①AIソムリエ -１分・１滴で味と香りを定量化するダイヤモンド化学センサ
産業技術総合研究所 大曲 新矢
顧客とその課題

技術シーズの強みと実現性

ワインや日本酒の発酵管理、品質評価に用いられる
定量的なデータが取りにくく、
評価に高度な技能と知識が必要

定量評価
FTIR
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「官能評価」・・・人の五感を使った特性分析

香気成分
酸化防止剤

商品紹介

発酵度数

還元電位

官能評価
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Potential vs Ag/AgCl (V)

AIソムリエ

発酵職人の「経験」と「勘」を定量化できる

・1分で
・1滴で
味と香りを定量化

①香気成分と発酵度数を同時にモニタ出来る電気化学セ
ンサを新たに開発
②センサ部に高品質ダイヤモンド薄膜を採用
③醸造現場で発酵状態、品質評価を実施することで、味の
向上と品質のバラツキ低減が実現できる

発酵状態のモニタリング、管理サービスを展開
機械学習を組み合わせて美味しいワインの特徴を抽出

※まずは日本ワイナリー（300社）、
その後世界ワイナリー（10万社）の醸造管理がターゲット

②持続可能な農業を実現する新規BS剤の開発
現存BS剤の 顧客とその課題
顧客 減農薬，減肥料，有機農業に取り組む全世界の農家や農業法人
全世界の有機農家；230万戸。急拡大中

状況

SDGsの目標達成の
ため世界各国で推進

⚫
⚫

作物の品質管理，収量増加が困難．
栽培に手間とコストがかかる．

課題 世界が代替品になる効果が高いBS剤を待望
商品紹介
ペプチドBS剤
新規成長促進 &ストレス耐性増強剤

遺伝子組み換え植物
作製促進キット

京都府立大学 佐藤 雅彦
技術シーズの強みと実現性
遺伝子組み換え植物
作製促進キット

ペプチドBS剤
⚫ 極低濃度で，あらゆる植物
体の成長促進および病気に
対する耐性を増強する.
⚫ 人工的に合成できるため，
低コストかつ安定的な製造
が可能.
⚫ 天然由来のため安全.

⚫ 植物の遺伝子組み換えが必
ずできる条件を探すキット．

⚫ 遺伝子組み換えが困難な有
用作物の遺伝子組み換えを
可能にする．
⚫ ゲノム編集を促進する基盤
技術．

事業の展開
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③形状記憶更新性をもつ熱硬化性樹脂の事業化検証

名古屋工業大学 片山 精

顧客とその課題

技術シーズの強みと実現性

・顧客

SDGsを意識する人々へ家・リフォームを提案する工務店/ハウスメーカー
建設工事業者数： 148,000社

• 技術シーズの強み
形状記憶更新可能なコーティング剤 (Epex)
- 2液を混合して塗布して硬化

・課題
- 樹脂系断熱材の約75%が廃棄されている
- 断熱性/気密性の高い樹脂系断熱材は燃えやすい
- 難燃性の断熱材は密着性が悪い

- 無色透明
- 難燃性
- 所望の温度でガラス状態からゴム状態に変化

商品紹介

⇒温度による形状の固定が可能
出発原料によって室温、40℃、60℃など変化温度をコントロール可能

• 形状記憶性をもつ中空断熱材

・実現性

- 発泡体の破片と不織布を接着させた中空断熱材

廃棄される発泡体（住宅断熱材）
+
Epex
+
廃棄される使い捨てマスク

- 熱伝導率は0.04 W/(m・K)は従来品と同程度
- 室温以上で変形可能な断熱材
- 難燃性

中空断熱材の断面

形状記憶 不織布層 (支持体)

- 廃棄物を原料に製造
従来の樹脂系断熱材

中空断熱材

発泡層
発泡層

中空

大きめの中空断熱材を施工することで柱との密着性を向上

発泡層

気密性/断熱性の高いエコハウスの提供
廃棄物の再利用による樹脂生産量削減

④スポンジシリコンによる電池高容量化

～よい電池、便利な未来～

東北大学 岡田 純平

顧客とその課題
携帯端末の普及、低酸素社会志向の進展により、高性能蓄電
池のニーズは高まっている。
目下のリチウムイオン二次電池（以下、LIB）について、電池容量
を向上させるため既存負極活物質のカーボンに代えて、リチウ
ムイオンをより多く充電できるシリコンを用いる試みがある。
しかし、シリコン負極活物質をそのまま使用すると充電時膨張に
より畜電池の安定性が損なわれる。

技術シーズの強みと実現性
＜量産ハードルが低い＞
②粉末生成
ガスアトマイズ法

③Alの除去
化学処理法

④新材料

①Al-Si合金
（鋳造用）

商品紹介
＜新材料 1万倍の拡大＞ 研究成果である新材料（多孔質アモ
ルファスシリコン）は、LIB負極材とし
て以下を実現できる。

＜ファブレス化による事業成長＞
①製法は独自ノウハウ ②他社設備を活用
⇒2027年生産目標2,000トン（EVシェア2%）

・空隙（すきま）により膨張を緩和
（⇒蓄電池の安定性を保持）
・リチウムイオンをより多く充電でき
る負極が実現
（⇒高容量電池）

指図/納品

金属材料メーカー
化学メーカー

納品

新会社

製法ノウハウを保持

LIB
メーカー

⑤身近な熱で発電する温度差電池モジュール
顧客とその課題
顧客
一般消費者および電子デバイスメーカー
課題
IoT化の発展により、多くのものが電子デバイス化
している (例: スマートウォッチ)。電子デバイスの
増加に伴い、煩雑になってしまうのが充電の手間で
あり、充電の必要のない電池が求められている。
商品紹介
生体のような身近な熱を用いて効率的に発電する
フレキシブルな温度差電池モジュール
使用例)
ウェアラブルデバイス
電源がない場所での照明装置
電子工作用部品
リストバンド型モジュール

充電環境がない場所においても、熱を利用することで
電子デバイスの充電・使用が可能に

九州大学 星野友
技術シーズの強みと実現性

技術シーズ

小さな温度差で構造が大きく変化するナノ高分子材料
を温度差電池へ応用
→常温付近において従来のゼーベック効果を用いた
温度差電池の約50倍もの電圧を実現（9.5 mV/K）
強みと実現性
• 安価な材料のみから構成 (<10円/モジュール*1)
• 金属や半導体を用いないためフレキシブル
• 発電する場所を選ばない
• 特許を取得済み
*1 リストバンドサイズを想定

⑥超音波モニタリング装置のビジネス展開について
顧客とその課題
血管径計測は必須、手術件数の数パーセントの需要

（現状）必須の手技だが職人技
パラメータ（位置・
姿勢・接触力）の調整

臓器の呼吸性変動
画像の見方が難しい

電気通信大学 小泉 憲裕
技術シーズの強みと実現性

＜コア技術シーズ＞
変形をともなって運動する臓器を
AI・ロボティックに
抽出・追従・モニタリング計測

関連特許１９件
医用体動補償の
パイオニア・チーム

（提供価値）だれもが簡便に、ばらつきなく計測
商品紹介
われわれの商品は循環血液量管
理のために血管径を超音波でそ
の 呼 吸 変 動 を 含 め て AI ・ ロ ボ
ティックに自動計測し、基準以
上の変化を捉えて医師に通知し
ようというものです。
呼吸変動をともなう血管径計
測は必須の手技ですが、職人技
で す 。 本 装 置 の AI お よ び ロ ボ
ティックな支援により、だれも
が簡便に、ばらつきなく計測で
きるようになります。

われわれは、関連知財１９件を有する、世界的な医用体
動補償技術のパイオニアチームです。これまでに、世界
初の遠隔超音波臨床診断技術、世界初のロボティックな
臓器抽出・追従・モニタリング技術を実現、さらに診断
画像の自動適正化に関する独自のコア技術も有します。
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⑦呼気中のウイルスをダイレクトに倒す -AFTクリーナーのご提案-

核融合科学研究所 本島 厳

顧客とその課題
課題

顧客

⚫ 救急車
⚫ 病院・家庭
⚫ 飛行機客室内
全国の救急車6500台、
搬送件数年間600万件

医療従事者にとって、特に救急車内などの
密室空間では、患者との呼気接触が
気になるほか、感染リスクを伴う。
部屋の消毒に時間を要するほか、ウイルス
不活化まで長時間放置することもあり得る。

技術シーズの強みと実現性

技術シーズ
核融合エネルギー研究で見出された技術のスピンオフ
ポイント②
ポイント①
深紫外光のビームスポット

商品紹介
AFT（Applied Fusion Technology）クリーナー
活性炭紫外線ウイルス不活化装置

ウイルスを有する患者からの呼気を、

活性炭と紫外線ユニット
からなる装置でウイルスを不活化
する。

活性炭を自由に成形
特願2018-178743

ピーク出力300W 以上の
高出力深紫外レーザー光
特願2021-4189

ビジネス実現性
先進ウイルス対策実施のプロモーション戦略に貢献
事業3年目以降
県、全国レベルへ展開
事業1−2年
地方自治体（市レベル）
救急車3台で実証

救急車100台搭載
で黒字化
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⑧間葉系幹細胞集塊から作製する骨様組織を用いた骨再生細胞製剤
販売事業 ～人にも動物にも最高の骨再生医療を～ 広島大学 加治屋 幹人
顧客とその課題

技術シーズの強みと実現性

腫瘍摘出に伴った下顎骨切除後患者(69歳女性)(推計2万人)
十分な自家骨が確保できず、人工骨では骨再生が
得られないケース。チタンプレートによる整復固
定で対応。

既存骨再生材料

MSCs集塊

幹細胞を分離する

骨様組織を作る
(特許技術)

技術原理・特性・強み =独自の細胞集塊培養技術とゲル包埋骨分化誘導法
マイクロCT(非脱灰)

ゲル

移植手術を受ける

参考：動物実験図

骨芽細胞・骨細胞・骨基質からな
る、自家骨に相当する骨様組織を
作製・供給可能

患者侵襲・採取量等の制約がなく、自家骨移植に相当する最高の
骨再生効果を提供可能な新規材料

ゲル包埋培養

骨再生医療等製品として出荷する

自家骨

骨様組織

≒

患者さん自身の幹細胞から作製した骨様組織を移植することで、有効な治療法の
なかった大規模顎骨欠損の再建療法を提供します。

骨様組織移植

骨再生効果が不十分

技術シーズ＝間葉系幹細胞(MSCs)を立体的な塊として培養し、そこから誘導される骨様組織

商品紹介
骨髄液を採る

確実な供給

理想的な骨再生効果
患者侵襲・採取量に制約

流動食・胃瘻を強いられ、しゃべりにくく、見た
目が悪い。日常生活が苦痛。
骨細胞・骨芽細胞・骨基質からなる自家骨に相当
する、骨再生材料が必要。

骨補填材(人工骨)：骨基質を模倣する人工材料

自家骨 ：骨芽細胞・骨細胞・骨基質

HE染色(脱灰)

立体骨様組織

200µm

200µm

MSCsは場の硬さに応答して骨形成を生じるという知見を応用。
従来からなされている浮遊培養ではなく、硬さ調節したゲルに包埋しな
がら骨分化誘導を施すことで、世界で初めて骨様組織を誘導可能な
培養系を樹立(特許出願)。
動物実験レベルで、そのロバストな骨再生効果を検証済み。

骨芽細胞様細胞

骨細胞様細胞
骨基質
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