
顧客とその課題

商品紹介

技術シーズの強みと実現性

①Ring-e- 植物と発電菌の力で24時間動作する植物電池IoTセンサー

植物電池×農業IoTセンサー×モニターアプリ

土壌データ

水分値

pH

温度

・
・
・

農地に埋め込むだけで植物と発電菌の力で水やりのタイミングがわかる

電源要らず・ 24時間動作・全天候対応・有害物フリー

水やりのタイミングが遅れると
品質が悪化・出荷できなくなる…

太陽電池式センサー
夜間・悪天候・植物の陰では動作しない

乾電池式センサー
多量のセンサーの定期的な交換が手間
有害物流出の恐れ

都市型農園(面積0.5~5 ha)を持つ
農業法人: 4,600人

見回り
自宅から農地への移動が手間
全ての農作物を見きれない

現状の解決手段顧客と課題

×

×

技術シーズの強み

ちいさな地産地消システム
その土地の循環・生態系を壊さずに

植物・発電菌の力で食糧と電力が得られる電源

あらゆる環境で発電する植物電池
水浸しでないあらゆる土壌の発電菌から

電力が得られる植物電池を開発 (特許出願済)

植物-土壌-発電菌データベース
東京農工大学農学部との連携体制を構築

日本全国の土壌を採取し、発電データベースを構築

電力をロスなく回収するキャパシタシステム
回路メーカーとの連携体制を構築

植物電池の電力で、センサーの動作・無線通信が可能

技術シーズの実現性

モニターアプリ

無線通信
（LPWA）

通信距離～1km

植物電池×IoTセンサー×無線通信

土壌データをアプリ上に表示

植物電池×IoTセンサー

クリスマスツリーを
点灯させられることを確認

無線通信を
1時間に1回行えることを確認

土壌データ

水分値

pH・EC

温度

農地に埋められた植物電池の電力で、遠隔で水やりのタイミングがわかる

農業法人の指導的立場の企業とパートナーに、農業IoTセンサー用電源からスタート
あらゆる土壌のセンシング用途へ展開

東京農工大学 沖田 尚久
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技術シーズの強みと実現性

東京大学 神垣 貴晶

顧客

課題

技術シーズの概要

アニメキャラクターやVtuberなどのバーチャルキャラクターのファン

アイドルの握手会のようにバーチャルキャラクターと触り合えない

バーチャルキャラクターと触れ合えるプラットフォーム
「HaptoCloud」

何も身に着けず触り合いを体験できる空中超音波技術

ファン

バーチャルキャラクター

➢ 顔面や素手への提示が可能
➢ 任意の刺激パターンを生成できるので，触り合う対象に

応じた体験を提供できる
• 撫でる・撫でられる
• 等身大のキャラクターとの握手 など

➢ 特許取得済み

仕組み

空中超音波
デバイス

刺激したい場所に超音波のスポットを作り，触覚提示を実現

超音波

強みと実現性

-バーチャルキャラクターとの触れ合いを実現するプラットフォーム -②HaptoCloud
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技術シーズの強みと実現性

③ナノセルロースを用いた革新的RO膜浄水器 信州大学 竹内 健司

電源不要で高度浄水（水道圧0.2MPa）できる従来にな
い革新的な極省スペースRO浄水器（オフグリッド可）

《技術シーズ》 膜面が汚れにくいクロスフローろ過法に
加えて、資源豊富で注目ナノ材料のナノセルロース
（CNF）複合と膜構造の最適化によって、極めて高い分離

性・透水性と強靭性および高回収率（捨て水低減）を高度
に実現。難関な米国NSF国際認証を取得（国内初）。

※回収率：原水に対する透過水の比率

《実現性》 CNF複合などにより、市販膜を遙かに超え

る諸性能を達成し、対象地域の実証試験において、そ
の優位性を確認。高回収率により、造水量が著しく増加。
強靭性により膜長寿命。高性能ブランドイメージ化図る。

途上国を中心に水道水・井戸水向け源水の水質汚染が
深刻化し、富裕層世帯で高度浄水器の需要が急拡大。
➤特に市場成長期待のベトナム富裕層：500万世帯超
➤有害物質（農薬・肥料由来、有機フッ素等）、細菌、
ウイルス混入による健康被害（分離・透水性等が課題）

➤停電が頻発し、水道圧による駆動が望まれている。
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商品紹介

技術シーズの強みと実現性

④エクソソーム分離チップ Ex Pillar

2030年に市場規模30兆円と言われる

エクソソーム(細胞外小胞体)

既存の分離精製ツールは、
収率 低い(詰まる)
時間 長い(数時間)

Ex Pillar

イメージは専用カートリッジにチップを内蔵させた時

チップ通過時間 早遅

たった数分で、かつてない分離体験を

バルブ操作で必要
なサイズを分取

高

低

早遅

収
率

時間

Exo 
Pillar

AF4

サイズ排
除カラム

非対称流れ
流動場分離

• LC(液クロ)用に磨いてきたPAC(ピラーアレイカ
ラム)技術を転用

• エクソソーム分離に適した独自設計
• チップだけでなく周辺ジグ、フィッティングにも

知財技術を使用
• 既存のLC/MS系に導入可能なモジュール設計

東京大学 角田 誠
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技術シーズの強みと実現性

顧客：マウス抗体を用いて実験を行っている
医学生物学研究者

課題：マウス抗体の単離は高額で
時間がかかる。
改良することが出来ない。

Ebibody
Ebibody によって、研究費と時間を節約することが出来、研究の
進歩が加速する。

強み
1. マウス抗体と異なり、クルマエビ抗体は簡単な手法で単離、改

良が可能（下左図）。
2. 大腸菌における大量生産が可能で、研究、医療分野だけでなく

ヘルスケアーの分野にも応用できる。
3. 他の機能性蛋白質との融合蛋白質を作成することが出来、高

感度診断、治療、ドラッグデリバリー等に応用することが容易。
4. 哺乳類に毒性のある蛋白質や哺乳類で配列が同じ蛋白質に対

しても結合する抗体を単離することが出来る。
5. 研究用抗体の世界的市場規模、約1000億円
実現例
ラッサウイルスとHIVに結合する
クルマエビ抗体の単離に成功（右図）。

⑤クルマエビ抗体を用いた研究用検査試薬の開発

Advantage of Kuruma shrimp Dscam

マウス抗体 エビ抗体

ろ過機

殺菌
装置

Advantage
1. Novelty
2. Natural single-chain antibody
3. Because breeding of Kuruma

shrimp is popular in Japan, it is
easy to get many Kuruma
shrimps.

4. We already developed semi-
sterile culture method of

Kuruma shrimp
5. No animal ethics

図２ クルマエビ の半無菌的飼育

camel or shark
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図２ クルマエビ の半無菌的飼育

camel or shark

甲殻類抗体による研究⽤検出試薬の開発 → 診断薬・ 治療薬へ発展

抗体 飼育が容易
遺伝⼦⼯学による
単離と改良が可能

哺乳類毒素に対する
抗体が得られる

価格

マウス抗体 X X X 100万円

ラクダ抗体 X O X 400万円

甲殻類抗体 O O O 50万円

ルシフェ
ラーゼ

クルマエビに抗原を接種

（ 複数回） 甲殻類抗体

遺伝⼦

甲殻類抗体

ルシフェラーゼと
甲殻類抗体の融合蛋⽩質

プラスミド
DNA

接種した抗原に結合する

エビ抗体が誘導される

簡便なスクリーニングと

⾼感度な検出

我々の
独⾃技術

(特許申請予定）

我々の技術により新たに可能になること
マウス・モノクローナル抗体の作成には長い時間と⾼額な費用がかかっていた。
甲殻類抗体を⽤いることにより研究時間と研究費を節約することが出来、 研究の進歩が加速される。

PCR

〜診断薬・治療薬の開発を目指して〜 長崎大学 久保 嘉直



顧客とその課題

商品紹介
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⑥４Ｄイメージャー

顧客 生命科学研究者
課題 ３Ｄ空間で生命現象
が生じるメカニズムをリア
ルタイムに観察する４Ｄイ
メージングができない
顧客の数 20,000人

代表例 記憶が生じる時の脳
神経ネットワークをリアルタイ
ムに見れない

３Ｄ空間全体をたった１回のカメラ露光で撮影する
高分解能ライトフィールド顕微鏡

仕組み マイクロレンズアレイ越しに３Ｄ空間をリアルタイ
ム観察するライトフィールド技術について、これまで極め
て解像度が低いことから利用困難であったが、これをミリ
秒でナノレベルの解像度にするハードウエアとソフトウエ
アを開発した（特願2021-185638; 特願2022-202566）

実現の見通し ほぼ完成
技術の価値 従来、時間をかけて２Ｄ画像を撮って３Ｄに
合成していたのを、１発で３Ｄの動画として撮れるようにし
たことで、例えば、アルツハイマー型認知症モデルマウス
の脳神経ネットワークが記憶を失う過程をリアルタイムに
観察できるようになる

３Ｄ空間をリアルタイムに観察
する４Ｄイメージングを可能にし
た。これにより生命現象を２Ｄ
動画もしくは３Ｄ静止画でしか
見れなかった問題を解決した

今までは
２D動画

４Ｄイメー
ジャーなら
３Ｄまるご
と動画撮影

広島大学 杉 拓磨



⑦脳創薬のgame-changerとなるヒト血液脳関門モデル

競合品と比較し、ヒトの
外挿性、汎用性、価格
においてユーザーニーズ
にマッチしていることから、
1000億円のBBBモデ
ルの市場でシェア80%
以上を目指します。

山口大学 竹下 幸男

商品紹介

顧客とその課題 技術シーズの強みと実現性

すでに本モデルによる創薬実績、early adaptorとなる複数の製薬会社との
共同研究体制の構築している点、大学内連携による開発専門講座での専
門研究員の人材育成、自治体などの多方向からの起業支援を獲得している
点が強みとなっています(来年度に大学発ベンチャーADDVEMOを起業予定)。

課題を克服する総合サービス(kit提供、解析技術提供、専門研究員派遣、受
託研究サービス)を展開予定です。
将来的には臓器別・疾患別ヒト血管モデルを提供することで、ヒト血管モデルで病
気を治せる世界を創造すること目標としています。

お問い合わせなど takeshy@yamaguchi-u.ac.jp (竹下まで)

独自開発したBBBモデルの強みと特色

「種差」と「血液脳関門」の障壁を解決する3つの独自開発技術を組み合わせたBBBモデル

脳創薬研究では、「ヒトと実験動物と種差の壁」と不要な物質を脳内に入れない
「血液脳関門(BBB)」 があるため、他臓器よりも創薬開発を難しくさせています。
この2つの障壁を解決できる研究ツールが存在しないことが、重大な課題でした。

脳創薬が成功しない2つの障壁

mailto:takeshy@yamaguchi-u.ac.jp
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技術シーズの強みと実現性

・下肢切断が必要な糖尿病患者の切断を回避、その他、
透析患者、重症心疾患患者、がん組織摘出患者など、
細い人工血管を必要とするすべての患者

・上記患者の主治医等

・患者は国内に１万人以上、世界に３０万人以上

・食用ダチョウ頸動脈から細胞成分を
除去した世界初の超小口径人工血管
・ヒトと近いコラーゲンはそのまま残存
・徐々に患者の組織と置き換わるように、
内腔を独自のタンパク質でコーティング

・世界が成し得なかった小口径血管を実現したために、
競合製品は無い。 （内径2−4mm/長さ30−90cm）
・時間とともに自己組織化そして徐々に成長
・認可のための安全性試験をすべて完了
・PMDA対面助言を完了
・2024年医師主導治験計画済

⑧世界最小口径の脱細胞化人口血管の事業化

頸動脈 ： 2～4mm・80～90cm・大きな分岐無し

ﾀﾞﾁｮｳ細胞除去
菌・ｳｲﾙｽ除去
超高圧脱細胞法
国循特許4092397

10000気圧

食用ダチョウ

飼育環境への配慮
素材の安定供給 血管内皮細胞

ヒトに近いコラーゲンなどの
タンパク質のみを残す

コラーゲンは血栓形成を促進する

ナノペプチドプローブ技術
（国循：特願2012-237258）

http://csls-db.c.u-tokyo.ac.jp/search
/detail?image_repository_id=202

完
成

尾

頭

左大腿
動脈

右大腿
動脈

結紮

人工血管

内皮化促進

http://www.tokai-cvf.or.jp/p/p_statistics4.html

ミニブタへの移植実験

・１０年間５億以上の国家プロジェ
クトで、大動物移植実験を進め、
高い開存性と実用性を検証
・【医師へ】吻合等に関連する力
学特性は生体血管と同等、埋殖１
年後で約30％のマトリックが吸収

国立循環器病研究センター研究所 山岡 哲二


