
オンサイト高速簡易植物診断の事業化検討 －植物のお医者さんになるー

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（2022年3月時点）

・初期のビジネスモデルの策定今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時） 活動結果と成果（終了後）

施設園芸における環境制御、拡大が求められる有機農法の成長を後押しする栽培方法を植物生体診断技術によって提供する。 また、農薬や
バイオスティミュラントの植物生体への効果を可視化することで資材開発を加速させる。各分野のパートナーとの共同開発によって、収益を得る
。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型
研究代表者：名古屋大学 生物機能開発利用研究センター 准教授 野田口 理孝

・植物の病虫害および栄養状態などを高速簡易に診断する技術
・植物の搾汁液（約10µL）×マイクロ流体チップにより、短時間（2ｈｒ未満）、非専門家
でも簡易に、標的miRNA、タンパク質検出による診断を実現

・栽培管理、病理診断への適用が期待でき、かつ様々な穀類、野菜類、
果樹類、花卉類への利用が原理的に可能

１．研究開発
・診断実績を蓄積、フィールド実証プラン策定と準備を行う
・植物種、診断項目に関する理論的適用可能範囲を明確化
２．ビジネスモデル
・診断システムの開発ならびに事業パートナーを明確化
・診断サービスに必要とされる要件を獲得、事業計画を策定
・仮説を実証するフィールドテスト案件を確定

１．研究開発
・診断技術の特定植物への適用
・ゲノム配列分析による汎用診断マーカーの開発
・ヒアリングに基づいた技術アーキテクチャーを構築
２．ビジネスモデル
・グローバルおよび国内の市場調査

・技術のポジショニング、価値提案の構築
・フィールド実証計画の策定
・初期のビジネスモデルの策定

農業分野における植物生体診断技術の価値提案として、① 収量向上、② 肥料・農薬の削減、③ 生産調整、④ 品質管理、⑤ 効果の可視化を想
定しており、それぞれについて実証を進める。具体的な技術開発としては、各提案への分子マーカー開発を早期に達成することが重要であり、パートナ
ーと連携することで開発を加速し、シームレスで活用場面へとつなげる。2022年度STARTプロジェクト支援型によって初期のマーカー開発を加速し、
2023年度以降の起業を目指す。2030年までに、国内の収量当たりの肥料・農薬の資源投入量を10%削減することを、本技術の導入により目指す。



採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名
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安全な水を活性化する流体プラズマ装置を開発。一般的なプラズマ装置と比較
して、①プラズマ密度が2桁程高い、②高価な真空設備が不要、③コンパクト、
④処理能力が高い等の特長を有している。また、当該プラズマにより、水(H2O)を
H+とOH－に高い割合で電離することから、このプラズマ装置で改質した水（プラズ
マ水）は、防腐・殺菌等の効果がある。
さらに、早期社会実装に向け流体プラズマとともに、広幅・高密度な独自真空
プラズマや大気圧プラズマによるビジネスモデル構築を進めている。

（2022年3月時点）

研究代表者：名古屋大学大学院工学研究科 教授 豊田浩孝

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時） 活動結果と成果（終了後）

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

高密度プラズマを用いた水改質技術

①早期事業化（2023年10月～）：アグリ・食品・ニューノーマル・ヘルスケア等の分野へのプラズマ装置・プラズマ水の販売 〔用途：除菌、衛生等〕
②中長期事業化（2025年10月～）：非石油系プラズマ合成商品の製造販売 〔用途：ヘルスケア・医療・カーボンニュートラル等〕

１）高密度プラズマ装置
・殺菌効果定量化
・プラズマ長時間生成方向付け

２）ビジネスモデル精査・構築
・客先候補・ニーズ探索

事業化（①早期事業化：2023年10月～、②中長期事業化：2025年10月～）に向け、
ビジネスモデル精査・構築中。客先候補へPRを進めた結果、食品・ヘルスケア等の
メーカから、プラズマ装置・プラズマ水に興味を示して頂いているメーカが数社あり、
共創等を通して、ビジネスモデルの構築を図る。また、プラズマ装置に関しては、
廉価版開発等の課題あり、2022年度START大学エコシステム推進型応募予定。

食品洗浄
（除菌）

衛生

１）高密度プラズマ装置
・殺菌効果定量化：大腸菌コロニー手法を
習得。殺菌効果を定量的に確認。
・プラズマ長時間生成
アンテナ構造設計等により長時間化を実現

２）ビジネスモデル精査・構築
・食品・ヘルスケア分野のニーズを抽出⇒共創化

発芽育成促進 ヘルスケア食品洗浄



高安定性・準メンテンナンスフリーな波長可変レーザー光源の開発と事業化に向けた検証

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名
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（2022年3月時点）

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時と終了時）

① 共同研究先をはじめとする研究機関・
大学などの想定している早期顧客の一
部にプロトタイプ装置を貸し出し、フィー
ドバックを受ける

② デモ機を構築し、展示会などでの紹介
するための体制を整える

③ 光源の専門家でなくても使用できるよう
な制御系を開発する

① ４大学・2研究機関計8名の国内外の研究者
へのヒアリングを実施した。そのうち２名の
研究者に本光源の貸出を行い、フィードバッ
クを受け、出力安定性を向上させた

② 実機（展示用・貸出用、右図）を構築した。ま
た、ILS2022へ参加し2社の企業との商談を
行った

③ 自動波長可変機構によりPC上での波長変
更を可能にすることで専門家でなくても扱え
る光源を実現した

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

• 高安定性・準メンテンナンスフリーな波長可変レーザー光源の販売
• 本レーザーの消耗部品販売

• 簡易メンテナンスなどの技術サポート
• 潜在的なニーズを持った顧客が本レーザーを導入

するための技術コンサルティング

本技術は、大型で専門技術者による定期的なメンテナンスが必須であった従来の波長可変レーザー光源の概念を覆す革新的な
レーザー光源です。 励起用光源とレーザー共振器を一体化することで高安定・準メンテナンスフリーが実現でき、分光分析装置
への組み込みが可能です。

研究代表者：名古屋大学大学院工学研究科 准教授 富田 英生

2022年度中の起業を予定しており、今後も共同研究等により多分野での応用の実証を進め、本レーザーの認知度を高めて
市場を開拓する計画です。



テニス・バトミントンガット，特殊炭素繊維への事業化を目的とした新繊維応用開発と試作性能評価

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「カーボンナノチューブの解砕技術」等を応用した最先端繊
維材料を開発し，テニス・バトミントンガットへの応用を皮切り
に，他用途展開を進める．また，高級自動車などニッチな分
野に適用可能な特注・特殊炭素繊維の試作を実施した．

（2022年3月時点）

研究代表者：名古屋大学大学院工学研究科 助教 入澤 寿平

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時）
「テニスガット」「特注・特殊炭素繊維」の試作に取り組む．
テニスガット試作は原料は自作し，加工は将来OEMを依
頼する企業に試作を委託する．顧客に打感調査をアンケ
ート形式にて実施する．特注・特殊炭素繊維の試作は，ラ
ボ機において，Y字，中空，太径炭素繊維を中心に試作
に取り組み，希望する用途（自動車用途）に見合う物性を
達成しているか評価を進める．

活動結果と成果（終了後）

SCORE事業のサポートによって，試作
開発が順調に行われた．テニスガット
は商品化の目処が立ち，そのほかの
商品計画も順調に進んでいる．2024年
には炭素繊維ビジネスに参入できるよ
う，引き続き開発に注力する．

テニスガットの製造販売は2022年に起業し，開始する．特定の選手や業務提携を結ぶガット張機メーカーにのみ販売権を与え，彼らからしか購
入できない希少価値と低価格を両立した販売システムを構築した．炭素繊維事業は，2024年の事業化を目指し，引き続き開発を進める．

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

試作テニスガット
特殊（太径）
炭素繊維

起業予定の企業

CNT複合材料事業 炭素繊維事業

・CNT良分散ペレット

・テニスガット

2022年度販売開始

・多⽤途展開
（加⼯企業へ販売）
2024年度以降

2024年度事業化

・低コスト炭素繊維

⼤量⽣産
（OEM製造）

（⾃社⽣産）

・特注特殊炭素繊維

2030年事業化
株式上場を⽬指す

（ペレット製造：
⾃社⽣産）

（ガット加⼯：
OEM製造）

前駆体繊維 引張弾性率
（ GPa）

引張強度
（ GPa）

引張伸度
（ % ）

PBB 2 2 3 1 .9 0 .8

PBI 2 2 7 2 .4 0 .9

PBO* 1 8 0 0 .8 -

PBZT** 1 3 7 0 .5 0 .6

PAN(T3 0 0 ) 2 3 0 3 .5 1 .5

平均直径:17 μm

弾性率：203GPa 
強度 ：1.5 GPa

起業予定の企業

国内カリスマ（プロ・主婦）選手 ガット張り機企業（スピンジャパン（株））

販売権
（ロイヤリティ支払）

4種類ラインナップ
原価：400-800円（ガット加工はOEM）
卸値：800-1500円 売値：1000-2000円

4

平岡伸雄プロ
（45歳以上世界ランク4位）

他，９名リストアップ済み

アーリーアダプター

高校・大学部活団体
バトミントン含む

テニスクラブ会員

販売委託

3年目 1000人×3本/年
2000円＝0.6千万円

都道府県各３チーム×10人× 60本/年
1000円＝9千万円

営業不要
クリニック時に
営業販売

固定大口
顧客保有

個人ユーザー

ガット張り機との
セット販売

（ウォーターサーバ方式）

100人×50本/年
1000円＝0.5千万円

希少価値と低価格を両立した商品として販売
（誰でも使えるガットにはしない！！）

2022年４月に起業する．まずはテニスガットの製造販売から開始し，企業の安定的な経営を目指す．研
究開発は引き続き継続し，SCOREの成果物として開発した技術の商品化に向けた取り組みを継続する．
また，新しいビジネスモデルを構築して，業界に革新的な販売システムを提案する．



難治性疾患に対する革新的創薬プラットフォームの事業化

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（2022年3月時点）

研究代表者：名古屋大学大学院理学研究科科 特任講師 辻村 啓太

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時） 活動結果と成果（終了後）

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

近年、非翻訳(ノンコーディング:nc)RNAの変異やその発現・生合成の異常は多くの疾患
病態に関与することが明らかにされているが、その検出・測定技術は不十分な状況に
ある。従来、ncRNA産生効率の検出は、放射性同位体(RI)標識による検出系が主流で
あるが、RIを用いるため使用環境や用途が制限され応用は困難であった。代表者はRI
を使用せずに安全かつ簡便に高感度でncRNA産生効率を検出できる技術を開発した。
これによりncRNA産生効率測定技術の広範な産業応用が可能となった。
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治療薬候補品を拡充および完成させることで、2025年の起業を目指す。当該パイプラインは大手製薬会社への導出を計画
しており、一時金及びマイルストーン収入、ロイヤルティ収入等を得ていく。

＜研究開発＞これまでに開発してきた測定技術の
改良により難治性疾患に対する革新的な創薬プラッ
トフォームの事業化を目指す。
＜ビジネスモデル＞世界での最新情報の収集に努
める。国内では製薬企業や医療機関での最新のニ
ーズや動向を調査する。

＜研究開発＞イメージングなどに寄与
する技術改良を実施し、技術向上を達
成した。
＜ビジネスモデル＞国内外での動向
の情報収集を行い有益な情報を得た。

2022年度のSTART大学GAPファンドに申請し事業化に向けた基盤整備を進める。2023年度の
JST STARTプロジェクト支援型に応募し、事業化に向けた準備を遂行していく。2025年の起業を

目指す。



ループヒートパイプ(LHP)を用いた熱輸送技術の事業化検証

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ループヒートパイプは，多孔体の毛細管力を駆動源することで，ポンプレス(
電力ゼロ)，且つ，超静音性(0dB)で動作する「熱輸送デバイス」である。LHP
の吸熱面(蒸発器)と放熱面(凝縮器)にコネクター構造を設け，受熱面と放熱面
を繋ぐ輸送管をフレキシブル化(ケーブル化)することで，“熱”を“電気の送電”
と同様に，コネクターとケーブルで誰でも気軽に取り扱える世界を提供する。

（2022年3月時点）

研究代表者：名古屋大学工学研究科 教授 長野 方星

CPU冷却用evapoLinkの開発はBTO-PCメーカーと連携して製品化を進めていく。
CPU冷却用途以外のevapoLinkの適用性検討については様々な分野の事業者へのヒヤリングを行いつつ，
性能試算を行い，可能性の高い分野への展開を進める。

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時）

•evapoLinkの設計，試作，評価を行い，冷
却性能を確認する。
•各パーツの加工委託業者の選定を行い，コ
スト構造検討を行う。
•他分野への適用を見据え市場調査を行う。

活動結果と成果（終了後）

•製品レベルのevapoLinkの設計，試作，評価を行い
，優れた冷却性能を実証した。
•量産化・低コスト化への見通しが得られた。
•様々な分野へのヒヤリングを行い，数社から開発協
力が得られることとなった。

本技術(商品名：evapoLink)の適用先として，PCのCPUクーラーを想定し事業展開する。
CPU以外の熱マネ事業者に対して技術指導および設計代行を行う。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型



負熱膨張性微粒子製造技術の事業化検討

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

産業技術の高度な発達は、部材のわずかな変化をもたらす熱膨張まで制御することを求める。とりわ
け最近では、電子デバイスの内部部材など、マイクロメートルレベルの局所領域や微小部材の熱膨張
制御が強く求められている。本技術シーズは、それら熱膨張制御の強いニーズに応えることができる、
「温めると縮む」負熱膨張性セラミック微粒子である。従来の材料に比べて10倍大きな負の熱膨張を、
1マイクロメートルレベルの微粒子で実現した、画期的材料である。熱膨張の制御は、今や国や地域、
文化によらず、あらゆる産業において必須の技術であり、今後様々な産業分野で、デバイス・システム
の高性能化、長寿命化、省力化に貢献する。

（2022年3月時点）

研究代表者：名古屋大学工学科 教授 竹中 康司

・事業会社設立（2022年6月予定）
・2種の負熱膨張性微粒子の試験供給継続

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時）

①「負熱膨張性微粒子」の化学組成、仕様、製造条件の
確立と製造の実証

②化学物質リスク評価
③ニーズの精査とアーリーアダプター候補の絞り込み
④MTAによる試料提供

活動結果と成果（終了後）

新材料は、①試験・研究→②大規模実証→③社会実装のプロセスをたどって、実用化される。そのプロセスに合わせて、①試験研究用試薬製
造・販売→②自社による工業材料製造・販売→③他者へのライセンス供与・技術指導・ノウハウ提供、と事業を発展・拡大する。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

①2種の「負熱膨張性微粒子」の化学組成、仕様、製造条件の確立と
キログラムレベルでの製造実証

②2種の材料について化学物質リスク評価実施
③産業界からの情報収集
④MTAによる試料提供契約
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新しい医療用素材を用いた血管内治療技術シミュレーションシステムおよび小口径人工血管の開発と社会実装化

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

概要：我々は、血液適合性を有する人工の高分子であるpoly(2-methoxyethyl acrylate)(PMEA)とシリ

カ微粒子を複合化することで、生体軟組織に匹敵する力学特性を示す光学的に透明なエラストマー
の開発に成功した。また、このエラストマーは3Dプリンターによる成形も可能なことから、内径4 mm

以下のチューブ状や複雑な構造に加工することもできる。この光学的に透明なエラストマーから構
築された細管やその枝分かれ構造体は、低侵襲な血管内治療の訓練のためのシミュレーションシ
ステムへの利用や、これまでに実現できていない小口径人工血管への応用が可能になる。

（2022年3月時点）

研究代表者：名古屋大学大学院工学研究科 准教授 竹岡敬和

研究代表者の開発した材料を、内径4ｍｍ、長さ20ｃｍのチューブ状に加工するための3Dプリンターの選定、もしくは、3Dプリンターによって加工した型の開発が重

要な技術となる。コロナ禍により、試作を行う機会を十分に持てなかったことから、今後は、ベンチャー企業および大学の協力により、チューブとしての加工に取り
組む。適切なチューブを小口径人工血管として用いた臨床試験を行い、その適用性について明らかにする。小口径人工血管は、これまで70年もの間、研究開発
が行われているものの、商品化できていないことから、ISO規格（国際標準化機構による）がない。ISO規格を作れる状態にすることが必要と考えられる。一方、この
材料は小口径人工血管だけでなく、血液適合性と生体軟組織様の力学特性を必要とするものであれば、役に立つ。そこで、ISO規格が既にある人工心臓弁への
適用に大きな可能性があることも分かってきた。

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時）
血管内治療技術シミュレーションシステムのPOCを完成させ、製造、販売、資金計
画を策定し、2022年度中の起業を目指す。
（１）PMEA-シリカ複合エラストマーを使用し、実際の血管と同様の力学特性を備え
たシミュレーター用人工血管を作成する。

（２）上記人工血管を用い、血管内治療（カテーテル、ステントグラフト治療等）のト
レーニング用、および術前シミュレーション用システムのPOCを完成させる。

（３）当該システムの製品化と販売を目指し、製造計画、販売計画、資金計画を策
定し、2022年度中の起業を目指す。

活動結果と成果（終了後）

血管や心臓に疾患があり、小口径人工血管や人工の心臓弁を
必要とする多くの患者を実際に診ている医師にインタビューを
行うことで小口径人工血管および人工心臓弁のビジネス化の重
要性が明確になった。シミュレーターへの適用はこれらの事業
化に向けて役立つ内容であることも分かった。

代表者らの材料を用いることで、必要性が認識されながらも、70年の間開発に至っていない小口径人工血管および血管内治療によって低侵襲
性の手術によって適用可能な人工心臓弁の開発とそれらの事業化に大きな活路を見いだした。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

生体軟組織に匹敵する力学特性を示す光学的に透明な複合エラストマーの開発

血管内治療技術シミュレーションシステムの開発と事業展開



砂粒サイズ電力自立個体識別・センシング・管理アクティブIoTタグ

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

小型かつ低消費電力な無線通信機能付き半導体集積回路を開発し、農林水産業などにおける個体識別・セン
シング・管理を実現する。集積回路チップを設計し、販売するビジネスモデルを構築する。先端半導体集積回路
の独自低消費電力化技術を駆使して、集積回路上に搭載する太陽発電素子で供給可能なサブnWで動作する
半導体集積回路を開発する。

（2022年3月時点）

研究代表者：名古屋大学工学研究科 准教授 新津 葵一

砂粒サイズにおいて、個体識別番号・センシングデータ・管理用データを搭載可能な不揮発メモリ技術について研究開発を実施する。また、IoT
タグ型の半導体集積回路として販売した際のビジネスモデルをさらに具体化させる。

2023年度STARTプロジェクト支援型応募予定である。

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時）
半導体集積回路の設計・評価・デモ実証を実施する。台湾TSMC（Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Company）社22nm CMOS（相補型金属酸化物半
導体） Ultra Low Leakage (超低リーク電流) プロセスを用いて、低消費電力動
作が可能な試作品チップを設計する。設計した集積回路チップを評価し、年度
内にその評価結果を基に顧客候補に対してデモンストレーションし、ビジネスモ
デルの策定をおこなう。

活動結果と成果（終了後）

サブ平方mm・サブnWという性能を活かしたアプリケーションとして、
電力自立分散型アクティブIoTタグを想定し、有効性を実証すること
から着手した。より実用性を高めるための、長距離通信についての
可能性を探った。社会実装事例として、ジュエリー搭載RFIDのデモ
を構築した。

半導体集積回路チップを設計し、それを販売するビジネスモデルを構築する。設計に特化し、集積回路チップの製造については外部の半導体製
造ファウンドリを活用する。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型



全身性エリテマトーデスの新規診断法

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

全身性エリテマトーデス（SLE）は、若年女性に好発する自己免疫疾患（指定難病）で、原因不明、かつ、根治不
可能である。重症化するとループス腎炎など重篤な合併症を併発して、透析導入や早期死亡に繋がる。重症化
を回避する唯一の治療戦略は早期発見・早期治療介入による寛解維持であるが、これまでそれを実現する理
想的な診断法がなかった。本研究代表者らの研究グループは、SLEの新規診断指標分子として尿中代謝物（開
発コード：CU040）を発見し、既存の診断法を超える診断精度と簡便さを兼ね備えた尿検査によるSLEの迅速診
断法を実現した。

（2022年3月時点）

研究代表者：名古屋大学大学院医学系科 特任講師 秋山真一

本プログラムで得られた成果や課題に基づいて事業化活動を継続する。具体的には、上梓する診断薬の仕様決定、診断性能の追加検証、創
薬研究の立ち上げ、保険収載やガイドライン掲載を目指した活動、海外展開を目指した活動、資金調達活動などに取り組む予定である。2022年
度START大学エコシステム推進型GAPファンドプログラムおよび2023年度STARTプロジェクト支援型へ応募予定。

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時）

SLEの早期診断性能について検証を行うとともに、CU040
検出技術の低コスト化についても技術的検討を行う。商品
の試作と性能評価を行う。知財ー商材ポートフォリオのア
ップデートや事業化計画のブラッシュアップを行う。

活動結果と成果（終了後）

SLEモデル動物を用いた検証により尿中CU040
がSLEの早期診断に有用なことが確認できた。診
断薬の低コスト化に繋がる新しい検出用プローブ
の開発を行った。ビジネスモデルを検討して創薬
事業を今後の目標に組み込んだ。

SLE診断薬の製造・販売および診断サービス、ならびに、SLE治療薬の提供。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

開発したSLE診断薬



xR技術の安全保護器具応用の事業化検証と商品開発

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（2022年3月時点）

研究代表者：名古屋大学工学研究科 博士2年 犬飼大樹

今後の事業化に向けた活動予定として、NEDO Entrepreneur Program 2021 type-B採択を受け、Proof of Concept開発
により製品面及び生産面での事業可能性を調査する。また、法人を設立したのち、大学発ベンチャーの称号授与を申請し
、ネットワーキングの面で有利な体制を整える。知的財産に関しては、本年度出願した光学的補正技術に関してPCT出願
を検討し、海外マーケットへの展開やライセンスアウトも視野に入れた出願・審査請求を実施する。プロモーションの観点で
はイベントだけでなく記事などへの積極的アプローチを行い、本事業を拡散していく。

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時）
この製品をレーザー作業環境下で使用者に負担なく実装
するために、使用者が違和感なく着用できるデザイン・ボデ
ィ設計、裸眼のような視界を再現する映像出力を達成する
計画である。
また、市場獲得においては、従来の保護めがねの使用に
関して、目に与える危険性を犠牲にしている顧客を研究、医
療、加工、航空の分野で調査する計画である。

活動結果と成果（終了後）
製品開発面においては、ボディ材料を詳細に選択
することで200gの全重量を達成した。また、デザイン
面について人間工学的見地から考察し、意匠出願を
行っている。映像出力については光学的描画補正技
術を開拓し、特許出願（特願2022-024882）を行った。
市場獲得について、保護めがねだけではなく、検眼
器分野にも注目し収益計画を考察した。

本事業では納入先の安全ガイドラインを実地状況を想定した厳密なものにフォローアップし、策定したガイドラインに適応できる唯一の商品とし
て販売経路を開拓する。製品面と管理面の双方向からの安全を確保することで、顧客の安全だけでなく継続的な受注を可能にする。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

本技術シーズは没入型ヘッドマウントディスプレイ（HMD）において、人間の垂直視野を再現するカメ
ラ画角及びディスプレイ配置の幾何学的パラメータを定めたものである。
作業補助の目的でHMDを使用する際、肉眼と同等の視野を提供することはVR酔いや作業性の観点
から非常に重要である。本HMDでは、人間の垂直視野角と同じ画角の映像を投影することで、縦方向
の周辺視野情報を違和感なく伝達することが可能であり、作業性向上に貢献する。
本事業では上記の技術シーズをVR型のレーザー保護めがねに導入し、レーザースポットの可視化
と目の完全保護を両立する商品を提供する。



半導体量産装置の稼働率を上昇させる画期的プラズマプロセスモニターの開発

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

半導体量産装置では、真空容器内部の経年劣化による生産効率低下の対策として、装置

内部の大規模なクリーニングが必要となる。しかし、クリーニングは稼働率の低下とコストが

伴うため、その頻度の低減や適切時期の特定が著しく望まれている。コンピュータグラフィッ

クとコンピュータトモグラフィを掛け合わせた本技術が実現するプラズモニターシステムは、

真空容器内壁からの反射光から内壁の汚染状況をし、適切なクリーニング時期の特定が期

待できる。また、長期的にはプラズマの発光分布による運転制御システムの導入により、時

期の特定に留まらず、頻度自体を大幅に減少させることが可能であると考えている。

（2022年3月時点）

研究代表者：名古屋大学工学研究科 D2 夏目 祥揮

装置壁反射光の取得に特化したカメラの特許を2022年度中に

出願する（準備中）。そのカメラのプロトタイプを作成し、コンソ
ーシアムやデバイスメーカーとの共同研究から半導体製造現
場での有用性を実証をする。実証データを持って、資金調達を
行い、調達資金は反射光カメラと試験装置の開発に充てる。

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時） 活動結果と成果（終了後）

半導体デバイスメーカーの研究用装置に搭載する測定装置を販売から実績を積む。その後、デバイスメーカーで蓄積したデータによって高機能化
した測定装置を量産装置メーカーに販売する。さらに、未来材料などの市場へ水平展開し、増益とリスクヘッジを目指す。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

装置壁からの
反射光のみ抽出

仮説検証

光線追跡技術をプロセスプ
ラズマ診断への応用可能性
ヒアリング調査
1. 装置内壁汚染について
2. 本技術の適用の形

3. クリーニングコストや研
究開発費等

デバイスメーカーヒアリング：研究開発現場
では古い装置を使い続けており、壁の状態
によって再現性が悪くなっているため、開
発速度が下がってしまうことが分かった。
製造装置メーカーヒアリング：競争力を強
化するために、本内容が目指すモニタリン
グ装置にニーズがあることを確認した。

真空容器

プラズマ

発光計測

独自開発した
反射特性計測装置

↑電極汚染フリー
静電プローブと
↓加熱制御装置

静電プローブと深層学習を組み合わ
せることで、発光データからプラズマ
パラメータを取得する手法を発展さ
せる（2022年度日本学術振興会特別
研究員PD応募予定）。



超解像による分光分析の高精度化

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（2022年3月時点）

研究代表者：名古屋大学 未来材料・システム研究所 准教授 原田 俊太

大まかな、技術実証は本プログラムによって終了しており、技術の有用性、他手法への広範囲な応用について仮説検証を行うことができた。現
在、受託分析会社と技術検証を進めており、まずは、解析ソフトの受託開発、受託ソフト開発の知見を蓄積しつつ、汎用的なソフトウェア開発を
行っていく予定である。汎用的なソフトウェアを開発するにあたり、顧客ニーズを適切にとらえたソフトウェア設計を行う必要があり、これらを現在
行っている国研、大学との共同研究の中から抽出していく。

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時）

受託分析会社を中心に顧客ヒアリングによる応用探索を
行い、自動化プログラムのプロトタイプ作成と、電子線や
X線分光への応用の実証を行い、受託研究開発の受注を
目指す。

活動結果と成果（終了後）

受託分析会社と分光分析装置メーカ、分光分析装置を用いる国研・
大学の研究者にヒアリングを行った結果、電子線エネルギー損失分
光とX線光電子分光法のスペクトルデータにおいて、超解像に対して
強いニーズがあることが明らかとなった。今後、これらの超解像解析
の実証と企業への導入に向けた開発を進める。

超解像解析ソフトウェアの開発受注をまずは目指し、その後汎用的な解析ソフトを開発しリリースする。技術の市民権が得られたのちに、製品検
査への応用展開を行い広範囲な市場を獲得していく。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

分光分析に超解像技術を応用し、これまでには観察できなかった、僅かな
分光スペクトルの変化をとらえ、分析精度の大幅な向上を実現する技術の
社会実装を目指しています。分光データに限らず、電気信号や音波/振動の
波形分析などへの応用も可能です。



ヒト iPS細胞由来細胞の研究支援材料及び再生医療材料としての事業化検証

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（2022年3月時点）

研究代表者：名古屋市立大学薬学研究科 教授 松永 民秀

 研究開発を加速化させるために、AMEDなどの公的機関からの更なる資金調達を行う。
 腸内細菌叢との共培養系の開発を進めるため、食品会社からのサンプル提供と医学研究科との連携により、当
該分野での優位性を高め、特許を抑える。

 ヒトiPS細胞由来細胞、生体模倣システムの開発に際し、実証実験及び関連企業へのヒヤリングを行い、事業の
蓋然性を高める。

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時）

１ 試作品の提供・ヒヤリングに基づく製品の改良

２ 顧客獲得と顧客ニーズ情報の収集

３ ヒトiPS細胞由来細胞を用いた新規モデル系の構築

活動結果と成果（終了後）

１ 試作品を用いたヒヤリングは、10社（製薬会社４社、食品会社
５社、家電メーカー１社）実施し、内９社からのニーズがあった。

２ 生体模倣システムについても、製薬会社３社のヒヤリングを実施した。
３ 商業化に向けた資金調達計画を策定し、補助金の申請準備を実施した。
４ 補助金申請（AMED事業：研究代表者として1件、研究分担者として1件）
５ 2022年度共同研究契約： 製薬企業1件、食品企業3件、その他企業3件

分化誘導技術のライセンス契約を中心とした事業、技術指導などのコンサルティングを行う。これらの事業をベースにし、安定的な収益を確保し
ながら、ヒトiPS細胞由来細胞の製版、再生医療（オルガノイド、血管内皮前駆細胞、生体模倣モデル）の開発・販売を行う。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

分化誘導細胞を用いた
薬物動態試験の模式図

医薬品開発において「薬物動態評価」は成功率向上に重要である。現在、 腸管や血液脳関門の薬物
動態を総合的に評価可能な系が無い。我々は腸管細胞や脳毛細血管内皮細胞等をヒト iPS 細胞から
分化誘導する技術を開発しており、これらの課題の解決が期待できる。 また、分化誘導法に低分子化

合物を用いているため、コストやロット間差を抑えられる。さらに、分化誘導した細胞の凍結保存技術
や、三次元腸管組織類似体（オルガノイド）の大規模作製技術等の開発に成功しており独創性と新規性
に富み、製品化した際には非常に高い利便性が見込まれる。



コロイド結晶化技術の事業化検証: 金ナノ粒子の自己組織化による超高感度センサー

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

研究や医療の現場で強いニーズがある超高感度分析を可能にする、ラマン
散乱を用いた高感度分析チップを提供します。長年培ったコロイド結晶化技
術を用い、大きさの揃った金粒子を規則的に配列させます。大型装置を必
要とせず、安価・簡便に、必要なタイミングでppm以下の分析が可能です。

（2022年3月時点）

研究代表者：名古屋市立大学薬学研究科 教授 山中 淳平

 用途調査の結果を踏まえ、国外研究者との超高感度センサーの開発を進める。

 SERS基板のPoCを実施していくために、企業との共同研究・開発を進めていく。

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時）

 研究用SERS基板、診断用SERS基板の他、汎用性の
高い微量分析用の基板を開発する。

 ユーザーのニーズに応じて少ロット販売を行い、基板
メーカーやセンサーメーカーのニーズに合わせた試作
品の作製と技術移転、ライセンシングを目指す。

活動結果と成果（終了後）
 市販品の14倍の感度を持つSERS基板を作製
（技術移転、ライセンシングは未実施）

 用途調査を実施の上、医療分野では血液や尿の分析、
環境分野では水（特に途上国）の分析を行うための基板
について検討。医療機関や国外研究者へのヒアリング
を実施し、現状の課題とニーズについて確認

従来品の10倍感度を持つSERS基板を主に研究者向けに販売する事業をベースとし、次のフェーズでは、特定のバイオ物質も計測可能な基板
を作製し、医療分野へ進出を試みる。起業後10年目には、食品、農業、環境モニタリング、バイオディフェンスなどの分野にも拡大を図る。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型



高分子材料と細胞との相互作用を活用した臓器・組織再生促進デバイスの事業化の検証

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（2022年3月時点）

研究代表者：藤田医科大学 医療科学部 講師 堀 秀生

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時） 活動結果と成果（終了後）

・新規構造を有した新規高分子材料は間葉系幹細胞を効率よく捕捉し、成長因子の
産生が増強されることを細胞培養実験で確認した。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

本発明は、高分子材料を支持体として、自家他家を問わず間葉系幹細胞などの細胞との
複合体を主構成物とする臓器・組織再生促進デバイスである。

本発明は、再生医療において「支持体」として優れているだけでなく、細胞との高い親和性
により細胞の生理活性物質の産生を亢進する効果を有している。この高分子材料を用い
ることで、再生医療の3条件の制御が容易になり、安定的かつ効果的な再生医療療法の提
供が実現できると確信している。

・高分子材料製品は、製造メーカーへ委託し、MSCは再生医療関連企業へ製造を委託（もしくは自社製造）する。
・本発明は、起業予定のベンチャー企業経由で大手医療機器メーカーへ技術を創出する、もしくはベンチャー自らが医
療機器の製造販売承認を取得し、事業化を行うことを予定している。

本事業では、再生医療に用いる細胞培養用基材とし
ての性能に関する検証試験を実施し、事業期間中の
物質および用途特許出願を予定している。また、経営
人材候補による市場調査や実用化に向けた事業計
画立案を実施する。

・2022年度は、起業支援型の予算獲得により、本技術の確立を目指す。
・非臨床試験に関しては、本学発ベンチャー立ち上げ後に、VC等からの出資を受けながら進めていく。
・2026年初め頃の薬事承認申請、2027年に薬事承認取得を目標に、開発を継続予定。エグジットは

2030年を目標。



採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

現在の検査機関におけるPCR検査では専門人材の不足，オンサ
イトでの検査ができないこと，変異株検査率（5～10%）が問題とな
っている．本デバイスでは高精度なマイクロ流体制御技術により
低コストかつ迅速にオンサイトで複数のウイルスをまとめて遺伝
子検査が可能である．

（2022年3月時点）

研究代表者：豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 博士後期課程1年 夏原 大悟

• ビジネスプランのさらなるブラッシュアップを行い，起業に向けた体制を整備する

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時） 活動結果と成果（終了後）

精密成形によるマイクロ流路デバイスは外注により量産する．マイクロ流路デバイスに設計・開発したウイルスに特異的なプライマー
（遺伝子を増幅するための起点）を当方で組み込み，各検査機関等に提供し，対価を得る．

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

標的ウイルス・アレルゲンの同時迅速診断を可能とするマルチプレックス遺伝子診断デバイスの事業化検証

自律的な分注
新
型
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1

複数のウイルスをまとめて検査

• デバイスの改良を行い，サンプルの導
入にかかる時間を従来の1/14倍に短縮

• デバイスの外注による量産を実施

• 感染症ウイルスの臨床検体を用いて
デバイス上で診断を実証・評価した

陽性

新
型
コ
ロ
ナ

陽性

イ
ン
フ
ル
A

• 検査プロトコルの確立

• デバイスの改良・量産化

• ヒト感染性ウイルスの臨床
検体を用いた実証実験

量産したデバイス
検査結果

• 現状の1検体多項目の検査デバイスを改良し，現場での即時検査の需要に対応した，多検体多項目の検査を行うデバイスを開発する

• デバイスの外注業者と協議を重ね，安価な作製方法を目指し，低コスト化を目指す



翻訳効率化技術・安定化技術のmRNA医薬への応用と事業化

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

コロナ禍で一躍脚光を浴びたmRNA医薬品であるが、その特徴は①広い標的に適用可能であり、②ゲノムに
挿入されるリスクがない、③タンパク質導入に比べて薬効が長く持続する、④配列がわかれば短時間で設計
が可能であるなど、今後の医薬品開発のゲームチェンジャーとしてmRNA医薬品に関心が高まっている。一方
これまで普及しなかった最大の問題点は、mRNAが不安定であり、発現効率が低い点であった。
人工mRNA分解機構の全容を解明し、この独自に明らかにした分子機構に基づいてmRNA安定化技術を開
発するとともに、翻訳の基礎研究に基づいた翻訳効率化に関する基盤技術を知財としてすでに出願しており、
多くのビッグファーマから注目されている。

（2022年3月時点）

研究代表者：名古屋市立大学薬学研究科 教授 星野 真一

 研究開発：人工mRNA安定化剤の構造最適化を実施し、併せて翻訳効率化技術の精度を高めていく。また、共同研究などを通じて、製薬メー
カー等に対してヒアリングを行い、技術の改善点を適宜修正していく。

 事業体制の確立：研究開発人材、経営人材（特に、バイオエコノミーにどのように展開して行くか指南していただける方）を確保する。

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時）

１ 研究開発
発現効率化配列の探索により最適なmRNAを設計と、安
定化技術により発現効率の高い人工mRNAの試作品を
作製する。
２ 顧客ヒアリング
顧客が求めるターゲットに対して、改善すべき問題点を洗
い出していく。

活動結果と成果（終了後）

１ 研究開発：人工mRNA安定化技術については安定化剤の構造最適化を
実施し、併せて翻訳効率化技術については国内外の企業に技術移転活動を
実施した。
２ ビジネスモデル再考：基盤技術の展開方法を探索し、①がん免疫療法、
②iPS細胞の作製、③遺伝子治療／ウイルス疾患の治療、④疾患原因遺伝
子の補充療法、これらを実施していくための上記ビジネスモデルを作成した。

基盤技術の特許を企業にライセンスアウトしする。同時に企業との共同研究を実施し、mRNAの最適化を図る「プラットフォーム型」ビジネスを中
心として、独自のmRNAワクチン・医薬開発、後期ステージで製薬会社へ導出を図るビジネスを行っていく。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型



血管内皮増殖因子VEGFに替わる微生物由来新規蛋白質標品(BafA)の事業化検証

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

概要：本技術では、微生物（細菌）から新たに発見した蛋白質BafAを既存血管新生因子(VEGF等)に替わ
る標品として開発し、創薬事業および標品そのものを販売するための事業展開を目指す。
背景：BafA蛋白質はヒトの血管内皮細胞を増殖させ、新たな血管の構築を促す作用（人の体内に存在す
る血管内皮増殖因子 [VEGF] と同様の作用）をもつ。こうした血管を増やす作用を、閉塞性慢性動脈閉塞
症や虚血性心疾患などの血行障害を伴う疾患の治療薬、再生医療製品の開発、研究試薬に応用させる。
独創性・新規性：BafA蛋白質は研究代表者が発見した新規因子であり、先駆的な研究開発が可能である。
また、VEGFとは全く異なるアミノ酸配列で構成され、既存薬の課題を克服する可能性のある分子である。

（2022年3月時点）

研究代表者：藤田医科大学 医学部微生物学 講師 塚本 健太郎

• 2022年度は、他の助成金プログラムを活用しながら、基礎研究の完了を目指す。
• 非臨床試験に関しては、多くの費用がかかるため助成金プログラムだけでなく、本学発
ベンチャー立ち上げ後に、VC等からの出資を受けながら進めていく。

• 2029年初め頃に薬事承認申請を行い、2030年に薬事承認取得、販売開始を予定。

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時）
研究開発： VEGFとの差別化をはかるため、
BafA蛋白質の生産性、薬理活性、安定性
について調べ、そのVEGFに対する優位性
および有効性について検証する。
ビジネスモデル：創薬、再生医療製品、研
究試薬の各分野の顧客候補に対し、ヒアリ
ングを実施し、技術の応用先を見つける。

活動結果と成果（終了後）
研究開発：BafAとVEGFの比較検証を行った結果、
BafAは生産性に優れ、VEGFよりも高い活性と安
定性を示すデータを得た。製法を改良し、生産効
率の向上に成功した（特願2022-33895）。
ビジネスモデル：研究試薬としての市場規模や需
要は高くなく、創薬事業が本技術の特性を最も活
かせる分野であることが調査によりわかった。

総合的に本技術を最大限活かせる領域として治療薬を選定。
立ち上げ予定のベンチャーにて、薬事認可の取得、販売を手掛ける予定。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

BafA

VEGF受容体2

血管内皮細胞

血管新生のシグ
ナルが活性化 血管が増える

創薬

再生医療製品

研究試薬

BafA

VEGF

製造コスト
安定性
活性の強さ

比
較

BafAの優位性・有効
性が実証できた

・低コストで製造可能
・高い活性
・高い安定性と保存性
・血流改善効果
・製造方法の改良に成功



ICT機器と深層学習を用いた路面性状モニタリング技術の事業化検証

採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

近年、地方自治体において道路インフラの維持管理を今後いかに継続していくか
が大きな課題となっている。背景として、高度成長期に建設された道路網が次々と

耐用年数を迎えている一方で、地方自治体の人口減による技術者不足や予算減少の問題がある。そこで、より
効率的かつ低予算で実施可能な路面調査の代替法が強く求められている。我々はJICAの東ティモール国立大
学工学部支援プロジェクトへの参画をきっかけに、研究・教育の一貫として、ICTと最先端の深層学習を用いた
安価なクラウド型路面性状モニタリング統合システムの開発を進めてきた。ここでシステムの実用化の目処が
立ってきたため事業化し、まずは東ティモールと岐阜県内での実績を積んだ上で、他の途上国や都道府県を顧
客とした事業拡大をめざす。本事業は国内インフラの維持のみならず、特に発展途上国の発展に大きく貢献す
ることを目標としている。

（2022年3月時点）

研究代表者：岐阜大学工学部電気電子情報工学科 准教授 深井英和

本プログラムによる採択の期間では、開発済みアルゴリズムを、事業化に必要な段階までシステム開発するまでには至らなかった。今後、引き続
き他の予算の獲得と開発の再開を目指す。その後、計測済みデータを解析しつつ岐阜県および東ティモール政府からの受注を目指す。さらに、
他の都道府県等の自治体や他の途上国からの受注を目指す。

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時）

• 路面性状解析アルゴリズムの研究開発を引き続き行
い、より精度の高いもの、多項目への対応を目指す

• 地図表示システム、ユーザー管理システム、ユーザー
登録システム、データ分析フローシステムの開発等を
行う

活動結果と成果（終了後）

• 深層学習ネットワークの学習用ラベルデータの
作成を行い、ネットワーク構造の改善と再学習
を行い、より精度の高いネットワークを構築した

• 地図表示システム、顧客向けUIの作成、他、シ
ステム開発を進めた。

本事業は、既に研究開発したシーズベースではなく、地方自治体や途上国における
既存の強い社会ニーズに対して研究機関として最先端の技術を用いて解決を目指すものである。今後も引き続き、地方自治体や途上国の道路
維持管理担当部署との協議を継続しつつ、社会ニーズに即したアルゴリズムとシステム開発を進め、顧客の獲得を目指す。

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

本プログラムで開発したUIの例



採択年度：2021年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（終了時）

課題名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（2022年3月時点）

今後の事業化に向けた活動予定

活動計画（申請時） 活動結果と成果（終了後）

SCORE大学推進型 拠点都市環境整備型

高品質窒化物半導体エピタキシャル成長技術の事業化検証

新型コロナウィルスの世界的な感染拡大も背景として、深紫外発光

ダイオード(DUV-LED)を用いた殺菌やウィルスの不活化に注目が集まっているが、価格が高

く十分に普及していない。我々が開発した独自手法は、スパッタリング成膜と熱処理を組み

合わせることでDUV-LEDを構成する窒化物半導体の結晶を極めて安価かつ高品質に製造

できる。DUV-LEDの低価格化および高性能化と社会実装の加速を通して、疫病や感染症の

脅威が抑制された安心安全な社会の実現に貢献する。（右図：DUV-LEDの断面模式図）

n型層

発光層

p型層

スパッタアニールAlN
(独自開発の超高品質結晶)

電極

電極

サファイア基板

DUV-LEDメーカーに対してライセンスの提供、技術コンサルティング、

または研究開発の受託を行う。DUV-LEDメーカーの既存技術の一部を我々の独自技術にリプレースすることで市場

全体のDUV-LEDを低価格化・高性能化し、DUV-LED市場の拡大と社会実装の加速を図る。

研究代表者：三重大学地域創生戦略企画室 助教 上杉 謙次郎

歩留まりの低下による素

子単価の上昇を抑えるため、DUV-LED素子の動作

不良につながるキラー欠陥の同定と、長期通電に

よる出力低下のメカニズムを明確化し、関連する

製造工程の改善を行う。並行して、想定されるユ

ーザー企業へテストサンプルを提供し、実使用環

境下におけるDUV-LED素子の性能や不具合の有

無についてフィードバックを収集する。

試作したLEDは、発光波長263nm

において外部量子効率8.0%（波

長275nmより短波長における世

界最高効率）を記録した（右図）。

通電初期における発光出力の低

下の抑制が、素子寿命の向上に

重要であるとの知見を得た。

国内DUV-LEDメーカーとの共同研究を通じて、引き続き技術課題である

キラー欠陥の同定と低減、長期通電に伴う出力低下のメカニズム解明と長寿命化を進める。

200 μm


