセスを使った大面積化や多

点化などの研究開発を行う。開発したシートセンサを見守りシステムに応用し、非拘束タイプの

ベッドセンサの事業化に取り組む。 

 

【目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係】 

本テーマでは、社会課題となっている、健康寿命の延伸、および今後の労働人口減少に対応し

た高齢者の健康リスク管理に加えて、膨張を続ける医療費の抑制にも貢献する。本テーマの研究

開発により、未来の心豊かで心身の健康・快適な生活・社会を実現する、人と環境に優しい印刷

型の有機センサを用いた集積デバイス・回路技術を研究開発することで、健康度を可視化できる

生体センシングシステムの構築に資する。特に山形県の地域課題となっている、高齢人口の増加

や介護現場での人手不足などに対して、シート型センサを用いた見守りシステムを構築すること

で、家庭や介護施設における負担軽減や安心・安全サービスの提供に繋がり、社会課題の解決に

貢献することができる。具体的には、2021 年度の介護報酬規程の改定により、見守りセンサの導

入割合（10～100％）に応じて、夜間の介護職員の割合を 10～40％に相当する分削減することが可

能になった。 

 

【本テーマの学術的な意義（科学技術・学術上の新たな体系的な知見）】 

本 COI 事業において、薄く軽く柔軟な有機材料の特徴を生かしたシート型バイタルセンサを開

発した。高速応答性に優れる有機圧電材料（ポリフッ化ビニリデン）を用いることで、従来のベ

ッドセンサでは不可能だった高感度化と広帯域化を実現した。本 COI 事業で開発されたシートセ

ンサは、介護施設向けの見守りセンサとして開発が進められてきたが、今後は、生体内の振動情

報から循環器系の疾患を解析する技術や、取得した心拍・呼吸からストレスや睡眠状態を推定す

るなど、医療応用を目指した開発・実証試験が医療機関において進むと考えられる。非拘束セン

シングによる生体情報の取得技術が飛躍的に向上することで、測定機器を身に着けることが難し

い患者の生体情報を得ることや、患者に負担なく長期間のモニタリングすることが可能となるた

め、これまで得ることが難しかった情報を取得でき、新しい医療の進歩に貢献することができる。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

【想定する製品・サービスの具体的内容と実現時期】 

山形大学発ベンチャー企業（株式会社フューチャーインク）を 2016 年に設立し、シートセンサ

技術の社会実装と事業化に取り組んできた。株式会社フューチャーインクは、プリンテッドエレ

クトロニクス関連製品として、銀ナノ粒子インクや有機半導体を製品化している。 

 COI フェーズ 2（2018 年度）までの開発成果により、フューチャーインク社においてベッドセ

ンサ（製品名：Vital Beats）を製品化し、山形県内の介護システムメーカーである ND ソフトウ
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ェア社が介護見守りシステム（製品名：Care Patrol）を製品化した。フューチャーインク社と ND

ソフトウェア社による事業連動により、地域課題である高齢者の QOL 向上や介護現場における人

手不足の解消に取り組んだ。フェーズ 3 では、この成果を基にセンサデバイスの高性能化を図り、

医療応用に向けたベッドセンサの開発に展開する。 

 

 
 

【提供の担い手となる企業・自治体等の実施主体】 

 株式会社フューチャーインク 

 エヌ・デーソフトウエア株式会社 

 

【ベンチマーク（特徴・優位性）】 

 

 

ベッドセンサのベンチマーク表を上図に示した。赤外線センサ方式は、起き上がりや在不在を
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検知できるが心拍や呼吸は計測できない。加速度センサ方式は、ベッドの振動を計測して心拍や

呼吸を抽出するが、ベッド全体の振動を拾いやすいため設置後の調整が非常に難しく普及してい

ない。荷重センサ方式は、体重を測定できるという他のセンサには無い特徴を持っているが、微

弱な早い振動を測定することが難しく心拍を測定できない。エアチューブ方式のベッドセンサは、

センサが厚く、マットレス下に設置しても背中に異物感を感じることが多い。また、センサが高

周波の信号を計測することができないため、心音やいびきなどの音声領域の信号は計測できない。 

我々が開発した圧電フィルム方式のベッドセンサは、素材となるポリフッ化ビニリデンが高感

度、高速応答であるため、微弱な心拍や心音などもマットレス越しに計測可能である。また、非

常に薄く柔軟であるため、マットレスの上に設置しても設置していることが分からない。高感度、

高速応答であるため、精度の高い心拍変動解析を行うことができ、自律神経の活動状態や眠りの

深さを解析することが可能である。 

 

【社会的・経済的インパクト（売上の規模や効用の金銭的インパクトを含む）とその根拠】 

2017 年 第 143 回社会保障審議会資料によると、介護施設数は約 45,000 施設、総ベッド数は約

180 万床と推計されている。ベッドセンサおよび見守りシステムの介護分野での市場規模を考え

ると、1800 億円の市場規模となる。医療分野での応用展開を考えると、さらに大きな市場規模と

なることが期待できる。 

また、今後のポスト/ウィズコロナにおける介護、医療現場を考えると、本技術のような非接触

でバイタル情報を長期間、患者の負担なくモニタリングできるツールは、潜在的な市場を多数有

していると期待できる。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

本課題における終了時の達成目標は、シート型バイタルセンサを使った介護見守り事業の社会

実装と、医療応用に向けた非拘束センシングの基礎技術の確立である。フェーズ 2 までに、シー

ト型バイタルセンサをベッドセンサとして実用化し、介護見守りシステム事業をスタートさせる

ことができた（目標達成）。フェーズ 3 では、医療応用に向けた非拘束センシングの技術開発を進

めてきた。医療応用向けのシート型バイタルセンサのプロトタイプを完成させ、医療機関での実

証試験を行うことができた。これらの開発により、医療応用向けの非拘束センシングの基礎技術

を確立することができた（目標達成）。 

 
 

（4）主な成果と達成状況 

①医療応用に向けた非接触センシング技術の確立 

 ベッド上で、心電計とシートセンサの心拍ピークインターバル（PPI）の測定精度を比較した。 

  → 心電計との一致率評価において 0.9 以上の高い相関係数が得られた 



A イノベーション創出に向けた活動実績 

 

4 研究開発テーマの成果 

 55  

 シートセンサを多点化し、マルチセンシング可能なシートセンサのプロトタイピングを行った。 

 胸と脹脛における脈波の伝搬速度の違いから、寝ている状態で血圧推定する技術を検討した。 

  → 脹脛においても脈波が計測でき、血圧推定に必要な基礎技術を確立することができた。 

 
 

②ウィズコロナ社会に向けた新規技術の開発 

 新型コロナに罹患した患者を対象に回復期の状態をシートセンサでモニタリングした。 

 治療により PCR 検査で陰性になった後、1.5 ヵ月間の夜間バイタルモニタリングを実施した。 

 一般病棟に移動直後は、ほとんど眠れていない状況であることが分かった。 

 1 か月後の状態を見ると、睡眠時間が通常の状態に戻りつつあり回復が確認できた。 

 この結果からも、新型コロナによるダメージからの回復には長期間かかることが確認できた。 

 

 

③チェアセンサへのシートセンサ応用と感情推定システムの開発 

 シートセンサの新しい応用として、チェアセンサとしての応用を検討した。 

 座った姿勢で心拍、呼吸を測定し、自律神経系の活動状態を数値化する。 

 シートセンサから得られた自律神経系の情報を使って感情推定するシステムに応用する。 

 座った状態での心拍と呼吸の計測精度を医療機器と比較した。 

  → シートセンサを用いることで相関係数 0.92 の高い一致率が得られることが分かった。 

 本シートセンサを KDDI 総合研究所の展示ラボに組み込み、実証試験フェーズに展開できた。 
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 Web ミーティングや在宅勤務などの相手の状況が読みにくい環境下での応用が期待できる。 

 
 

④シートセンサの乳幼児向け見守りセンサ応用 

 地域教育学部の赤ちゃん研究所にて、乳幼児のお昼寝時のバイタルモニタリング試験を行った。 

 シートセンサで乳幼児の心拍や呼吸を精度良く計測できる条件を確立することができた。 

 特に幼児が覚醒に向かう段階のバイタル状態で特徴的な信号波形をとらえることができた。 

 乳幼児向けの見守りセンサのプロトタイピングを行った。 

 乳幼児施設で実証試験を行い乳幼児の見守りシステムとして機能することを確認できた。 

 
 

（5）今後の課題と対応方針 

フェーズ 3 の開発により、医療応用向けの基礎技術を確立することができた。今後は、特定の

患検出や予兆検出などの具体的な課題を設定し医療機関での実証試験を進める。すでに山形大学

医学部や山形県内の佐藤病院などでの実証試験に向けた倫理審査に入っており、早期の社会実装

に向け、医療機器認証などの法的課題も考慮しながら開発を進める。また、2021 年度の開発によ

り、チェアセンサ応用や乳幼児向けのベッドセンサ応用などの新しい分野への可能性探索が行え

た。どちらも計測精度は十分であることが確認できたため、今後は、早期の製品化を目指して事

業会社とのパートナーシップを構築して実証試験を進めたい。 

 

（6）その他特記事項 

 なし  
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4.9 マイクロ・ナノ加工 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 伊藤浩志、山形大学、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 黒瀬 隆、（元）山形大学、准教授 

研究開発実施期間： 2013～2021 年度 

参画機関： 山形大学 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

拠点ビジョンである「健康長寿」に貢献するためにソフトで(柔らかくて)薄型、無線通信機能

を有する有機センサデバイスの開発が行われている。これらの開発は社会課題である地域産業の

活性化を目指したものである。本研究課題では、センサデバイスの小型化に向け、フレキシブル

なセンサデバイスを支える微細配線基板を製造するための基盤技術開発を行う。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

本研究課題で目指している製品、想定顧客、市場規模、売り上げ、要求水準、社会実装時期、ベ

ンチマークは以下の通りである。競合技術とのベンチマークのまとめを図 1 に掲載した。 

 

・社会実装する製品：フレキシブルプリント配線板 

・想定顧客：電子部品製造メーカー 

・ニーズ：電子部品の小型・小スペース、軽量化 

・主な要求水準：ライン/スペース 10μｍ以下の配線 

・市場規模：360 億円 

・社会実装時期：2030 年頃 

・競合技術とのベンチマーク：配線細さと高さの両立、生産速度、環境負荷物質の 

低減の点で優利（図 1） 

 

 

 

 

図１ 他の技術とのベンチマーク. 
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（3）研究開発期間終了時の達成目標 

これまでに直線、曲線のライン/スペース構造(=10/10 ㎛)を有する直径 100mm の大型金型を用

いた熱インプリント技術を確立してきた。2021 年は、図 2 に示す金型を用いて、樹脂フィルムに

熱インプリントを行った後、銀インクを用いた配線を行い、LED 等の部品実装を行う。 

COI 終了時となる 2021 年度は、フィルム屈曲時の配線および配線/フィルム基材界面の評価・

解析といった基本性能評価を行い、本提案プロセスが FPC 製品としての成立しうるかの可能性判

断を行う。現在、フレキシブルプリント配線板(FPC)製造メーカーの協力を得て研究開発を進めて

いる。 

また、FPC の開発に加えて、10 ㎛オーダーの微小な電極間距離構造を形成できる特長を生かし、

電極間距離が狭くなることでメリットが生じる電気二重層キャパシタ(単位面積当たりの電極間

距離の向上)や誘電エラストマー(低電圧駆動化)などへの提案に向けた検討も進める。図 3 に使用

予定の微小電極間距離構造形成用金型を示した。 

表 1 に達成目標を示した。また、図 4 に技術ロードマップを示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 研究開発ロードマップ 

 

 

 

100mm ライン & スペース 
構造(～10/10µｍ) 

図 2 部品実装に使用する金型. 図 3 微小電極間距離評価用金型. 
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（4）主な成果と達成状況 

微細構造（ライン＆スペース構造）をシリコン金型表面にレーザーや紫外線によりレジストパ

ターンを形成させた後、イオンエッチングを行う方法で熱インプリント用シリコン金型を作製し、

直線・曲線・直角形状の配線化を試みてきた。 

作製したシリコン金型（図 5）を用いて耐熱性熱可塑性樹脂であるポリエーテル（PEI）フィル

ムへ熱インプリントした結果（図 6）、L/S=10/10μm,深さ 10μm 構造への転写率は 90%以上を示し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 曲線形状金型構造(シリコン型)      図 6 熱インプリント後の構造(PEI) 

 

この熱インプリントしたライン＆スペース微細構造へ銀インクの毛細管現象を応用しての凹部

のみに銀インクを充填した結果を図 7 に示している。図中右上には元素マッピング（SEM-EDS）し

た結果を示しているが、ピンク色で示される銀元素が帯状に観察されることがから、凹部のみに

銀インクが充填されていると考えらえる。同様に直角形状部へ銀インクを充填した元素マッピン

グを図 8 に示す。 

2021 年度の取り組みの成果として、上述のように曲線・直角構造を有する金型を用いフィルム

上に L/S=10/100 μm 以下の微細曲線構造を熱インプリントし、毛細管現象を応用し配線化可能な

分類 主要課題項目 2021年 (TRL5) 研究目標値 2025 (暫定開発目標値)

成形加工精度
(L/S:ﾗｲﾝ&ｽﾍﾟｰｽ)

L/S* ：10/10um以下
(50mm角大型ﾌｨﾙﾑ、曲線)

L/S* ：10/10um以下
(製品ｻｲｽﾞ)

成形加工条件 成形加工条件の明確化 量産条件で製造できること

配線精度
L/S* ：10/10um以下
(直線・曲線)

L/S* ：10/10um以下

残膜(欠陥)
残膜、欠陥無きこと
(端子兼/ｲﾝｸ充填部の設定)

無きこと

導電率
導電率 < 300mΩ／□
(無電解ﾒｯｷも検討)

導電率 < 300mΩ／□

基材/配線
密着性

配線脱落無きこと
詳細目標設定と達成(曲線)

配線脱落無きこと
（実使用環境条件）

耐屈曲性
(導電層)

配線脱落無きこと
詳細目標設定と達成(曲線)

配線脱落無きこと
（実使用環境条件）

配線速度
配線速度明確化（曲線）
※毛管現象解析式を適用

製造ｺｽﾄを考慮した
配線速度以上

導電性ｲﾝｸ
(粒径、粘度等)

配線可能なｲﾝｸ使用(粒径・粘度)と
配線性の関係明確化(曲線)

製造ｺｽﾄも考慮した
ｲﾝｸ使用

部品
機能

部品実装
部品実装可能なこと
(LEDや抵抗の実装)

部品実装可能なこと

材料費

加工費
コスト

前提数量で他印刷技術より
優位性ある事

・コスト試算
(生産量を変えたｹｰｽｽﾀﾃﾞｰ)

基材

配線

表 1 2021 年度とフェーズ 3終了時(2025 年)の達成目標. 
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ことを明らかにした。本技術は、既存技術である銅張積層板をサブトラクティブ法（ウェットエ

ッチング）で形成する配線幅 30μm のＦＰＣより配線微細化できる可能性があり、銀インクを毛

管現象により充填するアディティブ法であり、環境負荷の高い化学薬品を用いるエッチング工程

を省略できる可能性がある。 

本研究開発により、フレキシブル基板上に生産性に優れる方法で微細配線化が行えることが示

された。本技術は、ソフトで(柔らかくて)薄型、無線通信機能を有する有機センサデバイスなど

への適用が期待でき、社会課題である地域産業の活性化に資する技術である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 銀インク充填後の曲線構造と SEM-EDS      図 8 直角構造部の SEM-EDS 

 

（5）今後の課題と対応方針 

今後の課題として本プロセスで作製された配線の抵抗率定量評価と実際に表面実装を行う事に

ある。そこで現在、図 9 に示す概観形状と表２に示す仕様詳細の表面実装と抵抗率評価用の金型

を作製中であり、年内に実験完了を予定している。 

                     表 2 実装評価金型の仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 実装評価金型の概観      

 

 

 

・発表論文 

① C. Y. Liu, A. Ishigami, T. Kurose, H. Ito: 

Wear resistance of graphene reinforced ultra-high molecular weight polyethylene 

nanocomposites prepared by octa-screw extrusion process, 

Composites Part B 215 (2021) 108810, 8 page, DOI: 10.1016/j.compositesb.2021.108810 

② A. Correa, A. De Nicola, G. Scherillo, V. Loianno, D. Mallamace, F. Mallamace, H. 

Ito, P. Musto and G. Mensitieri: 

A Molecular Interpretation of the Dynamics of Diffusive Mass Transport of Water 

within a Glassy Polyetherimide, 

International Journal of Molecular Sciences, 22(6), 2908, 19 pages, DOI: 

10.3390/ijms22062908, 2021 

・著作物 

① 伊藤浩志：実用版 フィルム成形のプロセス技術,第 12章 高次構造解析,金井俊孝監修（㈱

AndTech）, 355-371，2021  

（6）その他特記事項 
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4.10 ソフトバイオマテリアル 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 田中 賢、（元）山形大学、特任教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 干場隆志、（元）山形大学、准教授 

研究開発実施期間： 2013～2018 年度 

参画機関： 

（一部期間への参画含む） 

山形大学、パイオラックスメディカルデバイス、 

大塚化学、住友ゴム工業 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

【テーマの概要】 

がんは日本の死因のトップであり、約 1/3 を占めている。また、年齢とともに罹患率は上昇す

るため、高齢化社会を迎えている日本では、年々患者数が増加している。がん治療においてはが

ん対策基本法が制定されたものの、以前として地域格差(死亡率、専門医数等：「がん医療水準均

てん化の推進に関する検討会」 報告書、厚労省)、経済格差(四天王寺大学大学院研究論集、7 号、

2013 年)が存在している。 そこで、地方あるいは、低所得者でも、同じように適切な診療を受け

られる社会を目指す(下図)。 

 
図：現在のがん治療の問題と目指す将来の姿 

 

【目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係】 

拠点目標の一つである「地方生活者や高齢者・弱者へも快適・健康で感性豊かな生活を提供す

ることで、労働人口減少や経済・コミュニケーションの問題を解決し、企業が再び元気になり人

が活気溢れて生活できる社会を実現」に対して、がんの効率的診断、治療法を提供することで、

がん診断、治療の地方生活者や経済的弱者への格差を小さくすることで貢献する。またがん患者

自身の経済的観点(治療費等)あるいは労働力の視点からがん患者の社会復帰の重要性が指摘され

ているが、本テーマによりがん患者でも安心して暮らせる社会を実現する。 

【本テーマの学術的な意義（科学技術・学術上の新たな体系的な知見）】 

生体親和性材料はこれまで種々開発されてきたが、未だ生体親和性の発現機構や分子設計の指

針は明確ではない。本テーマでは、製品を構成する材料が使用される環境において形成される水

和状態（中間水）に注目し、生体親和性の発現との関連を明らかにすることにより、その発現機

構や分子設計の指針を見出す。また、生体親和性材料に対する正常細胞とがん細胞の接着性の違

いを利用した細胞選別材料の創製を目指す。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

【想定する製品・サービスの具体的内容と実現時期】 

本テーマでは、以下の 2つの製品を開発する。 

① 胆管ステント 

目指す性能：少なくとも 3 カ月閉塞しない 

 

② 癌センサ 

目指す性能：癌転移時に血液中に現れる血中循環癌細胞(CTC)を、「1 万円程度の診療費」で「地

方の少し大きめの病院にて血液検査感覚」で検出し、「少なくとも 10 種類の転移癌」に利用でき
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る癌細胞センサを、生体親和性材料を利用して、病理医が使いやすいデバイスとして開発する。

また、癌細胞をそのまま単離、増殖できる可能性があるため、CTC の単離後に培養し、抗がん剤耐

性を評価できるデバイスへの展開も行う(下図)。 

 

 
図：癌細胞センサの製品イメージ 

 

 

【ベンチマーク（特徴・優位性）】 

① 胆管ステント 

表 開発するステントの優位性 

 

② 癌細胞センサ 

表 開発する癌センサの優位性 

 

 

【社会的・経済的インパクト（売上の規模や効用の金銭的インパクトを含む）とその根拠】 

① 胆管ステント 

本胆管ステントを開発することで胆管がん患者の QOL が飛躍的に向上し、ほとんどの末期がん

患者が再留置術を受ける必要がなくなる。現在よりも性能が高い製品を出すことにより国内シェ

アが伸びる予定である。 

② 癌細胞センサ 

現在のCTC検出には上記の表の通り、検出できるがんの種類が限られ、15-60万円/回がかかり、

癌患者の経済的な負担が大きい。そのため、CTC の検出により最も期待される癌の再発や薬効の評

価に利用するのは経済的弱者には困難であった。一方で、本センサでは、これまで検出できなか

ったがん種にも対応でき、CTC の検出を 10000 円/回で実施できるようになるため、より幅広い患

者が利用できるようになる。また癌の転移、再発も簡便にモニタリングできるようになるため、

癌患者の社会復帰が見込まれる。 

 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

① 胆管ステント 

開発したステントをミニブタに埋入し、末期がん患者が再留置術を行う必要がほぼなくなる 3

カ月間を目安に開存できることを確認し、得られた結果を解析し、原著論文としてまとめる。ま

た、承認申請に必要な生物学的な安全性データを取得する。さらに、胆汁からの吸着タンパク質
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の吸着抑制および胆汁液中に存在する細菌の吸着抑制効果を確認し、ステントの開存延長の機構

について材料に形成される中間水の量から考察し、原著論文にまとめる。製品パッケージとしし

て必要となるステント本体の周辺機器・デリバリーシステムの試作を行い、製品システムのスペ

ックを確定する。 

 

② 癌細胞センサ 

製品ロットの高分子の分子量・分子量分布を確定する。チャンバー基板への高分子の安定な表

面処理方法を開発する。健常者の血液に既知数のモデルとなるがん細胞株を添加したスパイク血

液による生体外でのモデル実験のプロトコール（前処理、培地、培養時間、培養方法、洗浄方法、

染色方法、回収方法）を確定する。10 種類のがん細胞による分離・回率を調べる。また、回収し

たがん細胞の生存性と増殖を確認する。さらに、大腸がん患者の血液を用いた臨床試験を実施し、

がん細胞を分離・回収しゲノム解析ができることを検討する。抗がん剤耐性評価試験用途として

適切なチャンバーの試作を行う。試作品を製薬メーカーおよびがんの専門医に配布し、ヒアリン

グを行う。 

 

（4）主な成果と達成状況 

① 胆管ステント 

開発したステントをミニブタに埋入し、末期がん患者が再留置術を行う必要がほぼなくなる 3

カ月間を目安に開存させることに成功した T. Ishizawa, N. Makino, Y. Toyokawa, M. Tanaka et 

al, Biosafety of a novel covered self-expandable metal stent coated with poly(2-methoxyethyl 

acrylate) in vivo, PLoS ONE, 16(9), e0257828 (2021).。また、承認申請に必要な生物学的な安全性

データを取得した。さらに、この開存延長の機構として、材料に形成される中間水が胆汁からの

吸着タンパク質の吸着抑制および胆汁液中に存在する細菌の吸着抑制に影響することを明らかに

した Y. Toyokawa, N. Makino, M. Tanaka et al, A fully covered self-expandable metallic stent 

coated with poly (2-methoxyethyl acrylate) and its derivative: In vitro evaluation of early-stage 

biliary sludge formation inhibition, Materials Science & Engineering C, 120, 111386 (2021).。製

品スペックの試作を行った（下図）。 

 

図 生体親和性高分子で内腔処理した胆管ステント本体およびデリバリーシステム 

 

② 癌細胞センサ 

基板への高分子の安定な修飾方法を開発した。健常者の血液に既知数のモデルとなるがん細胞

株を添加したスパイク血液による生体外でのモデル実験を、プロトコールを確定し、10 種類のが

ん細胞を 70%‐90％分離・回収できた。また、回収したがん細胞の生存性と増殖を確認した。さら
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に、大腸がん患者の血液を用いた臨床試験を実施し、がん細胞を分離・回収しゲノム解析ができ

ることを確認した。抗がん剤耐性評価試験用途として適切なチャンバーの試作に成功した。試作

品を製薬メーカーおよびがんの専門医に配布し、ヒアリングを行いニーズの確認を行った。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

① 胆管ステント 

ステント本体およびデリバリーシステム全体のスペック確認を行っており、早期の承認申請、

上市を目指す。 

② 癌細胞センサ 

消化器がん患者の検体を用いた臨床試験を九州大学医学部病院、大阪大学医学部病院、山形大

学医学部病院、北海道大学医学部病院、国立がん研究センター東病院と連携しながら進める。 

 

（6）その他特記事項 

・中間水に関するパラメータ特許が成立した。田中賢ら特許 6474540 号（2019 年）（山形大学） 

・中間水コンセプトによる材料設計に関して 2021 年日本バイオマテリアル学会賞を受賞。 
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4.11 研究開発全体の進捗について（科学技術・学術上の新たな体系的知見等） 

（1）科学技術・学術上の新たな体系的知見獲得への取組み 

山形大学においては、社会実装に資する革新的な成果の創出を基本的な理念として、これまで

有機材料、有機エレクトロニクス、フレキシブル・印刷エレクトロニクス分野における研究開発

を推進してきている。特に、材料、プロセス、デバイスの３領域にわたる、基礎研究から応用開

発までへの取組みを一貫して行っている。 

下図に、「有機 EL」⇒「有機エレクトロニクス」⇒「有機材料システム」へと発展してきた革新

的研究成果の創出と社会実装への取組みの全体の推移を示す。これまでのブレークスルーとして、

例えば、世界初の白色有機 EL発明や、マルチフォトン技術（実用的な輝度と寿命を両立させる基

本技術。現在の有機 ELテレビや有機 EL照明パネルでも利用）などが挙げられる。 

 COI においては特に、従来のエレクトロニクス産業の常識を打ち破るような新たな研究開発課

題に取り組んでいる。例えば、フォトリソグラフィーや真空プロセスなど大規模投資が必要とさ

れる従来の製造プロセスに替えて、印刷プロセスによる製造革新に挑んでいる。また、従来の電

子デバイスで用いるシリコンウェーハやガラス基板は割れやすく、保護部材を必要とするため、

重量、意匠性、設置場所等に制限があったが、本拠点では、これらの課題解決を図るべくプラス

チックフィルム基板を用いた、フレキシブル超軽量デバイス実現への研究開発を進めている。 

 具体的には、「革新的な機能性材料」、「材料のポテンシャルを極限まで発揮させるデバイス」、

「次世代の製造プロセス」の３つの軸を中心に、未来の付加価値創出に役立つ材料・デバイスの

開発を進めている。例えば、①高機能な有機材料の分子設計・材料合成、②材料のインク化及び

印刷により効率よく安く製造する次世代製造プロセス技術、③軽量・フレキシブル・高効率なデ

バイス作製技術、④それらを活用したシステム・サービスなどである。 

今後さらに新たな領域の技術を実用レベルに押し上げるためには、材料、デバイス、プロセス

の各観点で基礎学理にさかのぼった検証と、必要な領域間での分野融合、理論性能の実現に向け

た総合的かつ継続的な努力が必要と考え、取組みを進めている。 
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（2）科学技術・学術上の新たな体系的知見の成果、研究領域 

成果の一例として、材料設計とデバイス構造を突き詰めた結果、非常に高い効率かつ理論限界

の電圧で発光する有機 ELデバイスが実現されている。また、次世代発光材料で、効率と信頼性の

両立を可能とするため、分子設計にさかのぼり、発光層と隣接する層の電子耐性などを解決した

例などが、COI の成果として創出されている（山形大学とフラスクによる共同発表、2018 年 1 月）。

さらには次世代ディスプレイ規格の色度を満足させるような新規の材料創製などの成果が得られ

ている。 

また、銀ナノインクの液滴径以下の微細配線を可能とする印刷電子回路形成プロセス、世界最

薄フィルム上への印刷電子回路の形成と実証、塗布型有機トランジスタを用いたフレキシブル有

機 ELディスプレイ、透明な有機太陽電池パネルの実現に資する材料など、新たな市場開拓が期待

できる領域において、材料からプロセスに至る基盤技術が COI の成果として創出されている。 

 

革新的機能性有機材料、フレキシブルエレクトロニクス、 

印刷エレクトロニクスの各領域で、新たな体系的知見を蓄積 

 

本拠点に、有機材料分野の卓越研究者、企業出身研究開発リーダー、技術スタッフ等の人材が

集結することで、国際先導的な研究や、多対多の産学連携研究開発が可能な拠点を形成し、継続

的に分野をリードすることが可能になっている。材料設計・有機合成、有機分子配向等の高度解

析技術、多層デバイス設計・界面解析、有機 EL、有機トランジスタ、有機太陽電池、生体親和性

材料、有機 EL照明等で分野を代表するような研究者が集積し、知識が蓄積されている。 

 

 

山形大学で推進する有機材料システム分野全体の領域開発 
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その成果として、材料科学分野におけるインパクトの高い論文数分析で、山形大学は世界トッ

プ 1％高被引用論文数で国内 10 位となっている。またその高被引用論文数の割合が 4％を超え、

質の面でも材料科学分野、特に新しい有機材料技術分野の構築に大きな貢献をしている。 

 

 

トップ 1％論文として評価された代表的な学術成果の例としては、照明用途への応用が可能な

高効率有機 EL材料及びデバイス、センサ用途への応用可能性を拓く超薄型印刷電子回路などの研

究成果が挙げられる。また化学センサ応用でも多数の学術成果を創出している。 

次世代材料としてのペロブスカイト量子ドット材料（優れた色度と効率）についても、世界を

先導する学術成果が得られている。材料の耐久性などを含め、実用に資する研究開発を行ってい

ることが当拠点の特長である。今後も有機材料分野で世界トップの成果を出し続けていく。 

 

◎トップ 1％論文の代表例： 

1) High performance Green Organic LEDs Using Thermally Activated Delayed Fluorescence 

with Power Efficiency of 100 lm/W, Y. Seino, S. Inomata, H. Sasabe, Y.-J. Pu, J. 

Kido, Adv. Mater, 2016, 23, 2638-2643. (トップ 1% 論文, 被引用 69 回) 

2) Light-Blue Thermally Activated Delayed Fluorescent Emitters Realizing a High External 

Quantum Efficiency of 25% and Unprecedented Low Drive Voltages in OLEDs, R. Komatsu, 

H. Sasabe, Y. Seino, K Nakao, J. Kido, J. Mater. Chem. C 2016, 4, 2274–2278. (トップ 

1% 論文, 被引用 52回) 

3) Low Driving Voltage Blue Phosphorescent Organic Light-emitting Devices with External 

Quantum Efficiency of 30%, K. Udagawa, H. Sasabe, C. Cai, J. Kido, Adv. Mater., 2014, 

26, 5062–5066. (トップ 1% 論文, 被引用 117 回) 

4) Fully-printed high-performance organic thin-film transistors and circuitry on one-

micron-thick polymer films, K. Fukuda, Y. Takeda, Y. Yudai, R. Shiwaku, L. T. Tran, T. 

Sekine, M. Mizukami, D. Kumaki, S. Tolkito, Nat. Commun., 2014, 5, 4147. (トップ 1% 論

文, 被引用 140 回) 

 

2017年発表 インパクトの高い論文数分析
クラリベイト・アナリティクス

材料科学分野

順位 機関名 高被引用論文数 高被引用論文
の割合

1 物質・材料研究機構 108 2.3%
2 東京大学 57 1.7%
3 東北大学 55 0.9%
4 産業技術総合研究所 47 1.3%
5 大阪大学 30 0.8%
6 京都大学 28 1.0%
7 九州大学 27 1.1%
8 理化学研究所 20 3.5%
9 東京工業大学 18 0.6%

10 山形大学 15 4.1%

材料科学／MATERIALS SCIENCE（世界6位）

http://ip-science.thomsonreuters.jp/press/release/2017/esi2017/

活発な基礎研究

山形大学有機材料システム関連
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5.1 知的財産マネジメントの状況 

【知的財産権に関する基本的考え方】 

山形大学と参画機関（企業等）との間で秘匿性の高い開発を進めるための共同研究開発契約書、

および複数の参画機関がビジョン達成に向けたコンセプト検証・課題議論等を共有するための山

形大学 COI 規約を作成している。 

この COI 規約において、知的財産権の帰属（第 7条）、単独発明等の取り扱い（第 8 条）、共同発

明等の取り扱い（第 9 条）が定められている。また、共同研究開発契約で規定する知財権の定め

るところに従う。 

COI 規約の特長は以下の通りである（第 7 条～第 9 条の抜粋と要約） 

○発明等を生じた場合、参画機関が参画している拠点の中核機関へ速やかに通知する。 

○知的財産権のうち著作権、成果有体物に係る財産権及びノウハウの取扱いについては、第 3

条に従い締結する共同研究開発契約に規定するもののほか、当事者間協議の上、別に定める

ことができる。 

○参画機関・企業の担当者が単独で発明を生じた場合、単独で特許出願できる。（単独である

ことの確認が必要） 

○共同発明の場合、当事者「共同出願人」の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出

願契約等にしたがって共同で出願又は申請を行う。 

○山形大学と参画企業の共同発明では、大学は企業に実施許諾のオプションを与えるが、当該

オプションの行使に伴う不実施補償料については、特段の事情がある場合を除き、請求しな

い。 

○山形大学は、共同出願人以外の参画機関又は第三者からの要請があれば、出願前後にかかわ

らず、共有する知的財産権の自己の持分について、他の共同出願人と協議の上、有償譲渡の

可否及び条件等を検討する。ただし、譲渡先が参画企業でない場合は、本共同研究開発期間

において、当該検討ができない。 

 

【知財戦略マネージメント】 

知的財産については、下図に示す知財戦略・方針を定めるとともに、知財の取扱いルールでは、

プロジェクトにおける共同研究契約において、共同出願の参画企業の実施に不実施補償を求めな

いことを全国に先駆けて実施している。これにより、参画企業との契約交渉が極めてスム－ズに

行われ、交渉時間の削減につながっている。この様に COI で編み出した方式を他のプロジェクト

や産学コンソーシアムにも展開している。 

 

 

知財戦略の概要 
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また、迅速で厳密な知財審査と運用を行うために、発明創出から技術移転まで、下図のフロー

によって実施している。 

 

 

その成果として、COI の 2021 年度（10 月迄）までの期間において、出願 201 件（国内 129 件、

海外 72 件）、登録 95 件（国内 56 件、海外 39件）、ライセンス 2 件の実績を得た。 
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5.2 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

各テーマにおいて、規格標準化、規制対応、倫理対応につき、以下に示すような課題を認識し、

各領域での対応を行っている。 

 

 

 

特に、上記の有機 EL 国際標準化においては、山内泰樹教授が規格制定プロジェクトを主導し

た功績により、令和３年度の産業標準化事業表彰において経済産業大臣賞を受賞した（下図）。 

 
 

 

  

部
門

課題
番号 テーマ名 内容 対応

快
適
生
活
創
造

4.1 快適空間 ・有機EL国際標準化への取組み ・IECのOLEDに関するWG:コンビナー（議長）に山内
（山形大）が就任，標準化活動のリーディングを行う．
フレキシブルOLEDの安全要求に関するNP提案を日
本から提出．フレキシブルOLEDの性能要求に関する
提案を韓国と共同で準備中．

4.2 壁紙ディスプレイ ・フレキシブルディスプレイの画像評価 ・標準画像比較による評価の標準化

4.3 快眠ＩＣＴ ・睡眠実験（倫理対応）
・地域実証実験（倫理対応）
・快眠支援ベッド（許認可、製品安全）

・睡眠、地域実証各実験の実施に対し山形大学倫理
委員会認可済 ・日本福祉用具生活支援用具協会
JAPSPAに参画し福祉用具JIS認証取得（PB社）

4.4 快適創エネ ・有機太陽電池（標準化など） ・産総研、CEREBAと共同の材料評価技術PJに参加

4.5 快食健康 ・機能性食品製造販売（許認可、安全）
・機能性食品製造装置

保健所対応済、2021年度HACCP対応予定

健
康
長
寿
自
立
ヘ
ル
ス
ケ
ア

4.6 有機生体センサ 汗：生体センサ（倫理対応）
唾液：唾液ストレスプロトの臨床実験
（倫理対応）

汗：山形大学医学部倫理審査にて承認済（2018/9/21）

唾液：国立循環器病センターに倫理審査申請検討中

4.7 有機センシング
システム

・バイタルセンサの実証実験
・介護サービスでのバイタルセンサ利用

・実証実験での倫理委員会の認定申請
・介護サービス事業での認定申請

4.8 スマートデバイス
プリンタ

・クラスⅡ以上の医療機器承認が必要 ・フューチャーインク社での医療機器製造販売業の取
得と医療機器承認の取得

4.9 マイクロ・ナノ加工 ・フレキシブルプリント配線板規格への
追加

・新試験法の確立

4.10 ソフトバイオ
マテリアル

・バイオマテリアル（倫理対応）
・胆管ステント（許認可）

・医学部と連携し、医学部において試験を実施
・関係機関(厚労省等)の指示に従い承認申請
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5.3 マーケティング・試験的な取組の状況（必要に応じて記載） 

【実証工房：スマート未来ハウス】 

未来の暮らし方や働き方を考え、実験し、提案する家として、実証工房：スマート未来ハウス

を建設し、2015 年に開所した。建築、デザイン、照明、民生機器、人文社会、工学等、多様な専

門家が集まり、Quality of Life を高める空間や、快適・健康で心豊かな生活の実現を目指した

研究を行うとともに、本拠点が開発に取り組む有機デバイスの可能性・有効性を最大限引き出し、

研究成果を社会実装段階へ進めるための実証実験モデル住宅として活用している。また、一般に

も公開し、学校、企業、団体、海外等、多くの方々に見学・体験いただき、広くユーザーの声を収

集している。 

 

 

なお、スマート未来ハウスにおける「有機 EL 照明による快適空間」として、以下の様な部屋

を設置している。 

・リビング： 

壁面と天井に設けたコミュニケーションウォールにより、風景や空気感を楽しむとともに、

高い臨場感でいろいろな人と繋がることができる。 

・寝室： 

天井、壁面、足下、枕元の計 4か所の照明を連動させ、24時間・1 週間単位でのプログラム

制御を可能としたサーカディアン有機 EL 照明システムを設置し、睡眠解析と連動した実証

実験を実施。 

・和室： 

自然光の様な柔らかい光を発する有機 EL パネルを用いて、あたかも外光を取り入れたかの

ような地窓照明を実現。 

・ダイニング： 

食卓用のペンダントライトと透明有機 EL パネルを用いたトーチにより、高演色の光で食材

の色を美味しく見せることができる。また、従来の LED 照明の点光源に代わり、面発光で幅

広のスペクトル分布を有する有機 EL 照明を配した植物栽培システムも設置。 

・洗面化粧台： 

高演色で影の少ない有機 EL 照明が、肌の色合いを自然に見せ、メイクアップに貢献。 
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【地域連携による取り組み】 

地域連携による取り組みとして、以下に３つの例を示す。 

（１） 落花生産地化プロジェクト 

金山町の農業者と行政、県内食品メーカー、山形大学東北創生研究所が共同で、地域に収益性

の高い農業および新たな特産品の創出を目標とした産地化プロジェクトを推進している。農業の

6 次産業化をテーマとして、落花生の加工や新商品の開発・販売に至る農工連携により、落花生

の風味を最大限生かした常温乾燥加工・ジェラート化、道の駅やレストラン等での販売・ブラン

ド化に貢献している。 

 
 

（２） 県内企業と共同でデジタル介護市場を開拓 

介護ソフトで国内トップレベルの県内企業（NDソフトウェア㈱）との連携により、本拠点で

開発しベンチャー企業（㈱フューチャーインク）から販売開始しているシート型ベッドセンサ

（Vital Beats）等を活用した見守りシステムの全国展開を進めている。介護現場における深刻

な人手不足問題に対して、介護負担を軽減するデジタル介護として、全国の約 100 の事業所で導

入・テスト運用が進んでいる。 
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（３） 地域連携プラットフォーム ～小野川温泉のまちづくり～ 

健康で豊かな地域づくりとして、米沢市にある温泉の一つ「小野川温泉」において、地域連携

プラットフォーム会議を開催している。お湯の良さの分析や温泉入浴と睡眠の関係についての共

同実験などを中心に、米沢市民会議メンバー、温泉関係者、若手・女性研究者等が参加し、「心

身リフレッシュ度の見える化」とワーケーションを見据えた温泉地での社会実装実験を進めてい

る。 
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【「地域・産業」・「暮らし」・「健康」を軸とした社会実装への進捗】 

各研究開発テーマから、毎年度、プロトタイプ、実用化、事業化レベルの多数の成果を生み出

し、顧客・ユーザーの評価や実証実験によってニーズ・要求水準を確認しながら、社会実装への

取組を進めてきた。（下図） 

 
 

プロトタイプ～実用化レベルの主な成果を下図に示す。 

 



A イノベーション創出に向けた活動実績 

 

5 社会実装に向けた必要な対応 

 75  
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実用化～事業化レベルに至った主な成果を下図に示す。 
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5.4 研究開発成果の多様な展開の状況（必要に応じて記載） 

研究開発成果の中から、材料技術やデバイス技術、プロセス技術を応用した食品開発などが、

大学発ベンチャー企業の事業に移行し、研究成果の社会実装／社会還元を進めている。 

また、ベンチャーを含む地域企業が活用する「有機材料システム事業創出センター」（文部科学

省、地域科学技術実証拠点）が 2018 年にオープンし、活用を進めている。 

 

◎ＣＯＩ発ベンチャー ３社 

・(株)フラスク (2017 年 4 月設立) 

「テーラーメード材料のプロフェッショナル集団」として有機 EL・有機半導体材料市場での価

値創造を目指す。デバイスメーカーが必要とする最先端材料の開発、製造、販売を行う。 

・(株)フューチャーインク （2016 年 4月設立） 

山形大学の印刷エレクトロニクス材料・デバイス技術をベースに開発、発展させたプリンテッ

ドエレクトロニクス関連製品（インクやセンサシート等）の製造、販売とサービス提供を行う。 

・(株)ベジア (2016 年 11 月設立) 

世界的視点に立って日本の「食」を考え、地域の「農」や「産業」を活性化させる技術者集団と

して、常温乾燥技術を用いた食品製造、販売、有機ＥＬ植物栽培工場などのビジネス展開を行

う。地域食材を使った菓子やジェラートなどが商品化された。 

 

◎有機材料システム事業創出センター（2018 年 6月開所） 

地域と大学との共同提案により、文部科学省の

地域科学技術実証拠点整備事業として整備され、

企業と大学の共同利用施設として開所した。山形

大学が持つ技術を有効活用し、行政や地域とも連

携して、迅速な事業化と企業への技術移転に貢献

する。既にベジアなど大学発ベンチャーや地域企

業の複数社が入居し、活動している。 

有機材料システム事業化創出センター（YBSC） 

 



B イノベーションが連続的に創出される自立的なプラットフォーム構築に向けた活動実績 

 

1 自立的なイノベーション・プラットフォームの構築について 

 78  

1.1 リソース提供等民間資金の受入状況、外部資金の獲得状況 
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1.2 自立的なプラットフォームの構築に向けた拠点の強み・資産の形成状況 

本拠点は、県や市など自治体と連携し、有機エレクトロニクスバレー構想の下、地域に根ざし

国際的競争力を有する、有機材料・有機エレクトロニクスの世界的研究拠点を目指して、人材の

集積、育成、施設の整備、各種環境の整備を進めてきた。 

 

 

 
 

 

(a) 本拠点ならではの新たな学理の形成、学術上の強み 

4.11 の項でも述べた通り、有機材料・有機エレクトロニクス分野（有機 EL、有機トランジスタ、

有機太陽電池）、さらには、フレキシブル・プリンテッドエレクトロニクス分野で、材料、デバイ

ス、プロセスにわたり、実用に資する基本学理と、応用研究の蓄積がなされている。 

例えば、理論効率に迫る非常に高効率かつ低駆動電圧の有機 EL材料開発、その材料性能を 100％

発揮させるための多層デバイス構造、実用輝度と寿命を初めて実現するブレークスルーとなった、

マルチフォトン（多段積層）技術、それを塗布積層で実現しようとする挑戦的な技術、色度値と

効率の高い次世代材料分子設計及び材料合成技術、高効率と長寿命を両立させる技術、インクジ

ェット液滴の直径以下で精密な印刷微細配線を実現するプロセス技術、世界最薄印刷電子回路の

形成技術など、基盤技術とそのイノベーションに向けた多数の重要技術が蓄積されている。そし

て、材料科学分野の大学ランキングにおいては、論文関連の指数等においてトップレベルの順位

を獲得している。 
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(b) 参画者・参画機関（総体としての意義・価値） 

基礎研究から応用開発までの分野をカバーする、専門的な研究人材や、企業研究開発リーダー

経験者等の集積が進められており、現在、有機材料・有機エレクトロニクス関連で約 500 名規模

の拠点となっている。 

参画機関としては、産総研の他、東北芸工大や仙台高等専門学校が参画している。参画企業は、

業界トップレベルの部材メーカー、デバイスメーカー、システムメーカー、およびサービス等を

手掛ける企業が参画（COI 参画企業：26 社）、部材・デバイス・システム・サービスの「垂直連携」

も実現し、アンダーワンルーフで新たな価値を生むプラットフォームとなっている。 

また米沢市（健康福祉部、産業部）や山形県産業技術振興機構などとも連携し、有機材料シス

テム事業創出センターでの事業創出など、地域創生に寄与できる体制を構築している。 
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(c) 実験装置・機器等 

有機材料システム研究推進本部の下、有機材料関連の 6 センター、1 実証工房が、シンプルな

トップマネジメントで有機的に連携、施設の相互利用、相互研究協力、人的交流・育成を可能と

している。他に類を見ない規模で、総合的な有機デバイス実験・評価設備が揃えられている。 
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(d) テストベッド・実証フィールド等（自治体等との連携によるフィールド等を含む） 

 実証の場として、山形大学実証工房：スマート未来ハウスを整備し、有機 EL 照明、太陽電池、

睡眠研究等の実証実験や、公開によるアウトリーチを実施している。 

 
 

県内においては、山形大学医学部・米沢市・他研究機関との連携によるシートセンサ実証研究、

金山町での落花生栽培・乾燥技術など農業分野の連携、米沢市での小野川温泉のまちづくりとし

て温泉入浴と睡眠に関する実証研究など、多数の実証フィールドにおいて連携を進めている。 
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また、睡眠研究を統合して快眠システムとして確立するためのプラットフォームとして、「睡眠

マネジメント研究センター」、「Good Sleep コンソーシアム」を創設した。 

 

 
睡眠マネジメント研究センター（https://sleep-management.jp/）と Good Sleep コンソーシアム 

 

 

 

(e) 特許・データ等の知財プール 

「5.1 知的財産マネジメントの状況」の項で述べた通り、拠点の価値と企業側のメリット双方に

配慮した効率的な取組みを進めている。 

 

 

(f) 他拠点連携 

COI 拠点間連携として、東北大学、京都大学、東京大学、川崎拠点などと若手連携を推進力とし

た連携研究活動を推進している。また WPI 拠点と COI 拠点の連携として、筑波大学 IIIS（筑波大

学国際統合睡眠医科学研究機構）と、光と睡眠制御に関する共同研究を推進している。 

  
筑波大学 IIIS との睡眠に関する共同研究（有機 EL/LED 実験照明を導入した代謝実験室） 
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1.3 産学連携を効果的にするルール・運営方法の工夫 

本学では、有機材料システム研究に関連するセンター及びプロジェクト組織を統括し、有機材

料に関する研究活動を高度化・活性化するとともに、その優れた研究成果を活用して教育及び社

会に貢献することを目的として、2015 年 3 月 1 日に「山形大学有機材料システム研究推進本部」

を設置した。これにより、各施設（有機エレクトロニクス研究センター、有機エレクトロニクス

イノベーションセンター、グリーンマテリアル成形加工研究センター、有機材料システムフロン

ティアセンター、実証工房スマート未来ハウス）が連携し、有機材料システム研究について、基

礎研究から応用研究、社会実装まで一気通貫で戦略的に取り組む体制が構築された。 

また、2016 年 11 月に策定されたイノベーション促進産学官対話会議の「産学官連携による共

同研究強化のためのガイドライン」策定を契機として、これまで各学部・各キャンパスに設けら

れていた産学連携研究支援機能について、システムの一元化により実効性の強化を図るため、「山

形大学産学官連携推進本部」を設置した。産学官連携推進本部は、産学官連携活動に伴うリスク

管理のための「リスクマネジメント部門」と、大学内の研究シーズの実用化・産業化を推進する

「イノベーション推進部門」により構成されており、民間企業との大型の本格的共同研究を推進

している。 

上記のような体制を整備する一方で、COI 活動に関連した共同研究費受入額の著しい増加（B 1.1

を参照）に伴い、個々の企業との特定テーマによる大型共同研究開発のみならず、関連する複数

（十数社）からなる産業化へむけた垂直連携型コンソーシアムを形成した研究開発が取り組まれ

ている。これらの研究開発プロジェクトでは、これまでの実用化探索型の非競争領域中心の研究

から、社会実装を見据えた競争領域に入りつつあるものが増えてきている。さらに研究を推し進

めていくには、開発を担う個々の企業との守秘義務等を明示した大型共同研究契約を基本としつ

つも、従来の個別の管理だけでは不十分である。バリューチェーン上に分散した個々の企業の開

発の進捗管理と守秘義務管理はもとより、相互に相乗効果をもたらすような研究情報の交流を実

現する非常に高度なマネジメントが要求されている。 

そこで、競争領域まで成長してきた研究シーズの上記の特徴により求められる高度なマネジメ

ントを考慮して、産学官連携推進本部の機能を一部切り出した上で、事業・プロジェクトの創出

管理の機能を付加したものが、「山形大学オープンイノベーション推進本部」（2018 年 10 月に新

設）である。 

オープンイノベーション推進本部では、 

 ・競争領域における民間企業との大型共同研究を切り出して運営 

 ・創出機能：戦略的に自ら事業・共同研究の創出に取り組む 

 ・管理機能：提案・交渉・契約・進捗までプロジェクト推進を管理 

  （産学官連携推進本部は全学的基準の策定、OI 推進本部は個別の契約原案の策定） 

 ・主体的経営：責任と権限付与による人材・設備・予算の積極的活用 

を行うことによって、競争段階の大型共同研究を推進するとともに、相乗効果として、 

 ・非競争領域の共同研究の拡大 

 ・学内資産（研究者、知財）の横断的連携強化 

を図っている。 

また、COI プログラムでの経験を活かし、統括クリエイティブ・マネージャーに高度に権限を与

えて各研究開発ユニットを管理・運営するアンダー・ワン・マネジメントを基本方針としている。

このような体制を構築することによって、従来の研究者個人による小規模の共同研究ではなく、

「組織」対「組織」の本格的な産学共同研究開発を推進し、競争領域の共同研究費を 5年後に 3倍

増を達成することを目標としている。 
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山形大学オープンイノベーション推進本部 

 

 

 

オープンイノベーション推進本部の位置づけ 

 

 

 

さらに、これら一連の体制整備・取組みとともに、「産学官連携による共同研究強化のためのガ

イドライン」への対応として、以下を実施又は予定している。 

 

・費用負担の適正化・管理業務の高度化 

管理・研究部門の共通経費については、これまで直接経費の中からオーバーヘッドによって賄

ってきたが、費用負担の適正化・管理業務の高度化のため、2018 年 4 月に間接経費制度を導入

することを決定し、企業への十分な説明期間を踏まえて 10月から実施することとした。 

新たな間接経費制度の導入については、参画企業の理解・協力が重要であるため、間接経費の

積算根拠を明確にし、企業への説明責任を果たすとともに、税制優遇等に関しての説明、企業側

の理解協力により、間接経費の確保に努めていく予定である。さらに、2018 年 10 月の本格実施

後は、データを積み重ねて費用分析し、さらなる積算根拠の明確化に努めることとしている。 
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・知的財産の取扱いルール 

プロジェクトにおける共同研究契約において、共同出願の参画企業の実施に不実施補償を求

めないことを、約５年前から全国に先駆けて実施している。これにより、参画企業との契約交渉

が極めてスム－ズに行われ、交渉時間の削減につながっている。 

 

・人材育成 

「山形大学リーディング大学院プログラム(iFront)」や「EDGE-NEXT プログラム」、「マテリア

ル人材育成コンソーシアム※」等と連携し、若手研究者の育成に取り組んでいる。 

また、上記間接経費を活用し、学生への給与支給、インターンシップや海外での学会発表等の

支援により、研究に専念することによるスキルアップ、企業との共同研究実施・グローバルな活

動による実践力の向上等につながる取組みを行っている。 

※『マテリアル人材育成コンソーシアム』は、材料とその基礎や応用に関する研究に取り組ん

でいる山形大学の博士後期課程の学生を企業が支援するものである。 

わが国の産業界をけん引する企業の研究者・技術者が連携して、学生の研究やキャリアパス

を指導。生活費・研究費などの経済支援をする。大学では、最先端の材料科学に関するセミ

ナーなどを実施し、コンソーシアム企業の研究者・技術者の学びなおし等「リカレント教育」

に貢献する。 

 

・産学連携が進む教員人事評価・インセンティブの制度化 

教員の活動評価に係る評価項目として、「外部資金等の獲得額」に加え、米沢キャンパス独自

の評価項目として、「特許出願件数」、「研究成果の事業化の実績等」を追加している。評価結果

は、賞与、昇給及び昇格の資料として活用する制度となっている。 
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1.4 自立的なプラットフォームの構想・設計・稼働の状況 

自立的なプラットフォームの構想・設計・稼働の状況に関して、COI 期間中に構築したプラット

フォームの全体概要、および COI 以降に向けた今後の取組みについて、下図に示す。 
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本 COI 拠点の中核機関である山形大学の内部組織として、有機材料システム研究推進本部を

2015 年 3月に設置、有機材料、有機エレクトロニクス、高分子成形加工、ICT、バイオマテリアル

など、異分野を融合した COI 拠点活動、世界トップの有機材料システム研究拠点化活動を目指す

組織を学長直下に構築した。 

有機材料システム研究推進本部の活動主体となるセンターは、有機材料システムフロンティア

センター（FROM）、有機エレクトロニクス研究センター（ROEL）、有機エレクトロニクスイノベー

ションセンター（INOEL）である。また 2018 年度に採択された山形大学オープンイノベーション

推進本部とあわせて、以下にその概要を示す。 

 

(1) 有機材料システム研究推進本部 

組織の名称 有機材料システム研究推進本部 

組織の位置付け・種別 教育研究推進組織 

組織の長となる者の職位 学長 

運営資金（財源） 総額規模 人件費相当額（兼務） 

収入の構成割合の見通し（学内予算 100％） 

体制（マネジメント体制を含む） 学長を本部長とし、FROM、ROEL、INOEL 等のセンターを活動

主体とする。 

教員等約 100 名、スタッフ約 50 名、 

協力機関メンバー約 100 名、研究室学生 B4,M1,M2,D1,D2,D3 

約 200 名（工学系の研究室の約 2割）  合計約 500 名 

概要 本学の有機材料システム研究推進戦略を策定するとともに、

関連センター及びプロジェクト組織との連携を通じて、本学

の有機材料に関する研究活動を高度化及び活性化し、その優

れた研究成果を活用して教育及び社会に貢献することを目

的とする。 

 

(2) 有機材料システムフロンティアセンター 

体制・組織の名称 有機材料システムフロンティアセンター(FROM) 

体制・組織の位置付け・種別 教育研究支援施設 

体制・組織の長となる者の職位 教授 

運営資金（財源） 総額規模 （光熱水費） 

収入の構成割合の見通し（民間資金 100％） 

体制（マネジメント体制を含む） 教員・研究員約 30名、その他スタッフ約 10名、 

学生約 90名、入所企業数 14社 

概要 国内外の機関と連携し、有機材料システム分野の国際的な教

育研究拠点を形成することを目的とする。 

 

(3) 有機エレクトロニクス研究センター 

体制・組織の名称 有機エレクトロニクス研究センター（ROEL） 

体制・組織の位置付け・種別 教育研究支援施設 

体制・組織の長となる者の職位 教授 

運営資金（財源） 総額規模 （光熱水費） 

収入の構成割合の見通し（民間資金 100％） 

体制（マネジメント体制を含む） 教員・研究員約 50名、その他スタッフ約 10名、 

学生約 120 名、入所企業数 7社 
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概要 有機エレクトロニクスの世界的研究拠点として、基礎的・学

術的研究の推進を図り、その研究成果を実用化等によって社

会に還元することを目的とする。 

 

(4) 有機エレクトロニクスイノベーションセンター 

体制・組織の名称 有機エレクトロニクスイノベーションセンター（INOEL） 

体制・組織の位置付け・種別 教育研究支援施設 

体制・組織の長となる者の職位 教授 

運営資金（財源） 総額規模 （光熱水費、設備等維持・保守点検費、事務経費

等、共通運営費部分） 

収入の構成割合の見通し（民間資金 88％、補助金 12%） 

体制（マネジメント体制を含む） 教員・研究員約 10名、その他スタッフ約 10名、 

入所企業数 12社 

概要 有機エレクトロニクスの基礎的・学術的研究成果の実証研究

を行い、実用化・産業化を推進するとともに、それら実用化

技術の高度化・複雑化に対応できる人材(研究者、技術者、

経営者及び特殊測定作業者)を育成することを目的とする。 

 

(5) グリーンマテリアル成形加工研究センター 

体制・組織の名称 グリーンマテリアル成形加工研究センター（GMAP） 

体制・組織の位置付け・種別 教育研究支援施設 

体制・組織の長となる者の職位 教授 

運営資金（財源） 総額規模 （光熱水費） 

収入の構成割合の見通し（民間資金 80％） 

体制（マネジメント体制を含む） 教員・研究員約 10名、その他スタッフ約 5 名、 

学生約 50名、入所企業数 2社 

概要 プラスチックやソフトマテリアルをはじめとする地球にや

さしい機能材料及び最先端成形加工技術の研究・開発を行う

国際水準の「ものづくり」研究拠点を形成することを目的と

する。 

 

(6) 有機材料システム事業創出センター 

体制・組織の名称 有機材料システム事業創出センター（YBSC） 

体制・組織の位置付け・種別 教育研究支援施設 

体制・組織の長となる者の職位 教授 

運営資金（財源） 総額規模 （光熱水費他） 

収入の構成割合の見通し（学内予算 53%、補助金 36%、民間

資金 11％） 

体制（マネジメント体制を含む） 教員・研究員約 6名、その他スタッフ約 2 名、 

入所企業数 5社 

概要 地域と連携してイノベーション創出のための人材育成、ベン

チャー企業創出、および地域企業の事業拡大の支援を行い、

地域社会の活性化、雇用促進を目的とする。 
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(7) オープンイノベーション推進本部

体制・組織の名称 オープンイノベーション推進本部

体制・組織の位置付け・種別 教育研究推進組織 

体制・組織の長となる者の職位 理事・副学長 

運営資金（財源） 総額規模 （人件費、活動費他） 

収入の構成割合の見通し（外部資金（競争的資金等） 45％、

学内予算 55％） 

体制（マネジメント体制を含む） 副学長を本部長とし、競争領域における民間企業との大型共

同研究を切り出して運営する。 

概要 競争領域まで成長してきた研究シーズを高度にマネジメン

トし、事業・プロジェクトの創出管理を行う。

山形大学では、現在、第 4 期中期計画期間における研究機能・体制のあり方を検討しており、

その中で、本拠点のＣＯＩ以降のあり方について、上記６研究センターを「有機材料戦略領域

(仮称)として括り、研究担当理事や各センター長等から構成される「有機材料戦略領域戦略会議

(仮称)」により情報交換・運営方針の決定等を行うとともに、日々の管理運営を行う「有機材料

戦略領域管理運営グループ(仮称)」を設ける方向で議論を進めている。 

山形大学では、地域の様々なステークホルダーから構成される「山形県地域連携プラットフォ

ーム」を設置すべく現在山形県と協議を進めており、この場において地域の社会像や地域課題を

設定、県内外の企業や様々な大学・研究機関とのネットワークの下、上記の有機材料分野のプラ

ットフォームが社会像の実現や社会課題の解決に貢献することを考えている。 
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(8) アウトリーチ活動

拠点全体の方針として、下記の様なアウトリーチ活動によって、拠点の見える化を積極的に図

っている。 

・JFlex 展（例年 1月末）（下図）

・イノベーションジャパンへの出展（例年 8月末）

・山形大学 COI シンポジウム

・フレキシブル有機エレクトロニクス研究会（下図）

・各種研究成果のニュースリリース
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新聞掲載やテレビ放映などの実績を、以下に示す。 
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2.1 次代を担う若手等の多様な人材の育成・活躍促進の状況 

（１）今後の拠点や自立的なプラットフォームの担い手となる次代の人材の育成・活躍の状況・

方針 

【マネジメント人材の育成・活躍の状況・方針】 

2016 年度から COI 内での若手部会などが順次設置され、本拠点でも若手研究者が参画するよ

うになった。そして、2019 年度からは、立命館 COI 拠点・東北大 COI 拠点との若手連携ファン

ドで研究連携した若手研究グループが、COI 若手部会の 1 部「学生＆若手・共創支援グループ」

として活動を開始し、若手部会の一員として、JST が主催するサイエンスアゴラや COI2021 会議

などの共創の場支援の自主的な管理運営を実施できるまでになった。 

今後はこれらをプラットフォーム化し COI-NEXT 等へ引き継いでいく予定である。 

 

【研究・イノベーション人材の育成・活躍の状況】 

COI 内での若手部会の設置後、COI2021 会議や COI 学会など、COI 若手部会主催のイベントが

開催され、若手研究者の交流と研究連携が図られるようになった。山形大学 COI 拠点において

も、若手研究者の研究連携や研究交流を通じた人材育成を推進するために、COI 若手部会が主催

する若手研究者の研究交流会等に積極的に参加するようになった。2018 年度では、東北大学 COI

拠点との COI 若手研究会を開催し、山形・東北若手連携グループが集まり、勉強会を実施した。

また、ヘルスケア・バイオマテリアルの分野に限定した COI リトリート in川崎を開催し、若手

研究者の発表と企業関係者が参加し、研究連携と研究交流を実施し、共同研究に結び付いた。

2017 年・2018 年度には「山形大学新技術説明会～Meetup for the next～」を実施し、若手研究

者同士や企業との研究交流会を行った。2019 年・2020 年度は、「山形大学新技術説明会～Meetup 

for the next～」を、山形大学の男女共同参画室との連携により、若手研究者だけでなく女性研

究者にも裾野を広げ、「SDGs x COI 若手・女性研究者研究交流会」として研究交流会を実施した。

これにより山形大学 COI 拠点内で学部学科を超えた研究連携が 4件生まれ、科研費の申請や COI

関連のファンドの申請などを行い、現在も精力的に研究活動を実施している。2021 年度は、さ

らに山形大学SDGsタスクフォースとの連携で、山形大学のSDGsタスクフォースが主催する「SDGs

カフェ」にて、学内外向けに研究交流会をオンラインで実施し、新たな研究者の人材発掘と研究

連携を実施する予定である。 

COI 若手連携ファンド・デジタル FS 連携においては、2018 年度以降から COI2021 会議や COI

学会を通じた研究交流会の参加をきっかけに他拠点の若手研究者グループとの連携が進み、2018

年度では 1 件だった申請が 2019 年度以降 5件と件数を増やすことができ、学内の研究拠点形成

（YU-COI など）や競争的資金の申請などにつながっている。 

今後は COI 後をにらみ、男女共同参画室や SDGs タスクフォース等と連携し、学内外を見据え

た形での、研究連携や研究交流を通じた人材育成を促進するためのプラットフォーム作りを進

め、若手研究者・女性研究者・中堅の研究者を交えた研究連携と人材発掘を続ける予定である。

特に、「SDGs x COI 若手・女性研究者研究交流会」については、COI 終了後は山形大学の SDGｓ

タスクフォースと連携し、年に 1 回の研究連携のための研究交流イベントとしてプラットフォ

ーム化し、職制や年齢・性別に関係なく志を同じくする研究者の参加と研究連携を促す予定であ

る。 

  
    サイエンスアゴラ２０２１       「SDGs x COI 若手・女性研究者研究交流会」 
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上記の若手部会の他、山形大学 COI 拠点の今後の自立的なプラットフォームの担い手となる次

代の人材育成・活躍促進として、COI 研究開発におけるサブテーマリーダー等に抜擢するととも

に、様々な活動に主体的かつ活発に取り組んできた。 

また、山形大学 COI 拠点及び参画教員の関係するグローバルネットワークや国際研究連携を利

用し、大学院生時点から海外インターンシップ（武者修行）にチャレンジできる環境も充実して

いる。 

 

 
 

  



B イノベーションが連続的に創出されるプラットフォーム構築に向けた活動実績 

 

2 若手を中心とする多様な人材の活躍促進について 

 96  

（２）若手・女性等の多様な人材の活躍促進・育成・人材循環のための仕組み整備や実績 

【女性の活躍促進のための環境整備と継続・発展性】 

山形大学は、2014年度当時、女性教員の在職比率が全学で13.3%であり、工学部では3.1%と特

に低い状況であり、女性が活躍するための研究環境の整備が課題であった。この課題を解決する

ため、山形大学は2015年度より2020年度まで、大日本印刷株式会社研究開発センター（DNP）と

山形県立米沢栄養大学を共同実施機関として、文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバ

ーシティ研究環境実現イニシアティブ（連携型）」（以下、ダイバーシティ事業と略す）に取り

組んだ。 

ダイバーシティ事業では、山形大学の特色である有機エレクトロニクス研究及び実証ハウス研

究におけるこれまでの実績を活かし、「有機エレクトロニクスを活用した未来の生活創造への女

性研究者の参画」という特色あるテーマのもと、女性研究者が参画する共同研究を推進するとと

もに、研究スキルアップ支援、リーダーシップ育成、裾野拡大の取組を進め、自然科学系分野を

中心に女性研究者の採用と上位職階の女性教員の積極的な登用を実現することを目的とした。 

ダイバーシティ事業の前半では、女性の活躍に必要な研究環境を整備し、ワーク・ライフ・バラ

ンスに関する支援を充実して利用促進を図った。後半では、「有機エレクトロニクスを活用した

未来の生活創造への女性研究者の参画」という研究テーマに沿った事業展開を目指し、山形大学

COIとの連携を強化し、女性研究者とCOI若手研究者との共同研究・社会実装を推進した。シンポ

ジウムをCOIと共催して4回開催し、行政、企業、市民、研究者等、合計393名が参加し、ダイバ

ーシティに関する意識改革につながるとともに、共同研究が4件創出された。 

6年間の事業の成果として、DNPが実践する「サービスデザイン」の手法を取り入れて共同研究

を推進した結果、研究力が顕著に向上した。女性研究者の業績は236件(論文131件、著書11件、特

許取得出願6件・登録6件、外部資金獲得64件、学術賞受賞18件)に及び、科研費の新規採択者にお

ける女性割合は2014年度11.2%から2020年度20.0%に増加した。また、山形大学の2020度末の女性

研究者目標（女性在職比率20.0%、採用比率21.3%、上位職比率14.1%）に対する実績は、女性在職

比率17.5%、採用比率30.5%、上位職比率13.7%であった。 

今後の対応としては、2020年度に施行した第2次山形大学男女共同参画基本計画において、

「大学全体の教授の女性比率は15%以上、准教授は23％以上、女性教員比率は20％以上の達成を

目指す」ことを明記し、さらに年齢制限なく女性教員・外国人教員を採用するダイバーシティ枠

も創設し、女性教員に関する数値目標の達成を目指していく。また、「SDGS×COI若手・女性研究

者交流会」を継続して共同研究・社会実装を推進する。さらに、大学コンソーシアムやまがた

「ダイバーシティ推進ネットワーク会議」や「全国ダイバーシティネットワーク組織」東北ブロ

ックの南東北ネットワークも構築しており、連携して女性の活躍を推進する。 

以上の実績のとおり、若手・女性等の多様な人材の活躍促進・育成・人材循環のための仕組みが

整備されている。 
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【女性研究者と若手研究者の連携を通した人材の育成と継続・発展性】 

次のような社会課題を解決するため、女性研究者と若手研究者が連携して取組みを行った。 

①地域連携プラットフォーム会議 

山形県ではダイバーシティの推進が課題であるとともに、「高血圧は山形県の県民病」と言わ 

れるなど健康が重要な社会課題である。地域のダイバーシティを進めながら健康長寿を実現した

いという地域ニーズに応え、地域連携プラットフォーム会議を 2018 年度に設置し、米沢市健康

長寿市民会議に協力し、毎年継続して地域連携プラットフォーム会議を開催した。2018 年度か

ら会議を 4回開催（合計 72 名参加）した。小野川温泉では、女性研究者がまちづくりに長期間

取組んできており、山形大学工学部の学生も足湯改善の提案を行うなど地域貢献してきた。この

一環として、地域連携プラットフォーム会議を経て、2020 年度には「小野川温泉と睡眠に関す

る実証研究」を小野川温泉組合と共同で実施するに至った。この取組みは 5 社の新聞で報道され

るなど、地域貢献事業として注目を集めた。 

 
 

②入浴と睡眠に関する実証研究 

地域資源の魅力が科学的に裏付けされていないという社会課題を解決するため、COI で培った

睡眠解析技術とセンサシステムを利用し、地域に根ざした温泉資源を用いた温泉入浴の睡眠効果 

を研究し、それを活用した地域活性化を図ることを目的としている。2020 年度より 2年間、小野

川地域住民のニーズに応え、地元温泉組合との連携により、温泉入浴による睡眠環境・睡眠効果

の数値化に取り組んでいる。2 年目は女性研究者が参画した取組として「ウエルビーイングと心

身リフレッシュ」のワークショップを開催し、温泉地での心身の健康増進とワーケーションへの

展開を目指している。 

 

③ 睡眠と生活に関するアンケート調査 

2020 年度末に、睡眠マネジメント研究センターが、米沢市健康長寿市民会議への協力の一環と

して、米沢市民（小学生から高齢者まで 567 名）の回答を得て、「睡眠と生活に関するアンケート」

を実施し、コロナ禍による影響も含めて実態把握を行った。この調査報告書を 2021 年 9月に発行

し、米沢市と協力して米沢市健康長寿市民会議の構成団体等 35団体に配布し、普及・活用を図っ

た。さらに、活用状況のアンケートを今後の研究に反映していく。 

 

④SDGs×女性・若手研究者研究交流会と社会実装 

若手研究者や女性研究者の支援が十分でなかったという課題を解決するため、女性・若手研 

究者の研究交流会を開催し、「持続可能な開発目標（SDGS）」の観点で議論し、交流している。2019

年度よりダイバーシティ事業のシンポジウムと合わせて2回開催し、共同研究が4件創出された。

発表者合計 16名、参加者合計 130 名であった。大学として、女性研究者の研究力向上の支援制度

に位置付けており、今後も SDGs の観点で充実を図り、継続していく。 
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さらに、研究交流会を契機に、2019 年度より社会実装会議を開催し、女性研究者が参画した共

同研究の社会実装を推進している。山形県では、共働きの女性の割合が全国 2 位で、三世代同居

が多いため、家事・育児における女性の負担が重いことが課題である。その中で、減塩などの健

康な食事や安全な保育のニーズに応えるため、山形県栄養士会などの協力を得ながら 2019 年度よ

り社会実装会議を開催し、女性研究者と COI 若手研究者による共同研究を推進している。主な共

同研究は、「サービスデザインの IT 開発と栄養指導への活用」、「シートセンサを用いた乳幼児向

け見守りセンサの実証試験」等であり、今後も共同研究を継続し、社会課題の解決に取り組む計

画である。 

 

以上の取組により、女性研究者と COI 若手研究者との交流が深まった結果、工学、農学、栄養

学、教育学、医学、看護等の幅広い分野の女性研究者が COI に登録し、多様な人材の育成と蓄積

につながり、女性・若手研究者が継続して活躍できる体制が整った。COI に登録する女性研究者は

2014 年度に 2 名であったが、2021 年度に 22 名に達した。第 6 期科学技術・イノベーション基本

計画に研究のダイバーシティの確保やジェンダードイノベーションの創出について記載されたが、

山形大学 COI における女性・若手研究者の連携は先導的な実践と考えている。 

 

 

 

【人事評価制度・クロスアポイントメント制度】 

教員の人事評価については、教育研究をはじめとする教員の諸活動（外部資金の獲得や共同研

究、教育、社会貢献などを含む）の成果を点検・評価することによって教員活動の活性化を図る

ことを目的として実施され、教員自身の教育活動の充実や賞与・昇級等の評価に活用されるとと

もに、当該評価結果については、集計した統計データにより広く一般に公開されている。さらに、

年俸制教員の給与については、業績評価や競争的外部資金の獲得額をストレートに反映させる形

態となっており、特にインセンティブ付与を意識した制度となっている。また、クロスアポイン

トメント制度を構築し、例えば若手研究者の産総研とのクロスアポイントメントなどに活用して

いる。 

 

 

 

【若手ファンド一覧】 

本山形大学 COI 拠点では、若手ファンドによって、チャレンジングなテーマに積極的な取り組

みを行ってきた。 

以下の表（次ページ）に、若手ファンドの一覧を示す。 
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2.2 人材の育成・人材循環整理表 

○人材の育成、人材循環整理表            ※大学等：大学・研究機関 単位：人 

（人材の育成等の状況） 合計(H25-R3) 

昇格 
同一機関 6 

他機関 2 

定年制の取得 
同一機関 5 

他機関 0 

 

（出向・クロスアポイントメント等の人事交流状況） 合計(H25-R3) 

大学等→大学等 0 

大学等→企業 2 

企業→大学等 2 

※転籍出向や兼業は含みません。 

 

（転籍等の人材流動の状況） 合計(H25-R3) 

大学等→大学等 20 

大学等→企業 8 

企業→大学等 12 

 

（外国機関との滞在型研究交流の状況） 合計(H25-R3) 

短期 
派遣 0 

受入 4 

2 ヶ月以上 
派遣 8 

受入 20 
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