10
2022

特集

大学発ベンチャー表彰
2022

黄朽葉

イノベーション COME TRUE

2022/109

C O N T E NTS
Journal of Industry-Academia-Government Collaboration

3

巻頭言
北海道の希望を形にするために

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

4

特集

2020

小髙 咲

大学発ベンチャー表彰 2022

大学発ベンチャー表彰 2022
国立研究開発法人科学技術振興機構

6

文部科学大臣賞
日本発そして世界初の抗がん薬開発に向けて
Chordia Therapeutics 株式会社

9

細川 正人

科学技術振興機構理事長賞
「食べるワクチン」を実現したい 蚕からタンパク質を生み出す
九州大学発スタートアップ KAICO の挑戦
KAICO 株式会社

14

大和 建太

新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞
回収可能な小型無人の人工衛星による宇宙環境利用プラットフォームの提供
株式会社 ElevationSpace

16

森下 大輔

経済産業大臣賞
膨大な微生物ゲノムデータベースを活用して
バイオものづくり産業を革新する
bitBiome 株式会社

11

河邊 尚貴

日本ベンチャー学会会長賞
迷走神経を血管内から刺激
株式会社ニューロシューティカルズ

18

新関 和哉／堀切 智之

大学発ベンチャー表彰特別賞
認知症の早期発見を実現する アイトラッキング式認知機能評価法
株式会社アイ・ブレインサイエンス

22

髙村 健太郎

大学発ベンチャー表彰特別賞
老化を誘導する小分子 RNA の創薬で難治性疾患の治療薬に挑む
株式会社 PURMX Therapeutics

25

心不全パンデミックを抑制するデバイス

三池 信也

アーリーエッジ賞
長距離量子通信により量子インターネットのある未来へ
LQUOM 株式会社

20

風間 悠佑

田原 栄俊

リポート
オンリーワンの地域資源を核とした製品開発による地域の魅力向上へ
岩手大学

佐藤 裕文

27

シリーズ 防災と減災と被災後
瓦礫の中から起業した会社が成長を続ける理由
復興の原動力は、人間関係の積み重ね

30

大学の産学・社会・地域連携窓口紹介
群馬工業高等専門学校

32

視点
産学官連携を教える
宮崎大学

丹生 晃隆

人口 6,920 人、立科町での学生アイデアソン
一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター

2

2022.10

岡田 基幸

巻頭言

Foreword

北海道の希望を形にするために

地方独立行政法人北海道立総合研究機構 理事長

小髙
こたか

咲

しょう

地方独立行政法人北海道立総合研究機構（道総研）は、2010 年に、道立の 22 の試験場や研究所を統合
して発足した比較的新しい組織である。それぞれの試験場や研究所の歴史は古く、中には開拓期に遡るもの
もある。所掌する分野は農業、水産、森林、工業、エネルギー・環境・地質、建築と幅広く、職員数は約
1,090 人、そのうち研究職員は約 730 人と、地方の公設試験研究機関としては日本最大規模である。
道総研は、スローガンである「ほっかいどうの希望をかたちに！」にも表れているとおり、北海道の豊か
な自然や特色を生かした産業の発展を、試験研究や技術支援を通じて支えることを使命としている。その強
みは、データや知見の豊富な蓄積があること、生産現場に近く社会のニーズを汲み取りやすいこと、独創的
な研究と実用技術開発の両輪を有すること、分野横断的な取り組みをしやすいことであると自負している。
特に分野横断的な取り組みの推進は、道総研設立の重要な目的でもある。
さて足元の社会経済情勢を見ると、人口減少や少子高齢化の進展、新型コロナウイルスの影響の長期化、
脱炭素化に向けた取り組みの加速、米中の対立、ロシアによるウクライナ侵攻、それによってクローズアッ
プされた食糧安保強化の必要性など、様々な変化が進んでいる。これらはそれぞれ次元が異なり、影響も異
なるが、不可逆的かつ構造的な変化を社会経済にもたらすものであるという点では共通ではないか。そうだ
とすると、「北海道の希望を形にする」という道総研の役割も、こうした変化を踏まえてアップデートし続
けなければならない。
現在道総研は、2020 年にスタートした第 3 期中期計画の中間地点にいる。そこでは、世の中の大きな流
れや変化に対応しつつ、将来を見据えた研究開発を推進することを基本に据えており、上記のようなドラス
ティックな変化に対応できるものとなっている。またそのために、取り組むべき課題の選択と集中を図るこ
ととし、具体的には「食」
、
「エネルギー」
、
「地域」の 3 分野を研究の柱としている。その下で、例えば「エ
ネルギー」では、一部自治体との間で、地域特性に応じた再生可能エネルギー供給と高度な省エネ技術の社
会実装を試行的に進めている。
実際には、
「変化に対応し将来を見据える」こと自体がとても難しい。目指すべきものが可変だからであ
り、従って北海道という地域の立ち位置や道総研の守備範囲も変わるからである。このような視界不良の中
にあっては、大学、他の研究機関、各種団体、民間企業、金融機関などとの連携、それも道内に限らない連
携がこれからますます重要になっていくと考えている。今現在、道総研は道内外の 22 の組織との包括連携
協定を締結しているが、今後は広い意味での連携の輪をさらに広げていきたい。皆さまにおかれては、冒頭
に示した道総研の研究分野に関連して、あるいは北海道という地域に関連して何かあれば、是非道総研に声
を掛けていただきたい。
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■大学発ベンチャー表彰 2022 文部科学大臣賞に Chordia Therapeutics（コーディア
セラピューティクス）、経済産業大臣賞に bitBiome（ビットバイオーム）
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）は「大学発ベンチャー表彰 2022」の受賞者を決定した。
大学発ベンチャー表彰制度は 2014（平成 26）年度に創設され、今回は第 9 回となる。大学等＊１の成果
を活用して起業した大学発ベンチャーのうち、今後の活躍が期待される優れた大学発ベンチャーと、特にそ
の成長に寄与した大学や企業などを合わせて表彰することで、大学等における研究開発成果を用いた起業お
よび起業後の挑戦的な取り組みや、大学や企業などから大学発ベンチャーへの支援や協力がより一層促進さ
れることを目指している。外部専門家で構成された選考委員会によるウェブ面接選考等を経て 8 社のベン
大学発ベンチャー表彰 2022 受賞者

受賞名
文部科学大臣賞

経済産業大臣賞

科学技術振興機構理事長賞

新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞

日本ベンチャー学会会長賞

アーリーエッジ賞

大学発ベンチャー表彰特別賞

対象分類
ベンチャー
支援大学など

京都大学 大学院医学研究科

ベンチャー

bitBiome（ビットバイオーム）株式会社

支援大学など

早稲田大学 理工学術院

ベンチャー

KAICO（カイコ）株式会社

支援大学など

九州大学 大学院農学研究院

支援企業

双日株式会社

ベンチャー

株式会社 ElevationSpace（エレベーションスペース）

支援大学など

東北大学 工学研究科

ベンチャー

株式会社ニューロシューティカルズ

支援大学など

国立循環器病研究センター 循環動態制御部

ベンチャー

LQUOM（ルクオム）株式会社

支援大学など

横浜国立大学 工学研究院

支援企業

株式会社オキサイド

ベンチャー

株式会社アイ・ブレインサイエンス

支援大学など

大阪大学 医学系研究科

支援企業

フューチャー株式会社

ベンチャー
大学発ベンチャー表彰特別賞
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受賞者
Chordia Therapeutics（コーディア セラピューティクス）
株式会社

株式会社 PURMX Therapeutics
（パームエックス セラピューティックス）

支援大学など

広島大学 大学院医系科学研究科

支援企業

株式会社スリー・ディー・マトリックス

特集

チャー企業が受賞した。
文部科学大臣賞の Chordia Therapeutics（コーディアセラピューティクス）は新しい抗がん剤の創生に
より次世代のがん医療の実現に貢献し、いまだ治療方法が確立されていないがん患者に対して治療薬を届け
るべく研究開発に取り組んでいる企業であり、パイプラインの一つであるスプライジング制御薬の開発が、
新たな抗がん薬として世界を舞台に今後活躍することが期待され本受賞となった。
経済産業大臣賞の bitBiome（ビットバイオーム）は独自技術で構築した膨大かつユニークな微生物ゲノ
ムデータベースを活用した、バイオものづくり産業の革新を目指す企業である。シングルセルゲノム解析に
より世界最大・最高解像度の微生物ゲノムデータベースを構築し、微生物遺伝子を活用した産業構造を刷新
する可能性を秘めており、今後の成長が期待される。
JST 理事長賞の KAICO（カイコ）は難発現性タンパクをカイコで作るユニークな生産プラットフォーマー
企業である。KAICO 社は蚕を利用した経口ワクチン開発などを手掛けるなど、同社開発の技術・ノウハウ
と特許をうまく活用しながら展開している点が評価された。
NEDO 理事長賞の ElevationSpace（エレベーションスペース）は宇宙ステーションに代わる小型・無
人宇宙環境利用プラットフォーム開発を目指す企業である。同社が担う宇宙実験プラットフォームの提供
は、食料、創薬、材料等、あらゆる産業分野にとって重要である。宇宙利用、その普及を加速させる可能性
のあるベンチャー企業である点が評価された。
日本ベンチャー学会会長賞のニューロシューティカルズは迷走神経を刺激する新たな医療デバイスを開発
しているが、デバイス開発のみでなく、収益面では受託等をバランス良く取り入れることで会社の成長に必
要な優れた収益 ･ 成長モデルを構築している点が評価された。
アーリーエッジ賞の LQUOM（ルクオム）は、長距離量子通信の社会実装を目指すベンチャーである。
同社は量子インターネット実現の観点からキープレイヤーとなる可能性を秘めていることに加え、国産の量
子通信システムが実現した際の社会性・公共性の高さから、一層の成長が期待される。
大学発ベンチャー表彰特別賞のアイ・ブレインサイエンスはアイトラッキング式認知機能評価法（ETCA）
の社会実装を目的とした企業である。今後増加する予備軍を含む認知症の早期診断への貢献が期待される。
同社の開発アプリは想定される利用シーンが多いこと、海外を含む市場性もあると考えられる点が評価された。
また、もう一方のベンチャー表彰特別賞である PURMX Therapeutics（パームエックスセラピュー
ティックス）は細胞に老化を誘導できるマイクロ RNA を用いて、がん細胞に老化のスイッチを入れる新規
抗がん剤コンセプトの研究開発を行っている。年々注目が高まっている核酸医薬（がんの老化を促すマイク
ロ RNA に着目）の実現が期待され本受賞となった。
足元ではスタートアップ庁の新設、スタートアップの支援の拡充等、スタートアップを日本経済の原動力
として活用する動きが進んでいる。しかし大学発ベンチャーが創出され、成長し、社会にイノベーションを
もたらすまでの過程においては、産学官による息の長い支援が必要である。本表彰制度が、そうした支援体
制のより一層の整備のための一助になれば幸いである。
＊１ 国公私立大学、高等専門学校、国公立試験研究機関、国立研究開発法人、公益法人などの非営利法人
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文部科学大臣賞
日本発そして世界初の
抗がん薬開発に向けて

Chordia Therapeutics 株式会社
Chief Scientific Officer

森下

もりした

大輔

だいすけ

新しい抗がん薬を開発する企業。パイプラインの一つであるスプライシング制御薬が新たな抗がん
薬となり、世界を舞台に今後活躍することが期待される。また、開発・事業化のプロが大学のシー
ズをパイプライン化していくことを強みとしており、産官学が一体となり大学の知を生かし創薬事
業を展開することを目指している点も高く評価され、今後の創薬業界の新しいロールモデルとして
も期待される。

■ Chordia の概要

Chordia Therapeutics（コーディアセラピューティクス）株式会社（以下、Chordia）は新しい抗がん

剤を創出するために、国内の産官学連携を軸として起業し発展してきた。2015 年の国立研究開発法人日本
医療研究開発機構（AMED）設立時に、産学連携医療イノベーション創出プログラム ACT-M において京
都大学および宮崎大学が見いだしたシーズを基にした MALT1 阻害薬の産官学連携研究を開始し、その研
究を AMED 革新的がん医療実用化研究事業でさらに発展させ＊＊ 1、最終的に 2020 年に小野薬品工業株式
会社へ、国内最大級となる大型導出の成功まで推し進めた＊＊ 2。2017 年に武田薬品工業株式会社（以下、
武田薬品）から Chordia として独立する際には MALT1 阻害薬の研究継続を断念せざるを得ない可能性も
ある中、各大学ならびに AMED との堅い信頼関係の中で継続を決断し Chordia のパイプラインとして最
後まで磨き上げた。これらの成果に基づいて研究統括の森下（筆者）は、産官学連携推進のため各大学から
教授として招聘（しょうへい）されており、Chordia は近年の国内産官学連携を牽引（けんいん）する旗
艦となりつつあると考えている。
この間、京都大学イノベーションキャピタル株式会社（京都 iCAP）およびジャフコグループ株式会社（東
京都港区）をはじめとする国内著名ベンチャーキャピタル（VC）からの投資を得ながら、国立研究開発法
人国立がん研究センター研究所および中央病院と協力した 1 号パイプラインである CLK 阻害薬の非臨床研
究ならびに国内第 1 相臨床試験＊＊ 3、3 号パイプラインである CDK12 阻害薬の AMED での新たな産官学
連携もスタートさせている。このようにわれわれは日本国内に拠点を置き、国内の主要研究機関と協力しな
がら日本発かつ世界初の抗がん剤開発を志すスタートアップ企業である。

■事業の目的・ビジョン

Chordia は、
「日本発」そして「世界初」の新しい抗がん剤を創生することにより次世代のがん医療の実

現に貢献し、いまだ治療方法が確立されていないがん患者に対して治療薬を届けることを事業目的として
2017 年 11 月に創業した。本目的を実現化するため日本の最大手製薬企業である武田薬品からスピンアウ
トを決断し、日本に拠点を置く企業として特に国内のアカデミア、投資家、行政機関などとの協力体制を築
くことにより今までになかった新しい薬を創出すべく研究開発に取り組んでいる。このようなわれわれが追
求する日本発かつ世界初のファーストインクラスの薬を創生するためには、cutting edge な科学知見に基づ
いた新しいコンセプトの創出が欠かすことができないと考え、アカデミアの新進気鋭の研究者との共同研究
講座の設置（京都大学医学研究科小川誠司教授との次世代腫瘍分子創薬講座の設置）あるいは上述の AMED
6
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のグラントを最大活用した産官学連携研究を実施しながら新薬開発を行ってきた。加えて、このような研究
活動の過程において多くの国内関係者と協業を進め、日本の創薬エコシステムの一員として、その発展に貢
献していくことも志している。以上の活動を通じ、日本発の研究開発型の製薬会社として成長し、日本にお
ける新たな医薬品開発の拠点となることをビジョンとして掲げている。

■起業、事業立ち上げの背景と経緯

Chordia は 2017 年に武田薬品のがん領域日本サイトヘッドであった三宅洋（Chordia 代表取締役）を

含む研究者 6 人で創業した。創業時には四つの抗がん剤候補の独占的実施権を武田薬品から取得したが、こ
の中で以下二つの産学連携研究の成果が Chordia 起業における大きな契機になっている。
2013～2014 年にかけてボストンに留学していた筆者が、米国で学んだ産学連携を実現すべく帰国後、京
都大学の小川誠司教授と初めて出会ったのが 2014 年、1 年間の議論を経て 2015 年に AMED の ACT-M
に採択され産学連携を開始した。しかし武田薬品の戦略見直しにより研究が継続困難な状況に陥る。この
時、小川教授をはじめとして各共同研究者、AMED プログラムオフィサー谷田清一先生から鼓舞を受け奮
い立ち、Chordia 設立時に MALT1 阻害薬を武田薬品から移管して継続検討した＊＊ 4。加えて、CLK 阻害
薬に直結する研究において小川教授が世界を牽引する研究者であったことから、これらの医薬品開発を加速
すべく研究を協力して行ったことが、後の京都 iCAP、ジャフコからの資金調達につながり起業に至ってい
る。なお、世界的に見ても産学連携研究の成果を基に起業に至ったケースは少なく、Chordia はベン
チャービジネスにおける次世代のロールモデルの一つになり得ると考えている。

■事業の新規性・革新性

Chordia は低分子化合物をベースとした医薬品開発に特化した企業である。創業者を含むほぼ全ての参

画者が、大手製薬企業における低分子の創薬経験やノウハウを有しており、迅速かつ的確な意思決定により
研究を推し進めている。低分子

Evading
apoptosis

化合物での抗がん剤開発におい
てわれわれに独自性があるの
は、国内外のアカデミア研究者

Self-sufficiency in
growth signal
Insensitivity to
anti-growth signals

Tissue invasion
& metastasis

が有する最先端 evidence に一
早くアクセスできる連携状態を
恒常的に保っていることによっ

Limitless
replicative
potential

Sustained
angiogenesis

ており、この相互に対等で固い
信頼関係に基づいた産学連携こ
そ が、Chordia に 科 学 的 な 新
規性と革新性をもたらしている

DNA damage
stress

Immune
stress

最たる要因である。このことは
AMED が公募している癌疾患
関連の競争的資金を複数件数獲

Oxidative
stress

Metabolic
stress

得している事実からも裏付けら
れている。また上述のように京
都大学にて次世代腫瘍分子創薬
講座を設立し、アカデミアネッ
トワークをさらに拡大した創薬

Proteotoxic
stress

RNA
deregulation

Mitotic
stress

Sources: Weinberg 2000, Elledge 2009,
Meyerson 2012.

がんのホールマークと Chordia の研究領域である RNA 制御ストレス
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を実行している＊＊ 5。以上の産学連携に加えて、国内外企業との産産連携を行うことにより次世代の医療実
現を生み出すべく新たなチャレンジに取り組んでいる。
この体制の中でわれわれは、がんのホールマーク（特徴）として新たに見いだされた「RNA 制御ストレス」
に着目した創薬研究を行っている。がんのホールマークを標的とする抗がん剤開発ストラテジーは、過去の
成功例に裏付けられるようにこれまで多くの上市品の創生につながってきた。しかしながら他の既知のがん
のホールマークに比べると、比較的新しい「RNA 制御ストレス」を標的とする抗がん剤の開発例はいまだ
にない。そこでこの「RNA 制御ストレス」を標的とした次世代のファーストインクラスの抗がん薬として、
CLK 阻害薬 CTX-712、CDK12 阻害薬 CTX-439、ならびにその他新規パイプラインの研究開発を行って
いる＊＊ 6。

■今後の展望

ファーマ、スタートアップから製薬企業に発展すべく取り組んでいきたい。すなわち、今あるアセットを

自分たちの製品として発売する製薬会社になりたいという大きな希望を持っている。またこれらの活動を通
じて、医薬品創出という大きな社会貢献をもたらす研究活動の場を新たに日本国内に生み出し、日本におけ
るこれまでにない医薬品開発の拠点となっていきたい。これらの根底にあるのは日本発の革新的新薬を作り
上げたいという思いであり、そこにはこだわり続けて取り組んでいきたい。
＊＊ 1 成人 T 細胞白血病リンパ腫に対する新規テーラーメイド治療｜ chordiatherapeutics.com
＊＊ 2 MALT1 阻害剤「CTX-177」に関するライセンス契約｜ chordiatherapeutics.com
＊＊ 3 CLK 阻害薬 CTX-712 の第 1 相臨床試験｜ chordiatherapeutics.com
＊＊ 4 「研究者として信じる道を進む」Chordia Therapeutics・森下大輔 CSO ｜ベンチャー巡訪記｜ AnswersNews
＊＊ 5 2022 年の Top 10 Japanese Startups のカバーストーリー｜ chordiatherapeutics.com
＊＊ 6 Nature Dealmaker での特集｜ media.nature.com

8

2022.10

特集
Feature

大学発ベンチャー表彰 2022

経済産業大臣賞
膨大な微生物ゲノムデータ
ベースを活用してバイオ
ものづくり産業を革新する

bitBiome 株式会社
取締役 CSO

細川

ほそかわ

正人

まさひと

シングルセルゲノム解析により世界最大・最高解像度の微生物ゲノムデータベースを構築し、微
生物遺伝子を活用した産業構造を刷新することを目指す企業である。国の重点産業とされるバイ
オものづくり分野においての唯一無二のゲノムマイニングプラットフォームとして位置づけられ
ており、今後の成長が期待される。

■微生物ゲノムをデジタルアーカイブ化し、未来社会を支えるものづくりへ

bitBiome（ビットバイオーム）株式会社は 2018 年 11 月に設立されたバイオベンチャー企業です。当社

は筆者が早稲田大学で開発した、微生物の細胞一つから全ゲノムを解読する技術「bit-MAP®」をコア技術
とし、微生物遺伝子データを活用したバイオものづくり支援を事業としています。
人類は古来より微生物の力を利用した発酵食品、薬剤、酵素などを生み出し、様々な産業に役立ててきま
した。現在では、脱炭素社会の実現に向けて、従来の石油に依存したものづくりの見直しとして、微生物を
使ったバイオものづくりが注目されています。しかし実は、地球環境に存在する微生物のうち、その名前や
機能が解明されているものは 0.001% にも達していません。これは、未来の産業を担う物質が「未知の微
生物」という形で、私たちの身の回りに埋もれていることを意味します。しかし、埋もれている「微生物 =
資源」を掘り起こす「ツルハシ」や、その名前や価値を鑑定する「眼」となる技術がこれまでなく、手付か
ずの状態で残されてきました。
bitBiome は、bit-MAP® を用いて未知微生物の遺伝情報を膨大に入手し、世界最大規模の微生物ゲノム
データベース（DB）を構築しています。その中には、これまで未発見の微生物遺伝子が大量に収録されて
います。DB には様々な遺伝子が採取環境、由来生物種、機能ごとに整理されアーカイブ化されています。
バイオものづくりプレイヤーである顧客はこの DB にアクセスし、当社が用意した機械学習技術などを用い
て目的の酵素遺伝子などを検索し、当社が提案する機能改変を行うことができます。独自の遺伝子情報に優
先的にアクセスするだけでなく、バイオものづくり研究の大部分を DX 化し、効率化することが可能です。
もちろん、学術的な利用を目的として、疾患や食品と関連する微生物の働きを知るためのリファレンスとし
て DB を活用することもできます。
bitBiome の社名は、細胞一つの微量な対象やデジタル情報を意味する「bit」と、生態系を意味する
「biome」を合わせた造語です。これには、微生物生態系をデジタルアーカイブ化し、新たな価値を創出す
る意味が込められています。

■技術開発とサービス展開を両立させ、事業を拡大

コア技術 bit-MAP® は、微生物基礎研究における未知微生物のゲノム解析のために開発されたものでし

た。そのため、創業当初は、腸内細菌や土壌微生物などマイクロバイオーム研究向けの解析サービス事業か
らスタートしました。早稲田大学との共同研究により、技術移転を進め解析効率を改善した結果、月間で最
大１億遺伝子の新規取得が可能となり、収録遺伝子数は事業会社として世界最大規模の 6.5 億個となってい
2022.10
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ます（2022 年 8 月時点）
。このほか、国立研究開発法人国立がん研究センターや米国 Fred Hutchinson
Cancer Research Center など複数のアカデミア機関との共同研究により、様々な検体分析の実績を積ん
でいます。一方、研究結果の解釈の際にはバイオインフォマティクス技術が極めて重要です。当社には博士
学位を有するバイオインフォマティシャンが複数在籍しており、データの自動解析や DB 開発に加え、機械
学習を利用した分析の実装を進めてきました。これらの成果は、査読付き学術論文にて発信し、国際特許出
願により権利確保を進めています。現在これらのシングルセル解析要素技術が、解析サービスや共同研究に
国内外問わず活用されており、さらなる利用者拡大を視野に入れています。
MMGDB

酵素探索サービス

酵素改変⽀援サービス

Optimized
sequence

唯⼀無⼆の
ゲノムデータベース
• 世界最⼤規模の6億超
の遺伝⼦をbit-MAP®
で収集
• 難培養性、極限環境微
⽣物からも遺伝⼦を豊
富に獲得
• 公共DBと相同性が低い
遺伝⼦が多数収録

バイオインフォマティクス
による絞込み
• ホモロジー・ドメインベースで
の候補配列の探索
• 3次元構造解析を活⽤し
た、活性予測による絞込み
も実装済

Dry x Wetでの
酵素最適化
• バイオインフォ・3次元構造
解析を活⽤した、変異箇
所の特定、予測
• ロボティクスを活⽤したハイ
スループットスクリーニング

L232H

A211N
Ligand
/Cofactor

Q54L

R181S

Q62E

• 最短2週間でデータベース
からの絞込み可能

■ゲノム・遺伝子データ解析の効率化により、次の展開へ

解析技術の劇的な進展をもって、いよいよデータを活用した新規事業をスタートしたのが 2022 年です。

世界最大規模の微生物ゲノム DB と当社独自のバイオインフォマティクス技術を活用した「酵素探索サービ
ス」、および in silico 変異解析とロボティクスを活用したハイスループットスクリーニング（HTS）による
「酵素改変支援サービス」の提供を正式に開始しました。DB は今後も拡張される予定であり、数年以内に
アカデミア・民間含めての収録遺伝子数を世界最大規模とすることを計画しています。また、データが真に
価値あるものであることを実証するために、当社独自のバイオものづくりも推進し、環境や創薬分野におけ
る新規物質探索を進めています。

■サポーターとともに、グローバルなバイオものづくりプラットフォームへ

当社の研究開発は、各省庁・団体のスタートアップ研究開発助成事業に支援されてきました。当社のよう

なバイオベンチャーにとっては、研究環境の確保が起業時の最大の悩みですが、創業の地である早稲田大学
からは、学内インキュベーション施設を活用した起業支援を受け、加えてリサーチイノベーションセンター
の実験室を活用できたことも事業展開において重要でした。また、主要投資家の UTEC（株式会社東京大
学エッジキャピタルパートナーズ）からは、筆者一人で一念発起し起業を決心した 2018 年 5 月から創業の
サポートを受けており、資金・人材を含めた経営支援を受けています。
設立から 4 年を迎え、前述のバイオものづくり分野における新規サービスをグローバル市場に展開してい
きます。内閣官房が科学技術重点領域として挙げる「バイオものづくり分野」において、当社は国際的に見
ても唯一無二のゲノムデータマイニングプラットフォーム企業として位置付けられています（新しい資本主
義実現会議 2022 年 3 月 8 日基礎資料）。今後は、技術とデータを磨き上げ、様々な既存のバイオものづく
りへの新規参入や研究開発加速を支えていき、来るバイオエコノミー社会において世界的なバイオスタート
アップを目指します。
10
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科学技術振興機構理事長賞
「食べるワクチン」を実現したい
蚕からタンパク質を生み出す
九州大学発スタートアップ
KAICO の挑戦

KAICO 株式会社
代表取締役社長

大和

やまと

建太

けんた

蚕を利用した経口ワクチン開発などを手掛ける企業である。当社開発の技術・ノウハウと特許を
うまく活用しながら展開している点が評価された。また、事業の伸張により蚕のための桑畑を作
ることになり、養蚕業復興という地方創生やカーボンクレジットの一つとなり、社会貢献度の高
い企業へと成長している点も評価された。
KAICO 株式会社（以下、KAICO）は、難発現タンパク質の医薬品・診断薬・試薬を開発することを⽬
的に、2018 年 4 ⽉に設⽴した九州⼤学発のバイオベンチャーだ。
KAICO のテクノロジーを支えるのは、小さな蚕（かいこ）たち。蚕体内で効率良くタンパク質を作る人
工の「バキュロウイルス」を蚕に注射することで組換えタンパク質を発現させ、様々な目的タンパク質を生
み出す。この技術によって、医療の目的に合わせたタンパク質のデザイン、加工、製品化を実現している。
KAICO は、九州大学が長年にわたり培ってきた蚕に関する研究とタンパク質工学のノウハウを背景に、
様々な医療の課題に挑戦している。

■九州大学発バイオベンチャー KAICO

KAICO は九州大学の技術を基に 2018 年に創業した。九州大学農学研究院の日下部宜宏教授（昆虫分子

遺伝学）が研究を重ねてきた、蚕を利用した組換えタンパク質発現の技術を導入している。
蚕は大量飼育が可能な唯一の昆虫種であり、一頭一頭の蚕が独立した培養タンクであるため、多種類のタ
ンパク質を生産することが容易だ。さらにロットサイズも頭数を増減させるだけで変更でき、タンク培養の
目的タンパク質の遺伝子を
挿入したバキュロウイルス
試薬

４日間

バキュロウイルス（特許）

ACTACGACGTA
ACC・・・

遺伝子ゲノム（ノウハウ）

目的タンパク質の遺伝子
を挿入したバキュロウイ
ルスを接種

カイコ体内で
タンパク質を発現

カイコから体液を採取し
精製して目的タンパク質
を取得

注射型

４日間
目的タンパク質の遺伝子
を挿入したバキュロウイ
ルスを接種

カイコ体内で
タンパク質を発現

蛹を丸ごと粉砕

経口型

組換えタンパク質発現技術
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ような培養スケール変更に伴う生産条件の最適化も不要である。そしてカイコ - バキュロウイルス発現系
は、真核細胞を利用する最も効率の良い発現系として知られており、ヒト−カイコ間では感染症リスクが存
在しないことから、蚕で作られたタンパク質はアニマルフリーと見なされている。昆虫を利用した組換えタ
ンパク質の生産は、哺乳類に近い修飾（天然のものに近い活性や機能性を持たせる合成プロセス）を受けた
タンパク質を得られる上に発現量が高く、微生物汚染が少なく、生産条件の制御が容易という特長を持って
いる。
KAICO は「カイコで世界を変えていく」をスローガンに、この九州大学独自のカイコ - バキュロウイル
ス発現系を用いて、主に医療用の組換えタンパク質の生産・販売事業を行っている。特に、現時点で承認例
のないノロウイルス感染症に対する経口ワクチンなど、市場に存在せずかつ他社では商品化困難な試薬・体
外診断薬・ワクチンなどの開発を通じて世界を変えていくことを目指している。

■知名度・信頼度がないスタートアップの壁

KAICO は、創業者である大和建太が会社員をしながら通っていた九州大学ビジネススクールで、技術導

出元である日下部教授と出会ったことで生まれた会社である。事業化検討時には、国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）の大学発新産業創出プログラムの支援を受け、市場調査や顧客候補へのヒアリング調査
を重ね、カイコでのタンパク質発現の需要は相応にあると予測。それに伴い、自社単独で医薬品を開発する
創薬ベンチャーではなく、カイコに特化したタンパク質生産プラットフォーマーとして、複数の製薬企業と
パートナーを組んで収益を上げていくビジネスモデル「カイコ - バキュロウイルス発現系に特化した CDMO
（医薬品製剤開発・製造支援事業）
」として事業化に至った。
ところが実際に創業してみると、顧客からは興味を示してもらえるものの、知名度が低くほとんど実績の
ないスタートアップに対して、医薬品関連でのタンパク質発現の受託をいただける機会はほとんどなかった。

■逆境がもたらした二つの転機

創業後 3 年目に世界を襲った新型コロナウイルスというパンデミック。世の中が大きく変わった一方で

KAICO にも大きな転機が訪れた。

その一つが、ヒト用領域への進出である。元々は動物用医薬品までの開発を目指していたが、新型コロナ
ウイルス流行直後の 2020 年 5 月に、九州大学日下部先生を中心に COVID19 ワクチン原料となるスパイク
タンパク質（S_protein）の発現・生産に成功。開発した S_protein を活用して 2021 年 9 月に COVID19
12
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ワクチンの抗体価を測定できる抗体測定サービスを開始。KAICO にとって初めての BtoC 商品ではあった
が、①抗体測定キットを薬局経由で販売、②キット購入者が自身で採血した検体を郵送、③検査会社にて抗
体量測定、④測定結果を個人がスマートフォンなどで確認できる一連のビジネスモデルを独自に構築した。
発売後半年間で 1 万個以上の販売となり、自社プロダクト流通により、知名度と信頼度の向上につながった。
もう一つが、経口型プロダクトの開発である。2020 年に、開発中であったブタ用のワクチン原料を発現
させたカイコ蛹（さなぎ）を、丸ごとマウスに食べさせてみたところ、注射と同じように抗体価が上昇する
ことが確認できた。その後、ノロウイルスワクチン原料でも同様の効果が確認でき、現在 KAICO のフラ
グシップとなっている「経口ワクチン」の開発に着手するきっかけとなった。

■経口ワクチンへの挑戦

経口ワクチンとは口から摂取することで抗体価を上げるワクチンだ。タンパク質は、口から入れてしまう

とアミノ酸に分解されてしまうため、ワクチン効果を得ることはできないが、カイコに発現させた一部のタ
ンパク質では抗体価が上がることが確認できている。経口ワクチンは、動物であれば一頭一頭注射している
ものを、餌に混ぜて食べさせるだけでよく非常に簡便である。また人であれば病院で注射してもらう必要が
なくドライカーゴで運べるため、アフリカの奥地へも届けることができる。
「食べるワクチン」開発を目指す、と決めてからの KAICO は、それまでとは全く異なるスピードで事業
展開している。手掛ける開発案件は、創業当初から取り組んできた動物用注射型ワクチンに加え、動物用経
口型ワクチンや、その前段階である飼料添加物に広がり、そして次のパンデミックに備えてヒト用の開発も
進めている。それに伴い外部との事業連携も加速した。飼料添加物では、大手総合商社との資本提携を行
い、海外での 2023 年度販売開始に向け具体的な準備が進んでいる。

■カイコで世界を変えていく

創業から 4 年間は研究開発が中心だったが、これから本格的な商業化、量産化が始まる。それに伴い、原

料となる蚕が億単位で必要となる。そこで KAICO は、自治体との連携による「養蚕業の復興」と、蚕の
餌となる「桑畑の拡大」について計画を進めている。桑畑を増やすことでカーボンニュートラルに寄与する
と同時に、養蚕業を復興させ、育てた蚕を KAICO が買い取ることで収益や雇用を生む。地方創生や耕作
放棄地・中山間地の活用に貢献しながら、持続的に蚕を調達することができる仕組みを目指している。
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新エネルギー・産業技術
総合開発機構理事長賞
回収可能な小型無人の
人工衛星による宇宙環境利用
プラットフォームの提供

株式会社 ElevationSpace
Chief Strategy Officer

河邊

かわべ

尚貴

なおき

ハードルが高い宇宙利用の分野において、誰もが気軽に宇宙利用できる世界の実現に向けチャレ
ンジしているベンチャー企業である。ElevationSpace 社が担う宇宙実験プラットフォームの提
供は、食料、創薬、材料等、あらゆる産業分野にとって重要である。宇宙利用、その普及を加速
させる可能性のあるベンチャー企業である点が評価された。

■ Post ISS における宇宙環境利用のダイナミズムと ElevationSpace の取り組み

ElevationSpace は、「誰もが宇宙で生活できる世界を創り、人の未来を豊かにする」というミッション

の下、2021 年 2 月に東北大学の吉田・桒原研究室の人工衛星開発技術を基に設立された宇宙系スタートアッ
プです。
宇宙環境を利用した実験や研究開発は多くの人にとってあまりなじみがない概念かもしれませんが、実の
ところ国際宇宙ステーション（ISS）と呼ばれる地球低軌道上に滞在している有人施設では、微小重力環境
を利用した宇宙でしかできない実験・研究が盛んに行われており、日本だけでも年間 400 億円もの投資が
行われています。
しかし、ISS 利用には、安全性やコスト
に関するハードルが高く利用しづらいこと、
利用可能な国が限定的であること、2030 年
までに ISS の運用が終了してしまうこと、
の三つが主な課題として存在します。ISS
の運用終了により宇宙での実験環境が損な
われる事態に対して、各国政府は特に大き
な課題として捉えており、ISS に代わり宇
宙環境利用を可能にするサービスを開発す
る民間企業の支援やサービス利用に関する
動きが活発化しています。

小型宇宙利用・回収プラットフォーム：ELS-R の概念図

このような環境の下、ElevationSpace
も Post ISS に向けたサービス提供を目指していますが、ISS と同様の有人宇宙ステーションを開発するの
ではなく、「小型宇宙利用・開発プラットフォーム:ELS-R」という小型無人の人工衛星を用いた宇宙環境
利用サービスの提供を目標に、2026 年にサービスローンチを目指しています。

■小型宇宙利用・回収プラットフォーム：ELS-R

ELS-R は小型の人工衛星で最大で 200kg の実験物を宇宙空間へと運び、無人で実験を行い、さらには衛

星を大気圏に再突入させ地球上で実験物を回収する一連のサービスを指します。
14
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無人で実験を行うことの可否について、現在 ISS で行われている実験のほとんどが細胞に培養液を付加す
るなどの簡単な作業にとどまっており無人でも代替可能な実験となっています。また、宇宙飛行士の稼働に
対して日本の場合、時給 600 万円程度かかることが知られており、無人化によって大幅に利用コストの低
下が期待されています。さらに、人命保護のために厳しく設定されている安全基準が緩和されるため、可能
な実験や研究の幅が広がることが期待できると考えています。
ELS-R 最大の特徴は、衛星が大気圏に再突入し地上に帰還し、実験物を回収できる点です。実験物の回
収が実現することで、宇宙で製造した材料や創薬のためのタンパク質結晶を地上に持ち帰り利用することが
可能となり、様々な分野において新たな価値創出につながると考えています。
なお、衛星を再突入させ回収する技術は民間企業では世界で SpaceX（米国カリフォルニア州の航空宇宙
メーカー）のみが持っている技術であり、ElevationSpace はこの技術を獲得するために、技術開発のため
の座組を構築しています。座組の要素としては主に三つあり、東北大学の五つの研究室との共同研究、JAXA
を含む外部機関との連携した開発体制の構築、JAXA で再突入カプセルの開発経験を主導した経験を有する
愛知工業大学の渡邉先生の参画です。これにより、日本で初の民間企業による衛星再突入技術の獲得を目指
しています。
③人工衛星内で実 験や 製 造 等を 無人で 行う

④ 地 球 に帰 還 （ 再 突 入 ）
① ペイ ロー ド （ 荷 物 ）
を衛 星 に載 せ る

② 衛 星 をロケッ ト （ 他 社 ）
に載 せ て 打 上

⑤ 海 に 落 ちた 衛 星 を
船 で 回 収 し、 顧 客 に
ペ イ ロー ド を届 け る

1

ELS-R のサービスフロー

■将来構想

2026 年の ELS-R のサービスローンチに先駆けて、2023 年に技術実証のための機体を打ち上げ、大気圏

再突入技術の獲得を目指しています。そして、ELS-R サービス開始後は宇宙環境利用に関する障壁を低減
し、新たな宇宙利用用途および市場創出に向けてこれまで政府主導で行われてきた宇宙実験に民間企業が主
導していくモーメンタムの創出を目指します。
私たちのミッションは「誰もが宇宙で生活できる世界を創り、人の未来を豊かにする」です。ミッション
実現に向けては、ドッキング技術や有人宇宙技術などのさらなる技術開発が不可欠であり、新たな技術獲得
に応じた事業展開が可能であると考えています。
中長期的には、ドッキング技術獲得による宇宙ステーションや月面への物資の輸送事業、有人宇宙技術獲
得による人の輸送事業、さらには宇宙空間にホテルや工場などの構造物を建設する宇宙建築事業を展開して
いくことを構想しています。
ElevationSpace は、企業や人が自由に宇宙を往来し、宇宙空間を自由に利用できる環境を構築すること
で誰もが宇宙で生活できる世界を創り、人類の未来を豊かにしていくとともに多くの人々に夢や希望を与え
ていく企業となるため、挑戦を継続していきます。
2022.10
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日本ベンチャー学会会長賞
迷走神経を血管内から刺激
心不全パンデミックを
抑制するデバイス

株式会社ニューロシューティカルズ
代表取締役社長

三池

みいけ

信也

しんや

迷走神経を刺激するデバイスを開発しているが、デバイス開発のみでなく、収益面では受託等を
バランス良く取り入れることで会社の成長に必要な優れた収益 ･ 成長モデルを構築している点が
評価された。

■大学発ベンチャーとしての起業

当社は九州大学発ベンチャーとして設立された。当初、同大学医学部循環器内科教授であった砂川賢二先

生から本開発製品における基礎技術の内容をご教示いただき、今後心臓疾患領域で深刻な課題になると思わ
れる心不全患者の拡大に対処し得るデバイス開発の可能性を感じ、同教室で研究をしていた朔啓太先生と研
究を開始した。
米国ではすでにトレンドとなっていたニューロモジュレーション分野では、日本は遅れを取っており、革
新的な医療機器となり得る本製品はまさしくベンチャー企業として開発すべきものであると考え、当社の設
立に至った。私自身はこれまで日本で内視鏡ベンチャー企業を創業し、国内の上場企業に M&A で EXIT に
成功している。その後、米国シリコンバレーで超音波医療機器ベンチャー企業に参画し、こちらも米国の大
手企業に M&A で EXIT した経験を持っている。九州大学を訪問したのは、その後の経済産業省における
医工連携事業の活動の中でのことであった。したがってベンチャー企業の立ち上げはこれで 3 度目となる。

■大学発ベンチャーを成功させる医工商連携

大学発ベンチャーとして成功する、いや、そもそも日本で医療機器ベンチャー企業として成功するにはど

うすれば良いかが難しい問題である。基本的に医療機器には「死の谷」と言うものが存在している。これは
長い開発期間の資金調達をどのように乗り越えるか、また開発が成功しても医療機器の場合はそこから治験
期間、承認申請期間が存在し、その間は製品販売ができない。この間も売り上げが立たないまま企業として
存続しなければならず、資金調達は難問である。その「死の谷」を乗り越え、晴れて認可されても医療分野
ではすぐには売り上げが上がらないケースもある。この
「死の谷」
をどう乗り越えるかが医療機器ベンチャー
企業として成功させる重要な鍵となる。もちろんほかにも難題は存在するが、これまで多くの医療機器ベン
チャー企業が乗り越えられなかった壁はここにもある。これまでの経験から私は二つの事業を組み合わせ
た。一つは目的となる製品の開発事業、もう一つは同じ領域での既存製品の販売である。同じ領域の製品は
顧客となる医療機関側にも開発製品のヒアリングや協力要請で出向くことが可能であるし、市場自体のトレ
ンドも読みやすくなる。同時に販売する製品のプロモーションも可能であるため一石二鳥であった。現在、
既存製品の販売で収益を上げ、その収益に加えて金融機関・投資企業・事業会社からの資金調達、政府系支
援機関からの補助金などを組み合わせて「死の谷」を乗り越えようとしている。本開発製品はいまだ承認申
請前であるにもかかわらず、当社の売り上げは 10 億円に近付き、しかも黒字経営である。
ここで「医工連携」もしくは「大学発ベンチャー企業の成功への道」について提案がある。大学はアカデ
ミアであり、研究を主体としている機関である。また工学は技術の源泉であり、課題解決の方法論である。
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私はこの連携にビジネスサイドを加えることが必須であると考えている。ビジネスのアイデア、プロモー
ション、経営手法、各方面へのネットワークがなければベンチャー企業は開発だけを実行する枠組みとな
り、資金がなくなれば終焉（しゅうえん）を迎え、せっかくの良い技術や知見が深い谷の底に沈んでしまう。
「医工連携」ではなく、
「医工商連携」がわが国には必要である。支援はどのような形でも良いが、ビジネス
を推進できる人材、ネットワーク、ビジネス機会を紹介できる機関やサイトがこれからのベンチャー育成に
は不可欠であると提案したい。

■迷走神経刺激カテーテルで心不全パンデミックの抑制を実現する

ここで当社が開発する迷走神経刺激カテーテルシステムのことについて触れたい。この製品は心筋梗塞後

の慢性心不全を劇的に予防することが期待できる。再還流治療の早期化は限界に達しており、心筋梗塞治療
の新たな戦略なくして、慢性期の心不全の予防はできない。厚生労働省の統計では、虚血性心疾患患者数は
80 万人（急性心筋梗塞による死亡は 4 万人／年）におよび医療費は年間 7,000 億円ほどである。一方で、
慢性心不全の増加は全世界的な健
康問題になっており、2030 年ま
でに日本では患者数が 130 万人に
上り、米国でも 800 万人の患者
数増加と 300 億ドルの医療費増
大が予想されている（Circulation
2011）。その予後は極端に悪く、
5 年生存率は 50% に満たず最大
の医療問題になっている。心不全
の先制的治療は患者を救済するの
みならず、心不全にまつわる膨大
な医療費の抑制が可能になる。循
環器疾患はわが国の総医療費の

血管内からの迷走神経刺激

20% を占め、高齢化に伴う循環器疾患の増加は、医療費の増加に拍車をかけている。本製品よって慢性心
不全の発症を先制的治療で抑制することができれば、医療費の増加に抑制がかかり、ひいては多くの患者を
救うことができる。このように大きな期待がかかる本製品もようやく治験を開始できるところまでたどり着
いた。治験期間を無事に終え、数年後には上市する予定である。

■勇気と挑戦

リスクを恐れず、必要な領域に投資する

当社は大学発ベンチャー企業として発足したが、独自で投資ファンドを設立し医療機器ベンチャー企業に

投資できるようにしている。加えて社内外のプロジェクトを支援するため個別にベンチャー企業を立ち上
げ、その支援も手掛けるようになった。日本の医療機器開発は診断分野では数多くの開発がなされている
が、こと治療分野になるとその数は極端に少ない。一方、米国では診断分野は評価が高くなく、ほとんどの
ベンチャー企業は治療分野での開発を実行している。これは日本企業の文化でもあるがリスクを取ることを
恐れ、無難な領域に投資をしているのではないかと考えている。大きな成果を得るためにはリスクを取る必
要があり、その見返りとしてリターンが存在する。これを実現するにあたり必要なのは「勇気」と「挑戦」
である。ベンチャー企業に求められるのは、このマインドであると信じて疑わない。今後もビジネスの機微
をベンチャー企業に移植していくことで、一社でも多く「死の谷」を乗り越え、わが国に成功事例をもたら
せるよう邁進（まいしん）して行きたい。
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アーリーエッジ賞
長距離量子通信により
量子インターネットの
ある未来へ

LQUOM 株式会社
代表取締役

新関

にいぜき

和哉

かずや

LQUOM 株式会社
テクニカルアドバイザー

堀切

智之

ほりきり ともゆき

量子コンピュータの発展により従来の暗号技術では解読されるリスクは周知の事実である。LQUOM
社は量子インターネット分野において、安心 ･ 安全な量子インターネット環境の実現のために量
子通信技術の開発、社会実装を目指している。量子インターネットの分野においてキープレイ
ヤーとなる可能性を秘めていることに加え、国産の量子通信システムが実現した際の社会性・公
共性の高さから、一層の成長が期待される。

■長距離量子通信の社会実装に向けて

LQUOM という社名の由来は Long-distance quantum communication から抜き出したもので、その

名の通り長距離量子通信に向けて「量子中継器」の開発を行っている。LQUOM では特に量子もつれを活用
することに注力しており、End-to-End 量子中継・量子テレポーテーション・分散量子計算・delegated 量
子コンピューティングといったアプリケーションが普及する未来を実現するために必要不可欠な技術である。
量子通信の恩恵の一つに情報理論的安全性が挙げられる。私たちが日々使っている既存の通信（古典通信
と呼ぶ）の主流な暗号である RSA 暗号の安全性は、現在のコンピュータでは素因数分解に膨大な時間を要
する理屈に基づいている。現在世界中で開発が進む量子コンピュータが得意とするのは、現在のコンピュー
タが苦手とする素因数分解などの計算であり、原理的に解読の難しい高い安全性を持つ暗号が必要不可欠で
ある。一方、ただ安全性のためだけに既存の通信を置き換えるのはリスクやコストが膨大になるなどの問題
もあるため、プラスアルファの付加価値が必要とされている。
量子通信においては量子の一種である光子を飛ばす
ことで通信を達成できるが、代わりに量子もつれ状態
にある光子ペアを用いることで、安全性だけにとどま
らない応用が可能となる。中でも分散量子計算は特に
注目を集める技術であり、離れた量子コンピュータ同
士で量子ビットを要する計算を分散処理させること
で、現在 1 デバイスあたり 100-1,000 程度の数の量
子ビット数を実効的に増加させるだけでなく、故障な
どに伴うメンテナンス時のリスクを低減することにも
つながる。量子もつれを用いた量子通信は、量子コン
ピュータによる暗号解読から守るだけでなく、量子コ
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ンピュータの発展を加速させる意味合いも持ち、まさに「量子インターネット」と言えるインフラストラク
チャーになり得る。
量子インターネットに向けた量子もつれの社会実装に向けては量子もつれを生成する量子光源や量子状態
を壊さずに保存できる量子メモリをはじめとした、entanglement swapping と呼ばれる中継動作を行うた
めの周波数安定化や波長変換も包括するシステムが必要である。LQUOM は横浜国立大学堀切研究室で培
われてきた技術を社会実装用に転化するために、株式会社オキサイド（山梨県北杜市）の光学結晶・デバイ
ス技術や経営ノウハウをはじめとして他社との協力により着実に会社として成長を続けている。

■量子ハードウェアの社会実装への障壁

量子に限らず研究開発型ベンチャーにおいて、特にハードウェアの社会実装には研究から量産まで深い死

の谷があり、資金繰りが最大の壁となる。その開発サポートとなるのは公的補助金である。LQUOM でも
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST） START ＊ 1 や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（NEDO） STS ＊ 2 による手厚い支援を受けながらの開発がベースとなっているが、開発が一層激化
する世界と戦っていくだけでなく国内のニーズ分析や市場開拓から立ち上げて渡り切るためにはまだまだ不
足していると感じる。最近では民間のベンチャーキャピタルからリスクマネーを供給いただけるようになっ
てきたが、短期的な財務成果のみに目を奪われ、将来的な成長性やそれを支える技術力に目を向けてくださ
る投資家は多くないとの印象を持っている。公的予算に関しては金額ももちろんだが半アナログから脱する
ような IT 化などの仕組み変化の必要性を強く感じている。少数精鋭のベンチャーではバックオフィス業務
から解放されて 1 秒でも長く開発に集中したいのだが、IT 化が進むことでさらなるセキュリティの重要性
が生まれ、量子通信の需要がさらに伸びるのは間違いない。
次に実装先に関しても壁がある。量子通信は安全保障上重要な機密情報を量子通信によって守ることがで
きるため国民の安全・安心につながる技術である。今後の発展としてはインターネットと類似の成長をたど
ると考えており、それは米国防総省の資金提供による試験運用に始まり商用拡大してきた歴史を持つため、
量子インターネットでも Dual Use を念頭に置かないと開発・社会実装で世界に置いて行かれる強い懸念
がある。量子通信は少なくとも人間には検知の難しい非常に弱いエネルギーのスケールで行われ人間に危害
を及ぼすことはまずないため、防衛と言っても安全保障専用のまさに守りの技術と考えている。一方でその
ような応用ですら忌避される風潮が強く残っていると感じており、今後の市場開拓や資金調達の自由度に制
約がかかるのではないか、そのようなしがらみにとらわれるうちに世界に置いて行かれるのではないかと不
安を常に持っている。現在 LQUOM では、地方自治体や通信会社、銀行グループとも話をさせていただき
ながらの社会実装という道を進んでいる最中ではあるが、安全保障も含めて一つでも多くのユースケースを
獲得したいと考えている。
LQUOM で開発を目指す長距離量子通信は、将来の社会発展の重要な産業基盤の IT インフラならぬ、
QT（Quantum Technology）インフラとなる。一ベンチャー企業ではなく国がやることではないかと質
問を受けることはあるものの、企業や団体に支援をいただきその責に見合うように成長を続けたい。今後の
量子技術において欠かせないのは大学で深い知識を身に付けた博士だと強く感じており、量子人材の育成に
も貢献したいと考えている。
＊ 1 研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム（START）
＊ 2 シード期の研究開発型スタートアップ（STS）に対する事業化支援の助成事業
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認知症の早期発見を実現する
アイトラッキング式認知機能評価法

株式会社アイ・ブレインサイエンス
代表取締役社長

髙村

たかむら

健太郎

けんたろう

アイトラッキング式認知機能評価法は、簡便であり、今後増加する予備軍を含む認知症の早期診
断への貢献が期待される。早期診断による予防 ･ 悪化の抑制は患者の QOL の観点、また社会的
側面からますます重要になっている。アイ・ブレインサイエンス社の開発アプリは想定される利
用シーンが多いこと、海外を含む市場性もあると考えられる点が評価された。
超高齢化社会を迎え、認知症患者に対する医療の拡充は喫緊な課題である。特に軽度認知症や軽度認知障
害（MCI）の早期発見が重要であり、早期介入や薬剤による認知機能維持が可能となる。われわれは認知
症診断の補助として DX 化した認知機能評価システムをソリューションとして提供する。

■課題ドリブン型の製品開発

当社の技術シーズは、大阪大学武田朱公准教授（臨床遺伝子治療学講座・老年内科学）の国立研究開発法

人科学技術振興機構（JST）2018 年度 START 採択プロジェクト「視線検出技術を利用した簡易認知機能
スクリーニングシステムの開発による社会システムの負荷軽減」の研究成果を基盤としている。医師が認知
症診療の現場において、問診式認知テストで患者さんが受ける心理的ストレスを軽減したい、また問診検査
が時間や検査者の制約により十分に実施できないことの解消手段として現行の医療と相関がある DX 手法
を必要としたことが開発の起源となっている。
認知症患者は 2025 年には国内で 700 万人を超えると推計されている。とても患者数の多い疾患だが、軽
度認知障害の段階で早期発見すれば、認知症への移行、発症を遅延させることができる。認知症診断の流れ
は第一段階で認知機能テストを行い、認知症が疑われれば脳の画像診断や髄液検査へと進み鑑別診断となる。
15 分以上を要する認知機能テスト（医師または専門職の問診形式）を患者個々の診察時間内に行うこと
が難しく、これが認知症診断における最初のボトルネックとなっており、解決手段が必要とされている。

■アイトラッキング式認知機能評価法

アイトラッキング式認知機能評価法は、視線検出技術を認知機能検査に応用し、モニター画面に表示され

る設問に沿って画面を眺めるだけで認知機能の評価を行うことができる。患者の視線動向から設問正解画像
の注視時間割合、視点検出率などにより認知機能を非侵襲、簡便、客観的、定量的に判定する新しい手法で
あり、被検者は、タブレット端末の前に座り、画面上に現れる設
問の正解と思う場所を見つめ 3 分で検査は終了する（写真 1）
。
結果はすぐに画面表示することができ、認知機能の総合評価（100
点満点）に加え、記憶力や判断力などの機能別評価も表示される
（図 1）
。また、同じ患者の経時的な結果をグラフ表示できる機能
も有している。何と言っても問診と異なり患者のストレスを大幅
に低減し、医療サイドも時間の節約だけでなく検査者の違いによ
る結果のバラツキを低減することができる利点が大きい。
大阪大学では、健常者、軽度認知障害（MCI）患者、認知症患
20
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写真１

アイトラッキング式認知機能評価風景

iPad 画面に表示される設問の回答を視線で捉えている。

特集

者を対象として臨床研究を行い、従来の問診法である MMSE ＊ 1 との
間で高い相関が得られたことを報告している＊＊ 1。
当社はこの結果を引き継ぎ、複数医療機関での臨床試験を実施し、医
療機器プログラムとして厚生労働省へ製造販売承認申請を行っている。

■世界を見据えた SaMD 事業展開

当社は会社設立当初より、事業計画に海外展開を組み込んでいる。

日本ではソフトウエアのみを医療機器（医療機器プログラム）とする
承認制度があるがいまだ承認品目は多くない。世界的にもこれを
SaMD（Software as a Medical Device）として薬事規制の整備が
進んでおり、医療での需要も高まっている。
CE-mark に規定される医療機器では、日本で実施した臨床試験の
図１

認知機能結果表示画面

認知機能総合点の他、機能別の結果を
レーダーチャートで表している。

結果をもとに認証取得が可能であり、EU 諸国をはじめとして臨床試
験を必要としない国々も多いことから当社も認証取得を進めている。
アイトラッキング式認知機能評価法は、画面に表示される文字が少

なく、問診のように詳細な言語マニュアルも必要としないことから、各国言語版の画面表示が容易である。
また、ソフトウエアは世界各国でダウンロードすることが可能であり輸出操作を必要としないことも海外展
開を容易にしている。
認知症患者の増加は日本のみならず、世界的な課題となっている。特に人口増加の著しいアジア諸国では
医療資源の不足もあり簡易な認知機能検査の需要は高まっている。
高齢者課題先進国の日本から新しい認知機能評価手法を世界に発信したい。

■ファブレスな経営方針

事業は大学のシード技術を製品化するためにスタートしたが、将来の方向性転換の可能性も考慮し、でき

る限りファブレスな経営を心掛け柔軟性を意識している。少人数で最初の製品開発を手掛け、製品化が見え
てきた時点で人員を増強し次製品を手掛け、続いて製品パイプライン化を実現できるよう開発を進めてい
る。具体的には、研究拠点は完全に自前ではなく、大阪大学内に設置したドライラボと大学との共同研究の
形をとり、事業に必要なアプリ開発、インフラ整備は IT ソリューション大手のフューチャー株式会社（東京
都品川区）と提携している。また製品の営業についても、大塚製薬株式会社と国内の独占販売契約を締結した。
事業保護また継続のための知的財産については、大阪大学より出願されている特許について当社が全世界
で独占的に使用できる契約を締結しており、契約内容についてもスタートアップ企業を優遇する趣旨に沿っ
ており感謝している。
当社は創業から第 3 期までに総額で 9 億円の資金を調達している。医療機器開発は創薬事業に比べ多額の
資金を必要としないため、開発段階に見合った資金調達としている。資本政策の出口戦略として、新興市場
への株式上場を考え、準備を進めている。株式上場は当社が構想するデジタル治療製品の開発費用を調達す
る手段であり、認知症や患者数の多い精神疾患に関わる企業を世間に広く知っていただくことが目的である。
＊ 1 MMSE（Mini-Mental State Examination）

認知症が疑われるときに行われる問診形式の神経心理検査で、世界各国で最も用いられている認知症検査である。

＊＊ 1 O
 yama A, Takeda S, et al. Novel Method for Rapid Assessment of Cognitive Impairment Using High-Performance Eye-

Tracking Technology. Sci Rep. 2019 Dec;9(1):12932.
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老化を誘導する小分子RNAの
創薬で難治性疾患の
治療薬に挑む

株式会社
PURMX Therapeutics
代表取締役社長

田原

たはら

栄俊

ひでとし

がん細胞に ｢老化のスイッチ｣ を入れるという新しいコンセプトの核酸医薬品を開発している。
既に医師主導治験も開始している点、年々注目が高まっている核酸医薬（がんの老化を促すマイ
クロ RNA に着目）の実現に期待する。
核酸医薬は、次世代のモダリティーとして注目される創薬分野である。われわれは、これまで培ってきた
老化研究の成果を、難治性がんの治療に応用できないか検討してきた。すなわち、がん細胞でオフとなって
いる老化シグナルのスイッチを、マイクロ RNA を用いてオンにし、がんを撲滅しようというコンセプトで
ある。この「Aging switch」の抗腫瘍コンセプトを立てるところから研究を始めて、現在、抗腫瘍マイク
ロ RNA をヒトに投与する臨床応用の段階まで持ってきた。その中で、新たに創薬ベンチャーを立ち上げて
きた経緯と方向性、そして日本におけるこれからの創薬ベンチャーの課題についてお話ししたい。

■パームエックス・セラピューティックスの概要

株 式 会 社 PURMX Therapeutics（ パ ー ム エ ッ ク ス・ セ ラ ピ ュ ー テ ィ ッ ク ス ） は、Promising and

Ultimate RNA Medicine を無限大に生み出す X から由来しており、患者の立場に立った創薬を重要視し、
患者の QOL 向上を最大限に尊重する創薬を目指している。われわれは、
「マイクロ RNA」などの小分子
プラットフォーム型・シーズ型のハイブリット創薬ベンチャー
RNA を 創 薬 の モ ダ リ
機能性RNAシーズの自社開発

ティーとして用いる、核酸
医薬の創薬ベンチャーであ
る。マイクロ RNA は、ヒ
トの生体内で働く遺伝子の
ファインチューニング因子
として機能しており、様々
な遺伝子のスイッチ の オ

機能性RNAシーズライセンス
機能性RNA
シーズ

製薬会社で開発

機能性RNA

非臨床開発

臨床開発

シーズ

医薬品シーズ
ライセンス

MiR-3140

機能性RNA
シーズ

製薬企業

非臨床開発

製薬企業

PURMX
機能性RNA
プラットフォーム
臨床開発

PURMX
シーズ
臨床開発

製造・販売

ン・オフを制御しているこ
とから、病気の発症や進展

マイルストーン
ランセンス料

マイルストーン
ランセンス料

にも深く関与していること
が知られている。がんや精
神疾患など様々な疾患にお

プラットフォーム型・シーズ型のハイブリット創薬ベンチャー・PURMX

けるマイクロ RNA の発現異常（発現の亢進、低下）は、遺伝子のスイッチのオン・オフのアンバランスを
生み出し、疾患の発症や進展に強く影響をもたらしている。
創業者の筆者（田原）らは、細胞の老化やがん化における基礎研究において、マイクロ RNA に着目し、
細胞が老化する過程において、細胞老化を制御している一連のマイクロ RNA（Senescent-Associated
miRNA, SA-miRNA）を同定し、その機能解析を行ってきた＊＊ 1。さらに、SA-miRNA の多くが、がん細
22
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がん細胞に老化を誘導するマイクロRNAを用いた「Aging Switch」の新規コンセプト創薬

Aging Switch

Induction of senescence in cancer cells

Cancer cell（Immortalization）

て知られる「細胞の不死

老化のリプログラミング

化」の過程で、細胞老化

老化誘導性マイクロRNA
RISC複合体

を回避するために低下す
ることを見いだした。が

Ago2

腫瘍抑制

老化誘導性miRNA
(SA-miRNAs)

ん細胞が持つ「細胞の不

老化誘導

老化のバリア

ex：miR-22

死 性 」 に お い て SA-

SA

As

RN

i
-m

老化プログラム

マイクロRNAの補充療法

からの回避

若い細胞

有限寿命

老化細胞

胞が持つ機能の一つとし

がん細胞

不死化

がん細胞に老化を誘導するマイクロ RNA を用いた「Aging Switch」の新規コンセプト創薬

miRNA の発現低下が重
要な役割を演じているこ
とから、オフの状態にあ
るがん細胞の「老化のス
イッチ、Aging switch」
を SA-miRNA がオンに
できる機能を有する新し
い仮説を立てて研究を進

めてきた。その結果、miR-22 や miR-3140-3p をがん細胞に導入することによりがん細胞の老化を誘導し
て抗腫瘍効果を示すことを明らかにしてきた＊＊ 1。また miR-3140-3p が、がん幹細胞や抗がん剤耐性のが
ん細胞にも効果を示すことを明らかにしており、現在 miR-3140-3p を、創薬開発コード MIRX002 とし
て、難治性疾患である悪性胸膜中皮腫を対象とした臨床開発を進めている。MIRX002 の開発は、2021 年
3 月に IND（Investigational New Drug）を提出し、2022 年の 1 月 12 日に FPI（First Patient In）を
達成している。この開発過程において、PURMX は、これまでに 8.5 億のシリーズ A を完結し、自社で核
酸および DDS（Drug Delivery System）の治験薬 GMP（医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準）
製造を完了させ、フェーズ I の治験薬提供を行っている。

■老化誘導性マイクロ RNA を新規コンセプトで革新的創薬を狙う

私にとって、ベンチャーを作ることは、大学での研究成果を社会に届けることである。特に、創薬ベン

チャーにおいては、研究成果を患者に届けて患者を助けるということである。大学で研究費を獲得して論文
や学会発表をしても、患者の病気を治すことはできない。しかし、研究成果を実用化することは簡単ではな
く、創薬のように上市までに 10 年近くかかる世界であり、一人で成せるものではない。それを理解した上
で、それでも創薬ベンチャーを作ることを決断に至ったのである。
製薬会社へのライセンスは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）などの資金を獲得して
非臨床試験を実施し、ある程度の結果を出したとしても困難であり、少なくともフェーズ 1 を終わらせな
いと検討もしてもらえず患者に研究成果が届かないのが日本の創薬の現状である。
非臨床試験が順調に進む中で、前に進むべきか立ち止まるべきかの決断の時に、スキルス胃がんで亡く
なった昔の学生を思い出したのと同時に、周りでがんの治療薬がなく緩和療法で苦しむ患者の姿が頭の中で
ぐるぐると回った。そんな患者を自分の研究成果が救えるかもしれないという強い思いで、起業を決断し
た。起業に際しては、患者を助けられる「革新的なシーズ」
、起業に賛同して一体的に進められる「チーム」、
十分な資金調達が必須だと考え、約 2 年がかりで起業の準備を進めてきた。
「革新的なシーズ」であると強く思うのは、広島大学大学院医系科学研究科細胞分子生物学研究室のラボ
メンバーで生み出した研究データとしての「老化スイッチ」という全く新しいコンセプトの仮説を実証でき
る研究データや、がんの親分として知られるがん幹細胞も死滅できるデータ、in vivo 有効性 POC データ
2022.10
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など新しいコンセプトの抗腫瘍核酸医薬が成功するに違いないと確信を持てたからである。もう一つの重要
な要素は、これまで私が経験したことのないヒトへの投与を行う臨床試験を行えるチーム組成であった。
日本における創薬の臨床開発は、研究者個人では、例え大学の ARO ＊ 1 の支援があっても難しく、主体
的に進めるチーム組成が必須であると考えた。そのようなチーム組成を作ることができる仕組みがないと、
研究者が研究成果を出したとしても、日本における創薬開発は進まないだろうと感じたのが起業後の実感で
ある。
ベンチャー起業は、そのやり方の一つではあるが、革新的な新薬の多くが創薬ベンチャーから創出されて
いる昨今の現状において、今後の創薬ベンチャー創出の支援体制は大きな課題であると思われる。特に、素
晴らしいシーズにつながる基礎研究成果を社会実装するための積極的な支援体制が、早期からできる仕組み
が必要である。さらに、治験薬を GMP レベルで製造した経験から、国内における治験薬製造体制が貧弱で
あり、アカデミアが素晴らしいシーズを見いだしても臨床試験が迅速に進められないことが大きな課題であ
ると感じている。創薬の入り口から最終的に患者に届ける出口までたくさんの谷があるのが現状であり、こ
れらの谷を乗り越えられる産学官挙げての支援が、今後の国内創薬ベンチャーがグローバルで戦うための
キーであると考えている。PURMX Therapeutics は、患者の立場に立った難治性疾患マイクロ RNA 治療
薬の開発を進め、日本で最初のマイクロ RNA 核酸医薬の上市を目指して行きます。さらに、その革新的医
薬品をグローバル展開して、世界中の難治性疾患患者を助けていきます。
＊1 A
 RO：Academic Research Organization

研究を支援する組織

研究機関や医療機関を持つ大学などが、その機能を活用して医薬品開発や臨床研究、非臨床

＊＊ 1 .Xu D, Takeshita F, Hino Y, Fukunaga S, Kudo Y, Tamaki A, Matsunaga J, Takahashi R, Takata T, Shimamoto A, Ochiya T,

and Tahara H. miR-22 represses cancer progression by inducing cellular senescence. The Journal of Cell Biology, 193 (2)
409-442, 2011
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オンリーワンの地域資源を
核とした製品開発による
地域の魅力向上へ

岩手大学
研究支援・産学連携センター URA ／
研究・地域連携部 地域連携推進課
専門職員

佐藤

さとう

裕文

ひろふみ

■オンリーワンの地域資源「久慈産琥珀」

琥珀は、太古の樹木の分泌液が地中に埋もれ化石化した樹脂のことで、地上で唯一の植物起因の有機質宝

石である。岩手県久慈市は、バルト海沿岸地域、ドミニカ共和国と並ぶ世界三大琥珀産地の一つである。中
でも久慈産琥珀は約 9,000 万年前のもので、南洋スギ（学名アラウカリア）が起源樹種と考えられており、
商業価値として用いられている中でも最も古い。世界に
流通している琥珀の大半が 2,000 万年から 4,500 万年
前の新生代のものであることからも、久慈産琥珀がいか
に希少性の高いオンリーワンの地域資源であるかが分か
る。藩政時代には、南部藩の特産品として藩外輸出禁止
の品に定められ、琥珀奉行が置かれ琥珀細工師を 20 人
も抱えていたと言われ、古くから地域の重要な資源とし
て認識されていた。
岩手県久慈市の久慈琥珀株式会社は、国内唯一の琥珀
専門ジュエラーとして貴重な久慈産琥珀の製造販売を
久慈産琥珀の原石

行っており、これまで琥珀アクセサリーを中心に大手ナ
ショナルブランドとコラボした時計や文具、岩手大学と

の共同研究で得た成果で製造した化粧品・財布など、琥珀を用いた事業を展開している。
今回は、同社が岩手大学、他地域との連携を通じて、オンリーワンの地域資源を核とした製品開発による
地域の魅力向上の一事例を紹介したい。

■リファインド技術の開発

久慈産琥珀は、他の産地の琥珀よりも古く希少価値は高いものの脆いのが特徴だ。そのため採掘してもそ

のまま商品化できるのが全体のおよそ 35% で、残りの 65% はひびや亀裂が入り、そのままでは使えない。
成形加工する上での制約も多い。そこで、久慈琥珀株式会社では「このオンリーワンで希少な地域の宝でも
ある琥珀を余すところなく形にしたい」との思いから、
「リファインド」という琥珀粉体を加熱加圧成形す
ることで再生琥珀の技法を開発しようと模索している中で、岩手大学との連携が始まった。
それまで同社では、宝飾品では使用できない琥珀片を、加熱加圧による独自の圧粉成形技術を開発し、琥
珀バルク材を成形し、削り出しによる加工により、万年筆・ボールペンの軸や時計の文字盤などの成形品を
製造してきた。しかし、品質のばらつきや素材の歩留まりに課題があり、製品としての歩留まり率が 50％
前後であり、需要に対して十分に対応できない状況にあった。特に削り出しによる製造法では、バルクの削
り出し時に、ひび割れや亀裂が発生する課題があった。そこで岩手大学に加え、公益財団法人さいたま市産
業創造財団による協力を得て、粉末冶金で高い技術力を有する粉末冶金メーカーのポーライト株式会社（埼
玉県さいたま市）と連携体制を構築し、東北と関東の企業による広域の産学連携への取り組みが始まった。
久慈琥珀株式会社が注目したのは、ポーライト株式会社が有する粉末冶金における金属焼結法と、岩手大
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学工学部（現理工学部）の清水友治准教授が有する金型技術や品質工学での知見であった。
粉末冶金法は金属部品製法の一つで、金属粉末を金型に入れて押し固め、高温で焼結することで精度の高
い部品が製造できる。この粉末冶金の金属焼結法をベースとして、岩手大学が有する粉末プレス成形技術の
ノウハウを用いて、琥珀粉末成形の最適条件の探索を行った。天然の、しかも特殊な材料を用いることか
ら、条件が安定している工業材料とは異なり開発のハードルは高かった。しかし、国立研究開発法人科学技
術振興機構（JST）の復興促進プログラムによる支援も得られ、金属焼結法をベースに材料解析・評価技術
やばらつきの多い材料における最適成形条件を見いだすための設計技術を用いて、成形後、加工をしないで
完成品に仕上げるニアネットシェイプな成形品が離型時に得られ、生産効率も数倍に向上する琥珀へのリ
ファインド技法の開発に成功した。
この高品位でステータス性の高い琥珀製品の成形技術の確立により品質ばらつきを解消できる加熱プレス
成形量産が可能になり、材料歩留まりがおよそ 2 倍にも向上し、当初の目標を上回るレベルまで高めるこ
とができた。

■新たな発見とさらなる発展

この開発と同時期に、久慈市では久慈産琥珀に次ぐ新た

なオンリーワンの地域資源
「ジェット
（黒玉）
」
の発見があっ
た。このジェットは、久慈産琥珀と同じ年代の地層から採
掘される太古の樹木が化石になったものだ。黒玉やブラッ
クアンバーとも呼ばれ、欧米では高いニーズがある。これ
まで久慈市では琥珀の採掘と同時に取れるジェットを「燃
えない炭」として廃棄していたが、鑑定士の指摘で調査を
行い、ジェットであると判明した。しかし、このジェット
は、乾燥するとひび割れて崩れやすくなるため、宝飾品へ

ジェット原石とリファインド成形品

の加⼯が難しい材料であった。そこで、久慈産琥珀でのリ
ファインド技術を応用できるのではないかと実験を重ね、少量の琥珀を混ぜて弾⼒性を持たせ、強度を高め
ることで、高品質、多生産可能なジェットへのリファインド技術も開発した。

■オンリーワンの地域資源を核とした製品開発による地域の魅力向上

現在、久慈琥珀株式会社では、産学官連携により開発したリファインド技術により国内産初の琥珀や

ジェットを活用し、大手ナショナルブランドでの商品化や、自社でも 2021 年 9 ⽉に新ブランド「アンジェ
ローグ」を立ち上げ、県内外の販売店や⾃社の通販サイトで販売している。同社の新田久男代表取締役社長
は、「久慈ならではの魅⼒を発信・誘客し、新型コロナウイルスで打撃を受けた地域経済の回復に⼀役買い
たい」と意気込んでいる。

■最後に

現在、岩手大学では、自然科学系、人文社会科学系の他分野の研究者や学生が地域資源をテーマに、基礎

研究から応用・実用化研究に取り組み、学術的にもインパクトのある成果が生まれている。地方にある大学
だからこその特徴的な研究成果である。このオンリーワンの地域資源を核とした研究成果を製品開発により
事業化し、社会的インパクトを創出し続けることで、地域の魅力向上に貢献し続けていきたい。
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防災と減災と被災後

瓦礫の中から起業した会社が成長を続ける理由
復興の原動力は、人間関係の積み重ね
東日本大震災直後に釜石市で起業した企業が事業を拡大し、地元の雇用を増やし続けている。イ
ンフラも整わない瓦礫（がれき）が散乱する町からどうやって成長してこられたのか。

■ 5 人から 100 人の生活を支える企業へ成長

東日本大震災から今年で 11 年になる。震災関連死を含め死者と行方不明者は 2 万 2000 人余りに上り、今

も避難生活を余儀なくされる人々がいる中で、今なお復興のための努力が続いている。
岩手県釜石市の釜石ヒカリフーズ株式会社は、銀行出身の佐藤正一社長が震災後の 8 月に起業した水産加
工会社だ。会社の登記は 2011 年 8 月 30 日だが、資金繰りや人、土地探しで 1 年かかり、釜石市唐丹町（と
うにちょう）の本社工場が稼働し
たのは、2012 年 7 月 25 日だ。
本社工場では、主に生食用の海
産物を扱い、徐々に売り上げを伸
ばし 2020 年 5 月には釜石市浜町
に第 2 工場を建設し、煮魚や焼
き魚などの加工品を製造するまで
になった。さらに第 1、2 工場だ
けでは供給が需要に追いつかず事
業拡大に対応するため、近隣の加
工業者へ協力を依頼して協業を開
始しグループ会社を作り上げた。
創 業 当 時 は 5 人 で ス タ ー ト、
岩手県の食材を使用した食堂「ヒカリ食堂」

今では 20～73 歳の地元の人たち
を雇用し、ベトナム、インドネシ

アからの外国人技能研修実習生 12 人を含め 65 人までに膨れ上がった。これにグループ企業を含めると
100 人ほどの生活を預かる地域に欠かせない企業にまで成長した。

■いつまでも被災者であってはだめ

工場稼働前の 1 期目の売り上げはほぼゼロ、2 期目はおよそ 5,000 万円、売り上げの中心となる大手飲

食チェーンと食品流通卸業者との取り引きを増やしていったことで売り上げを伸ばすも、コロナの影響で一
昨年、昨年は飲食店需要が激減して第 2 工場はほとんど稼働しなかった。だが、外食が控えられた時期に、
自宅で料理をする家庭が増えた巣ごもり需要でコロナ下の在宅ニーズを取り込む全国各地の生協会員向け共
同購入や大手回転寿司チェーン店・量販店などの需要が下支えし、今期は 12 億円をもくろむ。外食だけに
依存していれば 2 年間は赤字だっただろう。
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釜石ヒカリフーズが同業他社と違うのは、震災の影響で一般的な公共的な補助金が受けられない状態だっ
たことからのゼロスタート、いやマイナスからのスタートだった。この力強さが原動力になったのではない
だろうか。10 年で 10 億円近い売り上げになるまでに成長したことは復興の象徴とも言えそうだ。
「最初は被災地だから善意で買ってくれますが、いつまでもそうはいきません。震災から 10 年以上が経
ち、高速道路も整備され便利になってきていますが、いつまでも被災者であってはだめです。社会から援助
を受けるだけで自分だけが良ければそれでいい、そんな考えでは企業も継続できません。いただいたものは
いかにして返していくか。社会にどう還元していくか。民間企業であっても公共性のあることに取り組んで
いく姿勢が必要です。公共性のない企業は発展しません」と佐藤社長は話す。
2019 年には、釜石魚河岸にぎわい館「魚河岸テラス」内に、岩手県の食材を使用した食堂「ヒカリ食堂」
をオープンし、釜石と岩手県の食材を使った食堂で、地域食材のブランド構築にも余念がない。

■大学との共同研究で鮮度保持の意識が浸透

佐藤社長は、当時の独立行政法人科学技術振興機構（JST）復興促進センター盛岡事務所の橋渡しで、高

知工科大学の松本泰典准教授の鮮度保持技術を知った。
震災直後は仕事がなく、生活を守るための正規雇用維持や水産業の復興、若手の人材育成を会社設立の目
的に掲げてきたこともあり、三陸の魚の特徴を生かすために、JST のプログラムに応募しスラリーアイスに
よる生食魚介の鮮度を保つ共同研究を 3 年間進めてきた。釜石市は県内でも人口減少率が最も顕著な地域
で、過疎化が顕在化している他の地域と同じことをしていては埋没してしまうからだ。
スラリーアイスの生成自体は小型でも可能だが、会社の規模が大きくなるに伴い設備投資が必要になるこ
とからスラリーアイスの活用は断念せざるを得なかったが、この経験で管理職を含め従業員一人一人に鮮度
に対する考え方が浸透し意識が向上。人材育成につながった。人任せだった鮮度保持に対する意識変化が、
地元で付加価値を付けて冷凍し出荷することにつながったという。
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■販路開拓と資金繰りは人とのつながりで乗り越える

佐藤社長は、販路開拓と資金繰りが大きな課題だったという。39 歳で銀行を辞め 51 歳で起業したが、

当時の役職員との縁を大切に交流を続けてきた。その人脈で資金繰りのヒントを得て過不足なく資金調達が
できた。「今年 62 歳になりますが、どんなに業容が拡大しても、IT が浸透したとしても、人と人とのつな
がりが今の成長につながっています」と強調する。
創業 1 年目にカタール政府からのカタールフレンド基金による資金提供 1 億円を受けた後もカタールの
人たちとも親交が続いている。また共同研究が終了した高知大学や JST とも関係が途切れることなく継続
しているという。
人生は人間関係の積み重ね。それがなければ資金調達も販路開拓もできなかったかもしれない。今後は、
財務改革を実行しながら創業赤字を圧縮し、「釜石から出なくても仕事があるんだよ」と言えるよう雇用を
安定させたい。佐藤社長の挑戦も途切れることなく続いている。
（本誌編集長／大妻女子大学 地域連携・地域貢献プロジェクト専門委員

山口泰博）
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大学の産学・社会・地域連携窓口紹介

群馬工業高等専門学校
部門・部署

群馬工業高等専門学校 地域連携テクノセンター

所在地

〒 371-8530 群馬県前橋市鳥羽町 580

お問い
合わせ

電

スタッフ

話

メール
地域連携テクノセンター長／教授

市村

智康

副センター長／准教授

齋藤

雅和

副センター長／准教授

産学官連携コーディネータ

宮里

総務課研究協力係長

藤井
中山

直樹
重男
圭介

取り扱い
内容

地域産業界等との共同研究、受託研究／地域産業界への技術相談および学術情報の提供／

学部・学科・

一般教科（人文科学、自然科学）
、機械工学科、電子メディア工学科、電子情報工学科、物質工学科、

大学院など

出前セミナーの実施

環境都市工学科、専攻科（生産システム工学専攻、環境工学専攻）
・地域連携テクノセンター

特

徴

地域連携テクノセンターは、地域産業界との共同研究や、校内における研究活動の推進を図り、幅広い

視野と独創性を有する技術者の育成ならびに地域社会の発展に寄与することを目的として設置しました。
地域と連携して、新技術の開発、新材料の創製、新システムの構築、モノ作りに挑戦し、支援を行ってい
ます。群馬高専の持つ知的資源、センター保有の最先端機器を最大限に利用し、地域産業の発展に貢献し
ています。技術面、科学面、パテント面などにおいてお困りの際には、お気軽にご相談ください。

・群嶺テクノ懇話会

群馬高専、地域産業界および地方公共団体等で構成する「群嶺テクノ懇話会」を 1997（平成 9）年に

設置し、産学官連携により、技術交流促進等を図っています。現在、約 150 社の企業および県・市等に参
画いただいています。

・りょうもうアライアンス

「りょうもうアライアンス」とは、設置者や地域の枠を超え、群馬大学、前橋工科大学、足利大学、群馬

高専が連携した両毛地域（群馬県・栃木県）の教育研究の高度化、新技術開発、新産業創出に貢献するこ
とを目指す新しい体制のことです。各機関の個別の産学連携活動では限界があるため、りょうもうアライ

アンスを通して、商品・技術の開発、分析に関する相談を受けた際に、4 機関の中から最適な引受先を提
案できるように取り組んでいます。

注）2022 年 10 月 15 日現在の情報です。組織改編、スタッフの異動などで変更となる場合もあります。
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視点：Point of view
産学官連携を教える
「産学官連携マネジメント論」という授業を担当して

てゴールではない。なので、無理をして行う必要はない」

いる。学部 4 年生の専門科目なので受講者は少ないが、

と言ったところ、学生は妙に納得していた。確かに無理

産学官連携とは何か、目指すゴールや目的は何か、何が

をして行う必要はないのだが、お互いのベクトルや時間

課題になるのかなど、学生が産学官連携の現場をイメー

軸を擦り合わせることによって、より大きな価値も生み

ジできるように、学内外関係者の講義、イベントへの参

出すことができるのも事実である。この辺りの難しさや

加、
関係機関訪問などを組み合わせて授業を行っている。

面白さ、異なるセクター間で連携を行うことで広がる可

学部学生対象で、産学官連携が科目名に入っている授業

能性をうまく伝えることができただろうか。学生が連携

は珍しいのではないか。産学官連携の実務に関わってき

の当事者になったときに少しでも後押しになることを期

た者として、とてもやりがいのある授業である。

待したい。

所属学部の学生は、民間企業でのインターンシップや
商品開発など連携に関わる機会もあり、理解の土壌はあ

宮崎大学 地域資源創成学部 教授

丹生 晃隆

るが、それでも産学官連携を学問として教えることはと
ても難しい。最後の授業で、
「産学官連携は手段であっ

人口 6,920 人、立科町での学生アイデアソン
アイデアソンとは、「アイデア」と「マラソン」が掛

このようなイベントを開催すると、大半の参加者は地

け合わさって出来た造語で、決められた時間の中でグ

元の大学生となるのが普通なのですが、長野県内からは

ループごとに与えられた課題の解決のアイデアを出し合

信州大学、長野大学、清泉女学院短期大学が 1 人ずつで、

い、ブラッシュアップさせて、その結果を競うイベント

残りの 17 人は東京大学、名古屋大学、島根大学、慶応

のことです。

義塾大学、Deakin College（豪）ほか、長野県外から

8 月上旬、3 年振りに第 4 回タテシナソンが開催され

高校生も 2 人が参加。私は、アイデアのブラッシュアッ

ました。主催は人口 6,920 人の長野県北佐久郡の立科町。

プの際のメンター役として協力しましたが、新鮮なアイ

全国から 30 人以上の応募があり、選考された 20 人が

デアに驚くばかりでした。環境問題や社会課題の解決や、

5 人ずつの 4 グループに分かれ、課題に挑戦しました。

地方創生に関心の高い学生たちが確実に増えています。

今回のテーマは、
「地域ブランド牛（蓼科牛）を扱う焼
肉店の事業拡大」です。この焼肉店は、畜産業もしてい
るのがアイデア出しのヒントとなりました。
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