
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

We aim to get the revenue in two ways. (1) The direct sale of the plasma reactor outside Japan (mainly to 

India, Southeast Asia countries, and South American countries because they are agriculture-based countries) 

and provide the technical support in the need-based charges; (2) Direct sale of the nitrogen-rich organic 

manure inside the Japan using online system.

The nitrogen-rich organic manure can be a game-changer for organic farming. Through this 

plasma reactor, we can protect the environment by avoiding the disadvantages caused by Haber-

Bosch process and in-situ production of organic manure to benefit society. Our process   uses 

mild operation conditions and abundant materials like air and water without relying on 

expensive H2. It could be powered by renewable resources such as wind or solar energy.

（2022年8月時点）

研究代表者：Kyushu University, Center of Plasma Nano-interface Engineering, Associate Professor Pankaj ATTRI

活動計画（申請時）

1. Plan and cost estimation for large-scale production

1. Evaluation of ongoing experiment

2. Plan and cost estimation for large-scale production

2. Development Business Model

1. Market Survey

2, Filing patent in potential countries

3. Planning business model

4. Discussion the business model with business person
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スタートアップ・エコシステム形成支援

In-situ production of nitrogen-rich biofertilizer (plasma fertilizer) using plasma technology



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

sub-amol (10-19 mol) 感度の世界最高感度の受託分析サービスを提供することで，これまで見ることができなかった成分を見ることができる
CE受託分析サービスを展開する。一般消費者向けのサービスでは，日常生活で分泌されるレベルの微量の体液を対象とした独自の採取技
術とCE分析を用いたパーソナルヘルスケアビジネスを展開する。超高感度CEによる「見えなかったものを見えるようにできる」優位性を活か
し，企業向けと一般消費者向けの両面から多角的にアンメットニーズを満たすビジネスを展開する。

本事業では第一に，超高感度キャピラリー電気泳動 (CE) 技術を受託分析サービスとして提供し，アカデミアや製薬企業などを対
象にバイオマーカー探索や薬物動態解析を支援する。第二に，体液を対象とした新規採取技術・バイオマーカー解析サービスを展
開することで，一般消費者向けに化学計測に基づいた簡便な健康状態計測システムを提供する。これまで見えなかった化学物質を
見えるようにする技術を広く提供することで，医療・創薬に関するアンメットニーズを満たすとともに，パーソナルヘルスケアへ
の展開についても検討を行い，多角的に超高感度CE技術を活かした事業を展開する。

（2022年7月時点）

研究代表者：九州大学理学部 准教授 川井 隆之

活動計画（申請時）

現在ノウハウとして秘匿している超高感度CE分析に関する要素技術について特許
化の是非を判断し，必要なものについては必要な追加実験を行って出願を行って特
許網の構築を行う。また本事業のセミナーなどでの学習を通じ，より具体的なビジネ
スモデル・起業に向けた具体的な手順について戦略立案を行う。体液採取キットに
ついては一般消費者の利用を想定した簡便なシステムを構築する。体液採取キット
を試作し，実際にこれを使って採取した体液を解析することで健康診断サービスを
デモンストレーションする。実施期間が短いため，既知の疲労物質などを対象とした
デモンストレーションを行う。
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スタートアップ・エコシステム形成支援

超高感度キャピラリー電気泳動法を用いた受託分析サービスとその多角展開

超高感度CE要素技術

順次
特許化
知財網
の構築

体液採取キットの試作，健康診断
サービスのデモンストレーション



内視鏡医療および配管検査に革新的効率化と信頼性向上をもたらす３次元内視鏡の開発

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

既存の医療・工業用の内視鏡用で使用可能なレーザファイバ光源の開発の他、同じ技術を応用し
たロボットハンドや、ベルトコンベア、配管検査用のセンサ、およびバーチャルリアリティ（VR）や拡
張現実（AR）システムによる画像と３次元データの可視化システムの開発を目指す。

体内の消化器官の観察やパイプ内部など細管の欠陥検査などは、
内視鏡を用いて行われるが、画像情報だけでは微妙な凹凸の違い
の検知や正確なサイズ情報を得ることができない。そこで、形状とテ
クスチャの同時取得を実現する３次元内視鏡システムを開発する。

（2022年8月時点）

研究代表者：九州大学 教授 川崎洋

活動計画（申請時）

・XY方向の精度（目標 1mm以下）
・Z方向の精度（目標 1mm以下）
・画角（ワンショット）（目標 対角６０度以上）
を満たす、新しい、高輝度・高角度・高密度の超
小型パターンプロジェクタを作成する。
開発した実機を用いて、医療・工業各方面の顧
客に評価用機を使用してもらう。また、市場調査
を実施する。 3

スタートアップ・エコシステム形成支援

患者（実画像）

内視鏡
（実画像）

2次元重畳
表示（AR）

3次元重畳
表示（AR）



創薬を革新する新規の膜タンパク質構造解析技術

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

先端の技術シーズを活用して創薬に役立つ膜タンパク質の構造情報を製薬企業に提供し、共同研
究に伴う製薬企業からの一時金とマイルストーン収入を主な収入源とする創薬支援ビジネスの起
業を目指します。

創薬標的の過半数を占め、生体内では脂質二重膜に埋め込まれて機能す
る膜タンパク質は、脂質二重膜中での構造情報を取得することがこれまで困
難でした。本研究開発課題では膜タンパク質の構造情報を簡便に取得する
先端技術を開発し、製薬企業における革新的医薬品の創出に貢献します。

（2022年7月時点）

研究代表者：九州大学生体防御医学研究所 准教授 嶋田 睦

活動計画（申請時）

社会的要請の大きい疾患に関与する様々な創薬標的膜タンパク質から技術シーズによ
り構造情報を取得し、同時に技術シーズにより取得できる構造情報の高分解能化にも
取り組みます。顧客ヒアリングでは、取得した構造情報の創薬における有用性を製薬企
業に評価していただき、技術シーズを用いた製薬企業との具体的な創薬標的について
の共同研究契約の締結に結び付けることを目指します。製薬企業との共同研究により
創薬を支援することで、より良い医薬品を患者に届けられる未来の構築に貢献します。
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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

CTC分離・回収キットを製品化、がん研究機関、製薬企業、医療機関等に販売する。またCTC分離・回収
や解析にはノウハウが必要なため、これまでに蓄積したノウハウをサービス化し、ＣＴＣ分離・回収から解析
までのワンストップサービス、将来的にコンパニオン診断・遺伝子パネル検査システムへの発展を目指す。

がん患者の血液中に含まれ血中腫瘍細胞（CTC）は、がん遺伝子
情報を多く含むが技術的に分離・回収が困難であった。本技術は特
殊な高分子被膜によりCTCを選択的に分離・回収することができ、
早期がん診断や個別化医療に大きく貢献することが可能となる。

（2022年８月時点）

研究代表者：九州大学 先導物質化学研究所科 教授 田中 賢

活動計画（申請時）

研究開発：平膜型CTC分離・回収キットに関する技術は完成済みであ
り、今後はより高効率に回収が可能な磁性粒子型キットの技術開発を
行い、臨床検体でのエビデンス蓄積を行う。既に実施中の大学病院等
との共同研究に加え、がん研究機関における共同研究を目指す。
製品・事業開発：平膜型CTC分離・回収キットの試作品を開発、製品
化に向けた市場調査、ビジネスモデル検証、最終開発・テスト販売を
実施する。また本格的な製品化・販売開始に向け、企業化、資金調達
、製造パートナーについても検討・交渉を進める。
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がん患者血液からの血中腫瘍細胞（CTC）分離による早期がん診断技術の開発



着床モデルの産業応用化

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

新たに開発した着床モデルを基礎研究者と製薬企業に提供するために胚培養キットの開発を行う。
培養キットを将来的に非臨床試験への応用を視野に入れた開発を進める。

生殖補助医療である体外受精-移植法では繰り返し妊娠に至らない、反復着
床不全が大きな問題となっているが、着床をin vitroで再現するモデルが存在
していないことからその原因の多くは不明である。
本プロジェクトでは新たに開発した着床モデルの産業応用化を目指し、着床
不全の原因解明と新たな治療法の開発に貢献する。

（2022年8月時点）

研究代表者：九州大学大学院医学研究院 助教 二井偉暢

活動計画（申請時）

本プログラムでは着床モデルの産業応用化を目指し、培養キットの
開発を企業と共同開発を行うと共に着床モデルの改良を目指した
研究開発を行う。また、研究期間に培養キットの市場調査を行う。
培養キットの試作品は12月までを目標に開発を行い、作製した培養
キットは今年度中に基礎研究者に評価をいただき、改良点について
考察を行う。
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「かたち」と「動き」のフェノタイピングによる非形式知の技術継承支援システムの開発

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

技術継承は複数の業種で共通した課題であり，一方で業種ごとに個別化が必要であるため，専門
家・指導者・あるいは専門家組織へは個別化するためのメタソリューションとしてWebAPI及び独自
Webアプリの開発支援を展開する[toB]．一方で，被訓練者へは直接Webサービスを展開する[toC]．

専門技能は形式知化されづらく，その技術継承は多様な領域で効率化や
再現性が求められている．専門家個人に非形式知として蓄積されている勘・
コツ・経験の被訓練者への継承を支援するシステムを構築し，サービスとし
て提供することで技術継承のボトルネックの解消を図る．

（2022年7月時点）

研究代表者：九州大学大学院理学研究院 助教 野下 浩司

活動計画（申請時）

身体動作を伴う専門技術の「型」を抽出するためのデータ収集とそ
のデータを活用しデータドリブンに「型」の策定のための解析パイプラ
インの構築，さらにこれらをサービスとして提供するためのフロントエ
ンドとバックエンドの開発を技術目標とする．これによりtoC向けのア
プリ，toB向けシステム構築支援，の両方について検証を進める．特
に，サービスの提供先となる顧客の利用シナリオの明確化，対象顧
客の拡大・選定といったアプリケーション先の具体化が課題となる．
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「かたち」と「動き」のフェノタイピングによる非形式知の技術継承支援システムの開発



安定した沸騰開始と高熱流束除熱が可能な新規浸漬沸騰冷却技術の開発

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

国外ではGAFAやFANGなどの巨大IT企業が独自に浸漬沸騰技術を開発している現状である。
本技術を国内企業等に技術移転を行い、国産浸漬沸騰技術を開発することで世界のデータセンタ
ー市場（100兆円規模＠2050年）に介入できると考えている。

電子機器の冷却には、安定な沸騰開始と高熱流束除熱という二
つの大きな課題がある。本研究開発では、ハニカム多孔質体と
加熱細線を組み合わせることで、これらの課題解決を試みる。ま
た、研究開発による知見をもとにプロトタイプを製作し、10年以
内に国産の浸漬沸騰冷却技術の実用化を目指す。

（2022年7月時点）

研究代表者：九州大学工学研究院 教授 森昌司

活動計画（申請時）

本研究開発では、沸騰開始温度を電子部品の動作上限温度の中で最も厳しい85℃以
下、高発熱密度冷却（伝熱面サイズにより500～1000 W/cm2）に対応可能な革新的な伝
熱促進の技術開発を行う。具体的には、下記2点を実施する。
・特許技術を組み合わせた伝熱試験
・プロトタイプの作製
上記より得られた知見を顧客に評価してもらう。
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ハニカム多孔質体 加熱細線による着泡

プロトタイプのイメージ



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）IoT用カスタムボードとしての販売とエンジニアリング（大手向け）
（２）汎用マイコンボード等の標準拡張ボードとしてネット販売。フォーラム開設。

ビルや駅、工場などで莫大な数のモータが使われている。特に小型
モータに注目しモニタリングボードを開発する。既設も含めた小型モ
ータのIoT化を促進。本学独自のセンサ技術を用いることで小型・低
コスト化を実現。

（2022年8月時点）

研究代表者：九州工業大学 生命体工学研究科 教授 大村 一郎

活動計画（申請時）

評価用テストベッド（インバータ、モータ、負荷）構築とインジ
ケータ策定。I/Oインタフェース規格を調査しデモ用ボードを
設計。プロト・モック試作。想定顧客・連携企業よりFB。上
記（１）、（２）について商品企画具体化。調査により想定単
価を決定。

9

スタートアップ・エコシステム形成支援

小型モータ・劣化診断モニタリングボード



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

➢ ナビゲーションアプリ：多くのユーザに利用してもらうことために無料アプリとして公開する。広告収入
などで利益を生む。

➢ 認識エンジン、Web API、データベース：販売あるいはライセンス化を図る。

音声認識技術がスマートフォンアプリなどで実用化されたことで私たちの生活
は快適になっている。しかし音声認識技術には、騒音環境など利用が難しい状況がある。この問題を解
決する手段の一つとして、音声情報を用いずに発話内容を推定する読唇技術がある。研究代表者は読
唇技術サービス「クチヨミ」を運用しているが、本課題では読唇技術の認識エンジンやWeb APIのサービ
スや、読唇技術を利用したナビゲーションアプリの開発による読唇技術の事業化を目指す。

（2022年8月時点）

研究代表者：九州工業大学大学院情報工学研究院 教授 齊藤 剛史

S活動計画（申請時）

➢ 日本語500単語の発話シーンデータベースの構築
vs Lip Reading in the Wild（LRW）は英語500単語を収録

➢ 日本語500単語に対して認識精度90%の深層学習モデルの開発
LRWのstate-of-the-artは88.5%

➢ 読唇Web APIの公開
➢ 読唇技術を利用したナビゲーションアプリ（iOSアプリ）の開発

App Storeで無料公開予定

スタートアップ・エコシステム形成支援

読唇技術を利用したナビゲーションアプリの開発

SSSD（公開済みDB ）は
日本語25単語を収録



試行錯誤のプロセスを大幅に低減する外観検査AI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

開発コスト・検査時間の短縮・削減により生産性の向上等を図ることを目的として、自動車部品メーカー、半導体装置メーカ
ー等の検査業務を行う産業への導入を想定する。外観検査に用いる画像認識モデルの実装や、購入者が直感的に操作で
きるユーザインターフェースを備えたソフトウェアの開発については、外部に委託する。販売先には、ソフトウェアパッケージ
のサブスクリプションライセンスを提供する。提案技術は、既存の画像認識モデルの異常検知能力を増強させるスキームが
基軸である。従って、市場の動向を調査した上でさらなる収益が見込めると判断すれば,組み込む画像認識モデルを増やす

ことを検討する。それらは、ソフトウェアのバージョンアップを通して購入者に還元する。このようなバージョンアップを定期的
に行うことで、サブスクリプションライセンスという販売形態のメリットを活かすとともに、市場の動向に柔軟に対処する。また
、必要に応じて、現場支援、問い合わせサポート、人材育成、コンサルティングなどのサービスを提供する。

製品の外観検査や画像からの異常検出の問題に対し、ディープラーニング
に基づくAI技術が注目を集めている。ところが、外観検査は総合的検査であ

るため、汚れ、擦り傷、亀裂、打痕、歪み、変形、部品の欠損など、多様な異
常が検査対象となる。最先端のAIでも、検出に得意・不得意が生じてしまい

やすい。それを是正するには、訓練データ収集、モデル改良、モデル訓練な
どコストの高い作業を繰り返す必要がある。本事業では、推論のプロセスを
異常に合わせて最適化することで、合理的かつ限定的な試行錯誤によって
得意・不得意を解消できる、使い勝手の良い外観検査AIを提供する。

（2022年7月時点）

研究代表者：九州工業大学大学院情報工学研究院 准教授 徳永 旭将

活動計画（申請時）
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直感的に操作可能なGUIを備えたデモンストレーション用のソフトウェア試作開発を行う。同時に、企業へのヒアリングも含
めた市場調査を進める。特に、計算機資源の導入が困難な想定顧客に対し、計算環境も含めたPaaSとして提供する形態
について、有効性や期待できる収益、収益モデルの見直し、仕様などを十分に検討する。



迅速なデータドリブン意思決定支援システムの開発

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

クラウドスタイルと個別発注スタイルの二つの軸を予定している．クラウドスタイルはメタシステムを用いてブ
ラウザ上で予測・解析システムを自動生成する．これにより幅広く迅速にシステム提供することができる．
個別発注スタイルは買い切りで依頼を受けて予測・解析システムをオンプレミス開発する．よりきめ細かいサ
ポートを行うことができる．

（2022年8月時点）

研究代表者：九州工業大学大学大学院生命体工学研究科 教授 古川 徹生

図1.png活動計画（申請時）

まず，市場調査と試作設計を行う．9月
から10月にかけて試作品メタシステム
のアルゴリズム開発を行う．11月から
システム構築を行い2月中旬には試作
品を完成させる．可能であればモニタ
ー企業を募集し，その企業に実際に使
用してもらい評価をしてもらう．

12
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マネージャー
（意思決定者）支

援

顧客 部門A 部門B 部門C 関連会社

AI迅速な意思決定を行える予測・解析システムとそのシステムを生成するメタシス
テムを開発する．データドリブンな意思決定支援システムはデータ構造が変わる
たびに開発が必要であるが，本システムではシステムを自動的に生成可能なた
め開発時間と費用を大幅に削減できる．本予測・解析システムは対話的インター
フェースを搭載しており，意思決定者の暗黙知なども反映することができる．



ピッキング作業の自動化のための変形可能な物体の認識に関する研究

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

大手自動車部品メーカーや中堅・中小規模の食品メーカーを含めた販売先、また、サービス、医療・介
護、インフラ・災害対応・建設、農林水産業等の幅広い分野で、使いやすい産業用ロボットを開発し、活か
すためのシステムを導入する。

本事業では、食品袋といった変形可能な物体（柔軟物）の認識・ハンドリングの各技術の他、運搬容器
への製品の最適配置についてのアルゴリズムを開発し、従来の人手作業と同等の作業品質を維持した
食品の配送仕分けロボットピッキングのための物体認識法を開発する。また、サービス、医療・介護、イン
フラ・災害対応・建設、農林水産業・食品産業等の幅広い分野で、使いやすいロボットを創り活かすため
のシステムを提供する。

（2022年8月時点）

研究代表者：九州工業大学 准教授 陸 慧敏

活動計画（申請時）

本事業では、サービス業界へのロボットの普及に貢献することを目的と
して、「柔軟物の仕分け作業の把持位置の精密認識と高度なピッキング
作業自動化のためのマニピュレーションシステム」を開発する。

50種類以上の製品を対象として、その製品の形状・柔らかさ・質量を認
識し、ハンドリングするロボットシステムを開発する。
製造ラインから流れてくるものを予測し、運搬容器内のどこに配置すべ
きかを解析することにより、従来の人手作業と同等の作業品質を維持し
た製品のマニピュレーション法を開発する。

13

スタートアップ・エコシステム形成支援

ピッキング作業の自動化のための変形可能な物体の認識に関する研究



癌はその旺盛な細胞増殖、浸潤、転移により人を死に至らしめる。
抗癌剤は大別して①細胞障害性の抗癌剤、②分子標的抗癌剤がある。①細胞障害性抗癌剤は
旺盛な細胞増殖能を障害するもので副作用が大きいが、②分子標的抗癌剤は活性化された癌
遺伝子のみを標的とするもので副作用が少ないため分子標的抗癌薬のニーズは高い。本プロ
ジェクトでは、BAF/PBAF複合体を標的とした環状ペプチドの抗癌作用の詳細を明らかにし、
環状ペプチドの最適化を図ることにより、新規抗癌剤のスクリーニングを実施し事業化を目
指す。アッセイの方法、開発品の販売は、製薬会社を顧客ターゲットとして想定している。

クロマチン再構築BAF/PBAF複合体を標的としたエピゲノム創薬

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

申請者が同定した化合物は既知の環状ペプチドであった。この化合物は試験管内で複合体を破壊することを実験で証明してい
る。このペプチドを培養細胞に添加すると正常細胞の増殖は抑制しないががん細胞の増殖は抑制することを確かめた。すなわ
ち細胞に添加したペプチドが細胞内で複合体を破壊することにより抗がん作用を出している。この作用点をさらに詳細に明ら
かにすればBAF/PBAF複合体を標的としたエピゲノム創薬が有用なものとしてアピールできる。さらに環状ペプチドの最適化を
図る。これらのデータを明らかにし、化合物、作用機序などのデータを製薬会社に提供し対価を得る。

（2022年8月時点）

研究代表者：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 教授 伊藤敬

活動計画（申請時）
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申請者が同定した化合物は既知の環状ペプチドであった。この化合物は試験管内
で複合体を破壊することを実験で証明している。このペプチドを培養細胞に添加
すると正常細胞の増殖は抑制しないががん細胞の増殖は抑制することを確かめた
。すなわち右図のように添加したペプチドが細胞内で複合体を破壊することによ
り抗がん作用が出ている。
活動計画（申請時）としては、特許申請した抗がん作用を有する環状ペプチドを
改変して作成し最適化を図り、第２第３の新規抗癌剤を発見するためのスクリー
ニングを継続実施する。
これらを明らかにし、化合物、作用機序などのデータを収集する。



データセンタ用100GHｚポリマ・ガラス光変調器の実用化開発

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

本事業を立ち上げ独自に開発した超高速ガラス・ポリマ光変調器デバイス単体パッケージ
ング及びデータセンタ用集積化を行うだけでなく、その成果を広く企業に技術移転し、ポリマ・ガラス光変調器デバイス開発による超高速データ
センタ光通信、端末光通信促進することを目指している。大手半導体製造企業が開発困難である集積型ガラス・ポリマ有機光変調器デバイス（
高い新規性、高速、低消費電力）を実用化開発し、大手化学材料製造企業が困難な有機光変調器デバイス専用の少量材料開発（高付加価値
少量材料開発）を自社で行う。

世界IT企業GAFAM（アマゾン等）が有する米国における巨大なデータセンタ

光通信イーサネット速度の高速化、低消費電力化、低コスト化のために超高速、低消費電力、低コスト
の光変調器（電気信号を光信号に変換する光デバイス）が必要とされている。光変調器はデータセンタ
電気信号を光信号に変換する最も重要な光デバイスであり、その高速性能は特に重要である。代表者
はハイブリッド型ポリマ・ガラス有機光変調器を26年間米国大学、国内大学及び米国企業で研究開発し
、世界最低駆動電圧0.65Vを実証後（既存の1/10）、近年世界最速光変調速度（光変調帯域幅130GHz）

を実証した。本光変調器をデータセンタ用光変調器として開発、実用化販売、ライセンス契約等を行う。

（2022年7月時点）

研究代表者：長崎大学大学院工学研究科 教授 榎波 康文

活動計画（申請時）
現在までテータセンタ用光変調器は安価で性能の低い

シリコン無機半導体光変調器（帯域幅30GHz）が主流であったが、データセンタ内部やデータセンター間
のイーサーネット速度向上に伴い、Si光変調器のみではデータセンタにおける高速、低消費電力、長距離
通信及び安価な光通信が困難となりつつある。そのため現時点でInP（帯域幅60GHz）や薄膜型ニオブ酸リ
チウム光変調器（帯域幅<80GHz）が注目されているが、これらの光変調帯域幅にも限界がある。代表者が
研究開発を行ってきた有機光変調器は帯域幅130GHz以上を実証し、更なるデバイス構造改良により帯域幅
200GHzも設計した。起業当初は少額資金及びデバイス基本特許を有効活用し、類似開発を行う競合会社に対

する優位性を確保し、少人数社員によるプロトタイプ開発、少量で高性能有機材料（大企業で困難）開発を行う。
光変調器デバイスの販売事業当初はキーサイト、アンリツ等にパッケージング販売を行い本有機光変調器の高速
性能をアピールする。その後事業拡大とともに量産化やライセンス生産を経てデータセンタのスイッチコア製造を
行うインテル社、半導体光変調器、光トランシーバ製造起業への販売、業務提携を行う。
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ガラス・ポリマ光変調器集積型光トランシーバ

ガラス・ポリマ光変調器単体パッケージング



高活性型ヒトインターロイキン-18変異体を用いた免疫エフェクター細胞培養技術の事業化

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

これまでにがんに対する医療として承認を受けている細胞輸注療法
は、CAR-T細胞療法のみであるが、現在、世界中で多くの細胞輸注療法の開発が行われている。細胞輸注
療法において拡大培養される免疫エフェクター細胞は、いずれもインターロイキン-18受容体を発現している
ため、高活性型インターロイキン-18変異体を用いることにより、効率的に細胞培養が可能となる。そこで、
基礎研究・臨床研究段階の企業や大学病院に対して、高活性型インターロイキン-18変異体を供給する。

（2022年7月時点）

研究代表者：長崎大学先端創薬イノベーションセンター 教授 田中義正

あいぜん活動計画（申請時） １．高活性型ヒトインターロイキン-18変異体
を3ロット以上調製し、GMP製造のための基盤を整備する。２．健常人末梢血を採取
し、単核球画分を精製し、高活性型ヒトインターロイキン-18誘導体を作用させ、培養
の効率化を検証する。３．高活性型ヒトインターロイキン-18を作用させ拡大培養した
健常人由来免疫エフェクター細胞のがん細胞傷害性を検討する。 ４．がん患者末梢
血を採取し、単核球画分を精製し、高活性型ヒトインターロイキン-18誘導体を作用さ
せ、培養の効率化を検証する。５．高活性型ヒトインターロイキン-18を作用させ拡大
培養したがん患者由来免疫エフェクター細胞のがん細胞傷害性を検討する。６．細
胞医療は、既存の医療体制や技術と大きく異なるため、大学病院を中心とした次世
代の新医療産業となる。そのため、地方自治体などと協働し、産業化を目指す。 16
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高活性型ヒトインターロイキン-18変異体を用いた免疫エフェクター細胞培養技術の事業化

高活性型ヒト
インターロイキ
ン-18変異体

ヒトの血液の中には赤血球や白血球などの細胞があ
り、この白血球の中に、がん細胞を殺すことのできる免疫エフェクター細胞
という細胞集団が存在する。この免疫エフェクター細胞を、体の外に取り出
して培養し、活性化した状態にしてもう一度身体に戻してがん細胞を殺す治
療法を、細胞輸注療法という。この細胞拡大培養を効率的に行うことを可能
にする高活性型ヒトインターロイキン-18変異体の提供を事業化する。

高活性型ヒトインターロイキ
ン-18変異体を用いて、健常
人およびがん患者の免疫エ
フェクター細胞を効率的に
培養できるか検証する



高活性型ヒトインターロイキン-18変異体を用いた免疫エフェクター細胞培養技術の事業化

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

増幅した培養エフェクター細胞に対する対価からランニングコストと輸送費を差し引
いた額が収入となる。市場として成人T細胞白血病、さらに免疫チェックポイント阻害剤の適用となる他のがんへの適用拡大を目指す
。市場規模は、年間薬剤費が日本８０〜２００万円、欧米200〜500万円と仮定すると、成人T細胞白血病15〜150億円、免疫チェック
ポイント阻害剤適用疾患へのパイプライン拡充により、800〜5,000億円規模になると試算される。顧客としては、成人型T細胞白血病
患者で、既存治療を何らかの理由で実施できない（効果不十分、副作用等）患者が想定される。並行して他のがんの治療にも応用し
パイプラインの拡充を図ることによって、より広い顧客層が私たちの提供するγδT細胞輸注療法の対象となる。

（2022年8月時点）

研究代表者：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚病態学 教授 室田浩之

活動計画（申請時） 研究開発としては、パイプライン拡充につなげるため、成人T細胞白血
病だけでなく他がん種の非臨床研究を進めて、安全性・有効性・迅速性の担保を目指すとともに、長崎大学病院
内細胞療法室でのシミュレーションを行う。パイプライン拡充の方向性を把握するための市場調査を実施する。さ
らに、医師主導型臨床治験を実施し、POC取得を目指す。具体的には、①臨床研究センターと連携し医師主導型
臨床治験を進める、②院内倫理委員会における研究方法の倫理審査を受ける、③院内細胞療法室でのシミュレ
ーションを進める、④患者のリクルーティングを進める、⑤市場調査の実施、に取り組む。
また、増幅したγδT細胞を提供するサービスの事業化を想定して、供給のスピードと在庫管理の方針を決める
ため、①センターキッチンによる供給を想定した細胞の輸送ルート、方法の検討、②非自己細胞を献血等から調
整し、在庫管理する方法の検討、③細胞準備の効率化による供給時間短縮の検討、を進める。
さらに、市場調査等を行い、他の細胞輸注療法（CAR-T療法、NK細胞輸注等）との差別化を図る。

、
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皮膚病変を伴う成人T細胞白血病に対する免疫エフェクター細胞療法の事業化

アンメットメディカルニーズである成人T細胞白血病に対する細胞輸
注療法を臨床展開し、医療事業化する。がん細胞を傷害する効果の高いγδT細胞を、比較
的少量の患者血液から、特許技術を用いて迅速に増幅し、患者へ経静脈的に投与（輸注）す
る。長崎大学病院細胞療法室をセンターキッチン-とするサプライチェーンを展開し、がん診療
医療施設から治療を希望する患者の血液を長崎大学病院へ送付し、増幅したγδT細胞を、
患者に輸注する。本プロジェクトでは、長崎大学の特許技術で増幅した細胞をがん診療医療
施設へ提供するサービスを事業化するものである。



パターン投影による非接触機上計測装置およびその開発システム

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

対象物の要求仕様と工作機械の制限に応じた工作機械内での機上計測システムを開発す
るにあたり，大学等で実施する1次試作品を，販売製品レベルの試作にまで高め，量産企

業への技術移転，および非量産製品を生産する

・解決したい課題 機械加工時の非生産時間の低減
・提供する価値 最適な非接触機上計測装置の短納期開発
・背景 一品一葉な部品加工時
・技術の独創性・新規性 最適な非接触機上計測装置開発フロー創製

（2022年7月時点）

研究代表者：長崎大学総合生産科学域 教授 矢澤孝哲

活動計画（申請時）

インペラの３D設計仕様に対し，どのパターンをどの角度・姿勢で投影すれば，計測すべき

前面に照射できるのかを検討し，光学定盤上で適切な散乱光が得られるかまで実験・検討
する．この結果を基にD200Zの制限に合わせて光学設計・筐体設計し，要求仕様と機械の

制限と設計の関係を整理する．これと並列で解析プログラムを作成する．その後，実際に
D200Zに組み込んで実験評価するとともに，他の工作機械に向けた計測装置を設計し，開
発フローの有効性を評価する．
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住環境のウイルス汚染を予報するスマートセンサの実証化とマーケティング戦略の構築

商品を、X社が大口

技術シーズの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

（2022年8月時点）

活動計画（申請時）

研究代表者：北九州市立大学国際環境工学部 教授 礒田 隆聡

本事業では、洗面所やトイレ等の住環境中のウイルス汚
染を検知して、感染予報を提供する小型機器「スマートセンサ」の開発を行
う。これと並行して数千人規模を対象とした顧客層の分析、アーリーアダプ
ター候補の調査、試作品のサンプル出しを実施し、上市前のマーケティング
戦略を立てることを目的としている。感染の流行は世界的な規模で繰り返し
起きている。起業により社会実装のスピードを加速する。

製品評価は(公財)北九州生活科学センター等の第3者機関と連
携して実施する。ここでは検出限界、検査時間の実証化を段階
的に進める。またAIによる汚染予測のアルゴリズムを開発し、
予測機能を検証する。並行して競合製品の市場調査と、数千人
規模の購買層分析を行う。この情報を基に顧客リサーチを行い
、アクティブユーザー候補に実証製品のサンプル出しを行う。
顧客ニーズに合うように改良点を製品にフィードバックして、
売れる商品の形態に絞りこむ。 製品は必要に応じて第三者認証
を行う。顧客獲得数は10件を目標とする。

ベンチャー企業X社は大学の知財を活用して住環境のウイルス
汚染を検査するキットを開発する。商品は委託生産し、X社から顧客へ販売する。キットは端末機器
（7.5万円）と50回分の抗体試薬（2.5万円）で構成される。粗利益は前者が40%、後者が80%で設
定した。抗体試薬は年4回の追加購入が必要である。収入源はこの抗体試薬の販売利益である。初期
の顧客は、保育所、学校、介護・病院施設、宿泊業界などがターゲットである。

採択年度：2022年度

スタートアップ・エコシステム形成支援



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

複数企業に対して所有する知財やノウハウ提供などの技術協力を行いながら技術課題を解決し，商品化や
サービス化を支援する。本技術が各企業で標準採用され，または住宅や介護施設，車などに導入された場
合にはライセンスフィー収入を得ることができる。

健康寿命を延ばし，誰もが長く健康的に生活するためには，日々の心拍変動や連続血
圧などの生体信号をストレスなく測定できるセンシング技術が求められているがこれま
で報告例はない。そこでミリ波の高周波や広帯域性に着目して1個のセンサで呼吸や心
拍数だけでなく，心拍変動や連続血圧を無拘束かつ無意識測定できるセンシング技術
を開発する。

（2022年7月時点）

研究代表者：北九州市立大学特命教授教授 梶原昭博

活動計画（申請時）

現在，ホームヘルケアやドライバーモニタリングなどを目的に住
宅メーカーや電気メーカー，自動車部品メーカー等との共同研
究を実施している。本年度は，上記メーカーに加え，介護施設や
病院，バス・トラックなどでも商品化やサービスを提供できるセン
サプラットフォーム技術を本年度内に確立する。
なお，試作品は1枚の基板にセンサLSIとCPUを搭載するため小型・
軽量，またスタンドアローンで動作するためＴＶやシーリングライ
トなどにでも設置が容易である。

20
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(a)ホームヘルスケア (b)ドライバー監視

非接触・無拘束による生体信号測定技術、状態や動作検知による見守り技術



脳機能脳機能賦活を誘起する手指リハビリテーション支援統合システムの企業化について

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

高齢化社会の加速に伴い脳機能疾患患者数が拡大し,後遺症等疾患としての麻痺により、精神
的な意欲の減退や社会復帰を逡巡する人々が増えつつある社会状況の中で、「いかに自立して健康で暮らせるか」という
QOLを考慮した「健康寿命」への欲求に対する支援は、各種運動機能疾患を持つ方にも共通なニーズである。リハビリテー
ション（以下、リハ）による機能回復は多くの病院で行われ、機能回復例も多く報告されているが、その効果の再現性が個
々人に大きく由来することから、回復の程度もまちまちで、前記ニーズを満足するようなリハ支援システムは存在しない。
本研究ではヒト大脳をシステムの一部として組み込む手法を考案し、脳機能障害に起因する上腕手指麻痺の複数患者に
対して試作機を用いたフィールドテストの結果から、従来よりも高効率なリハ支援を可能とするシステム（Narem）を開発した
。これらを病院・介護施設・リハ施設や在宅向けに提供することを視野にビジネス展開を構築する。

（2022年7月時点）

研究代表者：北九州市立大学 環境技術研究所 教授 松田 鶴夫

活動計画（申請時）

• 試作機増によるパイロットスタディ増及びP.T./O.T.による患者対応の高度な標準化を図る
• 桜十字福岡を中心として九州内リハビリ病院ネットの拡張対応
• 医療機器認証の必要性調査（専門調査機関に委託）
• 皮質機能損壊に起因する上腕手指麻痺患者機能回復

リハビリの市場調査（専門調査機関に委託）
• 事業化Step.2の展開方法を在宅医療メーカーと検討
• 従来までのCI療法*¹ を拡張する療法に関する検討と

機材開発
• 家庭用向け駆動方法改良と量産製造

21
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Naremと人的サポート（理学療法士（P.T.）/作業療法士（O.T.））をセットで提供（試作機で効果検証、特許出願済）

「脳機能障害に起因する上腕手指麻痺患者機能回復システム」機器販売、機器操作及び患者のメンタルサポートを会得したP.T./O.T.派遣サービス
二段階を踏む事業化 Step.1 国内リハビリ向け施設（5,000施設）向け機器販売（P.T./O.T.人材派遣含む）

Step.2 駆動部改造による在宅リハを可能（在宅医療メーカーと連携した機器レンタルとP.T./O.T.派遣）

*¹）Constyaint induces movement therapy



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

開発するシステムおよび仮想通貨の管理者として，仮想通貨の販売や手数料収入などが考えられる．

また，特許権の管理者として，有料版アカウントの販売収入や，他社へのライセンス契約による収入，

特許使用料，早期M&Aによる事業売却などが考えられる．

電子メール（迷惑メール）などを用いたオンライン詐欺が後を絶たない．

本プロジェクトでは，オンライン上で「初対面のアカウントが信用できる

か」を数値化／可視化する手法を提供し，詐欺被害の削減を目指す．

また，異なるサービスプラットフォームをまたいだ新規アカウントの評価

を，巨大企業や巨大権力に依存することなく実現する手法を目指す．

（2022年7月時点）

研究代表者：佐賀大学理工学部 准教授 中山 功一

活動計画（申請時）

本プロジェクトで研究開発に取り組む信頼度相互保証システムの

プロトタイプモデルを，匿名性と信頼性の両方が求められるコミュ

ニティを中心に，無料で提供していく．右図のように，SPAMに相当

する不適切な通信容量が減少する例を広く体験してもらうことで，

有効性を周知し，本システムの利用者拡大へとつなげる．
22
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ブロックチェーン技術を用いたWeb3時代の信頼度相互保証システム



熊本大学発-新しい癌の進展仮説に基づく中分子IT創薬モダリティ－
～癌の悪性度を司る神経幹細胞未分化維持因子を標的としたアンチセンス核酸の開発～

なぜ、この課題に取り組むか？→高精度プロテオミクス解析で発見した神経幹細胞未分化

維持因子（分子X）が癌の悪性度を司っていることを見出し、これまで治療が出来なかった人々に、革新的な抗癌

剤を届けることを目的とする。

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

中分子IT創薬モダリティーに関連する最先端の技術を用いて、

分子Xを標的としたアンチセンス核酸を設計・合成し、細胞や動物実験を行って腫瘍抑制効果を見出す。これらの

行程で蓄積されるデータを特許出願することで、企業としての優先権を獲得する。ビジネスモデルとしては、起業

して抗癌剤を販売する、もしくは、製薬企業を対象にライセンスアウトすることで技術・特許権を導出する。

（2022年7月時点）

研究代表者：熊本大学大学院生命科学研究部 助教 喜多 加納子

【本研究開発の目的】活動計画（申請時）
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活動計画のうち、一番大事なポイントは、抗癌剤候補物質になりうることを客観的に証明できるデータを取得することである。
◆ 分子X標的特異性のあるアンチセンス核酸（以下、分子X-ASO）を設計・合成する。
◆ 今回設計・合成した分子X-ASOが癌細胞中にある分子Xの発現を押さえているかを検証する。（ウェスタンブロット実験など）
◆ 肺小細胞癌培養株などを用いて、分子X-ASOが、腫瘍細胞の増殖を抑制できるか、検証する。（MTSアッセイなど）
◆ 細胞実験を経て、より抑制効果の高い分子X-ASOを100本から５本程に絞り込み、マウスを用いて、これらの分子X-ASOを担癌マウ
スに投与して、腫瘍の増大や転移を抑制するかパイロット実験を行う。
◆ 今回の技術は、ＡＳＯの設計・合成、毒性評価、作用メカニズムに新規性・進歩性があることから特許出願できる可能性が高い。

すなわち、独自性が高く、ユニークな奏功メカニズムを持った革新的な抗がん剤であることを証明するデータを取得する。

アンチセンス核酸
の設計・合成

癌細胞株を用いた
検証実験

-

マウスを用いた
検証実験

抗癌剤候補アンチセンス

核酸（ASO）を確定



マルチコプタ用プロペラの開発u

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

（2022年8月時点）

研究代表者：熊本大学大学院先端科学研究部 准教授 宗像 瑞恵

活動計画（申請時）
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マルチコプタ用の市販プロペラは日本国内で開発・製造されたものがなく、プロペラ形状
が薄く加工が難しいため、既存のプロペラはバランスが悪く、性能の個体差が大きいことが
問題となっている。JAXAと協働してモーターの出力に合わせて設計するマルチコプタに適
した高効率プロペラを開発してきたが、本プロジェクトでは、エッジ部を改良し、繊維強化樹
脂での加工法や安定した品質に加工できる限度を考慮した高効率プロペラを開発する。

ドローン販売業者やドローン関連事業を展開しているハードウェアを開発する企業やサービス・ソリューションを提供する
企業への提供を想定し、オーダーメードのプロペラ提供からスタートし、低コストで提供できる量産プロペラを生産し、ユー
ザーを拡大していく構想である。そのために加工業者や加工技術者と提携し、品質保証と低コスト化のためのプロペラ開
発が重要となっている。将来的には自動車のタイヤメーカーをモデルとした展開を描いている。

加工法や安定した品質に加工できる限度を考慮したプロペラの形状モデ
ルを系統的に調査する。まず、プロペラの翼型のエッジを厚くするなどして
変更したモデルでプロペラをモデリングし、変更前のオリジナルモデルより
も性能低下にどれぐらい影響するかを数値予測し、性能低下への影響が
小さいモデルをアルミ合金（繊維強化樹脂での試作より安価）で試作し、そ
れらの加工精度の評価、空力性能試験やプロペラまわりの流れなどを計
測して、モデルチェンジによる性能低下への影響を評価するサイクルで開
発していく。それらの評価により、炭素繊維やガラス繊維で強化した樹脂で
製作する際の加工限度を考慮しながら、より軽量化した高性能プロペラを
量産するための加工法を加工技術者と提携して検討する。

プロペラ
のモデリ
ング

アルミ合
金での
試作

加工精
度の評
価

空力性
能試験
など

評価＆
改良

繊維強化樹
脂モデルで
の加工限度

プロペラ開発のサイクル

CFRPより
安価

軽量モデル



バイオ医薬品開発の効率化を実現する生体分子量子化学計算プログラム「PAICS」

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

我々が開発しているPAICSは、量子化学計算を高速に行う並列計算エンジンとグラフィカルユーザーインタ
ーフェース(GUI)から構成されており、医薬品開発を加速する様々な独自機能が実装されています。これらを
用いた「①受託計算サービス」と「②ソフトウエアのライセンス販売」が主なビジネスモデルになります。

近年、抗体医薬を含むバイオ医薬品が数多く実用化されていますが、その開発コストを
如何に軽減するかが大きな課題となっています。我々はこれまで抗体医薬品開発を効
率化する独自の計算技術とソフトウエア「PAICS」を開発してきました。本プロジェクトで
はソフトウエアの提供と受託計算サービスを実現し、課題の解決を目指します。

（2022年7月時点）

研究代表者：鹿児島大学学術研究院理工学域工学系 教授 石川岳志

活動計画（申請時）

PAICSはこれまで、48報の科学論文で使用され、公開された一部の
機能に関しては229件のユーザー登録実績（24件は国内企業）を上
げています。従って、ソフトウエアの実績と性能は十分高いと言えま
す（右図が現在のPAICS）。本事業では、想定顧客である製薬企業を
中心にインタビューを行い、企業の研究部門の需要を調査し、受託
計算が有料サービスとして成立するかを検証します。また、GUI
の機能強化やマニュアル・チュートリアルを整備し、ライセン
ス販売の準備を進めます。
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ICTを活用した遠隔での認知行動療法

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. テレビ会議システムでの遠隔での認知行動療法を、要支援者に直接提供して売上を上げる。
2. e-ラーニングシステムでの認知行動療法プログラムについて、月間/年間利用ライセンスを販売する。
3. スマートフォン版の認知行動療法アプリを、プログラム医療機器として販売する。

気分障害と神経性障害を持つ患者さんの総数は、厚生労働省報告ではそれぞれ
128万人と83.3万人である。認知行動療法は、これらの精神疾患に薬物療法に勝と
も劣らない治療成績が確認されているが、治療者の不足及び都市部偏在の問題
からアクセスが悪い。このプロジェクトでは、ICTを利活用して、僻地・離島を含む、
あらゆる居住地域の要支援者に認知行動療法を提供する事業計画を設計する。

（2022年8月時点）

研究代表者：鹿児島大学医歯学域鹿児島大学病院 講師 松本 一記

活動計画（申請時）

2022年8月〜9月に特許出願し、同時期に試作品の開発を
始めて、10月までに医療従事者から使用感についての意見
聴取を行う。最初のフィードバックから試作品を改良して、
安全性と有効性の検証のために、高校生もしくは大学生等
の若者とその保護者らを対象に、改良試作品の使用感や、
満足感、価格設定に関して、2023年2月までに聴取する。
検証結果のまとめについては、同年3月にまとめて報告する。
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体に優しい次世代の分子標的薬の開発：癌細胞が過酷な環境でも生き残るしくみを抑える。

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

我々は、癌細胞が過酷な環境で生きるために必要なタンパク分子であるKDEL受容体を同定した。このKDEL受容体を阻害する化合物PMCを見
出し、その誘導体であるPMCDを得て特許出願した。今後は、より効率的なPMCDの合成方法を開発しつつ、新たな骨格のKDEL受容体阻害化
合物を得るためにバーチャルスクリーニングを行い、in vitroおよびin vivoにて活性を確認する。この工程を進めながら、ベンチャー設立後に研究
資金を獲得し、in vivo でのPOC（proof of concept；概念実証）が取得できた時点、あるいは薬効薬理試験、安全性試験、薬物動態試験などの結
果を取得できた時点で、癌を重点領域とする国内外の製薬企業に導出し、一時金を取得する。その後はマイルストン、ロイヤルティーを収益の柱
とする。

２人に１人が癌で亡くなり、全世界で１０兆円規模の医療費が費やされている現状は深刻である。新型コ
ロナウィルスの累計死者数が２０２２年７月現在で６５０万人であるのに対し、癌では年間１,０００万人以上
が亡くなっている。死亡者数を減らすことができればその貢献度は高い。

癌細胞に特異的な仕組みを見つけて、その阻害化合物の開発・探索を続けていけば、副作用の少ない治
療薬を実現することが必ず可能である。我々は、これまでに注目されなかったそのような仕組みを見つけ
ることができた。今後研究資金を得ながら、その目標に向け進みたい。副作用のない癌の治療を可能に
して、まずは５㎝の腫瘍の完全治療を目指す。

（202２年7月時点）

研究代表者：福岡大学医学部細胞生物学科 准教授 角田俊之

活動計画（申請時）

我々は、多くの種類の癌細胞に効果を示す低毒性の低分子化合物PMCを見出し、その標的タン
パク質を同定することに成功した。標的タンパク質であるKDEL受容体と不良タンパク質を処理する
BiPなどのシャペロンタンパク質との結合を阻害する低分子化合物の開発は大きな意義があると考
える。PMCの誘導体であるPMCDの合成と並行して、KDEL受容体の結晶構造をベースにして、新た
な低分子化合物のバーチャルスクリーニングを行う。新たに見出される化合物のin silicoおよびin 
vitroの評価系はすでに我々のグループで確立している。得られたKDEL受容体阻害剤(化合物XX)
について、in vivoゼノグラフトモデルにおける効果を確認しつつ、体内動態や毒性試験などの非臨
床試験を行う。早い段階で製薬企業との共同研究体制を築き、最終的には製薬企業への導出を目
指すと同時に診断薬の開発も行う。
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