
超小型RNA結合タンパク質創薬

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

RNA-タンパク質間相互作用を検出する独自のプラットフォーム技術を基盤に
超小型RNA結合タンパク質を創出して、①パイプライン創薬、②共同開発、③ライセンスビジネスを
組み合わせて、前臨床もしくは臨床試験2相試験前後までを担う創薬バイオベンチャーを目指す。

任意の遺伝子を標的にできるだけでなく、近年、疾患の原因となる異常RNA
の発見が加速しており、創薬標的としてRNA分子への注目が高まっている。
本プロジェクトでは、RNAを創薬標的とする新たな治療オプションとして分子
量数万程度の超小型RNA結合タンパク質を創出する。

（2022年8月時点）

研究代表者：東京大学大学院新領域創成科学研究科 助教 遠藤慧

活動計画（申請時）

２種類の疾患に着目してパイプライン型の研究開発に取り組み、特に第２パイプラインでは
第１パイプラインで掘り起こした課題を解決しながら基盤技術のブラッシュアップを図る。
① リード創出：独自プラットフォームを元に遺伝学的、進化工学的手法等を組み合わせることで、1本
鎖RNAに配列特異的に結合する超小型RNA結合タンパク質を創出し、リードタンパク質を取得する。
② リード最適化：機能性を持たせるためにリードタンパク質に付加するペプチドを創出する。
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プール型・網羅的な細胞表現型解析技術の事業化

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

近年急速な拡大を見せる１細胞解析市場と、既に巨大でありながら高い成長率で拡大を見
せるハイスループットスクリーニング市場と、細胞医薬品市場をターゲットに、市場の開拓を
計画している。

本研究開発では、細胞の生細胞機能や形態情報と、細胞を破壊して得られる分子情報を、
多角的に解析する技術の、細胞表現型創薬スクリーニング技術への応用を図るべき技術実
証を行う。並行して、産業的に価値のある実証ターゲットに関する情報を、米国において収
集することにより、重要な新規細胞解析技術の産業実証・実用化展開の加速を図る。

（2022年8月時点）

研究代表者：東京大学先端科学技術研究センター 准教授 太田禎生

活動計画（申請時）

研究開発においては、薬剤応答スクリーニングの実証を達成することである。具体的には、
ハードウェアと大規模データ解析プラットフォームのプロトタイプ開発、ビーズ安定生産・QC
手法開発、細胞表現型スクリーニングプラットフォームの開発を目指す。

ヒアリングから事業開発においては、初期サービス提供に向けた薬剤応答解析PoCのター

ゲットを決定し、研究開発活動へ反映することを目指す。また、ビジネスモデルの考案を柔
軟に行う。
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環状オリゴ糖からなるナノシートの事業化

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

ナノシート材料は厚さがきわめて薄いため、材料表面を覆う際にほとんど量を必要としません。この環状オ
リゴ糖ナノシートは普段は水中に分散しているので、そのまま飲んだり、スプレーとして吹きかけたり、普段
の日常生活で使用可能です。創業初期はヘルスケア市場を中心に展開する予定ですが、その後は農薬、
DDS/医薬品などへの応用を計画しています。

コロナ禍や高齢社会の到来により衛生・健康・医療への関心が高まっていま
す。しかし消臭剤・サプリ・医薬品に含まれる有効成分の多くは効果を発揮
できず無駄になっています。本事業では、環状オリゴ糖からなるナノシートを
利用します。これに有効成分を担持させると、適切な箇所に長時間張り付け
ることができ、有効成分の潜在性能を最大限引き出すことができます。

活動計画（申請時）

本プログラムではまず、新開発した環状オリゴ糖ナノシート
の安全性試験を行い、生体関連材料として利用できることを
明確にします。またナノシートの大量生産技術の開発にも取
り組みます。そしてメンタリングや企業マッチングを通して用
途選定しながら、ナノシートが吸着・担持する分子の種類や
量、徐放速度についての基礎データベースを構築します。こ
れにより、適切な戦略に基づく環状オリゴ糖ナノシートの事
業化を実現します。 3
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PoC検証

メンタリング

基礎技術開発

大量生産技術
分子担持/徐放
のデータベース

生体安全性
試験

適切な戦略に基づく
事業化の実現

（2022年8月時点）

研究代表者：東京大学大学院新領域創成科学研究科 助教 上沼 駿太郎



術前術中の情報を集約した複合現実手術支援ソフトウェアの開発

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

• 早期の主たる顧客は外科医（脳神経外科医6000人、外科医6万人）。
• 1ライセンスにつき5万円/年でのサブスクリプション形式。
• 開発アプリは、①手術ナビゲーション、②様々な医療データが融合され効率的に表示、③症例データ

を保存、の3つの機能を有する。

• 現実空間を歪める複合現実技術を使用した手術支援システム機能を
有するタブレットアプリケーションを開発する。

• 開発アプリによって、これまで限られた大病院でしか購入できなかっ
た手術ナビゲーションシステムがどの病院でも使えるようになる。

• 医師1人1台医療機器を有することになる画期的なコンセプトである。

（2022年8月時点）

研究代表者：東京大学医学系研究科医用情報工学 特任准教授 金太一

活動計画（申請時）

• 試作品を完成させ、精度と有用性の検証を行う。
• 試作品の簡易版をリリースし、潜在顧客獲得と市場からのフィードバック

を得る。
• 開発によって生じる新たな技術について、知財マップを作成する。
• ビジネスモデルの課題を抽出し、修正する。
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ナノ細孔を用いた分子シーケンサーの開発

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

世界的にエピゲノム解析やプロテインシーケンスに向けて新たな生体分子ナノ細孔も開発が進められているなかで、今
回の提案者ら及び新会社が狙うのは無機固体薄膜ナノポアによって生体分子ナノ細孔からデファクトスタンダードの地
位を奪取することである。そのためには本方式（無機固体薄膜ナノポア）を早期に市場導入し、顧客サイドにおいても様
々なアプリケーション開発が進むようにすることが得策。最終機器製品の製造工場の立ち上げや販売体制の構築に時
間をかけるよりは、フローセルまでの製造に留めてその分だけ早期の事業開始・市場導入の方が得策と考えている。

本研究ではスタートアップ設立に向けて、①無機薄膜ナノポアの作成技術およびフロー
セル構成の基本形を確立し、スタートアップ設立後のスケールアップ研究、実製造につ
なげること、および②DNAシーケンス、エピゲノム解析における対生体分子ナノ細孔優

位性の確認やプロテインシーケンスへの展開可能性を得て本プロジェクトの価値を高め
ること、また並行して①②に関する特許出願を進める。

（2022年8月時点）

研究代表者：東京大学工学科 講師 徐偉倫

活動計画（申請時）

ナノポア薄膜の製造技術の開発

ナノポアの真円度や大きさの再現性を得て、かつ解析結果の再現性を確保するためには無機固体
薄膜の品質が重要であることは言うまでもない。具体的には、格子欠陥の極めて少ない薄膜を得る必
要があり、製膜方法としては化学気相成長法(CVD)にて製造する計画。本プログラム期間中にCVD装
置を購入し、製膜条件を詰めて品質の良い大面積無機固体薄膜を得る条件を詰める。
分子シーケンシング
無機固体薄膜ナノポアシーケンサーのDNA/RNAシーケンスやプロテイン／ペプチドシーケンスにお

ける対生体分子ナノ細孔の優位性（耐久性、精度、形状の制御など）を示し、本シーズの価値を高め
るとともに将来の権利確保に向けて解析アプリケーションの特許出願を行うこと。
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疾患原因遺伝子における塩基変異特異的siRNAの汎用性拡大と実用化を目指したスタートアップ

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

ビジネスモデルとしては、自社開発型パイプライン事業と製薬企業との共同開発によるプラットフォーム事業のハイブリッド型で事業を推進する。
・パイプライン事業：核酸医薬の設計、候補物質の最適化、非臨床試験、Phase1までは自社で、Phase2aからは企業へ導出し、契約一時金を受領
する。また、開発段階に応じたマイルストンを設定することもあり得る。
・プラットフォーム事業：siRNAの設計は本スタートアップが担い、非臨床試験や臨床試験は協力して、販売は共同開発先の製薬企業とすることが
考えられ、研究開発費やマイルストン（臨床開発候補薬物発見時、Phase1、Phase2、Phase3、承認申請時）、販売ロイヤルティなどでの収益を得
る

がんや神経変性疾患を含む遺伝性疾患などでは、原因遺伝子に1塩基の変異が起こることで疾患を発症

する例が多く知られている。本プロジェクト申請者らは、これまで困難であった１塩基変異をもつ遺伝子の
みを抑制し、正常遺伝子は抑制しない次世代型の新規の核酸を用いたSNPD-siRNAという技術を開発し

ている。本プロジェクトでは、その汎用性を確認することでプラットフォーム技術として確立し、最終的には
その社会実装をめざしてスタートアップをおこなう。すでに、これまでの研究で、細胞レベル、オルガネラ、
一部マウスでSNPD-siRNAの効果が確認できている。本技術はがんや遺伝性疾患などの既存薬では治
療できないさまざまな疾患に対してファースト・イン・クラスの創薬が可能な汎用性の高い手法である。

（2022年8月時点）

研究代表者：東京大学大学院理学系研究科 准教授 程 久美子

本研究開発の主な活動計画は次のとおりである。
①KRASに対するSNPD-siRNAカクテルのゼノグラフトを用いた有効性評価をおこなう。標的遺伝子の変異が入りやすい複数箇所のホットスポット
を同時にターゲットとするSNPD-siRNAカクテルを用いることにより、必ずしも変異部位が特定できなくても適用可能なsiRNA医薬品を開発する。
②化学修飾の最適化をおこなう。標的遺伝子抑制効果は減弱せずに、血中や組織内での安定性を高める化学修飾の最適化を行う。
③DDSの最適化をおこなう。局所投与と比較検討しながら、特に膵臓および皮膚への最適DDSを確立する。
④個別化医療に適した新規標的遺伝子に対するsiRNAのレポーターアッセイによる評価・最適化によるアンメットメディカルニーズに適用可能な医
薬品を開発する。現状では、SNPD-siRNAの成功率は66.1％である。がん関連遺伝子数は500程度、それ以外の疾患原因遺伝子数は4000程度
と見積もられている。そこで、本手法により、より多くの疾患に対応可能がSNPD-siRNAを構築し、プラットフォーム技術としての可能性を拡大する
。さらに、設計法の改良を進め、成功率を向上させる。
⑤がんに対する初めての核酸医薬品を開発する。KRASおよびPIK３CAをはじめとするがん原遺伝子に対する実用化を進める。
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本事業のコア技術︓SN PD -siRN A
( single nucleotide polymorphism-distinguishable siRNA)

X

3’5’
5’3’ ガイド鎖
パッセンジャー鎖SNPD-siRNA

5’3’5’3’

１塩基変異遺伝子のmRNA正常遺伝子のmRNA

⇒個々の疾患原因遺伝⼦変異を標的とした

アンメットメディカルニーズに対応可能な核酸医薬品の実現

「SN PD-siRNAの創薬プラットフォーム技術の確⽴ と事業化」

・1塩基変異を特異的に識別
・オフターゲット等副作⽤を回避可能な技術

×○
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活動計画（申請時）



新規電気パルス法によるリチウムイオン電池の新規循環バリューチェーン創成

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

自社がリサイクル事業者となり、使用済みリチウムイオン電池を調達・リサイクルの上で正極材原料を商品
として電池メーカーに販売する。リサイクルコストの低さ及びそれを実現する技術の模倣難易度の高さが競
争力の源泉となる。尚、大型の初期投資及び運転資本が必要となる際にはパトロンとなり得るリサイクル事
業者及び金属精錬事業者との合弁プラント設立を検討する。

カーボンニュートラル促進のため指数関数的な需要増加が見込まれている
リチウムイオン電池に対し、新規電気パルス法を主体とした革新的分離技
術をシーズに、ブラックマス（リチウム、コバルト、ニッケルから成る正極活物
質粒子）を変質させることなく付加価値の高いまま回収する新規資源循環創
成プロセス開発および再生ブラックマス製造をグローバルに事業展開する。

（2022年8月時点）

研究代表者：早稲田大学理工学術院 教授 所 千晴

活動計画（申請時）

・実験とシミュレーションによって、多様なリチウムイオン電池の物理的特性
と電気パルス条件との関係を定量的に明らかにする。
・多様な集電箔・正極活物質粒子間接着に対して安定した高精度分離が達
成できる電気パルス条件や前処理条件を見出す。
・回収ブラックマスを正極活物質粒子として再生させ、電池性能を確認する。
・既存の再生方法と比較し、より優位となる電気パルス条件と前後処理条件
を検討する。 7
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目標： 多様な電池の安定した分離を達成/ダイレクトリサイクルへの優位性を明確化

電気パルス分離後のブラックマス
に変質が無い



新規国産ゲノム編集TiDの基盤技術開発

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

ゲノム編集TiDシステムを基盤とする、効率良く使いやすいゲノム編集を提供する。TiDを基盤とした種々の
周辺技術や安全性評価法をパッケージ化し、ゲノム編集技術のデザインや事前評価、細胞・生物の作製
技術の提供や作製された製品の品質評価など、ゲノム編集全般のコンサルティングと共に、TiDの特色で
あるオフターゲットリスクの低さを活かした簡便で正確なゲノム編集技術を提供する。

細菌の獲得免疫系として発見されたCRISPR-Casシステムの利用により、医学・農学・資源開
発などの様々な分野で利用が世界的に拡大している。医学や創薬分野でゲノム編集を活用す
る際の課題の一つに、オフターゲットリスク（標的ではない配列を改変してしまうリスク）がある。
私たちが開発した”TiD”システムは、既存の技術よりオフターゲットリスクが格段に低い、新規
のゲノム編集技術である。TiDを基盤とする独自のゲノム編集を国内外のバイオ・創薬企業に
提供し、より精密で多様な細胞・生物の開発に役立てることで新たな産業創出に貢献する。

（2022年8月時点）

研究代表者：東京工業大学生命理工学院 教授 刑部祐里子

活動計画（申請時）

・新規ゲノム編集の動作性の効率化
・新規ゲノム編集による種々の遺伝子改変ツールキット構築
・ゲノム編集周辺技術開発
・ゲノム編集細胞系統のプロトタイプ試作と安全性評価技術開発
・ユーザーに提供するゲノム編集プロトコルのパッケージ化
・市場分析・特許戦略および、ビジネスモデル策定と検証
・初期ユーザー選定と共同研究実施、グローバルネットワーク構築
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PAM
Cas10d

新規ゲノム編集TiDゲノム編集技術は、生物ゲノムの遺伝子配列を自在に変える技術であり、

様々な産業分野での生物機能改変に活用可能な独自の新規国産

新規国産ゲノム編集ツールTiDを基盤とするUser-friendlyな
ゲノム編集技術プラットフォームを提供するスタートアップ設立

ゲノム編集デザイン・
変異解析・細胞作製・評価

新規ゲノム編集技術
プラットフォームの提供



スモールデータＡＩによる診断支援システムの多品種短期開発 〜米国市場の検討〜

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

スモールデータ深層学習により希少疾患を含む重要な疾患のための診断支援システムを開発し、① AIソフトを病院へ販売す
る単体ソフト販売モデル、② クラウドベースで、１症例処理する毎にFeeをチャージするPay Per Useのモデル、③ 年間契約な
どのSubscriptionモデル、を検討する。

深層学習には大量のデータ(1万〜10万例)が必要であり、これが医療分野での最大のボ
トルネックとなっている。我々は、このボトルネックを解決し、100例程度のごく少数データ
（スモールデータ）で学習可能な独自の深層学習モデルを開発することに成功した。本ス
モールデータ深層学習を用い、医用画像から病変を検出し診断を支援するAIシステムを
開発する。大量の症例が集められず、他の研究機関等が未着手の疾患を対象に、連携
病院との共同研究を通じて医療AIのプロトタイプを開発し、今まで開発が不可能であった
希少疾患に対するAIを開発可能であることを実証し、多くの疾患を網羅するAIを短期・低
コストで開発できることを示す。

（2022年9月時点）

研究代表者：東京工業大学科学技術創成研究院 教授 鈴木 賢治

活動計画（申請時）

大量の症例が集められず、他の研究機関等が未着手の疾患を対象に、連携病院との共同研究を通じて医療AIソフトウェアの
プロトタイプを開発し、今まで開発が不可能であった希少疾患に対するAIを開発可能であることを実証し、多くの疾患を網羅す
るAIを短期・低コストで開発できることを示す。

スタートアップ・エコシステム形成支援

少数データ
スモールデータ
深層学習

2022年度 海外市場参入のための市場調査、準備、連携病院策定
2023年度 ベンチャー企業の創設 → NEDO STS 等への申請予定

国内病院と製品化に向けた２疾患のAI開発 → 国内薬事申請へ
2024年度 米国病院と提携して上記２疾患AIを米国向けに開発 → 米国FDA申請へ

８疾患のAIを国内病院と開発 → 国内薬事申請へ

ミッション：
独自のスモールデータAIで、AI開
発から大量データの制限を解き、
メジャーな疾患から希少疾患まで
を網羅する医療AIを全ての医師
に低導入コストで提供します



Applied Biomatrix 起業プロジェクト

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

本プロジェクトでは、研究代表者が特許権を有する可視化I型コラーゲン技術を商用開発して、分泌コラーゲン測定サービスを事業化する。具体
的には、本事業によって効能効果が不明瞭なコラーゲン関連製品に対して可視化I型コラーゲンを利用した機能評価サービスを提供し、適切な製
品に高付加価値を付与する共に、確実にコラーゲン分泌を促進する自社製品を可視化I型コラーゲン技術によって開発する。また、可視化コラー
ゲン研究で得た知見をもとに、体内コラーゲンの量および異常などの状態に関するマーカー、および、それらの検査・診断法（アルゴリズム）の
開発を進め、低侵襲的に体内コラーゲンの量および状態を知ることができる検査サービスを事業化する。

コラーゲンは美容、健康、医療など多方面から注目を集めており、コラーゲン分泌促進を謳
う製品は健康食品や化粧品関連企業の主要製品となっている。一方、分泌コラーゲンの正確
で簡便な測定は難しく、これら製品の機能評価は出来ていない。また、コラーゲンは、体内
タンパク質の約 30％を占めるが、その体内量および状態の簡便で正確な測定法は存在しない
。本事業では、研究代表者が開発した可視化I型コラーゲン技術を利用して、真に有効なコラ
ーゲン分泌促進製品にエビデンス付与し高付加価値化するサービスを提供する。また、体内
コラーゲン検査サービスを開発し、新たな疾病・健康評価基準を社会提案する。本事業によ
り、体内コラーゲンを整えて健康増進と未病達成に貢献する新しい社会的価値を創造する。

（202２年８月時点）

研究代表者：東京工業大学生命理工学院 助教 田中 利明

活動計画（申請時）

本プロジェクトでは、コラーゲン分泌促進を謳う製品・成分の効能効果を安定で迅速に評価
するため、可視化コラーゲンを定量的に再現性良く培養上清から測定できるプラットフォー
ムを構築する。具体的には、ヒト細胞の可視化コラーゲン発安定発現細胞株を樹立し（開発
目標①）、分泌される可視化コラーゲンの蛍光タグを、血清等を含む細胞培養上清からマイ
クロプレートリーダーで定量的に測定する条件を検討する（開発目標②）。この定量測定プ
ラットフォームにより、コラーゲン関連製品の評価・エビデンス付与サービスを安定して提
供できる体制を整え事業検証を実施する。また、可視化コラーゲン研究から見つけた分泌コ
ラーゲンマーカーによって、低侵襲的にコラーゲンの量および状態を検出するアルゴリズム
を確立し、年齢および疾病・健康状態とコラーゲンの量・状態の相関データを収集する。

10
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列車の混雑を見える化し、乗客が安く乗れるかつ、混雑を緩和し、安心して移動できる社会の実現（STEP2）

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

マルチサイドプラットフォームモデルとすることで、収益の方向を増やし、プロダクトモデルからの転換を図る。
アクターは、我々、鉄道、乗客、地域店舗等となる。

コロナ禍前は満員電車。コロナ禍により混雑に対する恐怖が芽生えた中で、通勤・通学における混雑
緩和対策に国、各鉄道会社も取り組んでいる。 アプリでの混雑情報やオフピーク通勤でのポイント等

の取り組みも行われているが、利用は、一部の乗客のみであり、多くの乗客の行動変容を起こすまで
には至っていない。 本研究は、IoTデバイスにより列車の混雑をリアルタイムに見える化し、利用者が
自ら選択して混雑を回避できるように情報を提供する。さらには、運行の効率化を図り、新しい移動の
創出とともに、沿線地域を活性化させ、将来的には無料交通社会の実現を目指す。

（2022年8月時点）

研究代表者：東京工業大学環境・社会理工学院 辻本研究室 早川智義

活動計画（申請時）

活動計画は、混雑の見える化である。混雑度情報提示と混雑緩和
を目的としている。
・利用者が自ら選択して混雑を回避できるような行動変容を促す。
・インセンティブにより行動変容を加速させる実証実験を計画している。

11
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熱源に埋めて使う半導体増感型熱利用発電の事業化検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

半導体増感型熱利用発電（通称STC）は、室温以上の熱を電力へ変換する技術である。設

置温度で化学平衡に到達すると放電が終了するが、スイッチを切ると熱エネルギーを吸収
して再放電できる。そのため、屋根の下・壁の中・地下などに埋めたまま、スイッチをオンオ
フするだけで発電が持続する。本課題では、このSTCをエネルギー問題のソリューションと
すべく、MTA契約によるSTCレンタル（後述）を通じ商品化の確度を上げる。

（2022年8月時点）

研究代表者：東京工業大学物質理工学院 准教授 松下 祥子

活動計画（申請時）

昨年度、我々は研究室で作製したSTCセル（80℃発電用、10日間耐
久）を、本学のMTA契約を通じて希望者に貸し出し、ユーザデータを
取得した（右図）。本GAP fundでは、セルレンタルを通じ得られたいく
つかの問題点をクリアした第2世代レンタルセルを開発する。また、本
第2世代レンタルセルを貸し出し、ユーザーの声を集め、再度開発を
行うリーンスタートアップサイクルを展開する。

合わせて、STCのコンサル・解析などを行う事業の立ち上げ準備を
実施するとともに、起業のためのチーム作りを行う。

12

スタートアップ・エコシステム形成支援

本スタートアップは世界に蔓延する閉塞的なエネルギー問題の打破をミッションとし、最終的に以下の２事業を展開する：
[I]欧州電池規制ならびに資源不足によるリチウムイオン電池コスト急騰を睨んだリチウムイオン電池代替（リチウムイオン
電池2025年世界市場約12兆円）
[II]昇温時の太陽電池発電量低下を補う相補的熱発電システム（太陽光発電2030年世界市場約13兆円）
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耐酸性微細藻類を用いたバイオ医薬品生産プラットフォームの事業化

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

イデユコゴメを利用して様々なバイオ医薬品を安価に生産するプラットフォームを構築し、それを製薬企業
や医薬品製造受託企業へライセンシングすると共に、耐酸性という特性を生かした経口投与用ドラッグデ
リバリーシステム（DDS）を開発し、それを製薬企業や医薬品製造受託企業へライセンシングする。

抗体やワクチンといったバイオ医薬品は、今後、その市場の拡大が見込ま
れるが、生産コストやデリバリー効率などに課題がある。そこで、植物プラン
クトンの1種で耐酸性で細胞壁の無い一倍体のイデユコゴメを利用し、バイ
オ医薬品の生産プラットフォームを開発・事業化し、世界中の患者さんの下
に安価な医薬品を提供することを目指す。

（2022年8月時点）

研究代表者：東京農工大学農学部 准教授 大松 勉

活動計画（申請時）

本課題では、研究開発とビジネスモデル構築を実施する。
研究開発としては、イデユコゴメで生産したバイオ医薬品原料が市販されているバイオ医薬品
と同じ構造を持ち、同じ生理活性を持つのかを評価すると共に、大量生産に向けて効率的な
スケールアップ法の開発に向けた基盤技術を構築する。
ビジネスモデル構築としては、製薬企業や医薬品製造受託企業などにヒアリングを行い、バイ
オ医薬品生産のコスト削減や作業フローの簡略化に対するニーズを把握すると共に、製造ニ
ーズの高いバイオ医薬品を明らかにしていく。

13
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不妊治療で用いる生殖補助医療自動化システムの開発

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

AIと専用の器材による良好な精子自動選別技術と、マイクロマニピュレータによる顕微授精作業の
自動化システム、および、これらが臨床現場で効果を発揮できるようなシームレスな周辺技術が特
徴である。システムの初期導入費用に加え、専用消耗器材の都度課金モデルを考えている。

不妊治療において、 タイミング法や人工授精が成功しない場合に行われ
る顕微授精は操作に熟練が求められ、担当する胚培養士の不足や、成
功率のばらつきという課題が存在する。我々は、顕微授精を含む生殖補
助医療の各工程の自動化を通じて、胚培養士の不足と、治療成功確率
の向上を図り、患者・医療機関・胚培養士の課題解決を目指す。

（2022年8月時点）

研究代表者：東京医科歯科大学生体材料工学研究所 教授 池内真志

活動計画（申請時）

① 胚培養士による顕微授精作業の全操作データ取得
汎用的なAIや自動化アルゴリズムを開発する必要があるため、共同
研究を実施するクリニックや病院に所属している現役の胚培養士が
顕微授精を行う際の操作データを、各種センサを取付けて収集する。

② 顕微授精自動化システムの現地検証（PoC）実施
顕微授精を自動化するためのハードウェアおよびソフトウェアを一式、
プロトタイプとして開発し、動物実験を経たのちに現場の培養士にユ
ーザビリティ試験を実施。ここで出た課題や問題を解決するためのソ
リューションを検討し、量産化に向け、設計へフィードバックを行う。 14

スタートアップ・エコシステム形成支援



音響学的解析による認知症の検知技術を利用した実用場面での精度検証および事業検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

研究グループでは、これまでに音響学的な特徴を用いた機械学習モデルで２
分程度の自由会話から認知症や認知症には至らないもの軽度の認知機能低
下を呈するMCIの可能性を同定する技術を開発している。同技術は特許出願
済み、かつPCT出願済みである。実際の金融機関で行われる顧客との会話と、

昨年度までの精度向上を図った解析成果を組み合わせ、実際のビジネスシー
ンでの活用と運用方法、価格設計等ビジネス検討を行う。

（2022年8月時点）

研究代表者：慶應義塾大学 特任教授 岸本 泰士郎

活動計画（申請時）

金融機関において預金・信託取引および遺言信託のサービスを受けようと
する高齢者を対象に、5分程度の会話データを、300名を目標に収集し、銀
行が元来取得する改訂長谷川式簡易知能検査（以下HDS-R）の結果と紐
づけする。これらのデータを用いてHDS-Rの得点を推定する、最適な機械
学習アルゴリズムを作成することを目的とする。なお、本研究は被験者のリ
クルート状況に応じて2023年4月以降も継続する予定である。

また検証後に高齢者への営業シーンにおいての属人的、定性的な認知機
能の判断を行なっている金融機関への導入することを念頭に、プロダクト化
に向けた準備を行う。

15
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日本国内においては、高齢者を顧客に抱えた全国の金融機関を当初のターゲットとし、営業／接客現場で行われる自由会話から認知状態
を測定するサービスを提供する。金融機関は現状、高齢顧客と金融取引等を行う際に、当該高齢顧客がその取引内容・リスクを理解でき
るレベルの認知機能を有しているかを各営業員がそれぞれの経験・知識に基づき定性的に判断しており、その判断は揺らぎやすい。また
業界団体のガイドラインに基づき、各金融機関において画一的に年齢（※例：85歳）で金融商品のセールス対象を制限している。このよ
うな現状に対して、認知機能の低下の有無を判別する技術を提供し、高齢顧客の認知機能に応じた適切なサービスを提供する。



Aging創薬プラットフォーム構築とサルコペニア治療薬開発

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

サルコペニアは2016年にWHOに疾患認定され、治療薬が存在せず、世界的に５億人の患者数が推計されている。先行研究から老化モデ
ルがサルコペニアの症状を呈し、創薬ターゲットに対してOK-1, E-1, E-2等の化合物にて筋肉への効果が認められている。急性サルコペニア
患者に対する治療として医薬品の承認を取得し、大手製薬企業とのライセンス契約、販売を委託を目指す。OK-1、E-1、E-2や新規化合物と
して類似化合物からサルコペニアの治療薬開発と、老化創薬プラットフォームの有効性/汎用性の確認を行う。aging hallmarks内の老化基
盤因子を標的とし、サルコペニア、認知症、加齢黄斑変性、心筋梗塞など多様な疾患への応用、パイプライン開発、創薬開発を行う。

老化創薬プラットフォームの構築と、その有効性の検証 (PoC)試験を実施する。 現在
、サルコペニアや認知症への有効性を示すリード化合物3つ(OK-1, E-1, E-2)と、AI/
遺伝子網羅解析による標的因子リスト、化合物候補リストを保有している 。米国で先
行する UNITYやCambrian、Altos Labsなどと異なる老化創薬標的に対する化合物の
絞り込み、細胞系を用いた老化創薬の評価系(老化創薬プラットフォーム) を構築する
。認知症、骨粗鬆症など広い老化関連疾患治療薬を目指す。

（2022年8月時点）

研究代表者：慶應義塾大学医学部 特任講師 早野元詞

活動計画（申請時）

治療効果の得られている3化合物(OK-1, E-1, E-2)をリード化合物として使用し、in 
vivo及び、in vitroにてMoAの確認を行う。それぞれWnt/βカテニン経路とGTP経路
、Notch経路の候補遺伝子をpathway解析、AI解析にてリスト化されている複数の遺
伝子に対するサルコペニア治療解析を行う。さらに、新規化合物候補として、OK-1
類似化合物と、E-1類似化合物 (OK-2〜7、E3〜15)、その他標的化合物リストを保
有している。これらの化合物について、細胞の増殖、筋肉や脂肪への分化等で評価
する。MoA解析結果を利用し、サルコペニアや認知症など老化を標的とした創薬プ
ラットフォームを構築し、化合物の構造と活性相関を将来的に取得する。
また並行して、OK-1は経口剤としての開発を進め、実験動物での薬効と薬物動体
の確認を行う。E-1は既存薬のため、後ろ向きの臨床データ解析、さらにサルコペニ
アのバイオマーカー解析を行い、患者層別化へ活用する。 16
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炭素繊維強化プラスチック部品を対象としたAIベース非破壊検査手法の実測データ検証

採択年度：2022年度

技術シーズの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

長期的には今後15年での著しい成長が期待される自動車部品用途CFRPの世界市場を目指すものとし，
まずは既にCFRP需要が存在する義足やエアモビリティといった分野での導入を目指す．事業化前には，
国内の素材メーカー・自動車メーカーへのヒアリングを行い，現場で求められるサービス水準の調査や，
サービス提供価格の見立てを行っていく．

引張応力を与えた炭素繊維強化プラスチック(CFRP)製部品の表面温度変化を
逆解析AIへ入力することで，部品内部の欠陥有無を判別する非破壊検査手法
を提案・実証する．軽くて強いCFRPは，自動車燃費規制の厳格化等を背景に
今後市場の急拡大が見込まれる．本手法は既存手法で困難な生産ラインでの
自動検査を実現し，大量生産のボトルネック解消に貢献することが期待される．

スタートアップ・エコシステム形成支援 （2022年8月時点）

研究代表者：慶應義塾大学 理工学研究科 博士課程学生 平山健太

活動計画（申請時）

• 研究開発
• 実物CFRP試験片の実測データ収集（実験計測）
• CFRP試験片の実測データをもとにした提案手法の定量評価
• 提案手法の複雑形状CFRP試験サンプルへの拡張検討

• サービス検討
• サービス提供価格の見立て精緻化
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