
人工リボソームによる次世代中分子医薬プラットフォームの構築

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

天然リボソームを改変することで、多様な非天然アミノ酸の重合・非天然アミノ酸の
連続的重合・アミド結合以外のバックボーンを持つ非天然ポリマーの重合などを効
率的に実行できる人工リボソームを創出する。
この人工リボソームプラットフォームを基盤技術として、より優れた特性を持つ次世
代中分子医薬候補の研究開発を推進する。

中分子ペプチドライブラリの構築において、重合できる非天然モノマーの種類や個数には大きな制限が存在する。
その理由のひとつは、中分子ペプチドライブラリの構築に天然リボソームが使用されることである。リボソームの触
媒活性を改変することで、より多様な中分子ペプチドライブラリを創出できると期待されるが、リボソームへの変異
導入の多くは細胞死に繋がるため難しかった。研究代表者の青木らはこれまでの研究において、遺伝子を出発物
質として試験管内でリボソームを構築する方法を発明した。本課題ではこの試験管内リボソーム合成系を応用し、
多様な非天然モノマーを効率良く重合できる人工リボソームを創出することで、人類が利用可能なポリマー空間を
大幅に拡張し、次世代中分子医薬プラットフォームの構築を目指す。

（2022年8月時点）

研究代表者：京都大学農学研究科 助教 青木 航

活動計画（申請時）

◆試験管内リボソーム合成系の改良
試験管内リボソーム合成系を改良し、人工リボソームの収率を向上させる。

◆人工リボソームのデザイン
リボソームの構造情報に基づき、人工リボソームをデザインする。具体的には、リボソームの触媒活性を担うリボ
ソーマルRNAやリボソーマルタンパク質に変異を導入し、天然リボソームでは合成が難しいポリマーの合成効率
を改善できることを実証する。
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スタートアップ・エコシステム形成支援



ブランチポイントを標的としたアンチセンス核酸によるエクソンスキップ法の
一般化POC (Proof Of Concept) 取得と有効配列の特許化による遺伝性疾患治療法の事業化

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

遺伝性疾患の根治的治療法のひとつとして，mRNAから特定のエクソン構造
を除去することで遺伝子産物の機能を回復させるエクソンスキップ法が注目

されているが，そのために必要なアンチセンス核酸（AON）の設計がボトルネックとなっている。我々
は、mRNAスプライシングに必須の構造であるブランチポイント（BP）が一部のエクソン構造において
AOBの有効な標的であることを見出した。本研究プロジェクトでは，特にイントロン中の配列変化によ
って非エクソン構造のエクソン化を生じる遺伝子変異を対象にBP-AONの有効性を評価し，有効配列を
特許化することで，AON設計とそれらのライセンシングを中心とするベンチャー企業の設立を目指す。

（2022年8月時点）

研究代表者：京都大学医学研究科 特定講師 粟屋 智就

活動計画（申請時）
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スタートアップ・エコシステム形成支援

【実施例】福山型先天性筋ジストロフィー

本プロジェクトで起業準備を行う事業は，遺伝性疾患に対するエクソンスキッ
プ用AONを設計･開発するベンチャー企業である。ヒトに投与可能なAONの開発･製造会社は大手製薬企業を含め複数存在するが，
対象疾患･変異の選定や，in vitro 実証試験といった開発の初期段階を担う者が不足している。本事業では，患者数や治療効果など
を考慮したAON設計とヒトiPS細胞等を用いたin vitro 薬効試験により，期待値の高いAONをライセンス化し，AON開発企業と協力
して実用化を進めることで，国際競争力があり，より多くの患者にAONを届けられる企業を目指す。

本プロジェクトでは，我々の保有するAON設計技術を用いて，どの程度の疾患
・遺伝子変異が治療対象となるかの実証試験を行い，有望なAON配列について特許化する。

具体的には，①遺伝性疾患のうちエクソンスキップ法により改善が見込まれる疾患，および遺伝子変異について調査し， 臨床試験
の遂行や投資の回収が可能と見込まれる疾患および遺伝子変異を特定する。②その中から，特に市場価値の高いと考えられる疾患
・遺伝子変異に対してBP-AON設計とin vitroでの有効性評価を実施し， ③有効なAON配列に対する特許を取得する。

優先的に対象とする疾患，および遺伝子変異については，知的財産戦略に関わるため記載しないが，既にモデル細胞を保有してい
るものについては2022年11月までに，モデル細胞を保有していないものについては2023年1月を目処にin vitroの有効性評価を完遂
し，Go/No-Goの判断を行う。また，綿密な市場調査とともに，共同研究やライセンス契約のための条件など，想定顧客である製
薬企業の意向調査を行い，事業化に向けた戦略を検討する。



バイオ医薬品分離・精製の高性能化を実現する新規スポンジ状分離剤の最適化

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

設立するベンチャーは特に抗体医薬品の治験薬開発段階において，研究室レベルで用いられる分析カラム及び小型分取カラムの製造販売を
見据えている．抗体医薬品の精製において，重要な役割を持つアフィニティー分離剤を含む精製関連製品を国産で提供し，国内製薬企業にお
ける精製工程の効率化，高性能化を支援する．

抗体医薬品の製造は特に精製過程におけるアフィニティー分離剤の高性能化とコストダウ
ンが課題であるが，これを新規分離材・スポンジモノリス（SPM）カラムにより解決し，コストダ
ウンとハイスループット化を実現する．SPMは低圧での高速分離が可能な数十μmサイズの巨

大貫通孔と任意のタンパク質リガンドが結合可能な化学構造を有し，高価な海外製品よりも
低コストで高性能分離が実現できる．SPMはタンパク質から細胞サイズまで適用が可能な次
世代バイオ分離材として多くの応用が期待され，その製品化に関する予備検討を行う．

（2022年8月時点）

研究代表者：京都大学 大学院 工学研究科 研究員 谷川 哲也

活動計画（申請時）
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10 µm

研究開発の計画として，現在までに，①リガンドタンパク質を結合したSPMが分析カラム
として機能し，市販品を凌駕する通液性能と分離能を保有すること，②治験スケールで使
用される分取サイズ（内径26 mm，長さ100 mm程度）のSPMも製造可能であることが確認
されている．本プロジェクトでは主に分析用途に用いられるHPLCカラムについて，市場で
求められる製造再現性やカラム性能の最適化を行い，製品規格の定量化を目標とする．

また，抗体医薬品企業の開発ユーザーに対し，学会・展示会等での情報発信を行い，新
規分離基材であるSPMの認知度を高める．さらに無償で製品モニターを募集・配布し，ユ
ーザーから得られたフィードバックより，対応可能な修正を行う

(a)治験薬分取用カラム
→治験段階の精製を高速化
(b)固相抽出製品
→高速前処理・メソッド開発用
(c)分析カラム
→高速分析で開発時間の短縮化



新規フェロトーシス阻害剤の実用化研究

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

神経変性疾患や虚血性臓器障害、臓器線維症などの難治性疾患は治療法に乏しいため、独創的な治療
薬が望まれています。画期的新薬となるフェロトーシス阻害剤を実用化すれば、様々な疾患の世界市場を
視野に入れた開発が可能になるため、新規治療薬候補化合物の知財を軸に創薬事業を展開します。

本プロジェクトでは、研究代表者らが見出した新規フェロトーシス阻害剤の実用化を目指
します。フェロトーシスは2012年に提唱された制御性細胞死であり、神経変性疾患を含む
多くの疾患の病態進行に関与すると報告されています。我々は、難治性疾患の治療を新
規フェロトーシス阻害剤で実現するために、前臨床試験を実施します。

（2022年8月時点）

研究代表者：京都大学医学研究科 特定助教 豊本 雅靖

活動計画（申請時）

【開発化合物選択】 新規化合物からフェロトーシス阻害剤開発候補化合物
を選び、大量合成経路を検討する

【薬効薬理試験】 フェロトーシスの関与が報告されている病態モデルで
開発候補化合物のin vivo POC取得を検討する

【薬物動態試験】 開発候補化合物の経口投与による血中移行性などを
確認する

【特許出願検討】 新規フェロトーシス阻害剤の特許戦略を検討する
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質量分析・測定



Society 5.0の実現に向けたテーラーメイドな導電性酵素の開発

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

コアコンピタンスに酵素開発技術と知財優位性を，周辺技術にセンサ設計試作技術，データ解析技術，
酵素量産技術を持つ“プラットフォーム型”研究開発ベンチャーを設立する．自社でのセンサ独自開発の
ハードルが高い最終製品メーカーを顧客として想定し，①FS共同研究，②PoC共同開発，③酵素販売の
３ステージに分類し，ビジネスを展開する．

「ヘルスケア向け生体物質を，いつでも，どこでも，測定できる」という顧客価値を
実現するため，バイオセンサ素子の開発に取り組む．低分子から高分子にいたる
生体物質への基質選択性を有した導電性酵素を創出することで，未来社会
「Society5.0」の実現に向けた信頼性の高いセンサ技術基盤の確立を目指す．

（2022年8月時点）

研究代表者：京都大学大学院農学研究科 助教 宋和 慶盛

活動計画（申請時）

＜研究関連＞
①低分子生体物質向け変異体の作製 (2022/10-2023/1)
②高分子生体物質向け変異体の作製 (2022/10-2023/1)
＜事業関連＞
③基本特許の出願 (2023/1-2023/3)
④社会背景と市場ニーズの理解 (2022/10-2023/3)
⑤実用化イメージの具体化 (2022/11-2023/1)
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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

難治性喘息の患者は日本のみならず世界中に多く存在し、全世界での事業展開を行うことができる。そのため起業は日本で
行うが、医薬品開発の目処が立った時点で海外VCからの出資を求めてベンチャー環境が整備された米国で開発会社を設立

し、日本設立ベンチャーからそこに導出して世界的な開発を進めることで従来の早い段階で製薬会社に導出するのではなく、
地域によっては自社販売を行うということを視野に置きながら後期開発段階まで自社で進めて製薬会社に導出してプロジェク
トの価値を最大化するベンチャーを目指したい。

GGTはグルタチオン代謝の鍵酵素として様々な疾患と密接に関わっているが、特異的な阻害剤が見出されていなかったため、
GGTを標的とした医薬品は未だ開発されていない。申請者らは、GGTの特異的阻害剤GGsTop等を創製し、物質特許を取得した
。難治性喘息（以下、「本疾患」という。）は高用量吸入ステロイド薬では十分なコントロールを得られない疾患である。GGsTop

等は本疾患で用いられる単一のサイトカインを阻害する抗体医薬とは異なり、喘息への関連が認められている好酸球および
広範な炎症性サイトカインの発現を抑制する作用を介して、難治性喘息モデルマウスで気道における強力な炎症抑制効果が
見出されたため、本疾患を適応症とする医薬品としての研究開発を進めていく。

（2022年8月時点）

研究代表者：京都大学国際高等教育院 准教授 韓 立友

活動計画（申請時）

GGsTopの光学異性体の分割、及びGMP基準に準拠した大量製造法の確立。
GGsTop光学異性体の薬効薬理試験、GLP試験（薬物動態試験、及び毒性実験）の予備検討を行う。薬効薬理試験、薬物動態
試験、毒性試験について作業外注候補先、費用、化合物の量等に関する調査、またGLP試験の前に簡易毒性試験を実施する
。GGsTop関連の新規特許出願、及びGGT阻害剤の新規化合物の特許出願を行う。
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γ-グルタミルトランスペプチダーゼ(GGT, γ-GTP)をターゲットにした難治性喘息の新規治療薬の開発



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

新しく開発された材料や構造体がもつ熱伝導率などの熱物性を正確に計測・評価する熱計測事業を基盤技術としな
がら、研究代表者が見出したサーマルリザバーコンピューティング技術を搭載したデバイスを未来基盤技術として開
拓することで、限られた資源やエネルギーの高効率利用に必要不可欠な熱計測および熱設計、そして熱マネジメン
トを事業を専門とする世界に貢献できるビジネスを展開する。

本研究開発では、熱計測技術を基盤技術としつつ、研究代表者らが最近見出した世界初のサーマルリザバーコンピ
ューティング技術を融合させることで、未利用のまま捨てられる排熱を利用する世界初の熱マネジメントカンパニー
の設立にチャレンジする。材料そのものの熱物性計測の受託測定だけでなく、自動車、バッテリー、住宅、PCなどの

幅広い分野で発生する熱を利用したデバイスの状態モニタリングが可能なデバイス開発と販売・コンサルティング事
業の創業にチャレンジする。

（2022年8月時点）

研究代表者：京都大学工学研究科 准教授 廣谷 潤

活動計画（申請時）

熱計測技術の事業化に向けて、誰でも簡単
に利用できる計測できる装置開発、および
解析ソフトウエアの開発と熱計測のマーケ
ット需要探索を実施する。
さらに、独自のサーマルリザバーコンピュー
ティング技術を深堀して、その有効性評価
と社会実装に向けたヒアリング活動を実施
することで、熱計測と熱マネジメントを主体
とする創業にチャレンジする。
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熱計測技術とサーマルリザバーコンピューティング技術の融合によるサーマルマネジメント事業の創出



植物植物バイオマスからのファインケミカル一貫生産技術開発

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

NPO、製材所等と連携し、材木端材や放置竹林等を原料として調達する。これにより廃棄物の有効利用・地
消、放置竹林の解消を実現し、地元・京都とWIN-WINの関係を構築する。また「京都」を用いた製品のブラン
ディングを行う。ヘルスケア分野等、高付加価値製品の製造を基幹事業としてまず育成し、順次商材、生産
規模を拡張する。

リグニン等「木」の構成成分を天然物に近い形で分離で
き、環境にもやさしい手法を開発した。製紙業で生じるリグニンは変性してお
り、燃料等の低付加価値な用途に利用が限定されてきた。本事業ではより高
純度な木質構成成分を得て、高付加価値なファインケミカル製品を製造する
ことを目指す。これによって我が国の豊富な森林資源の有効活用し、脱炭素
化、化石資源への依存低減、新産業創生による地域振興を実現する。

（2022年8月時点）

研究代表者：京都大学生存圏研究所 特定研究員 水越克彰

活動計画（申請時）

１）大量生産：パートナー候補企業
へのヒアリングで、求められる製品
の質と量を把握する。扱う木材をラ
ボスケールの数gから数 kg程度ま
でスケールアップし、企業ニーズに
対応可能なサンプル生産体制の確
立する。
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セルロース、
ヘミセルロース、
リグニンに分離

↓

化石資源に依存しない脱炭素社会

３）性能評価：紫外線吸収等の
製品の性能を評価する。また専
門家の助言のもと、サンプル・
製品供給時に必要な評価・外
部認証法を選定する。

２）品質管理：本技術での生成物と
既存のリグニン、ヘミセルロース、
セルロースとの物性や構造の違い
を見定め、相違点を利用したスクリ
ーニング、さらに品質管理、品質保
証スキームを確立する。



アセトアルデヒド関連疾患予防による健康社会の構築

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

微量なアセトアルデヒドを検診等で簡便に測定し、累積アセトアルデヒド量をスマートフォン等のアプリで管理することで、未発
症者の健康管理をするとともに、アセトアルデヒドの代謝能を活性化するサプリメントを開発する。

アルコール飲料は「百薬の長」と言われ、適量なら健康によいとされてきた。しかし、
2019年のアルコールによる死亡は240万人を越え、世界全体の死亡の4.3％に相当する。世
界的に「適量の飲酒量はない」とされる中、アルコールと健康問題を根本的に変える方策は
未だ存在しない。アルコール飲料に関連するアセトアルデヒド は、様々な疾患に関連してい
る。本提案では、個人差が大きいアセトアルデヒドを検診等で簡便に測定し、累積アセトア
ルデヒド量をスマートフォン等のアプリで管理することで、未発症者の健康管理をするとと
もに、アセトアルデヒドの代謝能を活性化するサプリメントを開発し、日常的にアセトアル
デヒドによる生体内の傷害を軽減する健康社会を実現する 。

（2022年8月時点）

研究代表者：京都大学医学研究科 教授 武藤 学

活動計画（申請時）

アルコール飲料に関するデータベースを完成させ、アルコール飲料の
摂取量とアルコール濃度および飲酒頻度から、0.5％エタノール水
100ml摂取時の呼気アルデヒドデータをベースに累積アセトアルデヒ
ドを自動計算するアプリを完成させる。

全国の職域検診を実施する検診センターと契約を結ぶ保険会社等を窓
口に、アルコールに関する健康意識調査を実施する。

外部調査会社を活用し、ＡＬＤＨ２活性化サプリメントに関する競合
特許調査を実施する。

9

スタートアップ・エコシステム形成支援

呼気アセト アルデヒ ド 測定

職域検診＠検診センター

人間ドック

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
量

データセンター

個⼈の健康管理

・アルコール摂取量

（日、週、⽉）
・アルコール摂取頻度
（○日/週。○日/⽉）

Personal data storage

② データ分析サービス事業

職員の健康管理
職員の
健康指導

データ⼆次利用

③ ヘルスケアサービス事業

検診データとの突合（疾患の
発症データ）

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
量

時間(週、⽉、年）

危険域

モニタリング

検診データ

④アセト アルデヒ ド による
健康被害を軽減する
サプリ メ ント 開発事業

⼀般社会

①呼気アセト
アルデヒド
分析サービス
事業



１

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

レーザ光源、対物レンズ、走査部、検出部、AI画像分析プログラム等の要素ごとに適切なパートナー企業
と提携し、共同開発及び製造委託する予定。開発難易度の高いレーザ光源と対物レンズについては既に
企業との共同研究を実施中。起業予定のベンチャーが、全体戦略、研究開発、知財管理や非臨床研究推
進などを担い、Exitとしては国内外の機器メーカーへの導出や売却を想定。

切らずに皮下数百㎛の生体分子や組織構造の詳細画像を取得する多光子励
起イメージングを生体応用し、コラーゲン線維や細胞核等を詳細に観察可能
な機器開発を目指す。科学機器のみならず、将来的には次世代内視鏡等の
医療機器、肌内部観察の美容機器などの幅広い用途での製品化を目指す。
本PJで特定波長の超短パルスレーザ光源の開発と実用性の検証を行う。

（2022年8月時点）

研究代表者：大阪大学医学系研究科 教授 石井 優

活動計画（申請時）

機器開発において優先度の高いレーザ光源と光学系の評価を
先行して進めつつ、多光子励起イメージングの生体応用製品
が極めて少ないことを踏まえ、入念な技術調査や市場調査を
行い市場の将来性を検証する。研究用途のみならず、美容外
科や医療分野における、多光子励起イメージングの標準化、
評価系の構築並びにAI画像診断支援などを想定した事業評価
も行う予定。そうした分析を踏まえ、研究開発計画や事業計画
をブラッシュアップする。

10
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多光子励起イメージング向け超短パルスレーザ光源及び光学系の開発



独自のＭＩアルゴリズムを用いた自律型材料評価システムの事業化

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

自動車メーカー、電池メーカー、素材メーカー、鉄鋼メーカー、ゼネコンを中心とした研究開発従事者向けにサービス提供
を開始する。その過程で集まる材料や解析結果等の秘匿性の高い情報は設立スタートアップ側では蓄積せず、実験計画
策定、データ解析といったAIアルゴリズム構築における設定パラメータなどに関するデータを蓄積することで、継続的にア
ルゴリズムの精度の向上を図ることができる。よって、材料研究開発を手掛ける幅広い業種をターゲットにすることで、学習
データの多様化、更なるシステム性能向上へと繋がることになる。

カーボンニュートラル実現に不可欠な新材料の研究開発を飛躍的に効率化す
るため、AI およびロボットを活用した自律型材料研究開発システムを開発す
る。独自のＭＩ（マテリアルズインフォマティクス）アルゴリズムにより、従来は熟
練者が行なっていた高度な意思決定も含めて、人間の介在なく材料評価・解
析を完結させることが可能となる。計測評価・解析は全てＭＩアルゴリズムによ
り実行され、材料に関する情報を高速かつ専門家と同等以上の品質で顧客に
提供することが可能となる。材料研究開発に携わる企業において、材料開発
における圧倒的な生産性向上に貢献し、不足する熟練技術者の業務負担も
軽減することを目指す。

（2022年8月時点）

研究代表者：大阪大学大学院工学研究科 教授 小野 寛太

活動計画（申請時）

• 自律型X線解析システムの試作
• 電池材料を用いた実証および性能評価
• 材料開発企業に対してヒアリング調査
• われわれの技術の社会実装をサポートいただく事業プロモーター（VC）候補を獲得

11
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柔らかな構造体の高精度造形を可能とする3Dバイオプリンタの開発

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

3Dバイオプリンティングは創薬時の薬効評価用モデル組織や、欠損した組織の代替物を人工的
に作製するための技術として期待されている。最近では、代替肉の作製にも利用され始めている。
しかし、実際の臓器サイズの柔らかな構造体を造形することは困難である。こうした大型の柔らか
い構造物を造形できるプリンタを開発し、バイオ研究用途やフード用途への応用を検討する。

生きた細胞を含む柔らかな構造体を造形できる3Dバイオプリンタの開発に取り組む。柔らかな構造物
は自重によって変形し、造形面の位置が変動するため造形が困難だが、サポート材とインクを交互に吐
出しながらプリントすることで構造体を高精度に造形する技術の開発に成功した。今回はこの技術シー
ズをもとに高精度な造形を可能にするプリンタの開発を行う。

（2022年8月時点）

研究代表者：大阪大学基礎工学研究科 博士前期課程/1年 粉谷 聖

活動計画（申請時）

本年度中には技術的に容易な研究用バイオプリンタとフー
ドプリンタを目標に開発し、その実証試験と基本的な制御ソフ
トの開発を行う。並行して想定顧客へのインタビューを含めた
マーケティングリサーチも進めていく。その後はリサーチによ
って得られた知見によってプリンタの設計を修正しつつ安全
性を確かめる。また、時間がかかると思われる画像処理関係
のソフト開発および協業企業探索や特許出願などは来年の3
月をめどに終了させる見込みである。

12
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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

まずは大阪府内の自治体をターゲットとし、本提案のコンセプトベースで識別するAIの構造物健全度判定の実績を積み上げると共に点検から
診断結果報告書等の納品までを一貫して管理することができる実証システムを構築する。
インフラ検査会社に対してこの点検システム技術を提供し、自治体からインフラ構造物の定期点検を受託するプラットフォームを設計する。
将来的には、自治体職員や住民自らがインフラ点検を行う社会像を目指す。

（2022年8月時点）

研究代表者：大阪大学 産業科学研究所 兼 先導的学際機構共創インキュベーションセンター
助教 鶴田修一

活動計画（申請時）

・診断精度向上に向けた開発
自治体との協力を得て、橋梁のデータを収集・学習、
専門技能者との知見の照合、正答率を高める

・解釈可能なAIの実証システム開発
自治体のヒアリングを通したシステムの開発

・事業化に向けたアプローチ
検査会社、自治体、住民を対象とした事業化にむけた意見交換等

13
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構造物の法定点検の課題を解決するコンセプトベースで識別するAIを活用したインフラ点検システムの実現

インフラ構造物の老朽化やその点検を行う技術者不足により維持・管理が各自治体で
問題となっている。この点検の代替としてAI画像認識が期待されるが、
従来のAI技術では点検を行う専門技能者と同等の診断ができないのが現状である。
本技術は、従来のAI技術ではできなかった識別指標を可視化できるAI（コンセプトベースで
識別するAI）を活用し、総合的な判断を行う専門技術者の「暗黙知」を学習したAIでインフラ
構造物の健全度診断を実現し、その実用化を目指す。



有機ハイドライドの概念拡張に基づく「H2精製を兼ね備えたH2貯蔵技術」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

設立を予定するベンチャー企業では, 製品の製造工程において粗水素を排出する事業者 (化学産業や製鉄産業) 等
に対して, 水素精製システム及び触媒の販売を行います. また, バイオマスから水素の製造を計画している地方自
治体へと技術提供し, 水素の地産地消型スキームの実現にも貢献します.

申請者は粗水素のままで不飽和有機物を水素化できる触媒技術
を実現することで, 粗水素から一挙にH2を分離・貯蔵・運搬する技
術の実現可能性を実証してきました. 本研究開発課題では, 申請者
の発見した技術を実用化に資するH2貯蔵率を有する有機ハイドラ
イドへと拡張し, 粗水素をフィードストックとして活用する革新技
術の社会実装を目指します.

（2022年8月時点）

研究代表者：大阪大学大学院工学研究科 准教授 星本 陽一

活動計画（申請時）

1. 従来の水素製造スキーム (【粗水素→H2→貯蔵→H2回収】) とは一線を画する, 新
たな水素精製スキーム【粗水素→分離・貯蔵→H2回収】を社会実装するための技
術開発に取り組みます。特に単分子あたりの水素貯蔵量を飛躍的に向上させるた
め, 革新的な水素貯蔵媒体の探索と, その媒体を粗水素条件下において高効率的に
水素化する触媒を開発します. さらに, 粗水素条件下における水素化反応に続く脱
水素化反応も設計し, 超高純度H2を製造するプロトコルを検証します.

2. 大阪大学共創機構と協力し, 触媒実装先へ本技術シーズを紹介することで, 大阪大
学ー触媒実装先の共同体制の構築を目指します. 新技術説明会などの場で積極的に
触媒実装先を探索し, 次年度以降にスモールPoCを共同で実施する触媒実装先を確
保する. 14
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スマートフォン動画と機械学習を用いた歩行機能モニタリングシステムの構築

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

スマートフォンによるAI診断サービスを開発し、この開発・販売・保守・サポートを行うスタートアップを2023年上半期に設立して、本技術シーズ
の社会実装を目指す。初期ターゲットを高齢者施設とし、サービス導入とサブスクリプション形態での収益システムでビジネス展開を行う。

既存の歩行モニタリングシステムでは、歩行速度や関節可動域を算出
することは可能であったが、歩行状態のバイオマーカーを提供すること
はできなかった。本プロジェクトでは、スマートフォンを使った動画撮影と
深層学習モデルを組み合わせ、歩容から健康状態を推定する指標*や
病的要素**を算出し、歩行の健全性を簡便にモニタリングする技術を

開発する。これにより、健康増進に取り組む個人や介護事業者に対して
、健康および「未病」の見える化、さらに医療機関へ受診を要する状態
の早期発見と見逃し防止を実現しながら、運動習慣の定着と生活習慣
病の予防に資する歩容評価システムを提供する。

（2022年8月時点）
研究代表者：大阪大学医学部附属病院
未来医療開発部国際医療センター 特任講師 森口 悠

活動計画（申請時）

スタートアップ・エコシステム形成支援

本プロジェクトでは、2023年第一四半期に起業を目指し、製品開発および事
業開発に取り組む。
1. 研究開発

A) 歩行動画データベース構築
B) 歩行評価AIモデルの構築
C) 歩行評価ソフトウェア一次プロトタイプ完成

2. 事業開発
A) 一次プロトタイプを用いた、ヘルスケア・介護事業者向けユーザ
ーヒアリング

B) 3施設／団体以上との実証実験の合意締結
C) 事業計画の策定

歩容から健康状態を推定する指標*：健康歩行年齢、病的要素**：疾患スコア

15



「ロボット手術」および「立体内視鏡手術」支援用、高画質・広視域な大画面裸眼3Dディスプレイシステムの開発

「

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

①：対協業メーカー
・ 用途に対応した裸眼3Dディスプレイの設計
・ 「アイトラッキング」と「3D映像合成」の
基本ソフトの供給

・ 3Dコンテンツ再生装置等とのシステム化

近年、ロボット手術や立体内視鏡手術は，急速に件数が増えているが、特殊な3D眼鏡の
装着は不便であり、裸眼3Dディスプレイの実用化が求められている。従来の裸眼3Dディス
プレイは、画質の悪さや狭い視域等、性能が不十分であり、医療現場で活用可能な高性能
裸眼3Dディスプレイの商品化を実現する。
自由度の高い光学設計法と観察者の位置に追従可能な視差画像制御法の開発により、
目の負担が少なく、高画質で広い視域の理想的な裸眼３D映像が実現可能となった。

（2022年8月時点）

研究代表者：大阪公立大学 大学院工学研究科 教授 髙橋 秀也

活動計画（申請時）

1. 観察者追従制御のため、マスクを装着した状態での両眼位置検出と観察者と
ディスプレイ間の距離を推定する手法の開発

2. 大画面3Dディスプレイの試作（パララックスバリアの製造法および液晶ディスプ
レイへの貼合法検討）

3. ２系統のステレオビデオ信号をリアルタイムで合成して表示するシステムの
試作とソフトウェア開発

4. 医療従事者による試作機評価と課題抽出
5. 学会発表およびデモ展示等による情報収集
6. 基本ソフトウェアの完成とソフトウェア開発キット仕様およびライセンス販売方
法の検討 16

スタートアップ・エコシステム形成支援

協業メーカーとユーザーをターゲット

②，③：対ユーザー
・ 3D映像表示の追加アプリケーションや
開発者用ツールの供給
・ 3Dディスプレイに関する技術指導、
およびコンサルティング

本技術 眼鏡式 従来の裸眼3D

眼鏡装着による
煩わしさ

◎ × ◎

3D/2D解像度 ◎ ◎ ×

視域 〇 〇 ×

設計の自由度 ◎ △ 〇

32インチ大画面裸眼3Dディスプレイの構造



すべての女性に、ボーダレスな健康情報を提供する、AMH迅速定量検査キットの開発とアフターケアアプリ開発

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

活動計画（申請時）

17
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研究代表者：大阪公立大学医学研究科 後期博士課程 仁田原 裕子

晩婚化、晩産化が進む現代日本において、血液を採取するだけで成熟しつつある卵子の数を推定出来るAMH検査への関
心が高まっている。自身の卵巣予備を知ることは、妊孕性のみならず自身の人生設計において重要な情報となり、AMH検
査の市場ニーズが広がっている。開発したAMH検査キットを薬局で購入可能とし、顧客に簡便なアクセスを提供する。検査
結果を自身で確認し、アプリ内では検査値の医学的解説及びAMH以外の女性健康課題に関する情報も入手可能とする。

妊娠を望む女性にとって、自身の卵巣予備を知ることは、妊孕性のみならず自身の人生設計において
において重要な情報となる。アンチミュラー管ホルモン(AMH)は、女性の卵巣予備能の目安となるホルモ
ンであり、血液検査で検査可能である。しかし現在、一般女性のAMH検査の認知度は低く、検査への経
済的・心理的ハードルが高い。すべての女性にAMH検査へのアクセスを提供するため、ラテラルフロー
デバイスを用いた迅速定量AMH検査を開発し、低コストかつ手軽に測定可能な検査キットを開発する。

研究代表者は、2020年新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行当初より、
COVID-19抗体迅速測定システムの開発に従事してきた。この抗体測定システムは
、量子ドットを用いたラテラルフローイムノアッセイ測定原理を用いており、アッセイ
開始後10分でポータブル測定機器によるOn Siteでの定量測定が可能である。この
測定キット技術に基づいて、AMH検査キットを開発する。最適化とプロトタイプ作成
まで達成することを活動終了時目標とする。同時に、医療アクセス格差是正の要と
なる販路の確保も行う。検査キット販売のプラットフォームに、一般薬局を検討して
いる。検査キット開発や精度検証と同時進行で、導入薬局との交渉と選別を行う。

検査キット開発

検査精度検証 販路検討と選別

✓ 導入薬局と交渉
✓ 薬局の選別

✓ 検出抗体の選別
✓ 最適化
✓ 試作品作成

✓ 標準試料、
生体試料

✓ 交差反応の
有無の検証



圧電体磁石電線
磁力線

交流磁界で
振動

発電

交流磁界と圧電素子による環境発電およびワイヤレス給電技術

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

本技術は、 IoT端末やBluetoothビーコン端末の電池レス化を可能にします。大規模事業所での所在確

認や勤怠管理のシステム、人が見に行ったり立ち入ったりするのが困難な過酷環境（高温、低温、高所
、地下、水中など）での設備監視システムの提供を目指します。

永久磁石と圧電発電素子を組み合わせ、交流磁界から電力を取り出
すことができる素子の開発を行います。この技術により、電線に近づけ
るだけで電力を取り出せるIoT端末向けの電源や、生体にも適用できる
ワイヤレス給電を実現できます。

（2022年8月時点）

研究代表者：大阪公立大学大学院 准教授 吉村 武

活動計画（申請時）

【磁界振動発電素子の開発】 汎用の電線（単線、平行線、
3相線）に適合した発電素子を試作します。目標発電電力
は1mW(5A時)とします。
【応用システムの開発】 Bluetooth等の通信モジュールを

搭載した端末を試作し、勤怠管理システムや設備のモニタ
リングシステム等のデモンストレーションを行います。
【ワイヤレス給電技術】 MEMS技術によって小型化し、ワイ
ヤレス給電の要素技術を開発します。

18
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大規模事業所
商業施設

生産設備
インフラ

モニタリング
システム等

磁界振動
発電

ワイヤレス
給電

管理シス
テム等

IoT端末
用電源



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

ろ過などの分離ニーズにおいて、最適な無機膜を提供するベンチャー企業の創出を目指す。顧
客に応じて、最適な分離膜の提案、テストピース（10 cm〜30 cm程度の長さ）の販売、模擬ガス・
模擬液実験の請負などのサービスを提供する 。

本ベンチャーは、申請者が開発してきた無機膜技術をベースに、様々な分離ニーズに応じた最
適な分離膜の提供し、よりサスティナブルな社会構築に貢献することを目的としている。我々が
提供できる無機中空糸分離膜は、従来品では使用できないプロセスへ導入の可能性があり、新
たな市場創出や付加価値の提供を実現できると考えている。

（2022年8月時点）

研究代表者：関西大学環境都市工学部 准教授 荒木貞夫

活動計画（申請時）

現在、分離膜には性能だけでなく、過酷な使用条件
に耐えうる耐熱、耐薬品性も要求されている。そこで、
本申請では、申請者が開発してきた高性能な無機中
空糸分離膜の耐熱性、耐薬品性を明らかにする。こ
れらの検討を通じて、劣化機構の解明や、耐久性向
上の指針、性能の経時予測技術の確立を目指す。

19
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分子サイズで分離を可能とする高耐久性無機中空糸分離膜の事業化に向けた検討

二酸化炭素、水素などの無機ガスの分離、有機溶媒のナノ



エアモビリティの信頼性向上のためのセンサ組込み小径転がり軸受による

運転状態モニタリングシステムの開発テムの開発

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

目指すベンチャー事業は，最終的に運転状態モニタ可能な転がり軸受といったハード部品の販売だけでなく，
エアモビリティの高度化・高信頼性化に向けたサービス・システムを供給することを目標とする．

ドローンや空飛ぶ車などエアモビリティの市場は今後指数関数的に増加していく．そのためエア
モビリティの信頼性向上・安全対策は極めて重要である．エアモビリティ用のモータ軸受は小型な
ため，従来技術での運転状態モニタリングによる故障診断は困難であった．我々の開発した摩擦
発電を用いた薄型センサは小径転がり軸受に組み込むことが可能であり，エアモビリティ用のセ
ンサ組込み転がり軸受を試作することで運転状態モニタリングを実証する．

（2022年8月時点）

研究代表者：関西大学システム理工学部 教授 谷 弘詞

活動計画（申請時）

【試作品作成】
1, 軸受メーカと協力して，図のようなセンサ組込み軸受の試作を進め，設計仕様を明確にする．
2, 試作したセンサ組込み軸受の特性を検証するとともに，デモ用の出力波形を解析する回路とソフトを開発する．
3, センサ組込み軸受の動作を表す動画やそれを紹介するHPを作成する．
【市場調査・顧客ヒアリング等】
1, エアモビリティ用モータメーカ，エアモビリティ製造メーカを
リストアップし，モータ軸受の故障割合や，交換頻度，軸受
センシングへの興味などをヒヤリングする．

2, イノベーションジャパン，その他展示会へ参加して，市場ニーズを
把握する． 20
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シールド

内輪

ボール

外輪

グリース

FPC一体型シールド

シールド取付形状

帯電フィルム



クリーンでローコストな水圧ロボットアームによる潜水作業の実証実験

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

１．クリーンな水圧ロボットを水中作業へ展開
２．潜水工事業者とともに技術力向上
３．適切なタイミングで陸上アプリへピボット

（2022年8月時点）

研究代表者：立命館大学理工学部ロボティクス学科 教授 玄相昊

活動計画（申請時）

１．プロトタイプの研究開発
水圧双腕ロボットアームを開発して既存ROVに搭載し、潜水工事業者の監修の下
、水中作業実験を行い、評価フィードバックを得たうえで、さらなる改良を行う。

２．顧客ヒアリングの内容と予定
・水中作業現場にヒアリング調査を行い（試作前と実験後）、確度の高い付加価値
査定を行う。
・ロボットとROVの両方に必要な機能、サイズを見極める。
・競合分析を行い、バリューチェーンとサプライチェーンを決め、それを基にプロフ
ォーマを作成する。

21

１）解決したい課題：腕を使った危険作業の省力化・無人化
２）提供する価値： 安価で安心安全なロボットアーム
３）技術の独創性・新規性：
・新しい水圧技術を基軸とした、クリーンな遠隔ロボットのシステム統合
・事業化の具体例としての、ROV搭載水中双腕ロボットの試作

スタートアップ・エコシステム形成支援

新しい方法
・空気で水圧発生
・高速摺動部なし

空水
増圧器

駆動力

従来の水圧
駆動方法
水圧ポンプとバルブ

問題点：
高速摺動部の摩耗
→コスト高



AI 画像認識のモデル構築からデバイス適応までの自動化技術の開発とそれによる AI 格差の是正

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

①ＡＩモデル作成サービス…顧客より画像データの提供を受け、それを元にAIモデルを自動生成するサービス。顧客はＡＩモ
デルを手持ちのデバイスにダウンロードするだけでＡＩ画像認識技術を使用可能。
②ＡＩ搭載機器の開発販売…物体識別、外観検査、異常検出などで活用する、ＡＩ画像認識機能を搭載した機器をメーカーと
共同で開発し、販売する。

●ＡI画像認識技術導入への課題：以下2点により、高額な資金力が必要→導入に格差が生じる
①大きなデータを処理するための高価なデバイスが必要
②AIの高度知識を持つ専門技術者が必要
●解決策：①AIモデル圧縮技術：安価なデバイスで対応が可能に

②ＡＩモデル構築からデバイスへの導入までの実装過程を自動化：専門技術者不要に

（2022年8月時点）

研究代表者：立命館大学 理工学部電子情報工学科 准教授 孟 林

活動計画（申請時）

研究開発：
①2022年11月にAIモデル自動構築を完成。
②2012年12月自動生成AIモデルの最適化過程を完了。
その上で、モデルの汎用化を実現する。
③メーカーリサーチし、2023年3月までにAI機器開発を実現。

顧客ヒアリング：
①AIモデル作成サービス：数十社を対象にし、ニーズ、予算、
売り込みの可能性等を確認。
②AI機器開発販売：5社に打診し、共同開発パートナーの可能性を確認。 22

スタートアップ・エコシステム形成支援



SDGsに配慮したアブラナ科露地野菜から始める花成自在制御法の開発と事業化

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

国内における冬撒きの露地野菜栽培において行われているトンネル栽培に代わるバイオスティミュラント
の散布による簡便な花成遅延栽培法を提供する。国内企業に併せて全国農業協同組合連合会、全国肥
料商連合会とのパートナー連携により、一気に農法の切り換えを図り、国内市場シェアを獲得する。

アブラナ科露地野菜は、花が咲くと野菜の収量や品質が著しく低下する。本プ
ロジェクトは、環境にやさしい花成遅延栽培法を開発する。さらに、多種植物に
おける花成自在制御技術の開発も目指す。海洋汚染の主因であるプラスチッ
ク製品の使用をなくし、SDGsに配慮した持続的食料生産体制を構築する。

（2022年8月時点）
研究代表者：奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス領域

教授 伊藤 寿朗

活動計画（申請時）

23
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バイオスティミュラ
ントによる花成の
自在制御

発光あり

露地野菜への展開

安全性検定

作用機序解析

発光なし

【作用機序の解明と構造活性相関解析にもとづく環境にやさしい花成
遅延物質の開発と製品化に必要な情報の蓄積、マーケティング調査】
• ライブラリーのスクリーニングと花成抑制物質の機能解析
• 薬剤の構造活性相関研究と毒性試験とリード化合物の探索
• エピゲノム、トランスクリプトーム解析とターゲットタンパク質の同定
• 露地野菜での効果の検証
• 農薬メーカーとの初期安全性テスト
• 農業改良普及員、農協や肥料商らとの意見交換

花成抑制遺伝子の発現を指標とした物質のスクリーニング



健康寿命の延伸に資する筋骨格ヘルスモニタリングシステムの開発と事業化

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

第一段階：薬事承認等の手続きを経たのち、主に骨密度計測を目的としたシステムを、研究チームの所属
する医療施設および関連病院で、試用を開始し、実績を積む。

第二段階：国内で、各都道府県の検診に標準化。リハビリテーションやスポーツトレーニングへの展開。
第三段階：海外展開を開始（国内の医用画像機器大手・多国籍企業と提携予定）。

健康寿命延伸を阻害する要因の一つである運動器障害を早期診断する
ため、研究チームが持つ医用画像認識の技術シーズをもとに、X線画像か
ら筋骨格の詳細な健康状態チェックを簡便に行うシステムを開発する。従
来技術に比べて格段に普及率の高いX線画像を用いることで、小規模なク
リニックなどでの日常的な運動器検診を実現できる点が独創的である。

（2022年8月時点）

研究代表者：奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 准教授 大竹 義人

活動計画（申請時）

【多施設での計測データを用いた評価】
X線画像は撮影に用いる装置や設定によって画質が大きく異なる(右図)
ため、別の施設の画像で学習されたモデルでは精度が低下する事が知
られている。提案手法はCTも含めた学習を行うことで、これに対処する
工夫をしている。実際に多施設で撮影したデータを使った評価を行う。
【デモ用の試作システムを構築】
右図に示すように、入力されたX線画像の解析結果を医師に分かりやす
く提示するデモ用インターフェースの試作品を開発し、臨床で必要な情
報の選別、使いやすさの向上を含め、臨床評価を進める。 24
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CT画像からの筋骨格の全自動認識
（研究チームが以前に開発）

X線画像からの個別筋骨格の分離（提案技術）

骨盤 大腿骨大臀筋 中臀筋 小臀筋腸骨筋 大腰筋

施設
A

施設
B

デモ用の試作システムで出力する
ヘルスチェックレポートのイメージ図

施設によるX線
画像の差



SDGsに貢献する多色化自発光植物（LEP：Light Emitting Plant）の研究開発と事業化

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

自発光植物として「自発光花卉植物（バラやカーネーションの切り花）」の早期実用化を目指す。光る花
として、お祝い事での贈答品や自宅での観賞用での消費者の購入が期待される。また、鉢植えの自発
光観葉植物を実用化する。さらに、自発光街路樹（ポプラなど）の実用化を目指す。自発光街路樹は観
賞用としての価値に加えて、街路灯代替として、二酸化炭素排出削減にも繋がり、SDGsに貢献する。

ホタルや発光キノコなど発光生物が有する生物発光の仕組みを導入することで
自ら発光する自発光植物の作出に成功している。本研究開発では、将来的に
SDGsに貢献するユニコーン企業の創出を目指して、自発光植物の事業化を加
速するために、自発光植物の多色化技術の開発と自発光植物の試作品の製作
を進めつつ、国内外のマーケティング調査、知財調査を行う。

（2022年8月時点）

研究代表者：奈良先端科学技術大学院大学デジタルグリーンイノベーションセンター 教授 出村 拓

活動計画（申請時）

自発光植物の価値をより高めるために、現状、緑色一色の自発光植物を多
色化するために実験用タバコを用いた技術開発を進める。開発した多色化
自発光タバコは、通常照明の室内に設置した状態でも容易に自発光植物を
観察できる密閉型装置の開発に利用し、自発光植物の試作品とする。また
、実際の商品化につながる花卉植物（バラやカーネーション）の開発応用の
検討を開始する。さらに、自発光植物の実用化に向けて、関連技術の知財
情報と自発光植物の国内外のマーケッティング情報を確保し、プロモーショ
ン用の宣材を準備する。加えて、起業に必要な知財調査と国内外のマーケ
ティング調査を行う。 25
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自発光ポプラによる街
路灯代替のイメージ図

大阪大学の多色化発光技術



細胞の回転運動を指標としたダメージレス細胞評価装置の社会実装に向けた研究開発

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

【提供価値 】
細胞集団からダ
メージレスに数
時間で有用な単
一細胞を提供．

（2022年8月時点）

研究代表者：兵庫県立大学 大学院理学研究科 准教授 鈴木 雅登

活動計画（申請時）

26
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【 独 創 性 】
細胞種や状態によって電
気特性が異なることに着
目．細胞を電場によって回
転させ，その“動き”からダ
メージレスに細胞を評価．

【 課 題 】
細胞集団から目
的有用細胞の獲
得には数週間と
煩雑な溶液操作
が必要．

【背景】移植治療用の細胞
集団は不均質で治療効果
にばらつき．数個の有用な
細胞の培養によって得られ
る均質な細胞集団が必要．

“ダメージレスに有用細胞をユーザへ提供”し，細胞
移植治療をより患者に身近なものへとする．

細胞評価装置の販売事業．計測機と電極チップから
構成され，電極チップは消耗品として販売．

“細胞加工業者”，“医療機関”，
“創薬メーカ・創薬ベンチャー”

ターゲット

市場規模
2,766億円（2030年）
（Novel Cell Sorting and Separation Market, 
2019-2030より）

【計画①】単一細胞を正確に単離する技術を確立
し，電場によって評価した細胞の安全性を検証．

【計画②】想定顧客である細胞加工業者の市場調査を
実施し，ビジネスモデルの受容度，細胞加工プロセス中
の具体的な課題を明確化．

・想定ビジネスモデル ・想定ヒアリング先



坂道でも平地のように車椅子を漕ぐことができるサーボブレーキ付き車輪ユニットの開発

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

手動車椅子の安全装置としてデファクトスタンダードになることを目指します。優位性は以下の点です。

坂道で車椅子がユーザの意図し
ない方向に進む現象（片流れ）を防ぎ，「安心」「安全」
な車椅子用車輪ユニットの実用化を目指します。坂道
では、車輪ユニットのブレーキ力によって重力の影響
をキャンセルするのでユーザはまるで平地を進むよう
に車椅子を操ることが出来ます。

（2022年8月時点）

研究代表者：関西学院大学工学部 教授 中後 大輔

活動計画（申請時）

私達の研究室では、この問題に長年取り組んでおり、手
作りの試作機はバッチリ動作します。
そこで、本支援を受けて、製品として皆様に使って頂ける
実用的な形態に進化させます。具体的には、車輪の中に
ブレーキやマイコン・センサ・バッテリを内蔵させることで、
車輪一つで車椅子をロボット化できるようにします。
介護保険制度を用い、車椅子ユーザさんに月1,000円ほ
どの価格で安心をプラスできる、そんな未来を実現します

27
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• シンプルな構造、それゆえ安価です。自分で車椅子を漕ぐ人にとって、安く、安心をお届けできます。

• 既存の車椅子の部品としてお使い頂けます。慣れ親しんだ車椅子に安心を簡単にプラスできます。

8度

あたかも平地
のように直進

片流れが
発生

目隠し

車輪モジュール

• 回転センサとブレーキを車軸と
一体化したインホイール構造

• コントローラマイコンも内蔵．左
右両輪のコントローラは無線
（Bluetooth無線接続）で協調す
るため配線不要

• ACアダプタで簡単に充電できる

リチウムイオン電池モジュール
をバランス良く配置，内蔵

※システム重量5[kg]以下
スマートホン等によ
る個人認証・個人
の漕ぎ方のクセを
管理（Bluetooth無
線接続）

LI
O

N

LIO
N

※JIS規格の車椅子にワン
タッチで着脱可能

※将来構想

組込マ
イコン

無線で両輪
協調制御

開発、試験販売、正式販売と段階を踏むことで、ニーズを取り込んだ製品改良を進め事業拡大を目指します。


