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Ⅰ．プロジェクトの概要
■プログラム名： 先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム
■プロジェクト名： バイオプロダクション次世代農工連携拠点
■機関名：

国立大学法人 神戸大学

■総括責任者名（役職）：武田 廣 （神戸大学長）
■実施期間：平成 20 年度～平成 30 年度（全 10 年間）
■研究経費（平成 30 年度末までの総経費見込）： 総額 3,942 百万円 （間接経費・環境改善費込）
■協働機関名（計 13 社、脱退 4 社）：旭化成株式会社、株式会社カネカ、月桂冠株式会社、株式会社ダ
イセル、帝人株式会社、長瀬産業株式会社、Bio-energy 株式会社、フジッコ株式会社、三井化学株式会
社、江崎グリコ株式会社、日東電工株式会社、株式会社日本触媒、日本製紙株式会社（平成 24 年 4 月
加入）、丸善製薬株式会社（平成 23 年 3 月脱退）、ハウスウェルネスフーズ株式会社（平成 24 年 3 月脱
退）、株式会社日本紙パルプ研究所（平成 24 年 3 月、日本製紙株式会社と合併）、コスモ石油株式会社
（平成 28 年 3 月脱退）
１．プロジェクトの目的
20 世紀の急速な石油化学産業の発展により石油リファイナリーが確立された。しかしながら、限りある
石油資源に全面的に依存するようになったことから、近年の石油資源枯渇、そして二酸化炭素（CO2）排
出量の飛躍的な増加による地球温暖化などの問題を克服し、安全で持続的に発展できる低炭素循環型
未来社会を実現する上で、再生可能な資源バイオマスから様々なバイオベース製品（バイオマスから生
産された燃料や化学品）の生産を行なうバイオリファイナリーへの転換を図るグリーン・イノベーションを実
現し、脱石油を推進することは、極めて重要である。
植物バイオマスは大気中の CO2 を固定して成長するため、バイオベース製品からは正味の CO2 の排出
が起きない（カーボンニュートラルと呼ばれる）。バイオリファイナリーは、CO2 をバイオマスとして資源化し、
先端バイオ技術を駆使して再生可能なエネルギーや化学品を高効率生産する革新技術と言える。バイ
オマスとしては、食料と競合しない非可食バイオマス、すなわちセルロース系バイオマス（木本や草本系
バイオマス：木材、稲わらや麦わら、エネルギー作物など）を活用する。具体的には、様々な微生物をベ
ースに「細胞工場」（代謝経路を人工的に再構築して目的とする化合物を高効率に生産できる“ものづく
り”工場の様にした組換え微生物）を開発し、バイオマス中に含まれる糖から多様な燃料や化学品を高効
率に作り出す「バイオプロダクション技術」を確立することで、化学工場で石油から製造している製品群を
バイオベース製品に転換することである。
本拠点では、バイオリファイナリー研究で日本をリードする神戸大学が農工連携のもと、日本を代表す
る化学系企業群 13 社と協働して、グリーン・イノベーションを加速する国際的な拠点を構築して、バイオプ
ロダクション技術基盤を確立するとともに、重要なバイオベース製品群を実用化し、バイオコンビナート形
成の核となることを目指す。
２．拠点化の対象とする先端融合領域及び研究開発
本拠点では、再生可能なバイオマス資源から次世代燃料・化成品原料、バイオプラスチック・バイオ繊
維、およびバイオファインケミカル等の重要な製品群（バイオベース製品群）を、先端バイオ技術を駆使し
て作り出すバイオプロダクションを実用化してグリーン・イノベーションを達成し、持続可能な低炭素社会
の実現を目指す。バイオマス資源から、燃料やプラスチック等の生産量が多くインパクトの大きな製品群と、
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ファインケミカルの様に付加価値の高い製品群を統合的に生産する「バイオリファイナリー」を実現するこ
とは、バイオマス利用全体の経済性を高めて早期の実用化と大きな波及効果を実現する上で重要である。
本研究拠点は、農学と工学の融合による先端融合領域「バイオプロダクション」において、神戸大学が優
位性と独自性を誇る 6 つのコア研究領域「リサーチエンジン」（バイオマスリソース、前処理プロセス、細胞
工場、バイオプロセス、分離・化学プロセス、機能性・安全性評価）を、産・産･学連携で発展させて確立
する。そして、バイオマス増産から、スーパー微生物（細胞工場）を用いた一貫バイオプロセスによる基幹
化学品生産、分離・化学プロセスによる製品化までプロセスイノベーションを達成してバイオベース製品を
実用化するともに、新規物質を生み出すプロダクトイノベーションに展開する。
３．審査・評価結果コメント
(1)中間評価結果コメント
バイオリファイナリーの実現による 25 兆円規模の新市場の創出、脱石油・CO2排出削減という 構想
の下、大学の総合力と多様な業種からなる協働機関 14 社の特性を効果的に活用した産産学連携の拠
点を形成・運営している。拠点の活動から、当初構想に基づく新研究科を発足させる等、 継続的なイノ
ベーション創出拠点の形成に向けて着実に進んでいる。協働機関の一部は事業化に向けた優れた研究
成果を既に得ており、総じて所期の目標を達成している。
進捗状況：拠点長を中心とする優れたマネジメントにより、７年目のミッションステートメントに記載の「統
合バイオリファイナリーセンター」の運営及び文理融合によるイノベーション人材の育成をめざす新しい研
究科（「科学技術イノベーション研究科」）の設立を実現し、物質生産の スケールアップや新しい材料開
発についても協働機関と密接な関係の下で活動を行うことで目標 を上回って成功しており、所期の目標
を達成していると評価できる。今後は、事業化のために必要となる作業に重点を移行し、10年目の成果の
創出に向けて活動を加速していくことを期待する。
拠点形成：学長がリーダーシップを発揮してバイオプロダクション研究のための統合研究拠点を整備し、
教員のパーマネントポストを配分している。14 社の多様な協働機関が参画し、将来構想を共有しながら、
各企業の特徴を活かした適切な連携体制を構築している。「バイオレストラン」と呼ばれる拠点独自の知
財管理の仕組の整備など、大学が中心となり産産連携の枠組を整備している。加えてアントレプレナーシ
ップ教育を行う文理融合の新研究科を設置するなど拠点形成については高く評価できる。
研究開発：バイオリファイナリー構想の下、「リサーチエンジン」と呼ばれる大学の基盤技術を、役割分
担された各協働機関が能動的に活用し、研究開発を進めている。特に合成バイオ技術はいくつかの事
業化につながり得る成果を上げており評価できる。また、新しいゲノム編集技術等の、応用範囲の広い独
自の基本技術は注目に値する。今後は、世界的な競争優位性を明確にし、イノベーション創出につなげ
る事業化を加速していくことを期待する。
人材育成：拠点の活動成果を新研究科の設置につなげて、文理融合で起業家の育成を目指している
こと、シードアクセラレーターの仕組みの実践を計画していることなど、イノベーション人材育成に向けた
大学の努力は評価できる。また拠点の有期雇用の若手研究者の多くが他機関及び企業にパーマネント
ポジションを得ていることも人材育成の成果として評価できる。今後は新研究科における教育の制度設計
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を入念に行い、起業家教育の具体的成果を協働機関の人材を含めて実現することを期待する。
最終目標達成の見通し：研究拠点を整備し、新研究科を設置するなど、研究・教育・事業化を統 一
的に行う継続的な拠点化を進めており、最終目標の達成に向けて順調に展開している。ただし、協働機
関の個別の目標においては成果が期待できるものがある一方で、学術レベルに終わる可能性のある活
動も多く、イノベーション創出につながる事業化を確実に達成させるためには、世界的視野で新規性やコ
スト競争力を正確に把握し、事業化インパクトを勘案し、状況により分野を絞り込むことも必要である。今
後は事業化のめどの立つ研究成果についてはマイルストーンを策定し、実効性のある知財戦略と人材育
成のもと、PDCAサイクルを回して、着実に事業化を達成していくとともに、世界におけるリーダー的位置
にあることを明確に示せる研究体制を樹立し、研究成果を充実させることを期待する。
(2)【参考】再審査結果コメント
神戸大学の農・工連携による独創的なコア技術群から構成される「リサーチエンジン」を協働機関群が
活用し、バイオリファイナリー分野の革新的一貫バイオプロセス開発というイノベーションを目指す拠点で
ある。バイオコンビナートの実現という具体的な目標に向けて、大学と協働機関群が水平展開するユニー
クな拠点を形成しており、適切なマネージメントによって大学と協働機関の産学連携のみならず、協働機
関の産産連携も活発に行う体制を構築している点は、本プログラムの目的と合致している。協働機関にお
いては既に多数の化合物生産のバイオベース化を実現しており技術的な実現可能性は高い。拠点が目
指す「バイオリファイナリーによる化石資源から非可食バイオマス原料への転換」というグリーン・イノベー
ションの視点は大きなインパクトが期待でき、日本の産業力を向上させる原動力の一つとして高く評価で
きる。今後は、世界の中で日本がリーダーシップをとれるように、研究開発の競争力向上に留まらず国際
的なルール作りの提案等の活動も期待する。本課題については、再エントリー準備期間を含むこれまで
の進捗状況及び今後の見通しから判断して、本プログラムの趣旨に合致した成果を実現することが十分
期待されるため、来年度から本格的実施に移行することが適当である。
①目標達成度（1.ミッションステートメントの達成度、2.研究･技術開発の達成度、3.システム改革の進捗
状況、4.人材育成の進捗状況）
バイオマスの前処理プロセス開発、細胞工場の開発など、基礎技術の研究開発は目標レベルにほぼ
到達しており、一貫バイオプロセス実証のための本格的テストプラントの建設が進んでいる。人材育成・シ
ステム改革については、中核研究スペースの整備が行われており、バイオマス資源の豊富な東南アジア
諸国との連携強化が積極的に進められている。目標の一つとして挙げているバイオリファイナリーに関す
る専攻は未だ設置されていないが、設置に向けた科目の整備が進捗している。以上のことから、全体的
には概ね目標を達成している。今後、持続的なイノベーションを創出する拠点形成のために、大学・協働
機関に共通して積極的に異分野融合や人材育成を進めることを期待する。
② 協働機関との関係
拠点における知的財産の管理や関係機関との調整については、拠点長のガバナンスの下、オープン
イノベーションを促進する「バイオレストラン」と名づけられた神戸大学独自の知的財産管理システムが機
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能している。また、拠点によるコーディネートによって、拠点が推進するバイオコンビナート形成における
協働機関の役割、分担は明確になっている。さらに、各協働機関においても技術開発や市場化に対する
達成意欲は全般的に高い。一方、一部の参画機関では、拠点に参画することによる相乗効果が十分で
はなく、通常の共同研究の域を出ないものも存在している。今後、イノベーション創出に向けたバイオリフ
ァイナリーの全体構想を実現するには、バイオコンビナート構成について、特に経済的な側面から最適化
を行う必要があるが、神戸大学が継続してリーダーシップを発揮することを期待する。
③ 実現可能性
個々の取組の多くは協働機関の既存の製品・技術の延長線上にあり、協働機関はそれぞれのテーマ
について有する知見を活用しながら産学連携により研究 開発を進めている。そのため、ベンチスケール
ではあるものの、新規樹脂の原材料等として期待されるバイオベース化したプロダクトを既に11種も生産
しているなど、達成目標に対するロードマップもより明確になってきており、技術上の実現可能性は高く、
事業化も達成可能と期待される。また、拠点の主導するバイオコンビナート構想も国内外の立地を含め、
具体化が進行している。今後、化石資源や他のバイオマス利用技術と競合することを考慮すると、拠点に
おける「リサーチエンジン」の技術水準のさらなる向上によって経済性を高めることは重要である。
④ インパクト
バイオリファイナリー分野については、比較すべき化石資源の価格に依存するものの、経済的インパク
トは大きいと期待される。化石資源依存からの脱却によるグリーン・イノベーションの実現という社会的要
請も受けてバイオリファイナリー産物の市場の早期の立ち上がりが期待され、実現した場合には石油関連
産業の一部を置換するプロセスイノベーションとしてのインパクトが期待できる。さらに、バイオマスを原料
とした製品を開発することは、資源調達先の分散という安全保障的な観点でも大きなインパクトがある。バ
イオファインケミカルの部分については個々の市場は小規模なものが多く、当面期待されるインパクトは
限定的である。今後、より大きなイノベーションの創出につながるように、拠点において医学系部局との連
携等、拠点の分野横断的な機能強化を期待する。
(３)【参考】採択時コメント
バイオマスの活用を効率的に推進する手段として、農学・工学を融合させたバイオリファイナリーはわが
国においても重要なテーマであり、これを推進する本課題により、長期的視野から重要な研究開発拠点
を形成することが期待できる。また「菌体触媒」と「細胞表層」をコア技術とした融合領域において、多様な
協働機関とともに新しいバイオプロダクションシステムを開拓する本課題はユニークであり、これまでの研
究成果を踏まえたスケールの大きな成果が期待できる。
ただし、多数の協働企業のために責任分担が不明確となり、研究開発が非効率化する可能性が危惧
される。総花的とならないよう、各協働企業のコミットメントを再確認し、そのパートナーシップのあり方を明
確に定め、PDCA サイクルを通して、強いリーダーシップをもってマネージメントすることが必要である。ま
た、研究成果の知財マネージメントについて、具体的な計画を立て、再審査までにコア技術をイノベーシ
ョンに繋げられるように、企業との連携体制を堅固なものにすることが求められる。さらに、農工連携による
バイオリファイナリーセンターの役割・目的を明確にした上で、イノベーションに向けて最善のロードマップ
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を描くことが必要である。

Ⅱ．ミッションステートメント
１．再提案書におけるミッションステートメント
ミッションステートメント
○提案構想名 「バイオプロダクション次世代農工連携拠点」
○総括責任者名 「福田秀樹 」
○提案機関名 「神戸大学 」
○協働機関名 「旭化成ケミカルズ株式会社、江崎グリコ株式会社、株式会社カネカ、
月桂冠株式会社、コスモ石油株式会社、ダイセル化学工業株式会社、
帝人株式会社、長瀬産業株式会社、日東電工株式会社、
株式会社日本紙パルプ研究所、株式会社日本触媒、
Bio-energy株式会社、フジッコ株式会社、三井化学株式会社」

（実施予定期間： 平成２４年度～平成３０年度）
（１）拠点化構想の概要
「農学」と「工学」の境界領域の融合により、農学的な植物資源や遺伝子資源、そしてバイオマス由来材
料に関する生理学的評価技術と、工学的な発酵工学・反応工学・分離工学にわたる専門領域を網羅し、
バイオマスを原料とする微生物による一貫した物質生産（バイオプロダクション）に関する研究拠点化を目
指す。具体的には、バイオマスを原料とした、「次世代燃料・化成品原料」および「バイオプラスチック・バ
イオ繊維」、そして「バイオファインケミカル」部門の物質生産に関わる研究拠点化を目指す。さらには、こ
れら3つの研究部門を支える「基盤技術開発」部門に関しても産・産・学連携に資する研究拠点を目指す。
人材育成に関しては、既に拠点にて構築している、本拠点独自の部門会、インターンシップ、英語のスキ
ルアップ、そして大学での企業・大学教員のオムニバス特別講義などのプログラムに加えて、プラクティカ
ル・アカデミックセミナーやGlobal Leadership Developmentプログラムを行う。そして、国際的感覚を有する
大学および企業の若手研究者の育成を行い、本研究領域の人材育成及び研究の継続的な発展を目指
す。
（２）中間時（７年目）における具体的な目標
１．本拠点の運営と「統合バイオリファイナリーセンター」の運営を一本化し、様々な企業の本研究拠点へ
の参画を広く受ける相談窓口を設ける。
２．海外の研究機関との提携を5つ以上行い、1つ以上のナショナルプロジェクトへと発展させる。
３．協働機関14社との連携の中で、少なくとも6つ以上の目標物質に関して、バイオマスからの物質生産
に関してスケールアップ技術の確立を目指す。
４．「次世代燃料・化成品原料」および「バイオプラスチック・バイオ繊維」に関しては、少なくとも3種類の生
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物資源由来化合物に関して、30～50g/Lレベルでの物質生産をベンチスケールにて目指す。
５．「バイオファインケミカル」に関しては、少なくとも2つ以上の候補に関して、微生物による物質生産の安
全性の確認を行い、その適合性を評価する。
６．7年目までの実績を基に、農学研究科と工学研究科内の2つの専攻を統合した「バイオリファイナリー
研究科」設立を目指す。
（３）終了時（１０年目）における具体的な目標
１．本拠点化構想に参画した14社、全てにおいてバイオマスからの目標物質生産のベンチスケールレベ
ルでの物質生産を実行する。
２．新たに5社以上の協働機関を受け入れ、少なくとも5つ以上の新しい目標物質の設定を行う。
３．欧米･アジア地域の研究機関を含めて、最低10以上の研究機関との連携を図り、国際的な水準にお
ける本研究拠点の国際的地位を確立する。
４．本研究拠点化の博士後期課程を卒業した人材が、企業社会においてその研究能力及び企業適応能
力を認められ、本研究拠点の社会的認知を確立する。
（４）実施期間終了後の取組
本研究拠点が7年後に終了する事を見越して、本研究拠点では、各「研究ユニット」から創出される知的
財産においては、企業における事業化の際のロイヤリティーとして本拠点に一部還付することを付帯する。
そして、拠点実施期間以後、学外機関として「神戸大学バイオリファイナリー機構」を設立し、運営資金な
どの管理を委託する。また、拠点プログラムにおける多くの成果を基盤として、神戸大学統合バイオリファ
イナリーセンターを窓口として、協働研究に関する共同企業研究を更に広く受け入れ、「バイオプロダクシ
ョン」イノベーション拠点を発展的に持続する。また、複数の企業体による本格的な事業化に向けては「技
術協働組合」を設立する。
（５）期待される波及効果
本拠点化構想「バイオプロダクション次世代農工連携拠点」は、バイオマス資源を原料とし、一貫バイオプ
ロセス構築によるバイオリファイナリーの実現によって、脱石油を可能とする技術革新が主な内容であるこ
とから、今後、技術に関する需要が飛躍的に伸びると推測される。その重要性から同様の構想は欧米で
既に始まりつつあるが、国内においては本拠点が唯一のものである。したがって、本拠点化構想が推進さ
れれば、国内のみならずアジア、そして世界規模において農学及び工学に関連する様々な研究機関に
与えるインパクトは大きい。また、化学系企業においては、再生可能資源への原料転換を行うことが重要
な技術課題として挙げられており、本拠点化構想の目的が達成された場合は、すべての化学系企業に
対して非常に大きな波及効果がある。

２．【参考】提案書におけるミッションステートメント
ミッションステートメント
○提案構想名 「バイオプロダクション次世代農工連携拠点 」
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○総括責任者名 「野上智行 」
○提案機関名 「神戸大学 」
○協働機関名 「旭化成ケミカルズ株式会社、株式会社カネカ 」
「月桂冠株式会社、コスモ石油株式会社 」
「ダイセル化学工業株式会社、帝人株式会社 」
「長瀬産業株式会社、ハウスウェルネスフーズ株式会社 」
「Bio-energy 株式会社、フジッコ株式会社 」
「丸善製薬株式会社、三井化学株式会社 」
（実施予定期間： 平成２０年度～平成２９年度）
（１）拠点化構想の概要
「農学」と「工学」の境界領域の融合により、農学的な遺伝子資源やバイオマスに関する専門知識から、
工学的な発酵工学・反応工学・分離工学にわたる専門領域を網羅し、バイオマスを原料とする微生
物による物質生産（バイオプロダクション）に関する研究拠点化を目指す。具体的には、バイオマスを
原料とした、「化成品原料・次世代燃料」、「バイオプラスチック・バイオ繊維」、「機能性食品」、そして
「医薬品・農薬」の物質生産に関わる研究拠点化を目指す。本研究拠点の目指すミッションステートメ
ントは、本学及び協働機関のポテンシャルから判断するに到達可能な技術レベルと判断する。また、
本研究拠点にて、協働企業での実践教育や企業研究者との交流などの教育システムを活用して、若
手研究者の育成も行い、本研究領域の人材育成及び研究の継続的な発展を目指す。
（２）絞り込み期間終了時（３年目）における具体的な目標
１．総括責任者（学長）、研究拠点長（福田秀樹）の責任の下に、3 年目を目処に拠点運営を「統合
バイオリファイナリーセンター」と共同して行う。
２．バイオマス変換技術の国際的規模での展開を考え、海外の研究機関との提携を最低2箇所以上
行う。特に、バイオマス資源が豊富な東南アジアの国々との連携を強化にする。
３．協働機関である12 社の上の目的物質に関して、その物質生産のスケールアップ技術の確立を目
指す。また、そのためのベンチスケールプラントを「統合バイオリファイナリーセンター」内に設置す
る。
４．「化成品原料・次世代燃料」及び「バイオプラスチック・バイオ繊維」に関しては、バイオマス由来の
新しい材料開発を1 種類以上行う。
５．「機能性食品」及び「医薬品・農薬」に関しては、2 種類以上の化合物候補をバイオマスから創製
することを目指す。
６．本融合領域の若手研究者を育成するために、農学と工学研究科内にそれぞれ本拠点領域を主
体とした「バイオリファイナリー専攻(農学)」及び「バイオリファイナリー専攻(工学)」を設置する。
（３）中間時（７年目）における具体的な目標
１．本拠点の運営と「統合バイオリファイナリー」の運営を一本化し、様々な企業の本研究拠点への参
画を広く受ける相談窓口を設ける。
9

２．海外の研究機関との提携を5 つ以上行い、1 つ以上のナショナルプロジェクトへと発展させる。_
３．共同機関１２社との連携の中で、少なくとの6 つ以上の目標物質に関して、バイオマスからの物質
生産に関してスケールアップ技術の確立を目指す。
４．「化成品原料・次世代燃料」および「バイオプラスチック・バイオ繊維」に関しては、少なくとも3 種
類の生物資源由来化合物に関して、30～50g/L レベルでの物質生産をベンチスケールにて目指
す。
５．「機能性食品」及び「医薬品・農薬」に関しては、少なくとも２つ以上の候補に関して、微生物による
物質生産の安全性の確認を行い、その適合性を評価する。
６．７年目までの実績を基に、農学研究科と工学研究科内の二つの専攻を統合した「バイオリファイナ
リー研究科」設立を目指す。
（４）終了時（１０年目）における具体的な目標
１．本拠点構想に参画した１２社、全てにおいてバイオマスからの目標物質生産のベンチスケールレ
ベルでの物質生産を実行する。
２．新たに5 社以上の協働企業を受け入れ、少なくとも5つ以上の新しい目標物質の設定を行う。
３．欧米･アジア地域の研究機関を含めて、最低 10以上の研究機関との連携を図り、国際的な水準
における本研究拠点の国際的地位を確立する。
４．本研究拠点化の博士後期課程を卒業した人材が、企業社会においてその研究能力及び企業適
応能力を認められ、本研究拠点の社会的認知を確立する。
（５）実施期間終了後の取組
本研究拠点が10 年後に終了する事を見越して、本研究拠点では、各「研究ユニット」から創出される
知的財産に関して、企業における事業化の際にはロイヤリティーとして本拠点に一部還付することを
付帯する。そして、拠点実施期間以後の「統合バイオリファイナリーセンター」の運営資金の一部とす
る。また、共同研究に関する協働企業を更に広く受け入れ、「バイオプロダクション」イノベーション拠
点を継続的に持続する。
（６）期待される波及効果
本拠点化構想「バイオプロダクション次世代農工連携拠点」は、生物資源を原料としたバイオリファイ
ナリー研究に特化した研究拠点であり、バイオマスを原料とする石油代に関する技術革新が主な内
容であることから、これから１０～２０年先にその技術に関する需要が飛躍的に伸びると推測される。同
様の構想が欧米で既に始まりつつあるが、国内においてはこのような拠点化構想は行われておらず、
非常に新しい研究構想である。したがって、本拠点化構想が推進されれば、国内のみならずアジア地
区における様々な農学及び工学に関連する研究機関に与えるインパクトは大きい。また、本拠点化構
想の目的が達成された場合は、各企業においては生物資源への原料転換が克服すべき技術として
挙げられており、すべての化学メーカーに対して与える波及効果は非常に大きく、そのアウトカムは十
分に有ると期待される。
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Ⅲ．経費
１．所要経費
（単位：百万円）
所要経費（自主経費含む）
研究項目

1．リサーチエン
ジン

2．次世代燃料・
化成品原料

担当部署等

研究担当者

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

合計

神戸大学
科学技術イノベ

近藤 昭彦（研

ーション研究科

究科長・教授）

神戸大学
科学技術イノベ

近藤 昭彦（研

ーション研究科

究科長・教授）

3．バイオプラス

神戸大学

チック・バイオ繊

科学技術イノベ

維

ーション研究科

4．バイオファイ

神戸大学

芦田 均（教授）

ンケミカル

農学研究科

大澤 朗（教授）

5．革新的材料

H20

神戸大学
工学研究科

近藤 昭彦（研
究科長・教授）

305

320

319

106

569

519

443

410

433

415

383

4,222

305

320

319

106

569

519

443

410

433

415

383

4,222

西野 孝（教授）

所要経費（合計）

注1：平成28年度までは決算額、29年度および30年度は計画額を記載してください。
注2：所要経費には自主経費を含めてください。
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２．使用区分
（単位：百万円）
研究項目１～5

計

１．委託費及び補助金
設備備品費

707

707

人件費

1,128

1,128

事業実施費

1,694

1,694

( 3,529 )

( 3,529 )

413

413

3,942

3,942

6,814

6,814

280

280

11,036

11,036

(直接経費計)
間接経費及び環境
改善費
合 計
２．協働機関からの
経費（コミットメント）
３．自主経費
総 計

注 1：平成 30 年度までの研究項目ごとの所要経費（協働機関コミットメント、自主経費を含む）を記載し
てください。
注 2：平成 28 年度までは決算額、29 年度および 30 年度は計画額を記載してください。
注 3：研究項目は、Ⅲ．１．と合わせてください。
【装置名：購入期日、購入金額、購入した備品で実施した研究項目】
①マルチラベルリーダー：平成 20 年 11 月，13 百万円，研究項目 1～5
②ジェネティックアナライザ：平成 20 年 12 月，16 百万円，研究項目 1～5
③ガスクロマトグラフ質量分析計：平成 21 年 10 月，11 百万円，研究項目 1～5
④高速液体クロマトグラフ：平成 24 年 9 月，14 百万円，研究項目 1～5
⑤超高分解能飛行時間型質量分析装置：平成 24 年 11 月，58 百万円，研究項目 1～5
⑥高速液体クロマトグラフ質量分析計：平成 25 年 10 月，20 百万円，研究項目 1～5
⑦セルソーター：平成 29 年 1 月，21 百万円，研究項目 1～5
⑧オールインワン蛍光顕微鏡：平成 30 年 7 月，11 百万円，研究項目 1～5
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３．協働機関コミットメント実績
（単位：百万円）
H20
協働研究費

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H28

H27

H29

計

H30

46

80

118

138

148

171

148

146

125

108

84

1,312

123

223

415

492

511

512

469

428

387

345

296

4,201

設備備品費

32

61

76

64

96

38

72

55

97

48

73

712

施設整備費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他経費

26

24

33

38

67

71

69

69

64

70

58

589

227

388

642

732

822

792

758

698

673

571

511

6,814

人件費

合計

注 1：全協働機関のコミットメントの総額を記載してください。協働機関別の金額はⅥ．付録の項に記載してください。
注 2：すでに脱退した協働機関も含め、平成 20 年度から平成 30 年度の間に参画していた協働機関をすべて記載してください。
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Ⅳ．結果概要
１．進捗状況
（１）終了時（10年目）の目標に対する達成度
申請時に掲げた全ての項目に関して、目標を達成している。以下にその概要を記載する。
１．本拠点化構想に参画した14社、全てにおいてバイオマスからの目標物質生産のベンチスケールレベ
ルでの物質生産を実行する。
現在までに、以下に示す 26 種類の化合物に関してベンチスケール以上までのスケールアップに成功
している（詳しくは 37 頁参照）。
セルロースエタノール、バイオディーゼル、イソブタノール、n-ブタノール、1-プロパノール、3-ヒドロキシ
プロピオン、2，3-ブタンジオール、キシリトール、乳酸、イソプロパノール、1,3-プロパンジオール、1，4-ブ
タンジオール、芳香族化合物（桂皮酸、パラアミノ安息香酸、クマル酸）、ジアミン、機能性オリゴ糖、グリコ
ーゲン、アスタキサンチン、有用イノシトール（ピニトール）、機能性リン脂質、5-アミノレブリン酸、グルタチ
オン、グリシンベタイン、機能性ポリフェノール、およびタンナーゼ生産乳酸菌
そのうちセルロースエタノール、バイオディーゼル、n-ブタノール、乳酸、イソプロパノール、1,3-プロパ
ンジオール、グリコーゲン、アスタキサンチン、有用イノシトール（ピニトール）、機能性リン脂質、グルタチ
オン、およびタンナーゼ生産乳酸菌の 12 種類の目的物質について、協働機関との密接な連携により、パ
イロットスケールや実生産までスケールアップに成功している。
２．新たに5社以上の協働機関を受け入れ、少なくとも5つ以上の新しい目標物質の設定を行う。
本拠点では、拠点で独自に構築されたゲノム編集、長鎖 DNA 編集技術、そして腸管モデルシステム
に関して多くの企業から技術利用に関する相談を受け、新たに企業の新規参画希望を受け入れている。
現在、これらの企業とは個別の共同研究を実施しており、本拠点の終了時に設立される「先端バイオ工
学推進機構」(学外組織、303 頁に記載)において、本拠点企業との連携を行う計画である。この新しい研
究推進機構では、本拠点の協働機関（企業）のみならず、新たに多くの企業の参画を受け入れて、持続
的な研究推進を行う計画である。
３．欧米･アジア地域の研究機関を含めて、最低 10 以上の研究機関との連携を図り、国際的な水準にお
ける本研究拠点の国際的地位を確立する。
本拠点研究領域に関連する研究交流として、清華大学（中国）、浙江大学（中国）、上海交通大学(中
国)、西安交通大学（中国）、成功大学（台湾）、シンガポール化学工学研究所 (Institute of Chemical
Engineering Science (ICES))（シンガポール）、シンガポール国立大学（シンガポール）、インド工科大学デ
リー校 (Indian Institute of Technology (IIT) Delhi)（インド））、インドネシア科学院（LIPI）（インドネシア）、
インドネシア大学（インドネシア）、西オーストラリア大学（オーストラリア）、ステレンボッシュ大学（南アフリ
カ）、リージェ大学（ベルギー）、ゲッチンゲン大学（ドイツ）、グローニンゲン大学（オランダ）などの海外 15
箇所の研究機関と提携を実施している。特に東南アジアなどバイオマスの豊かな国々との連携を強化で
きた。また本拠点メンバーの荻野が、バイオマスが豊富に存在しているインドネシアの LIPI およびインドネ
シア大学と「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム」（JICA/JST）「インドネシアにおける統合バ
イオリファイナリーシステムの開発」にて国際共同研究を積極的に推進し、東南アジア地域でのバイオコ
ンビナートの社会実装を推進している(バイオコンビナート WG、40 頁および 268-274 頁に記載)。
さらに本拠点では、世界の研究機関とネットワーク形成して、国際的な共同研究の推進を図るために、
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バイオプロダクションに関する海外の著名研究者を拠点が主催する国際シンポジウムに招聘し、研究情
報交流や国際共同研究の可能性についての検討を行ってきている（各回の詳細情報は 94-98 頁を参
照）。
４．本研究拠点化の博士後期課程を卒業した人材が、企業社会においてその研究能力及び企業適応
能力を認められ、本研究拠点の社会的認知を確立する。
本拠点の開始時には、本拠点には神戸大学工学研究科、農学研究科、および理学研究科の研究
室が参画しており、これまでに多くの学生が修士課程（博士課程前期課程）および博士課程（博
士課程後期課程）の卒業生として企業、公的機関へと就職をしており、本研究拠点の研究活動は
社会的に認知されてきている。さらに本拠点での研究および教育実績を基に、平成 28 年 4 月に「科
学技術イノベーション研究科」が設置された。この新研究科では、4 分野（(1)「バイオプロダクション」、(2)
「先端膜工学」、(3)「先端 IT」、そして(4)「先端医療」）の学問領域を中心として先端研究から事業創出を
目指す教育を実践し、基礎研究から起業化に向けたマインドまでの全てを一貫して教育（アントレプレナ
ー教育）することをカリキュラムの特色としている。本研究科は、先端的な基礎研究から事業化までを一体
化させた大学院で、他に例がない。平成 28 年度から修士課程（博士課程前期課程）の学生を募集し、理
系の学部卒業生を中心に募集し、定員は１学年 40 人である。平成 30 年度入学まで毎年定員を大きく上
回る出願があり、全国的に本研究科の認知度は大きく向上している。平成 30 年 4 月には博士課程後期
課程の設置も認可がされ、平成 30 年 4 月に 14 名の第 1 期博士課程（博士課程後期課程）学生が入
学した。その多くが企業技術者やベンチャー創業希望者であり、本研究科の教育制度、本拠点の
研究方針が社会的に認知されつつあるといえる。
（２） 中間評価コメントへの対応
進捗状況：
事業化のために必要となる作業として、目的物資の生産性の向上やスケールアップについての検討を
中間評価後に重点的に行った。加えて、機能性食品素材の製品化に関する検討も行い、多くの製品を
上市することが出来た。一方、大量生産を行う一般化学品や燃料については、生産性向上やスケールア
ップ検討を行い、事業化への対応を推進した。
バイオコンビナートに関しては、生産の立地が極めて重要になるため、国内外のどの様なバイオマスを
利用することで、経済的に見合う事業化（バイオコンビナート）の実現可能性を重点的に対応した。特にイ
ンドネシア科学技術院（LIPI)および現地プランテーション企業の協力を得て、サトウキビおよびパームプ
ランテーションにおけるバイオコンビナート事業化（社会実装性）について検討した。その結果、巨大なパ
ーム農場を有するインドネシアのパームプランテーション企業 PT. Agricinal と、神戸大学、LIPI、協働機
関１社の共同研究契約に至り、パームプランテーション産業より廃棄されるすべてのバイオマス資源の有
効利用について共同で事業開発を行う事で合意し、その事業に向けた利用適用性を検証している。
拠点形成：
拠点におけるイノベーション人材を継続的に育成する文理融合による新研究科「科学技術イノベーショ
ン研究科」に関しては、平成 28 年 4 月の修士課程(博士課程前期課程)の設置に続き、平成 30 年 4 月に
は博士課程(博士課程後期課程)の設置を行い、人材育成の実践的なカリキュラムを充実させることがで
きた。一方、継続的な研究活動を行う拠点として、学内に全学研究センターとしての「先端バイオ工学研
究センター」を設置し、全学からの多様な専門を持つ教員が融合研究を行う中心的な組織とし機能しつ
つある。さらに学外組織として一般社団法人「先端バイオ工学推進機構」を計画(2018 年 10 月設置予定)
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し、より多くの協働機関が参画して産産学のオープンイノベーションで、バイオプロダクションを発展、事
業化する組織を現在構築中である。また、先端バイオ工学研究センターが開発する先端技術からバイオ
ベンチャーを創出する仕組みとして、シードアクセラレーターである株式会社「科学技術アントレプレナー
シップ」（STE）を創立した。以上のように、バイオプロダクション分野における持続的な教育環境と研究活
動、そしてイノベーション創出を行う組織の整備を行った。
研究開発：
本研究拠点では、リサーチエンジンとして 6 種の要素技術の醸成に努めてきた。特に細胞工場リサー
チエンジンでは、細胞表層提示技術や代謝解析技術にとどまらず、新世代の微生物育種技術として注
目を集めている「ゲノム編集技術」や「長鎖 DNA 合成技術」の開発を行ってきた。更には、安全性評価技
術においては「腸管モデルシステム」の確立も成功した。これらの技術に関しては、神戸大学単独の特許
出願を行っており、「バイオレストラン」によって多くの協働機関で活用されている。
更にこれらのコア技術を基に、神戸大学発ベンチャー「株式会社バイオパレット」および「株式会社シン
プロジェン」の設立を STE の支援により行った。更に複数のベンチャー企業の設立を計画中であり、神戸
大学にて生み出される技術を中核にし、イノベーション創出を加速させている。
人材育成：
拠点での人材育成を発展させた科学技術イノベーション研究科について博士課程後期課程を設置し
て、博士課程での教育制度の充実を図った。研究科では、先端科学技術分野における研究開発能力だ
けでなく、学術的研究成果を事業化するためのイノベーション戦略構築までの教育を一貫して推進するこ
とで、グローバルに活躍できるアントレプレナーシップを兼ね備えた理系人材の養成を行っている。具体
的には、自然科学系分野（バイオプロダクション）と社会科学系分野（アントレプレナーシップ）を教育研究
の柱とし、これらが互いに融合することにより新たな科学技術や学問領域を生み出すとともに、人材育成・
研究開発・事業化が効率よく循環するイノベーション・エコシステムを構築することで、本研究科が科学技
術イノベーション創出を牽引する拠点となることを目指している。
最終目標達成の見通し：
リサーチエンジン研究においては、特に有望なものに研究資金を重点的に配分して研究を推進した結
果、代謝設計技術、ゲノム編集技術、長鎖 DNA 合成技術、腸管モデルシステム技術など、ベンチャーの
起業によるイノベーション繋がる成果を得ることが出来た。そして、こうした優れた基盤技術を活用し、マイ
ルストーン設定を行いながらユニット研究開発を進めた結果、協働機関が手がけた目的物質生産の中で、
絞込みを行った対象物質については全てベンチスケールレベル以上での技術開発に成功した。また、
多くの製品の上市にも成功している。更に、極めて優れた研究成果を上げた 4 名の教員をパーマネント
スタッフとして雇用して充実させながら、「先端バイオ工学研究センター」を設置することで、世界における
リーダー的位置を示せる研究体制を構築した。更に多くの関連企業が資金を出し合って「先端バイオ工
学推進機構」を設置し、神戸大学の「先端バイオ工学研究センター」と連携して事業化に向けた更なる調
査研究や具体的な研究開発をオープンイノベーションで断続的に展開する計画である。こうしたことから、
最終目標を達成すると共に、世界レベルの継続的な拠点形成を達成することができた。
（３）外的要因の変化（制度の変更、市場の変化、競合者との関係の変化等）及びあい路事項への対応
① バイオエコノミーを加速するシステム生物学や合成生物学の勃興への対応
バイオエコノミーとは、生物資源（バイオマス）やバイオテクノロジーを活用して、気候変動や食糧問題と
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いった地球規模の課題を解決し、長期的に持続可能な成長を目指す概念であり、産業基盤を大きく変化
させることが可能な強力なイノベーションを含んでいる。バイオマスとバイオテクノロジーを基盤とする 21
世紀型の新しい経済概念として用いられており、日本では 2017 年頃から戦略策定に着手している。国連
が 2015 年に発表した持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）の１７の項目におい
ても、バイオエコノミーの貢献可能な項目は多数あり、バイオエコノミー創出に向けたバイオテクノロジー
発展は今後の世界的規模での産業構造革命の中心の一つになると考える。
この様な世界的規模の変革の中、バイオエコノミーを加速する新たなバイオテクノロジー：システム代謝
工学や合成生物学が急速に発展し、世界各国では覇権を争うように大型研究プロジェクトが展開され、
研究開発競争が益々激化している。これに対応するため、本拠点においてもシステム生物学研究や合成
生物学研究に力を入れることで対応した。
② 石油価格の変動に対しての対応およびバイオコンビナート
原油価格に目を向けると、2008 年～2009 年ごろ(本拠点プログラムの開始時)のリーマンショッ
ク前に原油価格は 140 ドル/バレルと過去最高となり、石油資源に大きく依存してきた化学産業は、
非化石資源であるバイオマスの利用の可能性を大きく注目した。しかしながら、現在は原油価格
が 50～60 ドル/バレルで推移しており、原油利用による化学品製造から脱却して、バイオマスか
らの化学品生産に移行するためには、製造コストの低減が極めて重要な課題である。更に、シェ
ールガスやシェールオイルなどの代替資源の出現なども、バイオマス利用の足枷になっていると
考えられる。この様な環境下において、バイオマスを原料とするコンビナート（バイオコンビナ
ート）構想を実現化させるには、十分量のバイオマスの確保や、製造コストの低減が必要不可欠
である。バイオマスからの化学製品等の製造コストにおいて原料コストは大きいが、集積量によ
ってもバイオマスの価格は大きく変動する。さらに経済性を成立させるには、安価なバイオマス
を十分量調達可能な、立地条件の選定が大きな問題である。こうしたことから、バイオコンビナ
ート実現のための諸条件を満たす立地や、その運用に関する経済性評価を実施し、経済性が成立
するか検討する必要がある。本拠点ではバイオコンビナート WG としてこの評価に着手し、バイ
オコンビナート実現性に向けたシナリオ策定を行うことで対応した。
③ 機能性食品の表示規制の変化によるバイオファインケミカル分野の急速な市場拡大
平成 27 年 4 月より我が国で施行された新・機能性表示制度（以後「新制度」と表記）では、有効性試験
の科学的根拠レベルとして、表示しようとする機能性について、[1] 最終製品を用いた臨床試験、[2] 最
終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー、のいずれかを実施する事とされている。
新制度導入前の我が国における食品成分の機能性は、in vitro 実験あるいは動物実験から得られた成
績に基づいて「推察」されたもので、ヒトにおいて実証されていない場合が多いことは否めない。すなわち
in vitro 実験、動物実験で評価された機能性がそのままヒトに発揮される保証はない。ヒト介入試験につい
ては、その実施に係る安全面、倫理的配慮へのバードルが高く、多くの費用が必要とされ、特に我が国に
おいては多くの新規機能性食品成分の候補が創出される中、その多くについてヒト介入試験に踏みきれ
ず、それらのヒトへの実効性が確認できないままにある。
このジレンマを解消すべく、本拠点では in vitro 連続嫌気培養システムにてヒトの腸管細胞・細菌叢を
模した「腸管モデル」（Kobe University Human Intestinal Model [KUHIM]）を構築した。KUHIM では
種々の機能性食品成分候補の機能性・安全性を腸内フローラ・代謝産物構成への影響調べることで「プ
レ」評価し、この評価に基づき選択された候補のみを連携する神戸大学医学研究科でヒトへの介入試験
（本試験）に供試する一貫したシステムを立ち上げることで対応した。
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２．拠点形成
（１）システム改革
神戸大学では、本拠点プログラム終了後に継続的にイノベーション人材を育成する組織として文理融
合による新研究科「科学技術イノベーション研究科」（詳細は47-51頁に記載）を設置した。また、拠点の
研究活動を継続発展する組織として全学研究センター「先端バイオ工学研究センター」（詳細は52頁）を
設置するとともに、産産学でオープンイノベーションによる研究開発を推進するために学外組織として、一
般社団法人「先端バイオ工学推進機構」（詳細は303頁）を設置した。さらには、拠点より輩出される優秀
な科学技術シーズをベンチャー企業へと育成する組織として株式会社「科学技術アントレプレナーシッ
プ」（STE）（詳細は270頁）を設立したが、既に3社のベンチャー企業（2社は本拠点の研究成果発であり、
もう一社は、拠点関連の研究開発成果発のベンチャーである）を設立・育成している。これらの組織が融
合的に作用することで、拠点終了後においても、バイオプロダクション分野における人材育成・研究開発・
イノベーション創出を持続的に行う拠点の体制を整えた。
（２）拠点の体制
拠点長のガバナンスによって、本拠点の運営方針を決定する機関として「拠点運営委員会」を協働機
関 14 社と実施した（2 回/年）。この拠点運営委員会の下に、「融合領域人材育成委員会」（適時/年）、「協
働研究推進委員会」（2 回/年）、そして「開発・知財委員会」（適時/年）を設置し、人材育成、研究開発、そ
して知財等の取扱いに関してそれぞれ、運営と協議を随時行っていく体制を確立した。諮問委員会を毎
年実施しており、諮問委員からの意見を集約し、拠点運営委員会にて報告・審議して、拠点運営の改善
に向けて PDCA を実施している。
研究部門として、大学のコア技術を「リサーチエンジン」として組織化し、協働機関との研究を「ユニット」
研究チームとして組織化した。そして、ユニット研究では「次世代燃料・化成品原料」、「バイオプラスチッ
ク・バイオ繊維」、「バイオファインケミカル」、そして「基盤技術」の 4 つに焦点を当てた。また研究部門間
の情報交流として、部門会を定期的に年 2 回（春、秋）で開催している。
（３）協働機関コミットメント
協働機関のコミットメントは、研究遂行に必要な財的資源、人的資源、そして研究実施上のノウハウ等
を含む技術資源の 3 つである。財的資源では共同研究費や奨学寄附金としての研究資金の提供がなさ
れている。人的資源としては、日本触媒より寄付講座が設置されている（教員 2 名（教授、助教）、学術研
究員 1 名、技術補佐員 1 名、および事務補佐員 1 名）、その他、複数の企業より短期滞在（1～3 ヶ月）の
形で研究員を受け入れている。技術資源としては、各領域（「次世代燃料・化成品原料」「バイオプラスチ
ック・バイオ繊維」「バイオファインケミカル」、および「基盤技術開発」）の生産や製品化に必要な技術や
試料の提供を受けており、研究成果欄に述べる具体的成果に直結している。
３．イノベーション創出
（１）研究開発の成果
① ｢リサーチエンジン｣研究による革新的基盤技術の創出とバイオベンチャーの設立・育成
リサーチエンジン研究では、国際的に優位性の高い、多くの基盤技術開発に成功した。特に、バイオ
マスを3成分分離する新規前処理技術、代謝経路のコンピュータデザイン技術、細胞表層工学技術、新
規なゲノム編集技術、長鎖DNA合成技術、腸管モデルシステム技術などは、国際的に優位性が極めて
高い。ゲノム編集技術については、株式会社バイオパレット、長鎖DNA合成技術に関しては、株式会社
シンプロジェンと二社のバイオベンチャーの設立に繋がっている。この二社に関しては、国内外からの
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投資を受けてグローバルに事業を推進している。更に、腸管モデルシステムを活用したベンチャー企
業等の複数企業の設立を近日予定している。
協働機関による事業化に繋がる技術開発としては、バイオマスの前処理技術【日本製紙および
Bio-energy】、酵素生産技術【長瀬産業および月桂冠】、バイオマス用の分離･濃縮膜【日東電工】等に成
功している。
② 製品となる物質生産技術の確立と事業化
本拠点では、以下の物質生産技術をベンチスケール以上のレベルで協働機関とともに確立した。
これにより、石油コンビナートをバイオコンビナートに置き換えるための製品群の製造技術を確
立したと言える（37 頁、図 8、表 1 参照）
。
「次世代燃料・化成品原料」： セルロースエタノール【Bio-energy】、n-ブタノール【日本触媒】、イソブタノ
ール、バイオディーゼル【Bio-energy】、１-プロパノール、3-ヒドロキシプロピオン酸、2,3-ブタ
ンジオール【旭化成ケミカルズ】、キシリトール【日本製紙】の生産技術（合計 8 品種）。
「バイオプラスチック・バイオ繊維」： 乳酸【三井化学】、イソプロパノール【三井化学】、1,3-プロパンジオ
ール【ダイセル】、1,4-ブタンジオール【ダイセル】、芳香族化合物（桂皮酸、パラアミノ安息香
酸、クマル酸）【帝人】、ジアミン【旭化成ケミカルズ】の生産技術（合計 8 品種）。
「バイオファインケミカル」： 機能性オリゴ糖【月桂冠】、グリコーゲン【江崎グリコ】、アスタキサンチン【カネ
カ】、有用イノシトール（ピニトール）【フジッコ】、機能性リン脂質【長瀬産業】、5-アミノレブリン
酸【コスモ石油】、グルタチオン【カネカ】、グリシンベタイン【旭化成ケミカルズ】、ポリフェノー
ル、およびタンナーゼ生産乳酸菌の生産技術（合計 10 品種）。
「分離膜」
：MBR 膜及び FO 膜【旭化成】、RO 及び NF 膜【日東電工】の開発（合計 4 種）
この中で、グリコーゲン【江崎グリコ】、機能性リン脂質【長瀬産業】、タンパク質の生産技術【長瀬産業】、
アスタキサンチン【カネカ】、グルタチオン【カネカ】、MBR 膜【旭化成】については、協働機関により、製品
として上市に至っている。
③ バイオコンビナート設立シナリオの策定
「バイオコンビナート設立に向けたワーキンググループ（バイオコンビナートWG）」の設置により、バイオ
コンビナートの実現に向けた社会実装推進のシナリオを策定した。更に、シナリオに基づき、バイオ
コンビナート設立の候補国の一つであるインドネシアの企業P.T.Agricinalと、共同研究開発に合意するに
至っている。
（２）研究成果の発表件数
1. 原著論文（査読付き）

国内誌： 43 報、国外誌： 457 報

2. 上記論文以外による発表

国内誌： 144 報、国外誌： 36 報、書籍出版： 8 報

3. 口頭発表

招待講演： 512 回、主催講演： 99 回、
応募講演： 677 回（審査あり）、 1378 回（審査なし）

4. 特許出願

出願済み特許： 196 件 （国内： 125 件、国外： 71 件）
上記の内、登録済み特許： 58 件（国内： 35 件、国外： 23 件）

5. 受賞件数

171 件
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４．人材育成
（１）人材育成
バイオプロダクション分野のイノベーションを推進するには、画期的な技術や商品などのモノを生み出
すのと同時に、それを創り出すヒトの育成が絶対条件である。この分野における人材育成目標は、特定分
野や単発技術に特化、深化した知識や考え方、スキル習得ではなく、グローバルな視点でマーケットや
経済動向も含め文理融合的な思考で一貫プロセスとしての全体像を把握し、製造現場とコンシューマー
両方のニーズのキャッチと製造プロセスを具体化できることである。そのために、植物バイオマス、微生物
に関して、生物としての基礎知識習得だけでなく、ツールとして利用するための生物工学的知識やスキル、
英語プレゼン能力、および商品として求められる経済性やニーズ、安全性確保などを的確に捉え総合的
に理解、判断できる力を実践的トレーニングも行いながら高めておくことが重要である。その為に、
(a) 全協働機関の中堅研究開発者による企業の研究開発の現場についての講演、弁理士等による知
的財産ついての講演、特命助教による研究紹介、特命助教と協働機関研究開発者が連携したコラ
ボレーションセミナー
(b) インターンシップと研究所見学会
(c) 海外からの招聘客員教授による英語プレゼンテーション演習・グループディスカッション
(d) 大小数々の国際シンポジウム
(e) 若手教員による勉強会
を実施してきた。更には、すでに大学を出て10～15年先に研究開発部門の中核となっていく協働機関の
若手研究開発者を対象として、アカデミックな視点から自分の素材や課題を捉え、より幅広いビジョンで
課題解決やシーズ展開できる能力を養成する以下のプログラムを提供してきた。
(f) 眺望塾
(g) プラクティカルアカデミックゼミ／コンサル(PAS/PAC)
(h) 夏期・冬期講座
(i) 若手勉強会
(j) 英語論文執筆・プレゼンスキル向上セミナー
(k) 企業見学会
こうした人材育成の成果として本拠点で特命教員や研究員として研究に従事した中で19名の研究者が
他大学でパーマネントな教員として採用されている。また、大学院生32名が協働企業に就職している。さ
らに、拠点の活動を発展させて継続的なものとするために、「科学技術イノベーション研究科」を構想し、
平成28年4月の修士課程（博士課程前期課程）の設置に続き、平成30年4月には博士課程(博士課程後
期課程)の設置を行い、人材育成の実践的なカリキュラムを充実させることができた。
５．終了後の見通し
（１）拠点の継続
拠点の継続的な人材育成は、
「科学技術イノベーション研究科」が担う。一方、先端融合研究活動
は、全学研究センター「先端バイオ工学研究センター」に、全学からの多様な専門を持つ教員が結
集して行う。本研究センターでは、拠点の活動の中で、特にシステム代謝工学や合成バイオを発展させ
た形で、NEDO からスマートセルインダストリーに関する大型研究プロジェクトを受託して更に研究開発を
推進している。さらに、AMED や文部科学省の大型研究経費を受託しており、外部資金の獲得を行って
いる。また、多くの企業からの共同研究費を受託している。
さらにより多くの協働機関が参画して、一般社団法人「先端バイオ工学推進機構」を設置し(2018
年 10 月予定)、資金を拠出し合い、産産学のオープンイノベーションで、バイオプロダクションを事業化す
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る組織を構築している。本機構は、神戸大学からの教員と参画する企業から構成される一般社団法人で
あり、産・官・学連携の下、先端バイオ工学研究分野の人材育成、及び研究開発の推進を通じて、日本
における先端バイオ工学に関する研究開発の展開と、産業の創出・推進・振興に寄与することを目的とし
ている。
以上の様に、「先端バイオ工学研究センター」と、「先端バイオ工学推進機構」を密に連携させ
ることで、これまでと同様に「神戸大学での基礎研究推進」、「協働企業における事業化」、「バイオ
ベンチャー創出による事業化」を、持続的かつ自立的に実施できる体制で拠点活動を継続する。
（２）イノベーション創出による波及効果
・バイオエコノミーの加速による国連の「持続可能な開発目標 SDGs」達成への貢献
本拠点では、プロジェクト終了後も、先端バイオ技術の開発と事業化を通じて、バイオコノミーを発展さ
せていく。加えて本拠点では、東南アジアの国々との連携で未利用バイオマス資源からの物質生産を、
先端バイオ技術で実現していくことを目指す。こうした取り組みは、バイオマス資源の活用を通して、国連
の提唱する「持続可能な開発目標：SDGs」に掲げられている、「1．貧困をなくそう」、「7.エネルギーをみん
なにそしてクリーンに」、「9.産業と技術革新の基盤をつくろう」、そして「13.気候変動に具体的な対策を」
などの達成に大きく貢献すると考えられる。
具体的には本拠点ではこれまでに「次世代燃料・化成品原料」、「バイオプラスチック・バイオ繊維」、
「バイオファインケミカル」、そしてバイオリファイナリーを支援する前処理プロセスや膜分離などの「基盤技
術」の 4 つの分野の研究開発を推進したが、2030 年頃において該当する領域の総額として 23 兆円以上
（世界市場）の市場規模へと発展する可能性を秘めている（協働機関の調査結果）。この様な石油コンビ
ナートからバイオコンビナートへの転換（化学産業のパラダイムシフト)は世界的に加速しており、化学産
業の約 50%がバイオ資源由来へと置換されると、その CO2 排出効果は 2030 年には約 4%に相当し、これ
は原子力発電所における CO2 排出効果に匹敵し、地球環境問題解決に大きく貢献すると期待される。
・バイオコンビナート実現に向けた貢献
本拠点では、バイオコンビナートの設立を大きな目標と掲げてきた。我々の現地ヒアリング等の調査結
果から、東南アジアの国々では、バイオコンビナートを社会実装する事により、農業地域での環境改善、
新しい産業創出が期待される。これまでの調査結果をもとに、協働機関と連携して、「先端バイオ工学推
進機構」において、インドネシアモデルを通して先導的モデルの提示を行う計画である。このような国際連
携による社会実装は、日本のみならず東南アジアの国々において、バイオエコノミー推進のモデルとなり、
新しい国際的な経済の発展への波及効果は大きい。
・グローバルベンチャー設立・育成によるイノベーション・エコシステム形成への貢献
本拠点では、バイオリファイナリーを含む先端バイオに関する研究（リサーチエンジン研究）を推進して
きた。そして、先端バイオ研究を支援する基盤技術として、代謝経路をコンピュータ推測する支援ソフト、
全く新しいゲノム編集技術、更には動物実験を必要としない機能性素材の評価系（腸管モデルシステム）
の開発にも成功した。これらの革新的な基盤技術は、広範囲なバイオ産業において新しい産業価値を生
み出す可能性が期待される。その事業化については、グローバルベンチャーを創出する仕組みを整えて
（株式会社科学技術アントレプレナーシップ：STE を設立）、実際に次々とベンチャーを設立して、投資を
受けてグローバルな企業活動を行っている。こうした仕組みは、日本全体のベンチャー創出促進とイノベ
ーション・エコシステム形成に大きな波及効果がある。
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Ⅴ．結果詳細
１．進捗状況
（１）終了時（10 年目）の目標に対する達成度
１．本拠点化構想に参画した 14 社、全てにおいてバイオマスからの目標物質生産のベンチスケールレベ
ルでの物質生産を実行する。
現在までに、以下に示す 26 種類の化合物に関してベンチスケール以上までのスケールアップに
成功している（詳しくは 37 頁参照）。
セルロースエタノール、バイオディーゼル、イソブタノール、n-ブタノール、1-プロパノール、3ヒドロキシプロピオン、2，3-ブタンジオール、キシリトール、乳酸、イソプロパノール、1,3-プロ
パンジオール、1，4-ブタンジオール、芳香族化合物（桂皮酸、パラアミノ安息香酸、クマル
酸）、ジアミン、機能性オリゴ糖、グリコーゲン、アスタキサンチン、有用イノシトール（ピニトー
ル）、機能性リン脂質、5-アミノレブリン酸、グルタチオン、グリシンベタイン、機能性ポリフェノ
ール、およびタンナーゼ生産乳酸菌
そのうちセルロースエタノール、バイオディーゼル、n-ブタノール、乳酸、イソプロパノール、1,3-プロ
パンジオール、グリコーゲン、アスタキサンチン、有用イノシトール（ピニトール）、機能性リン脂質、グル
タチオン、およびタンナーゼ生産乳酸菌の 12 種類の目的物質について、協働機関との密接な連携に
より、パイロットスケールや実生産までスケールアップに成功している。
また「統合バイオリファイナリーセンター」内に、30 L 規模、50 L 規模、100 L 規模の大型発酵槽をそ
れぞれ 3 基、1 基、1 基、整備した。また、スケールアップ研究に必要な 5 L 規模の発酵槽を 7 基、2 L
規模の発酵槽を 15 基、バイオマス前処理装置 3 台、さらに培養後の代謝産物解析に必要な液体クロ
マトグラフィー装置、ガスクロマトグラフィー装置、質量分析装置等を設置することで、スケールアップ
技術基盤の確立に必要な環境整備を行った。
２．新たに 5 社以上の協働機関を受け入れ、少なくとも 5 つ以上の新しい目標物質の設定を行う。
本拠点では、拠点で独自に構築されたゲノム編集、長鎖 DNA 編集技術、そして擬似腸管モデルに
関して多くの企業から技術利用に関する相談を受け、新たに複数の新規参画希望を受け付けている。
我々が構築してきたこれらリサーチエンジンのオリジナル技術は、本拠点が独占的に特許を出願して
おり、本拠点の知財システムである「バイオレストラン」により、拠点より企業にライセンス契約することが
可能となっている。
現在、これらの企業とは個別の共同研究を実施しており、本拠点の終了時に設立される「先端バイ
オ工学推進機構」（学外組織、303 頁に記載）において、本拠点企業との連携を行う計画である。本拠
点の協働機関（企業）のみならず、多くの新規企業の参画を受け入れて新しい持続的な研究推進のロ
ールモデルを構築中である。
３．欧米･アジア地域の研究機関を含めて、最低 10 以上の研究機関との連携を図り、国際的な水準にお
ける本研究拠点の国際的地位を確立する。
本拠点研究領域に関連する研究交流として清華大学（中国）、浙江大学（中国）、上海交通大学(中
国)、西安交通大学（中国）、成功大学（台湾）、シンガポール化学工学研究所 (Institute of Chemical
Engineering Science (ICES))（シンガポール）、シンガポール国立大学（シンガポール）、インド工科大
学デリー校 (Indian Institute of Technology (IIT) Delhi)（インド））、インドネシア科学院（LIPI）（インドネ
シア）、インドネシア大学（インドネシア）、西オーストラリア大学（オーストラリア）、ステレンボッシュ大学
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（南アフリカ）、リージェ大学（ベルギー）、ゲッチンゲン大学（ドイツ）、グローニンゲン大学（オランダ）な
どの海外 15 箇所の研究機関と提携を実施している。特に東南アジアなどバイオマスの豊かな国々と
の連携を強化できた。
また、拠点長の近藤昭彦およびメンバーの吉田健一と荻野千秋が、それぞれ JSPS 二国間交流事
業「バイオ燃料生産のための高機能酵母の創製」（Willem H Van Zyl 教授・ステレンボッシュ大学（南
アフリカ））、「ツィンコミクスを用いたバイオエタノール産生用微生物細胞工場の創製」（Dr. Xinqing
Zhao 大連工科大学（中国））、「好熱バチルス細胞工場を実現する新規遺伝子操作技術の開発」（Dr.
Wilfried Meijer マドリード自治大学（スペイン）、および「酵母細胞表層工学によるエタノール・マンノ
オリゴ糖生産の統合バイオプロセス開発」（Bambang PRASETYA 教授・LIPI（インドネシア））に採択さ
れ、更に荻野千秋が、バイオマスが豊富に存在しているインドネシアの LIPI およびインドネシア大学と
「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム」（JICA/JST）「インドネシアにおける統合バイオリフ
ァイナリーシステムの開発」にて採択され、国際共同研究を積極的に推進している。
さらに本拠点では、世界の研究機関とネットワーク形成して、国際的な共同研究の推進を図るため
に、バイオプロダクションに関する海外の著名研究者を拠点が主催する国際シンポジウムに招聘し、
研究情報交流や国際共同研究の可能性についての検討を行ってきている。以下にその国際交流の
実績を記す。
iBioK 国際シンポジウム： 海外の著名な研究者を招聘して、世界各国におけるバイオプロダクショ
ンの最新の研究成果に関する情報交流を活発に進めた（各回の詳細情報は 94-98 頁を参照）。
iBioK アジアシンポジウム： 東南アジアの国々との連携強化を図る目的で、平成 22 年 12 月に「The
1st iBioK Asian Symposium」を開催した。アジア地域においてバイオプロダクション領域をリードする
研究者として、日本国内 6 名、中国 4 名、韓国 5 名、台湾 3 名、シンガポール 1 名を招聘して会議を
実施した。本会議は各国から選抜された研究者（50 名程度の参加者とする）らによって、最先端の情
報を交換するクローズドシンポジウム（例えるなら「ゴードン会議 Gordon Research Conference」）を開催
している。これまでに、神戸大学のリーダーシップのもとに、参加国の輪番制で開催しており、これまで
に、日本（神戸大学）（平成 22 年度、第 1 回）、韓国（KAIST）（平成 23 年度、第 2 回）、シンガポール
（ICES）（平成 24 年度、第 3 回）、中国（清華大学）（平成 25 年度、第 4 回）、台湾（成功大学）（平成
26 年度、第 5 回）、日本（神戸大学）（平成 27 年、第 6 回）、韓国（釜山大学）（平成 28 年、第 7 回）、
シンガポール（国立シンガポール大学）（平成 29 年、第 8 回）にて実施してきた。
４．本研究拠点化の博士後期課程を卒業した人材が、企業社会においてその研究能力及び企業適応能
力を認められ、本研究拠点の社会的認知を確立する。
本拠点の開始時には、本拠点には神戸大学工学研究科、農学研究科、および理学研究科の研究
室が参画しており、これまでに多くの学生が修士課程（博士課程前期課程）および博士課程（博士課
程後期課程）の卒業生として企業、公的機関へと就職をしており、本研究拠点の研究活動は社会的
に認知されてきている。
本拠点での研究および教育実績を基に、平成 28 年 4 月に「科学技術イノベーション研究科」が設
置された。この新研究科では、バイオリファイナリーと膜工学を含む 4 分野（(1)バイオ燃料などの「バイ
オプロダクション」、(2)CO2 排出を削減する気体分離膜などの「先端膜工学」、(3)スーパーコンピュー
ター「京（けい）」を活用した「先端 IT」、そして(4) iPS 細胞（人工多能性幹細胞）などを使った「総合創
薬科学」）の学問領域を中心として先端研究から事業創出を目指す教育を実践し、基礎研究から起業
化に向けたマインドまでの全てを一貫して教育（アントレプレナー教育）することをカリキュラムポリシー
として有している。
本研究科は、先端的な基礎研究から事業化までを一体化させた学部卒業生向け大学院であり、全
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国でも例がない。平成 28 年度から修士課程（博士課程前期課程）の学生を募集し、理系の学部卒業
生を中心に募集し、定員は１学年 40 人である。平成 30 年度入学まで毎年定員を大きく上回る受験申
し込みを受け、全国的に本研究科の認知度は大きく向上している。平成 30 年 4 月には博士課程後期
課程の設置も認可がおり、平成 30 年 4 月に 14 名の第 1 期博士課程（博士課程後期課程）学生が入
学したところである。その多くが企業技術者からの社会人入学であり、本研究科の教育制度、本拠点
の研究方針が社会的に認知された結果であると判断する。
（２）中間評価コメントへの対応
進捗状況：
事業化のために必要となる作業として、目的物資の生産性の向上やスケールアップについての検
討を、中間評価後に重点的に行ってきている。また、素材の製品化に関する検討も行い、機能性素材
については、多くの製品を上市することが出来ている。化学メーカーでは、バイオマスからの化学品生
産戦略を、原油安などの現状から、一般化学品(大量消費の安価な化学品)から高付加価値化学品
(少量生産の高付加価値製品)へと戦略転換し、機能性食品、食品添加物、香料、色素、化粧品原料
などの高付加価値製品群の商品開発を行っている。この要請に応じ、本拠点ではバイオマスからの高
付加価値製品の開発にとどまらず、その機能性・安全性評価を行うための基盤技術として擬似腸管モ
デルの開発を推進しており、その有効活用が多くの企業によって行われた。
一方、大量生産を行う一般化学品や燃料については、生産性向上やスケールアップ検討を行い、
事業化に向けた作業をおこなった。さらに生産の立地が極めて重要になるため、国内外のどの様なバ
イオマスを利用することで、経済的に見合う事業化（バイオコンビナート）が実現可能かを重点的に検
証した。特に海外立地については、インドネシア科学技術院（LIPI)および現地プランテーション企業
の協力を得て、サトウキビおよびパームプランテーションにおけるバイオコンビナート事業化（社会実装
性）について検討した。その結果、サトウキビにおける廃棄性バイオマスである茎の搾りかす残差（バ
ガス）は、工場での水蒸気と電気を得るためのバガスはボイラー用燃料として燃焼利用されており、バ
イオコンビナートに転換利用できるバイオマスは現状では少ないことが明らかとなり、製糖工場の近代
化を待つ必要がある。一方、パームプランテーションにおける廃棄性バイオマスであるパーム椰子空
果房（EFB：Empty Fruit Bunch）は、パーム粗油を搾油する段階で発生するバイオマスであるが、その
ほとんどが再利用されずに農場などへ廃棄され、肥料という名目で利用されているに留まっている。そ
以上から、我々はバイオマスによるバイオコンビナート事業の実現には、パーム産業との連携が重要
な鍵となると判断し、パーム企業との連携に向けた議論を開始した。LIPI の協力研究者に依頼を行い、
インドネシアにおいて我々の提案技術に興味を有してくれる企業の調査を行なった。その結果、巨大
なパーム農場を有するパームプランテーション企 PT. Agricinal 業と、神戸大学、LIPI、協働機関１社の
共同研究契約に至り、パームプランテーション産業より排出されるすべてのバイオマス資源の有効
利用について共同で事業開発を行う事で合意した。現在、現地より実際の廃棄物バイオマスを神戸
大学に取り寄せ、その事業に向けた利用適用性を検証している。
今後は、これまでに議論してきたバイオコンビナートシナリオに沿って、パームプランテーションの搾
油工場に併設する形でのバイオコンビナートの可能性について共同にて検討を行っていく計画であ
る。
拠点形成：
拠点におけるイノベーション人材を継続的に育成する文理融合による新研究科「科学技術イノベー
ション研究科」に関しては、平成 28 年 4 月の修士課程(博士課程前期課程)の設置に続き、平成 30 年
4 月には博士課程(博士課程後期課程)の設置を行い、人材育成の実践的なカリキュラムを充実させる
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ことができた。一方、継続的な研究活動を行う拠点として、学内に全学研究センターとしての「先端バ
イオ工学研究センター」を設置したが、全学からの多様な専門を持つ教員が融合研究を行う中心的な
組織とし機能しつつある。さらに学外組織として一般社団法人「先端バイオ工学推進機構」を計画
(2018 年 10 月設置予定)し、より多くの協働機関が参画して産産学のオープンイノベーションで、バイ
オプロダクションを発展、事業化する組織を現在構築中である。以上のように、バイオプロダクション分
野における持続的な教育環境と研究活動を行う組織の整備を行った。
研究開発：
本研究拠点では、リサーチエンジンとして 6 種の要素技術の醸成に努めてきた。特に細胞工場リサ
ーチエンジンでは、細胞表層提示技術や代謝解析技術にとどまらず、新世代の微生物育種技術とし
て注目を集めている「ゲノム編集技術」や「長鎖 DNA 合成技術」の開発を行ってきた。更には安全性
評価技術においては「擬似腸管モデル」の確立も成功した。これらの技術に関しては、神戸大学単独
の特許出願を行っており、「バイオレストラン」によって多くの協働機関での活用が可能となっている。
神戸大学は、本拠点での活動の成果が認められ、大学発ベンチャー企業の立ち上げのための出
資や、創業期における支援を行う「株式会社科学技術アントレプレナーシップ(STE 社)」を設立した。こ
の制度を活用して、リサーチエンジンのコア技術をより水平的展開し、イノベーション創出の中核とな
すために、STE の援助を受けて神戸大学発ベンチャー「株式会社バイオパレット」および「株式会社シ
ンプロジェン」の設立を行った。更に複数のベンチャー企業の設立を目指し、神戸大学にて生み出さ
れる技術を中核にし、イノベーション創出の事業化を加速させる計画である。
人材育成：
科学技術イノベーション研究科の教育制度では、先端科学技術分野における研究開発能力だけで
なく、学術的研究成果を事業化するためのイノベーション戦略構築までの教育を一貫して推進するこ
とで、グローバルに活躍できるアントレプレナーシップを兼ね備えた理系人材の養成・輩出を目指して
いる。具体的には、本研究拠点で注目しているバイオプロダクションおよび先端膜工学を含む４つの
自然科学系分野（バイオプロダクション、先端膜工学、先端 IT、先端医療学）と、社会科学系分野（ア
ントレプレナーシップ）を教育研究の柱とし、これらが互いに融合することにより新たな科学技術や学
問領域を生み出すとともに、人材育成・研究開発・事業化が効率よく循環するイノベーション・エコシス
テムを構築することで、本研究科が科学技術イノベーション創出を牽引する拠点となることを目指して
いる。
加えて、神戸大学では大学発ベンチャーを継続的に推進するための組織として、大学の研究成果
（種）をもとに、ベンチャー企業の創業期支援を行うシードアクセレーター機能を有する株式会社科学
技術アントレプレナーシップ（STE 社）を 2016 年 1 月に設立し、この STE 社に対して資金を出資する
「一般社団法人 神戸大学科学技術アントレプレナーシップ基金」を整備し、神戸大学発ベンチャー
への投資育成を図れる体制を整備した。
最終目標達成の見通し：
リサーチエンジン研究においては、特に有望なものに研究資金を重点的に配分して研究を推進し
た結果、代謝設計技術、ゲノム編集技術、長鎖 DNA 合成技術、腸管モデルシステム技術など、ベン
チャーの起業によるイノベーション繋がる成果を得ることが出来た。そして、こうした優れた基盤技術を
活用し、マイルストーン設定を行いながらユニット研究開発を進めた結果、協働機関が手がけた目的
物質生産の中で、絞込みを行った対象物質については全てベンチスケールレベル以上での技術開
発に成功した。また、多くの製品の上市にも成功している。更に、極めて優れた研究成果を上げた 4
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名の教員をパーマネントスタッフとして雇用して充実させながら、「先端バイオ工学研究センター」を設
置することで、世界におけるリーダー的位置を示せる研究体制を構築した。更に多くの関連企業が資
金を出し合って「先端バイオ工学推進機構」を設置し、神戸大学の「先端バイオ工学研究センター」と
連携して事業化に向けた更なる調査研究や具体的な研究開発をオープンイノベーションで断続的に
展開する計画である。こうしたことから、最終目標を達成すると共に、世界レベルの継続的な拠点形成
を達成することができた。
更に、今後の事業化に向けて、「先端バイオ工学推進機構」を設置し、この中で事業化やバイオコ
ンビナート実現に向けた更なる議論の展開を行う計画である。神戸大学発のベンチャーの起業・育成
は、STE 社の支援の下、「先端バイオ工学研究センター」での研究成果をもとに行っていく。これにより、
神戸大学単独で出願可能な研究シード(種)を創出し、次のイノベーションの核とする。
協働機関における事業化の推進に関しては、「先端バイオ工学推進機構」で実施していくが、指摘
の様に、学術レベルに終わることが懸念事項であり、その様にならないように、本機構では研究テーマ
の選択と集中、そして定期的な理事会での審査を経て、研究推進を行っていく計画である。
（３）外的要因の変化（制度の変更、市場の変化、競合者との関係の変化等）及びあい路事項への対応
① バイオエコノミーを加速するシステム生物学や合成生物学の勃興への対応
バイオエコノミーとは、生物資源（バイオマス）やバイオテクノロジーを活用して、気候変動や食糧問
題といった地球規模の課題を解決し、長期的に持続可能な成長を目指す概念であり、産業基盤を大
きく変化させることが可能な強力なイノベーションを含んでいる。バイオマスとバイオテクノロジーを基
盤とする 21 世紀型の新しい経済概念として用いられており、日本では 2017 年頃から戦略策定に着手
している。国連が 2015 年に発表した持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）の
１７の項目においても、バイオエコノミーの貢献可能な項目は多数あり、バイオエコノミー創出に向けた
バイオテクノロジー発展は今後の世界的規模での産業構造革命の中心の一つになると考える。
バイオテクノロジーは、農林水産業にとどまらず、健康・医療、食品、化学産業など広範な産業に活
用されている重要な技術である。2009 年の OECD 報告「The Bioeconomy To 2030: Designing a policy
agenda」によると、将来のバイオ産業市場の拡大を予測（2030 年で約 4.6 兆ドル）、特に農業や工業の
分野での比率が大きくなると予測している（図 1）。

図１ 本格的なバイオエコノミー時代の到来
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この様な世界的規模の変革の中、バイオエコノミーを加速する新たなバイオテクノロジー：システム
代謝工学や合成生物学が急速に発展し、世界各国では覇権を争うように大きな投資が行われつつあ
る。例えば米国ではエネルギー省（Department of Energy）の強いリーダーシップのもと、2007 年に米
国エネルギー省は 3 つの研究センター：バイオエネルギー研究センター（BESC）、五大湖バイオエネ
ルギー研究センター（GLBRC）、共同バイオエネルギー研究所（JBEI）を設立し、次世代バイオ燃料
開発への基礎研究を進める革新的プログラムとして開始した（図 2：2007 年~2017 年：毎年 2500 万ド
ル(=約 30 億円)。更に、2018 年度、先端バイオエネルギー・バイオ燃料イノベーション研究センター
（CABBI）がイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校に設置された。現在、合計 4 つの研究センタは、
2018 年度 4,000 万ドル(=約 44 億円)の資金を受け取り、さらに 4 年間の資金調達を継続する予定とな
っている。また、Energy Biosciences Institute（EBI）は British Petroleum(BP)と DOE の連携によって 10
年間で 500 百万ドル（= 約 600 億円）の出資を受け、米国西海岸地域に設立された研究プロジェクト
で、1 つの国立研究機関と 2 つの大学から構成されている（2007 年~2016 年）。EBI は 2017 年、更に
5 年間の更新を行い、25 百万ドル（=約 25 億円）の予算が追加された。更には、米国国防高等研究計
画局（DARPA）では、遺伝子デザインによって新しい素材開発のための、大規模拡大可能な評価・生
産系の構築が「Living Foundries: 1000 molecules」として進んでおり、バイオエコノミーの拡大に向けた
合成生物学技術の開発が進んでいる。

図２ 米国の大型研究拠点の展開 DOE
欧州においても、Bio-Based Industries Consortium (BBI)が発足し、BASF や DSM 等の大手化学メ
ーカー、食品メーカーや穀物メーカー、そして国立研究機関および大学が連携してバイオプロダクシ
ョンを推進する動きが活発になっている（2014 年発足、37 億€（約 4800 億円））。更に英国においても、
複数の合成バイオ研究に関する研究拠点が構築され多くの予算が投入され、バイオエコノミー産業創
出に向けた戦略が展開されている。また、イギリスにおいては、合成生物学を、中心的な 8 つの技術領
域の一つに位置づけて多くの研究開発資金を投入している。さらに、アジア地域においても、中国科
学技術院やシンガポール大学においても同様の研究組織の構築が興っており、全世界的な規模で
のバイオマスによるバイオエコノミー産業の創出が大きく進んでいる状況である。
この様に、バイオエコノミーの覇権を争う形で、大型研究プロジェクトが各国で展開され、研究開発
競争が益々激化している。これに対応するため、本拠点においてもシステム生物学研究や合成生物
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学研究に力を入れることで対応した。さらに、平成 28 年度からは、拠点の技術を発展させる形で、
NEDO からの支援を受けて、スマートセルインダストリープロジェクトを主導している。
② 石油価格の変動に対しての対応およびバイオコンビナート
温室効果ガス世界資料センターの解析による 2013 年の世界の CO2 の平均濃度は 396.0ppm に達
している（図 3）。この数値は、工業化以前(1750 年頃)の平均的な値とされる 278ppm と比べて、42％増
加している。これは、石油資源の工業利用の発展に密接に関与しており、我々の生活様式が変化しな
い限り、自動車の利用や化学産業の営み、更には火力発現などの運用によって、今後も増加すると考
えられる。従って、大気中の CO2 の固定化を光合成によって行う植物（バイオマス）を、石油資源の代
替資源として有効活用する本拠点の基本構想は、今後の環境問題、エネルギー･資源問題を同時に
解決できる可能性を有している。近年、行政主導によるバイオマス資源の有効活用方法が欧州を始め
として導入されつつある。
一方、原油価格に目を向けると、2008 年～
2009 年ごろ(本拠点プログラムの開始時)のリー
マンショック前に原油価格は 140 ドル/バレルと
過去最高となり、石油資源に大きく依存してきた
化学産業は、非化石資源であるバイオマスの利
用の可能性を大きく注目した。しかしながら、現
在は原油価格が 50～60 ドル/バレルで推移して
おり、原油利用による化学品製造から脱却して、
バイオマスからの化学品生産に移行するために
は、製造コストの低減が極めて重要な課題であ
る。更に、シェールガスやシェールオイルなどの
代替資源の出現なども、バイオマス利用の足枷

図３ 空気中の CO2 濃度の推移

になっていると考えられる。この様な環境下にお
いて、バイオマスを原料とするコンビナート（バイオコンビナート）構想を実現化させるには、十分量の
バイオマスの確保や、製造コストの低減が必要不可欠である。バイオマスからの化学製品等の製造コ
ストにおいて原料コストは大きいが、集積量によってもバイオマスの価格は大きく変動する。さらに経済
性を成立させるには、安価なバイオマスを十分量調達可能な、立地条件の選定が大きな問題である。
こうしたことから、バイオコンビナート実現のための諸条件を満たす立地や、その運用に関する経済性
評価を実施し、経済性が成立するか検討する必要がある。本拠点ではバイオコンビナート WG としてこ
の評価に着手し、バイオコンビナート実現性に向けたシナリオ策定を行うことで対応した。
③ 機能性食品の表示規制の変化によるバイオファインケミカル分野の急速な市場拡大
平成 27 年 4 月より我が国で施行された新・機能性表示制度（以後「新制度」と表記）では、有効性
試験の科学的根拠レベルとして、表示しようとする機能性について、[1] 最終製品を用いた臨床試験、
[2] 最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー、のいずれかを実施する事とされている。
したがって企業の研究開発、商品開発、マーケティングの在り方について大きな変化が起こること
は必至で、機能性表示が可能となる事から、従来のイメージやストーリー中心の広告訴求から科学的
根拠に基づいたものに変わっていくと共に、商品開発は科学的根拠の質や量に基づいた素材・成分
を選択したり配合を考えたりするようになる。また、今までは研究成果を出しても消費者に伝える事が
出来ずに研究活動に消極的であった企業も、今後は消費者に伝えられることを前提に研究開発への
投資が活発化すると思われる。
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他方、科学的根拠があれば今のトクホでは直ちに表示することが難しい様な表現も可能となる事、
短期間、低コストで準備が出来る事など新制度によるメリットは大きい。一方、要求される安全性のレベ
ルは世界標準に合わせ、更に一歩抜き出た形である（医薬品等との相互作用の確認の義務付け）。
すなわち新制度によって、消費者が誤認することなく自ら合理的に商品選択ができ、安全性確保や品
質保証に真面目に取組む企業が正当に評価され、業界の国際化が促進される。これらによって業界
の健全化、活性化が大いに期待できる。それに付随して、サイエンスの進展、イノベーションの創出も
促進され、日本発世界商品が生まれる事が期待される。
米国では今から 20 年以上前にダイエタリーサプリメント健康教育法（DSHEA）が制定され、ダイエ
タリーサプリメントの定義、安全性に関するルール、構造／機能表示のルールなどが定められた。上
記の新制度の“先輩”と見なされる制度である。1994 年に約 8,900 億円程度だったダイエタリーサプリ
メント市場は、2013 年には 3.6 倍の約 3 兆 2,400 億円に成長した。この間の名目 GDP の成長が約 2.2
倍だったことを考えると、ダイエタリーサプリメント市場は米国経済を上回る成長を遂げたことがわか
る。
新制度導入前の我が国における食品成分の機能性は、in vitro 実験あるいは動物実験から得られ
た成績に基づいて「推察」されたもので、ヒトにおいて実証されていない場合が多いことは否めない。
すなわち in vitro 実験、動物実験で評価された機能性がそのままヒトに発揮される保証はない。ヒト介
入試験については、その実施に係る安全面、倫理的配慮へのバードルが高く、多くの費用が必要とさ
れ、特に我が国においては多くの新規機能性食品成分の候補が創出される中、その多くについてヒト
介入試験に踏みきれずそれらのヒトへの実効性が確認できないままにある。
このジレンマを解消すべく本拠点では in vitro 連続嫌気培養システムにてヒトの腸管細胞・細菌叢
を模した「腸管モデル」（Kobe University Human Intestinal Model [KUHIM]）を構築した。KUHIM で
は種々の機能性食品成分候補の機能性・安全性を腸内フローラ・代謝産物構成への影響調べること
で「プレ」評価し、この評価に基づき選択された候補のみを連携する神戸大学医学研究科でヒトへの
介入試験（本試験）に供試する一貫したシステムを立ち上げることで、対応することとした。即ち上述の
新制度下の市場ニーズに 100 ％応えるシームレスかつ実効する機能性食品素材の開発を行う体制
を構築した。さらに、腸内細菌叢の乱れと疾患の関連が指摘されており、腸内細菌叢を正常な状態に
戻して疾病の寛解状態を維持する事も求められてきている。
日本における機能性表示食品市場は拡大し続けており、2016 年度は 851 億円であったものが 2018
年度には 1975 億円が見込まれる。実際に企業からの KUHIM への機能性食品成分の評価依頼件数
は年々、増えている。また、日本における潰瘍性大腸炎の患者数は増加し続けており、2014 年には
17 万人を超えた（図 4）。指定難病であ
る潰瘍性大腸炎は根治的治療法が確
立されておらず、患者が食するべき食
品の評価に対するニーズも高まってい
くものと推察される。

図４ 潰瘍性大腸炎の患者数の推移
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２．拠点形成
（１）システム改革
①拠点の全体像
神戸大学では、バイオプロダクション分野の拠点化を強化するために、拠点形成、研究開発、人材育
成を統合的に推進してきている（図 1）。本拠点では、[1]学長の強いリーダーシップにより拠点化に向けた
環境整備を推進してきた。研究開発では、[2]学内研究であるリサーチエンジンの整備と協働機関との連
携によるユニット研究の整備を行い、[3]部門会での積極的交流による産産学連携の推進を実施してきた。
更に、[4]バイオコンビナート構想の実現性の検討を拠点機関メンバーと合同で実施した(バイオコンビナ
ート WG)。更には、[5]バイオリファイナリーで生産される多様な化合物の生物安全性を評価するために医
農工連携による新しい機能評価システムの構築に積極的に取り組んだ。人材育成では、協働機関との連
携によって行われる「バイオプロダクション眺望塾」、「夏期講座･冬期講座」をはじめとして、学内の若手
研究者による「iBioK 若手勉強会」など、多彩なプログラムを実施しており、平成 28 年 4 月に本拠点を中
核とする科学技術イノベーション研究科・博士課程前期課程(マスターコース)、および平成 30 年 4 月に博
士課程後期課程(ドクターコース)の設置が完了している(詳細は 47-51 頁を参照)。次頁より、各項目につ
いて概要を報告する。

図 1 本拠点(バイオプロダクション次世代農工連携拠点)の全体像
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②拠点整備
本拠点では、リサーチエンジン、および各ユニット研究の推進を行うため
に、[1] 自然科学総合研究棟 4 号館(2010 年 4 月)の新設、[2] ポートアイラ
ンド・研究統合拠点(2011 年 7 月)およびアネックス棟(2015 年 4 月設立)、[3]
先端膜工学研究拠点(2015 年 3 月設立)、および[4] 統合バイオリファイナリ
ーセンターなどの整備を進めてきた。
[1] 自然科学総合研究棟 4 号館: 自然科学総合研究棟 4 号館（6,559 m2）
では、主にリサーチエンジン研究の推進を農工連携によって進めるために、
農学系(5 階および 6 階)と工学系(1 階と 4 階)の研究チームを同じ場所に共
存させて、新しい融合領域研究が生まれやすい仕組みを採っている。さらに
は、その共同による共同実験室を 5 階に整備している（図 2）。

⑦
①②

⑤

③⑧

1階

4階

⑥

5階

飛行時間型質量分析装置（1 階）

6階

液体クロマトグラフィー（4 階）

図２ 自然科学総合研究棟 4 号館の関連施設
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ジャーファメンター（4 階）

[2] ポートアイランド・研究統合拠点およびアネックス棟：
ポ ー ト ア イラ ン ド ・ 統 合 研 究 拠 点 ア ネッ ク ス 棟
（4,540 m2）では、本拠点、および本拠点に関連す
る複数の研究プロジェクトが隣接して共存し、情報
交換を行いながら、本研究領域の研究を発展する
仕組みを構築している。特筆すべきは、国内最大の
バイオ医薬品製造施設（準 GMP 施設）を導入して
おり、将来医療分野でのバイオプロダクションを実
施するのに可能な研究施設を整備している（図 3）。

建物全景
1階

GMP 施設内部

2階
④

3 階実験室風景
3階
図３ ポートアイランド・研究統合拠点およびアネックス棟の関連施設
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[3] 先端膜工学研究拠点： 先端膜工学研究拠点（6,120 m2）では、本拠点に関連するバイオプロセスに
適した膜の製作や評価を行う研究施設を整備している（図 4）。

4階

先端膜工学研究拠点全景

5階

大型製膜装置（5 階）

6階
図４ 先端膜工学研究拠点の関連施設
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[4] 統合バイオリファイナリーセンター： 統合バイオリファイナリーセンター（200 m2）では、バイオマスの
保管、前処理、酵素糖化、および発酵と分離装置に関してベンチプラントを整備している。具体的には、
バイオマスの前処理装置（3 台）、大型発酵槽（5 台）、連続遠心分離装置、大型蒸留装置などを整備し、
拠点の各ユニットにおいてスケールアップ研究を実施できる環境を整備している（図 5）。

図５ 統合バイオリファイナリーセンターの施設
[5] 企業とのテレビ会議システムの設置(自然科学研究科および農学研究科)
事業の推進に必要な打ち合わせおよび協働企業の若手研究開発者を対象にした人材育成プログラム
では神戸大学まで担当者や当事者が出向くことができないケースがある。そこで、ポリコム、およびギンガ
システムソリューションが提供するワープゲイト（駅前留学 NOVA と同じシステム）を導入した TV 会議室を
構築した（自然科学研究総合研究棟 1 号館、農学研究科、およびポートアイランド統合研究拠点）。これ
らの TV 会議システムにより、ユニット研究の打合せ、および PAS 等の人材育成プログラムの円滑な実施
に役立っている（図 6）。

図６ 本拠点に導入した遠隔地 TV 会議システム
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場所

機器名
① マルチラベルリーダー

Ａ ：自然科学総合研究棟 4 号館
4 階 404 生物化学工学実験室

② ジェナティックアナライザ

（273 ㎡)
③ ガスクロマトグラフ質量分析計
B ：アネックス棟 3 階 301
多目的実験室（370 ㎡）
C ：自然科学総合研究棟 4 号館
1 階 101 全学スペース (115 ㎡)
D ：自然科学総合研究棟 4 号館
5 階 501 実験準備室 (16 ㎡)
E ：自然科学総合研究棟 4 号館
4 階 401 分析実験室 (55 ㎡)

④ 高速液体クロマトグラフ
⑤ 飛行時間型質量分析装置
⑥ 高速液体クロマトグラフ
質量分析計
⑦ セルソーター

F ：自然科学総合研究棟 4 号館
4 階 404 生物化学工学実験室

⑧オールインワン蛍光顕微鏡

（273 ㎡)
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③協働関係
本研究拠点では、拠点運営委員会での決定により、各協働機関が標的としている化合物･技術を拠点
内で公開しており、この事により協働機関間の成果有体物、および情報交換が加速された。更に、毎年、
2 回実施（春･秋）の部門会を通じて、リサーチエンジン研究、およびユニット研究の全ての研究成果を公
開しており、各協働機関の研究成果の進展状況も相互に把握できる制度を有している。
リサーチエンジン研究では、世界的な競争に打ち勝ち、日本独自の技術強化を行うために、重要なバ
イオベース製品群の生産を実用化するために、「農学」と「工学」の連携により、神戸大学の独創的な先端
技術を統合して 6 つの「リサーチエンジン」（図 7）を創成して密接に発展させることで、先端融合領域とし
ての「バイオプロダクション」領域を体系化してきている。

図７ 農工連携によるリサーチエンジンの整備
協働機関と大学の協働によるユニット研究では、各協働機関の役割分担は、拠点長の強いガバナンス
にて調整がなされており、同業種の化学メーカーが多い中においても、全ての企業で標的とする化合物･
技術は全て異なっており、協働機関間での調整は全く必要が無い。そして、この化合物･技術を集約する
と、図 8 に示す様に現在のオイルリファイナリーの多くの部分を置き換えて、バイオリファイナリー体系を構
築できる。更に、バイオ技術ならではの化合物（生体由来分子）を加えることで、オイルリファイナリーを凌
駕するコンビナート体系を構築することが出来る。開発の詳細は 174-262 頁に示すが、その生産技術レベ
ルは、表 1 に示すように、競合技術と比較しても有意な実績を達成できている。
実用化を担当する協働機関は、その役割によって大きく 2 つ（基盤企業と展開企業）に大別される。基
盤企業は神戸大学とともに、リサーチエンジンの中の、② 前処理プロセス（前処理装置やバイオマス分
解酵素）、④ バイオプロセス、および⑤ 分離・化学プロセス（膜分離プロセス）について基盤技術開発を
推進し、一貫バイオプロセス構築に必要な製品群を実用化する役割を担う。展開企業群は、神戸大学と
ともに、リサーチエンジン、③ 細胞工場の開発を推進するとともに、それを用いてバイオマスからの物質
生産プロセスを実用化し、「次世代燃料・化成品原料」「バイオプラスチック・バイオ繊維」「バイオファイン
ケミカル」等の多彩な製品群を市場に投入する役割を担う。更に、バイオコンビナート設立に向けて、拠
点長の仲介により、複数ユニットの融合・連携による、新技術の開発を行う産産学連携のシステム（コラボ
プログラム）も導入しており、異分野の企業間での融合をより促進できる環境を整備している。
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図８ 拠点におけるターゲット化合物群によるバイオコンビナート構築
表１ 拠点におけるターゲット化合物群の生産性比較
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[1] 拠点化に向けた学長のリーダーシップと整備状況
拠点形成では、学長のリーダーシップのもと、4 つの研究施設の整備を完了し（詳細情報は 30～34 頁
参照）、更には教員ポストの優先的配置（学長裁量枠：4 名の教員（教授 2 名、准教授 2 名）を本拠点に措
置している。さらには、本拠点事務を整備し、産産学連携を加速させる環境整備のためのバイオレストラ
ン（知財システム）も整備し、部門会の設置と部門会での情報共有を徹底した。更に、平成 30 年 7 月には、
工学研究科内に設置されていた「統合バイオリファイナリーセンター」を全学組織へと発展し「先端バイオ
工学研究センター」として、本分野の機能強化を図った。更に、拠点プログラム終了を見越して、持続的
な活動を実施可能とする学外組織「先端バイオ工学推進機構」の設置も認可し、2018 年 10 月に六甲台
キャンパス内に設置を予定している。
[2] 「リサーチエンジン研究」部門と「ユニット研究」部門の整備
本拠点では、「農学」と「工学」の連携により、神戸大学の独創的な先端技術を統合して 6 つの「リサー
チエンジン」を創成し、先端融合領域としての「バイオプロダクション」領域を体系化した（図 9）。リサーチ
エンジンは、植物育種技術「①バイオマスリソース」、バイオマス処理技術「②前処理プロセス」、目的物質
を生産可能とする微生物育種「③細胞工場」、それを用いたバイオリアクター「④バイオプロセス」、「⑤分
離・化学プロセス」技術、そして最終製品の「⑥機能性・安全性評価」技術である。各リサーチエンジンの
概要と成果については、105～173 頁に後述する。
本拠点に参画して実用化を担当する企業群（協働機関）は、大学の研究者とユニットを構成し、その研
究目的によって 2 つに分類される。基盤企業は神戸大学とともに、リサーチエンジンの②前処理プロセス、
④バイオプロセス、および⑤分離・化学プロセスについて基盤技術開発を推進し、一貫バイオプロセス構
築に必要な製品群を実用化する役割を担う。一方、展開企業群は、神戸大学とともに、リサーチエンジン
の③細胞工場の開発を推進するとともに、それを用いてバイオマスからの物質生産プロセスを実用化し、
「次世代燃料・化成品原料」、「バイオプラスチック・バイオ繊維」、および「バイオファインケミカル」等の多
彩な製品群を市場に投入する役割を担う。そして、リサーチエンジンとユニットの合同研究発表会（部門

図９ 拠点の全体像:「リサーチエンジン」研究と「ユニット」研究の連携
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会）を 2 回/年で定期的に実施し、研究開発の進捗を情報共有するとともに、リサーチエンジンの研究成果
をユニット研究に迅速に活用できる環境を整えている。
[3] 部門会における部門間の情報共有化
本拠点では、大学での革新的な研究成果（リサーチエンジ
ン）を、ユニット研究へと適用することで、次項に述べるバイオ
コンビナートの構想がより強力に推進できると考えている。その
ためには、ユニット研究の最新の研究成果とリサーチエンジン
研究の進捗状況を、大学の全ての参画メンバー、および協働
機関の技術者が共通情報として、共有化している必要がある。
この情報共有化のために、毎年 2 回部門会を実施している。
部門会は、拠点内に限定した情報交流会であり、参加者全員
が秘密保持契約書にサインを行い、情報交流を行っている。
具体的な部門会での情報交流は [1]ユニット研究もしくはリサ
ーチエンジン研究のトピックス紹介(口頭発表)、[2]全てのユニ
ット研究およびリサーチエンジン研究の研究成果発表（ポスタ
ー形式）、および[3]バイオコンビナート WG の進捗状況、の 3
種類に関して行い、全ての情報の共有化を行っている（図
10）。
以下に、その具体的な例を報告する。
ユニット研究およびリサーチエンジン研究のトピックス紹介
リサーチエンジン研究のユニット研究への活用については、

図１０ 部門会における情報共有化
（上）リサーチエンジン研究の成果発表、
（下）ユニット研究のポスター発表

展開企業にとって共通に必要とされているバイオマス評価技
術、細胞内代謝物解析技術、ゲノム解析技術、ゲノム編集技
術、計算機による代謝経路予測プログラム、などの先端的な研究成果を拠点における共通知的財産とし
て登録し、広くユニット研究（協働機関）に公開している。そして、協働機関側における研究成果と融合す
ることによる研究速度の加速を目指している（オープンイノベーションの推進）。
全てのユニット研究およびリサーチエンジン研究の研究成果発表（ポスター形式）
全てのユニット研究（展開企業）では生産対象とする化合物を拠点内限定で公表しており、全ての協働
機関で共有している。部門会においては、各ユニット研究の最新進捗をポスターで公開し、各ユニット間
で情報の共有化を行っている。また、リサーチエンジン研究の成果についても、協働機関へと広く情報を
発信するために、ポスター発表形式にて情報を発信し、ユニット研究へと成果をフィードバックする体制を
整えている。
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[4] バイオコンビナート設立に向けたワーキングループ（バイオコンビナート WG）
本拠点では、拠点長および副拠点
長のリーダーシップのもと、拠点運営
委員会や部門会においてバイオプロ
ダクションの実用化、そして国内外に
おけるバイオマスをベースとしたバイ
オコンビナートの実現に向けたシナリ
オの作成を進めてきた。各協働機関
より選出されたメンバーと神戸大学の
メンバーにより構成されたバイオコン
ビナートワーキンググループ(WG)に
より、多様なバイオマスによるコンビナ
ート構想の実現可能性を検討してい
る。バイオマスとしては、図 11 に示す
様に早生広葉樹（ユーカリ、ポプラ）、

図１１ バイオマスの調達とバイオコンビナートの立地

および農業残渣（稲ワラ、ムギワラ、バガス、パーム残
渣等）を想定し、その実現可能性を検討した。
早生広葉樹の場合は、製紙業界が行っている様に、
製紙工場を中心としたバイオコンビナート実現を
検討した。一方、農業残渣の場合は輸送ができないこ
とから、これらのバイオマスが豊富に入手できる東南ア
ジア地域におけるプランテーションとの共同によるバ
イオコンビナート実現を検討した。
バイオマスを有効活用するバイオコンビナートの形
成は世界的にみてもその事例が少なく、このバイオコ
ンビナート構想の実現に向けて、拠点が強力にリーダ

図１２ バイオコンビナート WG の議論風景

ーシップをとって牽引してきた（図 12：詳細は 263-269 頁を参照）。
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④領域融合
本拠点は、工業原料に適したバイオマスを増産し（農林水産業の活性化）、実際に社会にて求められ
ている様々なバイオベースの燃料や化学製品の製造を行う（工業における再生可能資源への原料転換）
ことによりグリーン成長を達成するという大きな目標を持つ。このためには、バイオマス増産や有用生物資
源の取得を得意とする「農学」と、物質生産の効率化やプロセス化を得意とする「工学」の広範囲な学術
領域を融合することで、バイオプロダクションを推進することが極めて重要である。特に、「様々な製品に
対してバイオマス原料から製品化に至る一貫バイオプロセスを実現するためには共通課題が存在する」、
ことを強く意識し、融合領域研究として研究開発を推進することは極めて重要である。重要な共通課題を
整理したものが、本拠点での「リサーチエンジン」（図 7 （36 頁））である。リサーチエンジンは、農学から工
学、そして医学をも含む幅広い領域にわたる学際的なコア技術開発であるが、各リサーチエンジンは、相
互に深く関連しており、融合領域として一体として推進することが不可欠である。例えば、工業原料として
優れたバイオマスを開発しようとする場合、バイオプロセスによる評価のフィードバック無しには開発は不
可能である。また、微生物発酵生産においても、後段の分離プロセスや化学プロセスの検討と合わせて
行わなければ、総合的に効率の良い一貫プロセスとすることはできない。さらに、リサーチエンジンの開発
を行う中で、前処理プロセス、前処理用酵素、バイオリアクター、膜分離装置など、どうしても産業的に生
産されて供給される必要のある製品群があるため、基盤企業との協働開発体制が重要である。また、バイ
オプロダクションを実現するためには、大学、基盤企業、展開企業の産・産・学連携体制の整備が不可欠
である。
バイオプロダクションの実現化に向けて、近年、化学品等の大量生産を行う必要があるものと、バイオフ
ァインケミカルのような少量生産で良いものを 1 つの原料から同時に併産することで、経済的収支を得る
動きが大きくなりつつある。このような動きに対応するために、本拠点では各協働機関よりバイオコンビナ
ート WG へ技術者を参画させ、この可能性について技術および経済性について評価を実施してきている。
本拠点は 3 つの注目分野（「次世代燃料・化成品原料」「バイオプラスチック・バイオ繊維」「バイオファイン
ケミカル」）を有しており、この WG において各分野の強みを正確に判断して、協働機関間の連携の連携
方法を提唱することで統合的事業化（=バイオコンビナート）へと、経済的バランスを持続させ、推進させる
ことができる。
また、医･農･工の連携・融合により、バイオファインケミカル分野の機能性評価技術（新規の擬似腸管
モデル）の構築にも成功している。ここでは、擬似腸管モデルという概念の元、医学および農学的視点か
らはヒトの消化器官におけるバイオファインケミカルの有する生理的機能を解析し、工学的視点からは消
化器器官に存在する複合微生物群のネットワーク解析を実施することで、これまでに無い新しい指標に
基づくバイオファインケミカルの評価軸を提唱できる。
以上の様に、「バイオプロダクション」の実現化においては、正に「農学」と「工学」が密に融合しており、
また企業との協働開発も不可欠であり、産産学連携の先端融合領域として、強力に推進する必要がある。
また最終的な製品製造においても、拠点内機関の産・産・学連携により、各協働機関が所有する技術の
優位性を相互補完し、時にはサプライチェーン構築について相互協力を行うことで、先進的バイオプロダ
クションをより早期に実用化して大きなインパクトを持たせることが可能となる。多様な製品群のバイオプロ
ダクションを統合的に実現して様々な製品群を世に送り出すことで、石油資源からバイオマス資源への大
規模な原料転換が起こると期待される。
46

[1] 新研究科（科学技術イノベーション研究科）の設置
（2016 年 4 月 大学院博士課程前期課程設置、 2018 年 4 月大学院博士課程後期課程設置）
（http://www.kobe-u.ac.jp/info/public-info/establish/InnovativeScienceandTechnology.html）
本拠点形成の延長線上には、プログラム進行中の期間を超えて、継続的にバイオプロダクション分野
のイノベーションを生み出し続けるという課題がある。そのためには、分野の未来を担う研究者や技術者
を計画的に輩出する恒久的な人材育成の仕組みが必要であることから、本拠点活動の大きな目標の一
つとして、当初より新規研究科（科学技術イノベーション研究科）の設置を掲げてきたが、平成 28 年度 4
月に、まず、科学技術イノベーション研究科の博士課程前期課程を開設することができた。そして、平成
30 年 4 月には博士課程後期課程が開設されて、一貫した大学院として機能することとなった。研究科の
博士課程前期課程の定員は、40 名であり、博士課程後期課程の定員は、10 名である。
科学技術イノベーション研究科は、学際領域における先端科学の研究能力を生産技術開発に繋げ、
それを知的財産化するとともに実生産を達成し社会へ還元するまでの事業化プロセスをプロデュースす
るアントレプレナーシップ（企業家精神）を兼ね備えた理系人材を養成することを目指している。本学が強
みとする文・理系の研究分野の連携を図り、先端科学技術の基礎研究から事業化まで連続して取り組む
教育を実施する。この様に理科系の専門知識をベースにした基礎研究から、その事業化まで一貫・一体
化させて教育する学部卒業生向け大学院は全国でも他に例を見ない。
具体的には、本研究科は、本拠点のバイオプロダクション分野および先端膜工学分野に、スーパーコ
ンピューター「京（けい）」を活用する「先端 IT」、および iPS 細胞（人工多能性幹細胞）などを研究開発す
る「先端医療学」を重点分野として加え、4 つの自然科学系分野（バイオプロダクション、先端膜工学、先
端 IT、先端医療学）から構成される（図 13）。さらに、社会科学系分野（アントレプレナーシップ）を教育研
究の柱として加えることで、これらの分野が互いに融合することにより新たな科学技術や学問領域を生み
出すとともに、人材育成・研究開発・事業化が効率よく循環するイノベーション・エコシステムを構築するこ
とで、科学技術イノベーション創出を牽引する拠点となることを目指す。本拠点の中心メンバーは、バイオ
プロダクション分野および先端膜工学分野の教育研究を名実ともに充実させるために、従来所属の農学
あるいは工学研究科から新研究科へ移籍した。さらにシステム情報学研究科や医学研究科からも教員が
移籍して、4 つの先端科学分野の優れた教員が集まることとなった。さらにアントレプレナーシップ分野の
教育研究を行うために、経営学研究科および法学研究科から優れた実績を持つ教員が移籍することで、
研究科にはバランスよく分理融合的に教員が配置されている。

図１３ 科学技術イノベーション研究科の教育研究分野
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博士課程前期課程においては、図 15,16 に示すように、これら 4 分野の横断的な知識の修得を可能と
するために、自身の専門分野だけでなく他の分野にも視野を広げることができるカリキュラムを構成し、さ
らにそれに加えて先端科学技術をベースに事業化を見据えたアントレプレナーシップ教育を行うことで、
イノベーションを自ら創出できる理系人材（科学技術イノベーター）を養成する。また、関連分野の世界ト
ップレベルの実践的外国人教員の招へいや、企業で活躍したきた実務家教員を採用しており、先端研究
の研究指導やアントレプレナーシッププロジェクト科目を PBL（Project-Based Learning 課題解決型学習）
形式で行うことを通じて世界と競える人材の養成を目指している。修士１年生の PBL では、ベンチャー企
業のビジネスプランをケースとして取り上げ、より実践的なビジネスモデル、ビジネスプランの立案ノウハウ
を習得する。修士 2 年の PBL では、各学生の修士論文テーマについて、理系教員とアントレプレナーシ
ップ分野の教員が個別指導を行い、ビジネスプランの作成に取り組み、完成した報告書をもとに、最終発
表会を行っている。この様な実践的な指導を通じて、アントレプレナーシップの育成を行っている。
事業化を志向する観点から、企業とのタイアップを積極的に導入しており、この点は本拠点で培った
様々な産学連携のノウハウや仕掛けが活かされている。すなわち、科学技術イノベーション研究科には、
本拠点の活動とその他の先端分野とのシナジー効果を発揮しながら、未来を担う国際的人材を輩出する
仕組みが整っている。

図１４ 科学技術アントレプレナーシップ・プロジェクト
研究の様子
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図１５ 科学技術イノベーション研究科博士課程前期課程におけるカリキュラム構成

図１６ 科学技術イノベーション研究科博士課程前期課程における履修プロセス
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博士課程後期課程においては、学際領域における先端科学技術の研究開発能力に加えて、知的
財産化、生産技術開発、市場開拓までの学術的研究成果の事業化プロセスをデザインできる、企業家
精神（アントレプレナーシップ）を兼ね備えた理系人材、すなわち、我が国における革新的イノベーショ
ンの創出という産業界からの期待にも応え得る技術と経営を俯瞰できる人材（科学技術アントレプレナ
ー）を養成する。博士課程後期課程では特に、新たにベンチャー企業を立ち上げることによってイノベ
ーションを実現する「独立企業家」や、既存企業や研究機関等においてイノベーションの創出に取り組
む「企業内企業家」となる人材を養成する。我々が養成の対象とする人材は、ベンチャー企業の設立を
通じて新たに事業を立ち上げる狭義の「起業家」に限定されるものではなく、既存企業や研究機関等
において事業創造に取り組む人材などを含む広義の「企業家」である。
博士課程後期課程では、博士課程前期課程の修了者に加えて、先端研究の素養を有する社会人
や社会経験を有する修士課程（理系）修了生等を幅広く受け入れて、上に述べた、独立企業家、企業
内企業家を養成することが、科学技術イノベーション研究科の博士課程後期課程の教育の目的である。
こうした教育目的を実現するために、①先端科学技術の各専門分野（バイオプロダクション、先端膜工
学、先端 IT 及び先端医療学）の知識を融合しつつ多面的に探求することで、独創的な科学技術ブレ
ークスルーにつなげる専門能力（先端研究開発能力）を養成する。また、②この科学技術ブレークスル
ーを基に、経済的・社会的な価値につながる新しい製品やサービスのコンセプト（イノベーション・アイ
デア）をデザインする能力を養成する。あるいは、逆にイノベーション・アイデアにつながるような科学技
術ブレークスルーのテーマをデザインする能力（機会認識能力）を養成する。さらに、③イノベーション・
アイデアを製品やサービスとして具現化する研究開発能力と、実践的な事業戦略や財務戦略など各
種戦略構築力を総合するイノベーション・ストラテジー構築能力（戦略構築能力）を養成することで、グ
ローバルに活躍できる科学技術アントレプレナーを輩出するための教育研究を行う（図 17）。

図１７ 科学技術イノベーション研究科博士課程後期課程
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一般的な理系研究科と対比して、養成する能力を示すが、既存の研究科が先端研究開発能力の育成
に重点を置くのに対して、科学技術イノベーション研究科では、上述した 3 つの能力のうち、③のイノベー
ション・ストラテジー構築能力に重点を置きながら育成するのが特徴である。
履修プロセスの概念図を図 18 に示すが、1 年次において、「先端科学技術特定研究」を行い、ブレーク
スルーを目指した研究開発を実施するとともに、学術論文の作成能力を養成する。併せて、イノベーショ
ン研究 1，2 を実施することで、科学技術ブレークスルーをイノベーション・アイデアにつなげる、逆にイノ
ベーション・アイデアにつながるテーマ設定を行う能力を育成する。１年次後期からは、「科学技術アント
レプレナーシップ演習」を学生のレベルに合わせた形で行って実践的な能力を養成するとともに、「科学
技術イノベーション戦略プロジェクト研究」を開始することで、イノベーション・アイデアを具現化するために
必要な、研究開発能力と各種戦略構築能力の育成を行う。なお、学位の名称は、博士（科学技術イノベ
ーション）「Doctor of Philosophy in Science, Technology and Innovation」である。

図１８ 科学技術イノベーション研究科博士課程後期課程における
履修プロセス
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[2] 先端バイオ工学研究センター（Engineering Biology Research Center）の設置（2018 年 7 月

設置）

本拠点は、工学研究科内に設置された「統合バイオリファイナリーセンター」を中核として、そこに農学
研究科、理学研究科等の教員が参画することで研究開発を推進してきた。この研究活動をより強固に全
学的なものとするために、統合バイオリファイナリーセンターを発展的に解消して、全学基幹研究推進組

織（部局）としての「先端バイオ工学研究センター」を、平成 30 年 7 月に設置した。バイオテクノロジーを
利用して様々な有用物質を生産するバイオプロダクションの研究や、その基盤を支える先端技術は、国
際的に提唱されているバイオエコノミーへの期待と相まって世界的に激しい開発競争が繰り広げられて
おり、各国において大型研究開発拠点の整備が行われている。本研究センターの設置は、国内の中核
機関として、当該分野の研究で世界をリードしていく上で、極めて重要なものとなる。本センターの名称を
「先端バイオ工学研究センター」としたのは、より広い領域のバイオテクノロジー技術の開発とその、バイオ
プロダクションをはじめとする様々な分野への展開を目指す、より融合的なものとするためである（図 19）。
特に、バイオロジクス（抗体をはじめとするバイオ医薬品）生産といった、新たにニーズの高まっている領
域についても、新たに一体的に研究開発を進めるために、研究部門として位置づけた。

図１９ 先端バイオ工学研究センター概要
本研究センターは、神戸大学の強みと特色を生かした先端融合領域として、先端バイオ工学という分
野を設定し、新たな学術分野としての可能性を開拓するとともに、イノベーションの創出を目指す国内唯
一の研究センターである。本研究センターでは、バイオエコノミーの実現に向けた産学官連携による先端
的な研究開発を推進すると共に、先端バイオ工学のプラットフォームを構築・集積し、ハード（研究スペー
ス、機器）とソフト（研究者、知財）を整備することで、先端バイオ工学におけるイノベーションハブを形成
することを目指す。こうした取り組みにより、国や社会の要請に答えて多様な有用物質を生産するバイオ
プロダクションを実現し、先端バイオ技術におけるイノベーションを持続的に生み出すことで、バイオエコ
ノミーを牽引することを目的とする。さらに、産産学によるオープンイノベーションの場の形成による研究開
発・事業化の加速を図る。
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[3] 医農工連携システムの構築
個々の化学品の機能性研究の主体を担うのは、その化学品のバイオプロダクションを行う研究ユニット
であるが、バイオファインケミカルの生産に関しては、医農工連携の機能性・安全性評価のリサーチエン
ジンとのタイアップは、製品化へのプロセスを強く後押ししする（図 20）。近年、動物を使用した製品評価
系の構築が動物愛護の観点から非常に制限を受けている状況であり、新しい代替法の確立が重要視さ
れている。本リサーチエンジンでは、この代替法としてヒトの腸管を擬似的に再現した擬似腸管モデルを
世界に先駆けて構築している。この擬似腸管モデルによって研究進行中のファインケミカルの吸収あるい
は代謝による分解や修飾などの反応モデルが簡便に予測できる。仮に、腸管での大きな構造変化などの
可能性が明らかになれば、そういった情報はそのバイオファインケミカルを生産している（あるいは応用を
考えている）協働機関へと、迅速に還元するする事ができる。当該研究ユニットは、そのような情報をもと
にその化学品の改良を検討したり、あるいは代謝変化したものの性質を調べるという新たな研究へと展開
することが可能となり、機能性ファインケミカルの開発速度を飛躍的に加速する事が出来る。
一方、バイオベース化学品には従来の生産方法では生じない夾雑物質が含まれる可能性があり、製
品化のプロセスではその安全性の確認が必要となる。従って、医農工連携による機能性・安全性評価のリ
サーチエンジンでは、微生物系、組織培養系、動物実験系の 3 段階で安全性確認を行う試験項目の準
備を完了している。
以上のプロセスを経て、標的化合物の機能性と安全性が十分に検証された後に、最終的に食品や薬
品としての適用を考える場合、やはりヒト介入試験の実施が必要となる。この段階においては医学研究科
メンバーとの連携によって、計画・立案から試験の実施に至るまでの、倫理面および経済的なハードルを
含む様々な問題点を克服することが可能となる。すなわち、本リサーチエンジンの誇る 2 段構え（安全性
評価試験と機能性評価試験）のシームレスなトータルシステムは、これまでに例のないファインケミカル素
材開発の新たなシステムを提案、実践するプロセスイノベーションであると言える。

図２０ 医農工連携による安全性機能性のリサーチエンジン確立
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⑤知的財産権を含む成果管理、機密情報管理
[1] 知財管理・知財教育
本拠点においては、バイオリファイナリー分野、ヘルスバイオサイエンス分野での基盤技術を有する神
戸大学と、同分野での産業技術力に優れた多様な民間企業とが連携することで、世界をリードする新し
い融合技術を築き、統合することにより、産業に結びつけることを狙いとしてきた。この連携により創造され
た技術群は、研究成果として世界に発信するとともに、知的財産として保護することが重要である。そのた
めに、本拠点発足後の平成 21 年 4 月より、企業知財部での実務経験豊富な「知的財産コーディネータ」
を採用し、発明の発掘、知的財産の権利化、成果管理など、本拠点の知財等に関わる一切をその職務と
する任に当たらせた。
国内出願、JST「特許出願支援制度」申請、外国出願、拒絶理由通知対応、審判対応、さらに、共同出
願契約などの知財関連契約において、知的財産コーディネータは、神戸大学学術・産業イノベーション
創造本部の知的財産部門と密に連携した活動を遂行してきた。
また、知的財産コーディネータは、本拠点における大学単独発明の知財権保護に留意し、例えば、協
働研究推進委員会（大学内の拠点メンバー全員対象）で、論文や学会発表前に特許出願する必要性と
その意味について説明したり、また、個々の発明相談の場で、研究者からの特許に関する質問（特許の
新規性・進歩性判断、特許調査のやり方など）に濃やかに対応したり、知財教育活動をしてきた。
[2] 機密情報管理
・成果有体物契約
拠点内で、神戸大学と協働機関との間の成果有体物（研究用微生物、遺伝子、試料など）の分与に関
して、頻度が多い場合は、研究実施契約書とリンクした包括的契約書案を学術・産業イノベーション創造
本部と連携して作成し、協働機関に提示、協議、合意を得て、個別契約から包括的契約に移行した。
・共同出願契約
各協働機関と神戸大学との共同発明の出願手続を円滑に進めるため、拠点用の共同出願契約雛型を
学術・産業イノベーション創造本部と連携して作成し、協働機関に提示、協議、合意を得て、活用した。
[3] バイオレストランについて
本拠点での知的財産の管理ポリシーは、協働機関有利と大学の公的使命を共存させることとした。具
体的には、協働機関と大学との共同発明（「個別知的財産」）は共願として、協働機関が希望する場合は
譲渡すること、また、大学の研究シーズ（リサーチエンジン等のコア技術）としての単独発明は、大学の単
独出願とするが、「研究シーズ共通知的財産」（オープンイノベーション）として協働機関が利用できること
とした。
この知的財産の管理ポリシーの上に、産･産･学連携、または産･産連携の推進力となるシステムとして
「バイオレストラン」を構築した。そのコンセプトは以下の通りである。
1. 研究シーズ共通知的財産は拠点内で自由に利用できるものとする。
2. 協働機関の間で、共通性のあるプロセス技術は拠点内で活用を推進する。
3. 協働機関の間で、補完的に役割分担して連携する。
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バイオレストランの概要を以下に示す。

バイオレストラン概要図
このコンセプトに沿った形で、3 つの柱となる制度を構築し、推進してきた。
1. オープンイノベーション
「研究シーズ共通知的財産は拠点内で自由に利用できる」をコンセプトとして、リサーチエンジンに代
表される神戸大学のコア技術を知財として累積してきた。これらは拠点内に登録しており、全協働機関は
自由に利活用できる。また、全協働機関は、新規出願については、公開前の早い時期にその全容を知る
ことができるというメリットがある。
運用面では、これらの研究シーズ共通知的財産を、拠点の HP にアップロード（パスワード付き）する形
で拠点内に登録し、全協働機関がいつでも閲覧できる状態にした。また、研究シーズ共通知的財産利用
に関する契約書雛形を作成し、協働機関に広報した。協働機関はこの契約書に沿って、無償で、半年
(延長可)のテスト期間で商業実施可能性を検討でき、商業実施の場合は、別途契約を締結することとし
た。以下に、本拠点で開発された新技術の協働機関での活用状況を記載するが、リサーチエンジンで開
発された特許が多くの協働機関で活発に利用された。
ゲノム編集技術（KP13-077-2）：
本拠点の西田教授らが開発した新しいゲノム編集技術であり、非組換え的に宿主の染色体上に遺伝
子改変を誘導することができる技術である。本技術の利用を考え、㈱日本触媒が使用を開始し、商業
実施の契約締結に至っている。
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腸管モデルシステム（KP13-057）：
本拠点の大澤教授らが開発した、腸管内を擬似したファインケミカルの評価技術であり、ヒト介入試験
の前試験として、マウス等を使用しない利便性を有している。本技術は、三井化学㈱、㈱ダイセル、江
崎グリコ㈱、長瀬産業㈱、㈱カネカにおいて個別に評価を実施している。
代謝経路の予測（ソフトウェア）：
本拠点の荒木らが開発した、新しいパスウェイ設計プログラムであり、これまでに予測できなかった代謝
経路を、膨大なこれまでの解析データ（ゲノムデータ等）を駆使して、開発するプログラムである。本技
術は、長瀬産業㈱、㈱ダイセル、旭化成ケミカルズ㈱、三井化学㈱が個別に使用している。
拠点発足時より蓄積されてきた研究シーズ共通知的財産(神戸大学単独出願)１８件の詳細については、
下記（６．【参考】研究成果発表）に掲載する。
2. 拠点内ライセンス
「協働機関の間で、共通性のあるプロセス技術は拠点内で活用を推進する。」というコンセプトの下、拠
点内ライセンス制度を設定し、運用してきた。これは、各協働機関が保有するライセンス供与可能な知的
財産（Background IP＊を含む）を拠点内に登録してもらい、希望する協働機関に研究ライセンスを無償
供与し、事業化使用する場合はライセンス契約を別途締結するという制度である。
＊：Background IP＝プログラム設定時に既に保有している知財
運用面では 2 つの登録方式を設定した。1 つは、全協働機関にオープンな方式（B 方式；拠点のホーム
ページにパスワード付きで掲載）、もう 1 つは、全協働機関にはオープンにしてほしくない供与側の都合を
考慮し、学内の特定の拠点メンバー(拠点長、副拠点長、当該研究ユニットリーダー、知財コーディネー
タ)だけが知り得る方式（A 方式；拠点長の仲介で協働機関に提示）である。
登録対象は知的財産と有体物(バイオマス、試験サンプルなど) の 2 種類とした。
登録状況を以下に示す。
知財登録リスト＜Ｂ方式＞
登録

登録日

登録者

技術名称

対象

有体物

担当教員

No.
B-001

B-002

B-003

2013.01.24

2013.01.24

2013.04.02

ダイセル

ダイセル

Bio-energy

Kokuria 属形質転換

溶媒耐性 FDH 変異体

菌体高密度固定化

特開

提供可能

工藤基徳

提供可能

工藤基徳

2010-161946
特許
4693301
特許

－

田中

勉

－

田中

勉

－

田中

勉

－

田中

勉

4217046
B-004

B-005

2013.04.02

2013.04.02

Bio-energy

Bio-energy

糸状菌タンパク質分

特許

泌生産

4796840

光学活性体製造

特許
4836106

B-006

2013.04.02

Bio-energy

担体への菌体の固定
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特許

B-007

B-008

2013.04.02

2013.04.02

Bio-energy

Bio-energy

化

4890816

固定化リン脂質代謝

特許

酵素

4976863

アゴニスト検出法

特許

－

田中

勉

－

田中

勉

－

田中

勉

－

荻野千秋

－

荻野千秋

－

荻野千秋

－

荻野千秋

－

荻野千秋

－

田中

勉

提供可能

田中

勉

4977012
B-009

B-010

B-011

B-012

B-013

B-014

B-015

2013.04.02

2013.06.19

2013.06.19

2013.06.19

2013.06.19

2013.06.19

2013.10.02

Bio-energy

長瀬産業

長瀬産業

長瀬産業

長瀬産業

長瀬産業

Bio-energy

乳酸オリゴマー回収

特許

方法

5083775

新規エステル分解酵

特許

素

4198261

新規エステル分解酵

特許

素

4236323

エポキシハイドラー

特許

ゼ

4601049

光学活性エポキシ

特許

ド、ジオール

4648691

光学活性キヌクリジ

特許

ノール

4809660

細胞表層提示法

特許
5361433

B-016

2014.07.10

Bio-energy

ポリエステルポリオ

特許

ール

5495360

有体物登録リスト＜Ｂ方式＞
登録 No.

登録日

BM-001

2013.3.27

日本製紙

パルプサンプル

BM-002

2013.4.8

Bio-energy

酵素法グリセリン

BM-003

2013.9.17

登録者

長瀬産業

有体物名称

放線菌由来酵素製
剤

内容
漂白の違いのあるパルプ（6
種）
BDF 製造装置での副生グリ
セリン

担当教員
蓮沼誠久

田中

勉

デンプン、キチン、セルロー
ス分解、異性化、転移酵素な

荻野千秋

ど 20 種

BM-004

2014.3.25

日本製紙

パルプサンプル

NDKP パルプなど(2 種）

荻野千秋

BM-005

2015.3.17

日本製紙

パルプサンプル

LSP パルプドライシート

猪熊健太郎

協働機関から供与される登録情報は、所定の様式ファイルに記載された形で、研究ユニットの担当教
員、或いは、知財コーディネータにもたらされる。いずれの場合も、知財コーディネータがその情報を整理
し、取りまとめ、Ｂ方式であれば拠点 HP への掲載をし、A 方式であれば、拠点長に情報を提供する。A 方
式の場合、拠点長は指定のパソコンで情報管理するとともに、適切と考える協働機関にその情報を提供
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する。
なお、A 方式の登録現況については、知財登録 1 件(三井化学：特許 4473219)だけ、有体物登録は 0
件であった。
各登録案件は、商業実施を検討するための無償の研究ライセンス対象としての位置づけであり、その契
約の雛形を作成し、協働機関に広報した。
具体的には、日本製紙㈱より提供されたパルプサンプル（BM-001 は、多くの協働機関のユニットにお
いて、バイオマスとしての資化性を実施した。更には、バイオディーゼル製造時に副生成されるグリセリン
（BM-002）も、ダイセルにおいて原料としての可能性が検討された。
3. 補完的役割分担化
拠点の研究構成単位として神戸大学と各協働機関を「研究ユニット」としているが、「協働機関の間で、
補完的に役割分担して連携する。」というコンセプトに沿って、産・産・学、または、産・産連携を意図して、
拠点長の裁量により、協働機関同士が互いのメリットをひきだすようにコラボプログラムと位置づけ、研究
ユニットとは異なるプログラムとして独立した取り扱いとし、推進している。コラボプログラムでは、拠点長の
裁量で研究要員、設備面などでの優遇措置がとられている。
具体的には、6 つのコラボプログラムが稼動した。その内訳は、基盤技術を担当する基盤企業と、展開
技術を担当する展開する展開企業でのコラボレーションとして、フジッコ㈱／旭化成㈱、長瀬産業㈱／江
崎グリコ㈱、㈱日本触媒／日東電工㈱、日本製紙㈱／日東電工㈱、また、基盤企業同士による基盤技
術の強化として、長瀬産業㈱／月桂冠㈱、コスモ石油㈱／カネカ㈱が進行した。
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（２）拠点の体制
① 体制図
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② 実施体制・担当者一覧
研究項目

所属機関・部署等

実施場所

1.リサーチ

神戸大学統合ﾊﾞｲｵﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝ 自然科学総合研究棟

エンジン

ﾀｰ・科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科

研究担当者
近藤昭彦（研究統括）

エフォー
ト率（％）
25

1 号館 5 階

神戸大学先端膜工学センター・

先端膜工学研究拠点 松山秀人（センター長・

大学院工学研究科

棟6階

教授）

旭化成株式会社

化学・プロセス研究所

白井博史（執行役員・

10
3

研究開発総部長）
旭化成株式会社

MTC 棟及びマイクロ 森吉彦（部長）

3

ーザ工場内
江崎グリコ株式会社（H21/11～）

健康科学研究所

釜阪寛（グループ長）

10

株式会社カネカ

高砂工業所

内田喜実（執行役員・

3

QOL 事業部長）
月桂冠株式会社

総合研究所

秦洋二（所長）

5

コスモ石油株式会社

中央研究所

大塚宏明（所長）

3

株式会社ダイセル

新井工場

西村久雄（本部長）

3

高部昭久（センター長）

3

帝人株式会社

先端技術開発センター

上村孝（センター長）

3

長瀬産業株式会社

研究開発センター

劉暁麗（センター長・研

40

究開発部統括）
日東電工株式会社（H22/10～）

滋賀事業所開発棟

廣瀬雅彦（開発部長）

25

株式会社日本紙パルプ研究所

研究所本館研究棟

森井博一（常務取締役

3

（H22/4～24/3）
日本製紙株式会社（H24/4～）

研究所長）
総合研究所

五十嵐陽三（取締役・

3

研究開発本部長）
株式会社日本触媒（H22/10～）

基盤技術研究所

有吉公男（特命プロジ

10

ェクト担当リーダー）
ハウスウェルネスフーズ株式会社

食品科学研究センター

（～H24/3）
Bio-energy 株式会社

山本佳弘（取締役 研

3

究・生産本部長）
R&D 研究所

野田秀夫(代表取締役

5

社長)
フジッコ株式会社

本社 研究開発室

山田勝重（取締役・開

10

発本部長）
丸善製薬株式会社（～H23/3）

総合研究所

中村喜孝（執行役員

3

開発本部長）
三井化学株式会社

合成化学品研究所
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金村芳信（所長）

5

2.次世代

神戸大学統合ﾊﾞｲｵﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝ 自然科学総合研究棟

近藤昭彦（センター長・

燃料・化

ﾀｰ・科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科

1 号館 5 階

教授）

成品原料

旭化成株式会社

化学・プロセス研究所

白井博史（執行役員・

25
3

研究開発総部長）
株式会社日本触媒（H22/10～）

基盤技術研究所

有吉公男（特命プロジ

10

ェクト担当リーダー）
3.バイオ

神戸大学統合ﾊﾞｲｵﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝ 自然科学総合研究棟 近藤昭彦（センター長・

プラスチッ

ﾀｰ・科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科

1 号館 5 階

教授）

ク・バイオ

旭化成株式会社

化学・プロセス研究所

白井博史（執行役員・

繊維

25
3

研究開発総部長）
株式会社ダイセル

新井工場

高部昭久（センター長）

帝人株式会社

先端技術開発センタ 上村孝（センター長）

3
5

ー
Bio-energy 株式会社

R&D 研究所

野田秀夫(代表取締役

5

社長)
三井化学株式会社

合成化学品研究所

金村芳信（所長）

4.バイオフ 神戸大学大学院農学研究科

自然科学総合研究棟

芦田均（教授）

ァインケミ

4 号館 5 階

カル

5

10

神戸大学大学院農学研究科

農学研究科 F 棟 6 階

大澤朗（教授）

40

江崎グリコ株式会社（H21/11～）

健康科学研究所

釜阪寛（グループ長）

30

株式会社カネカ

高砂工業所

内田喜実（執行役員・

3

QOL 事業部長）
月桂冠株式会社

総合研究所

秦洋二（所長）

5

長瀬産業株式会社

研究開発センター

劉暁麗（センター長・研

40

究開発部統括）
ハウスウェルネスフーズ株式会社

食品科学研究センタ 山本佳弘（取締役 研

（～H24/3）

ー

究・生産本部長）

フジッコ株式会社

本社 研究開発室

山田勝重（取締役・開

3
10

発本部長）
丸善製薬株式会社（～H23/3）

総合研究所

中村喜孝（執行役員

3

開発本部長）
コスモ石油株式会社（～H28/3）

中央研究所

大塚宏明（所長）

3

旭化成株式会社

化学・プロセス研究所

白井博史（執行役員・

3

研究開発総部長）
5.革新的

神戸大学大学院工学研究科

工学研究科 4W306

材料
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西野孝（教授）

5

③ 参画者の機関別人数
H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

計

実施機関

45

59

64

52

54

99

68

77

83

102

77

780

旭化成㈱

2

4

4

4

7

11

12

11

10

11

11

87

㈱カネカ

6

8

11

15

18

18

19

17

16

18

17

163

月桂冠㈱

4

4

4

4

5

4

4

5

5

5

5

49

4

5

8

5

6

7

7

6

-

-

-

48

4

4

4

7

8

12

6

15

15

15

15

105

2

8

9

8

8

8

8

6

4

6

6

73

7

10

10

11

12

10

12

12

15

15

12

126

4

4

4

5

-

-

-

-

-

-

-

17

7

7

7

7

6

7

9

9

9

9

86

3

4

5

5

7

6

7

7

7

7

7

65

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

9

5

6

18

18

18

17

16

17

17

17

17

166

-

5

5

6

9

9

9

9

6

9

7

74

-

-

5

7

7

-

-

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-

7

6

10

7

10

10

50

-

-

6

6

6

6

6

6

6

5

5

52

-

-

4

6

7

10

9

9

9

9

3

66

96

131

171

166

178

231

198

216

209

238

201

2035

コスモ石
油㈱
㈱ダイセ
ル
帝人㈱
長瀬産業
㈱
ハウスウ
ェルネス
フーズ㈱
Bio-energ
y㈱
フジッコ
㈱
丸善製薬
㈱
三井化学
㈱
江崎グリ
コ㈱
㈱日本紙
パルプ研
究所
日本製紙
㈱
日東電工
㈱
㈱日本触
媒
計
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④ 参画者リスト
氏名・役職

所属

研究内容

研究項目

エフォ

番号

ート
（％）

（総括責任者）

学長

総括 （H2７～)

1-5

3

（学長）

（総括 ～H26)

1-5

5

1-5

25

1-5

30

1.4

10

1.4

10

1.4

40

1.4

10

1.4

5

1.4

5

1.4

10

1.4

5

1.4

15

1

5

武田 廣
（総括責任者）
福田 秀樹

自然科学系先 研究統括（H27～）
端融合研究環

近藤 昭彦

統合ﾊﾞｲｵﾘﾌｧｲ 微生物細胞工場の創製とバイオベー

ｾﾝﾀｰ長・教授

ﾅﾘｰｾﾝﾀｰ・科 ス製品生産に関する研究
学技術イノベ
ーション研究科

吉田 健一

科 学 技 術 イ ノ 微生物細胞工場の創製とバイオベー

准教授(～H21/3）

ベーション研究 ス製品生産に関する研究

教授(H21/4～)

科

松山 秀人

先端膜工学ｾﾝ 膜分離によるバイオプロダクトの高効

ｾﾝﾀｰ長・教授

ﾀ ｰ ・ 工 学 研 究 率精製に関する研究
科

芦田 均

農学研究科

教授
大澤 朗

機能性安全性評価技術を用いたバイ
オファインケミカル探索に関する研究

農学研究科

教授

バイオファインケミカルの機能性・安
全性評価に関する研究

今石 浩正

遺伝子実験セ 微生物細胞工場の創製のための新

教授

ンター

規高機能酵素の探索に関する研究

土佐 幸雄

農学研究科

バイオマスリソースの作物植物の疾

教授
水野 雅史

病防除と増産に関する研究（～H25）
農学研究科

教授
山形 裕士

バイオファインケミカルの機能性・安
全性評価に関する研究

農学研究科

教授

バイオマスリソースにおける形質転換
法の改良と育種技術の研究 （～
H25）

上曽山 博

農学研究科

教授
竹中 慎治

バイオファインケミカルの機能性・安
全性評価に関する研究 （H21～）

農学研究科

教授

微生物細胞工場の創製のための新
規高機能酵素の探索に関する研究
（H23～）

大村 直人

工学研究科

バイオリアクターの混合特性とバイオ
63

教授

プロセス設計に関する研究

（H23

～）
山地 秀樹

工学研究科

教授
森 敦紀

工学研究科

8

水含有系での直接重合可能な化学

1.3.4

10

1.2.3

10

1.3.6

5

1

5

1

15

1

10

1

3

1.4

1

1-5

20

1.4

15

1.4

5

1

3

1

3

触媒プロセスに関する研究
工学研究科

教授
西野 孝

1.4

化技術及び培養工学に関する研究

教授
西山 覚

バイオプロセスにおける微生物固定

水含有系での化学触媒プロセスに関
する研究

工学研究科

教授

バイオベース素材の機能評価と新規
複合材料製造プロセスの開発に関す
る研究

坂本 博

理学研究科

教授
林 昌彦

前処理プロセスにおけるセルラーゼ
遺伝子の探索に関する研究（～H21）

理学研究科

教授

水含有系での直接重合可能な化学
触媒 プロセスに関する 研究 （H21
～）

大西 洋

理学研究科

教授
富永 圭介

生体関連物質を水中計測するプロー
ブ顕微鏡技術の開発に関する研究

理学研究科

教授

先端的分子分光法による酵素反応に
おける水和と酵素活性、分子認識の
研究

三村 徹郎

理学研究科

教授

バイオマスリソースの植物増産に関
す る 分析 ・ 評価 技 術に関す る 研究
（H21～）

蓮沼 誠久

先 端 バ イ オ 工 微生物細胞工場創製のための代謝解

講師(～H24/6)

学 研 究 セ ン タ 析 、in silico デザ イ ンに 関 する 研究

准教授(H24/7～)

ー

（H21～）

連携創造本部

バイオマスからの医薬品原料生産に

教授(H27/3～)
ｾﾝﾀｰ長(H30/7-)
榑林 陽一
教授
東 健

関する研究 （H23～25）
医学研究科

教授

臨床的な視点からのバイオファインケ
ミカルの機能評価 （H23～29）

伊藤 宗彦

経済経営研究 実用化をめざした研究をするための

教授

所

経 営マ ネー ジメン トの指導 （ H21～
22）

原 拓志
教授

経営学研究科

実用化をめざした研究をするための
経 営マ ネー ジメン トの指導 （ H21～
64

22）
荻野 千秋

工学研究科

准教授(～H28/9)

微生物細胞工場創製とバイオベース

1-5

15

1

90

1.4

5

1

85

1～6

100

1

100

1-5

10

1.4

5

1.4

5

1.4

30

1

5

1.4

5

1.4

5

1.4

5

製品生産に関する研究

教授(H28/10～)
西田 敬二

先 端 バ イ オ 工 微生物合成生物学基盤の構築（H25

特命准教授◎

学 研 究 セ ン タ ～）

（～H28/10）

ー

教授(H28/11～)
宅見 薫雄

農学研究科

教授

バイオマスリソースの拡大と増産技術
に関する研究

荒木 通啓

科 学 技 術 イ ノ 化学・生物情報解析をもとにした汎用

特命准教授◎

ベーション研究 的な人工代謝経路の設計基盤の構築

（～H29/3）

科

（H25～）

客員教授
（H29/4～）
三輪 俊明

科 学 技 術 イ ノ バイオプロダクション知的財産に関す

学術研究員◎

ベーション研究 る業務(H21～)
科

ﾋ ﾞﾚﾝﾄﾞﾗ ｽﾜﾙﾌ ﾟ 自然科学系先 バイオプロセス設計に関する研究と
ﾋﾞｻﾘｱ

端融合研究環

客員教授 ◎
田中 勉

世界における情報収集、動向調査に
関する研究（～H21）

工学研究科

准教授

前処理プロセスの開発と細胞工場の創
製、バイオプロセスの最適化に関する
研究

丸山 達生

工学研究科

准教授
勝田 知尚

率精製に関する研究
工学研究科

准教授
金丸 研吾

バイオリアクターにおける培養特性と
プロセス設計に関する研究

農学研究科

准教授
三宅 親弘

膜分離によるバイオプロダクトの高効

植物活性化剤となるファインケミカル
の開発に関する研究

農学研究科

准教授

バイオマスリソースに適した植物光合
成機能の分析と改良に関する研究
（～H23）

山崎 将紀

農学研究科

准教授
本田 和久

類の増産と利用促進に関する研究
農学研究科

准教授
橋本 堂史

細胞工場を用いた有用イノシトール
バイオファインケミカルの機能性・安
全性評価に関する研究（H21～）

農学研究科

バイオファインケミカルの機能性・安
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准教授

全性評価に関する研究

石川 周

科 学 技 術 イ ノ 生理活性イノシトール類等の研究開

准教授

ベーション研究 発
科

1.4

（H29～）

松田 史生

自然科学系先 微生物細胞工場創製の代謝解析およ

准教授 ◎

端融合研究環

1-4

40

1.3.4

20

1

5

1.4

3

1

3

1-5

85

1-3

80

1.4

80

1

80

1
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び in silico デザインに関する研究（H21
～25）

石井 純

先 端 バ イ オ 工 細胞工場を用いた次世代燃料・化成

特命助教

学 研 究 セ ン タ 品原料の生産に関する研究

(～H25/3)

ー

准教授(H25/4～)
秋本 誠志

理学研究科

准教授
吉田 優

成機能の分析と改良に関する研究
医学研究科

准教授
島田 智明

バイオマスリソースに適した植物光合
メタボロミクスを用いた機能性食品素
材、医薬品の機能評価（H23～）

経営学研究科

准教授

実用化をめざした研究をするための
経 営マ ネー ジメン トの指導 （ H21～
22）

藤原 俊伸

自然科学系先 細胞工場の創製のための遺伝子資

特命准教授 ◎

端融合研究環

川口 秀夫

科 学 技 術 イ ノ 微生物によるバイオベース化学品生産

特命助教 ◎

ベーション研究 プロセスの開発に関する研究（H28～）

(～H28/3)

科

源に関する研究（～H23）

特命准教授 ◎
（H28/4～）
若井 暁

科 学 技 術 イ ノ 微生物を用いたタンパク質の大量生

特命助教 ◎

ベーション研究 産技術の開発に関する研究（H25～）

(～H28/3)

科

特命准教授 ◎
（H28/4～）
佐々木 建吾

科 学 技 術 イ ノ 有用微生物種や有用微生物群の創

特命助教 ◎

ベーション研究 出と利用に関する研究（H24～）

(～H28/3)

科

特命准教授
（H28/4～）
柘植 謙爾

科 学 技 術 イ ノ 人工ゲノムの合成に関する研究（H28

特命准教授

ベーション研究 ～）
科
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福田 伊津子

食 の 安 全 ・ 安 バイオファインケミカルの機能性・安

助教

心 科 学 セ ン タ 全性評価に関する研究

1.4

20

1.4

20

1.2

100

1.4

55

1.2.3

40

1.2.3.4

40

1.3

90

1.4

85

1

100

1

100

1.4

100

1.3

100

1.4

20

ー
星 奈美子

医学研究科

腸管モデルに関する研究（H29～）

助教
山田 亮祐

自然科学系先 前処理プロセスの開発と細胞工場の

助教

端融合研究環

田中 耕生

自然科学系先 生理活性イノシトール類等の研究開

助教

端融合研究環

松本 拓也

自然科学系先 バイオマス資化能を付与した微生物

助教

端融合研究環

中島 一紀

自然科学系先 前処理プロセスの開発とバイオプロセ

助教 ◎

端融合研究環

西村 勇哉

科 学 技 術 イ ノ 物質生産のための微生物改変に関

特命助教◎

ベーション研究 する研究（H25～）

創製に関する研究（H23～25）
発（H24～29）
の構築（H26～29）
スの最適化に関する研究（～H23）

科
佐々木 大介

科 学 技 術 イ ノ 微生物電池のプロセス制御法の開発

特命助教◎

ベーション研究 （H26～）
科

ｷﾞﾘﾓ ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ

科 学 技 術 イ ノ バイオベース化学品生産に関する研

学術研究員◎

ベーション研究 究(H26～)

（～H28/3）

科

特命助教◎
(H28/4～)
猪熊 健太郎

科 学 技 術 イ ノ 微生物の開発やバイオベース化学品

学術研究員◎

ベーション研究 生産に関する研究(H26～)

（～H28/3）

科

特命助教◎
(H28/4～)
小林 淳平

科 学 技 術 イ ノ 微生物のｴﾈﾙｷﾞｰ代謝をもとにした有

学術研究員◎

ベーション研究 用物質生産性微生物の構築の研究

（～H29/11）

科

(H27～)

特命助教◎
(H29/12～)
酒井 香奈江

科 学 技 術 イ ノ 麹菌に関連する遺伝子操作、ベクタ

特命助教◎

ベーション研究 ー構築に関する研究（H29～）
科

井上 潤

医学研究科

腸管モデルに関する研究（H29～）
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特命助教
伊藤 洋一郎

科 学 技 術 イ ノ 高機能化に関わる遺伝子をゲノムワ

特命助教◎

ベーション研究 イ ド に 探 索 で き る 汎 用 技 術 を 開 発
科

100

1

100

1

90

1.4

100

1-4

100

1.4

85

1-5

100

1.3.4

85

1.2.3

90

1.4

100

1.4

90

1.3

100

1.4

100

1.2.3

85

（H30～）

Prihardi Kahar

科 学 技 術 イ ノ ゲノム解析及び微生物のエネルギー

特命助教◎

ベーション研究 代謝をもとにした有用物質生産性微
科

1

生物の構築に関する研究（H30～）

中村 泰之

科 学 技 術 イ ノ タンパク質高分泌生産が可能な基盤

特命助教◎

ベーション研究 宿主微生物を開発（H30～）
科

鈴木 宏和

自然科学系先 細胞工場を用いた有用イノシトール

特命助教 ◎

端融合研究環

類の増産と利用促進に関する研究
（～H23）

近藤 貴志

自然科学系先 細胞工場を用いた次世代燃料・化成

特命助教 ◎

端融合研究環

原 清敬

自然科学系先 細胞工場を用いたバイオファインケミ

特命助教 ◎

端融合研究環

品原料の生産に関する研究（～H23）
カル大量生産技術に関する研究（～
H27）

岡井 直子

自然科学系先 細胞工場を用いたﾊﾞｲｵﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ﾊﾞ

特命助教 ◎

端融合研究環

ｲｵ繊維原料の生産に関する研究（～
H28）

岡崎 文美

自然科学系先 前処理プロセスにおける酵素大量生

特命助教 ◎

端融合研究環

仲山 英樹

自然科学系先 細胞工場を用いた植物活性化剤大

特命助教 ◎

端融合研究環

川畑 球一

自然科学系先 機能性安全性評価技術を用いた機

特命助教 ◎

端融合研究環

産技術に関する研究（H21～24）
量生産技術に関する研究（H21～23）
能性食品素材の有効利用の研究（～
H22）

井口 純

自然科学系先 機能性安全性評価技術を用いた機

特命助教 ◎

端融合研究環

能性食品素材の有効利用の研究（～
H22）

工藤 基徳

自然科学系先 バイオマス分解酵素の構造機能評価

特命助教◎

端融合研究環

野本 竜平

自然科学系先 食品等の機能性成分の機能性及び

特命助教◎

端融合研究環

柘植 陽太

自然科学系先 微生物によるバイオベース化学品生

特命助教◎

端融合研究環

に関する研究（H24～28）
安全性に関する研究（H24～27）
産プロセスの開発（H24～27）
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大野 良子

自然科学系先 コムギを対象としたリソース開発の研

学術研究員◎

端融合研究環

高木 良助

科 学 技 術 イ ノ 膜のファウリング抑制に関する研究

学術研究員◎

ベーション研究 (H24～)

1

100

1

100

1.4

100

1.4

100

1.3

100

1.4

100

1

100

1.4

100

1.4

100

1.3

100

1.4

100

1.3

100

1.4

100

究(H24～)

科
柏木 紀賢

科 学 技 術 イ ノ 放線菌の分子育種に関する研究

学術研究員◎

ベーション研究 (H24～)
科

張 斯来

科 学 技 術 イ ノ 分子（糖類、生分解性高分子等）に

学術研究員◎

ベーション研究 関する基礎的な分光研究（H29～）
科

Jerome Amoah

科 学 技 術 イ ノ 機能性化合物の生産が可能な微生物

学術研究員◎

ベーション研究 創 製 の た め の 遺 伝 子 ・ 菌 株 の 構 築
科

（H28～）

北風 智也

科 学 技 術 イ ノ 有効食品成分の作用機構と体内動

学術研究員◎

ベーション研究 態に関する研究（H29～）
科

澤田 勇生

自然科学系先 膜分離による水資源確保システムの

学術推進研究員 端融合研究環

開発に関する研究（～H23）

◎
野村 裕也

自然科学系先 植物機能を利用したファインケミカル

学術推進研究員 端融合研究環

の開発研究（H24～25）

◎
中村 俊之

自然科学系先 機能性安全性評価技術を用いた機

科学技術研究員 端融合研究環

能性食品素材の有効利用の研究

◎

（H22～23）

穐原 愛

自然科学系先 細胞工場を用いた次世代燃料・化成

研究員 ◎

端融合研究環

仲島 菜々実

自然科学系先 改変麹菌を用いたタンパク質生産に

研究員◎(～H21)

端融合研究環

品原料の生産に関する研究（～H21）
関する研究（～H21、H24～28）

技術補佐員◎
(H24/4～H27/3)
学術研究員 ◎
(H27/4～H28/12)
松野 敏英

自然科学系先 有用物質生産性微生物の構築に関

学術研究員◎

端融合研究環

三谷 塁一

自然科学系先 有効食品成分の作用機構と体内動

学術研究員◎

端融合研究環

する研究(H25～28)
態の解明に関する研究(H25～26)
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叶 暁亭

自然科学系先 有用物質生産性微生物の構築に関

学術研究員◎

端融合研究環

吉岡 泰淳

自然科学系先 有効食品成分の作用機構と体内動

学術研究員◎

端融合研究環

1

100

1.4

100

1.3

100

1.3.4

100

1.3

100

1.4.5

100

1.3

100

1.3

100

1.3

100

1

100

1

100

1.4

100

1

100

1.3

100

1.3

100

する研究(H25～26)
態に関するデータ収集と生化学実験
(H26～29)

原 陽子

自然科学系先 有用物質生産酵母株の分子育種に

学術研究員◎

端融合研究環

三宅 みちる

自然科学系先 細胞工場を用いたバイオプラスチック

研究員 ◎

端融合研究環

関する研究(H25～27)
等 の 生 産 に 関 す る 研 究 （ ～ H23 ・
H25・26）

小椋 有未永

自然科学系先 細胞工場を用いた次世代燃料・化成

研究員 ◎

端融合研究環

品原料の生産に関する研究（H21～
22）

稲垣 明子

自然科学系先 細胞工場を用いたバイオファインケミ

研究員 ◎

端融合研究環

カル大量生産技術に関する研究
（H21～23）

川本 紗規子

自然科学系先 細胞工場を用いた次世代燃料・化成

研究員 ◎

端融合研究環

品原料の生産に関する研究（H22～
23）

片山 亮

自然科学系先 細胞工場を用いた次世代燃料・化成

研究員 ◎

端融合研究環

品原料の生産に関する研究（H22～
23）

大野 摩耶

科 学 技 術 イ ノ 細胞工場を用いたバイオプラスチッ

研究員 ◎

ベーション研究 ク ・ 繊 維 原 料 の 生 産 に 関す る 研 究
科

（H22～23）

加来麻衣子

自然科学系先 微生物細胞工場の創製のための代

研究員 ◎

端融合研究環

竹内 ちひろ

自然科学系先 微生物細胞工場の創製のための代

研究員 ◎

端融合研究環

青木 直子

自然科学系先 組み換え微生物の創製及びタンパク

研究員◎

端融合研究環

清 香織

自然科学系先 バイオマスから物質生産過程におけ

研究員◎

端融合研究環

謝解析に関する研究（～H23）
謝解析技術の開発（H23）
質の発現、精製(H23～26)
る代謝産物、生成物等の分析業務
(H24～26)

上田 佑美

自然科学系先 バイオマスからの物質生産に利用す

研究員◎

端融合研究環

る微生物の培養、発酵、評価(H24～
26)

竹嶋 康誠

科 学 技 術 イ ノ バイオマスからの機能性オリゴ糖生
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研究員◎

ベーション研究 産に適した酵素開発 (H24～)
科

南 玲子

自然科学系先 バイオリアクターを用いた発酵特性解

研究員◎

端融合研究環

森川 佳奈

自然科学系先 機能性化合物の生産が可能な微生

研究員◎

端融合研究環

1

100

1

100

1.4

100

1

100

1.4

100

1.2

100

1.3

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1.4

100

1

100

1.3

100

析(H24～27)
物創製のための遺伝子、菌株の構築
(H24～28)

西岡 雅都

科 学 技 術 イ ノ 機能性化合物の生産能を上げるため

研究員◎

ベーション研究 の 酵 素 改 変 、 微 生 物 の 代 謝 改 変
科

(H24～)

遠山 有二

自然科学系先 界面重合法による逆浸透膜の作製

研究員◎

端融合研究環

望月 正雄

自然科学系先 糖質やバイオマスからの機能性化合

研究員◎

端融合研究環

(H24～25)
物発酵試験とその生成物の分析業
務(H24～28)

所 美咲

自然科学系先 細胞表層提示微生物を用いた機能

研究員◎

端融合研究環

性化合物発酵試験及び分析業務
(H24～26)

大脇 寛子

自然科学系先 ポリマー原料化合物の微生物生産の

研究員◎

端融合研究環

ための微生物育種及び培養試験(H24
～25)

岩崎 祐子

自然科学系先 微生物のＤＮＡやＲＮＡの分析及び

研究員◎

端融合研究環

小浦 康子

自然科学系先 質量分析装置を用いたタンパク質や

研究員◎

端融合研究環

解析業務(H24～26)
代謝産物の分析及び解析試験(H24
～26)

橘高 彫斗

自然科学系先 木 質 など種々の バ イオ マスにつ い

研究員◎

端融合研究環

て、機能性酵母を用いた発行試験
(H25～26)

笹山 夏菜

自然科学系先 バイオマス処理サンプルについて、

研究員◎

端融合研究環

松山 暁子

自然科学系先 熱誘起相分離法及び非溶媒誘起相

研究員◎

端融合研究環

膜を用いた糖質等の濃縮(H25～27)
分離法による多孔質膜の作成(H25
～26)

前田 智秀

自然科学系先 種々の酵母を用いてバイオマスから

研究員◎

端融合研究環

水野 志乃

自然科学系先 有用物質の生産が可能な微生物創

研究員◎

端融合研究環

の発酵試験(H25～26)
製のための菌株の培養業務(H25～
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26)
藤野 綾美

科 学 技 術 イ ノ 機能性化合物の濃度を上げるための

研究員◎

ベーション研究 膜分離及びその評価(H25～)

1

100

1.2.3

100

1.2.3

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1.4

100

1-3

100

1

100

1

100

1.4

100

1.4

100

科
宮崎 翔子

自然科学系先 機能性化合物の生産能を上げるため

研究員◎

端融合研究環

吉原 久美子

自然科学系先 機能性化合物の生産が可能な微生

研究員◎

端融合研究環

の酵素改変及びその評価(H25～28)
物創製のための遺伝子と菌株の構築
(H25～28)

岸 佳代子

自然科学系先 木質などのバイオマスについて、機能

研究員◎

端融合研究環

性酵母を用いた発行試験と分析業務
(H26～28)

小野 史恵

自然科学系先 有用物質生産のためのオミクス情報

研究員◎

端融合研究環

基盤構築に必要な情報解析(H26～
28)

坪田 智江

自然科学系先 Clostridium バクテリアの代謝改変及

研究員◎

端融合研究環

び代謝解析、発酵特性解析試験
(H27～28)

懸樋 潤一

自然科学系先 バイオマス処理サンプルについて、膜

研究員◎

端融合研究環

を用いて糖質や機能性化合物の濃縮
(H27～28)

黒田 修司

科 学 技 術 イ ノ 植物活性化物質とその関連物質を用

研究員◎

ベーション研究 いた植物栽培実験とその評価(H27
科

～)

山崎 桃子

科 学 技 術 イ ノ 機能性化合物の生産能を上げるため

研究員◎

ベーション研究 の酵素改変及びその評価(H29～30)
科

中島 智香

科 学 技 術 イ ノ 有用物質生産のためのオミクス情報

研究員◎

ベーション研究 基盤構築に必要な情報解析(H29)
科

清水 正幸

科 学 技 術 イ ノ 有用物質生産のためのオミクス情報

研究員◎

ベーション研究 基盤構築に必要な情報解析(H30～)
科

酒井 晶子

科 学 技 術 イ ノ 微生物の培養及び培養装置の作製

研究員◎

ベーション研究 および菌叢のメタゲノム解析(H27～)
科

末松 耕平

科 学 技 術 イ ノ 組換え体によって生成された酵素の

研究員◎

ベーション研究 精製、生化学、生物物理実験
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科
二村 貴樹

科 学 技 術 イ ノ 機能性化合物の生産能を上げるため

研究員◎

ベーション研究 の酵素改変、微生物の代謝改変及
科

科 学 技 術 イ ノ 微生物の培養及び遺伝子組換え体

研究員◎

ベーション研究 の培養、プラスミド、遺伝子組換え体
科 学 技 術 イ ノ 微生物の培養及び遺伝子組換え体

研究員◎

ベーション研究 の培養、プラスミド、遺伝子組換え体
科 学 技 術 イ ノ バイオマスからの物質生産に利用す

研究員◎

ベーション研究 るプラスミド、組換え微生物の創製

1-3

100

1

100

1

100

1.2

100

1.4

70

1.4

100

1.2

100

1.4

100

1.4

100

1.4

100

1.4

100

(H30～)

橋場 倫子

科 学 技 術 イ ノ 微生物の遺伝子組換え体の作製、作

研究員◎

ベーション研究 成した遺伝子組換え体の培養(H30
科

100

の作出(H30～)

紀平 和枝

科

1-3

の作出(H29)

小倉 一将

科

100

びその評価

吉田 朱里

科

1.4

～)

ﾆﾊﾞﾀﾍﾞ ｴﾏ ｴｺ

自然科学系先 細胞工場を用いたﾊﾞｲｵﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ

技術補佐員 ◎

端融合研究環

大量生産技術に関する研究（H22～
23）

山下 陽子

科 学 技 術 イ ノ 機能性安全性評価技術を用いた機

研究補佐員◎

ベーション研究 能 性 食 品 素 材 の 有 効 利 用 の 研 究

特命助教(H25～)

科

西村さおり

自然科学系先 機能性安全性評価技術を用いた機

技術補佐員◎

端融合研究環

（H21、H25～）
能性食品素材の有効利用の研究
（H20～21）

ﾗﾝｼﾞｰﾀﾋﾞｽﾜｽ

自然科学系先 細胞工場を用いた次世代燃料・化成

科学技術研究員 端融合研究環

品原料の生産に関する研究（～H23）

◎
黄 ｻﾝﾖﾝ

自然科学系先 前処理プロセスにおける酵素大量生

特命助教 ◎

端融合研究環

保田 倫子

自然科学系先 機能性安全性評価技術を用いた機能

産技術に関する研究（H21～22）

学術推進研究員 端融合研究環

性食品素材の有効利用の研究 （H22

◎

～25）

梅川 奈央

科 学 技 術 イ ノ 機能性安全性評価技術を用いた機

技術補佐員 ◎

ベーション研究 能 性 食 品 素 材 の 有 効 利 用 の 研 究
科

（H22～23）

末廣 美紀

自然科学系先 バイオマスリソースにおける育種技術

技術補佐員 ◎

端融合研究環

に関する研究（H21～28）
73

鶴田 祥子

自然科学系先 機能性安全性評価技術を用いた機

技術補佐員 ◎

端融合研究環

1.4

100

1.3

100

1.3

100

1.2

100

1.3

100

1

100

1

100

1.3

100

1.3

100

1.2

100

1.4

100

1.2

100

1.2

100

1

100

1.4

100

1

100

1.3

100

能性食品素材の有効利用の研究
（H21～23）

平田 有希

科 学 技 術 イ ノ バイオプラスチック・バイオ繊維原料

技術補佐員 ◎

ベーション研究 の生産に関する研究（H22～23・H26
科

～）

山本 慎太郎

自然科学系先 バイオマスからのイソプロパノールお

技術補佐員◎

端融合研究環

よび乳酸生産に関する研究(H24～
25)

松本 紗世子

自然科学系先 微生物培養及び生成物の定量等の

技術補佐員◎

端融合研究環

牧野 晴美

自然科学系先 微生物培養及び生成物の定量等の

技術補佐員◎

端融合研究環

小野 尚子

自然科学系先 微生物培養及び生成物の定量等の

技術補佐員◎

端融合研究環

中野 麻理子

自然科学系先 微生物培養及び生成物の定量等の

技術補佐員◎

端融合研究環

松井 晃美

自然科学系先 微生物培養及び生成物の定量等の

技術補佐員◎

端融合研究環

小倉 亮

自然科学系先 微生物の遺伝子工学的育種と発酵

技術補佐員◎

端融合研究環

小西 理絵

自然科学系先 分裂酵母を用いた有用物質生産技

技術補佐員◎

端融合研究環

柳田 一樹

自然科学系先 植物活性化物質の生理作用と分子

技術補佐員◎

端融合研究環

三宅 早紀

自然科学系先 微生物の好気・嫌気培養及び生成物

技術補佐員◎

端融合研究環

山田 麻由美

自然科学系先 微生物の好気・嫌気培養及び生成物

技術補佐員◎

端融合研究環

横山 真裕美

科 学 技 術 イ ノ 形質転換、酵素反応、バイオマス資

技術補佐員◎

ベーション研究 化能の研究(H25～30)

研究(H24～26)
研究(H24～28)
研究(H24～25)
研究(H24～29)
研究(H24～28)
特性解析の研究(H25～26)
術の開発の研究(H25～29)
機構の研究(H25～26)
の定量研究(H25～27)
の定量研究(H25～27)

科
森 由紀

自然科学系先 植物活性化物質のハイスループット

技術補佐員◎

端融合研究環

上利 和子

自然科学系先 機能性化合物の代謝設計に向けた

技術補佐員◎

端融合研究環

旗谷 章子

科 学 技 術 イ ノ 難生産性化合物の生産微生物構築

技術補佐員◎

ベーション研究 についての嫌気培養等の条件検討

検証系の確立・運用実験(H26)
データキュレーション(H26～27)
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科

(H27～)

荒添 紗矢子

自然科学系先 機能性化合物の生産が可能な微生

技術補佐員◎

端融合研究環

1

100

1.2

100

1-3

100

1.2

100

1-3

100

1

3

1- 4

3

1- 4

3

1- 4

3

1- 4

3

物創製のための遺伝子構築(H27～
28)

大友 智佐子

科 学 技 術 イ ノ 微生物の好気・嫌気培養及び生成物

技術補佐員◎

ベーション研究 の定量研究(H27～)
科

岡田 衣里

科 学 技 術 イ ノ 有用物質生産微生物の分子育種お

技術補佐員◎

ベーション研究 よび培養・発酵、分析(H27～29)
科

山岡 純子

科 学 技 術 イ ノ 形質転換、菌株育種、変異体の解析

技術補佐員◎

ベーション研究 (H29～)
科

平山 英伸

科 学 技 術 イ ノ ベクター構築、形質転換、酵素反

技術補佐員◎

ベーション研究 応、微生物の好気培養及び嫌気培
科

根岸 芳夫

養(H29～)

旭化成ケミカル 運営に参画（～H24）

取締役兼常務執 ズ㈱
行役員
伊吹 一郎

旭化成ケミカル 運営に参画（～H25）

執行役員

ズ㈱

中村 亮

旭化成ケミカル 運営に参画（～H23）

所長

ズ㈱

白井 博史

旭化成ケミカル 運営に参画（H26～）

執行役員

ズ㈱

森 吉彦

旭化成ケミカル 運営に参画（H25～）

事業部長

ズ㈱

内田 喜実

㈱カネカ

運営に参画

1.4

3

㈱カネカ

運営に参画（～H25）

1.4

3

㈱カネカ

運営に参画（～H26）

1.4

3

月桂冠㈱

運営に参画

1.4

5

コスモ石油㈱

運営に参画（～H25）

1.4

3

執行役員
上田 恭義
執行役員
矢原 均
執行役員
秦 洋二
所長
熊谷 仁志
部長
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川付 正明

コスモ石油㈱

運営に参画（H26）

1.4

3

コスモ石油㈱

運営に参画（H27）

1.4

3

㈱ダイセル

運営に参画（～H26）

1.3

3

㈱ダイセル

運営に参画（～H25）

1.3

3

㈱ダイセル

運営に参画（H27～）

1.3

3

㈱ダイセル

運営に参画（H27～）

1.3

3

帝人㈱

運営に参画（～H24）

1.3

5

帝人㈱

運営に参画（H26～27）

1.3

5

帝人㈱

運営に参画（H24～26）

1.3

5

帝人㈱

運営に参画（H27～）

1.3

5

長瀬産業㈱

運営に参画（～H24）

1.4

3

長瀬産業㈱

運営に参画（研究を管理、監督）

1.4

40

1.4

3

所長
大塚 宏明
所長
松山 彰収
所長
岩井 保範
研究所長
高部 昭久
センター長
西村 久雄
本部長
友納 茂樹
室長
林田 茂
所長
城戸 伸明
室長
上村 孝
センター長
志水 修三
センター長
劉 暁麗
センター長
山本 佳弘

ハウスウェルネ 運営に参画（～H23）

研究・生産本部長

スフーズ㈱

野田 秀夫

Bio-energy㈱

運営に参画

1.3

5

フジッコ㈱

運営に参画（～H24）

1.4

3

フジッコ㈱

運営に参画（H25～）

1.4

10

フジッコ㈱

運営に参画（H27）

1.4

10

丸善製薬㈱

運営に参画（～H22）

1.4

3

代表取締役社長
奥平 武則
専務取締役
山田 勝重
取締役
石田 吉隆
取締役開発本部
長
中村 喜孝
執行役員
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田脇 新一郎

三井化学㈱

運営に参画（～H25）

1.3

5

三井化学㈱

運営に参画（H26～）

1.3

5

江崎グリコ㈱

運営に参画（～H26）

1.4

3

1

3

所長
金村 芳信
所長
栗木 隆
取締役常務執行役
員

森井 博一

㈱日本紙パル 運営に参画（～H24）

常務取締役

プ研究所

南里 泰徳

日本製紙㈱

運営に参画（H25）

1

3

日本製紙㈱

運営に参画（H26～）

1

3

日東電工㈱

運営に参画

1

25

㈱日本触媒

運営に参画（～H25）

1.2

3

㈱日本触媒

運営に参画（H25～）

1.2

3

1

20

1

20

1- 4

30

1- 4

30

1

30

1- 4

10

1- 4

50

1

40

1

30

取締役研究開発
本部長
五十嵐 陽三
執行役員研究開発本部長

廣瀬 雅彦
開発部長
喜多 裕一
取締役専務執行
役員
有吉 公男
特命リーダー
久保田 昇

旭化成ケミカル 水資源確保等に関わる高効率分離

部長

ズ㈱

後藤 久寿

旭化成ケミカル 水資源確保等に関わる高効率分離

部長

ズ㈱

井阪 光二

旭化成ケミカル バイオマスを原料とする高級アルコー

グループ長

ズ㈱

小野 満司

旭化成ケミカル バイオマスを原料とする高級アルコー

グループ長

ズ㈱

橋野 昌年

旭化成ケミカル 水資源確保等に関わる高効率分離

グループ長

ズ㈱

小西 一誠

旭化成ケミカル バイオマスを原料とする高級アルコー

主査

ズ㈱

宮武 令

旭化成ケミカル バイオマスを原料とする高級アルコー

主査

ズ㈱

藤村 宏和

旭化成ケミカル 水資源確保等に関わる高効率分離

グループ主査

ズ㈱

岡村 大祐

旭化成ケミカル 水資源確保等に関わる高効率分離

膜設計製造技術（～H24）
膜設計製造技術（H24～）
ルの生産（H24～）
ルの生産（～H25）
膜設計製造技術
ルの生産
ルの生産（H25～）
膜設計製造技術（H25～）
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グループ主査

ズ㈱

膜設計製造技術（H27～）

山中 さやか

旭化成ケミカル バイオマスを原料とする高級アルコー

主幹研究員

ズ㈱

片山 沙綾香

旭化成ケミカル バイオマスを原料とする高級アルコー

研究員

ズ㈱

岡本 侑也

旭化成ケミカル バイオマスを原料とする高級アルコー

研究員

ズ㈱

ルの生産（H27）

前 辰正

㈱カネカ

1- 4

50

1- 4

50

1- 4

50

協働機関の研究代表者（～H25）

1.4

25

㈱カネカ

協働機関の研究副担当（～H25）

1.4

25

㈱カネカ

研究グループの研究管理（～H25）

1.4

20

㈱カネカ

機能食のバイオ生産技術構築

1.4

30

㈱カネカ

機能食のバイオ生産技術構築

1.4

80

㈱カネカ

機能食のバイオ生産技術構築（～

1.4

10

ルの生産（H24～）
ルの生産（H25～）

チームリーダー
小林 洋樹
幹部職
上山 昇
グループリーダー
岩崎 晃
主任
岩本 裕一
主任
加藤 祐章
担当
田岡 直明

H25）
㈱カネカ

研究所の研究管理

1.4

30

㈱カネカ

研究所の研究副担当

1.4

60

㈱カネカ

研究グループの研究管理（～H25）

1.4

20

㈱カネカ

機能食のバイオ生産技術構築

1.4

50

㈱カネカ

機能食のバイオ生産技術構築

1.4

30

㈱カネカ

機能食のバイオ生産技術構築

1.4

80

㈱カネカ

研究グループの研究管理（～H26）

1.4

20

㈱カネカ

機能食のバイオ生産技術構築（～

1.4

80

1.4

30

グループリーダー
毛利 拓
担当
澤 郁男
グループリーダー
木崎 憲之
幹部職
諸島 忠
グループリーダー
木下 浩一
主任
櫻井 秀雄
幹部職
松本 健彦
主任
迫川 友博
主任

H26）
㈱カネカ

機能食のバイオ生産技術構築（～
H24）
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古田 武士

㈱カネカ

担当

1.4

50

1.4

20

1.4

10

1.4

50

1.4

60

1.4

70

1.4

10

1.4

10

1.4

80

～）

大原 高秋

㈱カネカ

幹部職
満田 勝
泉田 将司

機能食のバイオ生産技術構築（H26
～）

㈱カネカ

グループリーダー

機能食のバイオ生産技術構築（H26
～）

㈱カネカ

主任

機能食のバイオ生産技術構築（H26
～）

上北 健

㈱カネカ

主任

機能食のバイオ生産技術構築（H26
～）

渡邊 豊輝

㈱カネカ

主任
安

機能食のバイオ生産技術構築（H25

機能食のバイオ生産技術構築（H26
～）

然

㈱カネカ

担当
脇坂 靖

～）
㈱カネカ

幹部職
中嶋 寛人

機能食のバイオ生産技術構築（H27
～）

㈱カネカ

担当
堤 浩子

機能食のバイオ生産技術構築（H26

機能食のバイオ生産技術構築（H27
～）

月桂冠㈱

麹菌における物質生産技術の開発

1.4

10

月桂冠㈱

麹菌における物質生産技術の開発

1.4

10

1.4

20

1.4

15

1.4

15

1.4

20

1.4

10

1.4

10

1.4

15

1.4

6

主任研究員
石田 博樹
主任研究員
久田 博元

（～H24）
月桂冠㈱

副主任研究員
福田 克治

（～H24）
月桂冠㈱

主査
大浦 新

月桂冠㈱
月桂冠㈱
月桂冠㈱
月桂冠㈱

担当グループ長

麹菌における物質生産技術の開発
（H25～）

月桂冠㈱

研究員
渡邊 繁幸

麹菌における物質生産技術の開発
（H25）

研究員
伊出 健太郎

麹菌における物質生産技術の開発
（～H24）

研究員
中川 拓哉

麹菌における物質生産技術の開発
（H27～）

研究員
村山 浩一

麹菌における物質生産技術の開発
（H27～）

主査
塩田 和功

麹菌における物質生産技術の開発

麹菌における物質生産技術の開発
（H26～27）

コスモ石油㈱

ALA を用いた 植物利 用研 究開 発
（H23～26）
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藤本 尚則

コスモ石油㈱

グループ長
田中 亨

コスモ石油㈱
コスモ石油㈱
コスモ石油㈱
コスモ石油㈱
コスモ石油㈱
コスモ石油㈱
コスモ石油㈱
コスモ石油㈱
コスモ石油㈱
㈱ダイセル
㈱ダイセル
㈱ダイセル
㈱ダイセル
㈱ダイセル
㈱ダイセル

1.4

10

ALA を用いた 植物利 用研 究開 発

1.4

10

ALA を用いた 植物利 用研 究開 発

1.4

10

ALA を用いた 植物利 用研 究開 発

1.4

30

ALA を用いた植物利用研究開発に

1.4

10

バイオコンバージョンによる有用物質

1.3

20

バイオコンバージョンによる有用物質

1.3

30

バイオコンバージョンによる有用物質

1.3

20

バイオコンバージョンによる有用物質

1.3

30

バイオコンバージョンによる有用物質

1.3

70

バイオコンバージョンによる有用物質

1.3

20

1.3

30

1.3

60

1.3

60

の生産（H23～）
㈱ダイセル

研究員
江口 晃一

ALA の植物機能の研究開発

の生産

研究員
工藤 眞丈

30

の生産

研究員
團野 篤史

1.4

の生産

研究員
横尾 啓子

ALA の 植 物 機 能 の 研 究 開 発 （ ～

の生産

研究員
岡林 智仁

30

の生産

主任研究員
林 素子

1.4

関する知財業務（H26～27）

副センター長
中島 賢則

ALA の 植 物 機 能 の 研 究 開 発 （ ～

（H25～26）

担当グループ長
山本 浩明

25

（H25～27）

研究員
栖川 能裕

1.4

（H24～27）

研究員
山本 泰嗣

ALA を用いた 植物利 用研 究開 発

（～H27）

研究員
上田 康信

5

H25）

研究員
斎藤 優

1.4

H24）

研究員
遠藤 史弥

ALA の農業利用への研究開発（～

（H24～25）

研究員
李 潤

5

H23）

グループ長
舩田 茂行

1.4

（～H27）

グループ長
西川 誠司

ALA を用いた植物利用研究開発

バイオコンバージョンによる有用物質
の生産（H25～）

㈱ダイセル

研究員

バイオコンバージョンによる有用物質
の生産（H25～）

桶川 奈津子

ダ イ セ ル 新 井 バイオコンバージョンによる有用物質

研究員

ケミカル㈱

の生産
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吉村 晴美

ダ イ セ ル 新 井 バイオコンバージョンによる有用物質

研究員

ケミカル㈱

清水 久美子

ダ イ セ ル 新 井 バイオコンバージョンによる有用物質

研究員

ケミカル㈱

黒川 祐樹

ダ イ セ ル 新 井 バイオコンバージョンによる有用物質

研究員

ケミカル㈱

染谷 貴徳

ダ イ セ ル 新 井 バイオコンバージョンによる有用物質

研究員

ケミカル㈱

朝比奈厚子

ダ イ セ ル 新 井 バイオコンバージョンによる有用物質

研究員

ケミカル㈱

深川 清華

ダ イ セ ル 新 井 バイオコンバージョンによる有用物質

研究員

ケミカル㈱

の生産（H27～）

三好 孝則

帝人㈱
帝人㈱

1.3

60

1.3

40

1.3

40

1.3

80

1.3

60

1.3

80

高性能バイオプラスチックの開発

1.3

5

高性能バイオプラスチックの開発（～

1.3

20

1.3

60

の生産（H23～）
の生産（H25～）
の生産（H25～）
の生産（H27～）
の生産（H27～）

研究員
平川 亮太
研究員
中村 菜美子

H25）
帝人㈱

研究員
田中 奏

高性能バイオプラスチックの開発（～
H23）

帝人㈱

高性能バイオプラスチックの開発

1.3

30

帝人㈱

高性能バイオプラスチックの開発（～

1.3

10

1.3

3

1.3

5

1.3

80

1.3

60

1.3

3

1.3

40

1.3

40

1.3

10

研究員
石原 靖子
部員
石原 健一

H23）
帝人㈱

課長
佐藤 嘉弘

H23）
帝人㈱

研究員
吉川 正克

帝人㈱
帝人㈱
帝人㈱
帝人㈱

研究員

高性能バイオプラスチックの開発
（H26）

帝人㈱

研究員
宮本 正教

高性能バイオプラスチックの開発
（H24～25）

研究員
牧本 泰和

高性能バイオプラスチックの開発
（H24～）

研究員
野村 晃久

高性能バイオプラスチックの開発
（H24～25）

研究員
樋田 幸三

高性能バイオプラスチックの開発（～
H25）

研究員
小澤 優

高性能バイオプラスチックの開発（～

高性能バイオプラスチックの開発
（H26）

帝人㈱

高性能バイオプラスチックの開発
（H26～）
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増田 敬哉

帝人㈱

研究員
桑原 広明

帝人㈱
帝人㈱
長瀬産業㈱
長瀬産業㈱
長瀬産業㈱
長瀬産業㈱
長瀬産業㈱
長瀬産業㈱
長瀬産業㈱
長瀬産業㈱
長瀬産業㈱
長瀬産業㈱
長瀬産業㈱
長瀬産業㈱
長瀬産業㈱
長瀬産業㈱

研究員

40

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油

1.4

50

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油

1.4

40

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油

1.4

40

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油

1.4

40

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油

1.4

100

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油

1.4

40

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油

1.4

50

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油

1.4

40

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油

1.4

40

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油

1.4

40

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油

1.4

40

1.4

40

1.4

40

代替）の研究開発と工業化（H26～）
長瀬産業㈱

主任研究員
仲谷 豪

1.4

代替）の研究開発と工業化（H25～）

主任研究員
大島 修吾

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油

代替）の研究開発と工業化（H25～）

研究員
山本 省吾

50

代替）の研究開発と工業化（H25～）

主任研究員
谷口 優子

1.4

代替）の研究開発と工業化（～H24）

主任研究員
松本 淳

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油

代替）の研究開発と工業化

研究員
松山 恵介

50

代替）の研究開発と工業化（～H25）

主任研究員
笹野 有未

1.4

代替）の研究開発と工業化

研究員
廣瀬 修一

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油

代替）の研究開発と工業化

研究員
張 万皎

15

代替）の研究開発と工業化

研究員
野口 祐司

1.3

代替）の研究開発と工業化（～H24）

主任研究員
佐古田 昭子

高性能バイオプラスチックの開発に

代替）の研究開発と工業化

主任研究員
卯津羅 淳子

20

代替）の研究開発と工業化（～H24）

課統括
西本 幸史

1.3

代替）の研究開発と工業化（～H24）

チームリーダー
曽田 匡弘

高性能バイオプラスチックの開発に

関する知財業務（H27～）

チームリーダー
白坂 直輝

30

関する知財業務（H27～）

部員
岡 茂範

1.3

（H26～）

部員
大森 智

高性能バイオプラスチックの開発

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油
代替）の研究開発と工業化（H26～）

長瀬産業㈱

ﾊﾞｲｵﾏｽからの有用ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（石油
代替）の研究開発と工業化（H26～）
82

山本 憲朗

ハウスウェルネ 食品成分の機能性評価及び解析（～

主席研究員

スフーズ㈱

川崎 健吾

ハウスウェルネ 食品成分の機能性評価及び解析（～

研究員

スフーズ㈱

青栁 守紘

ハウスウェルネ 食品成分の機能性評価及び解析（～

研究員

スフーズ㈱

高山 尚之

ハウスウェルネ 食品成分の機能性評価及び解析（～

研究員

スフーズ㈱

東 洋平

ハウスウェルネ 食品成分の機能性評価及び解析（～

研究員

スフーズ㈱

H23）

片岡 邦夫

Bio-energy㈱

有 用物 質生産の 工学的検 討（ H26

1.4

30

1.4

50

1.4

60

1.4

60

1.4

50

1.3

30

1.3

20

1.3

20

有用物質生産の工学的検討

1.3

30

ﾀﾏﾗﾝﾌﾟﾃﾞｨｽﾘｱﾊﾟ Bio-energy㈱

有用物質生産の工学的検討（～

1.3

50

ﾚﾃﾞｨ主任研究員

H23）

研究所長
倉谷 伸行

Bio-energy㈱

H23）

H23）

有 用物 質生産の 工学的検 討（ H26
～）

Bio-energy㈱

主任研究員
濱 真司

H23）

～）

開発課長
伊藤 芳光

H23）

有用物質生産の工学的検討（～
H24）

Bio-energy㈱

主任研究員

橋本 恒治

Bio-energy㈱

有用物質生産の工学的検討

1.3

30

Bio-energy㈱

有用物質生産の工学的検討（～

1.3

20

研究員
伊藤 杏子
研究員
木原 真希

H24）
Bio-energy㈱

有用物質生産の工学的検討

1.3

30

Bio-energy㈱

有用物質生産の工学的検討（H25）

1.3

30

Bio-energy㈱

有 用物 質生産の 工学的検 討（ H25

1.3

20

研究員
中野 晃輔
研究員
中村 将嗣
研究員
水野 志乃

～）
Bio-energy㈱

有用物質生産の工学的検討（H25）

1.3

20

Bio-energy㈱

有用物質生産の工学的検討（H25）

1.3

30

Bio-energy㈱

有用物質生産の工学的検討（H25）

1.3

20

フジッコ㈱

食品機能成分の研究開発

1.4

10

研究員
吉田 あゆみ
研究員
小野寺 かおる
研究員
戸田 登志也
室長
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新井 嘉平

フジッコ㈱

食品機能成分の研究開発（H26～）

1.4

40

フジッコ㈱

食品機能成分の研究開発（～H25）

1.4

50

フジッコ㈱

食品機能成分の研究開発（～H26）

1.4

50

フジッコ㈱

食品機能成分の研究開発（～H23）

1.4

20

フジッコ㈱

食品機能成分の研究開発

1.4

20

フジッコ㈱

食 品機 能成分の 研究開発 （ H24～

1.4

40

課長
吉田 正
係長
田村 真也
主任
寺井 雅一
研究員
難波 文男
主任
伊藤 千秋
研究員
紙谷 年昭

25）
フジッコ㈱

食品機能成分の研究開発（H26～）

1.4

50

フジッコ㈱

食品機能成分の研究開発（H26～）

1.4

50

丸善製薬㈱

シンバイオティクスの開発（～H22）

1.4

20

丸善製薬㈱

シンバイオティクスの開発（～H22）

1.4

50

丸善製薬㈱

シンバイオティクスの開発（～H22）

1.4

80

三井化学㈱

研究代表者を補佐

1.3

30

三井化学㈱

研究代表者を補佐

1.3

50

三井化学㈱

研究代表者を補佐（～H26）

1.3

50

三井化学㈱

微生物を宿主とした有用化学品製造

1.3

50

1.3

20

1.3

95

1.3

95

1.3

50

主任
杉本 好美
研究員
高柹 了士
部長
桒原 浩誠
副課長
林 多恵子
研究員
進藤 敦徳
グループリーダー
和田 光史
チームリーダー
松本 和也
チームリーダー
森重 敬
チームリーダー
天野 仰

実用化触媒の研究開発
三井化学㈱

主任研究員
竹林 のぞみ

実用化触媒の研究開発
三井化学㈱

主席研究員
長部 雅己

主任研究員

微生物を宿主とした有用化学品製造
実用化触媒の研究開発（～H24）

三井化学㈱

主席研究員
宮澤 大輔

微生物を宿主とした有用化学品製造

微生物を宿主とした有用化学品製造
実用化触媒の研究開発（～H26）

三井化学㈱

微生物を宿主とした有用化学品製造
実用化触媒の研究開発
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望月 大資

三井化学㈱

主任研究員
松本 佳子

三井化学㈱
三井化学㈱
三井化学㈱
三井化学㈱
三井化学㈱
三井化学㈱
三井化学㈱
三井化学㈱
三井化学㈱
三井化学㈱
三井化学㈱
三井化学㈱
三井化学㈱
三井化学㈱
三井化学㈱
三井化学㈱

20

微生物を宿主とした有用化学品製造

1.3

70

微生物を宿主とした有用化学品製造

1.3

40

微生物を宿主とした有用化学品製造

1.3

20

微生物を宿主とした有用化学品製造

1.3

95

微生物を宿主とした有用化学品製造

1.3

95

微生物を宿主とした有用化学品製造

1.3

95

微生物を宿主とした有用化学品製造

1.3

95

微生物を宿主とした有用化学品製造

1.3

20

微生物を宿主とした有用化学品製造

1.3

100

機能性バイオマテリアル製法の研究

1.3

50

機能性バイオマテリアル製法の研究

1.3

20

1.3

50

1.4

30

開発（H27～）
三井化学㈱

研究員
釜阪 寛

1.3

開発（H27～）

研究員
古賀 知子

微生物を宿主とした有用化学品製造

実用化触媒の研究開発（H26～）

研究員
中久保 周

10

実用化触媒の研究開発（H26）

研究員
大西 司

1.3

実用化触媒の研究開発（H25）

研究員
原田 道子

微生物を宿主とした有用化学品製造

実用化触媒の研究開発（～H25）

研究員
夏地 明子
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実用化触媒の研究開発（～H25）

研究員
渡邉 清一

1.3

実用化触媒の研究開発（～H24）

研究員
丸 孝明

微生物を宿主とした有用化学品製造

実用化触媒の研究開発

研究員
酒井 智美

95

実用化触媒の研究開発

主任研究員
原田 勝好

1.3

実用化触媒の研究開発

主任研究員
舘野 俊博

微生物を宿主とした有用化学品製造

実用化触媒の研究開発（H26～）

主任研究員
高橋 均

95

実用化触媒の研究開発（H27～）

チームリーダー
安楽城 正

1.3

実用化触媒の研究開発（H25～26）

主任研究員
甲斐 慶一郎

微生物を宿主とした有用化学品製造

実用化触媒の研究開発（～H24）

主席研究員
遠藤 洵子

70

実用化触媒の研究開発

主席研究員
丸山 裕子

1.3

実用化触媒の研究開発

主任研究員
藤井 亮太

微生物を宿主とした有用化学品製造

機能性バイオマテリアル製法の研究
開発（H27～）

江崎グリコ㈱

新規食品素材の作製

グループ長
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高田 洋樹

江崎グリコ㈱

新規食品素材の作製

1.4

30

江崎グリコ㈱

新規食品素材の作製

1.4

60

江崎グリコ㈱

新規食品素材の作製（～H26）

1.4

50

江崎グリコ㈱

新規食品素材の作製（～H23）

1.4

30

江崎グリコ㈱

新規食品素材の作製

1.4

30

江崎グリコ㈱

新規食品素材の作製

1.4

30

江崎グリコ㈱

新規食品素材の作製（～H23）

1.4

30

江崎グリコ㈱

新規食品素材の作製（H24～）

1.4

30

江崎グリコ㈱

新規食品素材の作製（H24～25）

1.4

30

江崎グリコ㈱

新規食品素材の作製（H24～）

1.4

100

江崎グリコ㈱

新規食品素材の作製（H26）

1.4

50

江崎グリコ㈱

新規食品素材の作製（H27～）

1.4

30

江崎グリコ㈱

新規食品素材の作製（H27～）

1.4

30

池水 昭一

㈱日本紙パル

リグノセルロース原料の前処理とバイ

1

20

グループリーダー

プ研究所

オリファイナリへの応用研究（～H24）

萩原 伸哉

㈱日本紙パル

リグノセルロース原料の前処理とバイ

1

80

主任研究員

プ研究所

オリファイナリへの応用研究（～H24）

安川 雄介

㈱日本紙パル

リグノセルロース原料の前処理とバイ

1

80

主任研究員

プ研究所

オリファイナリへの応用研究（～H24）

金子 令治

㈱日本紙パル

リグノセルロース原料の前処理とバイ

1

60

主任研究員

プ研究所

オリファイナリへの応用研究（～H24）

渡部 啓吾

㈱日本紙パル

リグノセルロース原料の前処理とバイ

1

20

主任研究員

プ研究所

オリファイナリへの応用研究（～H24）

段王 展久

㈱日本紙パル

リグノセルロース原料の前処理とバイ

1

20

主任研究員

プ研究所

オリファイナリへの応用研究（～H24）

リーダー
古屋敷 隆
リーダー
角谷 亮
研究員
小島 岩夫
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ
空山 恒久
研究員
大段 光司
リーダー
富岡 英介
研究員
西川 正洋
研究員
梶浦 英樹
研究員
八ツ橋 宏子
研究員
鋒山 真由美
研究員
加藤 和子
研究員
滝井 寛
リーダー
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塗木 豊

㈱日本紙パル

リグノセルロース原料の前処理とバイ

主任研究員

プ研究所

オリファイナリへの応用研究（～H24）

渡部 啓吾

㈱日本製紙

木質バイオマスの前処理検討（H25

主席研究員
小野寺 勇雄

㈱日本製紙
㈱日本製紙
㈱日本製紙
㈱日本製紙

1

20

木質バイオマスの前処理検討（H27

1

10

木質バイオマスの前処理検討（H26

1

20

木質バイオマスの前処理検討（H25

1

30

1

20

～）
㈱日本製紙

主査
陶山 健一郎

木質バイオマスの前処理検討（H2

～）

主査
高山 雅人

30

～）

主任研究員
安川 雄介

1

5）

主席研究員
黒須 一博

20

～）

主席研究員
飯森 武志

1

木質バイオマスの前処理検討（H25
～）

㈱日本製紙

木質バイオマスの前処理検討（H25）

1

20

㈱日本製紙

木質バイオマスの前処理検討（H25

1

20

1

40

1

40

1

20

研究員
佐藤 加奈
研究員
二之宮 良一

～）
㈱日本製紙

研究員
高橋 正成

～）
㈱日本製紙

研究員
簑原 大介

木質バイオマスの前処理検討（H26
～）

㈱日本製紙

研究員
高本 敦人

木質バイオマスの前処理検討（H26

木質バイオマスの前処理検討（H27
～）

日東電工㈱

NF、RO 膜の開発

1

50

日東電工㈱

NF、RO 膜の開発（～H25）

1

60

日東電工㈱

膜アプリケーション技術の開発（～

1

60

課長
西 美詠子
研究員
山代 祐司
研究員
新谷 卓司

H24）
日東電工㈱

NF、RO 膜の開発

1

25

日東電工㈱

膜アプリケーション技術の開発

1

35

日東電工㈱

膜アプリケーション技術の開発（～

1

60

1

50

部長
川島 敏行
主事
浦入 正勝
研究員
小西 貴久
主任研究員

H23）
日東電工㈱

膜アプリケーション技術の開発（H25
～26）
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西山 真哉

日東電工㈱

NF、RO 膜の開発（H26～）

1

50

日東電工㈱

膜アプリケーション技術の開発（H26

1

50

主任研究員
石原 悟
主任研究員
向山 正治

～）
㈱日本触媒

研究を管理、監督

1.2

30

㈱日本触媒

バイオマス有機酸の変換プロセスの

1.2

50

1.2

50

1.2

100

1.2

100

1.2

100

1.2

50

主任研究員
吉田 裕
主任研究員
馬場 英幸

開発（H25～）
㈱日本触媒

主任研究員
久保 貴文

開発（H25～）
㈱日本触媒

主任研究員
有田 佳生

㈱日本触媒
㈱日本触媒

バイオマスの化学変換技術の開発
（H26～）

㈱日本触媒

研究員
市毛 栄太

バイオマスの化学変換技術の開発
（H26～）

主任研究員
土橋 幸生

バイオマスの化学変換技術の開発
（H26～）

主任研究員
奥田 典正

バイオマス有機酸の変換プロセスの

アルコール発酵プロセスの開発（～
H25）

㈱日本触媒

アルコール発酵微生物の育種

1.2

100

㈱日本触媒

アルコール発酵プロセスの開発（～

1.2

100

1.2

100

研究員
中之庄 正弘
研究員
和泉 博子

H25）
㈱日本触媒

研究員
堀川 洋

アルコ ール発 酵微生物の育種 （～
H23）

㈱日本触媒

有機酸発酵プロセスの開発

1.2

20

㈱日本触媒

有機酸発酵微生物の育種、改良（～

1.2

100

1.2

100

1.2

100

1.2

100

1.2

100

研究員
立岩 大祐
研究員
稲垣 貴大

H25）
㈱日本触媒

研究員
宮田 佳典

（H25～）
㈱日本触媒

研究員
西村 慧

研究員

バイオマスの化学変換技術の開発
（H26～）

㈱日本触媒

研究員
葛西 由香

バイオマスの化学変換技術の開発

バイオマスの化学変換技術の開発
（H26～）

㈱日本触媒

バイオマスの化学変換技術の開発
（H26～）

注１：補助金により雇用している場合「氏名、役職」欄に◎を付してください。
注２：研究項目番号は②実施体制・担当者一覧と合わせてください。
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⑤ 諮問委員会等
＜諮問委員会委員一覧＞
氏名

所属機関

役職

大澤 俊彦（H26・27）

愛知学院大学

教授

上野川 修一（H28～）

東京大学

名誉教授

小林 猛

名古屋大学

名誉教授

篠崎 一雄

理化学研究所

センター長

清水 昌

京都大学

名誉教授

新名 惇彦

奈良先端技術大学院大学

名誉教授

Colin Webb

The University of Manchester

教授

Swedish University of Agricultural

教授

Johan Schnurer
Pierre Monsan
Virendra S. Bisaria

Sciences
LBB/INSA

教授

Indian Institute of

教授

Technology-Delhi

近藤 昭彦（拠点長）

科学技術イノベーション研究科

研究科長・教授

吉田 健一（副拠点長）

科学技術イノベーション研究科

教授

芦田 均（開発・知財委員長）

農学研究科

教授

松山 秀人（人材育成委員長）

工学研究科

教授

福田 秀樹（研究統括）

神戸大学

名誉教授

三輪 俊明（知財コーディネータ）

科学技術イノベーション研究科

学術研究員

諮問委員会等の開催実績及び議題
(a) 諮問委員会
第 1 回（平成 21 年 3 月 9 日）
議題： 拠点の体制、運営について
第 2 回（平成 21 年 10 月 9 日）メール審議
議題： 新規参画の企業に関する審議
第 3 回（平成 21 年 12 月 2 日）
議題： 拠点事業についての状況報告と支援体制に関する審議
第 4 回（平成 22 年 2 月 22 日）メール審議
議題： 新規参画の企業に関する審議
第 5 回（平成 22 年 8 月 30 日）メール審議
議題： 新規参画の企業に関する審議
第 6 回（平成 23 年 3 月 28 日）メール審議
議題： 参画企業の離脱に関する審議
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第 7 回（平成 24 年 3 月 28 日）メール審議
議題： 協働機関の変更及び協働機関の脱退に関する審議
第 8 回（平成 24 年 10 月 22 日）
議題： 平成 23 年度再審査及び拠点の概要について
第 9 回（平成 25 年 11 月 26 日）
議題： 拠点の概要とリサーチエンジンについて及びユニット研究及び目標達成に向けて今
年度新たに開始した取組みについて
第 10 回（平成 26 年 11 月 27 日）
議題： 拠点の概要とリサーチエンジンについて及びユニット研究及び目標達成に向けて今
年度の取組みについて
第 11 回（平成 28 年 1 月 21 日）
議題： 拠点の概要とリサーチエンジン及びユニット研究についての進捗状況、科学技術イノ
ベーション研究科の今後の展開について
第 12 回（平成 28 年 11 月 1 日）
議題： 拠点の概要とリサーチエンジン及びユニット研究についての進捗状況、今後の展開、
および中間評価について
第 13 回（平成 29 年 11 月 27 日）
議題： 拠点の概要とリサーチエンジン及びユニット研究についての進捗状況、今後の展開、
および事後評価について

(b) 運営委員会
説明： 拠点の運営方針に関して判断を行い、諮問委員会からの評価・助言に基づき、拠点形成に
向けた継続的な指針・計画の立案・修正を行う
メンバー：拠点長、副拠点長、研究ユニットリーダー、知的財産コーディネータ、工学研究科長、農学
研究科長、連携創造本部長、協働機関代表者
第 1 回（平成 21 年 3 月 8 日）
議題： 活動報告、各ユニット紹介、新実施体制等
第 2 回（平成 21 年 8 月 7 日）
議題： 活動報告、協働企業の新規参画、次年度の運営について
第 3 回（平成 22 年 2 月 15 日）
議題： 活動報告、協働企業の新規参画、産・産・学連携推進について
第 4 回（平成 22 年 7 月 2 日）
議題： 活動報告、協働企業の新規参画、産業諮問委員会の設置、再審査について
第 5 回（平成 23 年 5 月 23 日）
議題： 平成 22 年度再審査の結果報告、平成 23 年度再審査について
第 6 回（平成 23 年 7 月 7 日）
議題： 平成 23 年度再審査について
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第 7 回（平成 23 年 9 月 12 日）
議題： 平成 23 年度再審査時の企業ヒアリングについて
第 8 回（平成 24 年 2 月 20 日）
議題： 平成 23 年度再審査の結果報告、神戸大学新コース設立について
第 9 回（平成 24 年 3 月 29 日）、メール審議
議題： 協働機関変更に関する審議
第 10 回（平成 24 年 5 月 31 日）
議題： 活動報告、知財システムについて
第 11 回（平成 24 年 12 月 10 日）
議題： 活動報告、「バイオレストラン」運用、人材育成、協働機関間見学会について
第 12 回（平成 25 年 12 月 12 日）
議題： 活動報告、リサーチエンジンの連携、コンビナート構想、海外におけるグリーンイノベ
ーションについて
第 13 回（平成 26 年 12 月 12 日）
議題： 活動報告、世界の動向を見据えた戦略について
第 14 回（平成 27 年 3 月 25 日）、メール審議
議題： 拠点長、副拠点長の交替に関する審議
第 15 回（平成 28 年 12 月 9 日）
議題： 活動報告、世界の動向を見据えた戦略、拠点の継続的展開について
第 16 回（平成 29 年 12 月 12 日）
議題： 活動報告、米国バイオベンチャーの動向、拠点の継続的展開について

(c) 部門会
説明 ：各協働機関の技術および情報交流
メンバー： 大学プロジェクトメンバー、協働機関担当者
第 1 回（平成 21 年 10 月 13 日）
第 2 回（平成 22 年 3 月 8 日）
第 3 回（平成 22 年 9 月 28 日）
第 4 回（平成 23 年 5 月 23 日）
第 5 回（平成 23 年 7 月 7 日）
第 6 回（平成 23 年 9 月 12 日）
第 7 回（平成 24 年 11 月 8 日）
第 8 回（平成 25 年 3 月 13 日）
第 9 回（平成 25 年 10 月 3 日）
第 10 回（平成 26 年 3 月 17 日）
第 11 回（平成 26 年 10 月 3 日）
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第 12 回（平成 27 年 3 月 13 日）
第 13 回（平成 28 年 3 月 3 日）
第 14 回（平成 28 年 10 月 6 日）
第 15 回（平成 29 年 3 月 9 日）
第 16 回（平成 29 年 10 月 31 日）
第 17 回（平成 30 年 3 月 8 日）

(d) 協働研究推進委員会
目的：リサーチエンジン研究の進捗管理、そして全てのリサーチエンジンに関係する大学内の
技術情報交流
メンバー： 大学プロジェクトメンバー
第 1 回 （平成 21 年 4 月 16 日）
第 2 回 （平成 21 年 7 月 9 日）
第 3 回 （平成 21 年 10 月 28 日）
第 4 回 （平成 22 年 1 月 27 日）
第 5 回 （平成 22 年 6 月 1 日）
第 6 回 （平成 24 年 3 月 14 日）
第 7 回 （平成 25 年 5 月 22 日）
第 8 回 （平成 26 年 3 月 25 日）
第 9 回 （平成 26 年 5 月 13 日）
第 10 回 （平成 27 年 6 月 2 日）
第 11 回 （平成 28 年 3 月 25 日）
第 12 回 （平成 28 年 5 月 31 日）
第 13 回 （平成 29 年 6 月 1 日）
第 14 回 （平成 29 年 3 月 22 日）
第 15 回 （平成 29 年 6 月 1 日）
第 16 回 （平成 30 年 3 月 26 日）
第 17 回 （平成 30 年 5 月 28 日）
(e) 学内運営委員会（コアメンバー会議）
目的：拠点の運営に関して管理、および意見交換
メンバー：拠点長、副拠点長、拠点長補佐、研究統括、および運営委員
第 1 回 （平成 21 年 5 月 11 日）

第 45 回 （平成 26 年 10 月 31 日）

第 2 回 （平成 21 年 6 月 8 日）

第 46 回 （平成 26 年 12 月 4 日）

第 3 回 （平成 21 年 7 月 6 日）

第 47 回 （平成 27 年 1 月 21 日）

第 4 回 （平成 21 年 10 月 28 日）

第 48 回 （平成 27 年 2 月 20 日）
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第 5 回 （平成 21 年 12 月 14 日）

第 49 回 （平成 27 年 4 月 30 日）

第 6 回 （平成 22 年 2 月 12 日）

第 50 回 （平成 27 年 6 月 4 日）

第 7 回 （平成 22 年 3 月 3 日）

第 51 回 （平成 27 年 6 月 27 日）

第 8 回 （平成 22 年 4 月 2 日）

第 52 回 （平成 27 年 7 月 23 日）

第 9 回 （平成 22 年 5 月 24 日）

第 53 回 （平成 27 年 7 月 23 日）

第 10 回 （平成 22 年 6 月 1 日）

第 54 回 （平成 27 年 9 月 8 日）

第 11 回 （平成 22 年 11 月 16 日）

第 55 回 （平成 27 年 10 月 6 日）

第 12 回 （平成 23 年 1 月 5 日）

第 56 回 （平成 27 年 10 月 23 日）

第 13 回 （平成 23 年 1 月 19 日）

第 57 回 （平成 27 年 11 月 4 日）

第 14 回 （平成 23 年 1 月 26 日）

第 58 回 （平成 28 年 1 月 20 日）

第 15 回 （平成 23 年 4 月 19 日）

第 59 回 （平成 28 年 3 月 1 日）

第 16 回 （平成 23 年 5 月 16 日）

第 60 回 （平成 28 年 4 月 13 日）

第 17 回 （平成 23 年 6 月 28 日）

第 61 回 （平成 28 年 5 月 18 日）

第 18 回 （平成 23 年 7 月 16 日）

第 62 回 （平成 28 年 6 月 21 日）

第 19 回 （平成 24 年 5 月 15 日）

第 63 回 （平成 28 年 7 月 19 日）

第 20 回 （平成 24 年 6 月 19 日）

第 64 回 （平成 28 年 8 月 22 日）

第 21 回 （平成 24 年 7 月 31 日）

第 65 回 （平成 28 年 9 月 23 日）

第 22 回 （平成 24 年 9 月 12 日）

第 66 回 （平成 28 年 10 月 27 日）

第 23 回 （平成 24 年 10 月 17 日）

第 67 回 （平成 28 年 12 月 6 日）

第 24 回 （平成 24 年 11 月 19 日）

第 68 回 （平成 29 年 1 月 18 日）

第 25 回 （平成 25 年 1 月 24 日）

第 69 回 （平成 29 年 2 月 21 日）

第 26 回 （平成 25 年 2 月 18 日）

第 70 回 （平成 29 年 3 月 23 日）

第 27 回 （平成 25 年 3 月 14 日）

第 71 回 （平成 29 年 4 月 18 日）

第 28 回 （平成 25 年 4 月 17 日）

第 72 回 （平成 29 年 5 月 16 日）

第 29 回 （平成 25 年 5 月 10 日）

第 73 回 （平成 29 年 6 月 22 日）

第 30 回 （平成 25 年 6 月 21 日）

第 74 回 （平成 29 年 7 月 18 日）

第 31 回 （平成 25 年 7 月 25 日）

第 75 回 （平成 29 年 8 月 7 日）

第 32 回 （平成 25 年 8 月 23 日）

第 76 回 （平成 29 年 9 月 14 日）

第 33 回 （平成 25 年 10 月 2 日）

第 77 回 （平成 29 年 11 月 6 日）

第 34 回 （平成 25 年 11 月 12 日）

第 78 回 （平成 29 年 11 月 28 日）

第 35 回 （平成 25 年 11 月 28 日）

第 79 回 （平成 29 年 12 月 28 日）

第 36 回 （平成 26 年 1 月 8 日）

第 80 回 （平成 30 年 2 月 14 日）

第 37 回 （平成 26 年 2 月 14 日）

第 81 回 （平成 30 年 3 月 20 日）

第 38 回 （平成 26 年 3 月 24 日）

第 82 回 （平成 30 年 4 月 19 日）

第 39 回 （平成 26 年 4 月 16 日）

第 83 回 （平成 30 年 5 月 22 日）

第 40 回 （平成 26 年 5 月 15 日）

第 84 回 （平成 30 年 6 月 8 日）

第 41 回 （平成 26 年 6 月 23 日）

第 85 回 （平成 30 年 7 月 2 日）
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第 42 回 （平成 26 年 7 月 22 日）

第 86 回 （平成 30 年 7 月 23 日）

第 43 回 （平成 26 年 8 月 8 日）

第 87 回 （平成 30 年 8 月 27 日）

第 44 回 （平成 26 年 9 月 19 日）
(f) バイオコンビナート WG
目的：バイオコンビナート設立に向けた議論および情報共有
メンバー： 大学プロジェクトメンバー（3 名）、協働機関担当者（各 1 名）
実施内容および開催場所
第 １回 平成 25 年 2 月 28 日－3 月 1 日

見学：日本製紙 岩国工場

第 2 回 平成 25 年 9 月 30 日－10 月 1 日

見学：水島コンビナートおよび旭化成ケミカルズ
㈱水島製造所

第 3 回 平成 25 年 11 月 15 日

見学：川崎重工業㈱秋田バイオエタノールプラン
ト

第 4 回 平成 26 年 5 月 16 日

バイオコハク酸をモデルとしたバイオマスの経済
性評価（神戸大学）

第 5 回 平成 26 年 6 月 18 日

バイオコハク酸をモデルとしたバイオマスの経済
性評価（神戸大学）

第 6 回 平成 26 年 7 月 15 日

バイオコハク酸をモデルとしたバイオマスの経済
性評価（神戸大学）

第 7 回 平成 26 年 10 月 3 日

バイオコハク酸をモデルとしたバイオマスの経済
性評価（神戸大学）
バイオコハク酸をモデルとしたバイオマスの経済
性評価（神戸大学）
インドネシア･スマトラ地域でのプランテーション視
察およびバイオマス関連企業の視察と情報交換
会
バイオコハク酸をモデルとしたバイオマスの経済
性評価（神戸大学）

第 8 回 平成 26 年 11 月 10 日
第 9 回 平成 26 年 12 月 7 日－11 日
第 10 回 平成 27 年 3 月 13 日
第 11 回 平成 27 年 6 月 1 日

バイオコンビナート設立に向けたシナリオ検討（神
戸大学）

第 12 回 平成 27 年 7 月 10 日

バイオコンビナート設立に向けたシナリオ検討（神
戸大学）

第 13 回 平成 27 年 7 月 28 日

バイオコンビナート設立に向けたシナリオ検討（神
戸大学）

(g) 成果報告会
本拠点の研究成果について、公開の形で研究発表を行うとともに、国内外の著名な研究者の
方々にご講演頂き、バイオプロダクション研究に関する知識を共有化するために開催した。
平成 20 年 7 月 25 日

第 1 回 セミナー
Pierre Monsan (LBB/INSA)

平成 20 年 12 月 2 日

第 2 回 セミナー
Colin Harwood （リーズ大学）
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Amylosucrase: How to optimize
and redesign an enzyme
Protein secretion in Bacillus
species: Differential substrate
specificity between the primary
and secondary translocases of

Bacillus anthracis

平成 20 年 10 月 23 日

第 3 回 セミナー
鈴木 宏和 （神戸大学）
大西 康夫 （東京大学）

平成 20 年 11 月 6 日

第 4 回 セミナー
共催

放線菌の DNA 制限修飾系の解
析とその応用
放線菌のゲノム情報を『ものつく
り』に活用するには？
固体触媒とバイオリファイナリー
の接点：現状と展望

平成 20 年 12 月 20 日

第 5 回 セミナー
共催

Japan-Korea Biomass
Symposium

平成 21 年 3 月 9 日

第 1 回 国際シンポジウム

神戸国際会議場（国際会議室
301） 264 人

平成 21 年 3 月 30 日

第 6 回 セミナー
Kevin David CROFT （西オース
トラリア大学）

Flavonoids and Cardiovascular
Health: More Than Antioxidants

平成 21 年 9 月 3 日

第 7 回 セミナー
共催

平成 21 年 12 月 2 日

第 8 回 セミナー
共催

平成 22 年 1 月 21 日-22 日

第 2 回 国際シンポジウム

Promising Application of
Molecular Knowledge of
Microbes
Third international
communication program between
Inha University and Kobe
University
神戸大学 出光佐三記念六甲台
講堂
参加者：230 人

平成 22 年 4 月 30 日

第 9 回 セミナー
岡本 正宏 （九州大学）

バイオプロダクションにおけるバ
イオアナリシスについて

平成 22 年 12 月 2 日

第 1 回 iBioK アジアシンポジウム

神戸大学 農学研究科 C101 教
室

平成 22 年 12 月 16 日

第 10 回 セミナー

iBioK Workshop

平成 22 年 12 月 24 日

第 11 回 セミナー
西山 理郎 （三菱重工業㈱）
坂西 欣也
（産業技術総合研究所）

平成 23 年 1 月 21 日-22 日

第 3 回 国際シンポジウム

平成 23 年 2 月 1 日

第 12 回 セミナー
共催

平成 23 年 3 月 9 日

第 13 回 セミナー
Petar Pujic
（ｸﾛｰﾄﾞ ﾍﾞﾙﾅｰﾙ ﾘﾖﾝ 1 大学）

平成 23 年 6 月 17 日

第 1 回 合成生物工学シンポジウ
ム

稲わら等の農業残渣の水熱処理
によるバイオエタノール製造技術
に関して
木質バイオマスの水熱・メカノケミ
カル処理によるバイオ燃料・バイ
オケミカル併産型ウッドリファイナ
リー
神戸大学 百年記念館 六甲ホ
ール
参加者：246 人
Technical Seminar on
Bio-Technology in Japan and the
Netherlands
Transcriptomics of Actinorhizal
Symbioses Reveals Homologs of
the Whole Common Symbiotic
Signaling Cascade
神戸大学 百年記念館 六甲ホ
ール
参加者：171 人

平成 23 年 11 月 18 日

第 14 回 セミナー
共催

JBPA 講演会

平成 23 年 12 月 15 日

第 2 回 iBioK アジアシンポジウム

Auditorium, POSCO International
Center, Pohang University of
Science and Technology, Pohang,
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Korea
平成 24 年 4 月 12 日

第 15 回 セミナー
小山内 崇 （理化学研究所）

ラン藻代謝ダイナミクス改変によ
る有用物質生産

平成 24 年 6 月 15 日

第 2 回 合成生物工学シンポジウ
ム

神戸大学 百年記念館 六甲ホ
ール
参加者：194 人

平成 24 年 9 月 24 日

第 16 回 セミナー
Claude Bruand （LIPM)）

Responses to stress and
environmental signals in rhizobia

平成 25 年 1 月 20-22 日

第 3 回 iBioK アジアシンポジウム

Institute of Chemical &
Engineering Sciences, Singapore

平成 25 年 1 月 30-31 日

第 4 回 国際シンポジウム

神戸大学 百年記念館 六甲ホ
ール
参加者：173 人

平成 25 年 4 月 1 日

第 17 回 セミナー

Metagenome and Metabolome
related to Human Intestinal Tract

平成 25 年 6 月 10 日

第 3 回 合成生物工学シンポジウ
ム

神戸大学 百年記念館 六甲ホ
ール
参加者：153 人

第 18 回 セミナー
林 智広 （東京工業大学）
第１回 食品系シンポジウム「医
薬品および食品の機能性・安全
性評価の新展開」
第 19 回 セミナー
Elmar Heinzle
(Universitat des Saarlandes)

生体不活性表面近傍の水分子
の振る舞い
神戸市 ポートアイランド 臨床研
究情報センター (TRI) 第 1 研修
室
参加者：74 人
Silage - Raw Material for the
Production of Amino Acids Use it
Before it is Hidden in the Wood
Tsinghua University, Beijing,
China
Novel Synthetic Biology Tools
for Rational and Evolutionary
Metabolic Engineering
神戸大学 百年記念館 六甲ホ
ール
参加者：211 人

平成 25 年 6 月 11 日
平成 25 年 7 月 26 日
平成 25 年 10 月 2 日
平成 25 年 10 月 20-22 日

第 4 回 iBioK アジアシンポジウム

平成 26 年 1 月 28 日

第 20 回 セミナー
Gyoo Yeol Jung (POSTECH)

平成 26 年 1 月 29-30 日

第 5 回 国際シンポジウム

平成 26 年 2 月 17 日

第 21 回 セミナー
J. Christopher Anderson
(University of California at
Berkeley)

平成 26 年 11 月 9-11 日

第 5 回 iBioK アジアシンポジウム

平成 26 年 11 月 25 日

第 4 回 合成生物工学シンポジウ
ム

平成 26 年 12 月 5 日
平成 27 年 1 月 23 日

第 22 回 セミナー
中村 崇裕 （九州大学）
第 2 回 食品系シンポジウム「機
能性食品・健康食品の開発に係
る国内外の動向と未来予測」

平成 27 年 2 月 3-4 日

第 6 回 国際シンポジウム

平成 27 年 2 月 4 日

第 23 回 セミナー
共催
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Automated metabolic pathway
design and characterization
Wha-Li Hall in Chemical
Engineering Building (B1 floor),
Tzu-Chiang Campus, National
Cheng Kung University
神戸大学 統合研究拠点コンベ
ンションホール参加者：122 人
ゲノム編集と PPR モチーフ
神戸大学 百年記念館 六甲ホ
ール
参加者：108 人
神戸大学 百年記念館 六甲ホ
ール
参加者：153 人
“Biobased Chemical production”
Japan-Europe academic workshop
for sharing ideas and experiences

towards strategic partnership
building
平成 27 年 3 月 5 日

平成 27 年 4 月 20 日

平成 27 年 7 月 29 日
平成 27 年 8 月 5 日
平成 27 年 8 月 25 日

平成 27 年 9 月 11 日

第 24 回 セミナー
Yu-Hsiang Weng
(CPC Corporation, Taiwan)
第 3 回 食品系シンポジウム「神
戸発、食のグローバルイノベーシ
ョン神戸発、食のグローバルイノ
ベーション～バイオプロダクション
次世代農工連携拠点の成果よ
り」
第 25 回 セミナー
小林 泰男 （北海道大学）
第 5 回 合成生物工学シンポジウ
ム
第 26 回 セミナー
Kevin D Croft
(University of Western Australia)
第 27 回 セミナー
Todd Pray
(Lawrence Berkeley National
Laboratory)

リグノセルロース原料からのバイ
オエタノール生産

(一財)バイオインダストリー協会
(JBA)会議室 参加者：71 人

消化管由来の温暖化ガス：ウシ
が地球を蝕む？
神戸大学 統合研究拠点コンベ
ンションホール参加者：120 人
Clinical Trials in Human
Nutrition
Biofuel and Bio-product Process
Optimization and Scale-up at the
Lawrence Berkeley National
Laboratory
神戸大学百年記念館六甲ホー
ル

平成 27 年 12 月 7-8 日

第 6 回 iBioK アジアシンポジウム

平成 28 年 1 月 26-27 日

第 7 回 国際シンポジウム

神戸大学 百年記念館 六甲ホ
ール
参加者： 131 人

平成 28 年 6 月 26-30 日

Metabolic Engineering 11
協賛

淡路夢舞台国際会議センター

平成 28 年 7 月 28 日

第 6 回 合成生物工学シンポジウ
ム

神戸大学 百年記念館 六甲ホ
ール
参加者： 160 人

14th International Congress on
Yeasts 協賛
第 28 回 セミナー
Kenji Tsuge (Kobe University)
Jef. D. Boeke
(New York University)
第 29 回 セミナー
Dong-Yup Lee
(National University of
Singapore)

淡路夢舞台国際会議センター

平成 28 年 11 月 24 日

第 30 回 セミナー

イノベーションの実際とこれから

平成 28 年 11 月 25 日

第 4 回 食品系シンポジウム「腸
内マイクロビオータ若手研究の
今」

神戸大学 百年記念館 六甲ホ
ール 参加者：93 人

平成 28 年 12 月 17-18 日

第 7 回 iBioK アジアシンポジウム

Haeundae Grand Hotel, Pusan

平成 29 年 2 月 3-4 日

第 8 回 国際シンポジウム

平成 29 年 4 月 3 日

第 31 回 セミナー
早野 元詞
(Harvard Medical School)

平成 28 年 9 月 11-15 日

平成 28 年 9 月 15 日

平成 28 年 9 月 23 日
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2nd generation OGAB – A
powerful DNA assembly method
using Bacillus subtilis
How to Synthesize a Genome
Systems biotechnology for
characterizing and designing plant
and mammalian cells

神戸大学 百年記念館 六甲ホ
ール
参加者：189 人
アメリカにおける「老化」をターゲ
ットとした創薬の動向と、Boston/
日本の大学発ベンチャーの違い

第 7 回 合成生物工学シンポジウ
ム
第 32 回 セミナー
Eriko Takano
(University of Manchester)
第 33 回 セミナー
Clyde A. Hutchison III
(J. Craig Venter Institute)
第 34 回 セミナー
Junbiao Dai
(Chinese Academy of Sciences)
Leslie Mitchell
(Institute for Systems
GeneticsNew York University)
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Harnessing synthetic biology for
the production of high-value
chemicals: an update
Design, construction, and analysis
of a minimal bacterial cell for
genome design platform

平成 29 年 12 月 19-20 日

第 8 回 iBioK アジアシンポジウム

National University of Singapore

平成 30 年 2 月 1-2 日

第 9 回 国際シンポジウム

平成 30 年 7 月 12 日

第 35 回 セミナー
黄 介辰 （国立中興大学）
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University)

平成 29 年 8 月 3 日
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平成 29 年 12 月 6 日
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Assemble,characterize and apply
the yeast synthetic chromosome
Ⅻ
Designing and building synthetic
eukaryotic chromosomes
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Searching a gateway for changing
trophic-mode: Development of
the chemolithoautotrophic living
Escherichia coli through
reductive citric acid cycle
enzymes
Engineering bacterial
communities:
from sensing to bioremediation

(h) 広報誌 （iBioK NEWS）
本拠点の研究成果について
発行年月

特集記事
バイオプロダクション次世代農工連携拠点特別座談会
新たな産業連携が、地球の未来を変える。

Vol.1

平成 22 年 9 月

Vol.2

平成 24 年 10 月

Vol.3

平成 25 年 10 月

Vol.4

平成 26 年 10 月

機能性・安全性リサーチエンジン（食品系）の取り組み

Vol.5
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バイオコンビナートに向けたシナリオ

Vol.6
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細胞工場リサーチエンジンの取り組み

Vol.7
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神戸大学発 長鎖 DNA 合成・ゲノム編集ベンチャー会社

Vol.8

平成 30 年 10 月

先端バイオ工学研究センター、先端バイオ工学推進機構

特別座談会： 先端融合領域で、連携と協力を強化！
オープンイノベーションにより、バイオコンビナートを実現する。
バイオコンビナートワーキンググループ活動
日本製紙株式会社･岩国工場見学：企業間の連携･融合の強化が
バイオコンビナート実現を加速させる
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(a) バイオマスリソース
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イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
「栽培器及びそれを用いた植物成長に影響する物質の評価方法」（特願 2016-033707）
状況：公開済み審査中（特開 2017-147983）。
特許ポートフォリオ：コスモ石油と共願した特許で、特許群、特許網の形成は進めておらず、神戸大学とし
ては事業化の計画はない。個別ニーズに対応して随時本法（通称、球体法）を活用している。
ウ．水準比較
本学知財担当者が検索した限り、球体法と類似の特許はなく、きわめてオリジナリティの高い栽培方法
であると認識している。したがって、競合企業等は現時点で想定できない。そこで、成育促進効果などを
検証する際に用いられる従来の代表的栽培法との比較を行う。具体的には、水耕栽培、寒天培地、土壌
（屋外、ポット）を取り上げて、省スペース性、無菌栽培（逆に特定微生物のみの影響観察）の可否、厳密
な濃度設定の可否、栽培途中での検証物追加や栽培液交換の可否、多条件での簡便性や利便性、得
られるデータの再現性（均一かつ制御された栽培）、長期栽培の可否、大型植物（樹木など）への適用性、
を比較した。これらの大部分で球体法は優位性があり、省スペースでかつ最短時間で結果を出すため、
逆に長期栽培や大型植物での検証には難があるという評価となる。
表 1 球体法と従来の栽培法の比較
比較項目

球体法

水耕

寒天培地

屋外土壌

ポット土壌

栽培法

栽培法

栽培法

栽培法

省スペース

◯

△

△

×

△

無菌栽培

◯

×

◯

×

×

濃度設定

◯

◯

◯

×

×

検証物追加

◯

◯

×

◯

◯

栽培液交換

◯

◯

×

×

×

多条件

◯

×

△

×

△

再現性

◯

△

◯

×

△

長期栽培

△

◯

×

◯

◯

大型植物

×

×

×

◯

△

◯：適している、容易である、 △：難がある、手間がかかる ×：ほぼできない、不可能
エ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
コスモ石油や神戸大学が球体法を直接事業化する予定はないが、他企業からライセンシング希望があ
れば前向きに検討し、事業後の神戸大学拠点における受託・共同研究での活用は積極的に行う。

(a)-2 飼料イネを使ったバイオリファイナリー用新品種

(45, 46, 167, 168, 330, 331, 367, 368, 392, 393, 394, 395, 494)

ア．技術の説明
石油を原料とするオイルリファイナリーに対して、再生可能な植物由来バイオマス等を原料にバイオ燃
料や樹脂、有用な化学物質を生産する技術はバイオリファイナリーと呼ばれ（高見澤 2008）、循環型社
会の実現には必須の技術である。
利用する植物原料により 3 つの世代に分類される：トウモロコシ（Zea mays）の穀粒やサトウキビ
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（Saccharum officinarum）の茎に含まれるデンプンや糖類を原料する第一世代バイオエタノール、間伐材
や本研究で用いる稲わらといった未利用バイオマスを原料とする第二世代バイオエタノール、スイッチグ
ラス（Panicum virgatum）やエリアンサス（Erianthus ravennae）などのバイオマス作物を原料とする第三世代
バイオエタノールである。第一世代バイオエタノールはトウモロコシの穀粒やサトウキビの茎に含まれる豊
富なデンプンや糖類を利用するため、エタノール生産性がよく、盛んに産生されている。しかしながら、食
料や飼料との競合が発生し、価格の高騰を 2008 年前後に引き起こしてしまった（Mueller et al. 2011）。特
に、第二世代、第三世代バイオエタノールは、未利用バイオマスやバイオマス用作物を原料として用いる
ため、食料や飼料との直接的な競合は起こりにくいと考えられており（Sarkar et al. 2012）、近年では注目
が集まっている。イネ（Oryza sativa）が盛んに栽培されている日本では（平成 29 年現在、日本の耕地面積
における水田の割合は 54%（農林水産省より））、栽培の副産物として稲わらが得られるために耕地の競
合も起こらず、栽培技術も確立されていることから、稲わらが重要なバイオリファイナリー原料の一つとして
注目されている。
これまで我々は多様なイネ集団を使って、バイオリファイナリーとして有望な品種を探索し、酒米品種の
「山田錦」、飼料イネの「ルリアオバ」を見出すことに成功した。バイオリファイナリー単独の目的での栽培
産生では、食料との競合の可能性は将来捨てきれず、食料としてのコメの産生と高品質ならびにバイオリ
ファイナリー適合性（主に稲わら産生）の両立する新品種を開発することを企画した。再生可能なバイオリ
ファイナリーとコメの生産を両立させるイネ品種はこれまで開発されていない。通常は「北陸１９３号」のよう
に全植物体（コメも含めて）が使用されてバイオエタノール産生が実施されている。
食味に優れた「コシヒカリ」と植物体が大きく“わら”として優れている飼料用イネ品種「ルリアオバ」の交
雑を 2011 年に開始し、「コシヒカリ」による戻し交雑と自殖を重ね、バイオリファイナリー特性とイネの収量
性や品質について、選抜を繰り返して有望系統を絞って来た。2018 年度は 29 集団栽培して、日本各地
の要望や環境に合うように、複数の有望系統を輩出する。
イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
該当なし。
ウ．水準比較
根本(2009)は日本国内のイネを使ったバイエタノール生産について紹介しているが、十分なレベルに
達してないことも認めている。その一方で、飼料イネにその可能性を見出しているが、日本全国の稲育種
の現場（主に農研機構）に伺っていても、バイオリファイナリー特性を重視した積極的な育種は進んでい
ない。また、本研究のように、コメと稲わらを両立する育種目標は当初から難しいのではないか？との指摘
を受けている。研究協力は得られることになっており、農研機構での生産力検定試験などの協力は得ら
れる予定。
2013 年に、秋田県潟上市にある川崎重工のバイオエタノール産生プラントを訪問し、当時の技術につ
いて議論した。近隣の大潟村で栽培される「あきたこまち」の稲わらを回収して、バイオエタノールを生産
していた。課題としては、(1)稲わら確保に協力していただける自治体や企業、農業組合や農家が確保で
きること。収穫後稲わらをすき込むことを好む地域や農家も多いため、協力関係を構築することは容易で
はない。(2)収穫時期が集中することが多いため、稲わらの輸送コストと保管場所の確保が必要である。
エ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
農研機構、兵庫県、JA や全農などに再度相談していく。川崎重工などの工業系の企業との協力関係
は必要不可欠。現状の収集に努める。
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(a)-3 セルラーゼ導入植物

(145, 150, 225, 310, 311, 312, 313, 314, 329, 337, 338, 354, 355)

ア．技術の説明
バイオエタノールを介した植物バイオマスの有効利用は持続可能な循環型社会の形成において重要
である。しかし、現在主流となっている可食部を利用したバイオエタノールの製造は、食料需要との競合
による食料価格高騰への影響が懸念されることから、非可食部を利用したセルロース系バイオマスの活
用が期待されている(Sims et al. 2010)。わらなどの主成分であるセルロースは、複雑で安定な分子構造を
もつため、糖化の効率化のためセルロースを糖に分解する微生物の探索と改良などが行われている
(Elkins et al. 2010)。最近では、セルラーゼなどの細胞壁分解酵素をあらかじめ発現する形質転換植物の
開発も進められている(Taylor et al. 2008)。しかし、外来の酵素発現量が微量であることや、セルラーゼの
発現によって生育期に生長・形態異常が生じることなどから、実用化の妨げになっている(Hood et al.
2003; Gray et al. 2011)。そこで、乾燥誘導性プロモーターと細胞外排出シグナルを利用して、外来セルラ
ーゼ遺伝子の発現を植物の発生の最後の時期（収穫直前）に細胞間隙で行うことにより、生育期の形態
異常を伴うことなく外来セルラーゼを安定的に発現できるようになると考えた。また、麦わらを用いたバイオ
エタノールの製造は、その効率や遺伝的背景の影響等も含めて情報が極端に不足しているので、特に
麦わらの利用について遺伝的影響を調査する基盤を整えることも目指した。
植物体の細胞外で乾燥条件下でのみ任意の酵素を働かせるシステムの開発
コムギ低温誘導性遺伝子群のうち Wdhn13 は低温以外にも乾燥や塩ストレス等によって発現誘導され
る(Ohno et al. 2003)。この Wdhn13 プロモーターに GFP を連結した外来遺伝子をシロイヌナズナに導入し
たところ、双子葉植物においてもこのプロモーターが葉や根において乾燥ストレスに応答した外来遺伝子
の発現を誘導できた(unpublished data)。また、WLT10 は、穀類特異的な Cor 遺伝子の小さなファミリーの
一つに属し、N 末に 20 ア
ミノ酸 残基からなる細 胞
外排出シグナルを持つ
(Ohno et al. 2001)。このシ
グナル配列に GFP を連
結したコンストラクトを植物
細胞に導入し、この
WLT10 シグナル配列が
特定のタンパク質を植物
細胞外に輸送するのに有
効であることを示した（図

図６ WLT10 の細胞内局在性の解析
(A) GFP シグナルが細胞内と細胞外に局在する割合の変化。
(B) WLT10 は小胞体/ゴルジ体を経由して細胞外に排出される。

6）。
老化誘導性プロモーターの単離
セルラーゼの発現を収穫後のわら特異的にするために、老化時に特異的に発現する遺伝子のプロモ
ーターの探索を行った。コムギの細胞死に伴って発現を上昇させる WRKY、 NAC 等の転写因子遺伝子
を抽出して機能解析を行った結果、老化に伴って発現が上昇する 4 つの WRKY 遺伝子と 2 つの NAC
遺伝子、1 つの MYB 遺伝子を得て、これらのコムギ遺伝子のプロモーターが外来遺伝子を収穫後のわら
特異的に発現させるためのプロモーターとして利用できることが示唆された。
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麦わらのバイオマス利用に向けた分析評価技術の確立
麦わらなどの植物バイオマスから微生物発酵を利用して物質生産を行うには、不要画分（リグニン等）
が少なく糖化されやすい構造を持つバイオマスとして優れた特性を持つ作物が望ましい。しかしながら、
コムギのバイオマスとしての特性評価はこれまでほとんど行われていなかった。そこで、遺伝的に多様なコ
ムギの麦わらを用いて、希硫酸処理法を用いて前処理を行い、得られた液体画分の単糖（キシロース、グ
ルコース）および発酵阻害物（酢酸、ギ酸、フルフラール、5-hydroxymethyl furfural (5-HMF)）の含量を、
分析評価技術を用いて比較した。その結果、稲わらで開発された糖化方法によって麦わらでも糖化を行
えることが確認され、コムギでの分析評価技術を確立できた。
パンコムギの超高密度連鎖地図の作成
パンコムギ２品種のゲノムデータから 135K の DNA チップを開発し、異質６倍体という複雑なゲノムを有
するパンコムギであっても 13,000 以上の分子マーカー
を連鎖地図上に位置づけることができた（図 7）。さらに、
この連鎖地図は QTL 解析と連鎖マーカーの開発に有
効であることが示された。今後、本方法によってパンコ
ムギの任意の２品種の精密な連鎖地図を作成し特定
の形質間差異の原因遺伝子に連鎖したマーカーを開
発することができる。
コムギのバイオマスとしての特性評価
コムギで確立した分析評価技術を用いて、コムギの
バイオマスとしての特性評価を行ったところ、麦わらは
液体画分に多くのキシロースを糖類として含んでいるこ
とがわかり、それに対して液体画分中のグルコース濃

図７ Chinese Spring と Micronovskaya 808 の超高密度連鎖地図

度は低いことがわかった（図 8）。また、液体画分中の有機酸類の組成を調べたところ、酢酸やギ酸の産量
に品種間差異はほとんどないことが明らかになった。これに対し、有機酸のうちフルフラールについては
品種間差異が認められ、5-HMF は麦わら中にほとんど含まれていなかった。調べたパンコムギ品種の中
で Chinese Spring (CS)は最も低いキシロース含
量を示した。さらに、パンコムギの 2A, 3A, 7B 染
色体上にキシロース含量を制御する遺伝子があ
ることがわかった。ただし現在のところ、個体画分
の酵素糖化後のグルコース含量に影響を及ぼす
遺伝子が存在することは確認できていない。いず
れにしても、麦わらを糖化する系が確立でき、こ
の系を利用することで麦わらの糖化適性に関して
パンコムギには品種間差異が存在することが明ら
かとなった。すなわち、糖化適性の高い麦わらを
もつ品種を開発するために必要な遺伝的要素に
ついて情報を得ることが可能となった。
セルラーゼを安定発現するバイオ燃料用コムギ
の開発

図８ 麦わらの液体画分中糖類の組成
(A)液体画分中のキシロース濃度。(B)液体画分中のグルコース濃度
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確立した Wdhn13 プロモーターと WLT10 細胞外排出シグナルを利用して、植物体の細胞外で乾燥条
件下でのみ任意の酵素を働かせるシステムを利用して、糸状菌由来の 3 種類のセルラーゼ（Trichoderma
reesei 由来のセロビオハイドロラーゼ（CBHII）、エンドグルカナーゼ（EG）、Aspergillus aculeatus 由来の βグルコシダーゼ（BGL）を発現する形質転換植物を作製した。セルラーゼを導入した形質転換シロイヌナ
ズナでは播種直後～収穫期まで、顕著な形態変化や生育異常は認められなかった。また、WLT10 由来
の細胞外排出シグナル配列を付加した EG を持つ形質転換シロイヌナズナ系統は、高いセルラーゼ活性
を持っていた。以上の結果は、セルラーゼ発現による生長や形態異常の回避に乾燥誘導性プロモータ
ーが有用であることを示し、セルラーゼを用いた植物の糖化性の向上が期待できる可能性を示している。
イ. 知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
なし。
ウ. 水準比較
麦わらのバイオマスとしての特性評価
バイオ燃料を念頭に入れた麦わらのバイオマス利用の評価系を開発できた。この麦わらのバイオマス
利用については、近年海外でも研究報告が出てきているがその量は学術論文としても年に数本のレベル
で少ない。ただ、我々の研究結果にもあるように、稲わらと比べても麦わらからの液体画分中のグルコー
ス濃度は低い等の欠点がある。ただし、麦わらは液体画分に多くのキシロースを糖類として含んでおり、
キシロースを起点としたバイオマス利用を模索することはできるかもしれない。このような研究結果は我々
の知る限り初めてのことである。
セルラーゼを安定発現するバイオ燃料用ムギの開発
Wdhn13 乾燥誘導性プロモーターと WLT10 由来の細胞外排出シグナル配列を用いた外来セルラーゼ
の発現系によりセルラーゼを安定発現する形質転換体の麦系統を開発した。この形質転換体は、通常生
育条件下では目に見える形態変化を引き起こすこともなく、これまでの海外での形質転換タバコ等の研
究事例では外部形態に大きな変化を引き起こすことが報告されており、そのような報告と比べると形態変
化を抑えることができた。
パンコムギストレス応答遺伝子の機能評価
これまでの我々の網羅的発現解析結果からパンコムギの生物的あるいは非生物的ストレスに対して応
答する転写因子遺伝子を抽出することができた。このような転写因子遺伝子の中には乾燥ストレスや病害
抵抗性に対して効果のあるものが多く含まれていた。ただし、このようなストレス耐性を付与するコムギ転
写因子の報告例は近年特に中国からの報告が多くなっている。今回我々が機能評価した WRKY 転写因
子では脱水ストレスや病原菌に対する抵抗性を向上させる効果があったが、外部形態にも影響を与える
ため知財化できなかった。知財化できるコムギ転写因子遺伝子については現在検討中である。
エ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
検討中である。今年、従来の種苗法が改正されて民間企業でもより品種登録がしやすい状況にはなっ
たものの、依然として穀物の新品種の作付けとその拡大には大きな壁が存在する。遺伝子組み換え作物
への public acceptance も十分ではなく、技術として有用な特性を持つ系統を開発しても、その種子の販売
が市場で受け入れられるには未だ時期尚早である。一方で不良な小麦種子や小麦粉はタダ同然で鳥の
餌に回されている現状を考えると、このような小麦のバイオマス利用も考慮に値する可能性がある。この場
合も原料となる不良小麦をどの程度安定的に入手できるかが鍵となるだろう。
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(ｂ) 前処理プロセス
（ｂ）-1 アルコール添加希硫酸前処理および有機酸添加熱水処理

(167, 228, 393, 460, 461)

ア. 技術の説明
希硫酸前処理法は、実バイオマスの
前処理の一つとして、エタノール発酵な
どのプロセスにおいて世界的規模で適
用されている手法である。しかしながら
希硫酸処理法では、ヘミセルロース成分
を明確に分離する事が不可能である。
更にはリグニン分画の分離も非常に困
難である。従って、セルロース分画（グル
コース成分）のみならず、ヘミセルロース
分画（キシロース成分）の有用利用には、
選択的分離技術の技術革新が必要とさ
れている。本研究では、希硫酸前処理
法へのアルコールの添加や、有機酸代

図 1 アルコール添加希硫酸処理法による 3 成分分離

替法を検討し、希硫酸処理法に替わる
プロセス開発を試みた(図 1)。
5 種類のアルコールを希硫酸へと添加して前処理を行い、固体画分と液体画分へ分離し、観察を行っ
た。その結果、エタノール/希硫酸、イソプロパノール/希硫酸、プロパノール/希硫酸前処理では、コントロ
ール（希硫酸前処理）との差を観察することは出来なかった。一方で、ブタノール/希硫酸、ペンタノール/
希硫酸前処理では、コントロールと異なり黒色の有機溶媒層が存在していた。次に、固体画分の観察を
行ったところ、エタノール/希硫酸、イソプロパノール/希硫酸、プロパノール/希硫酸前処理後の固体画分
では、植物切片の残留が確認された、一方で、ブタノール/希硫酸、ペンタノール/希硫酸前処理後の固
体画分では、植物切片が完全に分解されていた。また、ブタノール/希硫酸、ペンタノール/希硫酸前処理
後の固体画分の重量は、他の前処理を行
った場合と比較して、軽量であることが明ら
かになった。これらの結果より、ブタノール/
希硫酸、ペンタノール/希硫酸前処理は、他
の前処理法と比較して、効率的にバイオマ
スを分解していることを示している。また、こ
の効率的なバイオマスの分解は、ブタノー
ル及びペンタノールによってリグニンが効率
的に除去されていることが原因であり、ブタ
ノール/希硫酸、ペンタノール/希硫酸前処
理でのみ観察された黒色の有機溶媒層がリ
グニンの除去に関わっている可能性が示唆
された（図 2）。
図 2 アルコール添加希硫酸処理法による 3 成分分離
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さらにブタノールを添加した新規前処理後は、希硫酸法で認められるバイオマス表面のリグニン被覆
物（顆粒状）が消失し、セルロースファイバーが露出することも確認した（図 3）。この結果より、ブタノール
によりリグニンが抽出され、セルロースから効率的に除去されていることが示唆された。

図 3 ブタノール前処理した草本系バイオマス（上）と走査顕微鏡(SEM)による構造解析（下）

ブタノール添加希硫酸処理によるバイオマス構成成分の自由制御
希硫酸前処理において少量のブタノールを添加することにより、バイオマスをセルロース、ヘミセルロー
ス、リグニンの主要３成分に分離する技術（図 2）をさらに発展させ、バイオリファイナリーにおけるリグノセ
ルロース利用の高度化を検討し、セルロース画分（３成分分離法の固体画分；図 1）構成成分の自由制御
技術開発を行った。バイオマス植物として注目されるイネ科の C4 植物ソルガムを材料に、希硫酸前処理
により得られた固体画分の組成を分析した。その結果、希硫酸の前処理によりセルロース含量は 57%に
増加すること、さらにブタノールを 30 ml 添加（37.5%(v/v)）することでセルロース含量は 75%まで増加する
ことを明らかにした（図 4）。この時ブタノールの添加はセルロース含量を増加させるだけでなく、ブタノー
ル無添加と比べてリグニン含量を 36%から 15%まで低下させており、前処理により得られるリグノセルロー
スのセルロース／リグニン割合を変えられることが明らかとなった。
前処理したリグノセルロースのセルロース／リグニン割合を自在に制御することを目的に、希硫酸－ブ
タノール前処理におけるパラメーターを変えて、得られる固体画分の成分を調べた。希硫酸およびブタノ
ールの添加濃度、反応温度と時間を変えた組み合わせ条件でソルガムを前処理した後の固体画分のセ
ルロース含量を測定した結果、セルロース含量を 48～93%の範囲内で 5%精度で自由制御できることを
明らかにした（図 5）。さらにこの組み合わせの中で、反応温度を基本条件である 180℃から 140℃に下げ
た場合でも、ブタノール添加濃度と反応時間を最適化することでセルロース割合の高い（87%）前処理バ
イオマスを調製できることが分かった。
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粉末化された
バイオマス

バイオマスの主成分

リグニン
セルロース
6 g バイオマス
80 mL (1%硫酸 + ブタノール）

ヘミセルロース

180 ℃, 45 min
固体画分の組成

リグニン
（有機溶媒相）

ヘミセルロース
（水相）

ブタノール添加量と
希硫酸濃度の設定に
より固体画分組成を
制御可能
Teramura et al. (2016)
Biotechnol Biofuels.
9:27.
特願2015-137531
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図 4 希硫酸前処理におけるブタノール添加が固体画分の組成に与える影響

図 5 固体画分セルロース含量の自由制御：反応温度と時間および希硫酸または
ブタノール添加濃度の影響
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Cellulose

有機酸添加処理
希硫酸処理法は、多くの硫酸を必要
とし、処理後の中和工程で副産物として
石膏を生成することが明らかとなってい
る。そこで、硫酸に変わる新しい酸の探
索が、工業的な知見から望まれている。
そこで、硫酸に代わる酸として、有機酸
による希硫酸処理法の代替を提案し、6
種類の有機酸を希硫酸の代わりに用い
て、希硫酸前処理と同様の検討を行っ
た。バイオマスとしてはバガスを用いて
評価を行ったところ、ジカルボン酸であ
るマレイン酸（Maleic acid）が希硫酸と
同様の前処理効果が有る事が明らかと

図 6 有機酸による希硫酸前処理法の代替

なった（図 6）。
今後は、有機酸とブタノールの組み合わせによるバイオマス前処理を検討して行く計画である。
イ. 知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
特願 2015-137531、寺村浩, 佐々木建吾, 川口秀夫, 荻野千秋, 近藤昭彦、「バイオマスから糖類を
製造する方法」、出願人: 神戸大学、出願日: 2015 年 7 月 9 日
ウ. 水準比較
比較項目

アルコール添加希硫酸前処理

希硫酸前処理法

前処理後のバイオ

リグノセルロースの 3 成分を選択的に分離･回収を可

リ グニン成 分 は固 体成

マス中の成分

能とし、セルロース分画のセルラーゼ分解特性および

分と水溶液成分にそれ

発酵特性が飛躍的に向上すできる。加えて同時に、

ぞれ分配されてしまい、

リグニンをアルコール分画へ選択的に抽出できる。

結果的にこれらの成分
は酵素反応や微生物発
酵を阻害する。

エ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
本リサーチエンジンで開発した新規バイオマス前処理技術を用いて、今後のバイオリファイナリー展開
に向けた調査を現在進行中である。

（ｂ）-2 イオン液体を用いた前処理技術の開発

(63, 225)

ア. 技術の説明
バイオマスの前処理には、高温（200 度付近）での前処理が一般的である。それは、セルロースの有す
る結晶構造を破壊するのにこのような条件が必要であると言われているからである。しかしながら、2000 年
頃から全く新しい溶媒（イオン液体）によるセルロースの構造の緩和化が提唱され始めている。本研究で
は、イオン液体の一種である[Bmim][Cl]を用いて、セルロース（特に構造が硬いと言われているスギ）の
構造緩和とその後の同時糖化発酵を行い、高い転換効率を得ることに成功した。
セルロースは結晶性が高い天然高分子で酵素分解速度が極めて遅いため、前処理技術開発は実用
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化の大きなボトルネックとなっている。神戸大学では親水性イオン液体がセルロースを溶解することに着
目し、バイオマスの前処理溶剤として用いることを検討してきた。
従来、イオン液体前処理は水が混入することにより大
幅な前処理効果の低下が引き起こされていたが、近年の
研究で酸触媒を用いることで含水系においても高い前処
理効果を発揮することが判明しつつある。そこで本研究で
は、この酸を用いたイオン液体前処理に着目し、より効果
の高い前処理法を開発するとともにエタノール発酵への
応用を行った。具体的には木質系バイオマスのスギを基
質とし、1)前処理溶媒と貧溶媒の 2 点を改良した。また、メ
カニズム解析を目的として 2)作成した基質の組成分析を
行った。そして実用化に向けて、3)新規前処理法を用い

図 7 イオン液体前処理溶媒比の検討

た高濃度糖化発酵を行った。
前処理溶媒の FeCl3 を添加有無における結果を示す（図 7）。過去の研究において [Bmim][Cl]/HCl
系が高い前処理効果を発揮することが判明している。この系に FeCl3 の量を変化させつつ導入した結果
より高いグルコース濃度を実現するとともに、48 mg において最も高いグルコース濃度となった。また、ネ
ガティブコントロールとして酸のみの系およびイオン液体に 2 倍量の塩酸を加えた系と比較したところ、コ
ントロールよりも低いグルコース濃度となった。過去に報告されている貧溶媒を探索したところ、水-アセト
ン(1:1 v/v)が最適であることが明らかとなった。そこで、前処理溶媒に FeCl3 を加え貧溶媒を水-アセトンへ
と変化させた前処理系を構築したところ、グルコース濃度の更なる増大に成功した。また、強力なイオン液
体である 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate ([Emim][OAc])を用いた系と比較しても、新規前処理法の
効果が高いことが示された。さらに前処理前後における各成分の重量変化を解析したところ、リグニンお
よびヘミセルロースでの大幅な質量減少が起こるのに対しセルロースは残存していることが判明した。こ
の結果より、基質がセルロース高含有率バイオマスへと変化したことで、酵素の加水分解反応が起こりや
すい状態となったことが示唆された。
新規前処理バイオマスを用いた高濃度糖化においては 96 h において 110 g/L のグルコース濃度を検
出した。さらにこの 96 h 糖化液を用いて発酵を行うことで 24 h 以内にグルコースが全て資化されるとともに、
50 g/L のエタノール発酵生産を行うことができた。
以上の結果よりイオン液体を用いた低エネルギー新規前処理法を構築するとともに、前処理スギを用
いた高濃度糖化発酵を行うことで 40 g/L を超えるエタノール発酵生産に成功した。
イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
特開 2011-036144、ジョソンジン、中村里沙、片平悟史、石田亘広、高橋治雄、中島一紀、荻野千秋、
近藤昭彦、田端一英、「セルロース含有材料からの有用物質の生産方法」、出願人: 神戸大学
ウ．水準比較
比較項目

イオン液体前処理

希硫酸前処理法

前処理後のバイオ

イオン液体中でのバイオマス前処理は低い温度での

200 度付近の温度を

マス中の成分

実施が可能である。

必要とする

エ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
本リサーチエンジンで開発した新規バイオマス前処理技術を用いて、今後のバイオリファイナリー展開
に向けた調査を現在進行中である。
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（ｂ）-3 水熱法による前処理技術の開発

(94, 106, 107, 261)

ア．技術の説明
水熱処理法や水蒸気処理法は、硫酸などの化学品を使用しない、環境負荷の少ない前処理法である。
本研究では、稲わらなどの草本系バイオマ
スを原料として、水熱処理法と水蒸気処理
法を検討した。水熱処理法においては、固
体分画（セルロース）と液体分画（ヘミセル
ロース）に分離することが可能となり、両分
画をバイオエタノール生産に使用すること
に成功している。水蒸気処理法においては、
得られた固体をバイオエタノール発酵へと
使用することに成功している。
バイオマスの前処理工程では、セルロー
スやヘミセルロースをリグニンから分離する
とともに、水素結合により形成される強固な高次構造をときほぐす必要がある。本研究では 200℃前後の
熱水を用いる、水熱法に着目した。
加圧した熱水は酸と同様の作用を
し、ヘミセルロースは 150℃前後、
セルロースは 230℃前後で可溶化
することが知られている。そこで、
稲わらを 200℃付近で水熱処理す
ることによりセルロースを固形分
（以後、C6 画分と称する）として、
ヘミセルロースを液体（以後、C5
画分と称する）として回収した（図
8）。NREL 標準法に従って C6 画
分の組成を分析したところ、48%
のグルコース、4%のキシロース、

図 9 C6 画分の 10 回の繰返し回分発酵

9%の Klason リグニン、27%の灰分
等が含まれていた。これまでの研究では、C6 画分を基質として酵母（Saccharomyces cerevisiae）を用いた
糖化同時発酵を行い、10 FPU/g-biomass セルラーゼ剤存在下で 50℃、2 h の液化と 35℃、70 h の糖化
同時発酵を組み合わせることにより、35 g/L のエタノールを生産することに成功した。さらに、エンドグルカ
ナーゼ、セロビオヒドロラーゼ、β-グルコシダーゼを細胞表層に提示した遺伝子組換え S. cerevisiae を用
いたところ、エタノール濃度は 43 g/L に達し、91%の対糖エタノール収率を達成した。発酵をさらに続けて
も野生株のエタノール生産量がセルラーゼ表層提示酵母に追いつくことはなかった。発酵後の残渣を分
析したところ、セルラーゼ表層提示酵母を用いた場合のβ-グルカン含量は、野生株を用いた時よりも少
ないことから、セルラーゼを細胞表層に集積させることによりセルロースの加水分解が協奏的に進み、市
販酵素製剤で分解できなかったセルロースの分解が行われていたことが分かってきた。本年度は、発酵
後の残渣から酵母を回収し、新たな C6 と混合する繰返し発酵により、10 回の繰返し回分発酵に成功した
（図 9）。リグノセルロース系バイオマスの繰返し発酵の場合、バイオマス残渣と酵母の分画が課題であっ
たが、低速の遠心分離によるバイオマス粗取り操作を行うことが可能となった。10 回発酵を繰返してもエタ
ノール生産量を維持することができた。以上のことから、本研究で用いた水熱処理は、糖化同時発酵に
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適していること、さらにセルラーゼ提示型酵母を用いた発酵との組み合わせで高い効果を示すことが明ら
かとなった。
一方で、C5 液には前処理工程で生成するバイオマス
由来の過分解物質（フラン類、酢酸、ギ酸、レブリン酸、
バニリン、シリングアルデヒドなど）が含まれる。特に、ヘ
ミセルロースは、セルロースと比べて構造的に弱いため、
前処理工程で加水分解が進んでしまう。本拠点では、
発酵阻害物に耐性を有する酵母の開発に取り組んでい
るが、前処理条件のさらなる検討により過分解物質の生
成量を低減することも重要な課題である。
C5 液のもう一つの課題は、熱水を使うことで糖濃度が
低下する点である。この課題を克服するために、C5 液
の膜濃縮に取り組んできた。分離膜はその孔径の大き
さにより精密ろ過(microfiltration、 MF)膜、限外ろ過

図 10 膜セルによる糖濃縮・阻害物除
去

(ultrafiltration, UF)膜、ナノフィルトレーション
(nanofiltration, NF)膜、逆浸透(reverse osmosis, RO)膜に
分類される。我々は UF 膜および NF 膜に注目して、糖を
選択的に濃縮して、発酵阻害物を除く最適な膜プロセス
を開発する事を目的とした（図 10）。また、酢酸・ギ酸・フ
ルフラールに対して耐性のある遺伝子組み換えキシロー
ス資化性酵母 MN8140X/TF-TF 株を使用して、ヘミセル
ロースより生成されるキシロースを最大限
に利用してエタノールに変換する事も目
的とした。まず、C5 液(酢酸：56.1 mM、ギ
酸：26.8 mM)に 10 g/L ヘミセルラーゼを
添加して 37℃、24 h の酵素糖化後に 50
g/L の MN8140X/TF-TF 株を供与して
30℃、48 h の発酵を行った。しかし、エタ
ノールの理論収率は約 90%と高いものの
生成濃度は 11.8 g/L と低いものであった。
原因として発酵開始時の C5 液中には
23.8g/L の糖しか含まれていない事が考
えられた。そこで、C5 液を NF 膜で濃縮し
た後に希釈・NF 膜濃縮のプロセスにより
低分子の発酵阻害物を除き、さらに濃縮
液をヘミセルラーゼによる糖化後に UF
膜に供して高分子の発酵阻害物を除き
つつ糖を回収するプロセスを開発した。
その結果、C5 濃縮液中の酢酸・ギ酸濃
度は 13.5 mM、12.8 mM にまで低減され
つつ、発酵開始時の糖濃度を 89.1 g/L に
まで高める事に成功した。この濃縮液を
MN8140X/TF-TF 株に供したところ、エタ
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図 11 リグニンのＮＭＲ解析結果

ノール生成濃度は 34.5 g/L にまで増加しており理論収率も 76%に維持されていた。以上の結果より、開発
した膜プロセスおよび酵母 MN8140X/TF-TF 株を組み合わせたエタノール生成プロセスは C5 液の利用
に有効である事が明らかとなった。本膜プロセスは C5 液に加えて C6 画分を同時に利用するプロセスにも
適用できる事が期待される。更に、C5 液の発酵終了後液を膜濃縮することで、バイオマス中のリグニン成
分の濃縮にも成功した（図 11）。これは、今後、バイオマス中のリグニン成分の有効活用の可能性を強く示
したものである。
水蒸気を用いた前処理技術の開発
水熱法は、糖回収率を高くし、過分解物生成量を低減する上で優れた手法であるが、熱水の添加によ
る糖濃度の低下が課題であった。そこで、バイオマス濃度の高濃度化を狙って、水蒸気法を検討した。水
蒸気処理は、水熱法と比べてバイオマスの含水率の増大を抑えることができるため、固形分濃度の高濃
度化が期待できる（図 12）。
圧搾処理はスクリュープレスを用いて行い、処理前後の含水率、構
成糖を分析した。その結果、含水率を 50%以下に減らせることが分か
り、バイオマスの高濃度化に成功した。組成分析の結果からは、リグニ
ンの減少が認められ、グルカン濃度が向上するという結果が得られた
（図 13）。
水蒸気処理は、図 14 に示す蒸煮装置を用いて行った。実験として
は、リグノセルロースの水素結合を切断するために低濃度の硫酸を加
え、セルロースとヘミセルロースを固形分として回収する手法の検討を
行った。具体的には、温度域を 180℃～200℃、処理時間を 5～60 分、

図 14 蒸煮装置

圧力を 1～1.55 MPa、酸濃度を 1～5%で検討を行った。糖回収率を
評価するために、100 g-DW/L の水蒸気処理物を 10 FPU/g-biomass の Cellic C-Tec2（Novozyme 社製）
と混合し、pH 6.0、50℃条件下で 72 h の糖化試験を行った。その結果、酸濃度 3%で高い糖回収率が得
られたが、190℃ではキシロースの過分解が進む一方で、グルコースの回収率は高くなった。全体として
みても、処理条件を厳しくすることにより、糖化率は向上するが、一方で過分解物の蓄積は増大すること
が明らかとなった。今後、さらなる条件検討を進めるとともに、同時糖化発酵による評価を行っていく。
イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
特開 2017-018023、寺村浩、佐々木建吾、川口秀夫、荻野千秋、近藤昭彦、「バイオマスから糖類を
製造する方法」、出願人: 神戸大学
特開特開 2016-007160、佐々木建吾、荻野千秋、近藤昭彦、小西貴久、廣瀬雅彦、「糖液の製造方法
及び多糖類系バイオマス由来化合物の製造方法」、出願人: 神戸大学
ウ．水準比較
比較項目

水熱法による前処理技術

希硫酸前処理法

前処理後のバイオ

希硫酸前処理の様に化学品を使用せずに、バイオマ

化学 品(硫酸 )を必要と

マス中の成分

ス前処理を実施可能 である。

する。

エ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
本リサーチエンジンで開発した新規バイオマス前処理技術を用いて、今後のバイオリファイナリー展開
に向けた調査を現在進行中である。
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(ｂ)-4 バイオマス分解酵素の in-silico デザインによる改変技術の開発

(129, 278)

ア．技術の説明
セルラーゼはバイオマスを糖化するために必要な酵素であり、酵素作用の様式から幾つかに分類され
る。バイオマスベースでの物質生産の大きなネックの一つは、このバイオマスを糖化する酵素のコストによ
るものである。酵素のコストが嵩む原因として、効率的な分解には多種多様な酵素が必要であることに加
えて、酵素反応のロバストネスも影響している。すなわち、酵素を構成するタンパク質分子の安定性と反
応条件の狭さである。例えば、安定性の低い酵素分子はライフサイクルが短く、安定性の高すぎる酵素は
発酵微生物との同時糖化発酵において低いパフォーマンスを示し反応の律速になってしまう。また、セル
ラーゼの多くは酸性条件で高い活性を示すが、強い酸性条件下では発酵生産を行う酵母などの微生物
への影響が大きく、発酵のパフォーマンスに影響するため、中和された中性条件での反応が必要になっ
てくるが、中性条件で機能するセルラーゼの
酵素はかなり限られている。
酵素のロバストネスを考えた場合、極限環
境で機能している酵素のタンパク質科学的特
徴を有効に利用することで、既存の酵素の生
化学的特徴を改変することが可能であるだろ
うという仮説に基づき、熱安定性の高いタンパ
ク質分子中に、異なる生化学的特徴を持つ酵
素のドメインを埋め込んでチューニングするた
めの in-silico デザイン技術の開発を行った。

図 15 ホモロジーモデリングを適用したキメラ
酵素のデザインの流れ

具体的には、セルラーゼの一種である βグルコシダーゼを標的分子とし、酸性で機能する耐熱性酵素の活性中心に、熱安定性が低いが中性で
機能する酵素の活性中心を導入し、中性条件下で比較的高い温度中でも機能するキメラ酵素分子の創
出に成功した。活性中心の埋め込みの際に生じる立体障害については、in-silico 解析によりキメラ酵素の
ホモロジーモデリングによる構造予測と、機能性分子との構造アライメントを通して立体障害部位を洗い
出し、高活性酵素の主鎖構造をトレースすることで機能を担保したまま構造をチューニングすることに成
功した（図 15）。
既知の β-グルコシダーゼの温度依存性は、好熱菌 Thermotoga neapolitana 由来酵素（TnBGL）が
90℃、中温菌 Aspergillus aculeatus 由来酵素（AaBGL）が 70℃、好冷菌 Pseudoalteromonas sp.由来酵素
（PsBGL）が 20℃であり、この中で中性で機能するものは PsBGL のみである（図 16）。例えば、酵母や麹
菌では、30～37℃付近で発酵生産を行うため、この温度域に十分な活性を示すキメラ酵素を構築する目
的で、AaBGL の酵素骨格に PsBGL の活性中心を埋め込んだ。活性中心を交換しただけのキメラ酵素は、
いかなる方法でタンパク質分子を発現させても活性を確認することができなかったが、in-silico デザインに
より精密に立体障害を排除した第三世代キメラ酵素は、至適温度が PsBGL と AaBGL の中間の約 40℃を
示し、この活性は好中性の活性を示した（図 16）。
また、この方法でデザインしたキメラ酵素は、主骨格とした AaBGL のアミノ酸配列や活性中心の基にし
た PsBGL のアミノ酸配列とそれぞれ 64.4%および 68.3%の相同性しか示さないため、何れのタンパク質分
子とも異なる新しいタンパク分子として得ることができた。一方で、アミノ酸配列の相同性は 70%以下に下
げられているが、キメラ酵素と主骨格である AaBGL 間の主鎖の平均 RMSD はわずか 0.08Åであり、コン
セプトとしていた機能性構造をトレースするという戦略の妥当性を示すことができた。
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現在、このキメラ酵素
チューニング技術に加
えて、基質とのドッキン
グシュミレーションにより、
酵素－基質インタラクシ
ョンの最適化や活性中
心やポケットの形状をコ
ントロールすることで活
性に任意の変化を与え

図 16 構造既知 BGL の温度依存性とキメラ酵素の温度依存性の関係 TnBGL（赤）、AaBGL

るデータマイニングを行

（緑）、PsBGL（青）、およびキメラ AaPsBGL 活性の温度依存性。キメラ BGL は、AaBGL と

っている。セルラーゼの

PsBGL の中間の温度帯をカバーし、PsBGL と同様に中性付近で活性型である。

一種であるセロビオハイドロラーゼは、活
性中心が酵素の中心部を通る大きなトン
ネル構造の中ほどに位置するため、繊細
なデザインが必要であるが、同様に酸性
領域で活性型で安定なタンパク質分子に
好中性の活性ドメインを埋め込み、ドッキ
ングシミュレーションを用いてトンネル構
造の評価を行うことにも成功している。ま
た、このドッキングシミュレーションを用い
たトンネル構造の評価において、デザイ
ンしたキメラ酵素のトンネル構造の閉塞を
見出すことにも成功しており、この閉塞構
造を一変異シミュレーションで取り除くこと
にも成功している（図 17）。
本技術は、酵素機能改変の新しいラシ
ョナルデザイン技術と位置付けることが可

図 17 セロビオハイドロラーゼ（CBHI）の in-silico デザイン

能であり、立体構造のエネルギー的な安

上段、高活性 CBHI（PDB code: 1CEL）、第一世代キメラ、好中性

定性に加えて、機能的な構造を既知構

CBHI（1GPI）のトンネル構造。キメラ構造に黄色で示したトンネルの

造から演繹する方法である。今後のバー

閉塞が検出。下段：閉塞部位の特定から点変異導入をシミュレーション

ジョンアップとして、アルゴリズム化した完

して、閉塞構造を解消（右下）。

全なオートメーションシステムの開発が残っているが、その様な技術はこれまでのキメラ酵素デザインの概
念を変えると期待される。

イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
本件に関しては、技術的な進捗性は認められるが、現状で出願というよりは、完全なオートメーションシ
ステムの開発や de novo で高機能を示す酵素の分子設計が可能になった段階で、技術の汎用性の高さ
から知財化を進める予定である。
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ウ．水準比較
比較項目

キメラ酵素チューニング

SCHEMA（ カリ フォルニア

ランダム進化工学

工科大学）
原理

生化学的特徴の異なる相

複数の相同タンパク質のド

生化学的特徴の異なる相

同酵素のドメイン置換を

メインを抽出し、そのコンタ

同酵素のドメイン置換を行

行い、主鎖構造のチュー

クトネットワークの最安定化

い、多数の点突然変異を

ニングを in-silico で実施

構造を求める。

導入し、大規模スクリーニ

する。

ング から有 用酵素 を選抜
する。

特徴





単純なキメラ酵素の



タンパク質の安定性を



予想を超える機能を

立体障害を in-silico

加味したデザインであ

で回避できる。

るため、機能損失が少

それぞれ異なる特徴

ない。

が行えない系では使

生化学的な特徴をマ

えない。

を持つ酵素の良い



点を組み合わせるこ

ージするためにはデ

とが可能

ザインされていない

獲得することがある。




大規模スクリーニング

スクリーニングを行っ
ても、期待する機能を
母 集 団 が 持 っている
可能性は未知

キメラ酵素のデザイン方法として以前からランダム進化工学と SCHEMA デザインがある。ランダム進化
工学手法は、ドメイン置換を行っただけの立体障害を持つことが予測されるアミノ酸配列にエラープロー
ン PCR 等で点変異を導入し、変異ライブラリーから目的とする特徴をスクリーニングする方法である。この
方法では、想定していた以上の効果が点変異でもたらされることもあるが、大規模スクリーニングが行えな
い系では使えないし、ライブラリー中に機能分子が存在しない場合は、期待する活性を得ることができな
い。そこで、近年 SCHEMA と呼ばれる、立体障害を回避してタンパク質の安定性を計算してデザインす
るプログラムが開発されている。これは、ドメインごとのコンタクトエネルギーに基づいて計算されているた
め、タンパク質の安定性の損失を回避することが可能である。一方で、二つの特徴的な生化学的特徴を
マージするためにはデザインされていない。
今回開発したキメラ酵素チューニング法では、生化学的特徴の異なる相同酵素のドメインを立体障害
を回避しながら融合するように意図されており、それぞれの特徴を反映させることが可能である。現在、チ
ューニングについては、設計者の経験則に基づくルールを適用しているためアルゴリズム化はされていな
い。今後、アルゴリズム化されたユニバーサルなプログラムの開発を進めることができれば、汎用性の高い
技術となり得る。
エ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
開発した技術については、酵素反応を利用した事業展開が期待されるため、協働機関として月桂冠や
長瀬産業による利用が考えられ得る。現段階では、新しい酵素デザインの手法を開発したという段階であ
り、今後有用酵素の開発の具体的な方針に辿り着いたならば、技術提供をして、共同開発を進めたい。
また、酵素の機能改変という点では、酵素製剤等でのアウトプット以外にも、微生物代謝を利用した物質
生産等において新規代謝経路を担う酵素の開発や補酵素利用性の改変等で貢献もできるので、例えば、
細胞工場の展開企業である（カネカ、フジッコ、江崎グリコ、三井化学、Bio-energy、帝人、ダイセル、日本
触媒、旭化成）との共同開発への展開も期待できる。
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(c) 細胞工場
（c）-1 微生物にバイオマス分解能力を付与する技術（細胞表層工学技術）の開発

(5, 17, 18, 21, 23, 34, 50, 61,

62, 74, 94, 140, 144, 147, 148, 187, 188, 227,466)

ア．技術の説明
リグノセルロース系バイオマスを微生物が利
用可能な糖に分解（糖化）するためには、多
種類かつ大量の酵素が必要であり、そのコス
トが経済性の良いバイオリファイナリー構築の
大きな妨げとなっている。このコストを削減す
るためには、バイオマスの熱処理、酸処理、あ
るいは微粉砕などにより酵素糖化を補助する
「前処理工程」に加えて、発酵を行う微生物自
身にバイオマス分解能を持たせることが重要
である。発酵を行う微生物にバイオマス分解
能を付与し、酵素生産、糖化および発酵を同
時に行うプロセスは「統合型バイオプロセス
（Consolidated bioprocessing; CBP）」と呼ばれ、
設備投資を低減するとともにトータルプロセス
図 1 セルラーゼ表層提示酵母

の省エネルギー化を実現する技術として期待
されており、世界的に研究が行われている。

それらの研究の多くはセルラーゼ・ヘミセルラーゼを細胞外へ分泌させる手法を用いているが、細胞外へ
と分泌された酵素は、バイオマスに含まれる結晶性セルロースなどに不可逆的に吸着してしまい、活性が
大幅に低下するうえ、発酵終了後の酵素の回収、再利用が困難であるなどの問題を抱えている。
これらの問題を解決するため、本拠点では、アンカーと呼ばれる構造を介して酵母などの微生物の細
胞表層に機能性タンパク質を固定、集積させる「細胞表層提示技術」を用いて、セルラーゼなどの加水分
解酵素を出芽酵母 Saccharomyces cerevisiae の細胞表層に集積、提示し、バイオマス分解能力を付与す
る技術を開発してきた。出芽酵母を宿主とした細胞表層提示技術の概略を図 1 に示す。細胞表層に提示
させたいタンパク質をコードする遺伝子に細胞外へ分泌するための分泌シグナル配列を付与し、さらに細
胞の表層に局在する「GPI アンカーリングタンパク質」の一部（アンカーリングドメイン）を融合させて発現さ
せることで、目的タンパク質を酵母の細胞表層に提示することができる。この技術を用いてバイオマス分
解能力を付与された酵母（表層提示酵母）では、バイオマス資源から直接有用物質を発酵生産すること
が可能となる。また、生産された酵素が細胞壁に強固に固定されるため、上述した酵素の不可逆的吸着
現象を回避してバイオマスをより効率的に分解できることが分かっている。さらに、細胞の回収と同時に酵
素も回収できるため、従来の分泌型に比べて細胞を繰り返し利用する工業的な発酵プロセスに有利であ
る。本リサーチエンジンでは、この細胞表層提示技術を利用した CBP 用セルラーゼ表層提示酵母の開発
に取り組んだ。以下にその研究成果概要を述べる。
新規細胞表層提示法の開発
従来の細胞表層提示技術において、最も幅広く用いられていたアンカーリングドメインはα—アグルチ
ニン（Sag1）の C 末端領域（Sag1 アンカー）であった。Sag1 アンカーは、アミラーゼ、セルラーゼ、ヘミセル
ラーゼなど様々な酵素の細胞表層提示に実績のある汎用性の高いアンカーリングドメインであり、これと
融合させた目的タンパク質を、TDH3 プロモーターや PGK1 プロモーターなどの強力な恒常発現型プロモ
ーターの制御下で発現させるのが、出芽酵母における最も一般的な表層提示の手法である。一方で、
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Sag1 を用いた細胞表層提示では、エンドグルカナーゼなど一部の酵素がその活性を十分に発揮できな
いという課題があり、その原因も不明であった。

図 2 表層提示カセットの改良
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+
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Fermentation condition: 37oC, 200 rpm, 96 h

0
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酵素製剤添加量 (FPU/g biomass)
新規セルラーゼ表層提示酵母
(BGL, EG, CBH1 and CBH2)

コントロール酵母
（表層提示無し）

図 3 新規セルラーゼ表層提示酵母を用いた市販セルラーゼ製剤添加量の削減効果
そこで本拠点では、恒常発現型プロモーターと Sag1 アンカーを用いた従来法に代わる新たな高効率
表層提示法を確立すべく、目的タンパク質の表層提示に用いる遺伝子カセットのプロモーター配列、分
泌シグナル配列、アンカーリングドメインなどの各構成要素がエキソ型およびエンド型セルラーゼの表層
提示に及ぼす影響を検討した。その結果、アンカーリングドメインに S. cerevisiae の Sed1 の全長（Sed1 ア
ンカー）を用いることで、エンド型セルラーゼのエンドグルカナーゼ（EG）の細胞表層活性が大幅に向上
することを見出した。さらに、Sed1 をコードする遺伝子（SED1）に由来するプロモーターと分泌シグナル配
列も同時に用いることで、エキソ型およびエンド型セルラーゼの細胞表層活性が大きく改善することも見
出した。この改良型表層提示用遺伝子カセット（SSS 型カセット）を用いることで、従来型の遺伝子カセット
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を用いた場合に比べて、エキソ型セルラーゼのβ-グルコシダーゼ（BGL）活性については 13.1 倍、エンド
型セルラーゼの EG 活性については 230 倍に改善することに成功した（図 2）。
上記の改良型表層提示用遺伝子カセットを用いて
Aspergillus aculeatus 由来の BGL、Trichoderma reesei
由来の EG、Talaromyces emersonii 由来のセロビオハイ
ド ロ ラ ー ゼ 1 （ CBH1 ） 、 お よ び Chrysosporium
lucknowense 由来のセロビオハイドロラーゼ 2（CBH2）の

キシリトール (g/L)

50

4 種類のセルラーゼを同時に細胞表層に提示した新規

38 g/L
（収率65%）

40
30
20
10
0
0

24

48

72

96

発酵時間 (h)

セルラーゼ表層提示酵母を用いて、前処理（水熱処理
+ 微粉砕）を施した稲わら（以下、前処理稲わら）の不

XR発現 + BGL, XYL, XYN表層提示酵母

溶性画分から同時糖化発酵によるバイオエタノール生
産を行った結果を図 3 に示す。この新規セルラーゼ表

XRのみを発現させた酵母

層提示酵母は、セルラーゼを表層提示していない宿主
酵母に比べて、前処理稲わらから 80%の収率でエタノ

コントロール（宿主酵母）

ールを生産するのに必要なセルラーゼ製剤の添加量を
約 44%削減することができた。

図 4 新規ヘミセルラーゼ表層提示酵母

また、細胞内に Scheffersomyces stipitis 由来のキシロ

を用いたキシリトール生産

ースレダクターゼ（XR）を発現させ、さらに A. aculeatus
由来の BGL、Aspergillus oryzae 由来の β-キシロシダーゼ（XYL）、T. reesei 由来のエンドキシラナーゼ
（XYN）をこの改良型表層提示用遺伝子カセットで表層提示した酵母を用いて、水熱処理稲わらの可溶
性画分に含まれるヘミセルロースからの同時糖化発酵によるキシリトール生産を行ったところ、市販の酵
素製剤を一切使用せずに 65%という高い収率でキシリトールを直接生産することができた（図 4）。これに
より、改良型表層提示用遺伝子カセットがセルラーゼだけでなく、他のバイオマス加水分解酵素の表層提
示にも有効であることが示された。
アンカーリングドメインの細胞表層局在特性の解析とその利用
上記の新規細胞表層提示法の開発において、アンカーリングドメインを Sag1 アンカーから Sed1 アンカ
ー に 変 更 す る こと で エ ン ド 型 セ ル ラー ゼ
（EG）の細胞表層活性が大幅に向上した原
因を解明するため、Sag1 アンカーまたは

SED1 promoter S. S.

EGFP gene

SAG1 anchor

SED1 promoter S. S.

EGFP gene

SED1 anchor

Sed1 アンカーを用いて緑色蛍光タンパク質
（GFP）を表層提示した酵母株を構築した。

EGFP signal

EGFP signal

そして、これらの株の細胞表層（細胞壁）に
おける GFP の局在を、anti-GFP 抗体を用い
た免疫電子顕微鏡解析により確認したとこ
ろ、Sag1 アンカーと融合させた GFP に比べ
て、Sed1 アンカーと融合させた GFP は細胞
壁のより外側に多く局在する傾向が見られ
た（図 5）。この結果から、融合させたアンカ
ーリングドメインによって、目的タンパク質の
細胞表層における局在傾向が変化すること
が初めて明らかとなった。EG は、長大なセ

細胞壁
細胞壁

Sag1アンカー

200 nm

200 nm

Sed1アンカー

図 5 アンカーリングドメインの違いによる目的タンパク質
の細胞表層における局在傾向の変化
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ルロースの鎖をランダムに切断する酵素である。一方で、セルロースはその大きさゆえに酵母の細胞壁の
内部には侵入できない。そのため、たとえ EG を細胞表層に提示できたとしても、その EG が細胞壁の外
側に露出できていなければ、基質であるセルロースに接触できず、活性を発揮できないと考えられる。ア
ンカーリングドメインを Sag1 アンカーから Sed1 アンカーに変更することで EG の細胞表層活性が大幅に
向上したのは、Sed1 アンカーが持つ局在特性（細胞壁のより外側に局在する）によって EG が細胞壁の外
側に多く局在するようになり、基質であるセルロースに接触しやすくなったためと考えられる。
従来の細胞表層提示技術では、主に「目的タンパク質をいかに大量に酵母の細胞壁に提示するか」と
いう観点から研究が行われてきた。本研究で細胞表層における目的タンパク質の局在傾向が、融合させ
るアンカーリングドメインによって異なることが明らかになったことにより、今後、「目的タンパク質を細胞壁
のどの部分に配置するか」という新たな観点からの細胞表層提示技術の開発が進むと考えられる。例え
ば、セルロース分解のような複数種類の酵素による連携が不可欠な系において、EG を細胞壁の最外層
に、BGL を細胞壁の内側に、それぞれ優先的に配置するといった「役割に応じた酵素の住み分け」が可
能になり、限られた酵母細胞表層の空間をより効率的に利用できるようになると期待される。実際に、Sag1
アンカーと Sed1 アンカーの局在特性の違いを利用してこれらの酵素を住み分けさせた株と、住み分けを
行わなかった株（BGL と EG の両方を Sed1 アンカーで表層提示した株）で前処理稲わらからの同時糖化

局在制御なし
（従来型）

セルラーゼ表層提示酵母

局在制御あり
（改良型）

(BGL and EG)

市販酵素製剤(C-Tec2)
0.2〜1.0 FPU/g biomass

水熱処理 + 微粉砕処理稲わら
100 g dry weight/L

Initial cell dencity: 150 g wet cells/L
Fermentation condition: 37oC, 35 rpm, 144 h
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エタノール (g/L)

+

12
9
6
3
0
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0.6
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1
酵素製剤添加量 (FPU/g-biomass)

図 6 局在制御技術を用いたセルラーゼ表層提示酵母のバイオマス分解能力の向上
発酵によるエタノール生産能力を比較したところ、住み分けを行った株の方がエタノール生産量が高い
傾向が見られた（図 6）。今後、Sag1 アンカー、Sed1 アンカー以外のアンカーリングドメインについても局
在特性の解析が進み、目的タンパク質の細胞表層における局在をより細かく制御できるようになれば、限
られた酵母細胞表層の空間を最大限に有効活用できるようになり、セルラーゼ表層提示酵母を用いたバ
イオエタノール生産における酵素製剤コストの削減がさらに進むことが期待される。
表層提示技術の適用宿主の拡大
S. cerevisiae 以外を宿主とした新規細胞表層提示法の開発に加えて、本リサーチエンジンでは、S.
cerevisiae 以外の酵母（Non-cnventional 酵母）を宿主とした細胞表層提示技術の開発も行った。具体的
には、Non-cnventional 酵母のなかでも特に産業上の有用性が指摘されている Scheffersomyces stipitis お
よび Pichia pastoris について、高効率な細胞表層提示技術の開発を行い、その性能を S. cerevisiae と比
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較した。S. stipitis は S. cerevisiae に比べて非常に幅広い糖（グルコース、ガラクトース、マンノース、キシロ
ース、N-アセチルグルコサミン（GlcNAc））に対する資化能力を持つことで知られているが、異種タンパク
質の細胞表層提示のための宿主に用いた報告は無く、細胞表層提示の宿主としてのポテンシャルは全く
の未知数であった。一方の P. pastoris は、タンパク質の分泌生産能力が高く、また S. cerevisiae に比べて
タンパク質に対する糖鎖修飾が少ないことから、ヒトを含めた高等生物由来の異種タンパク質の発現・生
産に適した宿主として特に注目されている酵母である。P. pastoris を宿主として異種タンパク質を表層提
示した例は過去にも報告されているが、その対象は主に脂質を分解する酵素（リパーゼ）であり、セルラー
ゼを表層提示した例は報告されていない。また、その細胞表層における酵素活性を S. cerevisiae と同一
条件で比較、検討した報告はこれまで無く、宿主としての実際の性能については不明な点が多かった。
S. stipitis および P. pastoris で異種タンパク質を表層提示するためのアンカーリングドメインには、それ
ぞれの酵母自身に由来する細胞壁タンパク質 Spi1 を用いた。Spi1 は、S. cerevisiae においてアンカーリ
ングドメインとして優れた性能を示した Sed1
と高い相同性を持つタンパク質である。また、
れぞれの Spi1 をコードする遺伝子（SPI1）由
来のものを用いた。構築した表層提示用遺
伝子カセットを用いて S. stipitis および P.
pastoris の細胞表層にセルラーゼの一種で
ある BGL を表層提示し、それらの株の細胞
表層 BGL 活性を測定した結果を図 7 に示
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cerevisiae を宿主とした BGL 表層提示酵母

分泌シグナル配列

ScSED1

SsSPI1

PpSPI1

（上記の図 2 において最も高い BGL 活性を

アンカーリングドメイン

ScSED1

SsSPI1

PpSPI1

示した株）の細胞表層 BGL 活性についても

PpI-BG-SSS (P.

図 7 多様な酵母菌株における表層提示

図 7 に示す。S. stipitis および P. pastoris を
宿主とした株は、S. cerevisiae を宿主とした
株に比べてそれぞれ 1.3 倍および 5.1 倍高い細胞表層 BGL 活性を示した。この結果から、本研究で開発
された表層提示用遺伝子カセットを用いることで、S. stipitis および P. pastoris においても、S. cerevisiae と
同等かそれ以上の高い酵素活性を細胞表層に持たせることができることが示された。特に、P. pastoris を
宿主とした株の細胞表層 BGL 活性は、従来の S. cerevisiae を宿主とした株を大きく上回っていたことから、
P. pastoris はセルラーゼ表層提示のための宿主酵母として非常に有望であると考えられる。
イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
・ 細胞表層発現用ポリヌクレオチド

対象国:日本（特願 2013-62795）、米国（登録済 9751917）

・ 分泌シグナルペプチドならびにそれを利用したタンパク質の分泌および細胞表層提示
対象国:日本（特願 2014-156796）、米国（出願中）
・ 前処理済みの植物性バイオマスから発酵処理物を製造するための方法

対象国:日本（特願

2017-07767）
エ．協働機関による事業化見込み（製品等名称、事業化時期）：
本リサーチエンジンで開発した新規表層提示技術を用いて、日本製紙株式会社がパルプからキシリト
ールを生産する事業を計画しており、2023 年の商業化を見込んでいる。また、細胞表層提示技術を用い
た物質変換を事業として展開している Bio-energy 株式会社による事業展開も、将来的に期待できる。
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(c)-2 新規代謝経路デザイン技術

(104, 146, 195, 231)

ア．技術の説明
大腸菌や酵母などのモデル生物において有用物質を高効率で生産していくためには、これまでに蓄
積された網羅的情報を利用し、実効性の高い代謝パスウェイを推定、設計していくことが必要となる。この
ために本研究では、網羅的な化学構造・酵素反応データをもとにして、化学・生物情報解析により未知の
化合物・酵素反応を推定し、様々な化合物に対して、代謝パスウェイを設計していくことを目標とした。実
際には、これまでに開発してきた代謝パスウェイの設計技術をもとに、出発物質と目的物質を入力として、
天然型・非天然型の酵素反応・代謝物を含む代謝経路を網羅的にデザインし、各酵素反応について経
路評価を行うことで、収量予測・遺伝子選択を含む代謝経路の選択方法の開発を実施した（図 8）。また、
代謝経路デザインの要素技術の高度化と設計ツール（ユーザインターフェイス）を開発することにより、設
計基盤の構築と有効性の評価を行った。さらに、構築した設計基盤を利用して、目的化合物に適した条
件設定、運用面でのノウハウ蓄積を行い、設計ツールの活用利便性を向上させていくことで、バイオ合成
ルートの効率的探索基盤を構築した。

図 8 代謝経路デザインと選択の概念図
代謝設計プラットフォームの高度化
代謝設計に利用するデータベースとして、KEGG･PubChem・BRENDA 等の標準データベースをもとに、
独自のデータベースを構築した。特に化学構造の高速比較のために、PubChem 由来の独自の化学構造
データベースを構築した。化学構造・反応表現方法としては、アトム・ボンドのバリエーションについて検
討することで、より精緻な化学構造を判別できる高次のデータ形式を考案した。反応比較方法について
は、開発した化学構造・反応表現方法をもとに、fingerprint を利用した Tanimoto 係数等を指標に反応分
類を行い、既知反応に対して未知反応のアサインと遺伝子・酵素機能アノテーションを行った。未知反応
により得られる未知化合物については、化学構造データベースの利用によりアノテーションを行い、類似
指標計算によるスコア付けを行った。化合物データについては、PubChem データベースのアップデートに
対応し、約 5 千万化合物のデータを抽出し、化合物データベースを構築した。反応データベースは、
KEGG データのアップデートに加えて、BRENDA データベースよりデータ抽出を行うことで、基質・生成
物ペアとして 2 万余の反応データベースを構築した。
これらの反応データについて、独自の判定ルールを検討するとともに、データ追加およびキュレーショ
ンを実施し、データの取捨選択を行った。また、ジョブ入力における各オプション（反応ステップ数・反応
データ数・計算サイクル数等）設定についても検討を行い、得られた結果についても一定の評価規準を
設定することで、効率的にチェックできる仕組み作りを行った。設計プロセスにおいては、逐次的化合物
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出力（逐次法）、線形計画法を用いた反応ネットワークのランダム組合せ最適化（ランダム法）の各方法に
ついて、新たにユーザインターフェイス（UI）への実装と各種のパラメータ入出力に対応できるようにプロ
グラムを変更した。また、ルート中の新規化合物・反応の候補数、熱力学的解析による化学反応性評価、
化学構造類似性評価など種々のフィルタリング手法の組合せによる評価により、実効可能性の高いルー
トを選択する方法を開発し、UI への実装を行った（図 9）。

候補パスウェイリスト
候補反応リスト

候補化合物リスト

既知反応

構造変換

図 9 ユーザインターフェイス
代謝設計プラットフォームのウェブインターフェイス開発
本設計プラットフォーム（M-path）を世界中に公開していくためのウェブインターフェイスの構築を行った
（http://bp.scitec.kobe-u.ac.jp/m-path/server/）（図 10）。次いで、本設計基盤の利便性をさらに高めていく
ために、非天然型化合物を含む化合物群について網羅的に代謝経路を設計し、これをもとに代謝パスウ
ェイの拡張データベースを構築していくためのプラットフォームを開発した。テストケースとして、PubChem
データベースより非天然アミノ酸･ケト酸を抽出し、これらを目的化合物として網羅的に代謝パスウェイを計
算した。代謝パスウェイの得られたアミノ酸について化合物（アミノ酸）データベースを構築し、得られた代
謝パスウェイを一定の判定規準（スコア）で統合し、ネットワーク出力を行うプラットフォームを構築した（図
11）。特に、スコアの高い代謝パスウェイについて目視で確認したところ、特徴ある反応がいくつか選択さ
れることが明らかとなり、本プラットフォームの有効性が示された。さらに、本プラットフォームを公開してい
くためのウェブインターフェイスを構築した。

図 10 ウェブインターフェイス（M-path）

図 11 代謝設計データベース
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イ. 知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
該当なし
ウ. 水準比較

多い

ReBiT：
バイオ設 計 ツール
（競 合 技 術 ）
少ない

BNICE：
バイオ設 計 ツール
（競 合 技 術 ）
少ない

汎 用 性 （多 様 性 ）

高い

低い

低い

ユーザビリティ

高い

低い

低い

計 算 コスト

低い

高い
本 技 術 の設 計 コンセプト
は、本 提 案 と異 なる発 想
であり、適 用 、拡 張 性 が
限 定 的 （ 文 献 ：
Chemistry & Biology,
2009）

高い

比較項目

M-path
（本 技 術 ）

適用化学品

備考

本 技 術 の設 計 コンセプト
は、本 提 案 と異 なる発 想
であり、適 用 、拡 張 性 が
限 定 的 （ 文 献 ：
Bioinformatics, 2005）

エ．協働機関による事業化見込み（製品等名称、事業化時期）：
設立予定の神戸大学発ベンチャーによる事業化の予定
(c)-3 遺伝子組み換えツールの開発

(64, 65, 75, 115, 129, 131, 223, 273, 341, 364, 365, 366, 397, 398, 399)

ア. 技術の説明
様々な宿主において物質生産を向上させる代謝改変を行うためには、宿主ベクター系の整備は
必要不可欠である。酵母、コリネ型細菌、放線菌、麹菌は、とりわけバイオプロダクションの宿
主として有用な宿主であるにも関わらず、一般のリソースとして利用できる体系的な発現ベクタ
ーはあまり整備されていなかった。そこで、これらの宿主において遺伝子改変を自在に行うこと
ができるようにするため、代謝改変用発現ベクターの開発および整備を行った。
酵母代謝改変用発現ベクター
さらなる遺伝子の発現を可能にするために、3 遺伝子発現用の pATP ベクターセットを構築した（図 12）。
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図 12 酵母３遺伝子発現ベクターセット
アミノ酸マーカー X=2, ADE2; X=3, HIS3; X=4, TRP1; X=5, LEU2; X=6, URA3
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酵母用マルチコピー型 2μ複製起点をもつ pATP42X はそれぞれ 5 種類のアミノ酸選択マーカー（X=2,
ADE2; X=3, HIS3; X=4, TRP1; X=5, LEU2; X=6, URA3）を有しており、酵母の強発現によく利用される 3
種類の ADH1、TDH3、PGK1 プロモーターを挿入している。
作成した pATP42X ベクターに緑色蛍光タンパク質遺伝子 TagGFP2 を挿入し、それぞれのプロモータ
ー制御下での発現レベルを比較した（図 13）。その結果、すべてのベクターおよびプロモーター制御下で

図 13 pATP42X ベクターセットの GFP 発現強度
遺伝子が発現していることが確認された。プロモーターの強度は、24 時間後の培養においては TDH3 >
ADH1 > PGK1 の順であった。ゲノム組込み型の pATP40X も同様に作成し、TagGFP の強度を測定したと
ころ、マルチコピー型より蛍光強度は低
かったものの、すべてのプロモーターに
おいて発現を確認した。
コリネ菌代謝改変用ベクター
物質生産の宿主として用いるために
は宿主ベクター系の整備は必須である。
そのため本リサーチエンジンでは本年
度、コリネ菌を宿主として用いるための
基本的な宿主・ベクターセットを整備し
た。具体的には中コピー数ベクターであ
る Corynebacterium glutamicum
ATCC21086 由来の pBL1 ベクターと、
高コピー数ベクターである C. casei
JCM12072 株由来の pCASE1 ベクター

図 14 大腸菌-コリネ菌シャトルベクター

の ori 領域とマーカーとしてカナマイシ
ン耐性遺伝子とクロラムフェニコール耐性遺伝子を用いることで計 4 種類の大腸菌-コリネ菌シャトルベク
ターを構築した（図 14）。ここで用いた 2 種類のコリネ菌のベクターは一つの細胞中で共存させることが可
能なため、細胞内で高発現させる遺伝子数を増やすことができる。
次に多数の遺伝子を一つの株中で欠損させるためにはマーカーを残さない形で遺伝子を欠損させる
必要がある。そのためシュークロースに応答して致死遺伝子として働く枯草菌由来の sacB 遺伝子を、構
成的な tac プロモーターの制御下においたベクターを構築した（図 15）。欠損させたい遺伝子を挟み込む
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形で相同領域を二つ用意して構築したベクターに組み込み、二回の相同組み換えを繰り返すことで目的
遺伝子の欠損が可能となる。
物質生産においては目的物質の生合成に関与する遺伝子の高発現や、時期特異的な発現誘導は重
要である。発現量や発現時期は用いるプロモーターにより制御されるため、目的のプロモーターを選抜す
るためのプロモーター活性測定用ベクターを構築した。具体的には pBLK ベクターをベースに蛍光タン
パク質 ZsGreen をコードする遺伝子とその下流にターミネーター領域を連結したベクターを構築した（図
16）。対象のプロモーターを ZsGreen 遺伝子上流のマルチクローニングサイト（MCS）に挿入することにより
ZsGreen の発現が誘導され、蛍光強度を測定することによりプロモーターの活性を測定することができる。

図 16 プロモーター活性測定用ベクター

図 15 マーカーレス遺伝子欠損用ベクター

最後に外来遺伝子をマーカーレスで染色体に導入するベクターを構築した。具体的には親株として用
いる C. glutamicum ATCC13032 株の生育に影響を及ぼす可能性を最小限にするため、親株のみに存在
する 10 kb 以上の領域（Strain specific island:SSI）を比較ゲノム解析により 7 ヶ所抽出し、それら SSI の遺
伝子間領域に外来遺伝子を導入するためのベクターを構築した（図 17）。MCS に導入したい遺伝子を挿
入し、上記の遺伝子欠損用ベクターと同様、二回の相同組換えを繰り返すことで目的部位への外来遺伝
子の導入が可能となる。

図 17 C. glutamicum ATCC13032 株特有の領域へのマーカーレス
遺伝子導入用ベクター
133

放線菌代謝改変用ベクター
神戸大学と長瀬産業株式会社は、微生物学的特徴からユニークな反応を触媒する酵素が多く存在す
ると考えられる放線菌を選択し、バイオマス分解用途に特化した新規酵素の探索と放線菌を宿主とした
酵素大量システムの開発をこれまでに主な目標にした。酵素生産技術を向上させるためには、プラスミド
ベクターの構築・改良は欠かせない。これまでに、放線菌に使用できるタンパク質発現ベクターや宿主改
変する遺伝子工学用ベクターを 50 種以上構築し、実際の研究開発に用いてきた。我々は実際に研究開
発でこれらベクターを広く利用しており、本技術を利用して生産した酵素製品は既に複数上市している。
放線菌用の発現ベクターや遺伝子工学用ベクターを構築した。以下に例を示す。
放線菌宿主に
おいて目的酵素

ベクター名

用途

総数

を高発現するた

pIJ350EV-EX シリーズ

タンパク質高発現ベクター

8

めのプラスミドベ

pIJ702EV-EX シリーズ

タンパク質高発現ベクター

8

クターを開発した。 pDNX シリーズ
pDNX-B シリーズ
プラスミドベクタ

タンパク質高発現ベクター

24

タンパク質高発現ベクター（簡易クローニン

3

ーの骨格として

グ）

pIJ101 に由来す

pDNX-S シリーズ

る汎用プラスミド

タンパク質高発現ベクター（簡易クローニン

10

グ）

ベクターの

pDNX-H シリーズ

タンパク質高発現ベクター（コピー数増加）

5

pIJ350、pIJ702 を

pSH01

低コピーベクター

1

用いた。以下プ

pK18mob-mel

染色体破壊用ベクター

1

ラスミドベクター

ｐBu, pRa シリーズ

染色体機能補完ベクター

6

構築を示す。
DNA（染色体ゲノム）上に存在す
る遺伝子を部位特異的に破壊する
ベクターを構築した。遺伝子を破壊
する方法として、以前に開発された
pK18mob ベクターを用いて相同組
み換えする方法がある。この方法は
pK18mob ベクターに破壊したい遺
伝子を一部コードする DNA 断片を
挿入し、遺伝子破壊ベクターを構築
する。そして、接合伝達法により大
腸菌を介して放線菌を形質転換後、
染色体相同組み換えにより目的遺
伝子を破壊する方法である(図 18、
single-crossover 法を例に)。σ 因子
欠損株構築は主にこの方法を用い
た。また、pK18mob ベクターを改良
し、pK18mob - mel 等の独自ベクタ
ーの開発や破壊した遺伝子機能を
補完するベクターも開発した。

図 18 放線菌ゲノム組み込み型ベクター
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麹菌代謝改変用ベクター
麹菌の遺伝子組換えにはツールの不足による効率的な形質転換体作出の困難さの問題がある。たと
えば、麹菌では大腸菌などと異なり菌体内に独立して複製可能なプラスミドの開発が進んでいない。その
ため、ゲノムインテグレーション型のプラスミドを用いており、選択マーカー遺伝子の少なさも相まって、複
数の遺伝子を導入するような形質転換には、多大な時間と労力を要する。そこで、月桂冠株式会社が保
有している麹菌組換えベクターを用いて、高発現プロモーター・ターミネーター配列を導入することで、複
数遺伝子を同時に形質転換可能な 3 カセットベクターの構築に成功した。
従来から使用している麹菌組換え用ゲノムインテグレーション型ベクターpIS1-niaD を基本骨格として、
麹菌の形質転換用栄養要求性株に合わせた選択マーカー遺伝子の変更、および高発現用プロモータ
ー・ターミネーターセットの導入を行った。麹菌の一遺伝子導入には、硝酸還元酵素遺伝子（niaD）に変
異を持つ亜硝酸要求性株 Aspergillus oryzae niaD300 株（niaD−）が用いられ、二段階で遺伝子導入を行
う場合にはさらに ATP スルフリラーゼ遺伝子（sC）に変異を持つメチオニン要求性が加わった。
二重栄養要求性株 A. oryzae NS4 株（niaD− sC−）が用いられる。この二重栄養要求性株に二段階で遺
伝子導入を行う場合、バックグラウンドが高くなるため先に sC 遺伝子を選択マーカーとして使用しなけれ
ばならない。したがって、
まず pIS1-niaD プラスミド
の niaD 遺伝子を sC 遺伝
子に置換した（図 19）。
次に、複数遺伝子を同
時に導入できるように、遺
伝子発現用のプロモータ
ー・ターミネーターセットを
縦列に三組並べた 3 カセ
ットベクターを構築した。
高発現用プロモーター・タ
ーミネーターセットとして、
P-sodM/T-glaB に加えて
ATP 合成酵素スモールサ
ブユニット遺伝子（svaA）
の P-svaA/T-svaA、および、
ヘモリシン様プロテインを
コードする遺伝子（hlyA）
の P-hlyA/T-hlyA を用い、
pIS1-sC-shs を構築した
（図 20A）。また、
P-sodM/T-glaB セットは
niaD マーカーとセットとし
て遺伝子組換え用プラスミ
ドを既に構築されているの
で、二段階での遺伝子組
換えのために
P-sodM/T-glaB セットをチ
ロシナーゼ遺伝子（melO）
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の P-melO/T-melO と置換したベクターpIS1-sC-shm を構築した（図 20B）。さらに、一段階でのみ遺伝子組
換えを行うケースを考慮して、sC マーカーを niaD マーカーに再置換した pIS1-niaD-shs および
pIS1-niaD-shm を構築した（図 20C、D）。
上記のゲノムインテグレーション型プラスミドに加えて、多様なバイオマス由来成分を培養基質とした際
に効率的に機能する高発現プロモーターを搭載したプラスミド開発も進めた。麹菌の遺伝子工学分野で
は、数年前から効率的なマーカーリサイクリング手法の開発が進められており、より多様な代謝改変に使
用が可能なプロモーター・ターミネーターセットが求められていた。グルコース培養時に高発現している遺
伝子をベースとして、キシロース培養時、低温・高温培養時に高発現している遺伝子の探索を行い、adh1
遺伝子、gpdA 遺伝子、gapdh 遺伝子のプロモーターが、グルコース、キシロース、あるいは、可溶性デン
プンと異なる基質での培養条件下で高発現することを見出した。これらのプロモーター配列を従来から使
用している pIS-niaD プラスミドに搭載し、pIS1-niaD-adh1、pIS1-niaD-gpdA、pIS1-niaD-gapdh を新たに構
築した。
イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
重要であるが、基本的分子なツールであるため、特許出願は行っていない。
ウ．水準比較
比較項目

Joint BioEnergy Institute

神戸大学

(JBEI)
代謝改変用発現ベ

各種微生物用の代謝改変ベク

微生物用の代謝改変ベクターは

クターの整備状況

ターのシリーズが揃っている。

主に大腸菌・酵母・カビ

エ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
これらのシステマティックに整備された発現ベクターは、各種の微生物の代謝改変を行う上で必須のツ
ールとして拠点内で利用されている。協働機関においても、本ベクターシステムを利用して生産性の向上
した代謝改変微生物の開発に成功しており、開発した高生産菌株を用いた事業化がそれぞれ検討され
ている。

(c)-4 ゲノム編集技術

(174, 224, 240)

ア．技術の説明
有用物質生産およびバイオマスの利用価値の拡大のための育種においては、ゲノム情報を高度かつ
高効率に操作改変することが出来るゲノム編集技術が重要な基盤技術となりつつある。これまで提案・利
用されてきたゲノム編集技術は、基本的に DNA 二重鎖切断（double-stranded DNA breaks : DSB）を前提
としており、それによる想定外のゲノム改変を伴うため、強い細胞毒性や染色体の転位などの副作用があ
り、ゲノムの健全性等の信頼性を損なったり、生存細胞数が極めて少なかったり、多くの単細胞微生物で
は遺伝子改変自体が困難であるといった共通の課題があった。また知財戦略という観点でいえば、既存
の基幹技術がほぼ海外発であるため、産業化においては大きな障害になる恐れがあり、国産の新たなゲ
ノム編集技術の開発が希求されている。
本研究で開発された切らないゲノム編集技術 Target-AID は塩基変換反応を用いることによって上記の
問題を解決してピンポイントに DNA 一塩基を書き換えることを実現した。また従来のものよりも毒性が低
いこと、それによりバクテリアから酵母、さらには植物に至る様々な生物において有効に機能することが確
認できた。プロジェクト内での協働機関との連携も進め、株式会社日本触媒との共同研究ではブタノール
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生産菌の改良に成功している。この Target-AID 技術は微生物等の有用物質生産にとどまらず、次世代
育種技術として農林水産業への応用や、遺伝子治療や創薬などの医療応用においても重要な基盤技術
となることから、大学発ベンチャーのバイオパレット社を設立して技術導出し、国際的な事業展開と知財
戦略の構築を進めている。

図 21 切らないゲノム編集：Target-AID

イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
追加予算の活用によって戦略的な知財確保を進めている。基本特許は日本国内で成立（特許第
6206893 号）し、また分割出願によって引き続き権利の最大化を進めている。幅広い分野での利用が期
待されるが、海外での出願の対象国としては米国、EU、中国、カナダ、シンガポール（成立）である。関連
特許及び出願としては他のプロジェクト成果も含めて９件あるが、追加予算も活用してグローバルな戦略
に資するポートフォリオ形成を積極的に進めている。以下対象となる特許を列記する。
特許第 6206893 号：「標的化したＤＮＡ配列の核酸塩基を特異的に変換するゲノム配列の改変方法及
びそれに用いる分子複合体」神戸大学 2014/3/5
特許第 6153180 号：「脱塩基反応により標的化した DNA 配列に特異的に変異を導入する、ゲノム配列
の改変方法、並びにそれに用いる分子複合体」神戸大学 2014/11/4
特願 2015-178023：「Cascade タンパク質核酸複合体によって DNA を切断せずにゲノム中の狙った領
域に変異を導入する技術」神戸大学 2015/9/9
特願 2015-178022：「標的化したＤＮＡ配列の核酸塩基を特異的に変換する、グラム陽性菌のゲノム配
列の変換方法、及びそれに用いる分子複合体」日本触媒、神戸大学 2015/9/9
特願 2015-232379：「標的化した DNA 配列の核酸塩基を特異的に変換する、単子葉植物のゲノム配
列の変換方法、及びそれに用いる分子複合体」神戸大学 2015/11/27
特願 2016-085631：「ゲノム配列改変技術における変異導入効率の向上方法、及びそれに用いる分子
複合体」神戸大学 2016/4/21
特願 2017-019921：「トマト植物のゲノムの改変方法」筑波大学、神戸大学 2017/2/6
特願 2017-056727：「細胞内在性の DNA 修飾酵素を利用して標的化した DNA の核酸塩基を特異的
に変換する、細胞の核酸配列の変換方法、及びそれに用いる分子複合体」 神戸大学 2017/3/22
特願 2017-225221：「安定で副作用の少ないゲノム編集用複合体及びそれをコードする核酸」 神戸大
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学 2017/11/22
特願 2018-059073）：「細胞の有する二本鎖 DNA の標的部位を改変する方法」 神戸大学 2018/3/26
ウ．水準比較
比較項目

技術シーズ名

Harvard/MIT/UC Berkeley

Target-AID

CRISPR-Cas

編集様式

点変異導入

欠失挿入

細胞毒性

低い

高い

エ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
株式会社日本触媒においてブタノール生産菌の改変に応用、生産性の向上に成功している。グラム
陽性菌での技術として知財化し、主要マーケットである米国およびブラジルに海外出願を行っている。ま
た得られている株についても順次に権利化が進められている。事業化時期等の詳細は先方の希望で開
示しないが具体的な工程が示されており、事業化への道筋が見えている。またバイオパレット社に関連技
術及び知財を集約し、民間からの投資を呼び込んで事業化への研究開発を拡大加速しながら、事業対
象ごとに必要な技術と知財をまとめて手当てするスキームを構築することによって事業価値を最大化する
ことができる。

(c)-5 長鎖 DNA 合成技術（OGAB 法）
ア．技術の説明
枯草菌のプラスミド形質転換系を利用した長鎖 DNA 構築法（OGAB 法）
細胞に遺伝子を導入し代謝経路を構築するこ
とにより、従来よりも効率よく物質生産を行う、あ
るいは従来にはない新規物質の生産を行うこと
が模索されている。この場合、複数の遺伝子を
導入する必要があるが、遺伝子を一つずつ導入
すると、(1)導入する遺伝子の数だけ選択マーカ
ー遺伝子を準備する必要がある。(2)形質転換の
回数分だけ時間がかかる。(3)遺伝子を導入する
ゲノム中の場所を遺伝子の個数だけ準備する必
要がある。(4)導入する遺伝子の順番によっては
致死的な物質が蓄積し以後の導入が困難な場
合がある。といった問題点がある。これを解決す
るためには、導入するべき一連の遺伝子群を１
つの長鎖にまとめて導入することが最も効果的
である。このためには、長鎖 DNA を合成する必
要 があ る 。現 在までに Gibson assembly 法 、
Golden Gate 法、LCR 法など様々な長鎖合成方
法が考案されているが、この中で OGAB 法は、
一度に連結できる DNA の断片数が世界最高と

図 22 長鎖 DNA 合成法（OGAB 法）

なる５０以上であり、100 kb までの長鎖 DNA の合

成も可能で、連結部分での間違いが少なといった特徴がある。一方 OGAB 法では、集積に関わる DNA
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断片が等モル濃度の比率に混合されていることが必要であるが、断片が非常に多い場合（例えば５０個
以上）、すべての DNA 断片のモル濃度を均一することは極めて困難であった。そこで、本研究開発では、
これらの煩雑で精度を要する工程の自動化を行った。その結果液体分注ロボットなどを用いて、化学合
成 DNA から最終的に長鎖 DNA を調達する過程までのほとんどの工程を自動化した、長鎖 DNA 合成ト
ータルシステムを完成させた。これにより、従来は熟練を要する技術であった OGAB 法が自動的に行える
ようになり、長鎖 DNA 合成事業の実現に大きな一歩となった。神戸大学発のベンチャー会社のシンプロ
ジェン社に技術導出することにより、来年度の長鎖 DNA 合成の受託合成事業開始に道筋をつけた。
イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
特願 2018-93024 「二本鎖 DNA 合成法」 対象国 日本（出願済み） アメリカ（出願準備中）
ウ．水準比較
比較項目

技術シーズ名

ベンター研究所

Icon

Genetics

アミリス社

GmbH 社
長

鎖 OGAB 法

Gibson assembly 法

Golden Gate 法

LCR 法

DNA 断片の末端

互いに 15bp 以上の

集積材料となる

連結対象の２つの

の突出配列の相補

重なりを持つ DNA

DNA をクローン化

DNA の末端配列をも

性を利用して、隣り

断片同士を 5’エキソ

す る プラスミ ドの集

つ１本鎖 DNA を添え

合う DNA 断片の向

ヌクレアーゼで末端

団に、TypeIIS 制限

木として用いて耐熱

きと順序を指定して

部分を一本鎖 DNA

酵素と、リガーゼを

性リガーゼの作用に

連結する。プラスミ

化し、続くハイブリダ

入れて１ポッドで環

より DNA 断片を連鎖

ドベクターの断片を

イゼーション、DNA

状化した集積体を

的に連結する方法。

含むすべての断片

合成、リガーゼによ

構築する方法。

をタンデムリピート

る連結により全ての

TypeIIS 制限酵素の

状に連 結し、枯 草

断片が環状に連結

働きにより間違った

菌に形質転換する

した DNA を試験管

連結が起きないよう

ことで環状化する。

内で構築する。

にしている。

50 以上

25

10

10

100 kb

100 kb

20 kb

20 kb

ほとんどない

幾分間違いがある

幾分間違いがある

幾分間違いがある

DNA 合
成法
合成様式

一度に連
結できる
DNA 断
片数
合成で き
る長さ
連結場所
の間違い

エ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
神戸大学発ベンチャー会社となるシンプロジェン社に技術導出を行っており、来年度には長鎖 DNA 合
成の受託事業が開始できる見込みである。これにより、シンプロジェン社が協働機関からの長鎖 DNA の
依頼を受けることで、長鎖 DNA を合成し納入することで、各機関における長鎖 DNA を用いた研究開発、
あるいは事業の推進を後押しする。
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(c)-６ 長鎖 DNA の細胞導入技術（conjac 法）
ア．技術の説明
100 kb を超えるような巨大な DNA を細菌等に導入するためには、従来のコンピテントセルや電気穿孔
法では困難である。しかし、昨今発展の目覚ましいゲノム合成技術には巨大な DNA をある細胞から別の
細胞に移動させることで連結を繰り返し、より巨大な人工染色体へと紡ぎあげる新技術が必要とされてき
た。
我々はこの課題に対する一つの解決策として、接合プラスミドによる効率的な長鎖 DNA の接合伝達機
能に着目した。納豆菌由来のプラスミド pLS20 はヘルパープラスミドとして機能し、接合伝達によって、枯
草菌等のグラム陽性菌に含まれるプラスミドを他のグラム陽性菌に移動させる能力を有しており、巨大な
DNA の導入が可能である。グラム陽性細菌の接合伝達機構は未だ十分な理解が完了していないが、液
体培養中でドナー細胞とレシピエント細胞を混合するだけの短時間の接合に於いて高効率に DNA の受
け渡しが行えるという利便性を持っている。しかしながら、pLS20 の接合伝達はその高効率故に、レシピエ
ント側のグラム陽性細菌には他のプラスミドと同時にヘルパープラスミドである pLS20 も移動してくるため、
伝達された DNA が連鎖的に他の宿主にも伝達されるという意図的な伝達の制御が難しいという問題や、
一旦ヘルパープラスミド DNA を導入された受容菌へ更に別の DNA を導入することができないという遺伝
子合成上の問題を含んでいた。そこで、pLS20cat の oriTLS20 領域を不活化したものをヘルパープラスミ
ドとして使用することで、グラム陽性菌の接合伝達において、ヘルパープラスミド自体はレシピエント側に
伝達されず、所望の染色体やプラスミドのみを伝達した形質転換細胞を何度も繰り返し作成することがで
きることを見出し、上記のような問題を含まない巨大 DNA の導入方法として、次々と長鎖 DNA を染色体
上へ集積する conjugative accumulation (conjac)法を開発した。この方法は人工的にデザインしたゲノム
を迅速に合成するために極めて有用な新技術である。

図 23 枯草菌染色体 100kb DNA を他細胞へ容易迅速に
集積させる conjac 法

イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
グラム陽性菌の形質転換方法

特願 2017-235374
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ウ．水準比較
比較項目

技術シーズ名

神戸大学

慶応大学

技術の優位

グラム陽性菌の形質転

pLS20cat の oriTLS20 領域を

左記の問題点を何れも解決

性

換方法

不活化し、伝達された DNA

していない。

が連鎖的に他の宿主にも伝
達されるというレギュレーショ
ン上の問題や、一旦伝達で
DNA を導入された受容菌へ
更に別の DNA を導入するこ
とができないという遺伝子合
成上の問題を解決した優位
性がある。
エ．協働機関による事業化見込み（製品等名称、事業化時期）：
神戸大学発ベンチャー会社となるシンプロジェン社に技術導出を行うことで、来年度以降に事業化に貢
献できる見込みである。

(c)-７ マルチオミクス技術

(8, 16, 38, 39, 47, 48, 49, 71, 149, 264, 266, 267, 277, 470, 495)

ア．技術の説明
微生物の発酵プロセスを効率化するため、細胞内の代謝状態を俯瞰することが可能なマルチオミクス
技術を開発してきた。特に、メタボローム解析では、キャピラリ電気泳動 ‐飛行時間型質量分析系
（CE-TOFMS）、ガスクロマトグラフ-飛行時間型質量分析系（GC-TOFMS）、液体クロマトグラフ-三連四重
極型質量分析系（LC-QｑQ）を駆使して、糖リン酸類、糖ヌクレオチド類、有機酸類、アミノ酸類、補酵素類、
糖類など 200 成分以上の代謝物のプールサイズを網羅的に解析することが可能な技術を構築してきた。
さらに、安定同位体を用いた in vivo 標識技術を開発してメタボローム解析と組み合せることで、独自技術
である動的代謝プロファイリング技術の開発に成功してきた。当該技術の開発により、細胞内の動的な代
謝フラックスを観測することが可能となり、物質生産の制御に関わる代謝反応を特定し、微生物による物
質生産能を向上させることに成功してきた。
In vivo のメタボロームを正確に観測するためには、細胞を回収後、速やかに代謝反応をクエンチング
する必要があり、細胞と培養液との分離、高効率な代謝物抽出が重要である。また、サンプルの調製中に
細胞内成分が細胞膜を通って細胞外へ漏出することも防がなくてはならない。出芽酵母では、細胞の回
収と同時に冷却メタノールでクエンチングし、直ちに培養液を除いた後、沸騰したエタノール中で細胞を
懸濁することによって細胞内代謝成分を抽出するシステムを構築した。大腸菌やコリネ型細菌、ラン藻、
緑藻では細胞の大きさや構造が異なるため、微生物ごとに最適化した代謝物調製プロトコルを確立した。
例えば、緑藻のように細胞内に一定量の光合成色素複合タンパク質を含む場合には、疎水性成分（主と
して色素化合物）やタンパク質を除去する必要があり、適切な混合溶媒の中で細胞を懸濁することにより、
親水性成分とタンパク質、疎水性成分を分画し、親水性成分を、キャピラリ電気泳動‐飛行時間型質量分
析系、ガスクロマトグラフ-飛行時間型質量分析系、液体クロマトグラフ-三連四重極型質量分析系に供し
て定量を行った。
代謝経路の活性化度を知るために、動的な代謝の流れ（代謝フラックス）を直接観測する技術を開発し
た。中央代謝経路の代謝中間体を網羅的に定量する技術と、安定同位体炭素（13C）による in vivo 標識
技術を組合せた「動的代謝プロファイリング技術」を確立し、代謝物の蓄積量と動的変動を同時に俯瞰す
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ることが可能になった。同位体を利用して代謝経路の特定の原子を標識し、その変化を追跡するトレーサ
ー実験は代謝研究に必須の技法の一つである。元素の化学的性質は電子配置、つまり原子番号で決ま
り、原子量にはよらないため、代謝物中のある原子のたどる道は、その原子を同位体で標識して代謝経
路での行動を調べればよい（同位体の質量差による反応速度の差を同位体効果というが、一般には無視
できる）。同位体には、不安定で放射能を持ち崩壊する放射性同位体と、安定で崩壊しない安定同位体
とがある。放射性同位体を用いたトレーサー実験はトレーサーが放出する放射線を鋭敏に検出できるた
め、Calvin らが 14CO2 を用いて還元的ペントースリン酸経路の構成化合物を決定したように、代謝経路や
生体内物質の分布などの研究に幅広く使用されてきた。ただし、放射性核種を使用する放射性トレーサ
ー実験は放射線防護に注意する必要があり、標識率を定量化できない、分子内の標識部位を識別でき
ないという欠点も有している。安定同位体は質量分析（MS）計や核磁気共鳴装置で検出することによりト
レーサー実験に適用される。天然存在比が 100%に近い 1H、31P、12C、14N といった原子に対し、例えば
13C

は 1.1%、15N は 0.4%しか存在しないため、これらを細胞内に取り込ませることにより、標識された代謝

物を選択的に観測することが可能である。MS はイオン化した代謝物を質量電荷比（m/z）にしたがって分
離して検出するため、安定同位体標識された化合物は m/z が分子内に含まれる安定同位体の数だけ増
加した値を示す。したがって、安定同位体が含まれない主分子イオン（Mm）と安定同位体を含む同位体
イオンの強度比を観測することにより安定同位体標識率を算出することができる。また観測したい化合物
が開裂して生じるフラグメントイオンは試料分子の部分構造を反映するため、その構造が帰属できれば分
子内の標識部位を識別することが可能である。MS は通常、ガスクロマトグラフィや液体クロマトグラフィ、
キャピラリ電気泳動等の分離装置と連結して用いるため、分離モードを変えることにより幅広い化合物の
分析に適用することが可能である。
プロテオーム解析では、nano-LC を用いた二次元クロマトグラフィによるペプチド分離系を構築し、四重
極飛行時間型による検出系および安定同位体標識法と組合せることで、タンパク質の半定量システムを
構築し、酵母細胞表層タンパク質への適用が可能であることを示した。具体的には遺伝子工学的手法に
よる細胞表層へのタンパク質局在量の変化を定量的に捉えることに成功した。加えて、マトリクス支援レー
ザー脱離イオン化飛行時間型質量分析系（MALDI-TOFMS）を用いた、プロテオームのフィンガープリン
ティングが可能な技術を新たに開発した。サポートベクターマシンによる情報解析技術の開発を行うこと
で、酵母一遺伝子欠損株の特徴づけが可能なレベルに来ている。培養中の細胞を MALDI-TOFMS に
供するだけで特徴づけができるため、操作が簡便である点で優位性が高い。酵母以外の微生物やヒト細
胞への展開も期待できる。トランスクリプトーム解析では、DNA マイクロアレイ法と RNA-Seq 法による網羅
的遺伝子発現解析技術を構築し、微生物の環境応答解析、物質生産のボトルネック解析に有効であるこ
とを示すことに成功した。
ゲノム解読技術ならびに合成技術が飛躍的に進歩するとともに、ゲノム編集が可能となり、不要な遺伝
子の除去や外来遺伝子の導入・機能改変などが比較的容易に行えるようになってきた。一方、代謝系の
改変では、行き当たりばったりの遺伝子操作で細胞に目的の形質を付与できるとは限らず、対象経路の
律速反応を的確に制御することが求められる。物質代謝系は、遺伝子の発現や翻訳、酵素活性等により
厳密に調節されるとともに、分子間相互作用によるネットワークを構成している。本研究を通して、グロー
バルな代謝情報の取得が代謝改変の鍵反応の絞込みを可能にすることを明らかにした。最近は、あらた
な代謝機能を持つ微生物の「合成」が期待され、時には大規模な代謝ネットワークの改変が必要になって
いる。代謝プロファイリングは代謝改変の戦略を導出し、合理的に微生物の代謝能力を向上させる道筋
をつけることができる。今後、バイオリファイナリーに資する微生物の合成において重要な役割を担うこと
が期待できる。
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イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
知財を確保するというより、ノウハウ等として確保している。
ウ．水準比較
キャピラリ電気泳動を用いたメタボロミクス技術において、微生物の代謝解析に必要な分析対象化合
物の拡充に成功し、半定量可能な代謝物が 205 成分に達した。
比較項目

技術シーズ名

慶應大学

HMT 社

半定量可能な代謝物の網羅性（200 成分以

メ タボロー ム 解

100 成分程度

100 成分程度

上）

析

エ．協働機関による事業化見込み（製品等名称、事業化時期）：
細胞の培養、前処理、分析、解析をパッケージとした分析事業の可能性が考えられる。設立予定の神
戸大学発のバイオベンチャーで事業化予定である。

(c)-８ 微生物制御用の電気化学システム

(237, 239, 467)

ア．技術の説明
微生物電気化学システムは、電気の流れを制御する事により微生物の代謝を改変して微生物による有
機物からの化合物生成を効率化する事ができる。しかし、微生物電気化学システムは現在までは単一種
の微生物に対する影響を評価していた知見は存在していたものの、自然界における廃水の処理は複合
微生物群により行われるため実用化には遠かった。そこで、微生物電気化学システムの複合微生物群に
対する影響を評価する必要があった。本研究では、グルコースをモデル基質として複合微生物群に与え、
水素／メタン二段発酵を行い、前処理プロセスを担う前段の水素発酵に対して微生物電気化学システム
を導入して、その複合微生物群やリアクターパフォーマンスに与える効果を検証した。なお、電気化学シ
ステムから与えられる電流値（0.30-0.88 A/m2）としては、実際の水素生成量に比べて極めて微小なものを
投入している。

図 24 電気化学システムが水素／メタン二段発酵プロセスに与える効果
電気化学システムを前段の水素発酵に導入する事により、電気化学システムを導入していない水素／
メタン二段発酵と比べてメタン生成量が増加し、二酸化炭素生成量が減少した。これにより二酸化炭素を
除去するガス改質にかかるコストを低減していた。この様なリアクターパフォーマンスの変化が起こった理
由として、前段の水素発酵において複合微生物群の構造が変化していた事が挙げられた。すなわち、エ
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タノールを生成する Ruminococcus sp.やプロピオン酸を生成する Veillonellaceae sp.が電気分極により増
加しており、本来であれば二酸化炭素として放出されてしまうカーボンを還元物質（エタノールやプロピオ
ン酸）として液中に固定しており、後段においてメタンガスとして放出されていた。なお、前段において水
素ガスを生成する Clostridium sp.や Thermoanaerobacterium sp.は電気分極において維持されており、水
素生成に貢献していた。また、電気化学システムの導入により酢酸生成量も増加しており、二酸化炭素を
固定して生成していると推察され、電気化学システムは二酸化炭素固定にも貢献していた。以上の結果
として電気化学システムによる電気分極が二段発酵における前処理プロセス（水素発酵）に与える効果は、
前段の複合微生物群構造を変化させて二段発酵のメタン生成を増加させて二酸化炭素生成量を減ずる
事である（図 24）。
イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
特許については、研究開発の基となるものを、研究分担者が以前所属した機関で出願している。
ウ．水準比較
比較項目

電気化学的二段発酵

広島大学

二段発酵の性能

電気化学システムを水素発酵に導入

通 常の 水素 → メタン

・水素発酵中の複合微生物群の構造を制御

発酵

・後段のメタン生成量を増加
・二段発酵プロセス全体の二酸化炭素生成量を減少

エ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
協働機関ではないが、大阪ガス株式会社と水素発酵および電気化学的水素発酵について共同研究
に発展した。特に気化学システムにより電極表面か
ら離れた場のバルク中の複合微生物群集構造をも
制御する技術については、将来的に事業化につい
て検討する可能性がある。

(c)-９ 一過的な遺伝子発現誘導（パルス=インダク
ション）技術
ア．技術の説明
枯草菌のグルコン酸代謝遺伝子群を用いて、標
的遺伝子の誘導とその後の制御が可能なシステムを
開発した。グルコン酸オペロンを構成する gntRKPZ
遺伝子は通常、転写因子である GntR により転写が
抑制されており、培地中へのグルコン酸添加により
GntR がリリースされ、転写が誘導される。一方、
gntR 遺伝子領域には、CcpA によるグルコースのカ
タボライト抑制を受ける領域(cre-up, cre-down) が存
在するため、グルコース存在下ではグルコン酸を添

図 25 (A)cis タイプと(B)trans タイプの制御システム。
変異が無い gnt プロモーター(WT)および m1 変異(m1)また
は m2 変異(m2)のプロモーターにより発現する beta-ガラク

加しても転写が誘導されない。そこで、グルコン酸分

トシダーゼ活性。□は↓の時点で 1mM グルコン酸を添加

解系の酵素 gntK, gntP, gntZ を人工的なオペロンとし

した場合、◇は添加しなかった場合の beta-ガラクトシダーゼ

て恒常的に強力なプロモーターによって発現させ、 活性を示す。
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これによって細胞内に取り込まれたグルコン酸はペントースリン酸経路を介して速やかに分解されるシス
テムを構築した。また、グルコースによるカタボライト抑制の制御を受けないグルコン酸プロモーター(Pgnt)
を 2 種（m1, m2）構築した。ここにレポーター遺伝子である lazZ 遺伝子を導入し、プロモーターの活性を
評価する系を構築した。GntR による制御は、lacZ の下流に gntR を転写融合させた人工オペロンとし、自
己制御によって GntR の供給が増減する cis タイプと gntR が恒常的にプラスミドから発現するため GntR
量が一定となる trans タイプの 2 種類を整備するに至った。
イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
データを充実させて、知財化を検討する。
ウ．水準比較
比較項目

技術シーズ名

神戸大学

他の現有技術

パルス=イン

誘導物質の分解による一

可能

不可能

ダ ク ショ ンの

過的な遺伝子発現誘導

可否

パルス=インダクション機
構（神戸大）

エ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
合成生物学を進めるにあたり、遺伝子の転写誘導システムは必須であり、バクテリアでは一般的に
IPTG による誘導が可能な spac プロモーターが用いられている。また、上記の他にも、糖の添加により誘
導を行うキシロースプロモーターやアラビノースプロモーター等も利用されており、目的に即した誘導シス
テムの選択が可能である。しかしながら、これらのシステムは標的遺伝子の誘導のみに着目して開発され
ており、誘導後の制御は考慮されていない。また、誘導後の転写制御が可能なシステムは現在のところ、
バクテリアで報告されていない。従って、本技術は一過的な遺伝子発現を制御するために唯一有効な技
術として今後活用されると期待される。
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(d) バイオプロセス

(79, 80, 81, 100, 101, 102, 103, 169, 190, 191, 192, 204)

ア．技術の説明
本技術シーズ（バイオプロセス）では、前
述の技術シーズ（細胞工場）で創成される
様々な微生物の効率的な培養方法を開発
してきた。如何に遺伝子組み換えを施した
微生物であっても、その発酵方法が伴わな
ければ、物質生産（バイオプロダクション）に
向けた効率的なバイオプロセスを構築する
事は出来ない。これまで微生物によるバイ
オプロセス構築を目指して、撹拌要素に関
して発酵技術と固定化技術に関して技術シ
ーズ開発を行った。

図1

欧米を中心とした海外での

Maxblend®翼とディスクタービン翼(DRT)の形状

撹拌槽による微生物の培養･発
酵プロセスでは、通常ディスク
タービン翼などの汎用的な撹
拌翼を多段で用いられている。
しかし、効率を上げるために高
密度で培養させる場合、培養
液は強い非ニュートン性
（shear-thinning 性）を有するた
め、通常のディスクタービン翼
では、不良混合領域がしばし
ば現れる。また、この不良混合
域を解消するために撹拌速度
を上げると、撹拌翼によるせん
断力が強すぎ、菌体に損傷を
与え、培養･発酵性能を著しく
低下させる。今回用いた
Maxblend®翼に代表される大
型１枚翼は、日本のオリジナル
な撹拌翼であり、低撹拌所要
動力で良好な混合性能と物質

図 2 MB と DRT を用いた撹拌におけるアミラーゼの生産性

移動性能が得られるため、高
密度培養に適した撹拌翼であると考えられる（図 1）。しかし、これらの大型翼を用いた糸状菌などの培養･
発酵プロセスに関する撹拌粗さの観点からの知見は非常に少なく、本研究は糸状菌などの培養･発酵プ
ロセスのプロセス強化のための重要な基礎的知見を与えると考える。
実際の工業プロセスにおいて、固体の回収が容易であるために使用頻度が高い 6 枚翼のタービン
（DRT）と大型 1 枚翼であるマックスブレンド翼（MB 翼）（図 2）を用いて、糸状菌の培養特性を行い、アミラ
ーゼの生産挙動に対する挙動を調べた。その結果、通常用いられる２段ディスクタービン翼を用いた場合
に比べ、撹拌所要動力がほぼ同じ撹拌条件において、Maxblend®翼はディスクタービン翼よりも高い成
長速度とアミラーゼ活性を示すことがわかった。
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DRT はその形状より、6 枚翼のディスクタービ
ンの近傍で流体の攪拌が大きく、MB は攪拌さ
せたい容器の中で大きく均一的な流体の移動
が発生する構造となっている。従って、流体の
移動に準じて、流体中の溶存酸素濃度の局在
下も同様に発生すると考えられる。この全く異
なる 2 種類の攪拌翼を用いて、2 種類の攪拌速
度(100rpm と 300rpm)において、MB と DRT に
おける糸状菌の培養特性を解析した。その結
果、何れの攪拌速度においても DRT よりも MB
のほうがアミラーゼの生産性が高い事が示され
た。そして、100rpm の MB の使用時において
は、DRT と比べて飛躍的に高い生産性が示さ

図3

FZ 翼と DRT 翼との DO 値の比較

れた（図 4）。これは、低い攪拌速度においても、
高い溶存酸素状態、すなわち高い
酸素移動容量係数(kLa)を達成できていることを意味している。また、菌体重量も MB において DRT のそ
れよりも高くなる事が明らかとなった。

図 4 消費動力がほぼ同じ高回転撹拌領域における糸状菌の形態
更には、顕微鏡を用いて攪拌時の糸状菌の状態を観察したところ、MB を用いた場合において、菌糸
の長さや厚みにおいても、DRT のそれと比較して、大きい事が確認できた（良好な状態である事が確認で
きた）。従って、DRT よりも MB の方が菌糸の攪拌に掛かるせん断応力が小さい事が明らかとなった。
次に、撹拌翼形状として MB 翼と混合性能が同等で、均一なせん断が期待されるフルゾーン（FZ)翼を
用いて、糸状菌(Aspergillus oryzae)の培養特性を調べ、実際の工業プロセスにおいて、使用頻度が高い
6 枚翼のタービン(DRT)の培養特性と比較検討を行った。また、数値流体力学(CFD)を用いて、流動解析
も行った。培養特性を調べた実験から、FZ 翼は培養中の溶液 DO 値が、DRT 翼に比べ、高くかつ、安定
であることがわかった（図 3）。さらに、糸状菌の形状も、高回転撹拌領域においても、撹拌による損傷がほ
とんど見られないことがわかった（図 4）。CFD による流動解析により、FZ 翼はせん断応力が最大値を示す
領域が培養槽の壁面に広く均一に存在していることがわかった（図 5）。このことが、他の撹拌翼に比べて、
最大せん断応力値を小さくし、糸状菌に損傷を与えることなく、酵素活性などの培養特性を向上させたも
のと思われる。
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これまでの懸濁培養の結果を踏まえ、最後に糸状菌の固定化担体への固定化の効率に関して検討を
行った。具体的には、2 段小型ディスクタービン翼、大型 2 枚翼（FZ）、非回転旋回撹拌翼（スイングスター
（ST）翼）の 3 種類を撹拌翼として用い、固定化担体として多孔質のポリウレタンフォームを用い、培養を
行った(図 12)。

図 5 撹拌槽内のせん断応力分布
その結果、一般的な 2 段小型ディスクタービン翼(DRT)では底部に撹拌されずに残留する現象が見受
けられた。非回転旋回撹拌翼（スイングスター（ST）翼）では、BSP の完全混合には成功してるが、BSP へ
の菌体の固定化が高くなっていないことが明らかとなった。このような結果と比較すると、大型 2 枚翼（FZ）
では、BSP の完全撹拌が確認でき、さらには、BSP への糸状菌の固定化が高く維持されていることも明ら
かとなった（図 6）。その固定化菌体の量は、図 7 に示すように、明らかに FZ にて高く、定量してみると、約
3 倍強の固定化量を獲得していることが明らかとなり、その菌糸量は 72 時間の培養において 44mg/BSP
であることが明らかとなった（図 7）。
以上の結果より、大型 1 枚翼であるマックスブレンド（MB）翼や、均一なせん断が期待されるフルゾーン
（FZ)翼を撹拌翼として用いた培養が、従来のディスクタービン翼に比べ、糸状の状態の菌体の培養には
適している事を明らかとした。
撹拌による菌体の形態制御について比較検討した結果、最も一般的な撹拌翼である 2 段小型ディスク
タービン翼を用いた場合、酸素物質移動性が低いため、菌糸が弱く、空胞が多くなり、活性長さも減少す
ることを見出している。さらに、局所的なせん断が強いため、菌体が容易に損傷を受け、菌体の成長と酵
素発酵性能が阻害されることを明らかにしている。また、大型 1 枚翼では、撹拌動力に菌体の形態が大き
く依存していることを見出し、これは大型 1 枚翼が撹拌動力の増加に伴い、平均せん断速度が大きくなる
ためと考察している。これと対照的に、フルゾーン（FZ)やスイングスター（ST）では、均一なせん断速度分
布や高い物質移動性能により、高酵素活性を得るために適した撹拌翼であることを明らにしている。特に、
低動力条件下でスイングスター（ST）を用いた場合は、省エネルギーかつ菌体の形態にも良い効果を与
えると結論できた。
以上より、糸状形態を有する糸状菌や放線菌などでは、人間の撹拌棒による撹拌動作を模したスイン
グスター（ST）翼を用いた培養が適しているということが明らかとなった。
今後は、これらの結果をより一般化するために、他の微生物での攪拌と微生物特性を明らかにする計
画である。
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図 6 3 種類の撹拌翼による培養特性

図 7 種類の撹拌翼による BSPs への固定化量の観察
イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
プロセス技術であり、知財化を行っていないが、基盤技術として有用なものである。
エ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
本リサーチエンジンで開発したジャーファメンター用の撹拌技術に関しては、本拠点の協働機関では
ないが、株式会社神鋼環境ソリューションおよび住友重機械プロセス機器株式会社が強い関心を示して
おり、今後、バイオプロダクションに向けた撹拌翼の最適化に向けて、議論を継続して進行中である。
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(e) 分離・化学プロセス
最終製品を得るためには、細胞工場で作られた微生物を用いてバイオリアクターで生産された有用物
質を、低コストかつシンプルなプロセスで分離精製を行う必要がある。また微生物発酵に使用する糖成分
の濃縮も重要な課題である。ここではこのような分離に適用される膜分離について検討を加えた。膜分離
法は、他の蒸留法や晶析法と比較して、蒸発等の相変化を伴わないプロセスであるため、非常に省エネ
ルギー的な操作である。しかしながら現状の膜分離操作においては、有機物や微生物が膜に付着するこ
とによる膜性能の低下（膜ファウリング）引き起こされる。ここではファウリングの低減に関する膜設計につ
いて数多くの検討を加えた。
また、微生物を用いる発酵の多くは、培地中に代謝産物が生産される形態をとっている。しかしながら、
その生産物濃度は 1～10%程度であり、水溶液で存在する事になる。ここでは、このような水溶液中で有
効に働く触媒開発を行った。さらにバイオマス生産物から、化学変換プロセスにより、高付加価値の生理
活性物質，有機機能材料へと変換するプロセスの開発についても検討を加えた。
本研究領域の概略を図１に示す。

図１ 本研究領域の概念図

(e)-1 低ファウリング膜の開発

(36, 40, 42, 43, 44, 458, 474, 477, 484, 485, 487, 488, 490, 499)

ア．技術の説明
膜分離技術における最大の課題は、膜性能の低下
である。膜性能を低下させる最大の要因は有機物や
微生物が膜に付着することによる透水性能の低下、
すなわち膜ファウリング（図 2）である。膜ファウリングに
おいては処理水における様々な条件に対し、膜構造
や表面特性など種々の特性と強く関連するため、そ
れらに適した膜を設計する必要がある。
このような課題に対し、膜表面へ機能性分子の導
入により膜界面の機能性を制御することで、膜ファウリ
ングを低減させることが期待される。本研究グループ
では、様々な分離系において、目的の分離機能や透

図 2 膜ファウリングの概念図

過特性を有する膜をテーラーメードに作製する「総合的膜工学」の確立を目指しており、特に「膜汚れの
大幅低減」（ろ過透水能力の大幅向上）という膜工学上の最大の未解決課題に、①膜表面構造の最適化
設計および②数値シミュレーションによるファウリング挙動解析という観点で取り組んだ。
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①膜表面構造の最適化設計
膜表面構造の最適化設計に関しては、図 3 に
示す各種作製法（ブレンド法、コーティング法、グ
ラフト法）を駆使した耐ファウリング性膜の開発を

Wall

行った。

Membrane

Wall

図 3 耐ファウリング性膜の各種作製法

ブレンド法による耐ファウリング性膜の開発
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)限外ろ過膜は高機能
性高分子材料の一つであり、分離膜材料に多用さ
れているが、疎水性が強いため、廃水処理や飲料
水製造のようなプロセスにおいては、膜ファウリング
を引き起こすことが課題であった。本研究では種々
の両親媒性コポリマーを用い、ブレンド膜を開発し

図4 ブレンド法による耐ファウリング性膜の
設計例

た。ファウリング時における透水能力は未処理膜と
比べ最大で4倍となる結果が得られており（図4）、既
報の膜と比べても大きく優れていることが明らかとなった。

コーティング法およびグラフト法によるバイオファウリング抑制膜の開発
微生物と膜表面の付着の要因の一つはそれぞれの間に働く疎水性相互作用であり、膜表面の親水化
処理が、微生物付着の抑制に有効である。本研究では、コーティング法やグラフト法を利用し、バイオファ
ウリング耐性を付与した表面修飾膜を開発した。コーティング法では膜との静電相互作用、親疎水性相
互作用を利用し、付着抑制部位を有する

(a)

両イオン性ポリマーを修飾することにより、
ファウラント含有溶液中においても未処理
膜の５～６倍もの透水性を発揮することを
見出した（図 5(a)）。またグラフト法では、
様々な両イオン性ポリマーを利用したグラ
フト重合法を利用してポリアミド膜を修飾す

(b)

ることにより、微生物の付着量を顕著に抑
制できることを見出した（図 5(b)）。
このように、ブレンド法やコーティング法、
グラフト法では、ポリマーの種類や配合比
等を変化させることで、あらゆる膜素材や
ファウラントの種類に応じた自在な設計が
可能であることを明らかにした。

図 5 コーティング法(a)およびグラフト法(b)を
利用した膜設計例

②数値シミュレーションによるファウリング
挙動解析
膜ファウリングの低減に向けて、数値シミュレーションによるファウリング現象の予測は極めて強力なツ
ールとなる。本研究では、まず粒子分散液の膜細孔透過シミュレーション技術の開発に取り組み、この結
果を基に、ファウリングに及ぼす様々な現象（膜表面における濃度分極、3 次元複雑細孔内の粒子分散
液流れ、クロスフローろ過におけるファウリング形成、油水エマルションのコアレッシング過程等）について
解析を行った。一例として、クロスフロー環境下における膜表面のコロイド粒子の堆積現象に及ぼす膜分
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離操作における粒子間引力の影響を検討したところ（図 6a）、粒子間引力が大きくなると粒子の移動が制
限され、より疎なケークの形成やその一部が凝集体として剥離することが明らかとなった。また、精密ろ過
における粒子分散液の細孔透過に伴う閉塞過程について、膜表面に付着した粒子に働く転がり抵抗力
が透過挙動に及ぼす影響を検討したところ（図 6b）、転がり抵抗力の大きさに応じてファウリングが発生す
る場所、進行の仕方が大きく変化し、それに伴い透水量の低下の仕方が変化することが分かった。このよ
うに、数値シミュレーションを駆使することにより、ファウラント間またはファウラント-膜間に働く様々な要因
が膜ファウリングに与える影響が明らかとなった。このような知見の集積により、種々の処理対象液に適し
た膜ろ過プロセスの設計に有益な指針を与えるものと期待される。
以上より、本研究グループでは、膜表面構
造の最適化設計および数値シミュレーション
によるファウリング挙動解析に取り組み、膜界
面制御により膜ファウリングの大幅な低減、お
よび数値シミュレーションによる膜ファウリング
現象の予測を可能とすることに成功した。これ
らの成果は、分離膜の合理的設計および膜
ファウリングを抑制する運転方法の確立に貢
献している。
図 6 粒子間引力が及ぼす膜面におけるケーク形成への
影響(a)、粒子の転がり摩擦係数 μr が透過挙動に及ぼす

イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査

影響のシミュレーション図(b)の透過挙動

状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
出願番号
発明の名称
2008-253798 ポリアミド中空糸膜及びその製
造方法
2009-33866 中空糸多孔膜および水処理方
法
2009-90138 中空糸膜及びその製造方法
2009-163183 複合半透膜
2010-61352 アフィニティー機能を有する多
孔膜を製造する方法およびタン
パク質を分離精製する方法
2010-95200 異形多孔性中空糸膜、異形多孔
性中空糸膜の製造方法、異形多
孔性中空糸膜を用いたモジュー
ル、ろ過装置、及び水処理方法
2010-103272 複合半透膜

出願日
出願人
2008.9.30 神戸大学、他１社
2009.2.17 神戸大学、他１社

対象国
国内
海外
国内

審査状況・ポートフォリオ
登録：特許 5305296 号
PCT/JP2009/004964
登録：特許 5630961 号

2009.4.2 神戸大学、他１社
2009.7.9 神戸大学、他１社
2010.3.17 神戸大学、他１社

国内 登録：特許 5293959 号
国内 登録：特許 5456394 号
国内 登録：特許 5499270 号

2010.4.16 神戸大学、他１社

国内 登録：特許 5893093 号
海外 PCT/JP2010/063772

2010.4.28 神戸大学、他１社

国内 登録：特許 5837480 号
海外 PCT/JP2011/059236
2010-188831 細胞培養用中空糸モジュール 2010.8.25 神戸大学、 他１ 大 国内 登録：特許 5727174 号
および細胞培養方法
学、１社
2010-204252 ポリフッ化ビニリデン多孔質濾過 2010.9.13 神戸大学、他１社
国内 登録：特許 5524779 号
膜の製造方法
2011-60579 ろ過膜、ろ過膜の洗浄手段およ 2011.3.18 神戸大学、他１社
国内 審査請求中
び前処理手段の選択方法
2011-191026 アフィニティー機能を有する多 2011.9.1 神戸大学、他１社
国内 登録：特許 5780519 号
孔膜を製造する方法およびタン
パク質を分離精製する方法
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2012-148117 ポリアミド逆浸透膜用の表面処
理剤
2012-228044 水処理膜の評価方法
2012-253353 選択性透過膜の製造方法
2013-16032 分離膜の製造方法
2013-89047 ポリアミド製逆浸透膜及びその
製造方法
2014-29492 表面処理剤、表面処理ポリアミド
逆浸透膜及びその製造方法
2014-164742 正浸透膜および正浸透処理シス
テム
2015-042528 選択性透過膜及びその製造方
法
2016-028383 複合膜
2016-039190 複合高分子膜
2016-061981 正浸透膜を使用して膜分離する
方法
2016-078864 水処理用膜
2016-161520 水処理用ポリ塩化ビニル製多孔
質濾過膜の製造方法
2016-162235 ナノシート積層型分離膜及びそ
の製造方法
2017-028152 選択性透過膜、その製造方法及
び水処理方法
2017-030308 水処理設備および水処理方法
2017-143196 造膜溶液とそれを使用した分離
膜の製造方法
2017-170403 水処理方法および水処理システ
ム
2018-020508 複合分離膜
2018-064460 選択性透過膜、その製造方法及
び水処理方法

2012.7.2 神戸大学、他１社
2012.10.15
2012.11.19
2013.1.30
2013.4.22

神戸大学、他 4 社
神戸大学、他１社
神戸大学
神戸大学、他１社

国内 登録：特許 6022827 号
国内
国内
国内
国内

登録：特許 5965284 号
登録：特許 6028533 号
登録：特許 6004376 号
登録：特許 6106016 号

2014.2.19 神戸大学、他１社

国内 登録：特許 6158720 号

2014.8.13 神戸大学、他１社

2016.2.17 神戸大学、他１社
2016.3.1 神戸大学、他１社
2016.3.25 神戸大学、他１社

国内
海外
国内
海外
国内
国内
国内

2016.4.11 神戸大学、他１社
2016.8.19 神戸大学、他１社

国内 審査請求予定
国内 審査請求予定

2016.8.22 神戸大学

国内
海外
国内
海外
国内
国内

審査請求予定
PCT/JP2017/029627

国内
海外
国内
国内

審査請求予定
PCT/JP2017/043819

2015.3.4 神戸大学、他１社

2017.2.17 神戸大学、他１社
2017.2.21 神戸大学、他１社
2017.7.25 神戸大学、他１社
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ウ．水準比較
比較項目

PVDF-(P(TFE-VP)

PVDF/PVDF-graft-poly(hydroxy

両性イオングラフト

ブレンド膜

ethyl methacrylate)ブレンド膜

PVDF 膜

（神戸大学）

（Ocean University of China）

（Fuzhou University）

ファウリング時の透

4倍

2倍

2.3 倍

水能力比（各開発

（ファウラント：BSA）

（ファウラント：BSA）

（ファウラント：BSA）

186 LMH/bar

67 LMH/bar

112 LMH/bar

膜/PVDF 膜）
透水性

エ．協働機関による事業化見込み （製品名称等、事業化時期）：
開発された低ファウリング膜に関して、既に多くの特許を出願している。これらの特許を基にして、一部
の協働企業において、事業化を検討中である。膜の試作や実証試験をもとに、開発膜の早期上市に繋
げていきたい。
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(e)-2 目的タンパク質を分離精製可能なアフィニティ膜の開発

(60, 82, 98, 114, 135, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 234, 235)

ア．技術の説明
タンパク質で構成される診断薬や抗体医
薬に代表されるようにタンパク質そのものが
医薬品として注目されている。そのためタン
パク質医薬の工業化を見据えたタンパク質
の大規模効率的生産および大規模分離精
製が求められている。特に、遺伝子組み換
え技術および各種細胞培養技術のめざまし
い進歩により、様々な機能性タンパク質を
微生物や動物細胞中で容易に大量生産さ
せることが可能になってきた。機能性タンパ
ク質および機能性ペプチドの発見・開発、
および遺伝子組換え技術の飛躍的な進歩
に比べ、タンパク質の分離精製技術は 20
年前とあまり変わりなく、タンパク質創薬の
産業化における大きな障害になっている。
いまだにタンパク質の分離精製は煩雑で、
時間・手間・コストが相当にかかっている。そ
こでここでは、ワンステップで細胞破砕液か
ら目的タンパク質を分離精製可能な高分子
多孔膜（アフィニティ膜）の開発を行った。

図 7a) 作製した高分子多孔膜の表面電子顕微鏡観察像、
b) 作製した高分子多孔膜を用いて大腸菌破砕液から
目的タンパク質を分離した際の電気泳動分析
左：His-tag 緑色蛍光タンパク質（GFP）、
右：グルタチオン S トランスフェラーゼ（GST）
lane 1：細胞破砕液、lane 2：膜を用いた分離精製後、
lane 3：分子量マーカー

種々の高分子材料から高分子多孔膜を
実験室レベルで作製する技術は取得しているため、製膜時に、分子認識能を有する界面活性剤を導入
することで、簡便にアフィニティ膜を作成した。ここでは、遺伝子組み換えタンパク質作製時に頻用される
タグである、His-tag を有する緑色蛍光タンパク質（GFP）とグルタチオン S トランスフェラーゼ（GST）タグを
対象とし、これと特異的な相互作用を有するニトリロトリ酢酸、グルタチオンを結合した界面活性剤を合成
し、高分子膜作製時に導入した。なお、セルロースジアセテートを高分子として用い、熱誘起相分離法に
よりサブミクロンスケールの孔を有する高分子製膜を作製した（図 7a）。
この多孔膜を用いて、目的タンパク質を大量発現させた大腸菌破砕液からタンパク質の分離精製を行
ったところ、図-1b のように多様なタンパク質を含む破砕液からワンステップで目的タンパク質（GFP と
GST）を分離精製することに成功した。4.9 cm2 の膜面積に対し、およそ 50 µg～70 µg 程度の His-tag タン
パク質を選択的に吸着・分離可能であった。
多くの生体物質リガンド（例、DNA や長鎖ペプチド）は有機溶媒には溶けない。一方、高分子多孔膜
の高分子は特定の有機溶媒にしか溶けない。そこで水溶性リガンドを簡便に高分子多孔膜に導入する
方法を考案した。ここでは、反応点（アジド基）を有する界面活性剤（界面活性剤 9、図 8a）を導入した高
分子多孔膜を前述の方法論により作製し、水中でリガンド（ニトリロトリ酢酸）をクリック反応（1,3-Huisgen 環
化付加反応）により多孔膜表面に結合させた。この膜に His-tag とアフィニティを有するニトリロトリ酢酸をア
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ジド－アルキンクリック反応（1,3-Huisgen 環化付加反応）により結合させ、アフィニティ膜を作製した。
His-tag を有するタンパク質溶液を透過させたところ、50 µg（膜面積 4.9 cm2）程度の His-tag タンパク質の
吸着に成功した。
この作製したアフィニティ膜を用いて、タン
パク質混合溶液からの目的タンパク質の分離
を 検 討 し た 。 具 体 的 に は 、 His-tag GFP と
horseradish peroxidase の混合液をアフィニティ
膜に透過させ、各画分のタンパク質濃度を定
量した。その結果、このアフィニティ膜は
His-tag EGFP を選択的に吸着し、イミダゾー
ル溶液で簡便に脱着（溶出）可能であることが
判明した（図 8b）。この水溶性リガンドの水中
での膜への導入は、次の利点がある。i) 多く
の生体分子のリガンドは、水溶性であるため、
幅広いリガンドを膜に導入可能である。ii) 用
いたクリック反応は副反応を伴わない温和な
条件で進行するため、高分子多孔膜を傷める
ことがない。
以上の検討より、これまでにないアフィニテ
ィ膜作製方法を開発し、多様なタンパク質リガ
ンドに対応できることを実証した。本技術は、

図 8 a) アジド－アルキンクリック反応に利用可能な機
能性界面活性剤（界面活性剤）。b)作製したアフィニテ
ィ膜を用いてタンパク質二種混合水溶液からのタンパ
ク質（His-tag EGFP）捕捉挙動

バイオプロダクションにおける機能性タンパク
質生産の分離技術として利用可能であると期待される。
イ. 知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
特開 2011-195636 丸山達生ら、アフィニティ機能を有する多孔膜を製造する方法およびタンパク質を
分離する方法
ウ. 水準比較
比較項目

本研究

株式会社医学生物学研究

クロンテック

所
分子認識素子

多孔膜

膜上の微粒子

多孔膜

有効表面積

◎

△

◎

駆動力

シリンジ

シリンジ

遠心力

操作性

◎

◎

○

汎用性

◎

○

×

コスト

○

△

△

固定化部位
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エ．協働機関による事業化見込み （製品名称等、事業化時期）： 旭化成株式会社
アフィニティ膜の特許を旭化成株式会社が神戸大学から買い取り、その事業性を検討中である。また、
クリック反応を利用した水中多孔膜機能化に関しても特許準備中である。これも協働企業と相談の上、特
許化および事業化を検討する。将来的な市場規模と製造コストが課題。

(e)-3 含水アルコール利用のための耐水性酸触媒プロセスの構築

(83, 84, 95)

ア．技術の説明
アルコールを還元剤とする官能基選択的変換反応は、不飽和アルコールの高選択的合成に有用であ
る。例えば、2- propanol を用いた不飽和カルボニル化合物の不飽和アルコールへの選択還元反応が挙
げられる。この反応は、Meerwein-Ponndorf-Verley 還元反応として知られ、アルコールの活性化とカルボ
ニル基の活性化能を有する Al2O3、TiO2、ZrO2 や SnO2 などの酸塩基両性酸化物あるいはイオン種が高
い触媒性能を示す。還元剤となるアルコー
IL(a)

ル、特に高い還元能を有する 2 級アルコー
ルは、基本的に石油由来の原料から製造さ
れるが、バイオマス由来の原料から微生物
プロセスを経て合成することが期待されてい

MCM-41

MCM-41

る。微生物プロセスで合成されるアルコール
は、希薄水溶液として得られるため、反応系

MCM-41

MCM-41
H2O

に多くの水が含まれることになる。上記の両

O

O

OH

性酸化物は反応系に存在する水が活性点

OH

H2O

を強く被毒し、反応速度が著しく低下する。

H2O

OH

OH

H2O

MCM-41

MCM-41

バイオアルコールを有機合成反応に利用

O

O

Zr oxide

Zr oxide

IL(a)

するためには、水存在下で機能する耐水性
触媒反応プロセスの創生が極めて重要であ
図 9 担持 ZrO2 触媒への耐水性付与の戦略

る。

耐水性触媒反応プロセスを実現するための戦略疎水性イオン液体を用いた耐水性触媒反応場の構築
図 9 に示したように、疎水的なイオン液体分子を、
活性成分である Zr を担持したメソポーラスシリカ細

MCM-41

孔内に導入し、かつ導入量を変化させ、細孔内液

O

O

膜充填から完全充填状態の試料を作成した。不

OH

飽和カルボニル化合物の選択還元反応のモデル
と し て cinnamaldehyde の 水 素 移 行 反 応 に よ る
cinnamyl alcohol 合成を用いた。還元剤には、

OH

H2O

MCM-41

Zr oxide

IL(a) IL(b)

2-propanol を用いた。反応への耐水性を確認する
ために、反応溶液に水を添加し実験した。イオン

図 10 イオン液体分子の表面固定化法

液体の導入により、少量の水添加での耐水性は向
上したが、2-propanol の共沸組成である 12.5 %まで水を導入するとイオン液体液膜の有無によらず活性
は著しく低下した。高水含有状態では、耐水性が効果的に賦与されてない。これは、反応中に充填したイ
オン液体が細孔内に安定して保持されず、系外に溶出したせいであると考えられる。そこで、イオン液体
分子の末端に trimethoxysilyl 基を導入し、図 10 に示したように、細孔内表面の silanol 基と反応固定化し
イオン液体の細孔内での安定性を高めた試料を作成した。この触媒では、反応中もイオン液体の溶出は
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起こらず、安定して触媒細孔内に保持されることがわかった。5 %含水状態での耐水性も、イオン液体が
導入されていない触媒で 1/3 程度にまで活性低下を示したものが、1/2 程度に軽減された。耐水性が十分
であるとは言い難いが、イオン液体による反応場の修飾によって、耐水性が付与できることがわかった。
活性炭担体を利用した耐水性触媒の構築
1

細孔直径が 2-3 nm であるメソポーラスシリカを

Zr/MCM-41
Zr(10)/AC1
Zr(10)/AC2
Zr(10)/AC3

nm の細孔系は、水分子にとってはかなり大きく、
また、シリカ表面に水酸基が多数存在することで、
担体自体の疎水性はそれほど期待できない。そ
こで、担体をマイクロ孔の発達した活性炭を使用
した耐水性触媒の構築を検討した。活性炭は、
組成が炭素からなるが、原料となる出発物質（ヤ

Relative MPV activity [-]

担体として耐水性触媒の調整を試みたが、2-3
0.8

0.6
0.4
0.2

シガラなどの植物由来やコールなどの石炭由来）
0

や活性炭製造の際の賦活処理条件によって最終

0

的 な性状が大きく異 なることが知られ ている 。

2.5

5

7.5

10

12.5

Water content [wt%]

様々な活性炭を担体として用い担持 Zr 触媒を調

図 11 活性炭担持 Zr 触媒の耐水性

製し cinnamaldehyde の選択還元反応における耐
水性試験を行った。図 11 に示したように、メソポ
ーラスシリカを担体とした触媒（-◆-）では、7.5 %の
含水量で 90 %近くの活性が失われるのに対し、優
れた活性炭担体（-●-）では、4 割近くの性能が保持
されている。本プロジェクトにおいて、最も高い耐水
性を示している。これは、活性炭の製造方法によっ
て形成される細孔構造が大きく異なるためたと思わ
れる。活性炭の細孔系分布、BET 表面積、マイクロ
孔容積、外表面積（粒子外表面）などの多孔質特性
を検討した結果、優れた耐水性を示した AC1 活性
炭担体は、マイクロ孔が高度に発達していて、細孔
表面積のほとんどがマイクロ孔の寄与であり、活性炭
粒子外表面の割合が少ない。 Zr 活性点は、一部容
易に水分子の攻撃を受ける外表面にも存在する。マ
イクロ孔内の Zr は、疎水場に守られているために、

図 12 活性炭担持 Zr 触媒の耐水性の発現
メカニズム

水の被毒を受け難いものと思われる。図 12 に示した
ように、マイクロ孔内に Zr を優先して担持することで、担体の疎水性を活用した高耐水性酸塩基触媒の
創製が期待できる。

イ. 知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
更なる耐水性を行い、知財化を検討する。
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ウ．水準比較
比較項目

水素移行反応における耐

東京理科大学

東京工業大学

水性触媒プロセスの開発
水溶液中で

2-propanol の共沸組成で

イッテルビウムトリフラート

含水ニオブ酸による水溶液

反応を行っ

ある 12.5 wt%水溶液にお （均一系）を用いたシリルエ

中グルコースのヒドロキシメ

たときの耐水

いて、無水状態の 40 %の

ノールエーテルのヒドロキ

チルフルフラールへの変換

性

活性を維持。

シメチル化反応で高収率

反応に高活性を示す。

（80 %以上）。
原料のバイ
オマス由来
スケールアッ
プの可能性

◯

☓

◯

◯

△

◯

目的生成物

無水状態と変わらず、

均一系触媒反応

の選択性な

90 %以上を維持

反応温度 室温

どの特徴

反応温度 100℃程度

反応温度 100℃程度

エ．協働機関による事業化見込み（製品名称等、事業化時期）：
2-propanol からの脱水は、共沸組成が 12.5 wt%-H2O と高く、膜分離法においても脱水が成功していな
い。12.5 wt% における耐水性が確保されると、事業化の可能性が高まるが、今の所、十全な耐水性（ほ
ぼ 100 %）は得られていない。更に耐水性向上が必要。

(e)-4 フルフラールの化学変換を利用する有用化合物の合成

(85, 124, 126, 127, 154, 177, 178, 198, 199, 200, 211, 232, 233)

ア．技術の説明
フルフラールは、バイオマスとしてのセルロールから生物
プロセスにより誘導される単糖類グルコースやキシロースを
酸処理すること、簡便かつ大量に得ることができる。フルフラ
ールはヘテロ芳香族であるフラン骨格をもち、フラン環の
3,4,5-位にある炭素－水素結合は、炭素－ハロゲン結合や
炭素－金属結合へと変換することができ、これらを利用する
ことでさらに、炭素－炭素結合の生成が可能となる。また、2
位のホルミル基（アルデヒド）は一炭素ユニットとしてさらなる

図 13 フルフラール骨格を用いる反
応設計・分子設計戦略

ヘテロ環骨格の構築が可能となる（図 13）。
ホルミル基をアセタール保護したフラン環骨格は、５位をハロゲン化した後に種々のチオフェン誘導体
と触媒的クロスカプリングすることにより、環骨格を拡張させることが可能となった。チオフェン金属種とハ
ロゲン化したフルフラール誘導体との反応では、パラジウムを触媒として用いたところ、対応するカップリン
グ生成物が得られた。またフルフラールのホルミル基は種々のアミノアルコール、アミノチオール誘導体と
反応させることにより、種々のアゾール誘導体へと変換することに成功した。また、セリンやシステインなど
OH 基、SH 基をもつアミノ酸（バイオ由来有機物）との酸化的な縮合反応によってもオキサゾール、チアゾ
ースなどのアゾール骨格の形成に成功し、その結果すべてのユニットがバイオ由来であるビルディングブ
ロックとしてのフリルアゾールを得ることに成功した。また、得られた生成物は種々の芳香族ハロゲン化物
とのカップリング反応により、π共役系がさらに拡張した種々の化合物が得られ、これらのいくつかの誘導
体は、強い蛍光発光特性が見られた（図 14）。
158

cat

O
Br

+
O

M

Me
S

O

O
Me
S

O

O

55 %

図 14 フルフラールからの種々のアゾール誘導体合成と蛍光発光性誘導体例
フルフラールから誘導されるフランダイマーを骨格にもつバイオポリエステル、バイオポリアミドの合成
フルフラールから誘導されるフランダイマーを利用して、１、ω―ジオールや 1, ω－ジアミンと反応させ
るとポリエステルやポリアミドを得ることに成功した（図 15）。フラン環一つのみからなる類似のポリエステル、
ポリアミドはバイオプラスチックとして注目され、類似の石油由来のベンゼン環を骨格に持つテレフタル酸
エステルやアミドの代替化合物としての利用が期待されているが、融点の低さが問題であった。
フラン二量化において、ニッケル触媒を利用するフランハロゲン化物を利用する還元的な二量化およ
びパラジウム触媒による C-H 結合の酸化的二量化の二種類の手法を検討した。得られたフランダイマー
のジカルボン酸誘導体を１、ω-ジオールや 1, ω-ジアミンと反応させたところ、縮合重合が進行し対応す
るポリエステル、ポリアミドが良好な収率で得られた。フランダイマーを骨格に持つポリエステル、ポリアミド
の融点は、PET 樹脂などのテレフタル酸誘導体に匹敵するほど高い値を示した。

図７ フランダイマーを利用したポリエステル／ポリアミド合成
イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
特願 2017-45892（2017 年 3 月 10 日）フランオリゴマーポリエステルおよびその前駆体
森 敦紀、岡野健太郎、宮川直樹、松本拓也（神戸大学）

【対象国】日本

【審査状況】公開前

特願 2014-171695（2014 年 8 月 26 日）フリルチアゾール化合物
森 敦紀（神戸大学） 【対象国】日本 【審査状況】特許取得 特許第 626956 号
登録日 平成 30 年１月 12 日
ウ．水準比較
フランダイマー骨格から構成されるポリエステルは、石油由来のポリエステル PET（炭素数２）樹脂に匹
敵する熱分解温度を示した。
比較項目

ポリエステルの

フランダイマーポリエス

東洋紡など

石油由来汎用プラスチック

テル

単環性フラン骨格のポ

PET（ポリエチレンテレフタ

リエステル

レート）樹脂

約 350 ℃

約 400 ℃

約 400 ℃

熱分解温度
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バイオマス由来

◯

◯

☓

△

△

◎

成分
コスト

エ．協働機関による事業化見込み （製品名称等、事業化時期）：
フランダイマー由来のポリエステルが汎用プラスチックである PET 樹脂の代替として製品化可能かどう
かを検討中。現在、製造コストの点から困難であるものの、社会状況の変動により石油由来物質の価格が
急騰した場合に競合可能かどうかを精査する必要がある。東洋紡などで商品化準備中である単環性フラ
ン骨格のものよりも熱安定性などで優位であるが、モノマー合成に要する行程数に課題。

(e)-5 希少糖の合成と希少糖を含む配糖体の合成

(55, 56, 57, 58, 59, 88, 89, 90, 119, 120, 159, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219)

ア．技術の説明
希少糖とは天然にごくごく微量しか存在しない糖のことである。その希少糖に血糖値を抑えるなどの生
物活性があることが見いだされ、近年希少糖が注目を集めている。香川大学国際希少糖研究教育機構
（旧希少糖センター）では、酵素法を用いて D-プシコーストと D-タガトースを合成しているが精製が困難
で、純度が低く、シロップ状であるため、低カロリー甘味料としての使用に限られている。松谷化学では Dプシコース、D-アロース、D-タガトース、D-ソルボース等を約 15％含有した希少糖含有シロップを販売し
ているがこれも純度が低いため、医薬品や化粧品には用いられていない。また、これらの酵素法では基
質を厳密に識別するがゆえに合成できる希少糖の数も限られる。
ここでは自然界に大量に存在するバイオマスの一種である D-グルコースや D-ガラクトースを出発原料
に用い、酵素ではなく、化学触媒によって希少糖を合成する検討を行った。その結果、D-グルコースから
希少糖である D-アロースを、D-ガラクトースから希少糖である D-グロースおよび D-タロースを選択的かつ
効率的合成方法を見出した（図 16）。

図 16 D-グロースおよび D-タロースの合成スキーム
一方、様々な生物活性物質を配糖化することで、親水性が増し、身体に取り込まれやすくする増強効
果だけでなく、まったく新しい機能が発現する例が多々報告されている。これまでは、その際に用いられる
糖質は D-グルコースがほとんどであり、希少糖を含む配糖体の報告例は皆無である。そこで、希少糖で
ある D-アロースを糖として用い、そこにアスコルビン酸およびカテキン類をグリコシル化反応によって配糖
化し、その生物活性を調べた。カテキンには抗酸化作用、脂肪燃焼促進作用、血中コレステロール低下
作用などがあることが知られており、それを希少糖で配糖化することで上記の生物活性のさらなる向上、
新しい生物活性の発現が期待できる。
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アスコルビン酸の D-アロースによる配糖化
アスコルビン酸の 2 位と 3 位のそれぞれで D-アロースとの反応を行った。図 17 にはアスコルビン酸の 3
位で結合させた反応経路を示す。D-アロースから 5 段階、総収率 40％で目的物を得た。3 位で結合した
ものはより反応性の高い 2 位のヒドロキシ基を一旦保護して、グリコシル化反応を行い、その後脱保護して
目的物を得た。

図 17 アスコルビン酸の D-アロースによる配糖化
カテキンの D-アロースによる配糖化
カテキンは正確には総称であり、実際、緑茶には図 18 に示すようにエピカテキン、エピガロカテキン、
エピカテキンガレート、エキガロカテキンガレート、カテキン、ガロカテキン、カテキンがレート、ガロカテキ
ンがレートの 8 種の化合物が含まれる。

図 18 緑茶に含まれるカテキン類の構造
したがって、カテキンの配糖化研究に用いられる化合物は純粋である必要がある。純粋なカテキンを用
い、D-アロースによる配糖化を行った（図 19）。
ここではカテキンのフェノール性ヒドロキシ基をすべてアセチル保護し、D-アロースの方もアセチル保護
した 1－フルオロ糖を用いる方法でグリコシル化を行った。この 1－フルオロ糖を用いるグリコシル化反応
は私たちが独自に開発した手法である。グリコシル化反応によって配糖化したのち、すべてのアセチル基
を一度に脱保護して目的物を得た。

161

図 19 カテキンの D-アロースによる配糖化
本研究によって得られた希少糖である D-アロースの配糖体はすべて新規化合物であり、その生物活
性によっては（現在、別機関で実施中）特定保健用食品（トクホ）さらには医薬品として用いることが期待
できる。
イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
現時点で該当なし。
ウ．水準比較
比較項目

希少糖および希少糖を含
む配糖体の合成

希少糖の性
能

3 種の希少糖（D-アロー
ス、D-グロース、D-タロー
ス）を純粋に合成する方
法を確立〇

希少糖を含
む配糖体の
性能

希少糖 を含む 配糖体の
合成法を確立〇

香川大学国際希少糖研究
教育機構（旧希少糖センタ
ー）
酵素法を用いて、D-プシコ
ーストと D-タガトースを合成
しているが純度が低く、シロ
ップ状である。△

合成できていない。×

松谷化学

D- プ シ コ ー ス 、 D- ア ロ ー
ス、D-タガトース、D-ソルボ
ース等を約 15％含有した
希少糖含有シロップを販売
しているが純度が低いた
め、医薬品や化粧品には
用いられていない。△
合成できていない。×

エ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
現在企業と連携して、D-グロースおよび D-タロースの大量合成法の確立に向けての検討および希少
糖を含む配糖体の生物活性の検討を行っていることから、事業化の見込みは十分にあると考えている。
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(f) 機能性・安全性評価
(f)-1 食品評価技術

(182, 221, 230, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 317, 318, 319, 323, 324, 332, 333, 334, 335, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 347,

348, 349, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379,381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 468, 495)

ア．技術の説明
食品には食べる者のエネルギー源やその体の構築に必要な栄養となる一次機能、食べる者が好んで
食べるか否かに影響する味、香り、色、食感等に係る二次機能、そして体調調節・疾病予防することで生
食べる者の健康に維持に係る三次機能がある。三次機能は免疫系、消化器系、神経系、内分泌系を介
して疾病を予防・改善、老化を抑制するなどの作用があげられる。中国社会では古来より「薬食同源」とい
う言葉が脈々継承されているが、これは食の三次機能より派生した思想である。近年、この三次機能に注
目した食品は「機能性食品」と呼ばれ、その素材および作用メカニズムの観点から、プロバイオティクス
（probiotics）、プレバイオティクス(prebiotics)、バイオジェニックス(biogenics)の 3 つに分類される。プロバイ
オティクスは宿主に有益な効果をもたらす生きた細菌群、プレバイオティクスとはプロバイオティクスの増
殖を促進する食品成分、バイオジェニックスは直接、あるいは腸内細菌叢を介して健康、疾病予防等に
働く食品成分である。
上記食品成分の腸内動態に鑑み、我々は下記の 3 つの in vitro 試験系を組み合わせてヒト腸内環境を
模した、所謂「腸管モデル」システム（Kobe University Human Intestinal Model [KUHIM]）を構築し、既知
機能性食品成分および新規の機能性食品成分のプロバイオティクス、プレバイオティクス、あるいはバイ
オジェニックスとしての機能性と安全性評価に取り組んでいる。その概要は下記のごとくである。
免疫系腸管モデルによる評価試験：当該機能性食品素材あるいはその代謝産物等が腸管上皮細胞
を透過した場合、あるいは透過されないが腸管上皮細胞に接した場合にヒトの免疫系どのような影響をも
たらすのかを査定するために、腸管と関連リンパ組織を模した系での in vitro 実験（上層は Caco-2 細胞を
単層培養して腸管上皮様にして、下層にはマクロファージ様に分化させた細胞を培養して腸管関連リン
パ組織を模した系：例えば Transwell®）で解析する。実際にこのモデルを用いて疫学的にヒトのインフル
エンザ対策に効果があるとされる市販のヨーグルトから分離された乳酸菌株が産生する菌体外多糖
（Extra-poly-saccharides [EPS]）と、同種であるが異なる菌株の EPS について NK 細胞活性を促す Th1 タ
イプの免疫賦与性を比較した結果、前者にその賦与性があること、さらにその免疫賦与性は EPS だけで
なくその EPS 産生株の菌体自体にも認められるが確認されている。他方、抗炎症性を示す食品因子をこ
の系を用いて検索したところ、ポリフェノール類としてクルクミンとルテオリン、多糖類としてフコイダンおよ
びレンチナンに大腸炎等に有効と思われる抗炎症作用が認められた。
ヒト腸内細菌叢モデルによる評価試験：単槽の連続嫌気培養装置によって個々人の腸内細菌叢環境
を再現したモデル（Kobe University Human Intestinal Microbiota Model [KUHIM2]）である。KUHIM2 に
投与された当該機能性食品素材の経時的な代謝変換、腸内細菌叢構成、代謝産物等を解析する。具体
的には個々人の新鮮糞便を嫌気性菌用液体培地（例えば GAM 培地）を基礎培地とした培養槽に少量
添加し窒素/二酸化炭素混合ガスを培養槽に曝気させて嫌気としヒト大腸の環境を模した環境にして、24
〜30 時間培養する。培養中は経時的に内容物を少量取り出して、定量 PCR（qPCR）、次世代シークエン
サー（NGS）によるメタ 16S ゲノム解析にて細菌叢の変化を門、属、種あるいは菌株レベルでモニタリング
し、また培養中に産生される代謝産物（有機酸、アミノ酸、アンモニア・インドール・スカトール・硫化水素・
アミン等）の構成、投与された物質の分解・変換等のメタボロミクス解析を LC/MS, GC/MS, TOF-MS によ
って行う。国外にはヒト腸内細菌叢モデルとして、既に SHIME（ベルギー・ゲント大学）および TIM（オラン
ダ・TNO）といった複槽の連続嫌気培養装置を用いたものがあるが、いずれも外観と機構的にヒト消化管
を擬似しているものの、培養に長時間を要すること、培養液中の細菌叢や産生される SCFAs 等の量や構
成パターンは量的にも質的にも実際のヒト腸内を再現するには至っていない。これに対して、KUHIM2 の
培養系大腸モデルは下記の諸点においてヒトの腸内環境を模しているので、より正確な食品成分の機能
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性・安全性の評価が可能である。
最終到達菌数：24~30 時間培養後の培養液 1ml 当たりの総細菌数（細菌 16S rRNA 遺伝子を標的とし
た qPCR によって算定）が平均 1011 個台まで増殖している。ヒト糞便 1g 当たりの総細菌数は約１兆個台で
あるが、実際の糞便では大腸壁からのかなりの水分が吸収されることを考慮すると上記培養液中ではほ
ぼ同等の菌増殖が達成されている。
偏性嫌気性細菌優勢：上記培養液の菌叢は一般の健常人の糞便と同様、門レベルで Firmicutes と
Bacteroidetes が優勢である。
菌種レベルでの多様性：上記培養液から検知される細菌種の多様性がヒト糞便のそれ（約 1,000~1,500
種）とほぼ同等である。
難培養細菌の増殖：通常の平板培地上ではコロニーを形成せず単離することができない所謂「難培
養」の細菌種も増殖している。例えば、通常の平板培地では増殖しないが、その培地に特定菌株の代謝
産物が含まれると培地表面上にコロニー形成することが知られている 3 種菌株（BL157, Parabacteroides
gordonii に 16S rRNA が 95％相似； BL252, Sutterella spp. に 16S rRNA が 94％相似；BL377,
Phascolarctobacterium faecium に 16S rRNA が 95％相似）に注目し、本モデルでのヒト糞便 24 時間培養
液について上記 3 菌株に特異的な 16S rRNA 遺伝子配列を標的とした qPCR を行うと、培養後に当該 3
菌株が増殖していることが確認されている。
産生される SCFAs の構成：本モデル 24
時間~30 時間培養液は過去に報告された
実際の健常人大腸内の SCFAs の総 量
50~100mM と構成比（酢酸：プロピオン酸：
酪酸=3:1:1）を模している。
KUHIM2 は上述の特徴に加え、小容量
（100ml）の培養槽を８器備えた培養装置
（下写真：エイブル・バイオット社製、
BJR-25NA1S-8M）を用いことで多検体・多
項目の high throughput 試験が一度に比較
的短時間で行うことができる。従って１回の
試験で、複数のヒト腸内細菌叢あるいは食
品成分についてその動態を調べることがで
きる。具体的な使用カテゴリーとしては下記

図 1 腸管モデルシステム（KUHIM）

のごとくが挙げられる。

難消化・難吸収性の小腸で消化吸収されずに大腸に行き着く食品成分を添加した後のヒト腸内の経時
的な細菌叢の構成の変化、代謝産物（主に有機酸等）および添加した成分の量・質的変化の予測。例え
ば、喫食することによってヒト大腸内のビフィズス菌数を増やすと報告されている 7 つのオリゴ糖（フラクトオ
リゴ糖、ガラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、ラフィノース、ラクツロース、ラクトスクロース）
を 6 個人の KUHIM2 に供試して、これらの糖のビフィズス菌への特異的な増菌効果について調べた結果、
全モデルにおいてラフィノース以外のオリゴ糖がビフィズス菌を特異的に増殖させること、加えて酢酸の産
生も増加することが確認された（図 2）。
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図 2 ８名の KUHIMM での難消化性食物繊維のプレバイオティクス効果の検証
興味深い補足所見として、ラフィノースのビフィズス増殖効果は特定の個人の大腸フローラモデルで認
められたこと、オリゴ糖のビフィズス菌種レベルでのプレバイオティクス効果は一様ではなかったこと等が
挙げられる。他方、近年機能性食品として注目されている 3 種の難消化性食物繊維（消化性・難消化性
デキストリン、難消化性グルカン、α-シクロデキストリン、デキストラン）を極少量を 8 個人の KUHIM2 に供
試して経時的な菌叢解析と代謝物解析を行った。その結果、添加した食物繊維は腸内細菌叢の構成に
殆んど影響を与えなかったが、酢酸とプロピオン酸の産生を有意に上昇させた。この結果を受け実際に
上記食物繊維を用いたヒト介入試験を行った結果同様の結果を得た。これらの所見から腸内細菌叢の構
成に影響を与えずともその代謝能に影響を与えることでプレバイオティクスとして評価できる食品成分が
あることが明らかにされた。別途特筆すべきは現在「増粘」という用途で専ら使用されている「食品添加物」
デキストランがプレバイオティクスとして機能することも明らかとなった。
通常、胃、小腸で速やかに吸収され体内に入るとされる食品成分（ペプチド、アミノ酸、有機酸等）が何
らかの事由により大腸内に流入した場合に起こりえる腸内細菌叢構成とその代謝産物、および添加した
成分自体の量・質的変化シミュレーションによる新たな機能性あるいは危険性の予備検索をする（前述の
カルニチン、人工甘味料のケースから着想）。例えば、タウリンは生体組織中に高濃度に存在する遊離ア
ミノ酸の一つであり、炎症性腸疾患に対して腸管での炎症を抑制する作用を持っている事が知られてい
るが、タウリンはヒトの小腸で容易に吸収され、これを免れて大腸に到達してもそこに棲息する腸内細菌に
よって分解・代謝されてしまうので抗炎症効果は期待できないとされていた。しかしながらタウリンを８名分
の KUHIM2 に投入して、その動態を検証した結果、添加したタウリンがまったく消化されずに残存してい
たことが明らかとなった（図 3）。
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図 2 ８名の KUHIMM の培養前後の添加タウリンとセリン量の変化
この所見からタウリンを何らかの手段（例えば腸溶性カプセル、デンプンを付加して難消化性化等）に
てヒト大腸内に届ける事ができれば潰瘍性大腸炎等の症状を軽減できることが示されている。
健常人の糞便サンプルからだけでなく、近年大腸細菌叢と因果関係があることが示唆されている病気
症状（大腸疾患、糖尿病、自閉症、アルツハイマー症等）を呈する患者の糞便サンプルからのモデルを構
築し、病態と細菌叢およびその代謝産物に関連性があった場合はそれらの情報を病状診断に活用、ある
いは病状を改善する機能性食品成分や治療薬の検索をする。例えば、潰瘍性大腸炎は、増悪と寛解を
繰り返す慢性大腸炎で特徴付けられる原因不明の疾患だが、腸内細菌叢を含む腸内環境の異常が一
因と認識されている。そこで潰瘍性大腸炎患者 11 名と健常者 13 名の KUHIM2 の 30 時間培養液の菌
叢と SCFAs の構成解析を行った。その結果潰瘍性大腸炎の培養モデルでは 、酪酸を産生する
Lachnospiraceae 科に属する菌種が健常者に比べ有意に減少し、この減少は産生される酪酸濃度とも相
関していることが明らかとなった（図 4）。これより KUHIM2 が腸内環境評価に有用であることが示された。

図 3 健常者(HS)と潰瘍性大腸炎(UC)患者 KUHIMM 培養後の有機酸生
特定のヒトの KUHIM2 のみに、ある食品成分ヒトの健康維持や疾病予防等に資する活性物質となるこ
とがわかった場合はその KUHIM2 から当該の作用する細菌株を特定・分離して、この菌株をプロバイオ
ティクスとしてあるいは当該活性物質を効率よく生産する「種菌」として利用することもできる。
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イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
機能性食品素材の実効性をヒト介入試験に先立ってプレ査定するための KUHIM2 の下記のごとくの
基本出願（国内）をした。
「腸内細菌叢シミュレーション培養方法、装置および培養菌叢」（出願日：2015/3/9、 出願番号：特願
2016-507353、神戸大学の単独出願）。 なお本出願案件は 2017 年 8 月 4 日時点で学術・産業イノベー
ション創造本部発明評価委員会にて引き続き審査請求するものと決定。
ウ．水準比較
培養系ヒト腸内細菌叢モデルとして、国外に SHIME（ベルギー・ゲント大学）および TIM（オランダ・
TNO）といったシステムがある。これらと比べても、KUHIM2 はヒト腸内の全菌を維持した世界初の技術で
ある。
本技術

SHIME

TIM

模擬環境

大腸

胃・小腸・大腸

胃・小腸・大腸

培養システム

１槽式

多槽式

多槽式

運転・制御

簡便

煩雑

煩雑

嫌気度

高

低

低

有機酸構成

再現

不適

不適

菌体密度

糞便中と同程度

不適

不適

菌種数・構成

実環境と同程度

実環境の約 30％

実環境の約 30％

食品機能性評価

可能

不完全

不完全

病態の再現

可能

不完全

適用例なし

SHIME および TIM は多連式であるため評価に時間が掛かる。何より構成されたマイクロバイオームは
菌量（108-109 cells/mL）が少ないためにヒト腸内細菌叢の構成パターンの維持に至っていない。一方、本
技術 KUHIM2（1011 cells/mL）は水分含量を考慮すると、量的にもヒト腸管（1012 cells/mL）を模している。
また、従来のモデルは糞便中の菌種の最大でも約 30%の保持に留まるが、本技術は約 100%の保持に
成功している。海外のモデルに疾患患者の糞便を投与してその再構築を試みた知見は存在するものの
代謝プロファイル（有機酸生成）には健常人のものと明確な差異はない。本技術では疾患患者特有の代
謝プロファイルの取得が可能であり、これは上述のように約 100％の菌種を保持しているからと考えられ
る。
エ．協働機関による事業化見込み（製品等名称、事業化時期）
：
2019～2020 年度内を上市想定している。機能性表示食品市場は拡大し続けており、2016 年度は 851
億円であった。2018 年には 1975 億円が見込まれる。2015 年 4 月から開始された機能性表示制度により、
食品の安全性と有効性の科学的根拠に関する情報を消費者庁へ届け出ることで企業の責任にて機能性
を表示する事が可能となった。そのため KUHIM2 を使用しての食品機能性の評価に関して企業からの
依頼が増えている。また、指定難病である潰瘍性大腸炎の患者数も増加し続けており、2014 年には 17 万
人を超えた。潰瘍性大腸炎は根治的治療法が確立されておらず、患者が食するべき食品の評価に対す
るニーズも高まっていくものと推察される。食品機能性の評価や患者への投与物の評価に、例えば食品
会社１社あたり 500 万円／年で行う。１年あたり 20 社の依頼があれば 10,000 万円／年の売り上げが見込
まれる。
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KUHIM2 はハイスループットで多検体について、食品の機能性評価や病態モデルに対する投与物の
評価が可能である。そのため、KUHIM2 事業化の食品会社や医療機関への貢献は非常に大きいと考え
られる。実際に、現在は７社と共同研究を進めている。
2018 年度は機能性食品や疾患患者への投与物の検討に関連する技術の現状について、文献・専門
図書・特許・業界誌・公的報告書・Web や情報等の公開資料より、整理する。その結果を踏まえて、事業
化の方針を決定する。そして、2019 年度に連携する企業の探索を行い、連携先を決定する。2020 年度よ
り本格的にベンチャーを設立して事業活動を行う。また、連携企業と役割分担をして進めて行く事を予定
である。
オ．ロードマップ

(f)-2 材料評価技術

(51, 52, 53, 97, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 118, 138, 139, 141, 142, 203, 236)

ア．技術の説明
１．原子間力顕微鏡によるソフトマテリアルの液中計測技術
SPM-8000FM 顕微鏡装置は、カンチレバー振動共振の Q 値が低い液中環境において世界最高の力
分解能（10 ピコニュートン）を発揮する原子間力顕微鏡である。当該顕微鏡を用いて生体関連材料およ
びバイオベース材料などのソフトマテリアルと液体が接する界面の力学応答を 0.1 nm の空間分解能で計
測し結果を解釈するノウハウを収集した。ソフトマテリアルの表面構造ばかりでなく、これに接する液体の
密度分布を可視化する技術として確立できた。この技術を用いて、生体忌避性をもつ単分子膜に接する
リン酸緩衝生理食塩水が強く構造化することを見いだした。バイオプロセスに必須の操作である撹拌や濾
過において菌体などの付着を回避する材料開発に利用して、実機を用いた付着試験を省略して開発を
加速・低コスト化する可能性を提示した。

図 4 生体忌避性の強い単分子膜（MC-SAM）と弱い単分子膜（OH-SAM）と接する水の密度分布
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２．広帯域誘電分光装置
本装置では、メガヘルツから中赤外領域の複素誘
電率の温度変化を測定することができる。水はメガヘ
ルツから中赤外領域の広い周波数帯において特徴
的なスペクトル成分を持つ。そのため、メガヘルツ帯
から中赤外領域における精密分光測定により、水や
水溶液の低振動ダイナミクス、またタンパク質に及ぼ
す水和の効果を明らかにすることができる。実験装置
としては、20 MHz から 20 GHz では、ベクトルネット
ワークアナライザを用いている。温度変化の実験
（-40 °C ～ 80 °C）の測定を行うため、恒温槽の中に
直接プローブを差し込むかたちで使用している（図
5）。
図 5 ベクトルネットワークアナライザ
３．光ポンプ－テラヘルツプローブ分光装置
本装置では、電荷分離の様子を、光励起直後の様子を観測することができる。電荷キャリアの生成直
後（サブピコ秒から数十ピコ秒）の様子を、電荷を直接観測することにより調べることができる。光源にはチ
タンサファイア再生増幅器（中心波長 800 nm、繰り返し 1 kHz）を用いた（図 6）。再生増幅器の出力を 3
つに分け、１つを励起光（400 nm）、残りをテラヘルツ光発生、検出に使用した。テラヘルツ光は 800 nm
の基本波と 400 nm の 2 倍波を窒素ガスに集光することにより発生させた。テラヘルツ光の検出は窒素ガ
スを非線形光学媒質としたエアバイアス干渉検出法を用いた。励起光、テラヘルツ発生、検出用のパル
ス光のそれぞれの遅延時間を変化させながら、テラヘルツ光の時間波形を計測することにより、過渡伝導
率スペクトルの時間変化を求めることができる。ここではより簡便に過渡伝導率スペクトルの時間変化の平
均的な振る舞いを求めるために、励起光の遅延時間を変えながら、テラヘルツ光の時間波形のピークで
の透過率の時間変化を計測した。再生増幅器の出力のパルス幅は約 100 fs である。

図 6 製作した光ポンプ-テラヘルツプローブ装置のレイアウト図
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４．バイオベース高分子の結晶弾性率評価
バイオベース高分子の力学・熱物性に関しては、特
に放射光利用を含め、X 線回折を利用した結晶弾性率
の評価を通して、バイオベース高分子が有する力学物
性の潜在的ポテンシャルを評価する手法を確立し、さら
に、各高分子の熱物性との相関性の解明にも取り組ん
だ。本評価は世界に例がなく、本研究独自の技術であ
る。具体的には、図 7 に示した装置を試作し、バイオベ
ース高分子に対して適用した。この装置を X 線回折用
のゴニオメーターに設置する。この装置において、配向
結晶化したバイオベース高分子を引張器にマウントし、
コールドヘッドを通して、ヘリウムの断熱膨張により引張

図 7 極低温（１８K）結晶弾性測定装置

器ごと 18 K まで冷却できるようになっている。ここで、試
料に対して一軸引っ張り応力を付加し、線回折プロファ
イルを測定する。応力により結晶格子がひずむと、回折
プロファイル上のピークシフトとして現れることから、格
子ひずみを評価できる。一例として、ポリグリコール酸
(PGA)の結晶格子の応力-ひずみ曲線を図 8 に示した。
図中の直線の勾配から、分子鎖軸方向の結晶弾性率
(El)の値として 104 GPa の値が得られた。この値は、ポリ
エチレン(235 GPa)には及ばないものの、ポリエチレン
テレフタラート（110）GPa と同等であり、バイオベース高
分子の中では極めて高い値を示した。また、PGA は
230℃とナイロン 6 レベルの高融点を示した。したがって、 図 8 ポリグリコール酸の結晶格子の応力
PGA は生分解性が必要であり、短期利用構造材料とし
ひずみ曲線（300K）
ての展開が主用途であると想定することができた。同様
の測定をさまざまなバイオベース高分子に広く適応し、具体的には、表 1 のようにポリ乳酸（PLLA、
PLLA-PDLA ステレオコンプレックス）や PGA（ポリグリコール酸）、PA10T（XecoT®）、PTN（ポリトリメチレン
ナフタラート）、PEF（ポリエチレンフラノラート）、PTF（ポリトリメチレンフラノラート）といったバイオベース高
分子を対象として、各ポリマーで可能な合成高分子を示すと共に想定される用途を明確にできた。
表 1 バイオベース高分子によって代替可能な合成高分子材料
バイオベース高分子

特長

代替可能な合成高分子

主な想定される用途

ポリ乳酸

最 大 生 産 量

ポリプロピレン

汎用製品

高融点

ポリアミド 6

耐熱材料

高弾性率・高融点

ポリエチレンテレフタレート

短期利用構造材料

（200ton/year）
ポリ乳酸ステレオコン
プレックス
PGA

高弾性率ポリエチレン
PA10T

超高耐熱性

芳香族ポリエステル

耐熱スーパーエンプ
ラ

PTN

極低弾性率

ポリメチレンテレフタレート
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柔軟材料

高弾性率

PEF

ポリエチレンテレフタレート

ボトル，フィルム，繊
維

柔軟性

PTF

ポリブチレンテレフタレート

エンプラ

イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
特になし。
ウ．水準比較
1．原子間力顕微鏡によるソフトマテリアルの液中計測技術
比較項目

SPM-8000FM 顕微鏡によ

ブルカー社の顕微鏡装置

る液中計測（本研究）
水中での力

日立ハイテクサイエンス社
の顕微鏡装置

10 ピコニュートン

100 ピコニュートン

100 ピコニュートン

0.1 ナノメーター

0.1 ナノメーター

0.1 ナノメーター

京都大学

レーゲンスブルグ大学

分解能
水中での位
置分解能
2．広帯域誘電分光装置
比較項目

広帯域誘電分光装置（本
研究）

複素誘電率

20 MHz～1000

の測定範囲

THz)

（独）
cm-1

(33

0.2 THz～3.5 THz

0.1 GHz～0.561 THz

光ポンプ－テラヘルツ

ルント大学（スウェーデ

イエール大学（米国）

プローブ分光装置（本研

ン）

3．光ポンプ－テラヘルツプローブ分光装置
比較項目

究）
テラヘルツ

30-180 cm-1

10-43 cm-1

16-65 cm-1

プローブパ
ルスのスペ
クトル領域
４．バイオベース高分子の結晶弾性率評価技術
本研究独自の技術であり，特に 18 K～500K の広い範囲の測定も可能な装置は、他に比較すべき対
象がない。
比較項目

X 線結晶弾性率評価（本研究）

汎用的な引張力学試験

弾性率

高分子の種類ごとの構造のみに由来し、その

高分子の種類に加えて、分子量、

高分子の持つ最大の値に一致する。

微細構造・成形法に大きく依存。

エ．協働機関による事業化見込み（製品等名称、事業化時期）：
材料評価のための装置群として活用されているが、協働機関による事業化の予定は特にない。
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(g) 革新的材料

(229, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457)

ア．技術の説明
1．バイオベース高分子を利用した環境調和高分子ナノ複合材料
本研究では、バイオベース高分子を利用した環境調和高分子ナノ複合材料の創成に従事した。この
際、バイオベース高分子としてはセルロース、ならびにポリ乳酸を取り上げた。
〇All-セルロース複合材料、同ナノ複合材料
複合材料は丈夫で長持ちを特徴とするが、ガラス繊維充てん複合材料は焼却処分が困難であり、炭素
繊維充てん複合材料はリサイクルが課題となる。大気中の炭酸ガス濃度の増加による温暖化が環境問題
となり、石油資源の枯渇が深刻になりつつある今日、複合材料に対しても環境調和性が求められるように
なる中、充てん剤、マトリックスが共に環境調和素
材からなる複合材料が重要となる。そこで、最大の
バイオマス資源としてのセルロースを充てん繊維と
し、セルロース系複合材料の開発が進められ、わ
れわれもこれまでに、セルロース繊維とポリ乳酸の
複合材料等を報告してきた。さてこれら複合材料で
は、異種材料を複合化することで優れた物性が発
現する。その一方で、構成要素を単離することは難
しく、上述のようにリサイクル性が乏しい課題以外
に、素材界面が必然的に存在することから、界面
への水分の浸入、それに伴う応力伝達の劣化、接
着破壊を伴う。それらの解決策として挙げられるの
が、同種異形（シングルポリマー）複合材料である。
同じ素材で、異なる構造をもつ物質を複合化させ

図 1 ALL-セルロース複合材料, ラミー
単繊維, セロハンの応力-ひずみ曲線

ることにより、優れた物性を有し、かつ完全にリサイ
クル可能な材料となる。われわれは、全てセルロースを用いて作製することで、環境調和にも優れた材料
(All-セルロース複合材料)の作製を試みた。
図 1 には、all-セルロース複合材料の応力-ひずみ曲線を示した。なお、比較のため、セルロース繊維
（ラミー）、マグネシウム合金の結果も併せて示した。All-セルロース複合材料は、引張り強度として 450
MPa 以上を示し、弾性率がマグネシウム合金に匹敵した。また、この複合材料では 300℃においても 20
GPa の貯蔵弾性率、1×10-7K-1 オーダーの熱膨張係数を併せ持っている。これらの値は、たとえばステン
レスの引張り強度、ガラスやダイアモンドの熱膨張
係数に匹敵する値であり、本質的にはセルロース
の固有物性を顕在化させることで高性能化が達
成されたことになる。さらに、充てん繊維とマトリッ
クスが共に同じ素材になることで界面が消失し、
マクロな複合材料でありながら、図 1 の中に示した
ように透明化できることも大きな特徴である。さらに、
同じ系において、セルロースナノファイバーを利
用することで、all-セルロースナノ複合材料の創製
も試みている。
複合材料創製に先立ち、まず、原料となるセル

図 2 各種セルロース源を異にするセルロース
ナノファイバーの応力-ひずみ曲線
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ひずみ曲線を図 2 に示した。無配向試料であるにも関わらず、いずれも高い強度・弾性率を示した。さら
に、破断伸び、ひいては破壊に要するエネルギー（タフネス）がセルロース源に依存して大きく変化するこ
とを見出し、結晶化度と微結晶サイズをパラメータとして力学物性が整理できることを明らかにした。さらに、
バクテリアセルロースの in situ 培養を利用したナノ複合材料の創製により、ナノダイヤモンド等との複合材
料化に成功し、卓越した力学物性、熱物性を示す材料の成り得ることを見出した。
〇All-ポリ乳酸複合材料
環境調和高分子複合材料として、All-セルロース複合材
料に加えて、同コンセプトを拡張することで、All-ポリ乳酸複
合材料、同ナノ複合材料を創製した。同種異形複合材料の
作製プロセスにおいて、充てん繊維とマトリックスの成形性
の差別化を図る必要がある。この際、ポリ-L-乳酸（PLLA）と
ステレオコンプレックス・ポリ乳酸(sc-PLA)の融点差を利用し、
高融点 scPLA を充てん繊維、低融点 PLLA をマトリックスと
する All-PLA 複合材料の創製を試みた。
図 3 には、PLLA マトリックス、 scPLA 繊維、 All-PLA 複
合材料の応力*ひずみ曲線を示した。scPLA 繊維を導入す
ることにより、PLLA 単体（図中の小図）に比較して All-PLA
複合材料では破断伸びが大幅に増加し(1.5% → 45%)、

図 3 PLLA マトリックス、scPLA 繊維、
All-PLA 複合材料の応力*ひずみ曲線

破壊に要するエネルギ（タフネス）は 200 倍となった。したが
って、全てバイオマス素材から構成され、ポリ乳酸の弱点である脆性、低破断伸度を克服できることを明ら
かにした。
イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
特になし。
ウ．水準比較
All-セルロース複合材料に関して初出論文(Macromolecules 2004)は既に高い被引用回数(Google
Scholar: 589 回、 Web of Science: 405 回)を記録し、高引用論文として評価されている。さらに単に引用さ
れるだけでなく、同じコンセプトに基づく論文が英国、フランス、スウェーデン、フィンランド、米国、中国、
オーストリア、ニュージーランド、イランから出版されており、独創技術として国際的に高い研究水準にある。
また、それ以後の 2013 年までの論文 8 報もいずれも順調に被引用回数を記録しつつある。さらに、これら
の業績は日本材料学会学術貢献賞の受賞理由の一部となっており、国内外で高い研究水準が評価され
た証左である。また、同材料に関して国内大手企業 5 社以上から訪問があり、２社からの要望により試料
を提供し、評価・検討が進められている。今後、工業的な展開が期待できる水準にある。
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②具体的製品等
１．次世代燃料・化成品原料
１－１．セルロースエタノール

(68, 76, 105, 116, 117, 222, 241, 249, 252, 254, 255, 258, 261, 265)

ア．成果物の説明
バイオマス転換エネルギー普及のため、食料と競合せず豊富な賦存量を有するセルロース系原料から
次世代燃料を製造する技術の普及が求められている。例えば、ガソリンの代替に使用されるバイオエタノ
ール（セルロース系エタノール）の導入を促進するためには、先進的かつ革新的なエタノール発酵生産
技術を開発するとともに、商用プラントの設計に資するプロセスの最適化が必要である。従来、構造の複
雑なセルロース系バイオマスを高収率で分解するために酵素が使用されていたものの、高価な酵素を遠
隔地で生産し、バイオマスの分解に使用（酵素糖化）した後に微生物による発酵を行うという非効率なプ
ロセス構成がコストダウンの障壁となっていた。そこで、図 1 に示す酵素生産・酵素糖化・発酵を同時に行
う統合バイオプロセス（Consolidated Bioprocessing: CBP と略す）による技術革新を目指した。

図 1 セルロース系バイオマスからの次世代燃料生産に導入される CBP 発酵システムの模式図
成果物である「CBP 発酵システム」を構成する微生物、機器設備類、そして知財が具体的製品となる。
微生物について、神戸大学が有する豊富な技術基盤を活用し、実用酵母株（汎用される実験室酵母に
比べて遺伝子操作は困難であるが増殖能力や発酵能力に優れる）の強化と選抜を行ったところ、発酵阻
害物を含むリグノセルロース系バイオマス（難分解性のリグニンを含む実バイオマスの総称）から発酵収率
90%以上かつエタノール濃度 5.0wt%以上を安定して得る目標を達成した。図 1 にて「アーミング酵母」と
示すのが、酵素によるバイオマス分解機能を強化するために細胞表層提示技術を実装した微生物を意
味する。また、酵母の性能強化に加えて、ベンチおよびパイロットプラントでの実証研究による機器設備
の検討や、副資材の供給を含む種々の実用的要件の検討などを通じて、ビジネスプランに即した CBP 発
酵システムの導入モデルの構築に目途をたてることができた。
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図 2 CBP 発酵システムが導入されたプロセスフローの概念図
CBP 発酵システムは、固体状で低含水率のバイオマス前処理物を 20%以上の高濃度で発酵槽へ投入
する液化方法、液化したスラリーの発酵、そして発酵モロミからの酵母リサイクルを含む一連の工程で構
成される（図 2）。これら一連の工程をベンチおよびパイロットスケールの設備で実証し、CBP 発酵全工程
を適正かつ安定に制御できるプロセスフローのノウハウを蓄積するとともに、要素技術に関する特許を出
願した。これらの取り組みと並行して、開発技術の導入先における市場調査と事業性の評価も実施した。
イ．水準比較
表 1 セルロース系エタノール生産システムの酵素変動費の比較（70,000 トン/年を想定）
比較項目

CBP 発酵システム

競合システム 1：OFFSITE

競合システム 2：ONSITE

機能の概要

エタノール製造サイトにて

エタノール製造サイトへ高

エタノール製造サイトにて

酵素生産からエタノール

性能酵素を輸送・保管

酵素を製造

22.9 円/L-EtOH

17.0 円/L-EtOH

発酵までを統合
エタノールあ

6.7 円/L-EtOH

たり酵素費用
実際のエタノール製造では、使用するセルロース原料や生産規模など諸条件の違いによって単純な
水準比較が困難となる。そのため、E. Johnson らの文献（Biofuels. Bioprod. Bioref 10: 16-174, (2016)）で
公開された麦藁を原料に年産 70,000 トンのエタノールを製造する場合のコスト項目を根拠資料として、エ
タノールあたりの酵素変動費を算出した（表 1）。競合システム 1 では、高性能酵素を製造した後、エタノー
ル製造サイトへ輸送および保管する費用を要し、競合システム 2 ではエタノール製造サイトにて酵素を製
造することでこれらの費用を節減している（エタノールあたり酵素コストで 25.8%節減）。一方、CBP 発酵シ
ステムでは酵素生産に要する副資材もエタノール発酵工程と共有化されるので、競合システム 1 に対して
70.7%、競合システム 2 に対しては 60.6%の酵素コストの節減が可能となる。
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ウ.事業化を担当する協働機関：
本事業の成果である CBP 発酵システム普及の第一段階では、サトウキビ搾汁液などを主原料として既
にエタノールを製造・販売している事業者（第一世代エタノール事業者）を有望な顧客として、既存のサ
プライチェーン・設備の共用と改造・能力増強を提案することにより、事業化障壁を軽減する（図 3）。サト
ウキビの搾汁残渣であるバガスは、他の多くのセルロース系バイオマスと異なり、製糖工場で発生する収
集・運搬・貯蔵システムが既に構築されたバイオマスとなる。
現在、1 トンのサトウキビの糖液からエタノールは 80 L 程度しかできない。しかし、バガス 1 トンからは
CBP 発酵工程で 200～300 L（C5 糖の用途展開による）のエタノールが生産できる見込みである。ただし、
1 トンの生サトウキビからバガスは 200 kg ほど発生するため、サトウキビ 1 トンあたり 40～60 L の増産とな
る（すなわち 50～75%の生産増）。しかも搾汁液は腐敗の問題がある一方で、バガスはサトウキビの端境
期でも原料として使用できる。そのため、設備稼働率が向上するうえに 50%以上の増産を見込めるなど事
業者にとってのメリットが大きい（図 3）。

図 3 CBP 発酵システムの導入例
事業化段階では、これまでの開発事業における役務を所掌範囲としてメーカー間で共同事業体（JV）
を結成したうえで、成果物である CBP 発酵システムを構成する微生物・プロセスのライセンス供与およびメ
イン機器・設備の販売事業を推進する。現在、多くの製糖工場でバガスはボイラー燃料として利用されて
いるが、Bio-energy 株式会社が定期的な技術協議を実施してきた第一世代エタノール事業者は新たなエ
タノール製造プラントを稼働予定であり、そこではバイオマスボイラの高効率化で余剰のバガスが発生し
ている。こうした余剰バガスの利用によってエタノールの増産が図られることを利点に、今後のスケールア
ップで確立するシステムを顧客のニーズに適合させていく。顧客が要望する技術供与の範囲（液化と
CBP 発酵プロセスの前後工程）が広範囲になった場合は、その技術を保有するメーカーを JV に組み入
れる。商社との協業やエタノール事業者との JV 形成も含め、柔軟に対応できる体制で事業を展開する。
エ．上市時期及び予想市場規模：
平成 33 年上市、2023 年売上予想 3,300 百万円/年(世界市場)、シェア見込 2.5（％）
セルロース系エタノール事業は、サプライチェーンの確立や過大な設備投資が障壁となる点に加え、
技術が成熟していないことに起因し、市場拡大が遅れている現状がある。前者 2 つについては図 3 に記
載の通り第一世代エタノール事業者の優位性を活用することにより参入障壁を軽減できると考えられるた
め、残りの技術的な問題解決を行うことにより事業の実現性を高められるようになる。
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世界のエタノール需給バランスの推計（表 2）では、過去にやや供給過多で推移した需給バランスが
徐々に供給不足になる見通しである。今後、第一世代に比べて GHG 排出を削減できるセルロース系エ
タノールの需要は高まると予想されており、グローバルで 2016 年に 143 million USD の市場が約 5 年後
には 1,200 million USD に達するとされるので、そのシェア 2.5%として売上規模を算出した。
表 2 世界のエタノール需給バランス（OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027 より作成）
2010

2017（予測値）

2023（予測値）

2027（予測値）

103,328

119,975

127,223

130,539

101,949

118,838

127,769

131,070

+1,379

+1,137

-546

-531

（供給過多）

（供給過多）

（供給不足）

（供給不足）

生産量
（千 kL）
需要量
（千 kL）
需給バラン
ス（千 kL）

成果物のシステムが組み込まれる製糖工場はアジアおよび中南米に広く存在するが、ターゲットとなる
のは新設の工場が現実的と考えられる。また、インドをはじめ南アジア地域は規模の小さい製糖工場が多
数存在しており、今後これら既存の小規模な製糖工場はプラント建て替え時期に集約されて大型製糖工
場への建て替えが進むと予想される。さらに世界では新規の製糖工場の建設も進んでいるので、シェア
拡大のためには、本事業の成果物であるシステムが新規の製糖工場の標準仕様として組み込まれるよう
な開発および営業活動を展開する必要がある。
オ．ロードマップ
表 3 セルロース系エタノール製造事業のロードマップ
本事業終了後
項目

2019年度

2020年度

2021年度

2023年度

2027年度

予想される
重大な障害

◇販売先条件 ①市況悪化による
に適合
体制の変更

酵母およびプロセス改良

②有望な顧客情報
の不足

CBP発酵スケールアップ

◇FS・契約

◇商業化技術完成（上市）
◇結果により継続
／中断を判断

③製品要求の未達
④調達資金の不足
⑤スケールアップ
歩留まり悪化

設備投資

⑥競合品による販
売量の減少

販売

◇ライセンス収入発生

古い製糖設備ではバガスの多くが蒸気熱源として利用されている一方で、圧搾装置が水蒸気タービン
式から電気モーター式へ更新されるにつれ、エネルギー効率が大幅に向上し、将来的に余剰分が大量
に出てくると予測される。それゆえ、表 3 のロードマップに従い協業体制の構築を進め、原料の豊富な事
業サイトにおける実証試験を経て、第一世代エタノールプラント併設型のセルロース系エタノール製造事
業モデルの普及を図る。
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１－２．バイオディーゼル

(242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 256, 257, 260, 268, 269, 270, 271, 272)

ア．成果物の説明
輸送用燃料として世界的に実用化されている再生可能なバイオ燃料といえば、バイオエタノール（ガソ
リンの代替燃料）のほか、油糧バイオマスから得られるバイオディーゼル（軽油の代替燃料）が挙げられる。
国内では廃食用油からのバイオディーゼル製造が行われ、Bio-energy 株式会社の開発技術も自治体等
で実用化されているものの、賦存量や回収手段がボトルネックとなる廃食用油を原料とするだけでは、さ
らなる利用拡大が困難であると指摘されている。一方、海外ではパーム椰子など有望なバイオマスの大
規模集積地（プランテーション）が多数存在しており、これら収集済みのバイオマスから高効率かつ経済
的に液体燃料を製造できる次世代技術を普及すれば、多大な CO2 排出削減効果も見込まれる。
例えばパーム油は世界で最も生産量の多い油脂であり、増加の一途を辿る年間生産量（約 6,000 万ト
ン）のうち世界第一位・二位のインドネシア・マレーシアだけで 8 割を超える。大規模プランテーションから
搾油されるパーム油は、伝統的にパーム原油（Crude Palm Oil：CPO と略す）として多国籍企業などに買
い取られ、世界中へ輸出されてきた。しかし、食用に供される CPO およびその加工品は、国策として推進
するバイオ燃料の原料としては高価なため、より安価な原材料からのバイオ燃料生産が求められている。
一方で、CPO 製造工程で発生する POME（Palm Oil Mill Effluent）と呼ばれる搾油廃液は、資源価値が
低く、その高い BOD（25,000 mg/L、排出水質基準の 150 倍）のため処理に大きな問題を抱えている。現
在、POME の溜池から発生するメタンガスを回収するプロジェクトも推進され、POME 中の油分はその排
水処理の負荷を高めるため可能な限り除去することが望ましいと指摘されている。ところが、このようなパ
ーム油は加水により生じた遊離脂肪酸（食用油の劣化を示す成分）を多量に含み、従来はバイオ燃料の
原料に不適であるとされてきた。

図 1 搾油廃液中に含まれるパーム油の液体燃料化の概念図
本事業の成果物は、遊離脂肪酸を多量に含むパーム油であっても図 1 のように液体燃料化できる酵素
反応システムである。国内では、このような環境調和型の酵素反応システムおよびその液体燃料を
「e-Fuel®」と称している。これまでに、神戸大学との協働関係によって、廃食油からの以下に示すパイロッ
トプラントを淡路島に設置し、その長期運転による事業化に向けた技術改善を行ってきている。今後は、
上述のパーム油由来の様々な廃棄画分を用いたバイオディーゼル燃料の生産をインドネシアの協力機
関と連携して実施していく。
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図 2 バイオディーゼル製造のためのパイロットプラント

イ．水準比較
表 1 バイオディーゼル生産システムの比較
比較項目

酵素反応システム

競合システム：均相アルカリ触媒

対象原料

遊離脂肪酸を 0～100%含む動植物性

遊離脂肪酸が約 1 重量%（酸価 2）以下と

油脂

なる動植物性油脂

56 円/L

82 円/L

製造コスト

設備構成を同一として、許容される対象原料が異なる点を考慮した場合に表 1 の水準比較となる。
ウ.事業化を担当する協働機関：
現地国パートナーとして、国立研究機関およびパーム工場を経営する企業からの協力を得る準備を進
めて、神戸大学および Bio-energy 株式会社を含む 4 者間で協力の覚書（MoU）を締結した。当該研究機
関では科学技術のインキュベーション・フィールドを整備しており、ここを拠点に事業化に資する新技術を
政府機関および企業へ広報する構想を練っている。その試金石として Bio-energy 株式会社が日本国内
および現地国での実証事業を行い、現地企業が運用できるシステムを完成して事業化を進める必要があ
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る。その技術開発に必要な連携の準備は整っている。事業開始後の営業・販売活動については現地事
情に詳しい企業・商社と組む必要があると考え、秘密保持契約のもと協議を進めている。
エ．上市時期及び予想市場規模：
平成 30 年上市、2023 年売上予想 1,000 百万円/年(世界市場)、シェア見込 1.2（％）
液体燃料に変換する共通システム「e-Fuel®」の国内事業は平成 30 年より Bio-energy 株式会社で進め
る。一方、パーム油を対象とする事業についてはニーズ調査を進めて開発対象を絞り込み、現地国パー
トナーとの実証事業の完遂後、製法に関する各種知財を有する Bio-energy 株式会社がフランチャイザー
となり、関連消耗品を一括供給するフランチャイズ事業を展開する。現地国政府が計画している当該バイ
オ燃料の最低必要量は 486 万 kL（Indonesia Biofuels Annual Report 2015）と発表され、生産量基準にす
ると 2023 年段階のシェアは 0.2%であるが、搾油工場数ベースのシェアは 1.2%を見込む。
オ．ロードマップ
表 2 当該事業のロードマップ
本事業終了後
項目

2019年度

2020年度

2021年度

2023年度

2027年度

予想される
重大な障害

◇現地国条件 ①市況悪化による
に適合
体制の変更

e-Fuel事業

②有望な顧客情報
の不足

現地国実証事業

◇FS・契約

◇商業化技術完成（上市）
◇結果により継続
／中断を判断

③製品要求の未達
④調達資金の不足
⑤スケールアップ
歩留まり悪化

設備投資

⑥競合品による販
売量の減少

販売

◇ライセンス収入発生

本事業終了後からの自社による国内事業展開、現地国パートナーとの契約時期、上市のロードマップ
は表 5 のようになる。2019 年度より契約交渉を進め、カウンターパート事業サイトでのプラント建設を 2021
年に完了する見込みである。国際予備審査の結果を根拠として、現在 PCT で各国移行している基本特
許が同時期に成立する見込みであるので、広報活動を進め、営業網を有する現地法人を通じて販売す
るプランとする。
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１－３．イソブタノール

(156, 259, 263)

ア. 技術の説明
イソブタノールはエタノールよりも高いエネルギー密度（発熱量）およびオクタン価をもち、低吸湿性、低
揮発性であるため E10 のような相分離の問題が起きず、ガソリン燃料の代替として利用可能である（図 1
A）。また、イソブタノールは脱水することでイソブチレンに変換することができるため、ジェット燃料やバイ
オディーゼル・バイオガソリンの原料としての利用展開も期待されている（図 1B）。イソブタノールは微生物
に対する毒性が少ないという利点を持つため、バルク生産が必要となる燃料分野において、石油からの
バイオベースシフトを図る上で最も適した化合物の一つである。

図 1 (A)バイオエタノールとバイオイソブタノールの比較

(B)イソブタノール燃料の利用展開

イソブタノール生産宿主として、酸・アルコール耐性が強く産業利用上有利な繰り返し利用が可能な出
芽酵母 Saccharomyces cerevisiae を選択した。酵母は pH 耐性が高く溶菌もしにくいことから、大腸菌より
も産業化に適した宿主として注目されている。まず最初に、酵母に 2-ケト酸脱炭酸酵素（KDC）、及びア
ルコール脱水素酵素（ADH）の 2 つの遺伝子を導入することで、ミトコンドリア内に存在するバリン生合成
経路を経由して、グルコースから直接イソブタノールを生産できることを明らかにした。また、アセト乳酸シ
ンターゼ（Ilv2）を過剰発現することにより、イソブタノール生産量が向上することも見出した。
次に、イソブタノール生産量の向上を目的として、競合生合成経路を欠損させる事にした（図 2）。アル
デヒド脱水素酵素（Ald6）またはケトパントテン酸ヒドロキシメチル転移酵素（Ecm31）を欠損させた株では、
それぞれ野生株の約 3 倍もしくは約 2 倍のイソブタノール生産を示した（図 3）。スレオニンから 2-ケトブタ
ン酸への反応を触媒するスレオニンデアミナーゼ（Ilv1）を欠損した株では、野生株の約 6.5 倍のイソブタ
ノールを生産した（図 3）。続いて、酵母野生株および各遺伝子破壊株に kivd、ADH6、ILV2 を発現するプ
ラスミドを導入したところ、全ての株においてイソブタノール生産量が増加した（図 3）。特に、ILV1 破壊株
は 96 mg/L のイソブタノールを生産し、イソロイシン経路の破壊が特に有効である事が示唆された。
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図２ イソブタノール生産経路とトランスヒドロゲナーゼ様シャント経路

図３ 酵母 BY4741 破壊株を用いたイソブタノール生産
さらに、LPD1 破壊と ILV6 破壊を ILV1 破壊と組み合わせたダブルノックアウト株およびトリプルノックア
ウト株を構築した。∆ILV6∆LPD1、∆ILV6∆ILV1 および∆ILV6∆LPD1∆ILV1 において明らかな生産量の向
上が確認され、400 mg/L を超えるイソブタノールの生産に成功した（図 4）。

図４ 多重ノックアウト株を用いたイソブタノール生産
LPD1 および ILV6 遺伝子を破壊と kivd, ADH6, ILV2 過剰発現を組み合わせた株（Δ6L-KAI 株）にエ
ンドグルカナーゼ（EG）とβ-グルコシダーゼ（BGL）を表層提示するためのプラスミドを導入することでセロ
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ビオースからイソブタノールを生産できることを確認した（図 5）。さらに、この株を用いてβグルカンからの
直接発酵生産を試みたところ、グルコースと遜色ないレベルでイソブタノールを生産し、副産物であるエタ
ノールの生産性を低減できることを明らかとした（図 6）。

図５ kivd/ADH6/ILV2 遺伝子発現 lpd1/ilv6 破壊株（Δ6L-KAI）での EG および BGL の表層提示

図６

EG および BGL 表層提示Δ6L-KAI 株による βグルカンからのイソブタノール発酵生産

以上のように、酵母におけるイソブタノールの研究は日進月歩しており競合が激しいものの、国際的
な研究水準と比べても独自性の高い技術の開発に成功し、バイオマス原料でからのイソブタノール
生産技術の確立に成功した。
イ．水準比較
比較項目

本技術

Davis López SA et al.

Lee KM et al.

イ ソ ブ タノ ー

600 mg/L (S. cerevisiae, 20

267 mg/L (S. cerevisiae,

660 mg/L (S. cerevisiae,

ル生産酵母

g/Lβグルカンから)

20 g/L グルコースから)

100 g/L グルコースから)

ウ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
下流の精製方法やイソブチレンへの変換、さらなる生産性向上等を検討を進めることで、バイオマスか
らのイソブタノール生産の実用化が見込まれる。イソブチレンや反応後のポリマーの販路をもつ協働機関
との連携を継続することで将来的な事業化が期待される。
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１－４．n-ブタノール
ア．成果物の説明
ブタノール発酵菌株 Clostridium saccharoperbutylacetonicum ATCC27021 株のブタノール発酵経過を
代謝解析し、糖からアセチル CoA を経て n-ブタノールに至る代謝経路のうちブタノール収率に対して重
要な代謝経路を特定した。すなわち培養初期（酸生成期）は糖から酢酸、酪酸に至る有機酸生産経路が
メインに働き酢酸と酪酸を生成する。培養中期（溶媒生成期）になって糖からブタノールへの経路がメイン
となるとともに蓄積した酢酸、酪酸もブタノールへと変換される。ブタノール収率を高くするためには培養
初期の酢酸、酪酸生成系を破壊することが還元力利用の面からも有効であると判断された。
この結果に基づいて遺伝子組み換えによる遺伝子破壊法でブタノール発酵関連遺伝子を破壊した。
菌株開発 代謝解析と遺伝子破壊によるブタノール高収率株の作成

ブタノール発酵関連遺伝子破壊株のブタノール収率

代謝解析結果に基づき
酢酸、酪酸生成系遺伝子をGroupIIイントロン法で破壊
⇒ 世界最高の ブタノール収率 85mol% の株を取得（組み換え菌）

培養条件

破壊した代謝系

30℃ 嫌気

親株
アセトン
酢酸

BuOH

アセトン・酢酸

バイオレストランの活
用

EtOH

酪酸

酪酸
アセトン

酢酸・酪酸

神戸大学開発の
ゲノム編集技術

酢酸

アセトン・酢酸・酪酸

乳酸

酢酸・酪酸・乳酸

ピルビン酸

酢酸・酪酸(密栓）

不明分

アセトン・酢酸・酪酸(密栓）

上記の破壊を非組み換えゲノム編集で実施
組み換え菌に当たらないブタノール高収率株の取得（世界で唯一）
国、場所を限らず大規模発酵を簡易な設備で実施できる

酢酸・酪酸・乳酸（密栓）
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糖からの収率(mol%)

遺伝子破壊によりブタノール収率が過去報告最高の85mol%に向上

図 1 菌株開発の方針

図 2 改良菌株のブタノール収率

GroupII イントロンを利用した遺伝子破壊方法で酢酸生成系遺伝子 pta と酪酸生成系遺伝子 ptb1 を同
時に破壊するとブタノール収率が大幅に向上することを見出しブタノール高収率株の作成に成功した。ま
たアセトン生成系遺伝子 ctfB を破壊するとアセトンを生成しなくなることがわかった。これらの遺伝子破壊
の組み合わせによってブタノール収率が高く、かつアセトンを生成しないブタノール発酵菌株の作成に成
功した。生成する溶媒成分が一つ少なくなることは蒸留を中心とした分離精製のプロセスの負担を大きく
低減することができ産業上非常に有利となる。
神戸大学で開発されたゲノム編集技術 Target-AID をブタノール発酵菌で使用可能なシャトルベクター
をベースに構築しブタノール発酵菌で使用可能なゲノム編集ベクターを作成した。これを用いて上記の
pta、ptb１、ctfB 遺伝子を編集し、Target-AID を用いたアセトンを生成しないブタノール高収率菌株の作成
に成功した。
また、培養中に塊状の菌株になる変異株を用いた場合、ドデカノールを用いて培養液から連続的にブ
タノールを抽出することによって培地中のブタノール濃度を低く保ち、かつ抽出溶媒へのブタノール濃縮
が可能であることを見出し、容積当たりの生産性を 2 倍に向上させることに成功した。
有機溶媒での抽出を伴うブタノール発酵

図 3 有機溶媒での抽出を伴うブタノール発酵
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イ．水準比較
比較項目

日本触媒-神戸大学

韓国 KAIST

Cobalt Technology

菌株

非組み換え

組み換え

非組み換え

ブタノール収率(mol%)

85

76

60

アセトン生成

なし

あり

あり

ブタノール高収率株については韓国のグループが遺伝子組み換えによる遺伝子破壊で菌株を開発し
ており、そのブタノール収率は 76mol%である。また英国の企業が組み換えを用いない育種法で菌株を
作成しており、製品として n-ブタノールを販売している。ブタノール収率は 60-70mol％と推定される。
今回開発した菌株は非組み換え体にあたる可能性が高くブタノール収率 85mol%、アセトン生成がな
い特徴を有しており、分離精製工程を簡易化できる菌株である。
ウ．事業化を担当する協働機関： 株式会社日本触媒
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１－５．1-プロパノール
ア．技術の説明
1-プロパノールは一般的に溶媒、食品添加物、塗料や化粧品、n-propylamine のような化学中間物とし
ても使用されている。しかしながら、1-プロパノールの天然生産微生物はまだ確認されていない。代謝工
学において 2-keto acid decarboxylase（KDC）と alcohol/aldehyde dehydrogenase（ADH）を用いることで、
α-ケト酸から 2 段階反応で様々なアルコールを生成可能なことが報告されている（Atsumi S et al., 2008）。
これにより、1-プロパノールも 2-ketobutyrate（2KB）から生産可能である。この方法を利用して、E. coli にお
いて 8 g/L の 2KB を含む培地から 2.1 mM の 1-プロパノールが生産されている（Atsumi S et al., 2008）。
つまり、酵母菌体内では、threonine dehydrase によって threonine から生成した 2KB を前駆体として、過剰
発現させた KDC と ADH を反応させることで 1-プロパノールの生産が期待できる（図 1A）。
また、1-プロパノールの代謝経路においては、threonine を経由しない経路も構築されている。本来 E.
coli は citramalate synthase（cimA）を有していないが、この外来遺伝子を導入することで pyruvate から
citramalate を経由して 2KB を生産し、1-プロパノールの生産が可能になることが報告されている。これを
利用して、E. coli では 4.5 g/L（Shen CR and Liao JC, 2013）の 1-プロパノールが生産されている。つまり、
酵母菌体内では、cimA と methylmalate dehydratase（leuC and leuD）を導入することで、pyruvate から
citramalate を経由した 2KB 生産が期待できる（図 1B）。
そして、酵母では、競合経路の acetolactate synthase（ILV2）の破壊株によって 60 mg/L の 1-プロパノー
ルが生産されている（Eden A et al., 2001）。このような背景から本研究では、KDC、ADH、cimA などの過
剰発現と競合経路の破壊を組み合わせ、1-プロパノール生産に適した酵母の開発を行った。

図 1 S. cerevisiae における 1-プロパノール生産経路の改変

（赤字は過剰発現遺伝子、青字と緑字は欠損遺伝子候補）
まず、大腸菌と同様に citramalate を経由した pyruvate からの 2KB 生合成経路の構築によって、酵母
においても 1-プロパノール生産性が向上するかを確認した。citramalate synthase の発現には先行研究で
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効果が示されている Methanocaldococcus jannaschii (Mj)由来 cimA 遺伝子を使用した。leuC と leuD 遺伝
子には thermophilic methanogenic archaea である Mj 由来に加えて、Clostridium beijerinckii (Cb) と
Escherichia coli (Ec)由来を加えた 3 種類を導入して比較した。その結果、どの株においても 1-プロパノー
ルの生産性が向上した。
さらに 2KB の生産性を高めるために、図 1C に示すように酵母で 2KB を生産する元々の Threonine 経
由の経路を強化することを考えた。そのために threonine から 2KB への変換を触媒する Threonine
dehydrase を強化した。ここでは Threonine dehydrase として S. cerevisiae 内因由来の ILV1 と E. coli 由来
の 2 つ（tdcB と ilvA）の計 3 種類について 1-プロパノール生産への効果を比較した。その結果、cimA,
leuC, leuD を導入せずに threonine dehydrase のみを導入した株では 1-プロパノール生産の向上は見られ
なかった。しかしながら、cimA, leuC, leuD に加えて threonine dehydrase も導入した組換え株では一様に
1-プロパノール生産を向上する効果が見られた。特に E.coli 由来の tdcB を発現させた場合の 1-プロパノ
ール生産性向上の効果は有意に大きく、cimA と Cb 由来 leuC, leuD に加えて tdcB を発現した株では
threonine dehydrase を加えていない株（23.7 mg/L）のさらに約 1.8 倍である 42.7 mg/L の 1-プロパノール
を生産した。この差は明らかに tdcB の導入によるものである。
続いて、1-プロパノール生合成やその上流と競合する代謝経路への炭素流出を低減することによって
1-プロパノールの生産量向上を目指した。BY4741 の 1 遺伝子破壊株ライブラリーの中から、該当する競
合経路が破壊された株を選択した。図 1A に青色で示すように、Valine, Leucine, Isoleucine 生合成経路に
含まれる ILV2, IV3, ILV5, BAT1 も候補遺伝子であったが、BY4741 破壊株ライブラリーにこれらの破壊株
がなかった。つまり、これらの遺伝子の破壊はアミノ酸合成経路において致死性もしくは難増殖であること
が予想されるため、候補から除外した。破壊遺伝子は図 1A の緑色で示した 11 種類である。これらの遺伝
子をそれぞれ破壊した BY4741 破壊株ライブラリーを使用して、YPD 富栄養培地における 1-プロパノー
ルの生産量を比較した。すると、Threonine aldolase をコードしている GLY1 遺伝子破壊株でのみ 1-プロパ
ノール生産が向上した。これは酵母においては 2KB を生産する経路が threonine からであるため、
Threonine を Glycine に変換する GLY1 遺伝子を破壊することで 2KB の供給量が増加したためだと考えら
れる。また、GLY1 には isozyme がないため、その効果が大きかったと思われる。S. cerevisiae において、こ
の 11 種類の中で isozyme がないのは GLY1 と MET2 である。そのため、遺伝子のシングル破壊では、
isozyme が存在する他の 9 株ではあまり効果が見られなかったのかもしれない。MET2 はホモセリンを基質
としており、オキサロ酢酸、アスパラギン酸を経由したスレオニン生合成経路の中間体であるため、セリン、
グリシンを経由した経路に比べてスレオニン生合成、つまりは 2KB 増産に与える影響が小さかったのかも
しれない。そこで、GLY1 破壊株においても citramalate 経由の経路の導入が効果を示すか確かめるため
に、YPH499 において ΔGLY1 株を作製し、WT の YPH499 と比較した。図 2 に示すように、ΔGLY1 株の
方が WT よりも 1-プロパノール生産量が向上した。また、この YPH499ΔGLY1 株に cimA や leuC,D、tdcB
遺伝子を導入して citramalate および threonine を経由する 2-KB 生合成経路を両方強化すると、1-プロ
パノール生産量は 42.7 mg/L から 68.3 mg/L となった。つまり、GLY1 遺伝子の破壊によって 2KB に変換
される threonine が競合経路の glycine へ流出することがなくなり、1-プロパノールの生産量が向上したこと
が示唆された。
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図 2 競合する代謝経路（GLY1）を破壊した株 YPH499ΔGLY1 における 1-プロパノール生産量
次に、図 1D に示すように Aspartate から Threonine までの経路も強化することで 1-プロパノール生産量
のさらなる向上を目指した。ここで導入した aspartokinase と homoserine dehydrogenase I をコードする
bifunctional な thrA、homoserine kinase の thrB、threonine synthase の thrC および aspartate-semialdehyde
dehydrogenase の asd は threonine dehydrase で高い効果を示した E.coli 由来のものを選択した。また、
leuC,D はここまでの比較で最も高い効果を示した Cb 由来を使用した。cimA と tdcB に加えてこれらすべ
ての遺伝子を YPH499ΔGLY1 株に導入し SD 選択培地で発酵した結果、asd 遺伝子の有無に関係なく、
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100 mg/L の 1-プロパノールを生産した。つまり、Aspartate から Threonine までの経路の強化を加えること
で、68.3 mg/L から 100 mg/L へ生産量を向上させることに成功した。
最後に、スケールを大きくして嫌気状態（酸素制限状態）での発酵ビンによる 1-プロパノール生産を SD
選択培地で行い、経時変化を測定した。その結果、YPH499ΔGLY1 (cimA / leuC,D / tdcB / thrA,B,C)に
おいて 179 mg/L の 1-プロパノールが生産され、酵母を宿主とした場合の生産量では最も高い値を得るこ
とに成功した。
イ．水準比較
比較項目

本技術

Shen CR and Liao JC

Eden A et al.

1-プロパノー

179 mg/L (S. cerevisiae)

4.5 g/L (E.coli)

60 mg/L (S. cerevisiae)

ルの生産性
ウ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
下流の精製方法やバイオマスからの生産技術の検討を進めるとともに生産性をさらに向上させていくこ
とで、バイオマスからの 1-プロパノール生産の実用化が見込まれる。溶媒や塗料、化粧品等のアプリケー
ションに対して販路をもつ協働機関との連携を継続することで将来的な事業化が期待される。
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１－６．3-ヒドロキシプロピオン
ア．技術の説明
本研究では、分裂酵母 Schizosaccaromyces pombe を宿主とした 3-ヒドロキシプロピオン酸（以下 3HP）
生産技術を開発する。3HP は高吸水性樹脂として有用なポリマー原料であるアクリル酸の前駆体であり、
またこのアクリル酸誘導体は塗料や接着剤としてもニーズが高く、私たちの社会に広く根付いている。
宿主として用いる分裂酵母 S. pombe は出芽酵母と並んでよく研究されており、そのタンパク質生産能力
の高さから機能性タンパク質生産の宿主として実用化された実績を持つ。このタンパク質生産能力の高さ
は、物質生産における代謝経路の強化の面からも大きなアドバンテージと言える。しかし、物質生産の宿
主として用いられた例はない。また、この S. pombe は出芽酵母に比べて耐酸性が高いという利点を持ち、
中和処理コストが低減できる点においても有機酸生産の宿主として適している。
分裂酵母に遺伝子改変を施し、3HP 生産酵母を構築した。また、表層にβグルコシダーゼを提示し、
バイオマス資化能も付与した。この酵母を用い、ジャーファーメンターにてフェドバッチ培養まで行った結
果を示す。セロビオースを炭素源として用い、初めの菌体増殖に伴う batch phase よりも、その語の feeding
phase において収率が向上し、最終的には 11.4g/L の生産量に達した。これは現在報告されている酵母
およびマロニル CoA 経路を用いた 3HP 生産において最も高い値である。
Batch phase
EMM medium, 20 g/L cellobiose
Initial volume 400mL
DO=40%, pH=5,

12

11.4 g/L
10

3HP (g/L)

Feeding phase
EMM medium, 200 g/L cellobiose,
Feeding speed 5ml/h
Added volume 200mL

Cellobiose consumption (total) : 48 g
titer: 11.4 g/L
Produced 3HP (total) : 6.8 g
Yield = 13% (g-3HP/g-sugar)

Feeding
phase

Batch
phase

8
6
4
2
0
0

25

50
Time (h)

75

100

イ．水準比較
比較項目

本技術

既報

3HP 生産

11.4g/L

9.8 g/L

ウ．協働機関による事業化見込み （製品等名称、事業化時期）：
生産性はかなり高いレベルにまで来ており、アプリケーションに対して販路をもつ協働機関（たとえば日
本触媒株式会社）等との連携を継続することで将来的な事業化が期待される。
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１－７．2, 3-ブタンジオール

(187)

ア．成果物の説明
2,3-ブタンジオールは（2,3-BDO）、不凍剤として直接利用できるだけでなく、化学変換により様々な化
学品へと展開可能である。例えば、合成ゴムやヘキサメチレンジアミン等の原料として利用される 1,3-ブタ
ジエンは 2,3-BDO を 2 段階の脱水反応を行うことで生成可能である（図 1）。また、 2,3-BDO は脱水や脱
水素反応を介することで、メチルエチルケトン（MEK）や 2-メチルプロパナール（2-MPA）への変換や様々
なブタン派生物の合成にも利用できる（図 1）。このように、2,3-BDO はレジン溶媒や燃料添加剤、ブチル
ゴムなどの出発原料にも利用することができることから、バイオ化学品におけるプラットフォーム化合物とし
て重要な位置付けを占める（図 2）。
Synthetic rubber
Synthetic fiber

Solvent

Anti-freeze
agent

Fuel additives
Butyl rubber

− H2O

+ H2

1,3-Butadiene
(1,3-BD)

− H2O

3-Buten-2-ol
− H2O

2,3-Butanediol
(2,3-BDO) − H2O

− H2O

+ H2

Methyl ethyl ketone
(MEK)

trans-2-Butene

2-Butanol
cis-2-Butene

− H2O

+ H2

2-Methylpropanal
(2-MPA)

1-Butene

2-Methyl-1-propanol

Isobutene

図 1 2,3-ブタンジオールの応用展開例
本研究では、2,3-BDO を生産する宿主として、酸・アルコール耐性が強く産業利用上有利な繰り返し利
用が可能な出芽酵母 Saccharomyces cerevisiae を選択した。酵母は pH 耐性が高く溶菌もしにくいことから、
大腸菌よりも産業化に適した宿主として注目されている。出芽酵母において 2,3-BDO を高生産するため
には、ピルビン酸以降の代謝経路が重要であり、アセト乳酸合成酵素（ALS）および 2,3-ブタンジオール
脱水素酵素（BDH）の過剰発現、さらにはアセト乳酸脱炭酸酵素（ALDC）の発現が重要な役割を果たす
（図 2）。
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図 2 2,3-ブタンジオール(2,3-BDO)の生合成経路 (A)野生型の出芽酵母 (B)代謝改変型の出芽酵母
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特に、エタノールを主要な生産物として生成する出芽酵母においては、ピルビン酸からの炭素フラック
スをどれだけ引き抜けるかが重要なテーマとなる。そこで、ピルビン酸を 2-アセト乳酸に変換する ALS の
高活性な酵素を様々な遺伝子資源の中から探索することにした。植物やバクテリアの中から 16 種類の
ALS 遺伝子を候補としてスクリーニングを行ったところ、Lactobacillus plantarum 由来の ALS（alsLp）が極
めて活性が高いことが分かった（図 3）。この高活性な alsLp をコドン最適化した遺伝子（alsLpOp）と出芽
酵母由来の BDH（BDH1）を出芽酵母で共発現したところ、簡易的な試験管発酵において 20 g/L のグル
コースから 874 mg/L の 2,3-BDO を生産した（図 4）。

図 3 様々な遺伝子資源からの高活性なアセト乳酸合成酵素（ALS）のスクリーニング

図 4 コドン最適化した高活性 ALS（alsLpOp）と BDH を過剰発現した酵母での 2,3-BDO 試験管発酵
さらなる 2,3-BDO 生産量の向上のために、内在性のピルビン酸脱炭酸酵素（PDC； PDC1, PDC5 およ
び PDC6）を全て破壊した酵母を作出し、alsLpOp と BDH1 に加え、コドン最適化した Lactococcus lactis
由来の ALDC（aldcLlOp）を過剰発現した株を構築したところ、20 g/L のグルコースから試験管発酵で、エ
タノールは全く生産せずに 6.6 g/L の 2,3-BDO を生産する株の構築に成功した。本株を用いて発酵条件
を様々に検討したところ、グルコースを逐次添加して行くことで、最終的にエタノールを全く生産せずに、
81 g/L の 2,3-BDO を発酵生産することに成功した（図 5）。
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図 5 alsLpOp, aldcLlOp, BDH1 を過剰発現した PDC 破壊株の 2,3-BDO 発酵生産
イ．水準比較
比較項目

本技術
L-1

Kim JW et al.

2,3-ブタンジオ

81 g

/ 0.41 g

ールの生産性

(S. cerevisiae)

g-1

−1

154 g L / 0.41 g
(S. cerevisiae)

Kim S and Hahn JS
g-1

73 g L−1 / 0.41 g g-1
(S. cerevisiae)

ウ．協働機関による事業化見込み（製品等名称、事業化時期）：
生産性はかなり高いレベルにまで来ており、下流の精製方法やバイオマスからの生産技術の検討を進
めることで、2,3-ブタンジオール生産の実用化が見込まれる。合成ゴムやレジン溶媒、燃料添加剤等のア
プリケーションに対して販路をもつ協働機関（たとえば旭化成㈱）との連携を継続することで将来的な事業
化が期待される。
193

１－８．キシリトール
ア．成果物の説明
キシリトールは天然の糖アルコールの一種であり、砂糖（スクロース）と同程度の甘みを持ちながらカロリ
ーが 4 割程度低く、かつ代謝されにくいことから、低カロリー甘味料として用いられている。また、虫歯予防
や骨粗鬆症の治療など、医療分野においても有効性が指摘されている。キシリトールの生産量は 2012 年
頃において世界で年間 125000 t、価格は 4.5～5.5US$/kg、国内では約 10500 t、価格は 750～1100 円で
あり、健康志向の高まりにより需要は今後も大きく伸びると考えられている。さらに、キシリトールは化学品
原料としてのポテンシャルも高く、アメリカエネルギー省（DOE）が有望原料として候補に挙げた 12 の基幹
物質の一つとなっており、工業分野における将来的なキシリトールの需要増加のインパクトは非常に大き
いものと推測される。
キシリトールについては、すでにいくつかの製造方法が提案されている。現在の主流は、トウモロコシの
芯などのバイオマスに含まれる多糖類を水熱処理等により糖化して得られたキシロースを、触媒を用いた
水素添加（接触水添）によりキシリトールに変換する化学変換法である。しかしながら、この化学変換によ
る製造法では、糖化で得たキシロースを、接触水添を行う前に高度に精製することが必要とされる。さらに
接触水添においては、高価な重金属触媒および高温高圧のための複雑な工程が必要であり、歩留まり
が低い。これらの問題点を解決するために、バイオマスに含まれるヘミセルロースを、酵素製剤（ヘミセス
ラーゼ）を用いてキシロースに糖化し、キシロース還元能を持つ微生物を用いてキシリトールに変換する
発酵生産法も提案されている。しかしながら、ヘミセルロースの糖化に用いる酵素製剤のコストや、微生物
による変換効率の低さから、未だ主流とはなり得ていない。
そこで本ユニット研究では、神戸大学が持つコア技術の 1 つである細胞表層工学（アーミング）技術を
利用した、新規キシリトール生産用微生物の創製を行った。アーミング技術とは、アンカーと呼ばれる構
造を介して酵母などの微生物の細胞表層に酵素などの機能性タンパク質を固定、集積させ、微生物にバ
イオマス分解能力などを付与する技術である。この技術を用いて、通常の酵母（Saccharomyces cerevisiae
YPH499 株）をベースに遺伝子導入を行い、ヘミセルロースおよびセロオリゴ糖の糖化に必要な酵素を細
胞表層にもち、さらにキシロース還元酵素を細胞内に持つことで、パルプに含まれるヘミセルロースから
直接キシリトールを生産できる「キシリトール生産用アーミング酵母」を開発した（図 1）。そして、この酵母
を用いた同時糖化発酵法による、パルプからのキシリトール生産プロセスの開発を行った。発酵を行う酵
母自身にヘミセルロースの糖化に必要な酵素を持たせたことで、酵素製剤の添加量をユニット研究開始
当初の 10 分の 1（0.2 g/g pulp → 0.02 g/g pulp）にまで削減することが可能になったほか、キシリトール回
収後の発酵残渣から酵母を分離除去して粉末セルロースを得ることにも成功し、プロセスの経済性を大き
く改善することに成功した。

図 1 キシリトール生産用アーミング酵母の創製
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本研究で開発されたキシリトール生産用アーミング酵母と、キシロースをキシリトールに変換する能力の
みを付与された従来型の酵母を用いた、同時糖化発酵法による漂白パルプからのキシリトール生産試験
の結果を図 2 に示す。ヘミセルラーゼ製剤の添加量を 0.02 g/g pulp まで削減した同時糖化発酵試験にお
いて、従来型の酵母はほとんどキシリトールを生産しなかったのに対し、キシリトール生産用アーミング酵
母は約 3.5 g/L のキシリトールを生産しており、アーミング技術によってキシリトール生産に必要な酵素製
剤の添加量を大幅に削減できることが示された。

図 2 キシリトール生産用アーミング酵母を用いた同時糖化発酵法によるキシリトール生産
また、キシリトール発酵生産終了後の発酵残渣から酵母を分離除去して粉末セルロースを得るプロセ
スを図 3 に示す。フィルター（濾過膜）を用いた簡便な濾過分離により、発酵残渣から酵母を分離除去す
ることに成功した。酵母と分離されて回収されたセルロース残渣は、原料パルプに比べてヘミセルロース
含有率が大幅に減少していた。また、繊維が原料パルプに比べて全体的に細く短くなっており、粉末状
になっていた（図 4）。粉末セルロースは工業用添加剤等としての利用が可能であるため、発酵により生産
されるキシリトールに加えて、この粉末セルロースも上市することができれば、プロセスの経済性のさらなる
改善が期待できる。特に、粉末セルロースの一つである微結晶セルロースの市場規模は今後大幅に伸
びると予想されており、上記のプロセスにより回収された粉末セルロースをその市場に食いこませることが
できれば、バイオマスからのワンポット反応でのキシリトール・粉末セルロース併産という、他に類を見ない
プロセスを実現できると考えられる。なお、このキシリトール・粉末セルロース併産技術では、国内特許を
出願中である（特願 2017-77676）。

図 3 パルプからのキシリトール･粉末セルロース併産プロセス
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図 4 キシリトール併産発酵によって得られた粉末セルロース

イ．水準比較
キシリトール生産の主要な方法である水素添加法では、反応条件が高温高圧であり、設備コストおよび
エネルギーコストが上がる要因となる。また、その製造工程は、糖化・精製・水添と複数にわたる。一方、
本技術では温和な条件で反応が可能であり、しかもワンポットで実現できる。さらには、反応残渣から粉末
セルロースを回収して製品としての併産が可能で、主製品のキシリトールに加えて付加価値品を得ること
ができる。
比較項目

本技術

水素添加法（化学的製法）

反応条件

常温・常圧

高温・高圧

反応工程

ワンポット

糖化・水添（複数）

併産物

粉末セルロース

なし

ウ．事業化を担当する協働機関： 日本製紙株式会社
エ．上市時期及び予想市場規模：
キシリトールの生産量は 2012 年頃において世界で年間 125,000 t、価格は 4.5～5.5US$/kg（文献 1）、
国内では約 10,500 t、価格は 750～1100 円である（文献 1,2）。市場規模は世界で 675～875 億円、国内
で 80～120 億円である（120 円/US$として）。その用途は主に食品、薬品であり、健康志向の高まりにより
需要は今後も大きく伸びると考えられる。さらにキシリトールは化学品原料としてのポテンシャルも高く、技
術革新によりこれが実現した際のキシリトールの需要増加のインパクトは非常に大きいものと推測される。
国内での流通に関しては、その多くはダニスコなどの大手海外メーカーの輸入に依存しており、内需を活
性化する意味においてもキシリトール国内生産の重要性は大きい。
2023 年の商業化時点で、原料とするパルプ使用量を年間 8 万トンと仮定すると、本技術のキシリトール
の生産量は最大で 5,280 トンとなり、年間の予想売上は 58 億円と推定される。また、この時の国内生産量
を 19,320 トン（2012 年の生産量から年平均成長率 5.7%で推定）とするとシェアは国内の 27％程度となる。
また、キシリトール生産プロセスで同時に生産されるセルロースは乾燥状態では粉末形態で、キシリトー
ル同様に食品や薬品、工業用添加剤用途としての利用が期待できる。粉末セルロースの一つである微結
晶セルロースの世界市場規模は、2013 年時点で約 760 億円、2020 年に約 1120 億円に伸びると予想さ
れており（文献 3）、その市場に食いこむことによる経済的効果は大きい。2011 年における価格は 300～
3000 円/㎏と推定されている（文献 4）ので、300 円/㎏として、2023 年で売り上げ 170 億円と試算される。さ
らに、粉末セルロースに関しては、当社グループで製造販売を行っており、販路開拓などはそれほど困
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難ではないと考える。
■文献 1 <http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-31887-0_13#page-1>
■文献 2 <http://www.jasnet.or.jp/4-shuppanbutu/pickup/11.05.pdf>
■文献 3
http://globenewswire.com/news-release/2015/03/26/719060/10126494/en/Microcrystalline-Cellulose-MCC
-Market-is-Expected-to-Reach-US-936-3-Mn-by-2020-expanding-at-a-CAGR-of-5-8-from-2014-to-2020-T
ransparency-Market-Research.html
■文献 4 「木質系資源と応用製品の開発・市場動向」p.39 監修： (編集)シーエムシー出版発行日：
2011 年 4 月
オ．ロードマップ
2019

2020

2021

2022

2023

ベンチスケール
生産物の連続分離の検討

パイロット検討
パルプ生産プロセスとの統合
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商業デモ生産

２．バイオプラスチック原料・バイオ繊維
２－１．乳酸

(279, 280, 281, 282, 283, 284, 285)
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ウ．事業化を担当する協働機関： 三井化学株式会社
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２－２．イソプロパノール
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ウ．事業化を担当する協働機関： 三井化学株式会社
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２－３． 1,3-プロパンジオール
ア．成果物の説明
1,3-PDO は、医薬中間体、溶媒、不凍液、接着剤に利用されるほか、従来の合成繊維である PET とナ
イロンの両者の長所を合わせ持つポリプロピレンテレフタラート（PPT）の原料としての需要が高まっている。
しかし、現市場での 1,3-PDO の生産は化石資源に依存しており、化石資源の枯渇問題や地球温暖化の
観点からバイオマス資源からのからの 1,3-PDO の生産が求められている。現在の 1,3-PDO の微生物生産
は DuPont 社がほぼ独占製造しており、株式会社ダイセルで 1,3-PDO の生産が可能になれば、1,3-PDO
単体のみでなくダイセル化学グループ企業であるポリプラスチック㈱においてバイオベースプラスチック、
PPT の製造を行うことが可能である。
本研究ではバイオディーゼル副産物として廃棄されているグリセロールに着目し、グリセロールから
1,3-PDO を生産する大腸菌株の開発を行った（図 1）。
1,3-PD合成経路
GD/DD
OH
OH

HO

Glycerol

PDH
HO

O

NADH

NAD+

3-Hydroxypropanal

OH

HO

1,3-Propanediol
(1,3-PD)

GD: glycerol dehydratase
DD: diol dehydratase
PDH: 1,3-propanediol dehydrogenase

酵素（GD/DD）再活性化経路
GD/DD (activated)

X-Cbl + ADP +Pi

ATP
AdoT

NAD(P)H NAD(P)+

DDR/GDR
GD/DD (inactivated)

CoR

Ado-Cbl + ATP

Pi + PPi

GDR:
DDR:
AdoT:
CoR:

GD regeneration factor
DD regeneration factor
adenosyl transferase
cobalamine reductase

図 1 1,3-PDO 合成経路
まず、1,3-PDO 生産に必要となる酵素遺伝子及び不活化が起こる GD の再活性化経路を大腸菌に導
入することで、60 g/L のグリセロールから 4 g/L の 1,3-PDO の生産を確認した。さらに、リサーチエンジンの
代謝シュミレーション及び多重遺伝子欠損技術を用いて副産物となるエタノール、酢酸、乳酸の合成に
関わる遺伝子を体系的に破壊した多重遺伝子破壊株を用いることで、副産物の生産を抑え、1,3-PDO の
生産性を大幅な改善を実現した（表 1）。8 遺伝子を欠損した株を用い、2 L のスケールでの発酵条件を検
討することで 150 g/L のグリセロールから約 66 g/L (0.46 g/L/h) の 1,3-PDO 生産に成功した。
イ．水準比較
表 1 多重遺伝子破壊株による 1,3-PDO 生産
比較項目

ダイセル

DuPont

生産性

0.46 g/L/h

3.5 g/L/h

ウ．事業化を担当する協働機関： 株式会社ダイセル
エ．上市時期及び予想市場規模：
現状、化石資源の原料価格が低く推移しており、バイオマスから 1,3-PDO 生産へのパラダイムシフトを
行うにはコスト的に厳しい状態にあるため、市場の動向を探りつつ技術開発を更に進めることで、上市の
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機会をうかがう予定である。1,3-PDO の現在の市場は DuPont 社がほぼ独占しており、45,000 トン/年の生
産能力が報告されており、2011 年第 2 四半期に 15,000 トンの能力増強が発表されている。1,3-PDO の市
場規模としては 2030 年予測で 2.9 億ドル（世界市場）、世界シェア 17％を予測している（表 2）。
表 2 1,3-PDO の市場規模予測
2018年
2021年
2025年
2030年

国内（億円）

世界（億ドル）

シェア（国内）%

シェア（世界）%

4.8
24
36
48

1.4
1.9
2.4
2.9

－
－
－
－

3
12
15
17

オ．ロードマップ
株式会社ダイセルは、1,3-PDO から生産されるエンジニアリングプラスチック PPT に関する開発方針の
変更から、開発のターゲットを、PBT の原料モノマー（1,4-ブタンジオール）に変更したため、現在、開発計
画はない。
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２－４．1,4-ブタンジオール
ア．成果物の説明
1,4-BDO は繊維、エンプラ、フィルムなどの利用価値のあるポリエステル及びポリウレタンの製造に使
用されるモノマーとして、広範囲な用途を有する化合物である。また、1,4-BDO は 1,3-PDO をベースとした
合成繊維よりも物性に優れていることから、新たな繊維素材としての利用が期待されている。現在、ほとん
どの 1,4-BDO 生産は化石資源に依存しているものの Genomatica 社が大腸菌においてスクシニル-CoA
経路を開発し、1,4-BDO を商業生産している。株式会社ダイセルでは上記経路以外の 1,4-BDO 生合成
経路を開発することにした。
本研究ではスクシニル-CoA を介さない新規の 1,4-BDO 合成経路を見出すため神戸大学が開発した
代謝シュミレーションプログラム M-path を使用した。その結果、グルコースから 1,4-BDO を直接生産でき
る経路を 7 経路デザインした。見出した生合成経路に必要な酵素の検討を行い最も生合成の可能性の
高い経路の遺伝子を大腸菌に導入することで 1,4-BDO 生産を確認でき、新規の生合成経路の構築に成
功した。一方、株式会社ダイセルではエリスリトールを生産する酵母様真菌株を保有していたことからエリ
スリトールまでを大腸菌において生産し、その後触媒を用いた化学合成を利用して 1,4-BDO を生産する
ハイブリッドプロセスも同時に検討した（図 1）。

図 1 1,4-BDO の新規生合成経路一例
改良を行ったエリスリトール生産菌において 150 g/L のエリスリトール生産性を達成した。高いエリスリト
ール生産性を示したことからバイオ法・化学法を組み合わせるハイブリッドプロセスの有効性が示された。
今後は効率の良い化学反応を検討することで、高い 1,4-BDO 生産性を達成できることが期待される。
イ．水準比較
比較項目

ダイセル

三菱化学

Genomatica

中間体エリスリトールとし

－

不明

プロセス
生産性

て 1.1 g/L/h (150 g/L)
生産量

－

60,000 T

60,000

コスト $

－

3,079

2,388

推算値 (社内調査)
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ウ．事業化を担当する協働機関： 株式会社ダイセル
エ．上市時期及び予想市場規模：
現状では、工業生産に十分耐えうる 1,4-BDO 生産性の達成がされておらず、1,3-PDO と同様に現では
化石資源の原料価格が低く推移しており、微生物による 1,4-BDO の工業生産を行うにはコスト的に厳し
い状態にあるため、市場の動向を探りつつ技術開発を更に進めることで、上市の機会をうかがう予定であ
る。1,4-BDO の市場規模としては 3300 億円/年（国内市場）を予測している。
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２－５．芳香族化合物

(275, 276, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 459)

ア．成果物の説明
芳香族化合物モノマーとして、バイオマス原料から製造する点を鑑み、桂皮酸、クマル酸（桂皮酸系化
合物）、パラアミノ安息香酸（安息香酸系化合物）、プロトカテク酸（3,4-ジヒドロキシ安息香酸、安息香酸
系化合物）を目的化合物として選択した。桂皮酸を用いたポリマーは高い融点を有し、エンジニアリング
プラスチックとして期待される。クマル酸は、高い融点を有するポリマーとして、高機能エンジニアリングプ
ラスチックあるいは機能性ポリマーとして展開する可能性が大きい。パラアミノ安息香酸は高性能繊維の
原料となり、摩擦剤やタイヤの補強材、ヘルメット、防弾ベスト、防護服、複合材料用フィラー、各種ケーブ
ルの保護材、伝導ベルトなどに用いられる。プロトカテク酸は機能性接着剤や樹状ポリマーなどの、高機
能性プラスチックとして展開する可能性を有する。これらの芳香族化合物を生物生産することができれば、
化学プロセスと組み合わせることで、様々な高機能性ポリマー素材を石油に依存せず製造することが可
能となる（図 1）。

図 1 バイオマスから芳香族化合物を生産する一貫プロセスの開発
そこで桂皮酸、クマル酸、パラアミノ安息香酸およびプロトカテク酸の糖類を原料とする微生物発酵生
産系の開発を行った。現在までに、
(1) 遺伝子組換え放線菌を用いて糖類から桂皮酸を発酵生産
(2) 遺伝子組換え放線菌を用いてセルロースを含む糖類からクマル酸を発酵生産
(3) 遺伝子組換え放線菌を用いてグリセロールと糖類からパラアミノ安息香酸を生産
(4) 遺伝子組換えコリネ型細菌を用いてグルコースからプロトカテク酸を生産
する技術を新たに開発した。
また、メタアミノフェノールについては、2018 年度下記の検討を進めている。
(5) 遺伝子組換え放線菌を用いて芳香族中間体からメタアミノフェノール生産
メタアミノフェノールは、帝人自社で独自に展開している高機能繊維の原料や、それ以外にも感熱感圧
紙用色素原料、衣料用染料原料、農薬や髪染め剤原料にも使用できる。
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【国際的な研究水準、競合技術と比較してその位置づけ】
本研究で開発した、5 種の化合物の糖を原料とした微生物生産に関して研究水準はいずれも国際的
に上位に位置している（表 1）。
① 桂皮酸については、組換え放線菌を用いた生産方法により、澱粉及びキシロースからの生産を世界
に先駆けて実施した。
② クマル酸(桂皮酸系化合物)については、組換え放線菌を用いた生産方法により、セロビオースやリン
酸潤セルロース（PASC）からの生産を世界に先駆けて実施した。
③ パラアミノ安息香酸（安息香酸系化合物）については、組換え放線菌を用いた生産方法により、グリセ
ロールからの生産においてトップレベルでありグルコースからは現在 2 番目である。
④ プロトカテク酸（3,4-ジヒドロキシ安息香酸、安息香酸系化合物）については、今まで糖からの発酵生
産は例が無く、本事例がグルコースからの生産においてトップである。
⑤ 遺伝子組換え放線菌を用いて芳香族中間体からメタアミノフェノール生産については、現段階で合
成に成功していないが、成功できれば、世界初の技術となる。
表 1 芳香族化合物の微生物生産
Compounds

Strains

Genetic engineeringa

Substrates

Yield

Reference

(g/L)
Cinnamic

P. putida

acid
S. lividans

p-hydroxyci

S. cervisiae

Phenylalanine ammmonia lyase (PAL,

Glucose or

0.74

Rhodosporidium toruloides)

Glycerol

0.8

PAL (Streptomyces maritimus)

Glucose,

0.12

本研究

Starch,

0.46

特願 2010-82053

Xylose or

0.3

特願 2010-287418

Xylan

0.13

PAL/TAL (Rhodotorula glutinis), plant

Glucose

Nijkamp et al., 2005

Vannelli et al., 2007

Cytochrome P450 (Cyt P450), Cyt

nnamic acid

reductase

(p-coumaric

E. coli

PAL/TAL (R. glutinis)

S. lividans

Tyrosine ammmonia lyase (TAL,

Glucose or

0.75

Rhodobacter sphaeroides)

Cellobiose

0.74

本研究

TAL (R. sphaeroides), Endoglucanase

PASC

0.5

特願 2012-277461

acid)

0.10

(Thermobifida fusca)
P. putida

PAL (R. toruloides) phe+⊿fcs

Glucose

1.7

Nijkamp et al., 2007

E. coli

TAL (Saccharothrix espanaensis)

Glucose

0.97

Kang et al., 2012

tyrAfbraroGfbr, ⊿tyrR
PABA

E.coli

PabAB (C.efficiens),PabC, aroFfbr

Glucose (fed)

4.8

Koma et al., 2014

S. lividans

PabAB(Saccharopolyspora erythraea)

Glucose,

0.12

本研究

Glycerol

0.17

特願 2013-125098

Xylose

0.06

Arabinose

0.06
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Protocatech

C.

uic acid

glutamicum

Chorismate-pycuvate lyase
(UbiC, E.coli)

Glucose

0.61

(Fed)

1.16

本研究

桂皮酸
桂皮酸を用いてスチレンとの重合とそのポリマーの
機能評価を行った結果、樹脂の耐熱性を従来品に比
較して 20℃以上向上させる事に成功した。桂皮酸を用
いて合成した樹脂は耐熱性が高く、透明性も有するポ
リマーであり、機能性エンジニアリングプラスチックの原
料として有効であることが明らかとなった。今後、用途
探索を継続検討する。
桂皮酸系化合物を生産可能な微生物として放線菌
に着目した。フェニルアラニンアンモニアリアーゼ
（PAL） 導入放線菌 Streptomyces lividans を用いてグ
ルコースから 0.65 g/L、デンプンから 0.46 g/L の桂皮酸
図 2 PAL 高発現放線菌による桂皮酸の

を生産し（図 2）、目標値を達成した。

生産、桂皮酸を用いたポリマー
クマル酸(桂皮酸系化合物)
クマル酸を用いたポリ
マーの開発について二
つの経路を示す （図 3）。
経路 1 は化学合成により
モノマーA を合成し、ク
マル酸から主としてなる
結晶性エンジニアリング
プラスチックを重合する
経路である。経路 2 は、
クマル酸と他の成分から
なる機能性ポリマーある
いはエンジニアリングプ
ラスチックを得ることを目
指す経路である。
経路 1 のエンジニアリ

図 3 クマル酸を用いたポリマーの合成

ングプラスチックとしては、
クマル酸を出発原料としたモノマー2 種類について、溶融重縮合を行ったところそれぞれ、融点 250℃、
270℃と高融点の結晶性のポリマーが得られた。
経路 2 について、液晶ポリマー（LCP）の検討を行った。LCP は高せん断下での溶融粘度が低いため
成形性が良好で、力学物性、熱特性などにも優れたスーパーエンプラの一種である。本系においては、
クマル酸に p-ヒドロキシ安息香酸、バニリン酸、シリンガ酸、カフェ酸等の発酵生産が期待されるモノマー
化合物と併せ、2 ないし 3 成分から構成される共重合体の検討を実施した。その結果、組成比によって液
晶転移温度が 120～280˚C の LCP が得られた。液晶性を示す 3 水準の組成について、ベンチプラントで
の 10kg スケールの重合、ガラスフィラー混練、射出成形を実施し、樹脂としての評価を行った。その結果、
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力学物性においては既存の LCP と同程度であることがわかった。
そこでクマル酸について
微生物生産の開発を行い、
桂皮酸系化合物を生産可
能な微生物として放線菌に
着目した。光合成細菌
Rhodobacter sphaeroides
由来チロシンアンモニアリ
アーゼ（TAL）高発現放線
菌 S. lividans を用いてグル
コースを原料としたクマル
酸発酵生産系を構築し、
1.17 g/L のクマル酸を発
酵生産した（図 4）。同株は
3 日で 0.76 g/L のクマル酸

図 4 TAL 高発現放線菌によるクマル酸のグルコース、セロビオ

を生産し 0.01 g/L/h の生産

ースおよびリン酸膨潤セルロースからの生産

目標を達成した。さらに、

バイオマスを構成する糖類を原料としたクマル酸の発酵生産のため、Rhodobacter TAL および
Thermobifida エンドグルカナーゼ（EG）共発現放線菌を開発し、リン酸膨潤セルロース（PASC）から 0.48
g/L、セロビオースから 0.78g./L のクマル酸を生産することに初めて成功した。以上より桂皮酸系化合物に
ついて生産目標を達成した。
パラアミノ安息香酸(安息香酸系化合物)
パラアミノ安息香酸（PABA）から合成されるモノマーを重合することにより得られるポリマーは、高強力・
高弾性率・耐薬品性・耐摩耗性耐熱性を有することから、防護服、複合材料、保護材等への用途展開が
期待できる。
そこで高耐熱性繊維の原料となる安息香酸化合物としてパラアミノ安息香酸（PABA）に着目して微生
物生産系の開発を行った。Saccharopolyspora erythraea 放線菌由来のパラアミノ安息香酸生合成酵素遺
伝子（PabAB）導入放線菌 S. lividans を用い、バイオマスを構成する糖類を広く原料としたパラアミノ安息
香酸発酵生産の系を開発した。放線菌 S. lividans を宿主とすることにより、グルコースはもとよりペントース

図 5 Pab 高発現放線菌によるグリセロールを原料とする PABA の生産
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及び二糖類を含む六種以上の糖類から PABA 生産が可能となり、なかでもグリセロールから 170 mg/L の
PABA を直接生産することに成功した（図 5）。これは放線菌による PABA 発酵生産の初めての事例であ
る。
プロトカテク酸（3,4-ジヒドロキシ安息香酸、安息香酸系化合物）
3,4-ジヒドロキシ安息香酸（プロトカテク酸）は、三官能性の安息香酸系化合物であり、通常の線状ポリ
マー原料としての応用に加え、水酸基を活用した接着剤や、逆にこれを反応部位として積極活用すること
での高分岐ポリマーとしての展開が期待される高機能性モノマー原料である。
そこで安息香酸系化合物の新しいポリマー原料としてプロトカテク酸（3,4-ジヒドロキシ安息香酸）に着
目して微生物生産系の開発を行った。プロトカテク酸生産の宿主として、芳香族アミノ酸生産能に優れた
コリネ型細菌を選択した。コリネ型細菌は 4-ヒドロキシ安息香酸(4-HBA)からプロトカテク酸への変換酵素
を有するため、コリスミ酸からプロトカテク酸の反応を触媒するコリスミ酸:ピルビン酸リアーゼ（CPL,大腸菌
由来 UbiC）を高発現させることによりプロトカテク酸の糖からの発酵生産を初めて可能にした。コリスミ酸リ

図 6 CPL 高発現コリネ型細菌によるグルコースを原料とするプロトカテク酸の生産

図 7 CPL 高発現コリネ型細菌のグルコース逐次添加によるプロトカテク酸の生産
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アーゼ（CPL）高発現コリネ型細菌を用いて、グルコースを原料とし、0.65 g/L(0.01 g/L/h)のプロトカテク酸
を生産することができた（図 6）。さらに、同株を用いたグルコース逐次添加試験を行い、96 時間で 1.16
g/L のプロトカテク酸を生産することに成功した。さらに 24 時間においてプロトカテク酸の最大生産速度は
0.55 g/L/day（0.02 g/L/h）に達した（図 7）。これらにより、安息香酸系化合物についても目標を達成した。
イ．水準比較（パラアミノフェノールに限定して記載）
比較項目

競合日本 A 社

競合中国 B 社

≧99％

≧99％

製造プロセス

化学プロセス

化学プロセス

生産能力

1000 トン/年

2500 トン／年

製品純度

メタアミノフェノール
≧99％

ウ．事業化を担当する協働機関： 帝人株式会社
エ．上市時期及び予想市場規模：
今後一層の生産性向上を図り、上市に向けた検討につなげる予定である。
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２－６．ジアミン

(459)
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イ．水準比較
ポリアミド樹脂 比較
比較項目

既存（競合）ポリアミド 66

Bio PA66

Bio PA56

原料

ナフサ由来

バイオマス由来

バイオ由来

ヘキサメチレンジアミン

ヘキサメチレンジアミン

カダベリン

環境対応

非対応

CO2 削減に寄与

CO2 削減に寄与

価格

500-600¥/kg

目標： 既存同等

目標： 既存同等

ウ．事業化を担当する協働機関： 旭化成株式会社
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３．バイオファインケミカル
３－１．機能性オリゴ糖

(426, 496)

ア．成果物の説明
イソプリメベロースは、キシロースがグルコースに α-1,6 結合した二糖であり、α−キシロシダーゼ活性測
定用の基質、健康食品用の素材等に使用される公知の物質である。また、イソプリメベロースは、ある種
の乳酸菌が資化できることから、整腸作用等のプレバイオティクス効果が期待されている。一方で、イソプ
リメベロースは遊離の形では自然界に存在せず、植物細胞壁やタマリンド等の豆科植物種子中の多糖構
成成分等としてしかその存在が知られておらず、キシログルカンを原料としてイソプリメベロース生産酵素
により生産することが可能である（図 1）が、市場末端価格が高額（約 18,000 円/50 mg）であり、それ以上の
機能性等の開発が進んでいない。
イソプリメベロースを製造する
技術はこれまでにも種々試みら
れており、既に化学合成法と酵
素合成法が提案されている。例
えば、化学合成法として、D−グ
ルコースと D−キシロースを出発
原料としてケーニッヒ・クノール
反応（Koenigs−Knorr 反応）と

図 1 キシログルカンに対する各種酵素の作用位置

呼ばれる化学合成法によってイ

タマリンド種子キシログルカンはβ-グルカンを主鎖として、キシロースがα

ソプリメベロースを合成する方

-1,6-結合したキシログルカンであり、ガラクトース等がさらに一部結合してい

法がある。しかし、この方法は反

る。効率的にイソプリメベロースを生産するためには、エンドグルカナーゼで

応操作が煩雑で、反応副生成

オリゴーマー化し、ガラクトシダーゼでガラクトースを除去し、α-キシロシダー

物が多く、収率はわずかに 20%

ゼ不在化でイソプリメベロース生産酵素（IPase）により切り出す必要がある。

である。これとは別に酵素法として、α−D−キシロシルフルオライドと D−グルコースから α−キシロシダーゼ
を用いて、40℃、7 時間の反応で約 40 mg を 71%の収率で合成することができる。今回、食品添加物の増
粘安定剤として多用されているタマリンドシードガム（タマリンド：マメ科植物）から、本プロジェクトで開発し
た麹菌の分泌酵素大量発現系を用いて作成した酵素カクテルによって、理論収率のほぼ 100％で生産
することに成功した（図 2）。
これまで、イソプリメベロース生産酵素については種々の微生物より見つかっていたが、その大量生産
系の開発は進んでおらず、植物由来キシログルカンからイソプリメベロースを生産しようとした場合、本酵
素単独では収率が極端に低く、基質の余分な側鎖を除去するためにエンドグルカナーゼや β-ガラクトシ
ダーゼの活性が同時に必要であった。本プロジェクトでは、麹菌の酵素生産性を向上させるために
co-transformation 法の改良を進め、これまでピキア酵母で 7 mg-protein/L-medium であったイソプリメベロ
ース生産酵素の生産性から、co-transformation 法で多コピー遺伝子導入を行った遺伝子組換え黄麹菌
を用いて約 70 倍の約 500 mg-protein/L-medium に上昇させることに成功した（図 3）。同様に、キシログル
カンをキシロース側鎖のついていない場所で断片化するエンドグルカナーゼの大量生産にも成功した
（図 3）。これらの遺伝子組換え黄麹菌の培養上清濃縮物で調製した酵素カクテルには、黄麹菌が天然
に分泌生産を行っている β-ガラクトシダーゼ活性が十分に存在し、本酵素カクテルを用いることでタマリン
ド種子キシログルカンから直接イソプリメベロースを、1 g/L/h 以上の生産性、約 16 g/L の収量で生産する
ことに成功した。
また、この酵素カクテルを調製する際に使用している遺伝子組換え麹菌は、麹菌由来のイソプリメベロ
ース生産酵素と麹菌由来のエンドグルカナーゼをコードする遺伝子を過剰発現させているセルフクロー
ニング株であり、生産されたイソプリメベロースの用途の汎用性も高い。
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本成果物は、各種分析の標準物質、α−キシロシダーゼ活性測定用の基質といった現存するニーズに
対する新たな供給源となるだけでなく、安価に大量に製造できるようになったことから整腸作用等のプレ
バイオティクス効果に加えて、他の機能性を開発することが可能となり、市場の拡大が期待される。

図 2 タマリンド種子キシログルカンからのイソプリメ
ベロース生産
麹菌由来セルラーゼ（AoCEL）と麹菌由来 IPase
（AoIPase）の作用により、赤で示したイソプリメベロ
ース（X-G）が切り出され、副産物として、ガラクトー
ス（Ga）とグルコース（G）が残る。AoCEL や AoIPase
単独では、イソプリメベロース（IP）はほぼ生産され
ないが、両者を混合したカクテルでは、IP のスポット

図 3 遺伝子組み換え麹菌によるタンパク質分泌生産

が薄層クロマトグラフィー上で検出できた。

エンドグルカナーゼ高発現麹菌（AoEG）と IPase 高発
現麹菌（AoIPase）をグルコースあるいはキシロースを
基質として培養した場合の培養上清の SDS-PAGE。

イ．水準比較
既存技術での生産方法との水準比較は以下の通りである。
比較項目

本技術

酵素合成法

化学合成法

反応原理

酵素カクテル法（イソプリメベ

酵素法（α−キシロシダーゼ）

Koenigs−Knorr 反応

α−D−キシロシルフルオライ

D−グルコースと D−キシロー

ドと D−グルコース

ス

ロース生産酵素、エンドグル
カナーゼ、β-ガラクトシダー
ゼ）
原料
収率

タマリンドシードガム
約 100%（理論収率）

約 70%（理論収率）

約 80%（原料重量比率）

約 40%（原料重量比率）

約 20%

本技術では、酵素カクテル法を用いており、既存技術としては化学合成法と酵素合成法がある。化学
合成法は、D-グルコースと D-キシロースという比較的安価な単糖を原料として生産することが可能である
が、収率が約 20%とかなり低く、大きなデメリットになっている。一方、既存技術としての酵素法は、この収
217

率を大きく向上させたスペックを持っている。しかしながら、原料に α−Ｄ−キシロシルフルオライドという Dキシロースを修飾した糖が必要となる。この α−D−キシロシルフルオライドは、1,2,3,4−テトラ−O−アセチル
−α−Ｄ−キシロースに無水フッ化水素を作用させて合成した 2,3,4−トリ−O−アセチル−α−D−キシロシルフル
オライドを、ナトリウムメチラートにより脱アセチル化して得ることが可能であるが、これらの煩雑な工程によ
るコストや収率の影響が否めない。加えて、α−D−キシロシルフルオライドに対する収率が 70%どまりで、グ
ルコースも加味した原料重量比の収率はわずか 40%となっている。
本技術では、食品分野で利用実績があり、大量に市場に流通し、安価なタマリンドシードガムを基質と
して、原料重量比率約 80%で生産することが可能であり、残りの 20%はタマリンドシードガム中のイソプリメ
ベロースユニットとは異なるガラクトースやグルコースによるものであり、理論収率のほぼ 100%に到達して
いる。5 mg-protein/g-xyloglucan の酵素量で 48 時間中に完全分解が可能であるため、20 g – xyloglucan /
L-reaction mixture の反応を行うことで、約 16 g のイソプリメベロースが生産可能である。この時に必要な
酵 素 量 を 得 る た め に 必 要 な 麹 菌 の 培 養 上 清 は 、 各 遺 伝 子 組 換 え 麹 菌 に つ き 約 200 mL （ 500
mg-protein/L-medium の酵素生産能）であり、その培地のコストはわずかそれぞれ 70 円である。したがっ
て、おおよそ 1000 円/kg で流通しているタマリンドシードガム 20 g（20 円相当）から、酵素カクテルコスト約
140 円で約 16 g のイソプリメベロース（現在の末端市場価格で約 576 万円相当）を生産することが可能で
あり、この安価で大量に生産するシステムは、既存の技術に対して顕著なアドバンテージを持っている。
ウ．事業化を担当する協働機関： 月桂冠株式会社
エ．上市時期及び予想市場規模
2018 年での試薬レベルとして市場末端価格が高額（約 18,000 円/50 mg）であるため、それ以上の機能
性等の研究が進んでおらず、機能性からの価値が不明な点が多い。オリゴ糖の市場価格から、健康食品
や整腸関係健康食品のオリゴ糖平均価格はセロオリゴ糖 3000 円/ｋｇ 需要量は不明、ラフィノース 平均
価格 2200 円/ｋｇ 国内需要量 250 トン、キシロオリゴ糖 2700 円/ｋｇ 国内需要量 700 トンと市場規模も大
きく、機能性食品の市場も拡大し、オリゴ糖の市場は安定しており、年間 2 万トンの需要量、トータル 60 億
円との推察がある、また平均価格も高いことがいえる。（食品と開発 2011 年 12 月号）。
イソプリメベロースの製造検討などを行い、上市の可否判断を行っていく必要がある。既存のオリゴ糖
市場から考え、同程度の市場となると考えている。
オ．ロードマップ
イソプリメベロースを量産するための酵素生産性向上および、スケールアップ検討が必要である。酵素
生産の検討（～約 2 年）、イソプリメベロースの生産検討、ならびに精製、安全性試験が必要である。加え
て、イソプリメベロースの機能性研究進めていく予定である。
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３－２．グリコーゲン 酵素合成グリコーゲン（Enzymatically synthesized glycogen: ESG）

(320, 321, 322, 342, 384,

396, 438, 440, 445)

ア．成果物の説明
本ユニットで注目しているグリコーゲンは、筋肉や肝臓に貯蔵される多糖であり、生体内では血糖値の
維持や運動時のエネルギー源として利用される。しかし、グリコーゲンが単に貯蔵物質として働くだけでな
く、免疫賦活作用や抗がん作用など多様な生理作用を持つことが明らかとなりつつある。そこで本ユニッ
トでは、グリコーゲンの新たな生理作用として、生活習慣病を含む様々な疾病や生活の質（Quality of
life: QOL）の低下を予防・改善する効果の検証と、酵素合成グリコーゲン（Enzymatically synthesized
glycogen: ESG）の安定生産を目的に検討を行った。
１．ESG の生産方法の検討
食品や化成品への応用を実現するためには、大量生産技術の開発が必須である。技術としては、植
物由来デキストリンから、酵素処理、濃縮、精製工程を通じて ESG を生産する革新的な方法の確立に成
功し、15 トンスケールでの生産系を確立した（図 1）。具体的には、植物由来デキストリンをイソアミラーゼ
によって短鎖アミロースへと消化後、ブランチングエンザイム（BE）とアミロマルターゼ（MalQ）を用いてグリ
コーゲンを生成する方法を構築した。さらに、酵素を用いて生産した本製品の安全性についても評価を
行い、食品の安全性に関する米国の公的な資格である GRAS（Generally Recognized As Safe）の取得に
成功した。国内においては、遺伝子組み換え酵素である BE と MalQ の食品添加物利用許可を厚生労働
省から得て、当該グリコーゲンを食品原料として使用することを可能にした。

図 1 ESG の生産方法の確立
本生産技術によって様々な分子量の性質の異なる ESG を合成することに成功した。また、作製した
ESG の構造を解析した結果、天然のグリコーゲンと構造的、物理化学的には同様の性質を有してが、一
方で、α-アミラーゼによる消化を行った際、天然グリコーゲンでは α-マクロデキストリンの分子量が 10k 以
下なのに対して、ESG は 1000k から 1600k と非常に大きな α-マクロデキストリン（RG）が生成された（図 2）。
このように、本生産技術によって、天然グリコーゲンとは微細構造が異なる、新規ファインケミカル素材の
ESG（Fine-ESG）作製に成功した。
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２．化成品素材 Fine-ESG の作製
ESG の化成品への応用を考え、より純度の高い ESG（Fine-ESG）を作製した。食品素材としては ESG、
化成品素材としては Fine-ESG を使用し、それぞれ商品化に成功した。
-アミラーゼ

内部鎖
(ICL)

A鎖

還元末端
グルコース

天然グリコーゲン

B鎖
C鎖

外部鎖
(ECL)
グリコーゲン MW(kDa) 単位鎖
ESG-B
ESG3M
ESG8M
ESG15M
ESG20M
HMW_NSG
HMW_ESG
RG

ESG
分子表面

5000
3163
8675
14970
20880
29.0
463.6
3000

外部鎖
(ELC)

内部鎖
(ICL)

7.6
5.7
6.2
5.4
5.4
3.1
2.1

3.0
1.9
2.4
3.4
3.3
1.0
0.5

11.6
8.7
9.6
9.8
9.7
5.0
3.6

分岐の
疎な部分

β ｱﾐﾗｰｾﾞ
分解限度
(%)
47.9
43.0
44.1
35.1
35.5
21.4
2.0

密な部分
Huge -macrodextrin

-Macrodextrin
(Mw: ~ 10 k)

(Mw: 1000 k ~ 1600 k)

図 2 ESG の分子量と微細構造
３．ESG の食品への応用検討
ESG の食品としての機能性として、体内への脂肪蓄積抑制作用、炎症性腸疾患抑制作用、I 型アレル
ギー抑制作用を明らかとし、ESG 含有食品の販売に至った。
〇ESG の脂肪蓄積抑制作用
我が国では食の高度・多様化によるエネルギーの過剰摂取、慢性的な運動不足、不規則なライフスタ
イルが原因となって発症するといわれる高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病患者が年々増
加している。これらの生活習慣病は肥満に起因するため、ESG の抗肥満作用について検証を行った。ラ
ットにおいて ESG の摂取は、高脂肪食による体脂肪組織重量や肝臓中の脂質量を減少させた。一方で、
糞便中に含まれる脂質量は ESG の摂取により増加した。これらの結果は、ESG が食物繊維様を発揮し体
内への脂質の吸収を抑え、体外への排出を促進する働きを持つことを示唆している。さらに、ESG の摂取
と運動を組み合わせることで、血中のトリグリセリド量や腹部脂肪量の減少効果が増強されることを明らか
とした（図 3）。これらの機能性から、2018 年既に上市していたスポーツサプリに ESG を配合することでバリ
ューアップし、2018 年に上市した。
Exercise
ESG

・4週間高脂肪食を摂食させる。
・20%ESG投与群および非投与群
内臓脂肪
皮下脂肪
ESG (+)
ESG (－)
高脂肪食
高脂肪食
ESG

+

－

体脂肪率(%)

18.3±0.9b

24.2±1.2a

内臓脂肪率(%)

9.5±0.6c

12.2±0.6b

皮下脂肪率(%)

8.8±0.4b

12.3±0.6a

対照群 ESG
脂肪蓄積抑制効果

-

図 3 ESG の脂肪蓄積抑制効果
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〇ESG の炎症性腸疾患抑制作用
炎症性腸疾患は、消化管に原因不明の炎症をおこす慢性腸疾患の総称であり、進行すると大腸がん
を引き起こす。現在では感知させることが不可能であることから厚生労働省の特定医療疾患に指定され
ている。つまり、発症以前に予防することが効果的な対策である。そこで、潰瘍性大腸炎モデルマウスを
用いて、ESG の経口摂取による潰瘍性大腸炎予防効果について検討を行ったところ、薬剤を用いて潰瘍
性大腸炎を誘発させたマウスでは炎症によって腸の短縮がみられたが、ESG 投与群では短縮が見られな
かった。その作用機序として、ESG の消化産物である α-マクロデキストリン（RG）が腸管に存在するマクロ
ファージにおける抗酸化タンパク質の発現を上昇させることで抗酸化作用を発揮していることを明らかとし
た（図 4）。本成果から、ESG は大腸において抗酸化作用と抗炎症作用を持つことも示唆されたので、これ
ら 2 つの作用点から炎症性腸疾患を予防することができる素材であると考えられる。

DSS
ESG

寛解と再燃を繰り返す
大腸がんリスク↑
DSS
ESG

－ －

－

－

＋

＋

－

＋

－

＋

HO-1

＋ ＋

F4/80

－ ＋ － ＋

Merge

マクロファージでの抗酸化タンパク質の発現が増加

図 4 ESG の炎症性腸疾患抑制効果
〇ESG の I 型アレルギー抑制作用
アレルギーは、日本国民の 3 人に 1 人が何らかの
アレルギーに罹患しており、現代の国民病ともいえる。

ESG

即時型アレルギーの I 型アレルギーに着目し、グリコ
ーゲンによる肥満細胞や好塩基細胞からのケミカル
メディエーターの放出に対する抑制効果を検討した

管腔側
基底膜側

抗原

Caco-2 cells
RBL-2H3 cells

ところ、ESG は、株化された細胞である RBL-2H3 と
初代培養の細胞である BMMC においてケミカルメ
ディエーターの放出に対する抑制効果を持つことが
あきらかとなった。また、トランズウェルを用いた
Caco-2/BMMC 共培養系においても、ESG は抗原抗
体反応を介した脱顆粒を抑制した。このことから、
ESG は、直接的に免疫担当細胞に働きかけるだけ
でなく、腸管への刺激を介して免疫担当細胞からの
脱顆粒を抑制することが明らかとなった。共培養系
の培養液中の ESG の濃度について検討したところ、
管腔側には ESG が存在したのに対し、基底膜側で

図 5 ESG の I 型アレルギー抑制効果

は検出されなかった。このことから、ESG の共培養系
での脱顆粒抑制は、ESG が腸間を透過して免疫担当細胞へ働きかけたのではなく、腸管を刺激すること
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でメディエーターの産生を促進させ、そのメディエーターが抑制効果を示すことが示唆された（図 5）。この
ことは、食品としての ESG が即時型アレルギーの I 型アレルギーの抑制に有効な素材であることが考えら
れる。
４．Fine-ESG の化成品への応用検討
Fine-ESG の化成品としての機能性として、皮膚の保水性の増加作用、シワの減少効果、UV に対する
ダメージ低減効果を明らかとし、Fine-ESG 含有化粧品の販売に至った。
〇Fine-ESG の肌における保水性の増加作用
超高齢社会の我が国では、加齢に伴う肌や頭皮の老化問題も深刻である。著しい老化は人々の QOL
を著しく害し、精神的な障害に繋がることが知られている。皮膚に含まれるグリコーゲン量は年齢とともに
減少することから、グリコーゲンは老化現象にも関わる物質であることが示唆される。そこで、化粧品への
応用を目指し、Fine-ESG が肌の保水力に及ぼす影響を、培養細胞を用いて更に検討した結果、
Fine-ESG によって保水力を高めるヒアルロン酸産生量が増加した。そこで、Fine-ESG を配合したローショ
ンおよびクリームを試作し、ヒトの肌において試験を行った。1 ヶ月間塗布後の肌を解析した結果、
Fine-ESG によって皮膚の保水力が増加し、シワの本数や深さ、並びに、面積が減少することが明らかとな
った（図 6）。
使用前

使用後

コントロール

Fine-ESG

プラセボ

Fine-ESG

クリーム

プラセボ

Fine-ESG

毛穴平均面積変化率（%）

角質水分量変化率（%）

ローション

最大シワ平均深さ変化率（%）

Fine-ESG配合
・クリーム
・ローション
ローション

プラセボ

ヒアルロン酸
Fine-ESG

図 6 Fine-ESG の肌における保水性の増加効果
紫外線

〇Fine-ESG の皮膚における UV ダメージ抑制作用
有害な紫外線が直接あたることで、皮膚がんや白内障・
失明、免疫力低下などが生じることがわかっている。これら
RG
Fine-ESG

を防止する方法として、UV ダメージから身を守ることが重
要である。そこで、化粧品への応用を目指し、皮膚におけ
る UV ダメージに対する Fine-ESG の保護効果を検証した。
ヒト正常皮膚角化細胞に UV を照射することで、細胞にお

RG

Fine-ESG

ける酸化ストレスが増加し、アポトーシスを引き起こす Fine
-ESG は細胞における抗酸化タンパク質の発現量を上昇さ
せることで、UV ダメージに対する保護作用を発揮した（図
7）。他のグリコーゲンでも UV ダメージ抑制効果を検討し
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図7

Fine-ESG の皮膚における UV ダメ
ージ抑制効果

た結果、UV ダメージ抑制作用は Fine-ESG 特異的であった。これらの機能性から、2017 年に日焼け止め
として Fine-ESG を配合した化粧品を上市した。
５．その他の波及効果
〇抗グリコーゲン抗体の作製
これまで、生体内でのグリコーゲンの定量方法は、グリコーゲンを加水分解することで得られるグリコー
ゲンを測定する方法が用いられていたが、本ユニットではグリコーゲン抗体を作製し、Enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) による定量方法を確立した（図 8）。本抗体の作製により、簡便にグリコー
ゲン量を定量化できるようになった他、組織に存在するグリコーゲンの可視化にも成功した。抗グリコーゲ
ン抗体の作製に成功したグループは世界でも本ユニットだけであり、これらの成果から、世界各国から抗
体分与の要求がきている。これまでに、海外へ 20 件以上抗体を分与した実績がある。近年、抗グリコーゲ
ン抗体の開発により脳におけるグリコーゲンの機能が解明されるなど、様々な分野でグリコーゲンの機能
性が注目されており、抗グリコーゲン抗体の必要性も増すと考えられる。抗グリコーゲン抗体に関する特
許は出願済みである。
ミエローマ細胞

ハイブリドーマ

B 細胞

モノクローナル抗体
・グリコーゲン量の定量
・グリコーゲンの可視化

図 8 抗グリコーゲン抗体の作製

本拠点に参画中に出願した、当該グリコーゲンに関係する特許を下記の表にまとめる。
出願番号

発明の名称

出願人

要約

2010-207294

グリコーゲンを含むヒアル

江崎グリコ株

【課題】生体に適合性の物質で、エラスチン、

ロン酸およびエラスチン

式会社

ヒアルロン酸の産生に効果のある物質を提供

産生促進剤

することを課題とする。
【解決手段】本発明者らは、グリコーゲンは表
皮細胞のヒアルロン酸およびエラスチンの産
生を促進するが、細胞の数を増やすことに起
因するのではなく、細胞を活性化することに
因ることを見出し、上記課題を解決した。した
がって、本発明は、グリコーゲンを含む、表皮
細胞においてヒアルロン酸およびエラスチン
からなる群より選択される少なくとも１つの成
分の産生を促進するための組成物を提供す
る。
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2011-46777

酵素合成グリコーゲンに

神戸大学、

【課題】酵素合成グリコーゲン（ESG）に対する

対する抗体

江崎グリコ株

特異的抗体、および該抗体を用いるグリコー

式会社

ゲンの定量法を提供する。
【解決手段】酵素合成グリコーゲン（ESG）に
対して指向される抗体、その抗原結合性断片
または該抗原結合性断片を含む結合分子な
らびにその組成物。また、それらを用いて、サ
ンプル中のグリコーゲンを検出または定量す
る方法。

2014-135670

認知機能向上用組成物

江崎グリコ株

【課題】認知機能を向上する。

式会社

【解決手段】グリコーゲンとグルコース残基
（G）が 20 以下の単糖・オリゴ糖成分（G1～
20；ここで、Gn は n 個のグルコース残基がグリ
コシド結合で連なった糖であることを示す）の
混合物を含む認知機能向上用組成物であっ
て、前記混合物が、ESG を 50～98.5 重量％、
単糖・オリゴ糖成分を 1.5～50 重量％含む、
認知機能向上用組成物。

2014-147341

セラミド産生促進剤及び

江崎グリコ株

【課題】皮膚におけるセラミド量を増大させる。

皮膚外用剤

式会社

【解決手段】グリコーゲンからなるセラミド産生
促進剤。

特 願 2015-

抗酸化剤及び抗酸化／

江崎グリコ株

【課題】抗酸化剤を提供する。

1966

UV ケア化粧料

式会社

【解決手段】酵素合成グリコーゲン(Fine-ESG)
又はその α アミラーゼ消化物(RG)を含む抗酸
化剤。

イ．水準比較
比較項目
生産性
物性
体内での安定性
コスト（販売価格）

天然グリコーゲン

ESG
安定した供給が可能

季節や産地によって含量が変動

様々な分子量での生産が可能

季節や産地によって構造が変動

RG として腸管内で機能

α-アミラーゼによって低分子へと分解

30,000～50,000 円/㎏

50,000～200,000 円/㎏

素材としての ESG
素材としてのグリコーゲンの国内シェアは 50%程度と推定される。これまで、グリコーゲンは牡蠣やホタ
テから製造され、食品などに利用されているが、季節や産地によってグリコーゲン含量や構造が変化する
ため、機能性を維持した状態での安定供給が困難であったが、本技術によって、植物デンプンから酵素
を利用することで天然グリコーゲンよりも高機能なグリコーゲンを安定的に大量生産することが可能となっ
た。作製した ESG は天然に存在するグリコーゲンとは異なる性質を示す新規ファインケミカル素材であり、
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腸管内で RG として生体に有用な機能を及ぼす。コスト面では天然グリコーゲンに比べ、ESG の方が比較
的安価に製造することが可能と考えられ、コストと品質の両面で天然グリコーゲンを上回ることができ、今
後市場の拡大とシェアの拡大を目指す。
ESG 含有食品
パワ-プロダクション エキストラアミノアシッド
コンセプトパフォーマンスを発揮するためにはトレーニングや栄養とともに、
休息をとることが重要です。ハードなトレーニングをされる方の、頑張った後
の休息におすすめです。休息時に摂りたいアミノ酸（アルギニン、オルニチ
ン、リジン）・ビタミン B6・亜鉛・マグネシウム・セレンやハーブ（カンカ）・グリ
コーゲンなどを配合しました。
栄養成分表示／製品 4 粒(標準 1.55g)当たり
エネルギー 5.5kcal、たんぱく質 1.0g、脂質 0.03g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 0.003g 、亜鉛
12.0mg 、セレン 7.1μg、マグネシウム 70mg、ビタミンＢ6 1.5mg ／ アルギニン 500mg、オルニチン
120 ㎎ 、リジン 200mg、カンカエキス末 76mg、グリコーゲン 33mg
ESG 含有食品に競合品はなく、現時点でシェア 100%である。
Fine-ESG 含有化粧品
製品ラインナップ 全 8 品（gg シリーズ） 成分
●クレンジングミルク
水、イソノナン酸イソトリデシル、グリセリン、トリイソステアリン酸ＰＥＧ－20 グリセリル、DPG、
シクロペンタシロキサン、ペンチレングリコール、ポリソルベート 60、フェニルトリメチコン、グリ
コーゲン、加水分解ヒアルロン酸アルキル（C12-13）グリセリル、マンゴー種子油、サトザクラ
花エキス、クダモノトケイソウ果実エキス、アスコルビン酸、リンゴ酸、アーチチョーク葉エキス、
ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、スクワラン、フィチン酸、水酸化 Na、（アクリレー
ツ／アクリル酸アルキル（C10-30））クロスポリマー、（アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリロイ
ルジメチルタウリン Na）コポリマー、ヒドロキシエチルセルロース、エチルヘキシルグリセリン、
トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、カルボマー、エチドロン酸、香料、BG、など
●フェイシャルソープ
石ケン素地、水、パーム脂肪酸、パーム核脂肪酸、グリコーゲン、加水分解コラーゲン、ヒメ
フウロエキス、ローマカミツレ花エキス、オニイチゴ根エキス、オリーブ油 PEG-7、ベントナイト、
スクワラン、ジグリセリン、カオリン、グリセリン、コカミドプロピルベタイン、塩化 Na、乳酸 Na、
ポリクオタニウム-7、PEG-60 水添ヒマシ油、ステアリン酸 PEG-75、など
●ローション
水、BG、グリセリン、グリコーゲン、α－アルブチン、ヒアルロン酸 Na、加水分解ヒアルロン酸、
加水分解コラーゲン、アセチルヒドロキシプロリン、パルミチン酸アスコルビルリン酸 3Na、グ
ルコシルセラミド、ツボクサエキス、シトルスジャバラ果皮エキス、コウヤマキ枝/葉エキス、ロ
ーマカミツレ花エキス、センチフォリアバラ花エキス、オリーブ葉エキス、カンゾウ葉エキス、
ゴレンシ葉エキス、テンニンカ果実エキス、マタタビ果実エキス、ヒメフウロエキス、オニイチ
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ゴ根エキス、加水分解イナゴマメ種子エキス、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、
アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、など
●クリーム 2 品
水、グリセリン、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、BG、ジメチコン、ペンチレングリコール、
ベヘニルアルコール、グリコーゲン、α－アルブチン、加水分解コラーゲン、セラミド 1、セラミ
ド 2、セラミド 3、セラミド 6Ⅱ、グルコシルセラミド、加水分解エラスチン、キハダ樹皮エキス、ツ
ボクサエキス、シトルスジャバラ果皮エキス、コウヤマキ枝／葉エキス、ローマカミツレ花エキ
ス、センチフォリアバラ花エキス、オリーブ葉エキス、カンゾウ葉エキス、ゴレンシ葉エキス、テ
ンニンカ果実エキス、マタタビ果実エキス、ヒメフウロエキス、オニイチゴ根エキス、加水分解
イナゴマメ種子エキス、など

●リンクルクリーム
水、BG、グリセリン、パルミチン酸セチル、スクワラン、ダイマージリノール酸（フィトステリル／
イソステアリル／セチル／ステアリル／ベヘニル）、グリコーゲン、PEG-20、ペンチレングリコ
ール、ベタイン、アーモンド油、トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル、ジメチコン、
ソメイヨシノ葉エキス、ニンジン根エキス、ユキノシタエキス、ウメ果実エキス、ツバキ花エキス、
ボタンエキス、ノイバラ果実エキス、ゲットウ葉エキス、ダイズ油、トコフェロール、ヒアルロン酸
Ｎａ、グルコシルヘスペリジン、シリカ、シアノコバラミン、ホスホリルオリゴ糖 Ca、など
●ナイトジェル
水、グリセリン、BG、ジメチコン、ミリスチン酸オクチルドデシル、グリコーゲン、ヒアルロン酸
Na、カワラヨモギ花エキス、アロエベラエキス-1、褐藻エキス、チョウジエキス、オウゴン根エキ
ス、ユキノシタエキス、PEG-12 ジメチコン、ラウロイルグルタミン酸ジ（コレステリル／オクチル
ドデシル）、（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ＶＰ）コポリマー、など

●デイプロテクター（日焼け止め）
水、BG、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、トリエチルヘキサノイン、酸化チタン、フェニルベ
ンズイミダゾールスルホン酸、サリチル酸エチルヘキシル、ビスエチルヘキシルオキシフェノ
ールメトキシフェニルトリアジン、マイカ、グリコーゲン、加水分解ヒアルロン酸、グリセリン、エ
ーデルワイスエキス、ヒナギク花エキス、マンダリンオレンジ果皮エキス、メマツヨイグサ種子
エキス、アマチャヅル葉エキス、メタクリル酸メチルクロスポリマー、 など

Fine-ESG 含有化粧品として商品化に至った gg シリーズの競合品はなく、他社の化成品へ Fine-ESG を
提供することで市場の拡大を図っている。

ウ．事業化を担当する協働機関

江崎グリコ株式会社
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エ．上市時期及び予想市場規模
ESG を含有する化粧品 gg は 2012 年に既に上市している。2012 年から販売した化粧品 gg の売り上げ
は 2017 年時点で年間 10 億円程度になる。また、スポーツサプリのパワープロダクション エキストラアミノ
アシッドは、既に上市していたが、2018 年に改良版として ESG 含有の商品を上市した。2018 年には化成
品・食品合わせて 20 億円程度の売り上げになると予想される。Fine-ESG は機能性化粧品素材として、
2013 年より、国内外の化粧品メーカーに営業を開始している。また、食品分野においても、ESG の国内
外における原料販売の準備をしている。発売後も継続的に、機能発現メカニズムの研究およびヒト試験に
よるエビデンス取得や他素材との組合せ効果についての研究と、製造法改良によるコストダウンおよびそ
の価格への還元を進め、真に QOL 向上に資する製品とし、売上規模の増大もはかる。将来的には、世界
有数の健康食品・化粧品素材に育成し、原材料ベースで 100 億円、最終商品市場で 5000 億円のマーケ
ットを創出することを目指す。
市場規模
（製品ベース）

シェア

シェア

（原料ベース）

（原料ベース）

（製品ベース）

2018年

1.0億円

20億円

100%

50%

2024年

2.5億円

50億円

100%

30%

市場規模

2030年

5.0億円

100億円

50%

20%

2050年

100億円

5000億円

50%

10%

オ．ロードマップ
2009 年度より、バイオプロダクション次世代農工連携拠点へと参画し、2012 年度に新規ファインケミカ
ル素材の開発においては、これまでに安定供給が課題であったグリコーゲンの革新的な生産技術の開
発に成功した。それにより、食品や化成品分野への商品開発、販売が可能となった。機能性食品への応
用では、2011 年度に ESG の食物繊維作用、2012 年度に抗肥満効果を明らかとした。2011 年度には米国
GRAS の取得にも成功し、安全性での検討も行った。これらの成果から、2018 年度に食品として ESG 含
有スポーツサプリの商品化に成功した。化成品への応用では、2012 年度にヒトにおける皮膚の保護効果
を検証し、同年に Fine-ESG 含有化粧品の商品化に成功した。皮膚に対する ESG の効果として、UV ダメ
20
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用
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完
皮膚の保湿
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UVケア化粧品発売
目標
50億円

保湿化粧品発売

機能性食品の発売

市場拡大取り組み

機能性食品原料販売

化粧品原料販売
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ージに対する保護作用も培養細胞とヒト試験の両方で検証しており、UV ダメージに対する保護作用を持
つ化粧品の商品化も実現した。ESG に関連した商品、原料の売り上げは今後も右肩上がりに増加するこ
とが期待される。本拠点での研究成果により、機能性食品および化成品としての機能性評価は十分に実
施することができた。今後は、江崎グリコにおいて、原料および製品の販売促進瀬策を推し進めることで
市場の拡大を目指す。
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３－３．アスタキサンチン

(410, 418)

ア．成果物の説明
アスタキサンチンの末端世界市場規模は 232 億円（2014 年当時）であり、現在、2022 年までに 904 億
円に拡大する予測されている。その 9 割程度は養殖魚（サケ、マス、タイ、エビなど）の飼料添加物として
使用されており、今後、世界的な人口増加に伴う食糧需要の増加によって畜産動物よりも飼料効率が高
い養殖魚の需要が増加すると予想されることから、飼料用途のアスタキサンチン需要が増加すると期待さ
れている。現在飼料用途に使用されているアスタキサンチンの 9 割程度は化学合成品である。一方、美
容や予防医療、栄養補助食品に対する意識の高まりによって天然抗酸化物質に対する需要も高まり、市
場は促進していくと考えられている。そのため、食糧生産支援や環境保護の観点から、再生可能資源を
原料とした天然品への置き換えを目指している。
天然品アスタキサンチンの製造法は大きく分けて 2 種類あるが、天然物（オキアミ類）からの抽出法では
原料の価格高騰や枯渇の問題があり、微生物を用いた発酵法が工業的生産法として重要視されている。
発酵培養法には藻類、細菌および酵母が用いられている。藻類由来アスタキサンチンは現状ヒト用が主
流であり、高コストのため飼料用途には展開できていない。また、細菌由来アスタキサンチンは、食品とし
てのステータスが得られていないため、化学合成品との価格競争が待ち受ける飼料用途市場で事業を開
始せざるを得ず、収益性を確保しつつ技術開発することが困難である。そこで、食品としてのステータス
が得られている酵母由来アスタキサンチンを選択し、本拠点の一貫バイオプロセスを活用して酵母を用い
たアスタキサンチン高生産技術を確立することで、まず、機能性食品用途市場で事業基盤を構築する
（図 1）。そして、更なる技術開発により生産性を向上して飼料用途市場においても化学合成品を凌駕し、
人類の環境問題と食糧問題の解決に貢献する。現在用いられている赤色酵母では、アスタキサンチン生
産量に限界がある。そこで本研究では、遺伝子工学的手法を用いてアスタキサンチン生合成関連遺伝子
を高発現させることでその生合成経路を強化し、赤色酵母のアスタキサンチン生産性を高めることを目指
した。

図 1 アスタキサンチンの研究開発の概
その結果、本プロジェクト 7 年目までに、2 倍体赤色酵母の遺伝子破壊法を確立し、アスタキサンチン
要
生合成の妨げになる酵素の欠失によって、マイルストーンを概ね達成する 9.0 mg/L/day の生産性を示し
た。また、培養後の抽出・精製工程の収率を改善し、機能性食品向けバルク製品の製造コストを 3 年目時
点から約 20%削減し、0.1%の市場シェア（機能性食品用）を獲得するに至り、事業としては着実に進展し
ている成果を上げていた。次年度からは、リサーチエンジン「細胞工場」のコア技術であるマルチオミクス
解析により遺伝子発現解析や代謝解析を行うことで、赤色酵母におけるアスタキサンチン生産のボトルネ
ックを明らかにし、上記の目的遺伝子多重高発現系や遺伝子破壊法を用いてボトルネック遺伝子の同時
高発現や破壊を行い、アスタキサンチンの生産性をさらに向上させる計画であった。しかし、2014 年に飼
料用アスタキサンチン最大手の DSM 社が、化学合成品で機能性食品市場に参入することを公表した。こ
れにより、市場が化学合成品を受け入れた場合、機能性食品用アスタキサンチンの市場価格が一気に下
がる可能性が出てきため、H27 年度に承認を受けて研究は中止した。
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３－４．有用イノシトール （ピニトール、ミオ‐イノシトール、並びにシロ‐イノシトール）

(220, 325, 326, 327, 328, 350,

351, 363, 380, 400, 413, 415, 431, 441, 442, 443)

ア．成果物の説明
ミオ－イノシトールは、1850 年、ドイツの Scherer が、牛の心筋抽出液より初めて単離した糖アルコール
の一種である。一般に、細胞成長促進に不可欠なビタミン B 群の一種として知られており、脂肪肝･肝硬
変等の予防･治療薬として、また総合ビタミンドリンクや乳児の必須ビタミン剤等に幅広く使用されている。
自然界においてイノシトールは、物種子にフィチン酸のカルシウム、マグネシウム混合塩（フィチン）の形
で多量に存在しており、抽出したフィチンをさらに分解、精製することによって単離が可能で、一般的には
この方法で比較的安価に製造されている。
ミオ－イノシトール自体にも健康増進効果が知られており、各種総合ドリンク剤や乳児用ミルクなどの医
薬品原料や、クルマエビをはじめとする養魚用飼料等の飼料添加物として既に幅広く使用されている。ま
た、「食品添加物リスト」には「強化剤」として掲げられており、今後は特定保健用食品等への応用がます
ます期待されている。
イノシトールにはミオ－イノシトール以外にも異性体が 8 種類存在し、一部は特定疾病の治療に効果が
示されている。特に、D－キロ－イノシトール、そしてその 3 位メトキシ体であるピニトールは血糖値効果作
用があることから、糖尿病やその予備軍である高血糖症の改善、あるいは多嚢胞卵巣症の治療への適応
がある。さらに、もうひとつシロ－イノシトールは、アルツハイマー病に特徴的な脳神経細胞におけるβ－
アミロイドの重合を緩和解消する効果が報告され、今後急速に進む高齢化社会における認知症患者の
増加への懸念を払拭するものとして期待されている。有用希少イノシトール類の市場規模であるが、少な
くとも国内年間 2～3 億円、世界 5～10 億円程度の潜在性が見込まれている。
ピニトールはダイズの非食用部（葉、茎、さやなど）に多く含まれており、全く未利用のまま廃棄される現
状にある。しかし、単純な熱水抽出では他の糖質と混在してしまい、それらと一緒に摂取してもピニトール
の効能を得ることができない。また、現存の技術で分離精製を試みても、困難かつ非常にコストがかかると
いうデメリットがあった。そこで、本研究では農学研究科研究者の得意とするバクテリアのバイオリソース
（ゲノム情報解析開発技術）に工学研究科のバイオプロセス技術（バイオリアクター等）ならびに膜・イオン
交換樹脂等による分離技術をマッチングさせて、安価かつ簡便なピニトールの分離精製技術の確立を目
指す。安価なピニトールの供給が実現すれば、この化合物の利用が多方面で可能となりメタボ対策など
社会的な影響が大いに期待される。
一方、植物種子に豊富なフィチン酸とは、ミオ－イノシトールに 6 つのリン酸基が結合している物質であ
る。一般に、フィチン酸は穀物種子中のリン酸の主な貯蔵形態であり、米ぬかやムギふすまに含まれるこ
とが明らかになっている。我々は世界と日本のイネ品種群を収集しているので、米ぬかに含まれるフィチ
ン酸の含量に着目した。実際に精米や精製時に産出された、米ぬかのほとんどは廃棄されているのが現
状なので、廃棄物扱いされている米ぬかから有用なイノシトールを精製することはコストの面でも自然環
境においても有益である。また、近年肥料としてのリン酸が世界的に不足しているので、本研究の延長線
上に米ぬかのリン酸成分の利用を促進する可能性も想定しうる。この利用には、フィチン酸のリン酸を切り
出してミオ－イノシトールを得るための酵素であるフィターゼの活用が望まれており、当該酵素も本開発の
範疇に含めて総合的な検討が必要となる。
本拠点では、優位性の高いダイズおよびイネの非食用部を原材料として有用イノシトール類３種（ピニト
ール、ミオ‐イノシトール、並びにシロ‐イノシトール）の生産技術の開発を推進した。また、特にピニトール
については、医学研究科との共同研究の成果をうけて、人間発達科学研究科との連携により健常者に対
するヒト介入試験を実施するとともに、フジッコ株式会社と帯広市の包括連携協定に基づく枝豆農業廃棄
物を由来原料とした「大豆ピニトールシロップ」の生産プラントを稼働し、より実際的な生産体制の構築を
推進した。そして、イネの非食用部である米ぬかに含まれるフィチン酸を原材料として活用するために、
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枯草菌を用いてフィターゼを分泌生産する開発にも取り組んだ。この取り組みは、単に上記イノシトール
化合物のバイオマスからの生産性を確保するという目的に留まらず、綿密な産学連携を通じて早期にこ
れら化合物を市場に導入して一般に普及させ、ひいてはこれらイノシトールを享受することが常識的とな
った「イノシトール社会」を実現することに究極の目的を定めたものである。
１．大豆ピニトールシロップと精製ピニトール
有用イノシトールの普及に向けた第一歩として、枝豆農業廃棄物を由来原料とした「大豆ピニトールシ
ロップ」の本格上市に向けた準備を進めている。「大豆ピニトールシロップ」は枝豆植物体に含有するピニ
トール（約 10％ w/v）の他、大豆植物体由来のフルクトース、グルコース含むシロップ（液糖）である。ピニ
トール含量を規定した機能性液糖であるが、すっきりとした自然な甘みをもつことから広く食品に使用でき、
特に高齢者食の甘み付与に良好に使用できる食品原料である。
帯広市のダイズ（枝豆）圃場より、枝豆農業廃棄物を収穫する実地検討を行い、その実効性を検討した
（図 1）。また、収穫した枝豆農業廃棄物よりピニトールを含む熱水抽出液を調整し、ろ過による不純物の
除去、イオン交換樹脂による中性糖成分の分離精製、そしてこれを濃縮して「大豆ピニトールシロップ」を
生産するパイロットプラントを設置・稼働した（図 1）。現状の技術でも一定の経済性が達成されてはいるが、
イオン交換樹脂に代えて膜分離技術を導入してさらにこれを向上させるべく検討を加えている。

図 1 枝豆農業廃棄物を収穫する実地検討と「大豆ピニトールシロップ」パイロットプラント

図2

好熱バチルス菌によるピニトールの精製
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さらに、ピニトールの精製については、これまで決め手となる技術が開発されていなかったため、独自
に開発した好熱バチルス菌 Geobacillus kaustophilus を用いて「大豆ピニトールシロップ」を処理することで、
ピニトール以外の糖質をほぼ完全に分解除去する技術を確立し、精製ピニトールを製品化する技術基盤
を確立した （図 2）。
グラフ左端 Plant extract にあるとおり、「大豆ピニトールシロップ」にはピニトール以外にグルコース、スク
ロース、フルクトースなど他の糖質が多数含まれている。好熱バチルス菌 HTA426 は元来ピニトールを含
めてすべての糖質を分解する。しかし、gk1899 という遺伝子の機能のみを選択的に不活性化する遺伝子
操作を加えるとピニトールのみを温存して、他の糖質をほぼ完全に除去できるという発見（gk1899）をベ
ンチマークとして、非遺伝子操作的な変異育種を行い変異株 A8BLR を取得した。これにより、遺伝子操
作微生物を用いることなくピニトールを精製することが可能となった。
イ．水準比較
比較項目
特長

フジッコ製

アミコジェン社製

Biosearch life 社

大豆ピニトールシロップ

ピニトール

ピニトール

ピニトール 10％以上

ピニトール 99％以上

ピニトール 90％以上

枝豆由来糖質 30％以上
由来原料

枝豆 植物体（北海道産）

イナゴマメ（地中海産）

イナゴマメ（スペイン産）

価格

3,000 円/㎏（最終目標）

約 50,000 円/㎏

約 50,000 円/㎏

ウ．事業化を担当する協働機関： フジッコ株式会社
エ．上市時期及び予想市場規模：
平成 31 年本格上市、平成 34 年売上予想 100 百万円/年、シェア見込 0.4％（国内機能性糖アルコー
ル市場に対するシェア）
＜市場規模に関する補足情報＞
大豆ピニトールシロップは上述の通り、①ピニトール原料、②高齢者用食品用調味料の 2 つの観点から
市場参入を考える商品である。また大豆ピニトールシロップは BtoB 商品としてよりも、自社商品の原料と
して使用し大豆ピニトールシロップを配合した BtoC 高齢者向け食品の上市を検討する。さらにはピニトー
ル配合商品を核として、関連する高齢者食のラインナップを拡大させる戦略を考えている。
①機能性糖アルコール市場 約 200 億ドル
国内約 250 億円/年（食品と開発、2012 年 4 月号、UBM 社）
②高齢者用食市場（2016 年版高齢者/病者用食品市場総合分析調査：（株）シード・プランニング社）
1,170 億円/年（国内）、2020 年には 1,402 億円/年に伸展する予測。
・病者向け食品市場（根拠資料は同上）
336 億円/年（国内）、2020 年には 395 億円/年に伸展する予測。
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オ．ロードマップ

２．シロ−イノシトール
イノシトールとはシクロヘキサンの 6 つの炭素原子に一つずつ水酸基が結合した構造をもつ化合物の
総称であり、水酸基の結合方向の組み合わせによって 9 種類の立体異性体が存在する。中でも、ミオ―
イノシトールは自然界に最も豊富に存在する異性体であり、米ヌカなどに含まれるフィチンの脱リン酸によ
り比較的安価に供給される。一方、シロ－イノシトールはアルツハイマー病の予防・治療に効果が期待さ
れる希少有用イノシトール異性体である。そこで、枯草菌に代謝工学を施し、ミオ―イノシトールをシロ－
イノシトールへと変換する枯草菌細胞工場を開発した。
枯草菌には元来、ミオ―イノシトールならびにシロ－イノシトールを炭素源として代謝する能力がある。
これらの代謝経路が共通の代謝中間物質を介してつながっていることを見出し、この中間物資以降の分
解経路を完全に削除すること、ミオ―イノシトールから上記の中間物質を経てシロ－イノシトールへと至る
2 段階の反応をそれに関わる 2 つの酵素（IolG および IolW）の過剰発現によって強化すること、そして
IolW 反応に補酵素として必要となる NADPH を大腸菌トランスヒドロゲナーゼを導入して増強すること、さ
らに基質となるミオ―イノシトールの細胞内への取り込みを担う IolT トランスポーターを増強すること、以上
の遺伝子操作を順次集積することにより、ミオ―イノシトールからシロ－イノシトールの変換効率を高めた
細胞工場を育種して、30 g/L/40 h という世界最高水準の生産効率を達成した（図 3）。

図 3 ミオ-イノシトールをシロ-イノシトールへ変換する細胞工場における遺伝子操作と生産量向上
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イ．水準比較
比較項目

技術シーズ名

神戸大学

北興化学

生産性

シロ−イノシトール産生細

微生物変換法

酵素化学法

胞および当該細胞を用い

30 g/L/40 h

16.8 g/L (微生物変換・酵

たシロ−イノシトール製造

素変換・化学変換の併用

方法（神戸大）

により生 産所用時 間は不

シロ−イノシトールの製造

明)

方法（北興化学）
経済性

同上

補酵素 ・試薬の添加が不

補酵素または試薬の添加

要

が必要

ウ．協働機関による事業化見込み（製品等名称、事業化時期）：
遺伝子組み換えを伴う技術であるため法的制約により食品への適応が難しい。従って、医薬品として
の利用が望ましいため、米国 FDA は優先開発の対象としてシロ−イノシトールを選定し、Phase II までヒト
介入試験を進めたが、高用量群において 9 件の死亡例が報告されたこともあって開発が中断している。
従って、罹患者への投与ではなく、未罹患者に対する発症抑制あるいは予防効果について新たなヒト介
入試験を実施する動きがある中、その動向を見て生産物の適応や製品化の可能性を検討し、5 年以内を
目安に事業化の検討を行っていく。
３．ミオ－イノシトール
ア．技術の説明
グルコースをミオ－イノシトールまたはシロ－イノシトールへと変換する枯草菌細胞工場を開発した。枯
草菌において結核菌またはパン酵母のミオ－イノシトール－1－リン酸合成酵素遺伝子を発現させ、且つ
プリン塩基排出系を不活性化することにより、グルコースをミオ－イノシトールへと変換する枯草菌細胞工
場を実現した。グルコースは細胞に取り込まれるとグルコース 6 リン酸となり、ミオ－イノシトール－1－リン
酸合成酵素遺伝子はこれをミオ－イノシトール－1－リン酸へと変換する。ミオ－イノシトール－1－リン酸
はイノシトールモノフォスファターゼにより脱リン酸を受けてミオ－イノシトールを生成する（図 4）。

図 4 グルコースのミオ-イノシトールおよびシロ-イノシトールへの変換
ミオ－イノシトール－1－リン酸合成酵素遺伝子はは補酵素として NAD+を必要とする。我々は、この酵
素を枯草菌細胞で機能させるには細胞内の NAD+プールを増強する必要があること、またそのためには
プリン塩基排出系を不活性化する必要があることを見出した。この発見は他の代謝工学にも一般化でき
る学術的にも大いに価値のある発見である。上記の変換系に加えて、さらにミオ－イノシトールをシロ－イ
ノシトールへと変換する既開発の経路を追加することで 2.2 g/L/120 h という世界最高水準の生産効率を
達成した。
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イ．知財確保の状況 （出願、対象国、審査状況、特許ポートフォリオ形成状況等）
「ミオ－イノシトールの製造法」神戸大学単独出願、特願 2017-158927、PCT 出願検討中(2018)
ウ．水準比較
比較項目

技術シーズ名

神戸大学

旭化成

細胞工場の

ミオ－イノシトールの製造

ミオ―イノシトール生産

ミオ―イノシトール生産

生産性

法（神戸大）

0.1 g/L/120 h

2.31 g/L/23 h

ミオイノシトール及びミオ

シロ－イノシトール生産

イノシトール誘導体の製

2.2 g/L/120 h

造方法（旭化成）
細胞工場の

同上

実効性

ミオ―イノシトールとシロ－

シロ－イノシトール生産

イノシトールの両方を生産

実施例無し

可能
エ．協働機関による事業化見込み（製品等名称、事業化時期）：
ミオ-イノシトールは VB8 として栄養成分として利用価値があるが遺伝子組み換えによる生産では法的
に食品への対応が不可能であることが障害となっている。シロ-イノシトールについても同様の理由により、
医薬品としての利用が望ましいため、米国 FDA は優先開発の対象としてシロ−イノシトールを選定し、
Phase II までヒト介入試験を進めたが、高用量群において 9 件の死亡例が報告されたこともあって開発が
中断している。従って、罹患者への投与ではなく、未罹患者に対する発症抑制あるいは予防効果につい
て新たなヒト介入試験を実施する動きがある中、その動向を見て生産物の適応や製品化の可能性を検討
し、5 年以内を目安に事業化の検討を行っていく。
４．フィターゼ
枯草菌は従来からアミラーゼ、プロテアーゼ、アルカリ性セルラーゼなどの分泌生産のための細胞工場
として活用される実績がある。この特性をさらに伸ばし、且つ汎用性を拡張するために、分泌生産される
酵素とそれに付加する分泌シグナルを最適化するスクリーニング系を立ち上げる。そして、可能な限り多
くのシグナル―酵素の最適化ペアを網羅し、一般化できる法則性を理解するための材料を収集すること
を目的とする。フィチンを加水分解するフィターゼを納豆菌から選抜した。分泌シグナルについてはタカラ
バイオより市販され
ている pBE-S システ
ムを利用した。
pBE-S シ ス テ ム は
枯草菌ゲノムより同
定・推定された 173
種のシグナルペプ
チドを N 末端に融
合させてプラスミド
ライブラリーを作成

図 5 分泌シグナル最適化によるフィターゼ分泌生産

できる。
納豆菌のフィターゼ遺伝子の N 末領域に枯草菌由来の 173 種の分泌シグナル配列をランダムに融
合する pBE-S システムを用いてライブラリー化した後、フィチン含む寒天プレートにコロニーを形成させ、
コロニー周囲のフィチンが分解されて現れるハローの大小によって分泌されるフィターゼ量を評価した。
235

最も高い分泌活性を示した pbp (Penicillin-binding proteins) および yqgA（機能未知遺伝子）の分泌シグ
ナル配列を用いた際のフィターゼ分泌効率は納豆菌オリジナルの分泌シグナルに比してほぼ倍増した。
この要因はシグナル配列の変換により、Sec-SRP 分泌機構に認識されやすくなったことやシグナルペプ
チダーゼによるシグナル配列切断効率が向上したことなどが考えられる。以上により、分子育種的なフィ
ターゼ分泌の高度効率化が達成された（図 5）。
イ．水準比較
比較項目

技術シーズ名

神戸大学

一般的な技術

酵素分泌能

分泌シグナル最適化によ

40 mg/L/24 h

20 mg/L/24 h

力

るフィターゼ分泌生産

ウ．協働機関による事業化見込み（製品等名称、事業化時期）：
フィターゼの基質となるフィチンは家畜に飼料として与える穀類や米ヌカなどに多量に含まれており、
鉄分などミネラルをキレートしてしまうため貧血や肉質の低下を引き起こす。従って、同酵素を飼料に混入
してフィチンを分解する飼料の改善が一般に行われており、これに本分泌生産酵素を適応することが容
易に想定される。
また、フィチンの分解によりもたらされるミオ－イノシトールは有用希少イノシトール類生産の原料として
用いることができるため、例えば同酵素を活用して米ヌカなどのバイオマス資源から直接的に有用希少イ
ノシトール類を生産する一貫プロセスの構築にも適応可能である。さらに、分泌シグナルの最適化は他の
フィターゼやセルラーゼの分泌向上にも適応例の蓄積があり、さらなる応用の可能性が見込まれている。
一方、納豆菌由来のフィターゼはフィチン酸に含まれる 6 つのリン酸基すべてを除去できないので、そ
の完全除去には他のフォスファターゼの追加が必要である。ところが、その後の調査により Klebsiella
pneumoniae のある菌株が有するフィターゼはこの完全除去が可能であることが判明した。北海道大学農
学部の共同研究者より当該遺伝子の提供を得て、既に当該フィターゼを枯草菌より分泌生産させること、
またそのシグナルペプチドを最適化することにも成功している。しかし、この酵素は至適 pH が低く、枯草
菌の生育条件では有効な活性が得られないという問題がある。そこで、現在はこの至適 pH を高める変異
導入につき検討を加えている。
以上、フィターゼについては培養工学による生産効率の向上、ならびに至適 pH の改変を検討し、製品
化に耐える生産量を確保し次第、5 年以内を目安に事業化の検討を行っていく。
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３－５．機能性リン脂質
ア．成果物の説明
本ユニットでは放線菌由来ホスホリパーゼ D（PLD）の放線菌を宿主とした分泌型における高生産系の
確立を行った。そして、PLD の反応特異性に着目し、植物由来リン脂質から機能性リン脂質を合成するこ
とを目的として研究を行った。これまでに放線菌を用いて汎用的に酵素を生産できる生産システムの確立、
高生産株構築、プロモータ、ターミネータも考慮した放線菌用の発現ベクターや遺伝子工学用ベクター
の開発等を行い、これまでに 7 年目のタンパク質目標生産値を達成している。また、タンパク高発現株の
全ゲノム解析や放線菌のゲノム改変を試みることで、タンパク生産解明への知見を見出だす研究も行っ
ている。さらに、生産した酵素を用いて効率的に機能性リン脂質を製造する条件を見出し、リン脂質の上
市にも成功した。
我々はリン脂質代謝酵素ホスホリパーゼＤ(PLD)酵素を分泌発現する放線菌をスクリーニングし、培養
上清中に高いリン酸基転移反応活性を有する放線菌 Streptomyces cinnamoneum を同定し、その PLD 遺
伝子配列を決定している。そして放線菌 Streptomyces lividans での PLD 酵素分泌生産を試みた。結果、
S.. cinnamoneum の PLD 遺伝子上流部分に存在する、発現プロモーターに相当する遺伝子領域を組み
込んだ発現ベクターではその分泌生産量は野生株と比較して約 15 倍となった。そこで、培養上清を採取
し、タンパク質の発現量を SDS -PAGE 分析したところ、我々が開発した放線菌形質転換体では、野生株
と比較して、PLD 酵素に相当する箇所に顕著なバンドが確認され、そのバンドの濃淡は PLD 酵素活性に
相関していることも確認した。この事から、我々の構築した放線菌 S.lividans を宿主とした PLD 酵素の分
泌生産系は非常に良く成功したと言える。更に、ジャーファメンターを用いて培養特性を検討した結果、
野生型株と比較して約 50 倍の分泌生産量(60,000 U/L = 0.2 g/L 相当)を得ることに成功した。そして、放
線菌宿主の改変により、現在までに 0.5g/L 相当の PLD 生産に成功している。リン脂質酵素(PLD、PLA2)
の上市も既に達成している。また、これまでに確立した放線菌を宿主としたタンパク質生産の技術を汎用
的に利用し、前述のアミラーゼおよび他のバイオマス酵素等の酵素生産も行った。
１．放線菌を用いた PLD 酵素の分泌生産システムの確立
我々はリン脂質代謝酵素ホスホリパーゼＤ
(PLD)酵素を分泌発現する放線菌をスクリー
ニングし、培養上清中に高いリン酸基転移反
応活性を有する放線菌 Streptomyces
cinnamoneum を同定し、その PLD 遺伝子配
列を決定している。そして放線菌
Streptomyces lividans での PLD 酵素分泌生産
を試みた。結果、S. cinnamoneum の PLD 遺
伝子上流部分に存在する、発現プロモータ
ーに相当する遺伝子領域を組み込んだ発現
ベクターではその分泌生産量は野生株と比

図 1 放線菌による組み換えタンパク質の大量生産

較して約 15 倍となった。そこで、培養上清を採取し、タンパク質の発現量を SDS-PAGE 分析したところ、
我々が開発した放線菌形質転換体では、野生株と比較して、PLD 酵素に相当する箇所に顕著なバンド
が確認され、そのバンドの濃淡は PLD 酵素活性に相関していることも確認した。この事から、我々の構築
した放線菌 S. lividans を宿主とした PLD 酵素の分泌生産系は非常に良く成功したと言える(図 1)。更に、
ジャーファメンターを用いて培養特性を検討した結果、野生型株と比較して約 50 倍の分泌生産量(60,000
U/L = 0.2 g/L 相当)を得ることに成功した。そして、放線菌宿主の改変により、現在までに 0.5g/L 相当の
PLD 生産に成功している。リン脂質酵素(PLD、PLA2)の上市も既に達成している。
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また、これまでに確立した放線菌を宿主としたタンパク質生産の技術を汎用的に利用し、前述のアミラ
ーゼおよび他のバイオマス酵素等の酵素生産も行った。
２．放線菌のゲノム解析
放線菌 Streptomyces lividans を宿主として用い、薬剤変異導
入法によるゲノム変異を行うことで、タンパクを高生産する組換え
放線菌宿主株の構築を行った。このタンパク高生産株に上記の
系を用いて PLD 分泌発現系を導入し、継代ごとに培養上清中
の PLD 活性が増加したことを確認した (図 2)。最終的に、野生
株と比較して約 3 倍強の生産性が高い宿主株の構築に成功し
た。
放線菌におけるタンパク高生産因子の探索と機能関与を明ら
かにすることを目的に、Ion torrent 社の Ion PGMTM system を用
いてタンパク高発現株の全ゲノム解析を試み、元株と各変異株

図 2 ゲノム変異株による PLD 生産量

のゲノム中の変異を計算機科学とのリンクによ
り比較した (図 3)。その結果、転写・翻訳関連
遺伝子に統計的有意に変異の増加が観測さ
れた。目的タンパク質の mRNA 発現量の実験
的解析を行った結果、変異株の mRNA の発
現量は元株に比べ上昇していることから、転
写システムに大きな影響を与えていることを示
された。また、各継代間のゲノムの変異比較か
ら、まず転写翻訳システムの変異が起こり、そ
の後、代謝システムへの変異が起こっているこ

図 3 プロモーター・ORF 内変異の世代間比較

とが示唆された。

1.4

本研究では放線菌株の改変により、高タンパク生産
計的な解析により、機能解析に有用な情報を与えること
を示した。最終的な特定遺伝子の関与の確定までは到
達してはいないが、タンパク質生産向上の方法論の考
察と計算機科学を用いた解析方法の確立には一定の

Relative activity

を行う株を実際に構築、計算機科学とのリンクによる統

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

知見を与えたと考えられる。また、本変異株を用いるこ
とで、本研究で対象としている PLD タンパク質のみなら
ず、アミラーゼ等の有用酵素も含めた、多種多様なタン
パク質生産の向上が可能であることが考えられる。

group3

group4

SDSでは生産量が向上していないことを確認
group2→Δ4338 (hrdD)、Δ5067(hrdA)、Δ6700(hrdC)
group3→Δ569(L)、Δ2098(WhiG)
group4→Δ4584(U)

図 4 ｼｸﾞﾏ因子欠損株によるたんぱく生産

３．放線菌のゲノム改変
放線菌を始めとする全ての微生物の DNA（染色体ゲノム）上には、タンパク質生産や代謝機能を調節
するための制御因子、更にはそれらの制御因子を総合的に制御しているσ因子の存在が明らかとなって
いる。我々は、そのようなσ因子の発現量改変によるタンパク質生産向上を試みた。現在までに、破壊に
成功した全ての放線菌株を用いて PLD 生産を試みたが、顕著な PLD 生産能の向上が確認できなかった
(図 4)。しかしながら、生産量が変化した放線菌株が見られることから、タンパク生産に関与する制御因子
の調節に変化が生じていることが示唆される。制御因子の解明等により、これまでに報告されていない生
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産に必要な因子の特定や生産量向上戦略への手がかりになる可能性がある。また、σ因子発現量を変
化させることで、代謝機能や環境ストレス感受性の変化が考えられる。本研究で構築した株は、タンパク
質生産にとどまらず、代謝変化やそれに関連した化学品生産の向上、ストレス耐性株の構築などに利用
展開できる可能性がある。
４．リン脂質酵素合成の水分散系反応
通常のリン脂質製造においては、有機溶媒を用い

水分散系反応

水との 2 相系で酵素反応を行うことで PS や PG など
の機能性リン脂質の合成を行う。しかし、食品として

PC

の安全性や環境問題への対応という点から、有機溶
媒を用いない無溶剤系、あるいは使用量を極力低減

PLD
L-セリン
水

した PS 製造プロセスが求められている。すなわち、
PLD、アルコール性水酸基を有する化合物、pH 緩
衝液、無機塩などを含む水溶液中で、原料リン脂質
を水に分散してホスファチジル基転移反応を行い、

図 5 PLD による水分散系での酵素反応

機能性リン脂質を合成する水分散系での反応である
（図 5）。そこで、水分散系における反応条件の検討
を行った。

PC とグリセリンを原料とした PG の製造においては添加するアセトン濃度の上昇に伴い、目的物質であ
る PG の生成が増加し、副生成物 PA の生成が減少した（図 6A）。また、PC とセリンを原料とした PS の製
造においてもアセトン添加により目的物 PS の生成量増加と副生成物 PA の減少が見られた（図 6B）。
以上より、水分散系においてもアセトン添加の効果が確認された。また、本反応系では従来分散性を
向上するために用いられていた界面活性剤を使用しないため、発泡や粘度上昇などの問題がなく、作業
性や精製が大幅に改善されたことも工業プロセスへ移行する際の大きなメリットである。さらに、長瀬産業
㈱およびナガセケムテックス㈱において、これらのリン脂質生産技術をベンチスケールプラントにスケール
アップし、1 t/年の生産性を達成した。
A

B

図 6 水分散系でのアセトン添加効果

＜リン脂質の上市について＞
本研究により、大豆由来リン脂質から二相系および水分散系での PLD による酵素反応によって、効率
的に機能性リン脂質を製造する条件を見出した。また、機能性リン脂質の関連製品として、「PIPS ナガセ」
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製剤の上市にも成功し、製品として販売が開始された。その後の事業戦略見直しにより、現在は PS を主
体として販売し、グレードの異なるラインナップを用意して顧客のニーズに応え、伸び続ける市場に対応
している。
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イ．水準比較
企業名
日油

製品名
ニチユ PS50

特性
大豆レシチン由来の PS を含有する素材。
「PS50」はホスファチジルセリン 50%含有粉末でソフト
カプセル、打錠品向け
「PS50」はホスファチジルセリン 30%含有粉末でハー
ドカプセル、打錠品向け
「PS25-L」はホスファチジルセリン 25%含有液油でソ
フトカプセル向け

ニチユ PS30
ニチユ PS25-L
ヘルシーナビ/
DKSH ジャパン/
ビーエイチエヌ
ビーエイチエヌ
研光通商

リパミン PS 90PN/70PN

BHN PS-20
セリンエイド 20P
セリンエイド 22F

バイオアクティブ
ズジャパン
ナガセケムテック
ス

大豆レシチン由来の粉末素材
「-90N」は含有 PS88%以上で規格化した原料
「-70N」は含有 PS88%以上で規格化した原料
ホスファチジルセリン１８～22%で規格化した原料
大豆由来ホスファチジルセリン含有素材
「20P」は 20%含有した粉末品
「22F」は 22%含有する液体品

ホスファチジルセリン（PS）

イスラエル産の非 GMO 大豆を用いた粉末素材
20%品と 40%品の 2 品目をラインナップ
PIPS ナガセ
大豆レシチンから生まれた、生体成分である PI（ホス
ファチジルイノシトール）と PS を豊富に含むリン脂質
ホスファチジルセリン含有量 28%以上
出典：富士経済、「生物由来有用成分・素材市場徹底調査 2018 年」

ウ．事業化を担当する協働機関： 長瀬産業株式会社
エ．上市時期及び予想市場規模
PS は既に上市済みであり、PS の市場規模は表に示す。
年次
2013
2014
2015
2016
摘要
数量(t)
2.3
2.4
2.9
3.5
前年比(%)
--104.3
120.8
120.7
金額(百万円) 470
480
570
680
前年比(%)
--102.1
118.8
119.3

2017
(見込み)
3.8
108.6
730
107.4

2018
(予測)
5.0
131.6
920
126.0

2022
(予測)
7.2
--1320
---

出典：富士経済、「生物由来有用成分・素材市場徹底調査 2018 年」
オ．ロードマップ
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

リン脂質1

リン脂質2

リン脂質3

リン脂質4

上市

上市

上市

上市

効率的な酵素反応系の検討

2019

2020

2021

新たなリン脂質変換反応の開拓

スケールアップ・
製造プロセスの最適化

機能性・安全性評価
機能性リン脂質の生理活性評価 機能性食品・医薬品に

ベンチ、パイロットスケールでの製造検討
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2022

国内・海外販売の拡大

新規機能性リン脂質の創製

放線菌タンパク質大量発現系および大量培養系の構築
放線菌による酵素の大量生産

効率的な酵素反応系の検討

2018

３－６．５-アミノレブリン酸
ア．成果物の説明
１．環境ストレス向上を目的とした ALA 配合新植物活性化剤の開発
共同研究開発の対象となった ALA は、微生物から動物、植物にまで広く存在する一次代謝産物であ
り、ヘムやシロヘム、クロロフィル、ビタミン B12 などのテトラピロールに代謝されて呼吸鎖、光合成、解毒、
窒素・硫黄同化系酵素の活性中心をなす。近年は、ヒト医療分野において光動態治療(PDT)による癌治
療、脳腫瘍治療に利用され、さらに二価鉄との併用による糖尿病予防効果、抗マラリア薬への可能性も
報告され、これらの治療薬開発でも注目されている。一方、本事業での用途展開ターゲットである植物・
農業分野においても、ALA は耐塩性、耐冷性など環境ストレス能を広く高める生理作用を有していること
が現象的に示され、いわゆるテトラピロール合成基質としての機能だけでなく、直接的あるいは間接的に
シグナル分子として植物にストレス耐性向上効果、植物活性効果を発揮することが推定されるようになっ
た。この機能を利用して ALA を中核成分とする新植物活性化剤が開発できれば、バイオマス増産に資
する可耕地の拡大と増収に貢献できると考えられる。
〇ALA に応答する遺伝子群とその発現制御
ALA を植物に投与すると、塩ストレスや低温ストレスなど
複数の非生物的環境ストレスへの耐性を高める作用がある

表 1 ALA 投与後の代表的塩ストレス
応答系遺伝子の発現動態

ことは既に知られていたが、その背景にある遺伝子発現応
答の実態はまったく解明されていなかった。そこで、ALA
を投与した際の遺伝子発現変化をマイクロアレイで網羅的
に探索し、抽出された遺伝子をさらに定量 RT-PCR や酵素
活性、表現型検証で精査した。ALA の投与効果が複数報
告されている塩ストレス応答に関与する転写因子と下流遺
伝子を検証した結果、ALA で発現誘導がかかった遺伝子
(表１中赤色塗り潰し)は半数以下で、逆に発現が低下して
いるものもあり、ALA は個々の環境ストレスに対する応答
系を全て活性化しているわけではなく、塩ストレスに限らずさまざまなストレス応答系に作用し、活性化す
ることが示唆された(表１)。
遺伝子・代謝データベース（KEGG）での解析から ALA 投与は糖代謝、アミノ酸代謝に加え、長鎖脂肪
酸、リグニン合成系、オーキシン応答系を促進することが示された。長鎖脂肪酸とリグニン合成系は、細胞
強度を高める機能があり、環境ストレス耐性向上との関連も示唆されている。オーキシンシグナル伝達と
植物成長促進の関連性も周知である。ALA が活性化するのは、受容体やその周辺遺伝子ではなく下流
遺伝子であったことから、ALA はオーキシンシグナル伝達系の途中あるいは最終応答段階を活性化する
ことも示唆された。
次に、とくに強い ALA 誘導性を示しかつ ALA

表 2 ALR 転写因子の ALA 応答性の強さ、時期、
塩ストレスと内在性 ALA による制御

代謝物から生成する活性酸素(ROS)との関連性
がないか薄い ALU１～ALU12 遺伝子と、ALA 応
答性を制御する転写因子としてそれ自身も ALA
誘導性を示す ALR１から ALR６を同定した。ALR
には、もっとも素早く ALA に応答するのが ALR2
で ALR6 や ALR1 が続き ALR4 が最も遅れて発
現する逐次性が認められた（表 2）。
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細胞内の ALA がこれら ALU 遺伝子や ALR 転写因子が応答しているのかを確認したところ、ALA 代
謝酵素の拮抗阻害剤レブリン酸の投与で内生 ALA を増加させても ALU 遺伝子は全て発現誘導された。
したがって、ALU 遺伝子の発現は内生 ALA の増加によっても誘導されることが確認された（図 1）。

図1

ALA 投与と内在性 ALA を増加させたときの ALU 発現上昇

そこで、ALR1 および ALR2 の T-DNA 挿入変異株で ALU 遺伝子の ALA 誘導性が低下するか検証
したところ、いずれの ALU 遺伝子の誘導性が明らかに低下した。とくに ALA にもっとも早く応答する
ALR2 の欠損で誘導性低下が顕著であった（図 2）。

図 2 ALR1、 ALR2 欠損株での ALU 遺伝子の ALA 応答性低下
ALR 転写因子の中でも最初に ALA に応答する ALR2 欠損変異株において ALA 誘導的な塩ストレス
耐性が低下するかを検証した。種子を ALA 処理あるなしで塩ストレス環境下で発芽させたところ、野生株
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で発芽率は 50%に低下したが、ALA 処理で 80%程度まで回復した。一方、ALR2 欠損株では塩ストレス
を与えた種子の発芽率が 30％まで低下し、ALA 処理を行ってもまったく回復しなかった。したがって、
ALA 誘導的塩ストレス耐性の向上に ALR2 転写因子が強く関与していることが示された（図 3）。

図 3 ALR2 欠損株での ALA 誘導性塩耐性向上効果の減衰
〇新たにみつかった ALA の生理機能
ALU 遺伝子の解析から ALA は非生物的ストレス応答だけでなく、生物的ストレス応答すなわち病原応
答性遺伝子も惹起することが新たにわかった。そこで、多犯性病原菌のひとつを用いた感染実験を行っ
たところ、ALA 投与による病原抵抗性の向上が明確に示され、ALA を中核とする新植物活性化剤は病
原抵抗性向上効果も期待できることが示唆された。
また、ALU8 は過剰発現によってカドミウム耐性が向上することが報告されていた。そこで、ALA 処理に
よる ALU8 の発現上昇がカドミウム耐性を向上させるか検証した。ALA 投与によって本来カドミウムにより
抑制される根の伸長が有意に回復した。しかし、ALU8 欠損株では、ALA を投与しても根の伸長がまった
く回復せず、予想通り ALA によるカドミウム耐性向上という新機能が明らかになった(図 4)。

図 4 ALA 投与による ALU8 を介したカドミウム耐性の向上
〇投与した ALA の植物体内への取込と分配機構
本来脂質二重層を透過できない ALA がどの膜タンパク質を介して細胞内に取り込まれ、植物体内に
分配（維管束系から放出）されるかを明らかにするため、動物での知見と独自予測から ALA 輸送性タン
パク質の候補遺伝子を 20 程度にしぼり、それらの T-DNA 挿入欠損変異株でスクリーニングを行った。方
法は、欠損変異株の種子を発芽、成長させる際に高濃度 ALA を投与し、強光条件にして光傷害が起こ
244

るかどうかで調べた。ALA を細胞内に取り込めない、あるいは葉に分配できない変異株はこの処理に耐
性を示すことが予想された。
明らかな耐性を示した ALAT1(PEPT1)、ALAT2(GAT1)、ALAT3(AAP)、ALAT4(ProT1)の欠損株が植
物 体 内 ALA 濃 度 に ど う 影 響 す る か を 調 べ た 。 ALA 代 謝 を 抑 制 し た 暗 下 で ALAT1(PEPT1) と
ALAT2(GAT2)の欠損変異株の ALA 濃度を HPLC 測定したところ、野生株では ALA が時間と共に徐々
に増加したのに対し、alat2 欠損株では初期に倍程度まで濃度上昇した後は横ばいとなり、alat1 株ではほ
とんど上昇しなかった。このことから ALAT1 や ALAT2 が ALA の植物体内輸送・分配に関与していること
が示唆された。そこで ALA を根から投与して根と地上部での ALA 濃度変化を経時的に測定し、最終的
に ALAT1(PEPT1)は根において維管束に ALA を輸送し、ALAT2(GAT1)は葉において細胞内に ALA を
輸送していることが示唆された。これらの ALAT 遺伝子は広く植物に存在することから、ALA による生理
活性を効果的に引き出すことにつながる投与法の改善に役立つと期待される。
〇拠点内連携による基盤技術開発
ALA との相乗的生育促進を期待した複合効果について、拠点内でカネカと協働して酸化型グルタチ
オン(GSSG)についてリサーチエンジンバイオマスリソースで開発された「球体法」でクロロフィル量の増加
を指標に検証した。その結果、ALA 濃度依存的に上昇するクロロフィル量は、GSSG を加えることでさらに
顕著に増加することが確かめられた（図 5）。

図 5 球体法による ALA と GSSG の最大相乗効果濃度の検討
２．新 ALA 生産菌の開発
ALA の利活用が進むことで高まる ALA 需要に応えるためには、よりすぐれた ALA 生産菌の開発が鍵
となる。ALA 製造は、化学合成法、微生物発酵法が知られているが、化学合成法は収率が悪く、農業用
には使用されていない。一方、微生物発酵法の研究開発について、コスモ石油では光合成細菌やコリネ
バクテリウムによる製造法を確立し、現在光合成細菌を用いた製造を行っている。これらによる生産は pH
６～８の中性条件で実施されているが、酸性条件で安定な ALA は、中性付近で分解して不可逆的に二
量体（ピラジン）に変換される。そのため、ALA を酸性条件下で発酵生産でき、かつ細胞外に分泌できる
生産菌の開発が期待される。そこで、酸性条件での増殖が可能な酵母を改変し、ALA 合成の増進と細
胞外分泌の促進を試みた。
その結果、ALA 合成酵素 HEM1 の発現強化に加え、ミトコンドリアキャリアーをコードする MDL1、
JEN1、POR2、DIC1、CTP1 または YPR011C の発現も増強した組換え酵母において、ALA 生産量が向
上し、培養液中への ALA 分泌量が増加することが観察された。合成レベル、分泌能力とも実用化可能な
レベルには達していないが、将来ニーズに応えるひとつの基盤技術ができた。
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表 3 改変酵母を用いた ALA の合成と分泌能の促進
変異株

細胞内 ALA 濃度(g/l)

培養液中 ALA 濃度(mg/l)

YPH499/pGK405-HEM1/vector (親株)

0.75

5.0

YPH499/pGK405-HEM1/MDL1

0.87

7.3

YPH499/pGK405-HEM1/JEN1

0.86

7.3

YPH499/pGK405-HEM1/POR2

0.85

6.5

YPH499/pGK405-HEM1/DIC1

1.03

6.1

YPH499/pGK405-HEM1/CTP1

0.89

7.1

YPH499/pGK405-HEM1/YPR011C

0.93

6.4

以上の通り、本事業を通じ、ALA 投与による ALA の植物体内への取込と分配、塩耐性、病原耐性、カ
ドミウム耐性などの遺伝子発現応答のしくみが解明され、より効果的かつ広範な利活用が展望できるよう
になった。また将来の酵母による ALA 分泌生産の基盤技術も得ることができた。
イ．水準比較
比較項目

5-アミノレブリン酸(ALA)含有肥料

競合他社

施肥効果

植物成育促進、生育日数・実の成熟期間が 1 週間前後短縮、収穫

なし

量 30%以上増加、果色・糖度など品質向上
価格

施肥コスト約 10 千円/ha

なし

ALA の光合成細菌による大規模発酵生産は、世界でまだコスモ石油以外に事業化に成功した企業は
ない。また、当面は 20 年以上にもおよぶ研究、知財・特許戦略、生産コスト、品質、販売実績などあらゆる
点から競合企業は現れないことが予想される。ALA 配合肥料はすでに国内に留まらず世界各国で使用
実績、施肥効果データの蓄積が進んでおり、用途も野菜・花卉・果実・穀物農家向けだけでなく、家庭・
ベランダ園芸向けにも裾野を拡げている。さらに提供形態も液体肥料だけでなく、徐放性のペレット型肥
料も販売開始している。
ただし、コスモ石油では、2015 年 10 月に持株会社体制に移行に伴い、ALA 事業は別会社へ集約す
る経営方針となった。そのため、ALA 事業は集約先企業へ譲渡され、現在譲渡先にて独自に進められて
いる。
ウ．事業化を担当する協働機関：
本事業に参画し、2015 年度末（平成 27 年度末）に脱退したあと、ALA 事業をコスモ石油は他社に譲渡
した。譲渡先の企業では、各社の経営方針に従って ALA 事業を行っていることから、本事業の成果を直
接引き継ぐ形とはなっていない。
エ．上市時期及び予想市場規模：
現在、コスモ石油で株式会社は ALA 事業化は行なっておらず、市場規模については推定していな
い。
オ．ロードマップ
2015 年度末（平成 27 年度）までで本事業における初期目標を達成し、ALA 事業の別会社移行に伴い、
コスモ石油は本事業から脱退したため、事業終了後のロードマップを示すことはできない。
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３－７．グルタチオン

(70, 72, 352, 353, 369, 374, 391, 432, 435, 447, 471)

ア．成果物の説明
機能性ペプチドの 1 つであるグルタチオンは、抗酸化作用や解毒作用を持ち、現在は医薬品や機能
性食品として用いられている。一方、近年グルタチオンの植物活性化剤（肥料）としての用途が注目され
ており、世界の食糧増産を目指した農業・食品分野やバイオマス増産を目的としたバイオリファイナリー分
野における潜在末端市場規模は、1,000 トン以上と推定される。成長が期待されるグルタチオン市場にお
いて、新たな市場である肥料用途での実用化を目指すためには、革新的な生産技術の開発が不可欠で
ある。本ユニットは、グルタチオンの生産性の向上とコスト削減により、医薬品、機能性食品としての用途
以外に、食糧生産支援やバイオリファイナリー原料となるバイオマス増産への貢献を目指し、人類の健康
問題、食糧問題、資源・エネルギー問題の解決に貢献することを目指している（図 1）。
医薬品/機能性食品

図 1 グルタチオンの研究開発

ウ．事業化を担当する協働機関： 株式会社カネカ
協働機関カネカでは、4 つの事業ドメイン（Solutions Unit）を設定し、未来の人々、社会、そして地球環
境のためのソリューションの提供を目指している（図 2）。4 つの Solution Unit のもとカネカには９つの事業
単位があり、Pharma & Supplemental Nutrition SV および Food & Agris SV では、人々の健康や医療に貢
献できる素材や製品の提供（医薬品、機能性食品など）、畜産・養殖・農業を支援する素材の提供を通し
た食の問題の解決を目指した事業（食糧生産支援）を展開している。
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図 2 カネカの事業
カネカの目指す素材は、微生物により生産されるバイオファインケミカルである。菌株育種技術、培養
スケールアップなどの高度な発酵技術により、これまでに、エンザイム Q10、還元型コエンザイム Q10 など
の機能性食品素材などを開発し、全世界に供給してきた。
本拠点の基盤技術も活用して育種開発しているグルタチオン高生産株に対しては、実用化を見据えた
プロセス開発も同時に進めている。一方、グルタチオンに植物活性化物質としての機能を見出し、食糧生
産支援やバイオリファイナリー原料となるバイオマス増産への貢献を目指し、その用途および市場開拓も
積極的に行っている。
グルタチオンの生産技術の確立後は、カネカが保有する日米欧亜のグローバルな生産体制および販
売網、情報ネットワークを活用して速やかに製品を市場へ投入し、その市場を拡大することができる。カネ
カは、グルタチオンの肥料市場への投入のための食糧生産支援のプロジェクトを既に立ち上げ、事業の
早期立ち上げ・拡大を目指している。
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３－８．グリシンベタイン
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イ．水準比較
比較項目

開発目標

現状

製造方法

遺伝子組換え微生物によ

甜菜糖蜜からの抽出

る目的生産
生産量
価格

700t（増産不可）
現状同等

1,000-1,200 円/kg

生産量、価格は、2018 年度版ファイケミカル年鑑 （シーエムシー出版）
ウ．事業化を担当する協働機関： 旭化成株式会社
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３－９．機能性ポリフェノール

(294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 417, 420, 422, 428, 437)

ア．成果物の説明
１．新規の筋肉糖取り込み能評価法の確立
骨格筋はヒトにおいて最大の糖取り込み臓器であ
り、糖尿病患者では骨格筋における糖取り込み能が
著しく低下する。そのため、骨格筋における糖の取り
込みを促進することが、糖尿病の予防・改善に有効
である。本ユニットでは、食品素材による、糖尿病の
予防・改善を目指し、骨格筋の糖取り込み能を向上
させる食品成分の探索評価系を確立した。これまで
糖取り込みの測定法で主要であったラジオアイソト
ープ（RI）を用いた測定法は作業が繁雑で高度な技
術が要求され、高コストかつ 1 回の試験数が限られ
て い た 。 し か し 本 ユ ニ ッ ト で は 、 RI を 用 い な い
Non-RI 法を開発し、簡便安価で高速高感度な糖取
り込みの測定を可能とした（図-1）。本方法は筋肉細
胞に糖誘導体の 2-デオキシグルコース（2DG）を与
え、その取り込み量を酵素的に検出する方法であり、
従来法と比較して多検体処理が可能となる。この測

図 1 Non-RI 法の確立
定法を用いて、70 種のポリフェノールを評価し、約半数のポリフェノー
ルが筋肉糖取り込みを促進することを見出した（表 1）。
これらの成果は特許申請済である。
表 1 筋肉糖取り込み誘導作用を示したポリフェノール類と食品素材
糖取り込み誘導活性をもつ食品因子

カテキン類

食品素材

EGCg, Ecg, Cg, GCg, EGC, GC,
EC, C

Chalcone類

4-Hydroxyderricin, Xanthohumol,
Cardamonin, Flavokawain B,
Butein,
Xanthoangelol, Naringenin

Flavone類

Diosmetin, Chrysin, Luteolin

Flavanone類

Isosakuranetin, Naringenin,
Alpinetin

Isoflavane類
Isoflavone類

Glabridin, Daidzin

Anthraquinone類

Emodin, Chrysophanol, 2,3DMA,
Danthrone, SennosideA,
1,4-Anthraquinone, Physion,

その他

Shikonin
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紅茶
緑茶
明日葉
イチョウ葉
ギムネマ
プロポリス
ヨモギ

２．高血糖抑制、肥満抑制素材としての明日葉
上述の評価系において特に強い活性を示したカルコンである 4-hydroxyderricin や xanthoangelol はア
シタバ（明日葉）に多く含まれている。明日葉は日本でも古くから食されており、最近では健康食品として
も注目されている。そこでまず、カルコン類が豊富な明日葉抽出物（AE）を調製し、AE を摂取した際の
4-hydroxyderricin と xanthoangelol の体内動態を検討したところ、投与した AE の濃度依存的に
4-hydroxyderricin と xanthoangelol の血中濃度が増加した。また、4-hydroxyderricin と xanthoangelol は肝
臓 や 腎 臓 、脾 臓 、筋 肉 、白 色 脂 肪の多 くの 組織 に存 在 する こと を見出 し、 AE を摂 取す る ことで
4-hydroxyderricin と xanthoangelol が直接、筋肉や白色脂肪に作用し得ることを明らかとした（図 2）。
4-Hydroxyderricin

組織中濃度（pmol/ g tissue）

血中濃度（M）

4-Hydroxyderricin

Xanthoangerol

Xanthoangerol

肝臓 腎臓 脾臓 筋肉 脂肪 脂肪 脂肪
囲 上体
膜
腎周 精巣
腸間

図 2 明日葉カルコンの体内動態
次に、AE の機能性評価を行ったところ、経口糖負荷試験では、AE の投与量依存的に血糖値の増加
が抑制され、曲線下面積も有意な低値を示したことから、AE が急性高血糖に対して抑制作用を有してい
ることを明らかにした。高血糖抑制作用を示したポリフェノールである 4-hydroxyderricin や xanthoangelol
について抗肥満作用をマウス前駆脂肪細胞 3T3-L1 細胞を用いて検討したところ、これらは脂肪細胞の
分化マーカーである C/EBPα、PPARγ の発現量を低下させた。また、ヒト肝がん由来細胞を用いた検討か
ら、4-hydroxyderricin や xanthoangelol は肝臓における脂肪蓄積も抑制することを見出し、脂肪だけでなく
肝臓においても脂質代謝異常の
予防に寄与することが示唆された。

脂肪細胞

脂肪分化
脂肪生成

p-JNK

動物レベルでも検討を行い、高脂
肪食摂取マウスにおいても、
4-hydroxyderricin や xanthoangelol

p-ACC

GPAT-1

これらの結果から、明日葉は血糖
値調節作用と抗肥満作用の両方
を有する機能性食品素材であるこ
とが明らかとなり、メタボリックシンド
ローム予防食品への応用が大きく
期待される（図 3）。

p-AMPK

カルコン
SREBP-1

脂質量の増加を抑制し、抗肥満作
用を発揮することを明らかとした。

PPARα

p-AMPK

を豊富に含む AE は脂肪重量、血
中コレステロール量、肝臓中の総

脂肪酸β酸化

p-ERK

C/EBPβ
C/EBPα
PPARγ

HepG2 細胞

CPT-1
脂肪酸β酸化
白色脂肪組織

p-AMPK

脂質生合成

脂質生合成

C/EBPα

SREBP-1
FAS

PPARγ
SREBP-1

明日葉
抽出物（AE）

脂質生合成

C57BL/6 マウス
肝臓
脂肪酸β酸化
p-ACC
CPT-1A
ACO
PPARα

血漿
コレステロール
グルコース
インスリン
Adiponectin

図 3 明日葉抽出物のメタボリックシンドローム予防作用
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３．高血糖抑制、肥満抑制素材としてのヨモギ
スクリーニングの結果から、糖取り込み誘導活性を持つ食品素材としてヨモギを見出し、ヨモギに含まれ
るポリフェノール類を解析した結果、プロトカテク酸、クロロゲン酸、3,5-Di-O-caffeoylquinic acid、ルテオリ
ンが存在することを明らかとした。ヨモギ抽出物の機能性を動物レベルで検討した結果、ヨモギ抽出物は
高脂肪食の摂取による体重増加を抑制し、抗肥満作用を有することを明らかとした。さらに、ヨモギ抽出物
は肥満を誘発させたマウスの血糖値を投与量依存的に低下させ、経口糖負荷試験においてもやはり投
与量依存的に血糖値の上昇を抑制した。このことから、ヨモギは抗肥満作用だけでなく、肥満で誘導され
る高血糖に対して抑制作用をもつ食品素材であることが示唆された（図 4）。これらの結果から、ヨモギは
血糖値調節作用と抗肥満作用の両方を有する機能性食品素材であることが明らかとなり、明日葉と同様
にメタボリックシンドローム予防食品への応用が大きく期待される。
標準食

標準食
高脂肪食

高脂肪食

+ ヨモギ抽出物

14週間

標準食

高脂肪食

図 4 ヨモギ抽出物の抗肥満・高血糖抑制作用
本拠点に参画中に出願した、当該機能性ポリフェノールに関係する特許は下記の通りである。
国内特許出願 1 件
年次：2011 タイトル：筋肉の糖取り込み促進剤

出願番号：2010001594

イ．水準比較
本ユニットで開発した、糖取り込み能評価法（Non-RI 法）と従来法の比較を以下の表に示す。
比較項目

Non-RI 法

RI 法（従来法）

必要な施設

通常の実験室

RI 施設

バックグラウンド

低い

高い

従来の筋肉糖取込み能評価法では、 RI のトリチウムで標識した 2-デオキシグルコース(2DG)など糖誘
導体 が用いられていたが、この手法は RI 管理区域内のみでしか実施できず、実施者は厳しい訓練を受
ける必要がある。本ユニットが確立した糖取り込み測定法は、RI を使用しないため通常の実験室レベル
の施設で測定が可能である。また、従来の RI 法は感度が高すぎるため、筋肉細胞内の 2DG だけでなく
筋肉細胞の周囲や実験器具に付着した非特異的な 2DG も検出してしまうためバックグラウンドが高くなる。
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一方、Non-RI 法は細胞内に取り込まれた 2DG の代謝物を検出するため、残存した 2DG は感度に影響
せず、低バックグラウンドで高感度な測定が可能となる。このような特徴から、多くの企業で本方法が注目
され、Non-RI 法を基盤とした糖取り込み能評価キットが各社から販売されている。
例
Glucose Cellular Uptake Measurement Kit (Broad Range, Fluorometric) グルコース細胞内取込量測定キ
ット（広範囲、蛍光法）（コスモ・バイオ株式会社）
ウ．事業化を担当する協働機関：

ハウスウェルネスフーズ株式会社

エ．上市時期及び予想市場規模
2017 年の健康食品市場規模は、前年比 1.9%増の 1 兆 2,272 億円であり、年々増加している（健康産
業新聞調べ）。本拠点に参画中に、糖取り込み促進作用をもつ多くのポリフェノール類や食品素材を見
出した他、革新的な糖取り込み能評価法の確立に成功した。これらの成果が基盤となり、食品分野や化
学品分野の企業での商品化につながることで、健康食品市場規模の拡大に貢献できると考えられる。
オ．ロードマップ
平成 20 年から平成 23 年までバイオプロダクション次世代農工連携拠点へと参画し、食用植物素材に
含まれるポリフェノール類の探索を行い、目標であった 50 種を超え、70 種について評価を終えた。有用
な活性を示したポリフェノール類を含む食品素材については培養細胞レベルならびに動物レベルでの評
価を終えた。得られた成果は、高血糖予防効果をヘルスクレームとする機能性食品の開発に適応できる
ことから、今後の食品分野での研究や商品開発の基盤となり、特に健康食品分野の発展に貢献するもの
である。
協働研究内容

20
年
度

21
年
度

22
年
度

23
年
度

23年度以降

①in vitro評価系による機能性
食品因子ならびに食品素材の
探索

完

②活性成分を含有する食品素
材の調査及び探索

完

③候補素材の作用機序解明

完

④候補素材のin vivo試験によ
る作用確認

完

255

得られたエビデンスや確立した
技術を基盤とした抗メタボリック
シンドローム食品の研究・開発

３－１０．タンナーゼ生産乳酸菌

(411)

ア．成果物の説明
緑茶のヒトの健康への効果は主に緑茶に含まれる抗酸化性の強いカテキン類よるものと考えられてい
る。緑茶に含まれるカテキン類はエピカテキン[EC]、エピガロカテキン[EGC]、エピカテキンガレート[ECg]、
エピガロカテキンガレート[EGCg])の４種類であるが、その大半が EGCg である。緑茶カテキンの人の腸管
からの吸収率に関するいくつかの研究報告によると、没食子酸エステル構造をもたない EC, EGC では摂
取量の 1/3 が尿中に排泄されるのに対し、没食子酸エステル構造をもつタンニン様の ECg, EGCg では僅
かに 0.1％前後、つまり非エステル型カテキンは腸管から吸収されやすいことが示されている。
我々はこれまでに、キムチや糠漬けといった発酵食品より、上記の没食子酸エステル結合を特異的に
切る酵素、タンナーゼを産生する乳酸菌群を多数分離し、これら乳酸菌の分類学的位置づけおよび生理
活性を調べてきた。その結果、タンナーゼ産生性乳酸菌株が EGCg を速やかに EGC に加水分解するこ
とを発見した。この発見より、我々は「タンナーゼ活性の高い乳酸菌が腸管内に存在することによって ECg,
EGCg は腸管壁から吸収されやすい EC, EGC に変換され、より効率的な緑茶カテキン本来の健康維持、
疾病予防効果が期待できるのではないか？」と着想し緑茶カテキンとタンナーゼ産生性乳酸菌を「合体」
させた新規シンバイオティクスの開発に取り組んだ。その結果、Lactobacillus plantarum のタンナーゼは
カビ類の産生するタンナーゼと化学構造や酵素学的特性が異なり，活性の至適 pH は中性付近，至適温
度は 40 ℃付近であること，2）L. plantarum には EGCg から EGC と没食子酸へと加水分解するタンナー
ゼ活性の高い菌株と低い菌株が存在すること等が明らかにし、タンナーゼ活性の高い株 Lactobacillus
plantarum 22A-3 を単離し、「スマート乳酸菌」とネーミングし商標を取得した。
「スマート乳酸菌®」と緑茶カテキンをマウスに投与し抗肥満効果試験を行った結果、内臓脂肪が有意
に減少することを確認した。
また、厚生労働省の例示する安全性確保のガイドラインに則した安全性試験を実施し、分離した菌株
が生菌として常用しても安全である事に関して検討を進めた。さらに、生菌で機能性を発揮するため乳酸
菌粉末の生残性の確認を行い、一方、生薬エキスの乾燥などで蓄積した自社のノウハウを駆使し、安定
性の高いパウダーを創造して 2013 年に「スマート乳酸菌®」を上市した。これを使用したヒトボランティア治
験を医療機関と連携して実施し、機能性表示食品素材としての可能性検討をスタートしている。

イ．水準比較
比較項目

スマート乳酸菌

BB５３６

ラクリス S

植物成分変換能

○

×

×

整腸作用評価

×

○

○

菌数

1000 億個／ｇ以上

500 億個／ｇ以上

50 億個／ｇ以上

価格

180000 円

90000 円

18000 円

ウ．事業化を担当する協働機関： 丸善製薬株式会社

256

エ．上市時期及び予想市場規模：
2013 年に上市し、2017 年度の売り上げは 7000 万円であり、株式会社富士経済の生物由来有用成分・
素材市場徹底調査 2017（図 1）から算出するとシェア 0.13%となる。この市場規模は機能性ヨーグルト、乳
酸菌系飲料、サプリメント、菓子に使用される、機能性乳酸菌及びビフィズス菌末の使用量と販売量を推
計されたものである。
また、「スマート乳酸菌®」はバルク粉末であるため、末端商品としての売り上げ規模は上市後 4 年で 7
億円規模と考えられる。

図 1 生物由来有用成分・素材市場徹底調査 2017
株式会社富士経済より引用
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４．分離膜
４－１．MF および FO 膜

(472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 497, 498, 499, 500)

ア．成果物の説明
１．除濁膜（固液分離膜、MBR 膜）
バイオ関連用途では、生産のメインフローおよび廃液処理のネガティブフローの両面において、高濃
度懸濁液の固液分離／浄化処理が求められる場合が多い。通常このような液処理には、生物処理（活性
汚泥処理）と固液分離膜処理とを融合した「MBR 処理」（Membrane Bioreactor 処理）が用いられる場合が
多い。図 1 に MBR 操作の概略を示す。この方法では従来の活性汚泥法と比べてプロセスがコンパクトに
なり、また得られる水質も高いという利点がある。しかし
ながら、高濃度懸濁液処理では膜の汚染（目詰まり）が
通常激しく、汚染に強い（汚れにくい、あるいは汚れて
も洗浄容易）膜の開発が望まれている。
本件協働では、膜の断面構造（中空糸膜の断面構
造）を斬新に革新することで（図 3）、耐汚染性が格段に
向上する膜を開発した。図 4 にはアルギン酸ナトリウム
水溶液をモデル廃液として用いた場合の、膜透過速度
の相対的な減少度（J/J０）を示す。従来の平滑表面の中

図 1 MBR 操作の概略

空糸膜（比較例）では透過速度が急激に低下するのに
対し、凹凸を持つ開発膜（実施例）では最終透過速度が２倍以上向上した。また図中の極大は洗浄によ
る透過流速の回復度合いを示すが、開発膜ではこのような洗浄効果も顕著に増加した。さらに、この外表
面にマクロの凸凹を持つ膜は、「耐擦過性」にも優れることが明らかとなった。被処理液に粘土等の無機
微粒子等の硬質粒子を含む場合、膜表面が削れて（擦過という）、長期の安定運転ができなくなる場合が
ある。この外表面に凸凹を有する膜は、単に「汚れ」に強いだけでなく、このような「擦過」に対しても強く、
長期安定運転に適していると言える。
本発明について共同で２件の特許出願（特願 2009-33866 および 2011-513789）を行い、その後神戸大
は旭化成㈱に権利の譲渡（有価）を行った。現時点ではそれぞれ特許登録されている（特許第 5630961
号および第 5631871 号）また、後者出願は米国でも特許取得している（米国特許第 9511529 号）。本開発
膜は、2014 年に旭化成株式会社から上市され（商品形式 MUNC）、既に市場投入を行っている。

図 2 中空糸断面構造

図 3 開発膜のファウリング特性
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２．脱塩膜（低分子濃縮膜、FO 膜）
バイオ関連用途では、分離対象が低分子
量有機物の有価物が多く、かつ、細胞培養等
生物生産された有価物は、一般にその濃度
が希薄な場合が多い。また、加熱変性や加圧
変性を嫌う場合も多い。そこで求められる技
術が、「非加熱かつ非加圧の濃縮技術」であ
る。濃縮対象が高分子量の場合は、既存技
術である限外濾過膜等で目的が達せられる
場合が多い。しかしながら、濃縮対象が低分

図 4 FO 膜法と RO 膜法の比較

子量の場合は、有効な技術が無いのが現状

である。既存技術である逆浸透膜（RO 膜）は、非加熱ではあ
るが付加圧が大きく、また濃縮濃度に限界がある。さらに既存
技術である蒸留法では加熱が必要という欠点がある。
低分子量有価物の非加熱かつ非加圧の高度濃縮ができる
技 術 原 理 と し て 注 目 さ れ て い る の が 、 「 正 浸 透 （ forward
osmosis, FO）膜」である。海水の淡水化を例に、FO 膜法と RO
膜法の原理の比較を図 4 に示す。RO 膜法では水透過の駆
動力として浸透圧よりも高い操作圧力（約 100 気圧）を海水側
に付加させる必要がある。一方 FO 膜法では、海水よりも高い
浸透圧を有する駆動溶液（Draw Solution, DS）を用いることに
より、海水側から DS 側へ浸透圧駆動により自発的な水透過

図 5 内部濃度分極の概念図

が生じる（図 4 右図）。つまり従来用いていた圧力の役割を果
たすのが DS である。このように FO 膜法は、水の透過に関しては自発的な水の移動現象を利用する究極
的な省エネルギー的手法である。
㈱本協働研究では高性能 FO 膜の開発を行った。これまでの FO 膜の開発では、芳香族ポリアミド等か
らなる薄膜活性層を支持層で支える複合型(Thin-film composite; TFC)-FO 膜が開発されてきた。活性層
について多くの検討がなされているものの、FO 膜性能を左右するキーポイントはむしろ支持膜構造であ
る。DS 側へ水が透過し
た際、DS 濃度が低下
することで膜の支持層
内 部 に 濃 度 分 極
（ Internal concentration
（図 5 参照）が生じる。こ
れによって引き起こされ
る有効浸透圧差(Δπeff)

図 6 FO 膜作製の模式図

の減少により、著しく透
水性能が低下することが大きな課題となっていた。ここでは Paar-Knorr- Pyrrole 反応を有効に活用するこ
とにより、従来法に比べて格段に孔径の大きな支持膜を用いた FO 膜の作製に成功した（図 6 参照）。得ら
れた FO 膜透水性能は、市販膜（Aquaporine 社）の 3 倍以上の値を示した。
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通常 FO 膜流束と膜強度には、図 7 に示される
ように、トレードオフの関係がある。ここでは、高
透水性を示した上記支持膜に対し、アミン化合
物を利用した修飾（液相処理法(wet treatment)お
よび乾燥機内での気相処理法(dry treatment)の
２通りの方法）を行うことにより、優れた透水性と
耐圧性を両立しうる FO 膜を開発した。図８に示さ
れるように、従来の FO 膜である白丸のデータは、
透水性は高いものは耐圧性は低くなるというトレ
ードオフの関係（直線）にあるのに対し、液相処
理法（灰色）では、透水性能はやや減少するもの
の、耐圧性は最大で約 4 倍に向上した。また気
相処理法で得られた膜（赤色）は、透水性能の減
少は見られず耐圧性能は約 2 倍に増加し、直線的にトレードオフ関係を凌駕する性能を示した。このよう
な開発膜は、特に高強度が要求される応用分野（浸透圧発電等）に市場展開することが可能と言える。
イ．水準比較
１．除濁膜（固液分離膜、MBR 膜）
比較項目

凹凸形状中空糸膜

凹凸形状中空糸膜

平滑形状中空糸膜

（凹凸度合い大）

（凹凸度合い小）

（従来品）

0.5 以上

0.4

0.18

洗浄による回復度

◎

◎

△

耐擦過度

◎

◎

○

ファウリング後透水量（初
期値との相対値、J/J0）

開発膜では、従来膜と比較してファウリングを有効に低減できた。この膜の作製には特別の付加的な
工程は必要でなく、紡口の変更だけで対応が可能であることから、比較的容易に膜作製プロセスに導入
することができた。2014 年に開発膜の上市（商品形式 MUNC）を行った。
２．脱塩膜（低分子濃縮膜、FO 膜）
比較項目

ポリケトン TFC-FO 膜

HTI 社（USA）

Aquaporine 社(DNK)

ポリアミド系平膜

ポリアミド系平膜

ポリアミド＋生体模倣系平
膜

FO 膜の透水

24.4

15.0

7.0

性能[L/m2h]

（DS 濃度 0.6M）

（DS 濃度 1.0M）

（DS 濃度 1.0M）

耐圧性

◎

△

×

有機溶剤耐

◎

×

×

性
開発膜は、従来膜に比べ、透水性能、耐圧性、耐有機溶剤性のすべてにおいて優位性を示した。今
後、協働機関と、工業的実現化の視点も加えて膜設計の検討を進め、2021 年をめどに上市を目指す。
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ウ．事業化を担当する協働機関： 旭化成株式会社
エ．上市時期及び予想市場規模：
１．除濁膜（固液分離膜、MBR 膜）
MBR 用膜の世界市場規模は、株式会社富士経済のレポート（2018 年 4 月）によれば、2010 年：300 億
円、2016 年：500 億円、2020 年：600 億円（予想）である。開発膜は既に上市している。今後はシェア 10％
の獲得を目指して、市場展開を拡大する。
２．脱塩膜（低分子濃縮膜、FO 膜）
経済産業省 水ビジネス国際展開研究会報告書（2010）によれば、脱塩（海水淡水化）の 2025 年の市
場規模はおよそ 4.4 兆円に上ると予想されている。また、RO 膜の世界市場規模は、2016 年時点で約
3200 億円であり、2022 年には 7000 億円に拡大すると見込まれている（年成長率 16％、米国 Crystal
Market Research 社レポート）。開発 FO 膜は、2021 年をめどに上市を目指しており、RO 膜法から FO 膜
法への転換を含めて、上市後は脱塩市場のシェア 5％の獲得を目指して、バイオプロダクション用途（低
分子濃縮用途）を含めた脱塩市場における市場展開を行う。
オ．ロードマップ
2008 ・ ・ ・ 2014 ・ ・ 2017
１．除濁膜
（固液分離膜、
MBR 膜）

開発・試作

上市

2018

2019

2020

2021

2022

市場開拓・次期製品開発

上市（予定）

２．脱塩膜
（低分子濃縮膜、
FO 膜）

技術開発

試作

実証試験

市場調査
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市場開拓

４－２．RO および NF 膜

（106,107,130,144,148,241）

ア．成果物の説明
日東電工株式会社より次の膜を提供：１）限外ろ過膜 RS50（プリフッ化ビニリデン製）、２）ナノフィルトレ
ーション膜 ESNA3（ポリアミド製）、３）ナノフィルトレーション膜 NTR-7450（スルホン化ポリエーテルスルホ
ン製）。
他の機関でもソルガム搾汁液から高濃度のバイオエタノール生産を試みているが、外部より糖を添加し
ている。本プロセスでは外部から糖を添加する必要はない。また、他の機関のプロセスでは酵母の生育を
促していないが、本プロセスでは酵母の生育を促しており、連続的エタノール生産プロセスを永久的に行
う事が可能である。
他の機関でもスクロースと単糖を分離する膜を有しているが、アミノ酸の濃縮に関するデータは取得し
ていない。弊社と神戸大学では世界に先駆けてアミノ酸濃縮のデータを取得して、スクロース分離とバイ
オエタノール生産を同時に行うプロセスを構築した。
イ．水準比較
比較項目

日東電工: ESNA3

GE: Desal-5 DK

膜の性能

分子量分画 150

分子量分画 150-300

特徴

糖およびアミノ酸の濃縮

糖は濃縮する。アミノ酸に

が可能。

ついては未知。

ウ．事業化を担当する協働機関： 日東電工株式会社
エ．上市時期及び予想市場規模：
弊社（日東／Hydranautics）は NF/RO 膜の世界市場でのメーカーシェァにおいて世界 2 位の販売実績
があり、世界に 20 か所以上の営業拠点を保有している。農工連携で開発を行っている糖濃縮膜モジュー
ルを、これら営業拠点を活用して販売することを計画している。
また、バイオコンビナート WG の活動報告ではインドネシアにおけるソルガムプランテーションが将来
1000ha 超の規模になることが報告されており、収穫されたソルガムの搾汁液量を約 140ton/年と仮定した
場合、その市場規模は約 12.7 億円/年と想定される。
オ．ロードマップ
～2019 年：ソルガム搾汁液からの世界的な需要について市場調査
2020 年～2022 年：プラント建設の可能性のある顧客へ膜法による糖濃縮精製技術紹介、採用に向け
た営業活動および経済試算 FS の実施
2023 年以降：採用頂いた顧客への膜製品の提供開始
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③その他特筆すべき成果
１．バイオコンビナート設立に向けたワーキンググループ（バイオコンビナート WG）
本拠点では、拠点長のリーダーシップのもと、拠点運営委員会や部門会においてバイオプロダクション
の実用化、そして国内外におけるバイオマスをベースとしたバイオコンビナートの実現に向けたシナリオ
作成と社会実装を推進してきた。各協働機関より選出されたメンバーと神戸大学のメンバーにより構成さ
れたバイオコンビナートワーキンググループ(WG)により、多様なバイオマスによるコンビナート構想の実現
可能性を検討してきた。バイオマスとしては、早生広葉樹（ユーカリ、ポプラ）、および農業残渣（稲ワラ、ム
ギワラ、バガス、パーム残渣等）を考えてきた。早生広葉樹の場合は、製紙業界が行っている様に、製紙
工場を中心としたバイオコンビナート実現を議論した。一方、農業残渣の場合は輸送ができないこと
から、これらのバイオマスが豊富に入手できる東南アジア地域において、サトウキビおよびパーム油残さ
でのバイオコンビナート実現を議論した。
その結果、日本国内における「製紙工場を中心としたバイオコンビナート」では、リグニンの有効利用を
検討することで、その実現可能性が明らかとなり、現在、引き続き、協働機関と検討を行っている。「東南
アジア地域でのバイオコンビナート」では、東南アジアにある多くのプランテーション、特にパーム産業と
の連携で大きな可能性が導き出せた。現在、協働機関、インドネシアの研究機関、企業群と覚書を結び、
実現に向けて現地の調査等を行っている。以下に、これまでの WG 活動概要を報告する。
活動 1：国内でのバイオコンビナート設立に向けたシナリオ策定
本 WG において、日本国内において、バイオコンビ
ナートの根幹と考える、バイオマスの前処理工場に相
当する製紙工場（日本製紙）の岩国工場の見学・情
報交換を行い（図 1）、木質系バイオマスからのバイオ
リファイナリー構築に向けた情報収集を行い、複数回
のメンバーにより議論を踏まえて、以下のようなシナリ
オを策定した。
日本の製紙業界では、海外の植林地より木質チ
ップを輸入して、アルカリ蒸解法によって効率よ

図 1 チップヤード見学 （日本製紙）

くクラフトパルプ（紙の原料）を製造する方法が
確立されている。アルカリ蒸解法で使われる苛性ソーダは、高いリサイクル率を可能にしており、
環境に対する負荷も少ない。またこの製造方法では、
「黒液」というリグニンを主成分とした黒い
液を副生成するが、この黒液を有効活用して発電し、製紙業に必要な電気や水蒸気を併産してお
り、廃棄物の出ないゼロエミッションのプロセスとなっている。ただ、回収ボイラーの更なる効
率化などで、より効率よくエネルギーを回収できる可能性も高い。また、紙製造にはクラフトパ
ルプの漂白工程が必要であるが、バイオコンビナート用の原料としてはこの漂白工程は不必要で
あるため、クラフトパルプの製造方法をより低コストで利用することも可能と考える。これらの
項目を統合すれば、製紙業と連携したバイオコンビナートの設立が実現できると考える(図 2)。
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図 2 バイオコンビナート構想：製紙業界との連携シナリオ
活動２：東南アジアにおけるバイオコンビナート設立に向けたシナリオ検討
【サトウキビプランテーションモデル】
バイオコンビナート設立を想定している東南アジア地域（インドネシア）での実バイオマス調達の実現可
能性を調査するべく、インドネシアでのプランテーション現地視察およびバイオマス関連企業の視察と情
報交換会を実施した。神戸大学とインドネシア科学院（LIPI）が共同実施中である「JST-JICA プロジェクト
（SATREPS：プロジェクト代表 荻野）」の現地事務所である JICA ジャカルタ事務所の協力を得て、以下に
示す日程にてジャカルタおよびその近郊における関連企業群、政府機関の現地視察を実施した。
インドネシア国営農業公社（以下 PTPN-10）は、スマトラ近郊のモジョケルトに存在する、サトウキビ製糖
工場である。サトウキビ処理量は 1 日 6,500 t (= 100 万 t/年)であり、サトウキビの搾りかすとなるバガスは、
300,000 t/年 （サトウキビの 30 %）である。このバガスは、バイオプロダクションの有用な原料として考えら
れているが、現状は 276,000 t/年が製糖工程の蒸気熱源、電気として使用されており、残り 24,000 t/年は
次項で述べる ENERO への水蒸気熱源として供給されている状況である。従って、この工場では、余剰と
なるバガスは存在していない。しかしながら、サトウキビを圧搾する圧搾装置を水蒸気タービン式から電気
モーター式に更新を行うことで（図 3）、エネルギー効率を 50％向上させることが可能と期待されている。
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図 3 製糖工場の圧搾モーター

図 4 ENERO バイオエタノール工場

図 5 バイオコンビナート構想：サトウキビプランテーションとの併設シナリオ
ENERO は、PTPN-10 社の製糖工場の隣に設立された、燃料用バイオエタノール製造プラントの会社
である（図 4）。PTPN-10 製糖工場から排出される年間約 15 万トンのモラセス（廃糖蜜）の約 70％を原料に、
年間 3 万ｋL の生産を実施している。製糖工場の副産物であるモラセスを原料として燃料用バイオエタノ
ールを製造することで、インドネシアでの化石燃料消費量の低減と砂糖産業の安定化に貢献することを
目的としている。以上の情報収集と議論を経て、以下のようなシナリオを策定した。
サトウキビの場合、前述の通り、バガスと呼ばれるセルロースを主成分とする残渣が発生するが、これは
砂糖の精製に必要とされている水蒸気や電気を作るためにバイオマスボイラーにおいて燃焼償却されて
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いる。しかしその発電効率は、製糖工場の設立された時期に大きく依存しており、東南アジア地域のバイ
オマスボイラーの発電効率は、今後、大きく改善できる可能性が高いようである。従って、バイオマスボイ
ラーを効率化すれば、これまでよりも少量のバガスで現在の発電量を賄うことができ、余ったバガスをバイ
オマス資源として有効活用する事が可能となる。東南アジア地域での新しい産業の提唱は、新しい雇用
創出など、地元活性化への大きな波及効果も期待されている。従って、プランテーションとバイオコンビナ
ートの連携によって、これまでのプランテーション産業をより活性化し、さらに新しい産業を創出することが
できると期待されている（図 5）。
活動３：インドネシアにおけるパームプランテーションにおけるバイオマスの賦活量調査
JST/JICA 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)「インドネシアにおける統合バイ
オリファイナリーシステムの開発」(プロジェクトリーダー：荻野千秋)と協働して、インドネシアにおけるパー
ム油プランテーションにおけるバイオマス産業の社会実装に向けた取り組みにつて、社会科学的知見か
ら調査を実施した。パーム油プランテーション産業では、セルロース系廃棄バイオマスとしてパーム椰子
がら（EFB）が排出されるが、そのほとんどは農地に返還しており、有効利用されていない。さらには、パー
ム搾油工場ではパームの不活性化に多量の水を使用しており、その廃水(POME)の処理が大きな問題と
なっている。その多くは、工場に隣接された廃水貯蔵ため池にて悪臭を放つメタン発酵を行っており、そ
の状況は、CO2 よりも高い地球温暖化効果、悪臭による近隣への環境負荷、などを引き起こしている（（図
6）を参照）。このようなパーム産業の背景を踏まえ、本拠点での複数の技術活動（酵素法によるバイオデ
ィーゼル燃料生産技術など）と融合することにより、EFB の有効利用を提案することが可能になると判断し、
バイオコンビナート設立に向けた提案が可能になると判断した。

図 6 パーム産業から排出される廃液（POME）の“ため池”
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活動 4： バイオコハク酸をモデル生産物としたバイオマスの経済性評価
WG での議論を踏まえて、「コハク酸」を全社共通の試算モデル化合物とし、各種バイオマスの前処理・
糖化・発酵の全体プロセスの経済性評価を行った。バイオコハク酸製造の状況を把握するために、世界
で実施されているコハク酸製造に関する生産プロセス情報を調査会社より購入し(2014 年 3 月)、この資料
を参考情報として、経済性評価を実施した。この試算の目的は、この計算過程で得られる、原料の融通に
よるコスト削減、ユーティリティ共通化によるコスト削減、セルロース系バイオマスへの原料転換による価格
抑制の可能性、拠点の技術基盤であるリサーチエンジンのコストインパクトなど、各社共通の課題事項等
を洗い出すためである。

図 7 バイオコハク酸の経済性評価の結果概要
想定される３つの原料と前処理の組み合わせ時（①木質チップ由来パルプの糖化、②サトウキビ由来
バガスの希硫酸前処理・糖化、③高温熱水処理・糖化）による糖（グルコース、キシロース）製造の経済評
価を行った。次に、バガスを原料としたコハク酸発酵について、高温熱水・糖化・発酵をカスケード的に行
う従来法と本拠点が開発している同時酵素糖化プロセスの経済性比較を行った。その結果、コンビナート
化することでスケールメリット、ユーティリティ共有によりコスト削減、バガスを高温熱水処理して糖化した混
合糖を原料として共通化すること、あるいはバガスを同時糖化発酵を行うことによって、石化法や現行の
糖化・発酵法によるコストに対して優位性を発揮できる可能性が示された。ここで、拠点の技術基盤である
リサーチエンジンである前処理プロセス、表層提示技術および細胞工場（C5/C6 混合糖の資化）の革新
によって、酵素コストならびに主原料費を大きく削減できる可能性が示された（図 7）。
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活動 5： インドネシアにおけるバイオコンビナート事業化に向けた企業連携
以上のシナリオ策定と試算結果をもとに、本拠点に所属する日本企業とインドネシアのバイオマス関連
企業の橋渡しを行い、バイオコンビナート事業を、インドネシアで推進している。具体的には、2017 年 9 月
にインドネシアにおいてこれまでの合同ミーティングの経緯を踏まえ、バイオマスリファイナリーの実現可
能性に向けて、神戸大学、インドネシア科学院(LIPI)、および日本企業(Bio-energy 社)とインドネシア・パ
ームプランテーション企業（PT. Agricinal）の 4 社での共同研究の覚書を締結した（図 8）。

図 8 4 社での覚書の締結

現在、パームプランテーションにおけるバイオコンビナート実現に向け、JICA の海外投資予算
関係との相談を行いながら、大型パイロットプラントの現地導入を目指している段階である。
バイオコンビナートの将来的な実用化に向けて、まずこの大型パイロットの導入と実証によっ
て、技術的・経済的な観点での評価を行う。そして、以後、順次、多様な化合物の生産ラインを
追加していく計画である。
活動 6：博士課程学生の積極的な受け入れとインドネシア現地でのシンポジウム実施
本拠点では、多くの東南アジアからの学生を受け入れており、今後、現地でのバイオコンビナート設立
に向け、人材輩出に向けた教育活動を実施している。日本大使館推薦枠、相手国政府派遣助成金など
を活用して、インドネシアから 9 名、ガーナから 2 名、マレーシアから 2 名、インドから 1 名など、これまで
に 10 名以上の留学生が神戸大学のドクターコースに入学し、本拠点の研究を推進してきている。
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加えて、2014 年から毎年、SATREPS プ
ロジェクト主催による国際シンポジウムをボ
ゴール市内の国際会議場にて開催してき
た。参加者は毎年、約 250 名でバイオ関連
研究機関（LIPI,農業省、環境省、大学、農
業研究機関など）の研究者及びインドネシ
ア国内の大学生が参加した。マレーシア、
シンガポールからの研究者の基調講演を
はじめ、日本からも神戸大学および協働機
関メンバーが参加し、バイオコンビナート設
立に向けた情報交換が行われた（図 9）。
図 9 インドネシアにおけるバイオリファイナリー国際シ
ンポジウム(2017 年 9 月実施)
活動 7：インドネシア研究機関との日本企業との橋渡し
インドネシニアでは、インドネシア政府主導によ
って多数の重点研究が推進されている。この重点
研究プロジェクト政策は、COE(Center of
Excellence)と呼ばれ、各分野で 1 研究機関が選定
を受け、研究を推進してきている。これらのプロジ
ェクトの中には、インドネシアの特徴を活かし、バイ
オマスの有効活用に関連するものが多く含まれて
いる。これらのプロジェクトのうち 22 個が、今秋
（2018 年 10 月 16 日）に神戸大学において
「Indonesia Innovation Day」を実施する計画である
（図 10）。このイベントでは、インドネシア研究機
関・技術者を 100 名強招へいし、日本の大学・企
業との連携をより強化する意味が強い。本拠点で
は、バイオコンビナートのインドネシアへの誘致に
向け、更には今後の本学「先端バイオ工学推進機
構」の活動に参画を促すためにも、本イベントに参
画し、積極的な橋渡しを推進する。

図 10 神 戸 大 学 で 実 施 予 定 の Indonesia
Innovation Day
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２．べンチャー企業の設立
科学技術イノベーション研究科では、ベンチャー企業の創業期の支援を行うシードアクセラレーターで
ある、株式会社科学技術アントレプレナーシップ（STE）社と、そこに出資する基金（一般社団法人神戸大
学科学技術アントレプレナーシップ基金）を作り、神戸大学発のベンチャーの投資育成を図る体制を整え
た。ゆくゆくは、ベンチャー企業の価値の一部を配当やキャピタルゲインとして回収して、神戸大学に置け
る新たな研究開発への還元を目指している。STE は、事業化のスタート時点から研究者とともに会社設立
を行い、事業計画を作成するとともに資金調達につなげるという日本で唯一の試みである。優れた研究
者のそばに、それをビジネスにつなげる視点を持った人材（ファイナンスに通じた人材）がいることで、スム
ーズにベンチャー設立によるイノベーションを起こしやすい環境が整えられたといえる。 細胞工場技術
の開発とその展開から、これまで 2 社のベンチャー設立（㈱バイオパレット、㈱シンプロジェン）に成功して
いる。また、拠点関連の研究活動から一社設立（ViSpot㈱）に成功している。

株式会社バイオパレット
＜事業内容＞
ゲノム編集技術は、ゲノム情報を高度かつ高効率に改変し、外来 DNA の挿入を必要としないことから、
生命科学のあらゆる領域において大変革をもたらし得る革命的な技術と位置付けられており、医薬分野
から農林水産業、微生物応用など、あらゆる生命科学のアプローチを大きく変えていくことが期待されて
いる。リサーチエンジンで開発した「切らないゲノム編集技術：Target-AID」は、DNA を切らずにより精密
なゲノム情報の書き換えを可能とし、また従来よりも毒性が大幅に減じられるため、適応範囲が広いことが
実証されており、幅広い応用可能性が期待される。具体的に応用が期待される内容として、医療分野で
は一塩基多型が原因となる遺伝性疾患の遺伝子治療などの実現、創薬研究分野では疾患メカニズム解
明、創薬ターゲット探索、動物モデル作製などの創薬支援やバイオ医薬生産株の改変、農業分野では
従来の遺伝子組み換え作物に代わる機能性作物の育種、微生物分野では有用物質生産プロセスの網
羅的改変による生産効率改善などが考えらる。このような社会還元を実現すべく、本技術を基盤として
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2017 年 2 月に設立された株式会社 Biopalette（バイオパレット）は、医療、創薬、農業、微生物の各分野へ
の応用展開を加速する実用化を見据えた研究開発と、国際的な競争における複雑な知財の状況にも対
応できる強固な知的財産戦略の構築を進めるとともに、自社開発および企業とのアライアンス（共同開発
やライセンスアウト）双方の可能性を視野に入れ、グローバルな事業展開を図っている。

株式会社シンプロジェン
＜事業内容＞
ヒトゲノム解読プロジェクト（1990〜2003 年）などの成功により、多くの生物のゲノムを「読む」ことが可能
となりました。現在、競争領域はゲノムを「書く」、つまりゲノム機能をデザインし合成することにより、高機
能な細胞、微生物、植物等を創出し、医療、創薬、農業、工業などの分野に活用することに移行していま
す。こうした産業利用のためには、DNA 合成を長鎖・正確・高速に、かつ、低コストで行えることが重要で
すが、従来の技術では、「1 万塩基対」を超える合成は困難であり、また正確性に課題があった。このよう
な状況を鑑み神戸大学の研究成果である世界最先端のゲノム合成技術の事業化を目指し、平成 29 年 2
月 21 日にベンチャー企業の株式会社シンプロジェン（本社：神戸市灘区、代表取締役：村瀬祥子）を設
立した。OGAB 法は、枯草菌のプラスミド形質転換系を利用した遺伝子集積方法です。まず、材料となる
各 DNA 断片を特異的な３~４塩基の突出末端を有する形に調製し、この突出末端配列の相補性を利用
して、DNA 断片の連結する向きと順序を指定します。これらの DNA 断片を試験管内で連結する際に、最
終的に目的とする環状の形に連結するのではなく、プラスミドの構成単位が同一方向に繰り返し出現する、
タンデムリピート構造に連結することを最大の特徴とする。これを枯草菌に形質転換すると、枯草菌の能
動的な DNA 取り込み機構と、それに続く DNA 組換え能力により、枯草菌菌体内で環状化され、遺伝子
集積が完了する。OGAB 法は一度の操作で 50 個以上もの DNA 断片を連結可能で、従来用いられる大
腸菌や酵母を利用する方法では達成されていない。現在のところ世界で最も多い数となる。長鎖 DNA 合
成の出発材料は化学合成 DNA だが、短い DNA しか合成できない。従来法では、これらを多段階で連結
することで長鎖 DNA を構築していましたが、OGAB 法では多くの DNA を連結可能なことから一段階で長
鎖 DNA を調達可能である。これにより、「10 万塩基対」程度まで正確な合成が可能であり、さらに従来技
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術に比べて高速かつ低コストであることが特長である。このような優位性を活かして、遺伝子治療用細胞
の作製、人工免疫細胞の構築、有用物質を生産する微生物の育種など幅広い領域への応用が期待され
ている。これらの技術を用いて、医療、創薬、農業、工業など幅広い分野で、事業展開を図る予定であ
る。

OGAB 法による５０断片の集積例
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（２）研究成果の発表件数
1. 原著論文（査読付き）

国内誌： 43 報、国外誌： 457 報

2. 上記論文以外による発表

国内誌： 144 報、国外誌： 36 報、書籍出版： 8 報

3. 口頭発表

招待講演： 512 回、主催講演： 99 回、
応募講演： 677 回（審査あり）、 1378 回（審査なし）

4. 特許出願

出願済み特許： 196 件 （国内： 125 件、国外： 71 件）
上記の内、登録済み特許： 58 件（国内： 35 件、国外： 23 件）

5. 受賞件数

171 件

注：各研究項目のリストはⅤ．６．【参考】に記載。
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４．人材育成
（１） 人材育成
①構築した仕組
人材育成プログラム
バイオプロダクション分野のイノベーションを推進するには、画期的な技術や商品などのモノを生み出
すのと同時に、それを創り出すヒトの育成が絶対条件である。この分野における人材育成目標は、特定分
野や単発技術に特化、深化した知識や考え方、スキル習得ではなく、グローバルな視点でマーケットや
経済動向も含め文理融合的な思考で一貫プロセスとしての全体像を把握し、製造現場とコンシューマー
両方のニーズのキャッチと実現プロセスを具体化できることである。
したがって大学生、院生時代から植物バイオマス、微生物に関して、生物としての基礎知識習得だけ
でなく、ツールとして利用するための生物工学的知識やスキル、英語プレゼン能力、および商品として求
められる経済性やニーズ、安全性確保などを的確に捉え総合的に理解、判断できる力を実践的トレーニ
ングも行いながら高めておくことが重要である。また、すでに大学を出て 10～15 年先に研究開発部門の
中核となっていく協働機関の若手研究開発者には、アカデミックな視点から自分の素材や課題を捉え、よ
り幅広いビジョンで課題解決やシーズ展開できる能力が肝要であり、事業内の特命助教およびポスドクも
同様の資質涵養のための場の提供と、研究だけでなく今後のアカデミアでのキャリアパスの一環にもなる
教育経験、とくに講義の機会提供も重要である。
本事業では再審査以前から、
(a) 全協働機関の中堅研究開発者による企業の研究開発の現場についての講演、弁理士等による知的
財産ついての講演、特命助教による研究紹介、特命助教と協働機関研究開発者が連携したコラボレ
ーションセミナー
(b) インターンシップと研究所見学会(平成 21 年に江崎グリコ健康科学研究所参加者 29 名)
(c) 海外からの招聘客員教授による英語プレゼンテーション演習・グループディスカッション
(d) 大小数々の国際シンポジウム
(e) 若手教員による勉強会
を実施して効果を上げていた。再審査後にはさらにこれを体系的に充実、発展させ、とくに協働企業と事
業内の若手研究開発者への育成プログラムを充実させるために「融合領域人材育成委員会」が企画、準
備して、平成 25 年度から一層ユニークかつ効果的な人材育成プログラムを実施した。これらは異分野異

業種交流（年齢や立場を超えた face-to-face の交流）による人脈・人格形成の点からも有意義な取り
組みとなった。委員会が企画、実施したのは、
(f) 眺望塾
(g) プラクティカルアカデミックゼミ／コンサル(PAS/PAC)
(h) 夏期・冬期講座
(i) 若手勉強会
(j) 英語論文執筆・プレゼンスキル向上セミナー
(k) 企業見学会
の 6 プログラムである。以下、順に報告する。
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(f) 「眺望塾」（協働企業・事業内若手研究開発者対象、講演会は公開で広くアナウンス）
本拠点の人材育成プログラムの中でもっとも力を入れ、かつ特徴的でユニークなプログラムである。
これは、グローバルな視点と強力なリーダーシップを身につける上で役立つ幅広いテーマを取り上
げ、学び・相互研鑽の場を提供し、新産業創出の志を醸成し、人脈・人格形成の一助となる昼夜を
通したコミュニュケーション重視の「グローバルリーダーシップ開発プログラム」である。神戸大学六甲
キャンパスには市内や瀬戸内海を一望できる宿泊施設「眺望館」があり、 「不確実な将来を多面的に
展望した上で、今ここでどんな課題に取り組むべきかを考え抜く」という思いが込めて通称を「眺望塾」と

した。各年度３回の合宿形式セミナーで１年間通じて参加する協働企業・事業内若手研究者を「塾
生」と呼んだ。
企画１「公開講演会」（各界で第一線で活躍中の講師を招き、人間性、思想、世界観にふれる）
企画２「塾生による研究・技術講演と課題討論」
企画３「見学会」（協働企業や関連事業の研究所や工場、研究機関を見学し、現場の方々と濃厚
な討議を通して、刺激を得て研鑽する）
〇第 I 期眺望塾の実施内容
企画１：
開催日：平成 25 年 5 月 17 日（金）～18 日（土）
場 所：神戸大学瀧川記念学術交流会館および自然科学総合研究棟
テーマ：「グローバルリーダーシップとは」
1.「経営者が語る現代企業論 日米中の経営比較 －海外駐在の経験を踏まえて－ My experience
in Europe, USA, China」元富士フイルム米国社長 森 泰造 氏（神戸大学経済学部卒）
2.「Global HRM（Human Resource Management）」神戸大学大学院経営学研究科教授 平野光俊 氏
3.「グローバル人材とマネジメントの現状と課題」三井化学株式会社 取締役常務執行役員 武野氏
悦夫 氏
第 I 期塾生のうち 11 名と、協働企業研究
者や大学教員・学生含めて、100 名ほどの
参加があり、講演会後の塾生とのクローズ
ドディスカッションでは率直な意見が交わ
され、懇親会でも各講師を囲んで塾生と
熱いトークがなされた。2 日目は、講演会
から得られた学びや塾生自身の経験をベ
ースとして、「グローバルリーダーシップと
は何か」を論題としてグループワーク・発
表を行った。講演会後の塾生によるグル
ープインタビュー（質疑応答）やグルー

図 1 第 I 期眺望塾講演会、懇親会、グループディスカッション

プワークを通じて、濃厚かつインタラクテ
ィブなコミュニケーションによって、深い知的刺激や相互研鑽が得られた。
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企画２：
開催日：平成 25 年 10 月 4 日（金）～5 日（土）
場 所：研修施設スペースアルファ神戸
塾生 14 名と教員 1 名の 15 名が参加し、初日は、各塾生が所属機関や自身の専門性ならびにバイオリ
ファイナリーの事業化についての問題提起を行い、これらの問題の解決策を多様な視点で相互に議論を
重ねる自由討議を実施した。翌日は、1 日目に出された共通課題について、グループディスカッションを
行った。塾生が共有したお互いの情報や意見を元に、質疑応答、自由討議ならびにグループディスカッ
ションを通じて、地球規模の視点に立った問題解決能力、グループワークを通じた多様な視点、バイオプ
ロダクションの産業化の道筋についての持論の獲得につなげることを目指した。目論見通り、濃厚な議論
が随所で見られ、相互理解や相互研鑽に非常に効果的で、塾生の評価も普段の会社内の議論とは広が
りの異なる議論ができ、視野が広がったと高評価だった。

図 2 第 I 期眺望塾企画２参加者(神戸スペースαロビー)
企画３：第 II 期と合同
開催日：平成 26 年 8 月 22 日（金）～23 日（土）
場 所：淡路島洲本市の BDF（菜の花プロジェクト）
徳島県那賀町のリグノフェノールプラント（三重大／関西化学機械）
企画名：「実証プラントバスツアー」
①「あわじ環境未来島構想と菜の花・ひまわりエコプロジェクト」
洲本市役所 農林水産部 農政課

高橋 壱 氏

②「相分離変換技術とリグノフェノールサンプル～徳島県那賀町の取組」
リグノフェノール技術研究組合・環境経営戦略研究所

楠本 英世 氏

18 名が参加して、2 名の方に講演していただき、質疑応答をおこなった。
その後、宿泊先では塾生同士の親交を深め、翌日は「プロジェクトの成功要因」と「プロジェクトの課題
とその解決方法」についてグループディスカッションし、技術的なことだけではなく、バイオマス原料に関
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わる当事者や製品ユーザーとの関わり、事業展開のあり方にも踏み込んだ議論をした。

図 3 第 1 期、2 期合同プラント見学とディスカッション
〇第 II 期眺望塾の実施内容
企画・運営に第 I 期塾生が参加。
企画１：
開催日：平成 26 年 10 月 24 日(金)～25 日(土)
場 所：神戸大学農学研究科および自然科学総合研究棟
テーマ：「グローバルリーダーシップ」
1.「マツダのグローバルブランド戦略構築プロセスから学ぶリーダーシップ」
マツダ株式会社 元取締役専務執行役員 若山 正純 氏
2.「日本企業のグローバル展開からの学びー味の素の経験を通して」
味の素 元常務執行役員 野村 裕晟 氏
3.「ビジョンのない国のリーダーシップ」

神戸大学大学院経営学研究科 教授 高橋 潔 氏

第 II 期塾生 11 名と、協働企業研究者や大学教員、学生含め 60 名以上の参加があった。
マツダの外国人リーダーを迎え入れての企業再建とブランド化再設計、味の素でのヨーロッパ赴任経験
に基づくメッセージと失敗からの学び、現代のリーダーとマネージャーの違い、リーダーを喪失した組織、
についての講演はいずれも刺激的で、講演会後の塾生とのクローズドディスカッションでは、塾生から講
演から得たこと、目指すリーダー像について、リーダーに必要なスキルとその理由、決定プロセスの紹介
などについて講演者と議論がなされた。

図 4 第 II 期眺望塾講演会開始直前の様子
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企画２：
開催日：平成 27 年 2 月 13 日（金）～14 日（土）
場 所：研修施設スペースアルファ神戸
塾生 11 名全員と教員 5 名の 16 名が参加し、初日は個人発表のあと、深夜まで語らい、翌日のグルー
プディスカッションでは、「個人発表から着想した産産連携案、課題とその解決策」と「眺望塾から得られた
気づきとそれを生かすには」をテーマに３時間近い議論とその内容をまとめたプレゼンを行った。

図 5 第 II 期眺望塾企画２参加者(神戸スペースαロビー)
企画３：先述の通り第 1 期と合同開催
〇第 III 期眺望塾の実施内容
企画１：
開催日：平成 27 年 10 月 9 日(金)～10 日(土)
場 所：神戸大学工学研究科および瀧川記念学術交流会館
テーマ：「アントレプレナーシップ」
1.「食品製造業」 キユーピー株式会社 元技術本部長 守屋 雅夫 氏
2.「企業経営におけるアントレプレナーシップ」
帝人株式会社 元副社長、現顧問役・技監 山岸 隆 氏
3.「理系人材とアントレプレナーシップ −科学技術イノベーションと戦略的企業家精神の交差点で、
新事業・新産業は生まれる−」

株式会社クラシック・キャピタル・コーポレーション代表取締役
チーフエグゼクティブパートナー 山本 一彦 氏

第 III 期塾生 8 名と、協働企業研究者や大学教員・学生含め約 60 名の参加があった。
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守屋氏からは、商品開発の経験をもとに、その成功例と失敗例、中国進出や戦略に関する具体的事
例を、山岸氏からは、日本の経済的な背景を含めたグローバル化とアントレプレナーについて、世界合弁
企業の設立とその中にあってのジレンマという自身の経験をもとにしたグローバル視点でのキャリアデザ
インについて、山本氏からは、世界的な企業に成長した米国のベンチャーと日本の大企業を比較しなが
ら、アントレプレナーシップに基づいた今後の日本のベンチャー企業のあり方、イノベーションの必要性に
ついて、メッセージ性の強い講演がなされた。内容が経済学寄りで、理系参加者にとって新鮮で知らなか
ったことを学べたと聴講者アンケートでも非常に高い満足度の回答が得られた。講演が盛り上がったため
に非公開のグループインタビューに時間が十分取れなかったが、続く懇親会で塾生は講師と熱のこもっ
た議論をしていた。２日目のグループディスカッションでは、前日の講演会とグループインタビューに基づ
いて、講演から得たこと、アントレプレナーシップと自身のリーダー像という課題を設定し、議論を行った。
企画２：
開催日：平成 28 年 2 月 5 日（金）～6 日（土）
場 所：研修施設スペースアルファ神戸
塾生 5 名と教員 5 名の 10 名が参加し、以下の事前課題から 15 分程度の話題提供・課題提示をしても
らい多様な視点で議論した。
① 自社の強みの技術、他社から補完したい技術、バイオリファイナリーで他社と共同提案するとしたら
② 各自が考えるバイオリファイナリーの現状とコンビナート構想
③ 新技術提案（注目する企業（研究者）の技術（投稿論文）紹介
④ 第一回眺望塾（アントレプレナーシップ講演会）から得られた気づき
⑤ 独自の課題設定

図 6 第 III 期眺望塾企画２個人発表とグループディスカッション

図 7 第 III 期眺望塾企画２参加者
(神戸スペースαロビー)
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企画３：
開催日：平成 28 年 11 月 25 日（金）
場 所：国立研究開発法人 産業技術総合研究所中国センターと本事業
丸善製薬株式会社総合研究所
テーマ：「医農工連携の視点でイノベーションを考える」
12 名が参加。産総研ではリグニンやセルロースの活用研究（セルロースナノファイバーなど）が進んで
おり、バイオマスの下処理から発酵までのプラントを見学し、丸善製薬では化粧品向け素材・食品向け素
材開発を中心に通常は他社の社員には見学不可能な研空室まで見せていただいた。参加者からは、タ
ーゲット物質の重要性(機能性・価格・市場性)や、相手方にメリットがある共同研究について考えることの
重要性への気づきがあったといったコメントがあった。

図 8 第 III 期眺望塾見学会（産総研と丸善製薬）
第 III 期まで実施した眺望塾は、平成 28 年に第Ⅳ期塾生募集を検討するにあたり、すでに協働企業の
ほとんどで対象となる人材を出し切ったことがわかり、一定の役目を果たしたと判断し、塾生の新規募集を
とりやめた。しかし、講演会については引き続き開催要望が多かったので「イノベーションの実際とこれか
ら」をテーマに、平成 28 年 11 月 24 日(木)に神戸大学農学研究科で実施した。

1.「タイヤの歴史に見るイノベーション」
元ブリヂストングローバルモノづくり教育センター執行役員フェロー 横山 英樹 氏
2.「自動車動力システムとイノベーション」
元日本デルファイ品質管理部クオリティー・ディレクター 山崎 雅史 氏
3.「市場と科学技術の融合から生まれるイノベーション」
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授 尾崎 弘之 氏
第 III 期塾生 8 名（翌日に先述の産総研と丸善製薬の見学会を実施）と、協働企業研究者や大学教
員・学生含め約 60 名の参加があった。
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講演では曰く、イノベーションが起こる時には、「ニーズ」や「ありたい形」という「使い手」「作り手」の「思い」
が大事である、技術は「背反を解く」ことである、破壊的イノベーションの担い手は「若者」「他所者」「バカ
者」である、など示唆に富む言葉に、聴講者の満足度は 90%近くに達した。

図 9 平成 28 年度公開講演会
以上の通り、眺望塾を通じて、のべ 33 名の塾生（協働機関と事業内若手研究開発者）との密度の高
い活動を実施し、4 回の公開講演会ではのべ 300 名近い学生、教員、協働機関社員にグローバル化、ア
ントレプレナーシップ、イノベーション、について上質で示唆的な内容を提供できた。
（g) PAS/PAC（協働企業若手研究開発者対象）
科学的知識かつ論理的思考に基づく研究開発スキルの向上と社会人 DC への足がかりとしてもらうこと
を狙った「プラクティカルアカデミックゼミ／コンサル（Practical Academic Seminar/ Consultation）」で当初
以下の手順で実施した。題材とするテーマは秘匿性の高いシーズであることを前提に非公開のゼミ形式
で行った。
１．協働企業の申込者は、専門分野、キーワード等を記した「事業参画教員リスト」の中から、直面してい
る実践的課題や先行研究的な題材に深く関連するスーパーバイザー(特命含む准教授以上)と周辺分
野で複眼的コメントが期待できそうな複数のアドバイザーを選定する。
２．対象教員の承諾を得て、メールや面談で申込者からの題材をアカデミックな命題に一般化あるいは掘
り下げたテーマを設定する。
３．申込者は関連論文や知見と今後の動向などをまとめスーパーバイザー、アドバイザーの前で発表、デ
ィスカッションする（第１クール）。
４．第１クールでのコメント、アドバイス、アイデアを持ち帰って試行、調査し、あらためて発表の場をもちデ
ィスカッション（第２クール）。必要に応じて第３クール以降を実施する。
また本プログラムの実施場所として農学部 F303 号室をレンタルし、遠方からの参加促進とセミナー、カ
ウンセルの実施に柔軟性をもたせるために TV 会議システムも導入した。
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図 10 農 F303 に導入した TV 会議システム
平成 25 年度は４社４名から申し込みがあり、それぞれスーパーバイザー(Sv)1 名と、アドバイザー(Ad)２
〜５名を選定した。
① ダイセルグリーンプロダクト開発センター 江口 晃一 氏
Sv：荒木、Ad：工藤、石井
② 日本製紙研究開発本部総合研究所 二之宮 良一 氏
Sv：森、Ad：松山、丸山、林、蓮沼、田中(勉)
③ 長瀬産業研究開発部基盤技術課 野口 祐司 氏
Sv：蓮沼、Ad：荒木、荻野、柘植
④ 日本触媒 GSC 触媒技術研究所 堀川 洋 氏
Sv：田中(勉)、Ad：蓮沼、吉田、荒木、田中(耕)、岡井
第一回目の打ち合わせを各チームは７月以降順次実施し、年が明けて１月までに計画通り少なくとも２
回、多いところは計４回のゼミを実施した。とくにチーム①では現地設備の視察をかねて新潟工場に Sv、
Ad が出向いて実施した。毎回終了後にチーム全員から提出された報告書から、両者の意気込みの高さ
と有用性への高評価と、それゆえの事前勉強の時間確保の難しさや知識不足への反省などの声があっ
た。
平成 26 年度以降、毎年新加入教員情報を加えてリストを更新し、28 年度からは、より機動的、気軽に
利用できるように随時受け付け、１回限りの相談も可能なコンサル形式を取り入れた。
本プログラムをきっかけにした社会人 DC 進学者は現れなかったが、この活動を通じ、協働企業若手研
究者の学術的啓蒙と事業参画教員との人的つながりが深まり、教員にとっても企業的考え方や価値観の
理解につながり新鮮であったとの声があった。
（h） 夏期・冬期講座（協働企業・事業内若手研究開発者と広く学部生、院生対象）
眺望塾の次に精力的に取り組み、学生から若手研究者までもっとも広く参加機会があったのが本プロ
グラムである。
事業参画若手教員やポスドクがキャリアアップをアカデミアで目指す上で、研究業績と並んで重要なの
が、教育経験であるが、その機会はラボ内での実験指導やゼミへの参加などに限られ、専門分野の基礎
から最先端までを自身の経験や歩みを交えながら話す講義経験を積むことはなかなかできない。一方、
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広く農・工・理学部の学部生、院生にとって、若手教員や企業の中堅・上級研究者は自分たちが目指す
将来の姿のひとつであり、彼らの生の声を講義として聴講することは知識の習得だけでなく、生き方、働き
方の参考情報として貴重である。しかし、若手教員や企業研究者に正規の講義をしてもらうことは準備や
手続きに年単位の時間を要し、実現には大きな困難が伴う。また本事業のめざす新産業分野創出には
知財確保やベンチャー企業の活躍が欠かせないが、これらについての講義も農工の通常カリキュラムに
はない。
そこで、本事業では平成 25 年度以降、毎年、学生の正規講義がない期間や時間帯を利用し、数日間
にわたる夏期講座、冬期講座を開講し、「教える機会」を若い教員やポスドクに、「識る機会」を学生に広く
提供することに努めた。
＜平成 25 年度＞
9 月 3 日（火）

「私の研究人生を振り返って－中長期的な視点で考えよう－」
小林 猛 氏（諮問委員、中部大学応用生物学部教授）
「バイオベース化学品の生産」
清水 昌 氏（諮問委員、京都学園大学バイオ環境学部教授）

9 月 4 日（水）

「枯草菌のミニマルゲノムプロジェクト」

田中耕生 氏（神戸大学特命助教）

「放線菌タンパク質の結晶構造解析～その実際と応用例の紹介～」
野本竜平 氏（同特命助教）
9 月 5 日（木）

「機能性糖質の開発とその利用」

古屋敷隆 氏（江崎グリコ株式会社）

「膜や電気による微生物発酵の制御」

佐々木建吾 氏（神戸大学特命助教）

「微生物によるバイオマス原料からの D-乳酸生産」 柘植陽太 氏（同特命助教）
「過去 30 年の日本のベンチャービジネスは何故失敗に終わったのか？第三の矢と大
学発ベンチャー、知財ベンチャーのこれから」
柳野 隆生 氏（柳野国際特許事務所長
㈱ノスクマードインスティチュート代表
日本アジアベンチャービジネスセンター代表）
9 月 6 日（金）

「研究・開発・企画に関わってきて・・・」

小西貴久 氏（日東電工株式会社）

「バイオコンバージョンからバイオリファイナリーへ」
向山正治 氏（株式会社日本触媒）
農工融合による先端研究領域の背景と実例、協働機
関の商品がどのように世に出たかの研究開発ストーリ
ー、知財が成立し活用されるまでのプロセス、など通常
講義とは趣の異なる新鮮な内容は好評でのべ約 100
名の参加者があり、全 8 回中 6 回以上参加した 6 名に
は、福田拠点長（当時）より修了証が授与された。
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図 11 平成 25 年度夏期講座

＜平成 26 年度＞
夏期講座を 9/16 から 10/2 まで、TAGET-AID を開発した当時赴任間もない西田准教授(現教授)をはじ
めとする 6 講、冬期講座は「企業と大学における研究とキャリア形成」と銘打って 12/3 から 12/10 まで 4 講
を行い、それぞれのべ 106 名と 83 名が聴講した（演題と内容概要は図 12,13 のフライヤー参照）。冬期講
座では管理職クラスの企業研究者が企業研究における実際の業務内容だけでなく上司として若手研究
者をどのように見ているかといった突っ込んだ話もあり、学生にとって新鮮な講義であったことがアンケー
トから伺われた。

図 12 平成 26 年度夏期講座フライヤー

284

図 13 平成 26 年度冬期講座フライヤー
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＜平成 27 年度＞
講師 5 名全員事業内若手教員による夏期講座を実施した。

図 14 平成 27 年度夏期講座フライヤー
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＜平成 28 年度＞
事業内若手教員 3 名と、この頃から本事業において医農工連携を重視しだしたことを背景に医学研究
科の吉田氏、協働機関のフジッコ難波氏を講師に冬期講座を実施し、のべ 108 名が聴講した。

【場所】農学部 B401 教室
【時間】16：00 ～ 17：00

※12／7 のみ 17：00～18：00

【内容】iBioK (バイオプロダクション次世代農工連携拠点形成事業)に参画 する協働企業の研究者と神戸大学の
教員が専門分野の研究をわかりやすく説明します。

１２／６ 岡井 直子 特 命助教 （神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科）
『コリネ型細菌を 用 いたポリマー原料 生産 系の開発』
コリネ型細菌は芳香族化合物 代謝系を利用 し糖からポリマー原料となるプロトカテク酸を生産
することができる。また同菌を用 いたポリアミド原料となるジアミンおよびγ-アミノ酪酸の発酵
について紹介する。

１２／７ 寺村 浩 特 命助教 （神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科）※
『植 物 バイオマスの利 用 について』
本講義では、多様な植物 の中からバイオリファイナリーへの利用 に適した植物 バイオマスを選抜
するための技術及び植物 バイオマスの成分分離法の開発についてのお話をさせて頂きます。

１２／８ 佐々木 大介 特 命助教 （神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科）
『微 生物 群集の構造と機能の解析』
環 境中に存在する微生物 は単一でなく群集を形成し、共生・競合しながら生 きている。本講義で
は嫌気環 境（メタン発酵・腸内フローラ）を対象とした研究を例に、微生物 群集の構造解析や機能
解析について、方法を含めて概説する。

１２／１３ 吉 田 優 准教授 （神戸大学大学院医学研究科）
『メタボロミクスによる早期大腸がんスクリーニングシステムの開発』
これまで私達は、さまざまなメタボロミクスシステムを確立し、消化器がんを中心にバイオマー
カー探索を行ってきました。疾 患特異 的に変動する代謝物 を組み合わせることで、疾 患予測式を作
成し、早期疾 患診断システムの開発に取り組んでいます。本講演では、メタボロミクスの医
学研究への応用 、特 に早期大腸がんスクリーニングシステムの開発について、私たちの研究成果を
ご紹介させていただきます。

１２／１６ 難波 文 男 博士 （フジッコ株式会社 研究開発室）
『惣菜メーカー『フジッコ』の研究開発、これまでとこれから』
昆布と大豆を中心に扱ってきたフジッコにおいて、研究開発の取組みがどのようなものであった
か、また和食離れが進む現状 を受けて、今後どのような研究に取り組んでいくべきか、食品企業の
一研究者として思うところをお話させていただきます。

どなたでも聴講可能ですので、ご興味のある方は是非ご参加ください
問合せ先：吉岡 泰淳（yasukiyo@people.kobe-u.ac.jp）内線 6616
山下 陽子（yoko.y@crystal.kobe-u.ac.jp）
図 15 平成 28 年度冬期講座フライヤー
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内線 6615

＜平成 29 年度＞
講師はいずれも事業内若手教員とポスドクの 4 名だが、うち 2 回を外国人（ガーナ、フランス）による英
語講義にし、それぞれの国の日本と大きく異なる教育システムについても説明してもらった。のべ参加者
は約 60 名で、外国人留学生の参加もあり、これまでにないフランクな質疑応答が特徴の講義となった。

図 16 平成 29 年度冬期講座フライヤー
以上の通り、毎年講師の人選やテーマ、参加しやすい形態を工夫しながら「教える機会」と「識る機会」
を提供してきた本プログラムについては、平成 30 年度も冬期講座を計画している。
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（i） 若手勉強会（事業内若手研究者）
本事業では数多くの特命助教やポスドクを雇用し、彼らの力を借りて事業を邁進しつつ、今後彼らがバ
イオプロダクション分野はじめ様々なところで活躍していけるように相互啓蒙の場と位置づけ、事業内若
手研究者自身もっとも熱心に取り組んだのが若手勉強会である。ここで若手研究者はお互いの研究を把
握し視野を拡げながら、人的交流を深め、互いに情報や解析技術を補完して共同研究の端緒とすること
を志向した。勉強会の計画、連絡は毎年若手教員のうち２名が担当し、毎回１~3 人ずつが持ち時間１時
間程度で各自の研究内容をプレゼンテーションし、質疑応答を行った。平成 26 年度からは英語能力の
涵養の場としても役立つように全員プレゼンもディスカッションも徐々に英語で行うスタイルに移行した。
8 回いずれもほぼ全員が参加し、プレゼンテーション後のディスカッションは、ほぼ全員が質問を行うな
ど、モチベーションの高い勉強会であった。
＜平成 25 年度＞
事業内若手研究者 12 名（半分以上が、本事業で雇用された新任研究者）で、初回はこれまでの業績
について発表し、2 巡目から事業で任された研究テーマの目的・進捗状況を発表した。
4 月 19 日（金）

「放線菌の有用物質生産に関わるタンパク質の構造解析」 野本竜平
「枯草菌のミニマルゲノムプロジェクト」 田中耕生

5 月 24 日（金）

「タンパク質ハンドリングをバイオリファイナリー研究に生かすために」 工藤基徳
「極限環境微生物研究からバイオプロダクションへ」 若井暁

6 月 14 日（金）

「コリネ型細菌を用いたバイオマスプラスチック原料生産系の開発」 岡井直子
「食品を用いた性差疾患の予防と今後の展望」 三谷塁一

7 月 19 日（金）

「代謝工学を用いたコリネ菌による乳酸生産」 柘植陽太
「電気培養法と膜プロセスの発酵への適用」 佐々木建吾

9 月 27 日（金）

「好アルカリ性細菌 Pseudomonas alcaliphila AL15-21 由来シトクロム c の生化学的特
徴に関する研究」松野 敏英
「放線菌の分泌タンパク質生産向上への試み」柏木 紀賢

10 月 18 日（金）

「特許出願について」
本事業のバイオレストラン（特許出願、産産連携促進）を担当 三輪俊明

11 月 22 日（金）

「植物の環境ストレス応答と細胞周期制御」 大野良子
「B 型肝炎ウイルス由来キャリアによる標的癌細胞への効果的な薬剤送達」西村勇哉

2 月 28 日（金）

「バイオファインケミカル評価のための腸内細菌叢再現培養系の確立」 野本竜平
「有用イノシトールの高効率バイオコンバージョン法の確立」 田中耕生
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＜平成 26 年度＞
事業内雇用者が増えたのに伴い参加者も 16 名に増加し、新メンバー優先で発表した。いずれの回も
ほぼ全員が出席し、プレゼンテーションよりディスカッションの時間が長くなる活発な議論が交わされた。
また 3 回目からは英語でのプレゼンスキルの強化を図るため、プレゼンテーションを英語で行うスタイルに
移行し始めた。
5 月 23 日（金）

「進化工学を利用したタンパク質改変」 工藤基徳
「麹菌の細胞工場化−インプットとアウトプットの強化」 若井暁

6 月 20 日（金）

「酵母を用いたバイオ燃料および化学品製造法の開発」 猪熊健太郎
「ツブイボタケ含有 vialinin A の TNF-α産生阻害メカニズムの解明」 吉岡泰淳

10 月 17 日（金）

「酵素を用いたタンパク質の配向固定化技術」 松本拓也
「Development of a novel, simple technology for designing a chimeric metabolic
pathway, synthetic metabolic engineering」 Ye Xiaoting

11 月 14 日（金）

「Application of membrane technologies in biorefinery process」 佐々木 建吾
「The transcription factor titration effect: A statistical description of transcription,
activation, and repression」 Robert Sidney Cox Ⅲ

1 月 16 日（金）

「Structure and Function of Microbial Community in Anaerobic Environments-メタン発
酵環境とその電気培養を例に」 佐々木大介

2 月 20 日（金）

「Production of gamma-aminobutyric acid (GABA) by engineered Corynebacterium
glutamicum-コリネ型細菌による GABA の生産」 岡井直子

図 17 平成 26 年度若手勉強会
また、関連活動として、本勉強会の参加メンバーの数名が下記の工学部応用化学科で行われた特別
講義（７月１７・１８日）にも参加した。この中では代謝工学に関する解析手法やシミュレーションが取り上げ
られ、バイオプロダクションと非常に合致した内容から有益な情報を得ることができた。
１．導入：代謝工学とバイオプロダクション

６．代謝工学とプロセス開発

２．代謝の定量的記述と観測性

７．バイオインフォマティクスデータを統合する代謝工学

３．代謝フラックス解析と細胞評価
４．in silico 予測と代謝デザイン
５．代謝工学の微生物育種への応用
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＜平成 27 年度＞
若手教員も年度の前半を中間審査対応に追われて勉強会のプレゼン準備にまで手が回らず、1 回 1
名の発表となったが、後半は 2-3 名に戻して、発表者のべ 11 名（演題で 6 回）が全てのプレゼンを英語で、
ディスカッションも原則英語で行うスタイルが確立した。
5 月 29 日（金）

“Quantitative Gene Regulation: a statistical approach” Robert Sidney Cox Ⅲ

6 月 26 日（金）

“Development of the novel yeast cell-surface display system for consolidated
bioprocessing of lignocellulosic biomass” 猪熊健太郎

8 月 28 日（金）

“Bioproduction research of Actinomycetes～Searching for useful resources and
developing Streptomyces cell factories” 柏木 紀賢
“Application of thermophile for thermostable enzyme generation” 小林淳平

10 月 30 日（金）

“Engineering plants for biofuels production” 大野良子
“A combined cell surface engineering approach in Saccharomyces cerevisiae for xylitol
production from biomass” Gregory Gurimand
“Development of Acid-Adapted Escherichia coli by Using Glutamate-Dependent Acid
Resistance System” 松野敏英

12 月 18 日（金）

“Creation of high value-added functional food and cosmetics” 吉岡泰淳
“Metagenomics revealed human gut microbiomes constructed in the single stage
reactor for high-throughput evaluation of prebiotics” 佐々木建吾

2 月 26 日（金）

“Bioproduction by Aspergillus cell factory and Protein engineering by in silico design”
若井暁
“Production of protocatechuic acid by engineerd strains of Corynebacterium
glutamicum” 岡井直子

図 18 平成 27 年度若手勉強会
＜平成 28 年度＞
若手教員からリクエストの多かった「科学研究費の申請書作成のノウハウ」に関する公開セミナーを、本
事業や SATREPS 事業、科研費など多数の採択事例を誇る荻野千秋 工学部准教授（現教授）を特別講
師に開催した。
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8 月 26 日（金） “Analysis of effect of alcohol addition to dilute acid pretreatment” 寺村浩
“Studies on relationship between vitamin nutrition and oocyte quality” 辻愛
9 月 2 日（金）

「研究申請書作成に向けた準備について」 荻野千秋

10 月 28 日（金） “A new-generation of Bacillus subtilis cell factory for scyllo-inositol production”
田中耕生
“Integrated approach of cell surface engineering and metabolomics in Saccharomyces
cerevisiaefor xylitol bio-production from ligno-cellulosic material” Gregory Guirimand
12 月 16 日（金） “Less-invasive anticancer efficacy by the combination of bio-nanocapsule and radiation
therapy” 西村勇哉
2 月 10 日（金） “Metabolic engineering of E.coli using Sortase A as an enzyme stapler” 松本 拓也
“Construction of an Escherichia coli strain that has a series of genes for primary
metabolic pathway in plasmid DNA” 柘植謙爾
このころから若手教員のプロモーションへの追い込み、転出、栄転が増え、当初のようには集まりづらく
なってきたが、農工の研究分野の違いを超えた英語でのプレゼンスキルが上達し、海外の学会などでも
自信をもって取り組めるようになったとのコメントが増えた。また、荻野氏の講演もたいへんユニークな内容
で、公開としたため事業内の若手研究員だけでなく工学部の若手、中堅教員から教授まで 35 名が会場
の農学部に集い好評であった。

図 19 平成 28 年度若手勉強会

図 20 平成 28 年度「研究申請書作成に向けた準備について」
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＜平成 29 年度＞
これまで若手勉強会に参加してきた多くの研究員が転出し、特命助教とポスドクが減った。それに応じ
回数を 2 回(発表者のべ 6 名)に、そのかわり 1 回の発表者を 3 名にして行った。当該年度までに英語で
の勉強会は当たり前になったので、計画、調整、案内、当日の運営の全てを外国人若手研究者に委ねた。
そのため“the BP Young Researchers Seminar”の各種連絡・調整メールが、関係者間をすべて英語で飛
び交うようになった。発表も事業新規雇用の教員だけでなく、農・工学研究科所属の教員からもしてもらい、
さらに会場後方でポスターセッションもおこなって、より幅広いテーマを取り上げ、じっくり深い議論ができ
る勉強会のスタイルになり、2 回とも 6~7 カ国出身の 20 名前後の若手研究者が集まった。
10 月 6 日（金） “Inorganic/organic composite gel containing an ionic liquid” Eiji KAMIO
“Production of myo-inositol from glucose in Bacillus subtilis” Christophe MICHON
“Assessment of food function using a human intestinal microbiota model”
Itsuko FUKUDA
3 月 9 日（金）

“Redirection of pyruvate metabolic flux toward L-lactate production in Aspergillus oryzae”
Silai ZHANG
“Beneficial effects of provitamin-A β-carotene on skeletal muscle” Tomoya KITAKAZE
“Production of novel secondary metabolites by genetic engineering” Kanae SAKAI

図 21 平成 29 年度 the BP Young Researchers Seminar
＜平成 30 年度＞
8 月 10 日（金）

“Yeast-based biosensor for monitoring ligand stimulation of human GPCRs”
Yasuyuki NAKAMURA
“The yeast terminator, it is an amazing sequence” Yoichiro ITO
“Designing the robust yeast strain for industrial application from natural bioresource"
Prihardi KAHAR

以上の通り、若手勉強会は年を追うごとに発展しながら、国も立場も専門分野も超えた事業参画の若
手研究者の交流と、英語での実践的なプレゼン、ディスカッションスキル向上に寄与してきた。
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（ｊ）英語論文執筆・プレゼンスキル向上セミナー（事業内若手研究者、院生対象）
学生、院生を含めた若手研究者の科学英語論文の質と量を向上させハイクオリティー・ハイインパクト
な論文を発表すること、国際学会での英語プレゼンテーションとディスカッション能力を高めることは、本
事業の世界的認知度と評価を高める上で、きわめて重要である。そこで平成 25 年度から 3 年間外部講師
を招いたセミナーを以下の通り開催した。
平成 25 年度は、Editage 社のミリンダ・ハル氏を講師に迎え、「英語論文執筆セミナー」を事業参画ラボ
の学部生、院生、ポスドク、教職員 25 名に対して 2 月 20 日に実施した。英語論文執筆に当たって大切に
すべき基本的な考え方から、ジャーナルごとの相違点、言語の歴史的な背景に至る充実した内容であっ
た。実際に日本人の英語論文原稿を、これまで数多く見てきた経験に基づく同講師の話には強い説得力
があり、休憩中や講義後も参加者からの質問が相次ぐ盛況ぶりだった。

図 22 平成 25 年度英語論文執筆セミナー
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平成 26 年度は、ベルリッツ社の マイケル・アンダース氏を講師に迎え、“How to make presentation a
nd how to discuss”と題し、プレゼンテーションの構成と進め方を小グループのディスカッション形式で 10
月 10、17 日の二日にわたり実施し、39 名が参加した。このプログラムも大変好評で、これを契機に先述の
若手勉強会を積極的に英語でのプレゼン、ディスカッション練習の場にしようという気運が高まって、スタ
イルの変更が行われた。

図 23 平成 26 年度英語プレゼンスキル向上セミナー
平成 27 年度は、3 クラスの科学英語演習（コミュニケーション、プレゼンテーション、ライティング）を実施
した。
11 月 20 日（金）の第 1 回は「コミュニケーション」をテーマに農学研究科 B204 講義室で、サンミハール
ランゲージ サービスのマイク・フェンスターメーカー氏による約 2 時間のセミナーを行った。内容は、
1. 円滑な英語コミュニュケーションのためのヒント
・聞き取りのヒント
・同調と反論
・自分の意見を言う
・質疑応答に必要な表現
2. コミュニケーションの実践
学んだ単語やつなぎ言葉を使って、自分の意見、自分と反対の意見を英語で表現。少人数に分かれ
て身近なトピックの中からミニディベートを行った。
11 月 30 日（月）の第 2 回目は「プレゼンテーション」をテーマに農学研究科 B101 講義室で、英会話イ
ーオンのジェリー・ルーン氏をメインに高田かおり氏がサポートして、インパクトのある プレゼンテーション
について 2 時間の講習を実施した。
1. プレゼンテーションの構成
プレゼンテーション構成の仕方や実施にあたっての注意点等、効果的なプレゼンの作成から実施まで
のポイントを紹介。
2. プレゼンテーションの実践
実際に簡単なプレゼンを作成、実施して、講座で学んだポイントの実践練習を行った。
12 月 21 日（月）の第 3 回目は「ライティング」をテーマに農学研究科 B101 講義室で、同じく英会話イ
ーオンの高田かおり氏をメインにバリー・リー氏がサポートして、効果的な英文ライティングについて 2 時
間の講習を実施した。
1. 英語論文の基本構成を紹介し、効果的な例文とそうでない例文を比較。
2. 英文ライティングの重要ポイントを学び、効果的な文やつながりのあるパラグラフを実際に書く練習。
3. 小論文やビジネス E メールを例に英文の構成について。
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いずれも充実した内容で実践ポイントが明確な講座であった。ただ、この頃から大学主催の類似セミナー
が毎年実施されるようになり、本事業で継続する格別の必要はなくなったと判断し、平成 28 年度以降の
実施はとりやめた。
（ｋ）企業見学会（学部生、院生、事業内若手研究者対象）
眺望塾の見学会とは別に、学部生や院生に協働機関やバイオマス利活用を進める企業の工場を実際
に見学して、当該産業のイメージを具体化し、将来イメージを膨らませる一助としてもらうことを目的に平
成 26 年度と 27 年度に工場見学会を実施した。
平成 26 年度は、11 月 5 日（水）に協働機関フジッコが鳴尾(兵庫県西宮市)につくったばかりの最新鋭
工場を 15 名で訪れ、実際の食品製造ラインを見学し、製品化への取り組み方、環境・食育への取り組み
について説明を受けた。

図 24 平成 26 年度フジッコ鳴尾工場見学会
平成 27 年度は、2 月 9 日（火）に明石市の三菱重工株式会社二見工場を 23 名で訪れ、同敷地内の
三菱重工メカトロシステムズ株式会社のバイオマス水熱処理施設を見学し、バイオマス利活用による持続
的社会構築への取り組みについて説明を受けた。

図 25 平成 27 年度三菱重工メカトロシステムズ株式会社バイオマス水熱処理施設見学会

以上、再審査後に「融合領域人材育成委員会」が中心となって企画、準備、実施した６つの人材育成
プログラムを中心に報告した。これらの多くは、他にあまり例をみない取り組みであると自負している。また
その結果の表れとして、本拠点から他大学等公的研究機関や企業へのキャリアパスも進んだ。異動先と
しては全国の農学系、工学系、国立研究機関などアカデミアにおけるバイオプロダクション関連職、国内
外の関連企業で即戦力となる技術開発者などである。これらの事業内で継続的に行った人材育成活動
は、事業終了後も平成 28 年度に設置された科学技術イノベーション研究科に発展的に引き継がれてい
くこととなる。
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最後に本事業リサーチエンジン「バイオマスリソース」で酒米にもバイオリファイナリー原料にも使えるイ
ネの開発に取り組んだ平成29年度卒業の藤田このむさん（当時農学部４年生）が、論文タイトル「燃料と
食料の架け橋〜稲わらのバイオエタノール〜」で、第18回理工系学生科学技術論文コンクール（日刊工
業新聞主催）の最優秀賞・文部科学大臣賞を受賞したことも本事業における人材育成活動の成果のひと
つとして特筆しておく。

図26 勝野文科省科学技術・学術総括官から文科大臣賞を受ける藤田このむさん
参考 URL: https://nikkansc.co.jp/demo/rikokei2017/winning/2017.html
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② 育成の実績
ア．プロジェクトに参画した大学院博士･修士、学部生の数
（再審査時まで、中間評価時まで、H28～H30 年各年度で記載）
研究項目

博 士 学 生 数

修 士 学 生 数

学 部 学 生 数

(大項目)

（ 年 間 人 数 ）

（ 年 間 人 数 ）

（ 年 間 人 数 ）

１．リサーチ

再審査時まで 41 人

再審査時まで 129 人

再審査時まで 75 人

再審査時まで 245 人

(内女性 9 人、

(内女性 11 人、

(内女性 15 人、

(内女性 35 人、

外国人 12 人)

外国人 10 人)

外国人 1 人)

外国人 23 人)

中間評価時まで

中間評価時まで

中間評価時まで

中間評価時まで

58 人

141 人

61 人

２６0 人

エンジン

計

(内女性 17 人、

(内女性 39 人、

(内女性 18 人、

(内女性 74 人、

外国人 13 人)

外国人 4 人)

外国人 2 人)

外国人 19 人)

H28.

16 人

H28.

(内女性 3 人、
外国人 6 人)
H29.

17 人

57 人

(内女性 15 人、
外国人 6 人)
H29.

63 人

H28.

29 人

H28. 102 人

(内女性 6 人、

(内女性 24 人、

外国人 0 人)

外国人 12 人)

H29.

29 人

H29. 109 人

(内女性 6 人、

(内女性 11 人、

(内女性 8 人、

(内女性 25 人、

外国人 10 人)

外国人 5 人)

外国人 0 人)

外国人 15 人)

H30.

15 人

H30.

63 人

H30.

25 人

H30.

103 人

(内女性 4 人、

(内女性 13 人、

(内女性 7 人、

(内女性 24 人、

外国人 7 人)

外国人 3 人)

外国人 1 人)

外国人 11 人)

２．次世代

再審査時まで 8 人

再審査時まで 27 人

再審査時まで 27 人

燃料・化成

(内女性 0 人、

(内女性 8 人、

品原料

外国人 0 人)

外国人 0 人)

中間評価時まで

中間評価時まで

中間評価時まで

中間評価時まで

16 人

9人

6人

31 人

(内女性 8 人、
外国人 2 人)

再審査時まで 62 人
(内女性 16 人、
外国人 2 人)

(内女性 3 人、

(内女性 1 人、

(内女性 2 人、

(内女性 6 人、

外国人 8 人)

外国人 0 人)

外国人 1 人)

外国人 9 人)

H28.

1人

H28.

2人

H28.

1人

H28.

4人

(内女性 0 人、

(内女性 1 人、

(内女性 0 人、

(内女性 1 人、

外国人 0 人)

外国人 0 人)

外国人 0 人)

外国人 0 人)

H29.

2人

(内女性 0 人、
外国人 0 人)
H30.

2人

(内女性 0 人、
外国人 0 人)

H29.

3人

H29.

1人

H29.

6人

(内女性 1 人、

(内女性 0 人、

(内女性 1 人、

外国人 0 人)

外国人 0 人)

外国人 0 人)

H30.

2人

H30.

1人

H30.

5人

(内女性 1 人、

(内女性 0 人、

(内女性 1 人、

外国人 0 人)

外国人 0 人)

外国人 0 人)
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３．バイオ

再審査時まで 23 人

再審査時まで 54 人

再審査時まで 39 人

再審査時まで 116 人

プラスチッ

(内女性 7 人、

(内女性 5 人、

(内女性 7 人、

(内女性 19 人、

ク・バイオ

外国人 2 人)

外国人 0 人)

外国人 3 人)

外国人 5 人)

中間評価時まで

中間評価時まで

中間評価時まで

中間評価時まで

11 人

29 人

10 人

50 人

繊維

(内女性 2 人、

(内女性 13 人、

(内女性 0 人、

(内女性 15 人、

外国人 0 人)

外国人 0 人)

外国人 0 人)

外国人 0 人)

H28.

6人

H28.

4人

H28.

3人

H28.

13 人

(内女性 1 人、

(内女性 2 人、

(内女性 1 人、

(内女性 4 人、

外国人 5 人)

外国人 0 人)

外国人 1 人)

外国人 6 人)

H29.

6人

H29.

6人

H29.

3人

H29. 15 人

(内女性 1 人、

(内女性 3 人、

(内女性 2 人、

(内女性 6 人、

外国人 5 人)

外国人 2 人)

外国人 0 人)

外国人 7 人)

H30.

6人

H30.

5人

H30.

3人

H30. 14 人

(内女性 2 人、

(内女性 1 人、

(内女性 1 人、

(内女性 4 人、

外国人 6 人)

外国人 3 人)

外国人 0 人)

外国人 9 人)

４．バイオフ

再審査時まで 4 人

再審査時まで 14 人

再審査時まで 11 人

再審査時まで 29 人

ァインケミカ

(内女性 4 人、

(内女性 7 人、

(内女性 5 人、

(内女性 16 人、

ル

外国人 0 人)

外国人 4 人)

外国人 1 人)

外国人 5 人)

中間評価時まで

中間評価時まで

中間評価時まで

中間評価時まで

9人

29 人

20 人

58 人

(内女性 4 人、

(内女性 9 人、

(内女性 6 人、

(内女性 19 人、

外国人 2 人)

外国人 8 人)

外国人 0 人)

外国人 10 人)

H28.

6人

H28.

5人

H28.

13 人

(内女性 2 人、

(内女性 4 人、

(内女性 7 人、

外国人 2 人)

外国人 2 人)

外国人 0 人)

外国人 4 人)

2人

H29.

8人

H29.

3人

H29.

13 人

(内女性 1 人、

(内女性 4 人、

(内女性 3 人、

(内女性 8 人、

外国人 2 人)

外国人 0 人)

外国人 0 人)

外国人 2 人)

H30.

材料

H28.

(内女性 1 人、
H29.

５．革新的

2人

2人

H30.

10 人

H30.

2人

H30. 14 人

(内女性 1 人、

(内女性 7 人、

(内女性 2 人、

(内女性 10 人、

外国人 2 人)

外国人 1 人)

外国人 0 人)

外国人 3 人)

再審査時まで 12 人

再審査時まで 10 人

再審査時まで 4 人

再審査時まで 26 人

(内女性 1 人、

(内女性 2 人、

(内女性 0 人、

(内女性 3 人、

外国人 1 人)

外国人 1 人)

外国人 0 人)

外国人 2 人)

中間評価時まで

中間評価時まで

中間評価時まで

中間評価時まで

12 人

29 人

18 人

59 人

(内女性 4 人、

(内女性 2 人、
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(内女性 0 人、

(内女性 6 人、

外国人 4 人)
H28.

H28.

5人

外国人 0 人)
H28.

5人

外国人 4 人)
H28.

15 人

(内女性 1 人、

(内女性 1 人、

(内女性 0 人、

(内女性 2 人、

外国人 3 人)

外国人 1 人)

外国人 0 人)

外国人 4 人)

H29.

4人

H29.

10 人

H29.

1人

H29.

15 人

(内女性 1 人、

(内女性 0 人、

(内女性 0 人、

(内女性 1 人、

外国人 3 人)

外国人 2 人)

外国人 0 人)

外国人 5 人)

H30.

合

5人

外国人 0 人)

3人

H30.

2人

H30.

2人

H30.

7人

(内女性 2 人、

(内女性 0 人、

(内女性 0 人、

(内女性 2 人、

外国人 1 人)

外国人 2 人)

外国人 0 人)

外国人 3 人)

計 再審査時まで 88 人

再審査時まで 234 人

再審査時まで 156 人

再審査時まで 478 人

(内女性 21 人、

(内女性 33 人、

(内女性 35 人、

(内女性 89 人、

外国人 15 人)

外国人 15 人)

外国人 7 人)

外国人 37 人)

中間評価時まで

中間評価時まで

中間評価時まで

中間評価時まで

106 人

237 人

115 人

458 人

(内女性 30 人、

(内女性 64 人、

(内女性 26 人、

(内女性 120 人、

外国人 27 人)

外国人 12 人)

外国人 3 人)

外国人 42 人)

H28.

30 人

H28.

74 人

H28.

43 人

H28. 147 人

(内女性 6 人、

(内女性 21 人、

(内女性 11 人、

(内女性 38 人、

外国人 16 人)

外国人 9 人)

外国人 1 人)

外国人 26 人)

H29.

31 人

H29.

90 人

H29.

37 人

H29. 158 人

(内女性 9 人、

(内女性 19 人、

(内女性 13 人、

(内女性 41 人、

外国人 20 人)

外国人 9 人)

外国人 0 人)

外国人 29 人)

H30. 28 人

H30.

82 人

H30.

33 人

H30. 143 人

(内女性 9 人、

(内女性 22 人、

(内女性 10 人、

(内女性 41 人、

外国人 16 人)

外国人 9 人)

外国人 1 人)

外国人 26 人)

注：研究項目は、Ⅲ．１．と合わせてください。
イ．協働機関の人材に対する育成
・喜多裕一
㈱日本触媒から、平成２４年７月より 工学研究科応用化学科 特命教授
・平野喜章
㈱日本触媒から、平成２４年７月より 工学研究科応用化学科 特命助教
平成２９年２月から特命准教授
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ウ．拠点所属の期限付き雇用研究者の他機関（大学等、企業）への転出
氏名 【非公

採用

退職

拠点における役職

転出先

転出先にお

備考

開】

年度

年度

H20

H22

特命助教

甲南女子大学

准教授

H20

H22

特命助教

Korea University

特命助教

H20

H23

特命助教

九州大学

准教授

H20

H23

特命助教

横浜国立大学

研究員

H20

H23

特命助教

三重大学

助教

H20

H23

特命助教

北海道大学

准教授

H20

H27

特命助教

静岡県立大学

准教授

H20

H28

特命助教

大阪薬科大学

研究員

女性

H20

H25

特命助教

神戸大学

准教授

学内同機関

H21

H22

特命助教

宮崎大学

助教

H21

H23

特命助教

長崎大学

教授

H21

H24

特命准教授

大阪大学

教授

H21

H21

特命助教

神戸大学

特任助教

H22

H23

特命准教授

近畿大学

教授

H22

H22

特命助教

岡山大学

助教

H22

H2４

特命助教

椙山女学園大学

講師

H23

H25

助教

大阪府立大学

准教教

H25

H28

特命准教授

神戸大学

教授

H25

H27

学術研究員

信州大学

助教

H26

H29

学術研究員

甲南女子大学

助教

H26

H29

特命助教

大阪府立大学

助教

H28

H28

学術研究員

奈良女子大学

助教

ける役職
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女性

学内同機関

女性
学内同機関

女性

エ．拠点に参画した大学院生、学部生等が協働機関に就職した人数
協働機関

就職年度

分類

備考

（株）日本触媒

H20

修士

2 名（内 女性 1 名）

三井化学（株）

H20

博士

（株）カネカ

H21

修士

旭化成（株）

H21

修士

日東電工（株）

H21

修士

女性

日東電工（株）

H22

修士

女性

㈱ダイセル

H22

修士

三井化学（株）

H22

修士

旭化成（株）

H23

修士

2名

（株）日本触媒

H23

修士

2名

（株）カネカ

H24

修士

（株）カネカ

H25

修士

長瀬産業（株）

H25

修士

旭化成（株）

H26

修士

（株）カネカ

H26

修士

（株）日本触媒

H26

修士

帝人（株）

H26

修士

旭化成（株）

H27

修士

（株）カネカ

H27

修士

旭化成（株）

H28

修士

（株）日本触媒

H28

修士

旭化成（株）

H29

修士

（株）ダイセル

H29

修士

（株）日本触媒

H29

修士

三井化学㈱

H29

修士

（株）カネカ

H30

修士

オ．その他特筆すべき人材育成の実績があればお書きください。
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2名
2名

2 名（内 女性 1 名）

女性

５．終了後の見通し
（１）拠点の継続
①資金計画
拠点における活動を、継続的なものとするために、学内に全学研究センターとしての「先端バイオ工学
研究センター」を設置し(2018 年 7 月 1 日付)、全学からの多様な専門を持つ教員が融合研究を行う中
心的な組織として機能しつつある。本研究センターでは、既に、拠点の活動の中で、特にシステム代謝工
学や合成バイオ工学を発展させた形で、NEDO からスマートセルインダストリーに関する大型研究プロジ
ェクトを受託して研究開発を推進している。さらに、AMED や文部科学省の大型研究経費を受託しており、
多くの外部資金の獲得を行っている。また、多くの企業からの共同研究を受託している。
さらに学外組織として一般社団法人「先端バイオ工学推進機構」を計画(2018 年 10 月設置予定)し、
より多くの協働機関が参画して産産学のオープンイノベーションで、バイオプロダクションを発展、事業化
する組織を構築している。本機構は、神戸大学からの教員群と参画する企業群から構成される一般社団
法人であり、拠点終了後の継続的な拠点活動を、民間の資金を導入しながら産・官・学の連携の下に行う。
機構の目指すことは、先端バイオ工学研究分野の人材育成及び研究開発の推進を通じて、日本におけ
る先端バイオ工学に関する研究の展開と、産業の創出・推進・振興に寄与することである。具体的な活動
内容（事業）は以下のとおりである。
（１）先端バイオ工学に関する調査・研究を行い、その結果について産・官・学で連携して、当該分野の産
業の振興を図る。
（２）先端バイオ工学に関する研究、特に非競争（Non-conpetitite）領域の基盤研究やシーズの開発を支
援すると共に、当該技術の産業界への橋渡しによる研究開発（競争領域 Conpetitite 開発）、そして
事業化につなげる。また、産産学連携による各種大型研究開発プロジェクトの獲得を目指す。
（３）先端バイオ工学研究に関する教育を実施し、産・学・官で協力して、当該分野の産業を推進する人
材を育成する。
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現時点での計画としては、拠点に参画してきた協働機関、更には神戸大学が実施してきたバイオマス
関連の多くの研究プロジェクトに関わってきた企業に参画を呼び掛ける計画である。各参画企業からは会
費を徴収し、これらの資金をもとに、上述の事業を展開する。
以上の計画より、これまで実施してきた拠点活動を継続的に維持していくための公的な競争的資金の
獲得や民間資金の受入れの体制が整い、運営資金の持続的な獲得が可能になると期待される。
②自立的運営の方策
「先端バイオ工学研究センター」は、今まで拠点活動の中心となってき工学研究科内に設置された
統合バイオリファイナリー研究センターを拡充発展させ、自立運営を行う全学組織（部局）としたものであ
る。本研究センターでは、世界的に激しい開発競争が繰り広げられているバイオテクノロジーを利用した
様々な有用物質を生産するバイオプロダクションの研究や、その基盤を支える先端技術開発を行なう。今
までの拠点活動に加えて、極めて激しい競争が繰り広げられているバイオ医薬品（バイオロジクス）の生
産に関する領域も新たに加える。本研究センターの設置は、国内の中核機関として、当該分野の研究で
世界をリードしていく上で、極めて重要である。本研究センターは、神戸大学の強みと特色を生かした先
端融合領域として、先端バイオ工学という分野を設定し、新たな学術分野としての可能性を開拓するとと
もに、イノベーションの創出を目指す国内唯一の研究センターである。本研究センターでは、バイオエコノ
ミーの実現に向けた産学官連携による先端的な研究開発を推進すると共に、先端バイオ工学のプラット
フォームを構築・集積し、ハード（研究スペース、機器）とソフト（研究者、知財）を整備することで、先端バ
イオ工学における教育研究や関係機関等との連携協力関係の基盤となるイノベーションハブを形成する
ことも目指す。
更に、一般社団法人「先端バイオ工学推進機構」は、本拠点に参画している協働機関に加えて、より
多くの企業に参画を得て（目標企業数は 50 社）、参画企業が研究資金を出し合い研究開発や人材育成、
国の大型研究費の獲得を目指す自立的な組織である。具体的には、本機構は、上述の「先端バイオ工
学研究センター」と連動して、国内外のバイオエコノミーに資する研究動向を俯瞰・調査し、今後必要とな
る基盤技術や人材育成を企画して推進すると共に、企業への技術の橋渡しを行う組織である。本機構に
は、本拠点の協働機関（参画企業）の他に、神戸大学で実施してきた多様な研究プロジェクトに参画して
きた協働企業を中心として、本研究分野における国内最大規模の企業連携機構を構築する計画である。
以上、学内組織である「先端バイオ工学研究センター」と、学外組織である「先端バイオ工学推進機構」
を連動させることで、これまでと同様に「神戸大学での基盤研究」と、「連携企業における事業化開発」を、
つなげて持続的に実施していく予定である。そして、国や社会の要請に答えて、多様な有用物質のバイ
オプロダクションを実現し、先端バイオ技術におけるイノベーションを持続的に生み出すことで、バイオエ
コノミーを牽引することを目指す。さらに、産産学によるオープンイノベーションの場の形成による研究開
発・事業化の加速と、先端バイオ工学に関する人材育成の推進を図る予定である。
（２）イノベーション創出による波及効果
①他機関への波及効果
本拠点の先端バイオ工学推進機構機構は、非競争領域（Ｎｏｎ competitive）の基盤技術開発を推進さ
せるために企業が共同で資金を提供して運営し、大学に対して有望な基盤技術開発のための研究開発
資金提供や、共同での研究開発や人材育成を行うと共に、得られた成果を基に国の大型研究開発を獲
得して強力に研究開発を推進するが、バイオエコノミーをけん引する産産学連携による研究開発の一つ
のモデルになると考える。非競争領域の研究開発の中で、特に参画企業が有望と考える基盤技術開発
を利用した事業化開発（競争 competitive 領域開発）には、個別に企業が大型資金を提供して研究開発
を推進することとなる。こうした仕組みの整備は、海外では進んでおり、日本の競争力を高めるためにも、
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本機構による推進は極めて重要である。機構には、他大学や公的な研究機関の研究者もアカデミック会
員として参加し、日本の中核として研究開発を推進することから、他機関への影響も大きいと考えられる。
②イノベーションの社会的・経済的波及効果
・バイオエコノミーの加速による国連の「持続可能な開発目標 SDGs」達成への貢献
本拠点では、プロジェクト終了後も、神戸大学に設置する「先端バイオ工学研究センター」、および「先
端バイオ工学推進機構」を中核とし、先端的なバイオ技術の発展を行い、バイオコノミーを推進させていく。
この戦略は、企業における研究戦略にも合致し、経済全体としてのバイオエコノミー推進に大きく寄与す
る。加えて本拠点では、東南アジアの国々との連携で未利用バイオマス資源からの物質生産を、先端バ
イオ技術で実現していくことを目指す。この取り組みは、バイオマス資源の活用を通して、国連の提唱す
る「持続可能な開発目標：SDGs」に掲げられている、「1．貧困をなくそう」、「7.エネルギーをみんなにそし
てクリーンに」、「9.産業と技術革新の基盤をつくろう」、そして「13.気候変動に具体的な対策を」などの達
成に大きく貢献すると考えられる。
具体的には本拠点ではこれまでに「次世代燃料・化成品原料」、「バイオプラスチック・バイオ繊維」、
「バイオファインケミカル」、そしてバイオリファイナリーを支援する前処理プロセスや膜分離などの「基盤技
術」の 4 つの分野に大きく焦点を当て来た。原料となるバイオマスの供給、前処理からバイオプロダクショ
ン、そして発酵化合物の分離、そして製品化まで総合的に考えると、2030 年頃において該当する領域の
総額として 23 兆円以上（世界市場）の市場規模へと発展する可能性を秘めている（協働機関の調査結
果）。この様な石油コンビナートからバイオコンビナートへの転換（化学産業のパラダイムシフト)は世界的
に加速しており、化学産業の約 50%がバイオ資源由来へと置換されると、その CO2 排出効果は 2030 年に
は約 4%に相当し、これは原子力発電所における CO2 排出効果に匹敵し、地球環境問題解決に大きく貢
献すると期待される。
・バイオコンビナート実現に向けた貢献
本拠点では、バイオコンビナートの設立を大きな目標と掲げてきた。我々の現地ヒアリング等の調査結
果から、東南アジアの国々では、バイオコンビナートを社会実装する事により、農業地域での環境改善、
農業の担い手となる新しい雇用創出、そして新しい産業創出が期待される。これまでの調査結果をもとに、
協働機関と連携して、「先端バイオ工学推進機構」において、インドネシアモデルを通して先導的モデル
の提示を行う計画である。このような国際連携による社会実装は、日本のみならず東南アジアの国々にお
いて、バイオエコノミー推進のモデルとなり、新しい国際的な経済の発展への波及効果は大きい。
・グローバルベンチャー設立・育成によるイノベーション・エコシステム形成への貢献
本拠点では、バイオリファイナリーを含む先端バイオに関する研究（リサーチエンジン研究）を推進して
きた。そして、先端バイオ研究を支援する基盤技術として、代謝経路をコンピュータ推測する支援ソフト、
全く新しいゲノム編集技術、更には動物実験を必要としない機能性素材（バイオファインケミカル）の評価
系（腸管モデルシステム）の開発にも成功した。これらリサーチエンジン研究より生み出された全く新しい
基盤技術は、バイオリファイナリーのみならず、広範囲のバイオ研究（バイオ医薬品製造や植物育種等な
ど含む）に適用が可能であり、広範囲なバイオ産業において新しい産業価値を生み出す可能性が期待さ
れる。こうした国際競争優位性の高い技術をもとにグローバルベンチャーを創出する仕組みを整えて
（STE 社）、実際に次々とベンチャーを設立して、投資を受けてグローバルな企業活動を行っている点は、
日本全体のベンチャー創出促進とイノベーション・エコシステム形成に大きな波及効果がある。
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2)

西野孝：
「セルロースナノファイバーを用いた全セルロース複合材料」，日本ゴム協会誌 86(2)，
28-34，(2013)

3)

森棟せいら，西野孝：
「ナノ炭素材料による高分子複合材料の高性能化」
，繊維学会誌，69(3)，
70-76，(2013)

4)

西野孝：
「複合材料 10 年の動向」
，繊維学会誌，70, 434-437, (2014)

5)

三野泰志, 松山秀人：
「熱誘起相分離法による高分子多孔膜形成」
，吸着・分離材料の設計, 性
能評価と新しい応用，第 3 章 1 節，技術情報協会 (2015)

6)

石神徹，三野泰志：
「水処理用多孔膜細孔内を透過する固液ならびに液液分散系の直接数値シ
ミュレーション」
，吸着・分離材料の設計，性能評価と新しい応用，第 5 章 5 節，技術情報協
会 (2015)

7)

比嘉充，安川政宏，松山秀人：
「中空糸膜の正浸透特性評価」，吸着・分離材料の設計，性能
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評価と新しい応用，第 6 章 5 節，技術情報協会 (2015)
8)

松山秀人，比嘉充，赤松憲樹，佐伯大輔，三野泰志，都留稔了，遠藤宣隆，熊切泉，野村幹
弘：
「特集：AMS9」
，膜，40 (6)，342-374 (2015)

9)

辺見昌弘，熊野淳夫，中塚修志，松山秀人：
「高効率・大型分離膜エレメント・モジュール」，
膜，40 (2)，60-66 (2015)

10) 熊谷和夫，西原圭志，松山秀人：
「神戸大学先端膜工学センターにおける産学連携の取り組み」，
産学連携学，12(1)，3-9 (2015)
11) 安川政宏，佐伯大輔，高橋智輝：
「FO 膜プロセスの要素技術に関する開発動向」
，機能材料，
35(8)，19-28 (2015)
12) 神尾英治：
「イオン液体を用いた CO2 分離膜の研究開発動向」
，MATERIAL STAGE，15(1)，
13-17 (2015)
13) 松山秀人：
「高性能化に向けた水処理膜の最新動向」, 月刊「機能材料」，2015 年 8 月号，35(8)，
3-4 (2015)
14) 中川敬三：
「水処理分野における二次元ナノシート積層膜の最新動向」，膜，42(4)，121-127，
(2017)
15) 神尾英治，吉岡朋久：
「日本における膜分離法による CO2 分離回収技術」
，膜，42(1)，2-10，
(2017)
16) 吉岡朋久：
「計算機支援による多孔性セラミック膜の細孔径評価法開発」，触媒，59(3)，161-166，
(2017)
17) 松山秀人，吉岡朋久，神尾英治，中川敬三：
「膜工学研究の将来展望」，化学と工業，70(8)，
678-680， (2017)
18) 澁谷真史，中川敬三，佐々木建吾，近藤昭彦，松山秀人：「FO プロセスの適用によるバイオ
エタノール生産の向上」
，膜，43，1， (2018)
その他 4
国外誌
研究項目 1
1) Tamarampudi, S., Fukuda, H., Kondo, A.:「Bioetanol from starchy biomass」, Chapter 8 in the
review book entitled "Handbook of plant-based biofuels" CRC Press, 115-119, (2008)
2) Morihiro, H., Takumi, S.:「Natural variation of leaf shape-related traits in wild Einkorn wheat
Triticum urartu Thum」, Wheat Information Service, 109, 1-4, (2010)
3) Yoshida, K.:「Reverse genetics, in “Escherichia coli and Bacillus subtilis; the frontiers of
molecular microbiology revisited」, Transworld Research Network, Chapter 2-2, 19-28, (2012)
4) Hasunuma, T., Matsuda, F., Kondo, A.:「System Metabolic Engineering, Chapter 10, Design of
superior cell factories for a sustainable biorefinery by synthetic bioengineering」, 329-348, (2012)
5) Hubacz, R., Ohmura, N.:「Numerical study of heat transfer in an eccentric Couette-Taylor flow
apparatus during starch gelatinization」, Eurotherm Seminar No109: Numerical Heat Transfer
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2015, 10 (2015)
6) Yamashita, N., Masuda, H., Horie, T., Ohmura, N.:「Modelling for transient behaviours of solid
dispersion in a stirred vessel」, Proceedings of 15th European Conference on Mixing, 394-399
(2015)
7) Ghobadi, N., Ogino, C., Ohmura, N.:「Intensification of submerged fermentation of Aspergillus
oryzae in stirred fed-batch bioreactor by improved mixing」, Proceedings of 15th European
Conference on Mixing, 128-133 (2015)
8) Takada, S., Ogawa, T., Matsui, K., Suzuki, T., Katsuda, T., Yamaji, H.: 「Baculovirus display of
functional antibody Fab fragments」, Cytotechnology, 67(4), 671-677 (2015)
9) Kurihara, M., Ohmuro-Matsuyama, Y., Ayabe, K., Yamashita, T., Yamaji, H., Ueda, H.:「Ultra
sensitive firefly luciferase-based protein-protein interaction assay (FlimPIA) attained by hinge
region engineering and optimized reaction conditions」, Biotechnology Journal, 11(1), 91-99
(2016)

10) Okemoto, A., Kishishita, K., Maeda, S., Gohda, S., Misaki, M., Koshiba, Y., Ishida, K., Horie,
T., Taniya, K., Ichihashi, Y., Nishiyama, S.:「Application of picene thin-film semiconductor
as a photocatalyst for photocatalytic hydrogen formation from water」, Applied Catalysis B:
Environmental, 192, 88-92, (2016)
11) Okemoto, A., Tsukano, Y., Utsunomiya, A., Taniya, K., Ichihashi, Y., Nishiyama, S.:
「Selective catalytic oxidation of benzene over Cu/Ti/HZSM-5 under low oxygen pressure
for one step synthesis of phenol」, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 411, 372-376,
(2016)
12) Pang, C. L., Sasahara, A., Onishi, H.:「Non-contact atomic force and kelvin probe force
microscopy on MgO(100) and MgO(100)-supported Ba」, Surface Science, 650, 76-82,
(2016)
13) Amano, K., Kobayashi, K., Miyazawa, K., Liang, Y., Hashimoto, K., Fukami, K., Nishi, N.,
Sakka, T., Onishi, H., Fukuma, T.: 「 Transform theory for obtaining number density
distribution of solvent molecules or colloidal particles on a substrate: a theory for atomic
force microscopy」, Physical Chemistry Chemical Physics, 18, 15534-15544, (2016)
14) Fujiwara, T., An, L., Park, Y., Happo, N., Hayashi, K., Onishi, H.:「Heteroepitaxial Barium-Doped
NaTaO3 Films on SrTiO3(001) Substrate」, Thin Solid Films 658, 66-72, (2018) 【国外誌】
15) Arazoe T, Kondo A, Nishida K. (2018) Targeted Nucleotide Editing Technologies for Microbial
Metabolic Engineering. Biotechnol J. 2018 Jun 3:e1700596. 【国外誌】
その他 7
研究項目 2
1)

Fukuda, H.:「Biofuels」, John Wiley & Sons, Ltd., 8,129-151, (2008)
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研究項目３
1) Mukai, R., Terao, J., Shirai, Y., Saito, N., Ashida, H.:「Determination of subcellular localization of
flavonol in cultured cells by laser scanning. Laser Scanning」, Theory and Applications, 215-232,
(2011)
研究項目４
1)

Yap, A., Nishiumi, S., Yoshida, K., Ashida, H.:「Inositol derivatives stimulate glucose transport in
muscle cells」, in “Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects, Vol. 15”, Springer, 217-222,
(2009)

2)

Dang, N. T., Yamaguchi, M., Yoshida, T., Yoshida, K., Ashida, H.:「Insulin-mimetic activity of inositol
derivatives depends on phosphorylation of PKC in L6 myotubes」, in “Animal Cell Technology: Basic
& Applied Aspects, Vol. 16”, Springer, March, 327-331, (2010)

3)

Yamamoto, N., Ueda, M., Sato, T., Kawasaki, K., Sawada, K., Kawabata, K., Ashida, H.:
「Measurement of glucose uptake in cultured cells」, Current Protocols in Pharmacology, 12(12.14),
1-22, (2011)

4)

Fukuda, I., Ashida., H.:「Modulation of drug-metabolizing enzymes and transporters by polyphenols as
one of the anti-carcinogenic effects」, In Polyphenols in Human Health and Diseases, Vol. 2, Chapter
87, 1149-1158, (2013)

5)

Kobayashi, J., Sasaki, D., Hara, K.Y., Kondo, A.:「Genetic engineering of microorganisms for high
glutathione production」, Glutathione: Biosynthesis, Functions and Biological Implications, Nova
Science Publishers, in press (2018)
その他 7
研究項目５
該当なし
書籍出版

1)

蓮沼誠久，近藤昭彦：「微生物機能学, 11 章, 微生物を利用して有限な化石資源から脱却する」，
三共出版，119-133，(2012)

2)

蓮沼誠久，近藤昭彦：「合成生物工学の隆起，第 10 章，合成生物工学によるバイオ燃料生産のた
めの微生物細胞工場の創製」，シーエムシー出版，150-158，(2012)

3)

崎濱由梨，蓮沼誠久，近藤昭彦：「ひらく、ひらく「バイオの世界」，Part 4，バイオエタノールは地球に
やさしいの？」，化学同人，98-99，(2012)

4)

荻野千秋，山田亮祐，近藤昭彦：「イオン液体前処理バイオマスを用いたエタノール同時糖化発酵」，
化学工業，64(2)，52-55，(2013)

5)

蓮沼誠久，荻野千秋，近藤昭彦：「リサイクルバイオテクノロジーの最前線，第 I 編 第 1 章，未来型
CBP 法によるバイオエタノール生産技術の展開」，シーエムシー出版，1-9， (2013)
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6)

Kanamaru, K., Sugita, M.:「Dynamic Features of the Plastid Genome and its Transcriptional Control in
Plastid Development」, Chapter 10 in “Plastid Development in Leaves during Growth and Senescence”
Advances in Photosynthesis and Respiration, Springer, Vol. 36, (2013)

7)

水野雅史，橋本堂史：「安全性評価法と製品プロモーションに有用な科学的データの示し方、機能
性食品表示への科学的なデータの取り方と表示できる許容範囲」，27 節炎症性腸疾患，第 6 章効能
ごとの機能性，安全性評価法と製品プロモーションに有用な科学的データの示し方、機能性食品表
示への科学的なデータの取り方と表示できる許容範囲，㈱技術情報協会，338-344, (2015)

8)

芦田均(共著)：「食品因子による栄養機能制御」建帛社 (2015)

(３) 口頭発表
招待講演
1)

田脇新一郎：「バイオマスから有用化学品へ ～新規生体触媒の開発～」，横浜国際平和会議場
（パシフィコ横浜），バイオジャパン 2009，2009.10.8、【国内会議】

2)

田脇新一郎：「Development of novel biocatalysts for the production of useful chemicals from
biomass」, The Scripps Research Institute（San Diego California）, The 21st Annual Frontier in
Chemistry Symposium, 2010.2.19、【国際会議】

3)

Ashida, H., Yamashita, Y., Tsuda, T., Yoshida, T., Toda, T.:「Black soybean polyphenol prevents
hyperglycemia, insulin resistance and obesity」, Sapporo, International Society for Nutraceuticals
&Functional Foods, 2011 Annual conference, 2011.11.14-17、【国際会議】

4)

Kondo, A.:「Production of biofuels and chemicals from lignocellulosic biomass」, Daegu Exhibition
Convention Center, The 15th International Biotechnology Symposium, 2012.9.16-21、【国際会議】

5)

荒木通啓：「代謝パスウェイ情報の抽象化と具体化」，東京，酵素工学研究会第70回講演会，
2013.10.25、【国内会議】

6)

Matsuyama, H.:「Development of fouling reduction methods for membrane process」, Nederland,
University of Twente, 2014.10.14、【国際会議】

7)

Onishi, H.:「Electron-Hole Recombination Controlled by Doping Sites in Sr-doped NaTaO3」,
Princeton, USA, Seminar at Princeton University, 2015.3.27、【国際会議】

8)

大村直人:「人材育成とイノベーションハブ構想」, 北海道大学，化学工学会第47回秋季大会，
2015.9.9-11 【国内会議】

9)

Ashida, H., Yamashita, Y.:「Prevention of hyperglycemia and obesity by cacao polyphenols」, Shizuoka,
The 3rd International Conference on Pharma and Food, 2016.12.16-18、【国際会議】

10) 西田敬二：「Genome editing by targeted deaminase」, San Diego, USA，PAG XXV- Plant & Animal
Genome Conference.Plant Genome Engineering workshop, 2017.1.15、【国際会議】
11) Kondo, A., Noda, S., Kawaguchi, H.:「Development of microbial cell factories for production of
aromatic chemicals and derivatives 」 , Khon Kaen, Thailand, The 13th Asian Congress on
Biotechnology 2017, 2017.7.25、【国際会議】
12) 柘植謙爾：「長鎖 DNA 合成技術がもたらす未来」，東京，新化学技術推進協会，2018.2.26、 【国内
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会議】
13) Nishida, K.:「Genome engineering by DNA base editing」, Biopolis, Singapore, BIOSYSTEMS
DESIGN 4.0 SYMPOSIUM, 2018.5.10-11、【国際会議】
14) 柘植謙爾：「長鎖 DNA が開くゲノムデザインの世界」，愛媛大学，応用化学科セミナーミニシンポジ
ウム，2018.8.3、 【国内会議】
15) Onishi, H.:「Atom-Scale and Nano-Scale Architectures of NaTaO3 Photocatalysts Doped with Guest
Metal Cations」, Ventura, Gordon Research Conference on Chemical Reactions at Surfaces, Instructive
Surfaces: From Guiding Chemical Reactions to Controlling Protein Adhesion, 2019.1.17-22、【国際会
議】
その他 497
主催講演
1)

田脇新一郎：「バイオマスからの有用物質生産のための新規微生物触媒の開発」,かずさアカデミア
ホール（千葉県）, 第 4 回三井化学触媒科学国際シンポジウム MICS2009, 2009.3.11、【国際会議】

2)

芦田均：生物機能開発化学第 10 回講演会，室田佳恵子先生（近畿大学理工学部生命科学科）「食
事由来フラボノイドの腸管吸収機構」，馬場星吾氏（株式会社明治）「カカオに含まれるポリフェノー
ル類の抗動脈硬化作用」，主催：応用生命化学講座，後援：六篠会，2011.5、【国内会議】

3)

大澤朗：「食品の機能性評価の新展開」，東京大学大学院農学生命科学研究科フードサイエンス棟
中島董一郎記念ホール，食の安全と安心フォーラム シリーズ第5回、「食育：食の安全性と機能性
を正しく理解するために」，2012.7.28、【国内会議】

4) Yoshida, K.:「Possible inositol synthesis in rhizobia with physiological significance? 」, Kobe, One day
workshop in "Lessons from interaction between plant and microbe: strategies in symbiosis and
competition", 2013.11.12、【国際会議】
5)

Matsuyama, H.:「Center for Membrane and Film Technology and its major research activities at Kobe
University」，神戸大学，膜国際ワークショップ iWMK2014，2014.11.14、【国際会議】

6)

佐々木建吾：「神戸大学ヒト腸管モデルによる食品素材の機能性評価および医療展開」，神戸大学，
食品系フォーラム 腸内マイクロビオータ若手研究の今，2016.11.25、【国内会議】

7)

Tsuge, K.:「Long DNA synthesis technology for the era of synthetic biology」, Kobe University,
Second Interdisciplinary and Research Alumni Symposium iJaDe 2018, 2018.9.3-7、【国際会議】

8)

柘植謙爾：「長鎖 DNA 自動合成に向けたトータルシステムの構築」, 神戸大学, 第８回合成生物工
学シンポジウム, 2018.9.24、【国内会議】
その他 91
応募講演
審査のある講演会

1)

Ogino, C.:「Effective Screening of Optimized Diploid Saccharomyces cerevisiae Strain for Direct
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Ethanol Production from Cellulosic Materials by Displaying Ratio Adjustment of Cellulolytic
Enzymes」, Oryong Hall Gwangju, Korea, 2011 International Meeting of the Microbiological Society
of Korea, 2011.5.12-13、【国際会議】
2)

Kondo, A., Hasunuma, T.:「Development of microbial cell factories for biofuel production from
biomass by conslidated bioprocessing」, Sheraton New Orleans, U.S.A., 2011.7.24-28、【国際会議】

3)

Mizuno, M., Oura, K., Hashimoto, T.:「Anti-inflammatory property of orally administered lentinan
through intestinal immunity in ileum in DSS-induced colitis mice」, Colombia, The 8th International
Medicinal Mushroom Conference, 2015.8.24-27、【国際会議】

4)

Horie, Y., Furumoto, N., Fujita, R., Okemoto, A., Taniya, K., Ichihashi, Y., Nishiyama, S.:「Formation
process of the precursor of Cu-ZnO-Al2O3 catalysts for water gas shift reaction」, Newcastle,
Australia, 9th International Conference on Environmental Catalysis, 2016. 7.10-13、【国際会議】

5)

Kawaguchi, H., Yoshihara, K., Hasunuma, T., Sazuka, T., Takaya, N., Ogino, C., Kondo, A.:
Phenyllactic acid Production by recombinant Escherichia coli from sorghum bagasse: fermentation
inhibition by the enzymatic hydrolysate, ASM Microbe 2018, Atlanta, GA, USA., 2018.6.10、 【国際
会議】
その他 672
審査のない講演会

1)

松本佳子，天野仰，白井智量，平野淳一郎，高橋均，竹林のぞみ，森重敬，舘野俊博，古澤力，平
沢敬 ，清 水浩 ，和田光 史 :「 イソプロピルアルコール高生産大 腸菌の開発」， 生 物工学会 ，
2012.10.26、【国内会議】

2)

大澤朗：「腸管モデルを利用した機能性食品素材の新規機能性評価システム構築に向けた取り組
み」，東京，“未来へのバイオ技術”勉強会 「神戸発、食のグローバルイノベーション～バイオプロダ
クション次世代農工連携拠点の成果より」，2015.4.20、【国内会議】

3)

芦田均：「酵素合成グリコーゲンでめざす健康維持・増進」，東京，JBA“未来へのバイオ技術”勉強
会「神戸発、食のグローバルイノベーション～バイオプロダクション次世代農工連携拠点の成果より」，
2015.4.20、【国内会議】

4)

小林俊介，岩崎還帰，川口秀夫，仁宮一章，荻野千秋，高憲司，近藤昭彦，柘植陽太：「酸素をスイ
ッチとしたコリネ型細菌中央代謝経路の切り替え」，名古屋市，日本農芸化学会 2018 年度大会，
2018.3.16、【国内会議】

5)

若井暁，荻野千秋，近藤昭彦：「酵素改変を指向した in silico 解析」，神戸大学，第 3 回デザイン生
命工学研究会，2018.3.21、【国内会議】

他 1373
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(4)特許出願
特許出願件数（うち登録件数）：国内１２５件（３５件）、外国７１件（２３件）、合計１９６件（５８件）
以下に、
・特許出願(国内)全案件の年度別件数リスト
・研究シーズ共通知的財産のリスト
・研究項目別（研究項目１～５）の国内、外国出願案件のリスト
を掲載する。
特許出願＜全案件＞ （国内優先権主張出願を含む）
年度

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

共同出願

2

6

4 <1>

5

4

1<1>

2 <1>

4 <3>

1

1

0

企業単独出願

1

6

10

8

13

4

10

6

8

7

3

神大単独出願

1

4

1

0

0

3

5

1

1

3

0

計

4

16

15

13

17

8

17

11

10

11

3

＜＞：出願前譲渡案件

2018*

* ：2018 年 6 月末時点

研究シーズ共通知的財産 （出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 6 月 30 日）
大学整

発明の名称

理番号

出願日

出願番号

出願人

発明者

（優先日）

国内
登録

外国
出願
□：登
録

KP08-0

ｼﾛｰｲﾉｼﾄｰﾙ産生細

25

胞及び当該細胞を

2008-28134

用いた製造方法

8

KP09-0

筋肉の糖取り込み促

60

進剤

KP09-0

高親和性のタンパク

64

質間相互作用検出・

2008/10/31

2010/1/6

特願

特願

神大

芦田

特願

PCT－
○

神大

芦田、

○

川畑
神大

近藤、
田中、

2010-17509

スクリーニング方法

○

石井
純、福
田

KP09-0

好熱性微生物の形

65

質転換方法

KP09-0

γ－アミノ酪酸の製

75

造方法

2010/3/31

特願

神大

特願
2010-32060

鈴木、

神大

岡井、
近藤、
荻野、
館野

356

○

吉田

2010-83543
2010/2/17

US,
EP(DE )

2010-1594
2010/1/28

吉田、

×

KP10-0

アセトイン産生細胞

50

および当該細胞を用

2010-25671

いたアセトインの製

4

2010/11/17

特願

神大

吉田健
○

造方法
KP12-0

イソブタノール生産

76

酵母

2013/4/26

特願

神大

松田、

×

近藤、

2013-94568

石井
KP13-0

腸内細菌叢ｼﾐｭﾚｰｼ

57

ｮﾝ培養方法、装置お

2014-04953

よび培養菌叢

9

KP13-0

標的化したＤＮＡ配

77-2

列の核酸塩基を特

2014/3/12

2014/9/30
（2014/3/5）

異的に変換するゲノ

特願

特願

神大

大澤、
野本

神大

西田、
近藤

2014-20185

PCT－
○

9

US, EP,
CN, SG,

ム配列の改変方法

CA

---(deaminase)
KP13-1

光駆動プロトンポン

02

プ

2014/5/9

特願

神大

原、Ｙ
ｅ、近

2014-97970

藤
KP14-0

分泌シグナルペプチ

07

ドならびにそれを利
用したタンパク質の

2014/7/31

特願

神大

近藤、

PCT－

2014-15679

蓮沼、

US

6

猪熊

分泌および細胞表
層提示
KP14-0

フリルチアゾール化

28

合物

2014/8/26

特願

神大

森

神大

西田、

2014-17169
5

KP14-0

標的化したＤＮＡ配

44

列の核酸塩基を特

2014-22474

異的に変換するゲノ

5

2014/11/4

特願

近藤

PCT－
○

US,
EP(GB,D

ム配列の改変方法

E,FR)

---(DNA glycosylase)
KP15-0

標的化したＤＮＡ配

33

列の核酸塩基を特

特願
2015/9/9

異的に変換するゲノ

神大

西田、

PCT 出

2015-17802

小嶋、

願済み

3

近藤

ム配列の改変方法
---(CascadeComplexdeaminase)
KP16-0

フランダイマー骨格

2017/3/10

特願

357

神大

森、岡

未公開

ポリエステル

65

野、宮

2017-45892

川
KP17-0

潰瘍性大腸炎の検

07

査方法および装置な

2017-10485

木、大

らびに治療薬のスク

9

澤ら

2017/5/26

特願

神大

佐々

未公開

リーニング方法
KP17-0

ミオ－イノシトールの

18

製造法

特願

2017/8/21

神大

吉田

未公開

神大

吉田

未公開

2017-15892
7

KP17-0

グラム陽性菌の形質

36

転換方法

特願

2017/12/7

2017-23537
4

研究項目別（研究項目１～５）の国内、外国出願案件
研究項目１＝リサーチエンジン
研究項目２＝次世代燃料・化成品原料
研究項目３＝バイオプラスチック、バイオ繊維
研究項目４＝バイオファインケミカル
研究項目５＝革新的材料
企業名の略称
三井化学株式会社＝三井化学、

株式会社ダイセル＝ダイセル、

旭化成(ケミカルズ)株式会社＝旭化成、
カ、

コスモ石油株式会社＝コスモ石油、

日東電工、
ズ、
産業、

月桂冠株式会社＝月桂冠、

フジッコ株式会社＝フジッコ、

帝人株式会社＝帝人、

株式会社日本触媒＝日本触媒、
日本製紙株式会社＝日本製紙、

日東電工株式会社＝

ハウスウェルネスフーズ株式会社＝ハウスウェルネスフー

江崎グリコ株式会社＝江崎グリコ、

日本製紙株式会社＝日本製紙、

株式会社カネカ＝カネ

Bio-energy 株式会社＝Bio-E、

会社＝KCE

358

長瀬産業株式会社＝長瀬
関西化学機械製作株式

研究項目１：リサーチエンジン
共同出願（出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 6 月 30 日）
発明の名称（内
容）

大学整理番号

出願日

出願番号

出願人

発明者

(優先日)

KP08-077

タンパク質を微生

2009/2/17

物の細胞表層に

特願 2009-

神大／

近 藤 、

34280

Bio-E 、

舘野；野

KCE

田

特願 2009-

神大／

近 藤 、

162062

Bio-E 、

山田；野

KCE

田

特願

神大／

岡 崎 、

2010-34650

月桂冠

荻 野 、

提示する方法

KP09-007

セルロース分解

2009/7/8

性酵母およびそ
の作製方法

KP09-066

β－１，３－キシ

2010/2/19

ラナーゼおよびそ
の利用

国内
登録

外国出
願
□：登録

〇

－

×

近藤；久
田 、 石
田、秦

KP09-094

アフィニティー機能を

2010/3/17

有する多孔膜の製造

特願

神大／

丸 山 、

2010-061352

旭化成

松 山 、

方法およびタンパク質

田林；橋

の分離精製方法

野

KP09-007-2

セルロース分解

(国優)

性酵母およびそ

2010/6/17

特願

神大／

近 藤 、

2010-138016

Bio-E 、

山田；野

KCE

田

特願 2011

神大／

丸山、

-191026

旭化成

松山、

の作製方法

KP11-014

アフィニティ機能を有

2011/9/1

する多孔膜を製造す

KP11-090

る方法およびタンパク

本庄；橋

質を分離精製する方

野、久

法

保田

細胞膜関連アン

2012/

カータンパク質お

9/28

特願 2012

神大／

近藤、

-217088

日本触

田中；

媒

立岩、

よびこれを含む酵
母

堀川、
向山

KP13-042

糖液の製造方法

2014/6/

及び多糖類系バ

24

特願 2014

神大/日

佐々

-129051

東電工

木、荻

イオマス由来化

野、近

合物の製造方法

藤；小
西、廣

359

〇

US
〇

〇

×

瀬、川
島

KP13-097

ダ イ セ

工藤、

ール脱水素酵素

ル

石井、

yqhD の改変タンパ

（出願前

近藤；

ク質およびその用

譲渡）

林

大腸菌由来アルコ

－

－

途

KP15-037-2

イネ科又はウリ科

2016/8/10

特願

神大/日

佐 々木 、

(国優)

の草本植物由来

(2015/8/18

2016-1158192

東電工

荻 野 、近

化合物の製造方

)

PCT－US

藤 ； 小

法

西 、 廣
瀬、川島

KP15-039

ハイスループット

2016/2/25

植物液体栽培系

特願

神大/コ

金丸；斎

2016-33707

スモ石

藤

「球体法」

KP15-081

油

PVDF 膜(耐ﾌｧｳﾘ

－

－

ﾝｸﾞ）

旭化成

松 山 、

（出願前

Saeid ；

譲渡）

橋野

企業単独出願（出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 5 月 31 日）
発明の名称

出願番号

出願日

出願人

発明者

ダイセル（出

林 、工

願前譲渡）

藤 他

旭化成

岡本

旭化成

藤村、橋

（優先日）

特願 2015

大腸菌由来アルコール脱水素酵素 yqhD の

-047250

改変タンパク質及びその用途

特願

膜分離方法

2015/3/10

2009/3/24
2009-071604
特願
2010-095200

異形多孔性中空糸膜の製造方法、異形多孔
性中空糸膜、異形多孔性中空糸膜を用いた
モジュール、濾過装置、及び水処理方法

野 他

－

研究項目２：次世代燃料・化成品原料
共同出願（出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 6 月 30 日）
大学整理番

発明の名称（内
容）

号

KP10-071

出願日

出願番号

出願人

発明者

(優先日)
適合溶質の製造
方法

2011/4/20

特願 2011

神大／

仲山、

-94455

旭化成

近藤；

360

国内
登録
〇

外国出
願
□：登録

小西

KP11-023

ジメチルグリシン
の製造方法

2011/9/
14

特願 2011

神大／

仲山、

-201192

旭化成

近藤；

〇

小西

KP15-032

Clostridium の 遺

2015/9/9

伝子改変方法

特願

神大／

西 田 、

2015-178022

日本触

近藤

PCT－EP

媒（出願
後）

KP16-063

前処理済みの植

2017/4/10

物性バイオマスか

特願

神大／

猪 熊 、

2017-077676

日本製

Gregory

紙

、蓮沼、

ら発酵処理物を
製造するための

荻 野 、近

方法

藤 ； 渡
部 、 安
川 、 金
子、飯森

企業単独出願（出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 5 月 31 日）
出願番号
特願

発明の名称

出願日

セルロースの糖化力が増強された酵母

2010-110144

Bio-E、

野田、金子

KCE

特願 2012

酵素法による連続式バイオディーゼル燃料の

-19272

生産方法

特願 2015

改質油脂の製造方法およびそれを用いた脂

-39579

肪酸エステルの製造方法

特願

α-ｶﾞﾗｸﾄｼﾀﾞｰｾﾞ表層提示微生物およびその

2013/3/21

Bio-E、

野田、濱

KCE
2015/2/27

使用

特願

脂肪酸エステルの製造方法

Bio-E、

吉田、濱 他

KCE
2017/05/11

2017-95097

Bio-E、

野田、濱

KCE
2015/07/03

2015-134782

Bio-E、

野田、濱 他

KCE
脂肪酸エステルの製造方法
2017/06/27

2017-527433
特願 2011

発明者

（優先日）
2010/5/12

特願

出願人

Bio-E、

野田、濱 他

KCE
３－ヒドロキシプロピオン酸類の製造方法

日本触媒

稲垣

日本触媒

立岩、堀川

日本触媒

稲垣、土橋

2011/9/27

-210504
特願 2012

３－ヒドロキシプロピオン酸の製造方法
2012/3/29

-077748
特願 2012

アルコール製造方法
2012/8/24

-185811

361

特願 2012

ブタノールの製造方法

日本触媒

土橋、向山

日本触媒

土橋、向山

日本触媒

稲垣、和泉

2012/9/27

-214961
特願 2012

ブタノールの製造方法
2012/9/27

-215044
特願 2012

アルコールの製造方法
2012/10/10

他

-225422
特願 2013

ブタノールの製造方法

日本触媒

土橋、向山

日本触媒

土橋、向山

2013/3/26

-063887
特願 2013

遺伝子改変クロストリジウム・サッカロパーブ

-63347

チルアセトニカム

特願 2014

ブタノール製造方法

2013/3/26

他
日本触媒

向山、市毛

日本触媒

土橋、向山

2014/11/20

-235432
特願 2014

遺伝子改変クロストリジウム・サッカロパーブ

2014/2/24

-032953

チルアセトニカム

(2013/3/26)

ゲノム配列が特異的に変換された遺伝子改
特願

変クロストリジウム・サッカロパーブチルアセト

2016-177127

ニカム種微生物、その製造方法およびその用

他
日本触媒

向山、市毛

旭化成

宮武、井阪

2016/9/9

途
特願

（未公開）
2017/9/29

2017-190540

企業単独 国内登録特許 （出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 5 月 31 日）
特許番号

発明の名称

登録日

出願人

出願番号

出願日
(優先日)

5898017 アルコール製造方法

2016/3/11 日本触媒

特願

2012/8/24

2012-185811
6012371 4-ヒドロキシ-2-ブタノンまたはブタ

2016/9/30 日本触媒

ノールの製造方法
6236209 ブタノールの製造方法

特願

2012/9/27

2012-215129
2017/11/2 日本触媒

特願

2013/3/26

2013-63887
6259839 水素化反応方法

2017/12/15 日本触媒

特願

2015/1/27

2015-559942
酵素法による連続式バイオディ
5607329

ーゼル燃料の生産方法

2014/6/13

酵素法による連続式バイオディ
5558831

ーゼル燃料の生産

5986753 酵素法による連続式バイオディ

2014/6/13
2016/8/12

ーゼル燃料の生産方法

362

Bio-E、

特願 2009

KCE

-201845

Bio-E、

特願 2009

KCE

-546217

Bio-E、

特願

KCE

2012-19272

2009/9/1

2008/11/28
2012/1/31

5752049 エタノールの製造方法

セルロース加水分解力強化酵母
5616226

2014/9/19

の作製および使用

5780576 セルロース分解性酵母およびそ

KCE

2011-544207

Bio-E、

特願 2010

KCE

-529776
特願

2015/7/24 Bio-E、

の作製方法
5984100 リグノフェノール-セルロース複合

2016/8/12

体の製造方法
6174569 エタノールの生産方法

特願

2015/5/29 Bio-E、

KCE

2010-138016

Bio-E、

特願

KCE

2015-209405
特願

2017/7/14 Bio-E、
KCE

2012/5/28

2009/9/16
2010/6/17

2015/10/23

2013/3/21

2014-507798

企業単独 外国出願 （出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 5 月 31 日）
移行国： □は特許登録済
出願国

発明の名称

出願日

出願人

ッカロパーブチルアセトニカム

備 考
優先権：特

遺伝子改変クロストリジウム・サ
PCT

出願番号

2014/2/28

日本触媒

PCT/JP2014/05
5140

願 2014
-032953

移行国：US, ID
ｲﾝﾄﾞ

セルロース分解性酵母および
その作製方法
エタノールの生産方法

2010/12/10
2013/3/21

PCT

Bio-E

3784/CHE/201
0

Bio-E、

PCT/JP2013/05

優先権：特願

KCE

8106

2012 -69285

Bio-E、

PCT/JP2014/07

優先権：特願

KCE

3149

2013

移行国：ID, JP, US
エタノールの製造方法

2014/9/3

PCT

-183082
移行国：JP, US ,ID
乳酸の製造方法

2014/10/31

PCT

Bio-E、

PCT/JP2014/07

優先権：特願

KCE

9030

2013
-229813

PCT

エタノールの製造方法

2014/9/03

Bio-E、

PCT/JP2014/07

KCE

3149

移行国：JP, US, ID
IN

蒸発装置 (新型ＷＷＷＳＰＤ)

2016/8/30

Bio-E、

201737029600

KCE
PCT

脂肪酸エステルの製造方法

2016/7/01

363

Bio-E、

PCT/JP2016/06

KCE

9694

移行国：JP,PH
乳酸の製造方法

PCT

2014/10/31

Bio-E、

PCT/JP2014/07

KCE

9030

研究項目３：バイオプラスチック、バイオ繊維
共同出願（出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 6 月 30 日）
大学整理番

発明の名称（内

出願日

号

容）

(優先日)

KP08-078

ペントースからの

出願番号

出願人

発明者

特願 2009-

神大／

近 藤 、

35285

Bio-E 、

岡野；野

KCE

田

特願

神大／

近 藤 、

生産微生物及び

2009-23557

三井化

石 井 、

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙ

1

学

近藤貴；

2009/2/18

ホモ乳酸発酵

KP09-047

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙ

2009/10/9

生産方法

国内

外国出願

登録

□：登録
PCT＝US,

〇

IN

×

松 本 、
竹 林 、
高 橋 、
和田

KP09-100

桂皮酸の製造方

2010/3/31

法

特願

神大／

岡井、

2010-82053

帝人

近藤、

×

荻野；
三好

KP09-100

桂皮酸の製造方

-2

法

2010/12/24

（国優）

特願

神大／

岡井、

2010-28741

帝人

近藤、

×

荻野、

8

野田；
三好

KP12-053

クマル酸の製造
方法

2012/12/1
9

特願 2012

神大／

岡井、

-277461

帝人

近藤、

×

荻野、
野田；
三好

KP13-001

パラアミノ安息香
酸の生産方法

2013/6/1
3

特願 2013

神大／

岡井、

-125098

帝人、

近藤、

大阪市

荻野；

工研

樋田、
増田、

364

ID, MY,

×

佐藤；
大本、
山中

KP15-023

1,4-BDO の製法

－

－

(ｲﾉｼﾄｰﾙ経由）

ダ イ セ

工藤；

ル

江口

（出願前
譲渡）

KP15-027

1,4-BDO の製法

－

－

(ｸﾞﾙｺﾝ酸経由）

ダ イ セ

荒木；

ル

江口

（出願前
譲渡）

企業単独出願（出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 5 月 31 日）
発明の名称

出願番号
特願

出願日

出願人

発明者

三井化学

森重、高橋

（優先日）
イソプロピルアルコール生産細菌

(2009/9/16)

他

2009-214694
特願

イソプロピルアルコール生産細菌及びイソプロピル

2009-249418

アルコール生産方法

特願

グルコースと二酸化炭素からイソプロピルアルコー

2010-083881

ルを生産する大腸菌

特願 2012

gntR を破壊することによって生産性が向上したイソ

-528714

プロピルアルコール生産細菌

特願 2013

二酸化炭素固定経路を導入した微生物

(2009/10/29)

三井化学

白井、森重
他

－

三井化学

舘野、和田
他

2011/8/11

三井化学

他

(2010/8/12)
2012/7/27

-526900

三井化学

Ｄ－乳酸の生産方法、ポリマーの生産方法および

-163028

ポリマー

特願

1,3-ブタンジオール生産機能を付与された遺伝子組

2009-251276

み換え微生物及びその利用

特願 2011

アルキルジオールを産生する組換え菌の培養方法

2012/7/23

天野、白井
他

(2011/7/29)

特願 2012

天野、白井

三井化学

宮澤、酒井
他

－

ダイセル

岡林、中島、
山本

2011/9/28

ダイセル

中島 、岡林
他

-212815
特願 2014

発酵性基質から高い選択率でアルキルジオールを

-002919

生成する組換え微生物及びその利用

特願

１，４－ブタンジオールの製造方法

2014/1/10

ダイセル

林 、山本

2015/10/30

ダイセル

江口、荒木

2017/2/23

ダイセル

工藤、中島

2015-213666
特願

新規微生物、およびそれを用いたウロリチン類の製

2017-031674

造方法

他

365

特願

(未公開)

2018/4/6

ダイセル

山本、中島

2017/04/10

ダイセル

山本、中島

2018-073984
特願

ウロリチンＡの製造方法

2017-077536
特願

他

(2016/12/26)
乳酸の製造方法

Bio-E、KCE

野田、濱 他

帝人

河野

2011/12/29

日本触媒

吉田、向山

2015/9/15

日本触媒

有田、宮田

2016/03/29

2015-546621
特願 2011

植物由来成分を骨格とするポリエステル樹脂及びそ

-181570

の製造方法

特願 2011

アクリル酸およびその重合体の製造方法

2011/8/23

-290330
特願

オレフィン化合物の製造方法

他

2015-181817
特願

（未公開）

2017/6/5

日本触媒

2017-110637

企業単独 国内登録特許 （出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 5 月 31 日）
特許番号

発明の名称

登録日

出願人

出願番号

出願日
(優先日)

乳酸生産細菌及び乳酸生産
5210391

方法

2013/3/1

三井化学

産する方法及び乳酸生産細

2013/4/12

三井化学

イソプロピルアルコール生産
細菌及びイソプロピルアルコ

2014/6/27

三井化学

生産性の高いイソプロピルア
ルコール生産細菌

2014/10/10

三井化学

生産性が向上したイソプロピ

2015/1/9

三井化学

二酸化炭素固定回路を導入
した微生物

2016/4/22

の製造方法

特願 2012

2011/3/4

特願 2012

2011/8/11

三井化学

特願
2012/7/27
2013-526900

アクリル酸およびその重合体
5878368

2010/9/13

-528714

ルアルコール生産細菌
5922124

特願 2011

-504437

gntR を破壊することによって
5674789

2009/9/11

-531922

ール生産方法
5628288

特願 2010
-529744

菌

5568562

2009/9/11

-529743

植物由来原料から乳酸を生
5243546

特願 2010

2016/2/5

日本触媒

特願
2011/12/29
2011-290330

366

企業単独 外国出願 （出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 5 月 31 日）
移行国： □は特許登録済
出願国

発明の名称

出願日

出願人

生産方法

備 考
優先権：特願

乳酸生産細菌及び乳酸
PCT

出願番号

三井化学

2009/9/11

PCT/JP2009/06
2008-237177
5956

他

移行国：JP, US, IN, CA, EP, CN

植物由来原料から乳酸
PCT

を生産する方法及び乳

優先権：特願
三井化学

2009/9/11

PCT/JP2009/06
5957

酸生産細菌

2008-237177 他

移行国：JP, IN, CA, US, EP, CN

イソプロピルアルコール

優先権：特願

生産細菌及びイソプロ
PCT

ピルアルコール生産方

三井化学

2010/9/13

PCT/JP2010/06
5770

2009-214694

法
移行国：US, CA, TH, IN, JP, CN ,EP

イソプロピルアルコール

優先権：特願

生産酵母及びイソプロ
PCT

ピルアルコール生産方

2010/10/6

三井化学

2010/10/21

三井化学

PCT/JP2010/06
7596

2009-235571

法
イソプロピルアルコール
生産細菌及びイソプロ
PCT

ピルアルコール生産方

PCT/JP2010/06

優先権：特願

8631

2009-249418

PCT/JP2011/06

優先権：特願

8402

2012 -528714

PCT/JP2012/06

優先権：特願

9247

2013 -526900

PCT/JP2013/06

優先権：特願

9876

2012 -163028

法
移行国：JP
PCT

gntR を破壊することによっ

2011/8/11

三井化学

て生産性が向上したイソプ
ロピルアルコール生産細菌

移行国：CA, JP, CN, US, EP
PCT

二酸化炭素固定経路を

2012/7/27

三井化学

導入した微生物
移行国：EP, US, JP, KR
PCT

D-乳酸の生産方法、ポリ

2013/7/23

三井化学

マーの生産方法および
ポリマー
移行国：JP

367

研究項目４：バイオファインケミカル
共同出願（出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 6 月 30 日）
大学整理番

発明の名称（内
容）

号

KP09-101

出願日

出願番号

出願人

発明者

(優先日)
グルタチオンの製

2010/3/4

造方法

特願

神大／カ

原、仲山、

2010-48019

ネカ

田中、荻

国内
登録

×

野、近藤、
福田；岩崎

KP09-083

ピニ トールも しくは

2010/4/14

ピニトール含有組

特願

神大／フ

吉田、吉

2010-92715

ジッコ

田

特願

神大／カ

原 、 仲

2010-25389

ネカ

山 、 近

×

成物の製法および
それに用いる微生
物

KP10-055

グルタチオンの製

2010/11/12

造方法

×

藤、福田；

7

岩崎

KP10-090

酵素合成グリコー

2011/3/3

ゲンに対する抗

特願 2011-

江崎グリ

芦田、中

46777

コ

村 、 保

(出願前

田、鶴田

譲渡)

／高田、

体

－

古屋敷

KP11-024

グルタチオンの製

2011/8/3

造法

特願 2011

神大／カ

原、仲

-170166

ネカ

山、近

×

藤、福
田；岩崎

KP11-061

グルタチオンの製

2012/2/20

造法

KP12-005

グルタチオンの製

2012/9/24

造法

特願 2012

神大／カ

原、近

-34499

ネカ

藤；岩崎

特願 2012

神大／カ

原、近

-209750

ネカ

藤；岩

〇

×

崎、岩本

KP12-039

新規 DNA、および

2012/9/24

それを利用したカロ

特願 2012

神大／カ

原、

-209749

ネカ

近藤；
木崎、西

テノイドの製造方法

村、松田

KP14-052

抗酸化剤及び抗

－

－

酸化／UV ケア化

368

江崎グリコ

古屋敷；

（出願前

芦田、三

×

外国出
願
□：登録

粧料

KP14-086

グルタチオンの製

2015/3/4

造方法

KP14-095

5-アミノレブリン酸

2015/5/7

の製造方法

譲渡）

谷、吉岡

特願 2015

神大／カ

原、

PCT＝

-42909

ネカ

近藤；岩

US, EP,

崎、岩本

CN,

特願 2015

神大/コス

原、

-94650

モ石油

金丸、近
藤；斎藤

企業単独出願（出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 5 月 31 日）
出願番号
特願

発明の名称

出願日

発明者

ﾅｶﾞｾｹﾑﾃｯ

椎原

（優先日）
ヒアルロン酸増量剤

－

2009-203469
特願

出願人

酵母エキスの製造方法

ｸｽ
長瀬産業

西本

ﾅｶﾞｾｹﾑﾃｯ

椎原

2010/3/29
2010-075046
特願

フォスファチジルセリンの安定化方法

－

2010-112685
特願

かご状タンパク質の製造方法

ｸｽ
長瀬産業

卯津羅、張

2011/3/28
2011-70682
特願

フェリチンの製造方法

長瀬産業
2011/3/28

2011-70684
特願

リン脂質の定量方法

長瀬産業

谷脇

長瀬産業、

白坂、山口

2011/3/17
2011-059889
特願 2011

穀物加工食品用の抗カビ剤
2011/12/28

-288946

特願 2012

ｸｽ
キノコ類分解用酵素製剤

長瀬産業、
2012/8/29

-188245

特願 2013

門上

ﾅｶﾞｾｹﾑﾃｯ
ｸｽ

パン用品質改良剤

長瀬産業、
2013/3/29

-073417

特願 2013

ﾅｶﾞｾｹﾑﾃｯ

白坂、山口

ﾅｶﾞｾｹﾑﾃｯ
ｸｽ

食品保存剤

長瀬産業、
2013/3/29

-073540

白坂、山口

ﾅｶﾞｾｹﾑﾃｯ
ｸｽ

特願 2013

乳製品または調理食品用抗カビ剤、ならび

-075046

に抗カビ性が向上した乳製品または調理食

369

長瀬産業、
2013/3/29

ﾅｶﾞｾｹﾑﾃｯ

白坂、山口

特願 2014

品の製造方法

ｸｽ

食肉用結着キットおよびそれを用いた食肉製

長瀬産業、

品の製造方法

2014/2/28

-038915

特願 2014

門上、武田

ﾅｶﾞｾｹﾑﾃｯ
ｸｽ

放線菌におけるタンパク質生産用ベクター
2014/3/26

-207898

長瀬産業、

曽田、佐古

ﾅｶﾞｾｹﾑﾃｯ

田 他

ｸｽ

特願 2014

微生物の物質生産性を向上させる方法およ

-111436

び該方法に用いるキット

特願

シノリン含水結晶並びにその組成物、製法及
2016/9/29

2016-192019

び用途

特願

セドヘプツロースの製造方法

長瀬産業

廣瀬

長瀬産業、

伊藤、小出

林原

他

長瀬産業

山本

長瀬産業、

松本、松山

林原

他

長瀬産業

廣瀬、山田

長瀬産業

廣瀬

長瀬産業

廣瀬、谷口

2014/5/29

2018/4/27
2018-087503
特願

安定化されたマイコスポリン様アミノ酸を含有

2016-089659

する溶液、およびその製造方法

特願

遺伝子探索処理装置及び方法、遺伝子探索

2016/4/27

2016/10/28

2016-211561

処理プログラム並びに記録媒体

特願

微生物の物質生産性を向上させる方法およ

2015/5/28

2015-557282

び該方法に用いるキット

(2014/5/29)

特願

ヌートカトンの製造方法

2017/6/23

2017-123470
特願

メタボリックシンドロームの予防、改善または
治療用組成物

2010/5/24

2010-118051
特願

他

(2016/6/24)
ハウスウェ

室山、室崎

ルネスフー

他

ズ
グリコーゲンを含むヒアルロン酸およびエラス

江崎グリコ

古屋敷

江崎グリコ

芦田、中村

2010/9/15

2010-207294

チン産生促進剤

特願 2011-

酵素合成グリコーゲンに対する抗体
2011/3/3

他

46777
特願 2014

認知機能向上用組成物

江崎グリコ
2014/7/1

敷 他

-135670
特願 2014

セラミド産生促進剤及び皮膚外用剤

江崎グリコ
2014/7/18

抗酸化剤及び抗酸化／UV ケア化粧料

江崎グリコ
2015/1/8

抗酸化剤及び抗酸化／ＵＶケア化粧料

－

江崎グリコ

カネカ

(未公開)

2018/3/26

2018-57970

370

古屋敷、芦
田

2016-568374
特願

古屋敷、芦
田 他

1966＊
特願

八ッ橋、三
上 他

-147341
特願 2015-

角谷、古屋

加藤、岩崎

特願

(未公開)

カネカ

岩本、岩崎

フジッコ

紙谷、杉本

2018/6/14

2018-113961
特願 2014

大豆由来甘味料及びその製造方法
2014/8/29

他

-176595
特願

大豆植物体からのピニトールの抽出及びピ

フジッコ

ニトール含有組成物の製造方法

2016-70150

紙谷、杉本

2016/3/31

企業単独 国内登録特許 （出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 5 月 31 日）
特許番号

発明の名称

登録日

出願人

出願日

出願番号

(優先日)
微生物の物質生産性を向上
させる方法および該方法に用

5947470

2016/6/10

長瀬産業

特願
2015/5/28
2015-557282

いるキット

企業単独 外国出願 （出願日 2008 年 8 月 1 日～2018 年 5 月 31 日）
移行国： □は特許登録済
出願国

発明の名称

出願日

出願人

微生物の物質生産性を
PCT

向上させる方法および

出願番号
PCT/JP2015/06

2015/5/28

長瀬産業

備 考
優先権：特願

5460
2015-557282

該方法に用いるキット
移行国：JP
PCT

新規マイコスポリン様ア

2016/11/2 長瀬産業

ミノ酸

PCT/JP2016/08

優先権：特願

2661

2015-221443

研究項目５：革新的材料
出願なし

(５）受賞等
(５）受賞等
受賞件数 171 件
1)

福田伊津子，向井理恵，芦田均：「芳香族炭化水素類によるアリール炭化水素受容体の活性化に
対するカテキンの作用」（若手奨励賞受賞），2008.10.25

2)

上田学，福田伊津子，吉田健一，芦田均：「筋肉におけるカテキンの GLUT4 膜移行の促進とその作
用機構」（Young Investigator Award），2008.11.17-18

3)

松山秀人：「多孔構造膜の微細構造制御に関する膜工学的研究」(平成 20 年度化学工学会賞研究
賞), 2009.3.20
371

4)

Saeid Rajabzadeh：「Effect of membrane structure on long time stability of membrane contactor」(日本
膜学会 学生賞), 2009.5.22

5)

長尾俊哉：「カーボンナノチューブの担持によるポリアミド膜の透水量向上効果」(分離技術会学生
賞), 2009.6.13

6)

Cui Liang：「Characterization of random and block copolymers of highly sulfonated poly(arylene ether
sulfone) for proton exchange membrane 」(The best student poster award at AMS5-MSA), 2009.7.14

7)

藤井昭宏：「pH-responsive behavior of hydrogel microspheres altered by layer-by-layer assembly of
polyelectrolytes 」(The best student poster award at AMS5-MSA), 2009.7.14

8)

池田和法：「筋肉における GLUT4 の膜移行を介して高血糖を抑制する食品成分の in vivo スクリーニ
ング」（若手セミナーバトル～栄誉をつかめ！～第 3 位），2009.9.1

9)

澤田圭介：「インスリン抵抗性を予防する食品成分の探索」（若手セミナーバトル～栄誉をつかめ！
～第 1 位），2009.9.1

10) 中塚啓介：「高分子溶液の各相分離過程における膜構造の形成プロセス・固化速度の検討」(化学
工学会分離プロセス部会 優秀ポスター発表賞), 2009.9.18
11) 長尾俊哉：「透過性能の向上を目指したカーボンナノチューブ複合ポリアミド膜の作製」(化学工学会
分離プロセス部会 優秀ポスター発表賞), 2009.9.18
12) 平見啓祐：「熱誘起相分離法によって作製した UF 中空糸膜の分離性能に対する相分離温度の影
響」(化学工学会分離プロセス部会 優秀ポスター発表賞), 2009.9.18
13) 福田伊津子，向井理恵，芦田均：「芳香族炭化水素類によるアリール炭化水素受容体の活性化に
対するカテキンの作用」（若手奨励賞受賞），2009.10.25
14) 上田学，福田伊津子，吉田健一，芦田均：「筋肉におけるカテキンの GLUT4 膜移行の促進とその作
用機構」（Young Investigator Award），2009.11.17-18
15) Koda, R., Nakashima, K., Tanaka, T., Fukuda, H., Kondo, A.:「Integrated and energy-saving biodiesel
fuel production using fungus whole-cell biocatalyst」, (APBioChEC'09, Best Poster Award),
2009.11.24-26
16) Nakashima, K., Arai, S., Tanino, T., Ogino, C., Kondo, A., Fukuda, H.:「Production of biodiesel fuel in
ionic liquids catalyzed by whole-cell biocatalysts」, (APBioChEC'09, Best Presentation Award),
2009.11.24-26
17) Mukai, R., Ashida, H., Nikawa, T., and Terao, T.:「Nuclear accumulation of flavonol aglycones in
cultured cells detected with a fluorescence microscope」(Travel Award), 2009.12.7-11
18) 金本優杞，福田伊津子，芦田均：「高脂肪食摂取マウスにおける黒大豆種皮抽出物の肥満予防作
用」（神戸大学研究基盤センター若手フロンティア研究会 2009 優秀賞），2009.12.24
19) 加藤寛子，堀良美，蓮沼誠久，近藤昭彦「キシロースからのエタノール発酵性能の強化を目指した
二倍体酵母の育種と代謝解析」（第 8 回最先端バイオテクノロジー発表会 ポスター賞）、2010.2.17
20) 中塚啓介：「相分離シミュレーションを用いた TIPS 法による NF 膜創製の可能性の検討」(日本膜学
会 学生賞), 2010.5.13
21) 長尾俊哉：「耐バイオファウリング性ポリアミド逆浸透膜の創製と評価」(日本膜学会 学生賞),
2010.5.13
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22) Kondo, A., Hasunuma, T., Ogino, C., Tanaka, T.:「Construction of consolidated bioprocesses for
production of bio-fuels and chemicals by using cell surface engineered microbial cells」
(RENEWABLE ENERGY 2010, Best Paper Award), 2010.7.2
23) 寺島泰樹：「動物由来バイオマスを用いた貴金属分離技術の開発」(化学工学会分離プロセス部会
ポスターセッション学生賞), 2010.9.7
24) 西垣内修：「非溶媒誘起型相分離法による酵母内包多孔膜の開発および特性評価」(化学工学会分
離プロセス部会 ポスターセッション学生賞), 2010.9.7
25) 水口奈美：「水・有機溶媒・食用油・イオン液体をゲル化可能な新規低分子ゲル化剤の開発」(化学
工学会材料・界面討論会 ポスターセッション学生賞), 2010.9.7
26) Imada, S., Ashida, H.:「Black tea prevents hyperglycemia and obesity in KK-Ay mice」(The 4th
International Conference on O-CHA(Tea) Culture and Science, Poster Award), 2010.10.26
27) 近藤昭彦：「細胞表層工学技術の広範な展開と合成生物工学の開拓によるバイオ燃料・グリーン化
学品生産のための細胞工場の創製-バイオリファイナリーの構築を目指して-」（生物工学功績賞）、
2010.10.27
28) 会津心之亮：「逆浸透膜への応用を目指したリン脂質二重層担持膜の作製」(成形加工シンポジア’
10 ベストポスター賞), 2010.11.13
29) Yoshida, H., Hara, K.Y., Ogino, C., Kondo, A.:「Enzymatic glutathione production using metabolically
engineered Saccharomyces cerevisiae」 (YABEC 2010 Poster Award), 2010.11.20
30) Fachrul Razi:「The improvement of antifouling performance of hollow fiber polyethersulfone (PES)
membrane by surface functionalization」(Student oral presentation award at AMS6 /IMSTEC10),
2010.11.25
31) 山下陽子，上田学，芦田均：「カカオ抽出物(CLPr)の糖尿病予防および改善効果について（神戸大
学研究基盤センター若手フロンティア研究会 2010 最優秀賞授賞），2010.12.24
32) 田中勉：「酵素を用いたタンパク質高機能化技術の開発」（化学工学会研究奨励賞）、2011.3.22
33) 西野孝：「高分子界面の構造と物性に関する X 線的研究」（日本接着学会賞）、2011.6.17
34) Yasuda, M., Furuyashiki, T., Kakutani, R., Takata, H., Nakamura, T., Nakamura-Tsuruta, S., Ashida,
H.:「Metabolism and function of enzymatically synthesized glycogen in intestine」(XI Asian Congress
of Nutrition), 2011.7.13
35) 保田倫子：「Metabolism and function of enzymatically synthesized glycogen in intestine」（財団法人
農芸化学研究奨励会 第 60 回国際会議出席費補助金交付），2011.7.13
36) 山下陽子，芦田均：「エピカテキン重合体であるプロシアニジンを高含有する組成物の肥満予防効
果」（第 8 回日本カテキン学会 優秀プレゼンテーション賞），2011.9.22
37) Yamashita, Y., Natsume, M., Ashida, H.:「Cacao liquor procyanidin extract suppresses hyperglycemia
through promotion of glucose uptake accompanied by translocation of glucose transporter 4 in
muscle」（2011 International Conference on Food Factors Travel Award）, 2011.11.20
38) 岡崎文美：「超好熱性細菌 Thermotoga neapolitana 由来耐熱性 β-1,3-キシラナーゼの安定性解
析」（第 12 回極限環境生物学会ポスター賞），2011.11.27
39) 谷村幸亮：「Halomonas elongata を用いたバイオマス由来 C5 糖からの高効率エクトイン生産プロセ
スの開発」（第 12 回極限環境生物学会ポスター賞），2011.11.27
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40) Ogawa, R.:「Effect of enzymatically synthesized glycogen on fat accumulation and lipid metabolism in
mice fed a high-fat diet」(日本フードファクター学会 2011 International Conference on Food Factors
<Travel Award>), 2012.1.30
41) 天野仰，白井智量，松本佳子，平野淳一郎，高橋均，竹林のぞみ，森重敬，舘野俊博，古澤力，平
沢敬，清水浩，和田光史：「イソプロピルアルコール高生産大腸菌の開発」（日本農芸化学会 2012
年度大会トピックス賞），2012.3.23
42) 森敦紀：「CH カップリングを利用するオリゴチオフェン類の精密合成」 (長瀬研究奨励賞)，2012.4.20
43) 矢部志央理, 山崎将紀, 江花薫子, 岩田洋佳：「日本イネ品種におけるゲノミックセレクションの有効
性：シミュレーション研究による評価」（第 122 回講演会日本育種学会優秀発表賞），2012.9.14
44) 田中暁子，福岡佑記，本庄崇文，香田大輔，後藤雅宏，丸山達生：「ガン細胞へ選択的毒性を示す
超分子ゲル化剤の開発」（優秀ポスター賞），第 59 回高分子研究発表会，2013.7.12
45) 日浅巧，西岡利奈，木村建次郎，大西洋：「FM-AFMで観る界面液体構造の化学」（表面科学
Editor's Choice），2013.7
46) 山下陽子，岡部正明，夏目みどり，芦田均：「重合度の異なるカカオ由来プロシアニジンが筋肉細胞
での GLUT4 膜移行を介したグルコース取り込みにおよぼす効果」（第 60 回日本食品科学工学会
優秀発表賞)，2013.8.30
47) 川崎聖治，水光俊介，高橋竜太，大西洋，Lippmaa, M.：「FM-AFM による光触媒SrTiO3上の水和
構造観察」（第74回応用物理学会学術講演会講演奨励賞），2013.9.16-20
48) 松山秀人：第 37 回井植文化賞 科学技術部門，2013. 9. 26
49) Kimura, Y., Zhang, T., Jiang, S., He, C., Ashida, H.:「Luteolin modulates expression of phase II
drug-metabolizing enzymes through Nrf2 pathway in HepG2 cells」(the 6th International Conference
on Polyphenol and Health MARS Travel Award) , 2013.10.16
50) Hayashibara, K., Ueda, M., Ashida, H.:「Epigallocatechin gallate increases glucose uptake activity and
GLUT4 translocation through PI3K-dependent pathway in L6 myotubes 」(the 6th International
Conference on Polyphenol and Health MARS Young Investigator Award), 2013.10.16
51) 山崎将紀：平成 24 年度 神戸大学農学部同窓会六篠会 六篠業績賞受賞，2013.10.26
52) Hayashibara, K., Ueda, M., Ashida, H.:「Mode of action of black tea polyphenol on promotion of
GLUT4 translocation」(The 5th International conference on O-CHA (Tea) Culture and Science Poster
Award), 2013.11.8
53) 山下陽子，芦田均：「カカオポリフェノールの高血糖・肥満抑制効果とその作用機構」（第 5 回食品薬
学シンポジウム 優秀発表賞），2013.11.11
54) 三谷塁一，淺野茂三，原田直樹，芦田均，山地亮一：「レスベラトロールはリガンドと非競合的にアン
ドロゲン受容体シグナルを抑制する」（第 18 回日本フードファクター学会 学術集会 Young
Investigator Award 銅賞)，2013.11.26
55) 山下陽子，岡部正明，夏目みどり，芦田均：「カカオ由来プロシアニジンによるインクレチン効果を介
した血糖調整作用」（第 18 回日本フードファクター学会 学術集会 Young Investigator Award 銅賞)，
2013.11.26
56) 安龍傑：「Sr をドーピングした NaTaO3 光触媒の表面再構成」（第 33 回表面科学学術講演会講演奨
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励賞），2013.11.26-28
57) 横山友紀：「経口摂取を想定した抗アレルギー効果を有する食品因子探索法の確立」（日本農芸化
学会関西支部若手優秀発表賞），2013.12.7
58) 日浅巧：「FM-AFM を用いた界面液体ナノ構造の探索的研究」（日本学術振興会産学協同研究委
員会ナノプローブテクノロジー第 167 委員会， ナノプローブテクノロジー奨励賞），2014.1
59) 辻川勇治：「Lactobacillus delbrueckii 及び L. paracasei におけるイヌリン型フルクタン資化性の比較
検討」（日本農芸化学会関西支部賛助企業特別賞），2014.2.1
60) 北畑繁，田中暁子，福岡佑記，丸山達生：「N-末端脂質化ペプチドの細胞膜透過能の検討」（優秀
発表賞），第 16 回化学工学会学生発表会，2014.3.1
61) 若井暁，浅井菜々実，山田亮祐，荻野千秋，堤浩子，秦洋二，近藤昭彦：「セルロース系バイオマス
からの物質生産を可能にしたスーパー麹菌の開発」（日本農芸化学会 2014 年度大会トピックス賞），
2014.3.27-30
62) Kada, S., Ishikawa, A., Ohshima, Y., Yoshida, K.:「Alkaline Serine Protease AprE Plays an Essential
Role in Poly-γ-glutamate Production during Natto Fermentation」（2013 年度 BBB 論文賞)，
Biotechnology, and Biochemistry 77(4), 802-809.
63) 田中久登，名畑茉由子，堀江孝史，大村直人：「撹拌槽の層流混合場における粒子分散挙動」
(2013 年度化学工学会粒子流体プロセス部会動画賞)
64) 西野孝：「環境調和高分子複合材料に関する研究と日本材料学会活動への貢献」（日本材料学会
平成25年度学術貢献賞），2014.5.17
65) 富宅陽子，小寺賢，西野孝：「全ポリ乳酸ナノ複合材料の構造と物性」（第58回高分子研究発表会エ
クセレントポスター賞），2014.7.13
66) 富宅陽子，小寺賢，西野孝：「エレクトロスピニングを用いたオールポリ乳酸ナノ複合材料の創製」
（第43回繊維学会夏季セミナー優秀ポスター受賞），2014.8.9
67) 蓮沼誠久：「代謝プロファイリングに基づく微生物育種技術の開発と応用」（日本生物工学会生物工
学奨励賞（斎藤賞）），2014.9.9
68) 三谷塁一：「低酸素下で誘導される p62 介在性オートファジーによるアンドロゲン受容体の分解機
構」 (日本生化学会、若手優秀発表賞)，2014.10.15
69) An, L.:「SrドープNaTaO3の表面再構成と光触媒機能：よいドーパントを探す法則の探求」, (第4回
CSJ化学フェスタ2014優秀ポスター賞), 2014.10.14-16
70) 山下陽子：「グラブリジンの筋肉細胞における高血糖抑制効果とその作用機構」 (日本フードファクタ
ー学会，Young Investigator Award 第 1 位，2014.11.8
71) 本窪田章博，田中耕生，竹中慎治，Laurent Sauviac，Claude Bruand，吉田健一：「アルファルファ根
粒菌に見出されたイノシトール合成系に関する研究」（日本農芸化学会関西支部若手優秀発表賞），
2014.12.6
72) 周 庄 ， Abdul Rajjak SHAIKH ， 垣 花 百 合 子 ， 松 山 秀 人 ： 「 Preparation and characterization of
hydrophilic vinyl chloride copolymer membrane with improved antifouling properties」（先端膜工学
機構春季講演会ポスター賞）2015.3.4
73) 松木達也，神尾英治，松山秀人：「CO2 分離膜への応用を目指した反応性イオン液体の分子設計」
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（先端膜工学機構春季講演会ポスター賞）2015.3.4
74) 田中裕大，安川政宏，渋谷真史，高橋智輝，三好太郎，松山秀人：「異なる駆動溶質における正浸
透膜法の水輸送に関する理論的解析」（第 17 回化学工学会学生発表会優秀賞）2015.3.7
75) 小川大地，三野泰志，高橋智輝，松山秀人：「浸透圧の発現と磁性回収を両立する機能性微粒子
の開発」（化学工学会第 80 年会ポスター賞（特別賞））2015.3.19-21
76) 安井 知己，神尾英治，松山秀人：「自己修復性有機-無機ハイブリッドネットワークを有する高強度イ
オンゲルの創製」（化学工学会第 80 年会ポスター賞（銅賞））2015.3.19-21
77) 舛森裕太，三好太郎，小野田草介，安川政宏，高橋智輝，松山秀人：「正浸透膜を用いた実下水処
理における膜性能評価」（化学工学会第 80 年会ポスター賞（銀賞））2015.3.19-21
78) 本田和久：「ニワトリの栄養代謝制御に関する生理生化学的研究」(日本畜産学会賞)，2015.3.28
79) 高橋智輝，安川政宏，神尾英治，佐伯大輔，三野泰志，松山秀人：「神戸大学・先端膜工学センタ
ーにおける正浸透膜プロセスの開発動向」（2015 年度日本海水学会第 66 年会，黒潮賞）2015.6.4-5
80) 林益啓，島村和彰，三好太郎，松山秀人：「海水淡水化前処理における砂ろ過での TEP およびバイオポ
リマーの除去性の検討」（2015 年度日本海水学会第 66 年会，親潮賞）2015.6.4-5

81) 渋谷真史，三嶋翔司，安川政宏，高橋智輝，三好太郎，松山秀人：「正浸透膜の透水性能と耐圧性
能に関する検討」，日本膜学会第 37 年会（ポスター発表学生賞），2015.5.14
82) 宮下若菜，佐伯大輔，松山秀人：「疎水化セルロース膜上へのリン脂質二分子膜の形成」，日本膜
学会第 37 年会（ポスター発表学生賞），2015.5.14
83) 林益啓，島村和彰，三好太郎，松山秀人：「海水淡水化前処理における砂ろ過での TEP およびバイ
オポリマーの除去性の検討」，2015 年度日本海水学会第 66 年会（親潮賞），2015.6.4
84) 高橋智輝，安川政宏，神尾英治，佐伯大輔，三野泰志，松山秀人：「 神戸大学先端膜工学センタ
ーにおける正浸透膜プロセスの開発動向」，2015 年度日本海水学会第 66 年会（黒潮賞），2015.6.4
85) 高橋俊成，増田康之，吉田和利，水野雅史：「生酛乳酸菌のバイオジェニックス効果に着目した米乳
酸発酵飲料の開発」，（第 24 回生物工学技術賞），2015.6.29
86) 長野智哉：「カテキン代謝物によるグルコース取り込み促進作用について」，第 28 回日本動物細胞
工学会 2015 年度大会（優秀発表賞），2015.7.9
87) 増田勇人：「テイラー・クエット流装置における Carreau モデル流体の代表粘度およびせん断速度」，
化学工学会第 47 回秋季大会（粒子・流体プロセス部会シンポジウム賞・プレゼンテーション賞），
2015.9.9
88) 平岡隆一，舟崎裕一，丸山達生：「Layer-by-Layer 法を用いた新規分解性ポリアニオンとタンパク質からな
る抗菌性薄膜の開発」，化学工学会第 47 回秋季大会（優秀ポスター賞），2015.9.10
89) 北畑繁，山本俊輔，徳田桂也，西野孝，丸山達生：「両親媒性高分子と低分子界面活性剤を用いた
様々な樹脂表面の親水化処理」，第 64 回高分子討論会（優秀ポスター賞），2015.9.15
90) 中井里香：「ダイオキシンが誘導する薬物代謝酵素の発言に対するルテオリンとケンフェロールの抑
制効果」，第 54 回日本栄養・食糧学会近畿支部大会（優秀発表賞(第 1 位) ），2015.10.10
91) 若井暁，浅井菜々実，荻野千秋，堤浩子，秦洋二，近藤昭彦：「コピー数多形とプロモーター強度を
加味した黄麹菌でのマルチ遺伝子発現」，第 15 回糸状菌分子生物学コンファレンス（企業特別賞），
2015.11.19
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92) Nagano, T.:「Catechin metabolites promote glucose uptake in myotubes」, The 6th International
Conference on Food Factors (Young Investigator Award), 2015.11.22
93) Nakai, R.:「Kaempferol modulates expression of drug-metabolizing enzymes through AhR and Nrf2
pathways 」, The 6th International Conference on Food Factors (Young Investigator Award),
2015.11.22
94) 12) 三嶋翔司，安川政宏，渋谷真史，高橋智輝，松山秀人：「高透水性と高耐圧性を両立する FO
膜の開発」，膜シンポジウム 2015（ポスター発表学生賞），2015.11.25-26
95) 長谷川礼乃，三野泰志，新戸浩幸，松山秀人：「 O/W エマルションの膜細孔透過に関する数値解
析」， 膜シンポジウム 2015（ポスター発表学生賞），2015.11.25-26
96) 河合佑樹，原茅乃，今石浩正：「真核生物の P450 活性を制御する新規遺伝子の探索と利用」，第 38
回日本分子生物学会年会 第 88 回日本生化学会大会 合同大会（若手優秀発表賞），2015.12.1
97) 長野智哉：「GLUT4 を介したカテキン代謝物の糖取り込み促進作用」，第 12 回日本カテキン学会年
次学術大会（優秀発表賞），2015.12.4
98) 岸本真奈：「乳酸菌とその菌体外多糖(Extracellular polysaccharides:EPS)の免疫賦活性に関する研
究」，日本農芸化学関西支部第 492 回（支部賛助企業特別賞），2015.12.5
99) 西谷詢太，三野泰志，新戸浩幸，松山秀人：「クロスフロー精密濾過におけるケーク層形成に関する
数値シミュレーション」，第 18 回化学工学会学生発表会福岡大会（優秀発表賞），2016.3.5
100) 井口博貴，東千誠，舟崎裕一，藤田佳佑，森敦紀，丸山達生，中壽賀章：「導電性有機高分子を用
いたグラフェン分散技術の開発と導電性材料への応用」，第 18 回化学工学会学生発表会（優秀発
表賞），2016.3.5
101) 永口侑香，加藤智晴，田中勉，丸山達生：「ポリメラーゼ連鎖反応を利用した DNA―金ナノ粒子ハイ
ブリッドゲルの作製と特性評価」，化学工学会第 81 回年会（優秀学生賞），2016.3.14
102) 東千誠，舟崎裕一，丸山達生：「重合性界面活性剤を用いた金属ナノ粒子表面の機能化」，化学工
学会第 81 回年会（優秀学生賞），2016.3.14
103) 北畑繁，徳田桂也，西野孝，丸山達生：「変性ポリオレフィンと PEG 系含フッ素高分子を用いたポリ
プロピレン表面修飾法の開発」，化学工学会第 81 回年会（優秀学生賞），2016.3.14
104) 松山和史，高橋智輝，三好太郎，安川政宏，綿部智一，松山秀人：「ファインバブルによる膜ファウリ
ング抑制とその機構解明に関する研究」，化学工学会第 81 年会（優秀学生），2016.3.14
105) 西谷詢太，三野泰志，新戸浩幸，松山秀人：「 微粒子分散液のクロスフローろ過に関する数値解
析」，化学工学会第 81 年会（優秀学生賞），2016.3.14
106) 前田道弘，田宮元，牧野悟士，堀清純，江花薫子，飯島健，西内俊策，横山若菜，末廣美紀，岡田
聡史，合田喬，佐々木萌，Arturo Garcia，土井一行，山崎将紀：「日本水稲 Nested Association
Mapping 集団による農業形質の遺伝解析」，第 129 回講演会育種学会（優秀発表賞），2016.3.26
107) 周庄，Rajabzadeh Saeid，松山秀人：「Preparation and characterization of antifouling PVC hollow
fiber membrane by blending an amphiphilic copolymer」，化学工学会第 81 年会（優秀学生賞），
2016.3.14
108) 孫雨辰:「Preparation of antifouling PVDF membrane by blending with a new flourinated amphiphilic
copolymer」, AGSM4, (Best Presentation Award), 2016.4.22
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109) Fatemeh Ranjbaran:「High Performance Ion Gel Membrane for CO2/N2 Separation」, AGSM4, (Best
Presentation Award), 2016.4.22
110) 酒井将平：「直接数値シミュレーションを用いた粒子分散液のファウリング挙動解析」，日本膜学会第
38 年会，（学生賞(ポスター)），2016.5.11
111) 高井徹：「Amphotericin B を組み込んだ Supported Lipid Bilayer の透水性能に関する検討」，日本膜
学会第 38 年会，（学生賞(ポスター)），2016.5.11
112) 中川湧貴：「ポリアミド系 TFC 膜を用いた有機溶媒透過性と阻止性の検討」，日本膜学会第 38 年会，
（学生賞(ポスター)），2016.5.11
113) 田中裕大：「浸透圧発電を指向した異なる中空糸膜モジュールにおける透水の解析」，(日本膜学会
第 38 年会，（学生賞(ポスター)），2016.5.11
114) Mahboobeh Vaselbehagh:「Effect of direct electric current on anti-biofouling properties in
electrodialysis processes」，日本膜学会第 38 年会，（学生賞(ポスター)），2016.5.11
115) 芦田均：「生活習慣病予防に資するポリフェノールの食品機能学的研究」，2016 年日本日本栄養・
食糧学会（学会賞），2016.5.13
116) Farhad Moghadam:「Amino acid ionic liquids-based ion gel membranes with high CO2 separation
efficiency for ventilation application」，第 5 回 JACI/GSC シンポジウム，（ポスター賞)，2016.6.3
117) 井口博貴，東千誠，舟崎裕一，藤田佳佑，森敦紀，丸山達生，中壽賀章：「導電性高分子を用いた
グラフェン分散法の開発と導電性材料への応用」，第 62 回高分子研究発表会，（エクセレントポスタ
ー賞），2016.7.15
118) Farhad Moghadam:「High CO2 Separation Performance Double Network Ion Gel Membranes with
Excellent Pressure Stability」，AMS10，（ポスター賞)，2016.7.29
119) 孫雨辰:「Preparation of hydrophilic PVDF antifouling blend membranes by non-solbent induced
phase separation (NIPS) method」，AMS10，（ポスター賞)，2016.7.29
120) 永口侑香，加藤智晴，田中勉，丸山達生：「ポリメラーゼ連鎖反応を用いた金ナノ粒子/DNA ネットワ
ークゲルの作製」，化学工学会第 48 回秋季大会，（優秀ポスター賞），2016.9.7
121) 宮下若菜：「高分子多孔体上に形成した脂質二分子膜への生体分子の導入」，化学工学会第 48 回
秋季大会，（優秀ポスター賞），2016.9.8
122) 佐々木建吾, 佐々木大介, 近藤昭彦, 大澤朗：「pH 非調整型の培養系ヒト腸管モデルの確立」，日
本生物工学会 2016 年度大会，トピックス，2016.9.28-30
123) 藤本智紀，桶本篤史，谷屋啓太，市橋祐一，西山覚：「グラフト法により調製した Zr-MCM-41 上での
MPV 反応活性」，第 9 回触媒表面化学研究発表会，（優秀研究賞），2016.10.28
124) Sunglin Lee, Chizuru Hongo, Takashi Nishino, : 「 Mechanical properties of well-alligned and
well-oriented poly glycolic acid nanofibers by electrospinning」, 9th International Conference on
Green Composites (ICGC-9), (Best Poster Award), 2016.11.3
125) Hao Jiang:「The anti-diabetes effect of quercetin and its metabolite isorhamnetin on glucose uptake in
myotubes」，JSBBA Kansai 3rd Student Forum（Best Presentation Award），2016.11.5
126) Yusuke Kubota :「Search for food compounds to increase protein synthesis or decrease protein
degradation in skeletal muscle, and elucidation its mechanism」 ，JAACT206 ，（ Poster Award ）
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2016.11.12
127) Rika Nakai:「Luteolin enhanced kaempferol-inhibiting expression of drug-metabolizing enzymes」，
JAACT206（Poster Award），2016.11.12
128) 光橋雄史，山下陽子，芦田均：「カカオポリフェノールの代謝促進効果：投与タイミングと時計遺伝
子」，第 21 回フードファクター学会学術集会（Young Investigator Award），2016.11.19-20
129) 宮下若菜：「高分子多孔膜を支持体とした supported lipid bilayer への生体分子の導入」，日本膜学
会膜シンポジウム 2016，（学生賞），2016.12.2
130) 渋谷真史：「バイオエタノール生産プロセスおける浸透圧駆動型膜分離法を利用した糖液濃縮の検
討」，日本膜学会膜シンポジウム 2016，（学生賞），2016.12.2
131) Sunglin Lee: For Exceptional academic attainment in the Premium Program, KOBE UNIVERSITY,
Graduate school of Engineering, (OUTSTANDING STUDENT AWARD), 2016.12.2
132) 渋谷真史：「Up-concentration of sugar solution by using forward osmosis for bioethanol production
process」，IMSTEC2016，(Travel Award)，2016.12.2
133) 中井里香：「クルクミンおよびその誘導体による薬物代謝酵素発現調節機構の解明に関する研究」，
日本農芸化学会関西支部第 497 回講演会（支部賛助企業特別賞）2016.12.3
134) 東郷範弘：「浸透圧補助低圧逆浸透法による海水高濃縮技術に関する基礎的検討」，日本海水学
会若手会第 8 回学生研究発表会，（優秀賞），2017.3.3
135) 原真奈美，西森圭亮，北畑繁，徳田桂也，西野孝，丸山達生：「変性ポリオレフィンを用いた高分子
塗布によるポリプロピレンへの反応点の導入」，第 19 回化学工学会学生発表会，（優秀発表賞），
2017.3.4
136) 貞佑樹：「有機キレートを用いた多孔性 TiO2-ZrO2 複合膜の作製と構造評価」，第 19 回化学工学会
学生発表会，（優秀賞），2017.3.4
137) 東千誠，舟崎裕一，丸山達生：「新規重合性界面活性剤を用いた金属ナノ粒子の表面機能化法の
開発」，化学工学会 第 82 年会，（優秀発表賞），2017.3.7
138) 井口博貴，東千誠，舟崎裕一，藤田佳佑，森敦紀，丸山達生，中壽賀章：「ポリチオフェンを骨格と
する導電性高分子を用いたグラフェン分散技術の開発」，化学工学会第 82 年会，（優秀発表賞），
2017.3.7
139) 張一涵：「ポリアミド活性層の表面改質が及ぼす正浸透膜法による糖液濃縮およびバイオエタノール
生産への影響」，化学工学会第 82 年会，（最優秀学生賞），2017.3.8
140) 与那嶺元樹：「逆浸透膜表面にグラフトされた機能性ポリマーの構造がバイオファウリング挙動に及
ぼす影響」，化学工学会第 82 年会，（優秀学生賞），2017.3.8
141) 高井徹：「生体模倣型分離膜を指向した Amphotericin B の分離機能の評価」，化学工学会第 82 年
会，（優秀学生賞），2017.3.8
142) 工藤優美香：「Picene 誘導体光触媒を用いた水の光分解反応」，先端膜工学研究推進機構春季講
演会，（優秀ポスター賞），2017.3.13
143) 若井暁，浅井菜々実，荻野千秋，堤浩子，秦洋二，矢追克郎，松沢智彦，近藤昭彦：「遺伝子組み
換え麹菌培養上清カクテルを用いた希少糖高生産プロセスの開発」，日本農芸化学会 2017 年度大
会（トピックス賞），2017.3.20
379

144) 高井徹：「Characterization of separation function of Amphotericin B for biomimetic water purification
membrane」，The 5th Asian Graduate Student Symposium on Membrane Engineering (The Best
Student Oral Presentation Award at AGSM5) , 2017.4.21
145) 松岡淳：「DEVELOPMENT OF NOVEL CO(II) CONTAINING IONIC LIQUID AS AN OXYGEN
CARRIER」, The 5th Asian Graduate Student Symposium on Membrane Engineering (The Best
Student Oral Presentation Award at AGSM5) , 2017.4.21
146) 奥野健太：「重合性脂質により構成される脂質二分子膜の膜構造評価」，日本膜学会第 39 年会（学
生賞)，2017.5.27
147) 栗栖宏樹：「温度相転移性正浸透駆動溶液の特異な浸透圧挙動に関する基礎的検討」，日本膜学
会第 39 年会（学生ポスター賞），2017.5.27
148) 奥野健太：「ジアセチレン骨格を有する重合性脂質を含むリポソームの相分離挙動評価」， 第 68 回
コロイドおよび界面化学討論会（ポスター賞）， 2017.9.12
149) 井口博貴，東千誠，舟崎裕一，藤田佳佑，森敦紀，丸山達生，中壽賀章：「ポリチオフェン誘導体を
用いたグラフェン分散技術の開発と応用」，化学工学会第 49 回秋季大会（優秀ポスター賞），
2017.9.21
150) 楊匯艶：「High performance polyethersulfone/sulfonated polyethersulfone ultrafiltration membranes :
Preparation and formation mechanism」，化学工学会第 49 回秋季大会（分離プロセス部会ポスターセ
ッションポスター賞)，2017.9.21
151) 世良友宏：「Effect of nanosheet on the membrane performance of stacked niobite nanosheet
membranes」，化学工学会第 49 回秋季大会（分離プロセス部会シンポジウム優秀ポスター賞），
2017.9.21
152) 岡田聡史，横山若菜，末廣美紀，山崎将紀：「酒米品種「山田錦」の心白発現 QTL である qWCY6
の高精度マッピングへ向けた表現形質評価方法の検討」，第 132 回日本育種学会講演会（第 132
回講演会日本育種学会優秀発表賞），2017.10.7-8
153) Ken-ichi Yoshida: Lecturer-ship (Staff mobility for teaching) Erasmus+, Jagiellonian University PL
KRAKOW01, 2017.10.15-21
154) 栗栖宏樹：「FO 膜法による海水淡水化に用いる温度相転移物質の再生に関する検討」， 日本海水
学会第 4 回海水・生活・化学連携シンポジウム（最優秀ポスター賞），2017.10.27
155) 西野孝，平成 29 年度兵庫県科学賞，2017.11.8
156) Team Kobe (supervised by Ken-ichi Yoshida):「Tea ceremony master bug」, iGEM2017 (Silver medal
winner), 2017.11.9-13
157) 東郷範弘：「浸透圧補助低圧逆浸透法を用いた高濃縮膜プロセスの検討」，日本膜学会膜シンポジ
ウム 2017（学生賞），2017.11.14
158) Zhe Yang：「Anti-biofouling of commercial polyamide reverse osmosis membranes using controlled
zwitterionic polymer grafted by surface-initiated ARGET ATRP」，日本膜学会膜シンポジウム 2017
（学生賞），2017.11.14
159) 松岡淳：「金属錯体系イオン液体のカチオンサイズがガス透過挙動に及ぼす影響」，日本膜学会膜
シンポジウム 2017（学生賞），2017.11.14
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160) 古屋敷隆，角谷亮，梶浦英樹，高田洋樹：「グリコーゲンの酵素的製造方法の開発と応用研究」（日
本農芸化学会関西支部技術賞），2017.12.8
161) 弓矢健一郎：「グリセロール骨格を有する温度応答性高分子の開発と正浸透プロセスへの応用」，第
20 回化学工学会学生発表会（優秀賞），2018.3.3
162) 小川祐生：「気体透過法による多孔膜のサブナノ細孔径分布評価」，第 20 回化学工学会学生発表
会（優秀賞），2018.3.3
163) 原真奈美，西森圭亮，北畑繁，西野孝，丸山達生：「接着プライマーを用いたポリプロピレンの表面
修飾コーティング」，化学工学会第 83 年会（優秀発表賞），2017.3.4
164) Chuanjie Fang：「The study on controlling surface pore size of hollow fiber membranes in the TIPS
process」，先端膜工学研究推進機構春季講演会（ポスター賞），2018.3.5
165) 飯田祐：「気体透過法による多孔膜のサブナノ細孔径分布評価」，先端膜工学研究推進機構春季
講演会（ポスター賞），2018.3.5
166) 濵田慎之介：「電気透析排水から 2 価陽イオンと 2 価陰イオンを選択分離する新規ナノ濾過膜の開
発」，日本海水学会若手会 第 9 回学生研究発表会（奨励賞(鳴門塩業(株)賞))， 2018.3.10
167) 中川敬三：「反応工学部会の国内及び国際活動に貢献する顕著な若手企画と運営」，化学工学会
（部会活動功労賞)， 2018.3.13
168) 谷口秀：「アミノ酸イオン液体含有ゲル薄膜の創製とその CO2 透過機構の解明」，化学工学会第 83
年会（優秀学生賞），2018.3.13-15
169) 松岡淳：「金属錯体系イオン液体の酸素吸収速度におけるカチオンサイズの影響」，化学工学会第
83 年会（優秀学生賞），2018.3.13-15
170) 藤田このむ：「燃料と食料の架け橋」，第 18 回理工系学生科学技術論文コンクール（最優秀賞・文部
科学大臣賞受賞），2018.3.22
171) 矢部志央理，吉田ひろえ，山本英二，山崎将紀，林武司，中川博視：「水稲品種における穂構造記
述法の提案」，第 245 回日本作物学会講演会（第 245 回講演会日本作物学会優秀発表賞），
2018.3.29-30
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