
ホームページまたはFaxにてお申し込みください。

▲

▲

科学技術振興機構 JSTホール（東京・市ヶ谷）

大学発のライセンス可能な特許（未公開出願を含む）を発表！
発明者自身が、企業関係者を対象に実用化を展望した技術説明を行い、

広く実施企業・共同研究パートナーを募ります。

ライフサイエンス
2011年6月1日● 10：00～16：30 水

ナノテク・材料、ものづくり技術
2011年6月2日● 10：00～17：20 木

主 催 

▲

 国立大学法人 茨城大学
 国立大学法人 宇都宮大学
 国立大学法人 群馬大学
 国立大学法人 埼玉大学
 独立行政法人 科学技術振興機構
後 援 

▲

 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
 全国イノベーション推進機関ネットワーク

事前登録制定員100名 参加費無料

http://jstshingi.jp/4u/2011/

2011年6月1日● 水

▲▲

プログラム Meeting Schedule

ライフサイエンス1

ライフサイエンス5

金含有物への糖鎖の導入法

シアノバクテリアを用いた芳香族化合物の分解方法

イネ雑種弱勢原因遺伝子を利用した形質転換遺伝子拡散防止技術

血球系細胞と小脳神経細胞選択的GFP発現トランスジェニック動物

Incorporation of sugar chains into gold materials

Degradation of aromatic compounds using cyanobacteria

A technique for preventing gene dispersal in the field using a pair of causal genes for hybrid weakness of rice. 

Transgenic animals that express GFP selectively in hematopoietic cells and cerebellar Purkinje neurons

首都圏北部４大学連合（４ｕ）運営協議会主査／国立大学法人群馬大学 研究・企画担当理事兼副学長　平塚 浩士
独立行政法人科学技術振興機構 理事　小原 満穂

科学技術振興機構  技術移転総合相談窓口

首都圏北部４大学連合（４ｕ）運営協議会事務局長／群馬大学 研究・知的財産戦略本部 知的財産戦略室長　伊藤 正実

埼玉大学 大学院理工学研究科 物質科学部門 技術職員　小山 哲夫

茨城大学 工学部 生体分子機能工学科 教授　木村 成伸

茨城大学 農学部 生物生産科学科 准教授　久保山 勉

群馬大学 大学院医学系研究科 脳神経病態制御学講座神経生理学分野 教授　平井 宏和

ライフサイエンス2

10：00～10：10

10：10～10：20

12：20～13：30

13：30～13：35

10：20～10：50

13：40～14：10

10：50～11：20

11：20～11：50

15：15～15：30

16：30

主催者挨拶

昼休み

首都圏北部４大学の産学官連携活動紹介

研究成果の実用化に向けて～JSTの産学連携・技術移転支援事業のご紹介～

全国イノベーション推進機関ネットワーク 事業総括　前田 裕子13：35～13：40 全国イノベーションネットのご紹介

中小企業基盤整備機構 インキュベーション事業課 課長代理　大原 隆義
15：10～15：15 中小企業基盤整備機構のインキュベーション事業のご紹介

休　憩

閉会挨拶

ライフサイエンス6
好中球を活性化し関節リウマチ等の治療薬につながるペプチド
Neutrophil-activating peptides which lead to antirheumatic drugs

群馬大学 大学院工学研究科 応用化学・生物化学専攻 教授　若松　 馨

14：10～14：40

ライフサイエンス7
蛋白質でできた高性能な蛍光カルシウムセンサー
High-performance genetically-encoded fluorescent calcium indicator

埼玉大学 総合研究機構 脳科学融合研究センター 准教授　大倉 正道

14：40～15：10

ライフサイエンス8
抗体に代るペプチドを用いた分子認識材料（ペプチドアプタマー）の迅速な創製
Rapid screening of peptide aptamers as an alternative antibody format for molecular recognition

埼玉大学 大学院理工学研究科 物質科学部門 准教授　根本 直人

15：30～16：00

ライフサイエンス9
亜鉛はインターフェロンαα・βの抗ウィルス作用を増強する
Zinc can modulate antiviral effect of interferon α and β　

群馬大学 大学院保健学研究科 保健学専攻 教授　長嶺 竹明

首都圏北部４大学連合（４ｕ）運営協議会副主査／国立大学法人茨城大学　理事・副学長（学術担当）　神永 文人

16：00～16：30

ライフサイエンス4
蛍光タンパク質と遺伝子転写スイッチを利用した有害金属の検出キット
Detection kits for toxic metals using a fluorescent protein and gene transcriptional switches

宇都宮大学 農学部 生物生産科学科 准教授　前田　 勇

11：50～12：20

ライフサイエンス3



Entry Formお申し込み方法（下記申込書またはホームページよりお申し込みください。）

FAX 03-5214-8454 http://jstshingi.jp/4u/2011/

アンケートにご協力ください

Ｅ-mail
アドレス

ＸＡＦ　話　電

氏　名
所 属
役 職

会社名
（正式名称）

　

所在地
（勤務先）

〒
ふりがな

ふりがな

科学技術振興機構 産学連携担当　行

ご登録いただいた住所やメールアドレスへ主催者・関係者から、各種ご案内（新技術説明会・展示会・公募情報等）をお送りする場合があります。

□ ダイレクトメールによる案内を希望しない □ Ｅ-mailによる案内を希望しない

FAX：03-5214-8454 ※当日は本紙をご持参ください

首都圏北部４大学発 新技術説明会　ライフサイエンス、ナノテク・材料、ものづくり技術　2011年6月1日（水）・6月2日(木) 申込書

参加希望
（ 印）

希望されない場合は、
チェックをお願いします。

あなたの業種を教えてください。（いずれか１つ）
　①□食品・飲料・酒類 ②□紙・パルプ／繊維  ③□医薬品・化粧品 ④□化学  ⑤□石油・石炭製品／ゴム製品／窯業
　⑥□鉄鋼／非鉄金属／金属製品 ⑦□機械    ⑧□電気機器・精密機器 ⑨□輸送用機器 ⑩□その他製造
　⑪□情報・通信／情報サービス ⑫□建設／不動産 ⑬□運輸 ⑭□農林水産 ⑮□鉱業／電力／ガス／その他エネルギー
　⑯□金融／証券／保険 ⑰□放送／広告／出版／印刷 ⑱□商社／卸／小売 ⑲□サービス ⑳□病院・医療機関

）□㉔ 務法／ルサンコ／転移術技□㉓ 関機究研・育教・校学□㉒ 関機的公／OPN・人法益公／庁公官□㉑　 　　　　　　　　　　　（ 他のそ
あなたの職種を教えてください。（いずれか１つ）
　①□研究・開発（民間企業） ②□経営・管理 ③□企画・マーケティング ④□営業・販売 ⑤□広報・記者・編集
　⑥□生産技術・エンジニアリング ⑦□コンサルタント  ⑧□知財・技術移転（民間企業）  ⑨□研究・開発（学校・公的機関）
　⑩□知財・技術移転（学校・公的機関）  ⑪□学生  ⑫□ ）　　　　                                                           　　　　　　　　（ 他のそ
あなたの来場目的を教えてください。（いくつでも）
　①□技術シーズの探索　　　　②□関連技術の情報収集　　　　③□共同研究開発を想定して
　④□技術導入を想定して　　　⑤□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                         　　　 ）
関心のある技術分野を教えてください。（いくつでも）
　①□化学   ②□機械・ロボット ③□電気・電子 ④□物理・計測 ⑤□農水・バイオ
　⑥□生活・社会・環境 ⑦□金属  ⑧□医療・福祉 ⑨□建築・土木 ⑩□その他（　　　　　                        　　　）

ライフサイエンス、ナノテク・材料、ものづくり技術

 ６月1日(水)

 ６月2日(木) □１ □2 □3 □4 □5 □6 □7 □9□8
□１ □2 □3 □4 □5 □6 □7 □9

□10 □11
□8

Access会場のご案内Contact Usお問い合わせ

茨城大学　産学官連携イノベーション創成機構
tel.0294-38-7281　fax.0294-38-5240
chizai@mx.ibaraki.ac.jp

宇都宮大学　知的財産センター
tel.028-689-6318　fax.028-689-6320
chizai@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

群馬大学　群馬大学ＴＬＯ
tel.0277-30-1171　fax.0277-30-1178
tlo@gunma-u.ac.jp

埼玉大学　地域オープンイノベーションセンター
tel.048-858-9354　fax.048-858-9419
coic-jimu@ml.saitama-u.ac.jp

新技術説明会
について

科学技術振興機構 産学連携担当
0120-679-005
scett@jst.go.jp

相談予約
連携・ライセンス
について

東京本部

●東京メトロ有楽町線「麹町駅」（6番出口）より徒歩約5分
●JR「市ヶ谷駅」より徒歩約10分
●都営新宿線、東京メトロ有楽町線・南北線「市ヶ谷駅」
　（2,3番出口）より徒歩約10分
●東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」（5番口）より徒歩約10分
●JR「四ツ谷駅」（麹町口）より徒歩約10分

〒102-8666
東京都千代田区四番町5-3
サイエンスプラザ地下１階　JSTホール
0120-679-005

地下鉄半蔵門駅
5番出口

地下鉄麹町駅
6番出口

地下鉄
四ツ谷駅

地下鉄市ヶ谷駅
２,３番出口

千代田女学園

東郷元帥
記念公園

女子学院
日本テレビ

スクワール麹町

主婦会館
プラザエフ

ドトールコーヒー

上智大学

上智大学
比較文化学部

JR市ヶ谷駅

JR四ツ谷駅

日本テレビ通り

新宿通り

靖国通り至東京

至新宿

ローソン

青果店

プログラム Meeting Schedule

2011年6月2日● 木

ナノテク・材料1

ナノテク・材料5

有機太陽電池用新しい有機溶媒可溶性フタロシアニンの製造

高溶解性とホール輸送能を備えたトリアルキルシリル基を持つ液晶性ピレン誘導体の開発

D－UV LEDを利用した差分吸光方式水銀フリーオゾン計の開発

The production of new solved-phthalocyanines in organic solvents for using orgaｎic solar cell

Synthesis and Hole Transport Properties of Highly Soluble Pyrene-Based Discotic Liquid Crystals with Trialkylsilylethynyl Groups

Development of Hg-free ozone monitor based on differential absorption technique with Deep UV LED. 

首都圏北部４大学連合（４ｕ）運営協議会副主査／国立大学法人埼玉大学 研究・情報担当理事兼副学長　川橋 正昭
独立行政法人科学技術振興機構 理事 小原 満穂

首都圏北部４大学連合（４ｕ）運営協議会事務局／宇都宮大学 知的財産 センター長　山村 正明

埼玉大学 大学院理工学研究科 物質科学部門 准教授　石丸 雄大

埼玉大学 総合研究機構 科学分析支援センター 講師　安武 幹雄

茨城大学 理学部 理学科地球環境科学コース 教授　北　 和之
ナノテク・材料2

10：00～10：10

10：10～10：20

10：20～10：50

13：35～14：05

10：50～11：20

ケイ素置換基を導入した光癌治療薬の開発
Development of Photosensitizing drug by using silyl substituent

群馬大学 大学院工学研究科 応用化学・生物化学専攻 助教　堀内 宏明ナノテク・材料3
11：20～11：50

新規オゾン酸化システムによる医薬品原料合成
Synthesis of pharmaceutical intermediates by means of the novel ozone oxidation system 

宇都宮大学 工学研究科 物質環境化学専攻 准教授　葭田 真昭ナノテク・材料4
11：50～12：20

12：20～13：30

17：20

主催者挨拶

首都圏北部４大学の産学官連携活動紹介

科学技術振興機構  技術移転総合相談窓口13：30～13：35 研究成果の実用化に向けて～JSTの産学連携・技術移転支援事業のご紹介～
昼休み

閉会挨拶

15：05～15：20 休　憩

ナノテク・材料6
マイクロカプセルを用いたバイオディーゼル燃料の製造方法
Production of biodiesel using microcapsules as a micoreactor

宇都宮大学 オプティクス教育研究センター 特任研究員　倉山 文男

14：05～14：35

ものづくり技術7
レーザーによる球状物体の直径測定方法とその測定装置
Measurement method and insruments of diameter of spherical objects by laser

茨城大学 工学部 メディア通信工学科 教授　辻　 龍介

14：35～15：05

ものづくり技術8
ランドマークを不要とした環境磁場に基づく自律ナビゲーション法
Landmarkless Autonomous Navigation Method based on Environmental Magnetic Field  

宇都宮大学 工学研究科 機械知能工学専攻 教授　尾崎 功一

15：20～15：50

ものづくり技術9
表面改質法を用いた非鉄金属材料の低温接合技術
Low Temperature Bonding Technique of Nonferrous Metals with Surface Modification Process

群馬大学 大学院工学研究科 機械システム工学専攻 助教　小山 真司

15：50～16：20

ものづくり技術10
ナノ結晶微細配線および薄膜における結晶粒径の非破壊評価技術
A nondestructive method for the evaluation of crystal grain size on nanocrystalline interconnects and thin films for future LSIs.

茨城大学 工学部 マテリアル工学科 准教授　稲見　 隆

16：20～16：50

ものづくり技術11
高精度高速広測定レンジを持つOCT三次元測定方法
Three-dimensional measuring method with high accuracy , high speed response and wide measuring range.

宇都宮大学 オプティクス教育研究センター コーディネータ　小野　 明

首都圏北部４大学連合（４ｕ）運営協議会副主査／国立大学法人宇都宮大学 研究・産学連携担当理事兼副学長　馬場 敬信

16：50～17：20 α β



Ibaraki University, Utsunomiya University, Gunma University, Saitama University

1
ライフサイエンス

金含有物への糖鎖の導入法

小山 哲夫 （埼玉大学 大学院理工学研究科 物質科学部門 技術職員） http://md.fms.saitama-u.ac.jp/

Incorporation of sugar chains into gold materials 10：20～10：50

機能性糖鎖誘導体末端に結合させたチオアセチル基を脱保護させることによりチオ
ラートアニオンを発生させ、金ナノ微粒子と結合させた。この簡便な方法により、糖鎖
が表面に集積化された水溶性の金ナノ粒子の合成に成功した。
従来技術・競合技術との比較
従来の合成法では金微粒子の合成と糖鎖の導入を同時に行うことになり、糖鎖構造
によっては中心となる金ナノ粒子の直径が小さくなるために、本来想定した微粒子の
径や分散度を制御することが難しくなっていた。それに比べ、今回の発明では予め所
定の状態で合成した金微粒子に後から糖鎖を導入できるため、この問題点とは無縁
である。

新技術の特徴
・所定の大きさの金ナノ微粒子に糖鎖を簡単に導入することができる
・色々な糖鎖を簡単に導入できる
・糖鎖以外にも適用可能である

想定される用途
・糖鎖を認識するウィルスなどを補足できる
・糖鎖を認識するタンパク質の精製に利用できる
・糖鎖を利用した診断薬に利用できる

6
ライフサイエンス

好中球を活性化し関節リウマチ等の治療薬につながるペプチド

若松 　馨 （群馬大学 大学院工学研究科 応用化学・生物化学専攻 教授）
Neutrophil-activating peptides which lead to antirheumatic drugs 14：10～14：40

本発明は好中球等の免疫細胞刺激機能を有するペプチドおよびその発見法ならびに
その利用に関する。本発明のペプチドおよびその受容体・抗体は、免疫細胞が関与す
る疾患の治療、診断および予防に利用できる。

従来技術・競合技術との比較
内因性機能ペプチドは同定に年単位の時間を要するが、本発明による方法は効率的
に同定方法を提供する。また、本発明によるペプチドは（病態を生み出す）免疫細胞を
強く阻害する新規な薬物の開発に繋がる。

新技術の特徴
・新規な機能ペプチドの発見
・新規機能ペプチド発見のためのソフトウェア
・従来認識されていなかった新しい恒常性維持メカニズムに基づき、従来とはパラ
ダイムの異なる創薬のアプローチ

想定される用途
・関節リウマチの治療薬
・アレルギーの治療薬
・心筋梗塞などにおける虚血再灌流障害の予防薬

7
ライフサイエンス

蛋白質でできた高性能な蛍光カルシウムセンサー

大倉 正道 （埼玉大学 総合研究機構 脳科学融合研究センター 准教授）http://www.saitama-u.ac.jp/iron/hP-kenkyo/shinkou/nou.htm

High-performance genetically-encoded fluorescent calcium indicator 14：40～15：10

100nm付近のカルシウム濃度変化を検出可能な、高感度、高反応量の蛍光セン
サー蛋白質を開発した。センサーの遺伝子を細胞・動物に組み込むことにより、これ
まで見えなかった微弱な細胞活動が明らかになる。

従来技術・競合技術との比較
カルシウム感受性蛍光色素は細胞特異的、時期特異的に細胞に色素を導入すること
が困難である。他の蛍光カルシウムセンサー蛋白質は感度が低く、反応量が小さいた
め、微弱なシグナルの判定が困難である。

新技術の特徴
・遺伝子でコードされており、細胞や動物・植物に組み込むことができる
・細胞特異的、時期特異的な測定が可能となる
・測定直前に細胞に色素を取り込ませる必要がない
・従来のセンサーではシグナルが微弱で観測できない現象を観測できる

想定される用途
・薬剤スクリーニングや薬物試験
・環境モニタリング
・遺伝子治療、移植医療、再生医療
・細胞－マシンインターフェイス

8
ライフサイエンス

抗体に代るペプチドを用いた分子認識材料（ペプチドアプタマー）の迅速な創製

根本 直人 （埼玉大学 大学院 理工学研究科 准教授）
Rapid screening of peptide aptamers as an alternative antibody format for molecular recognition 15：30～16：00

近年、医療診断や環境測定において特定の分子を的確かつ迅速に認識する分子の
ニーズが高まっています。そこで本説明会では、常温保存やチップ等への固定、加
工性などに優れた特徴を有し、抗体の代替として注目されているペプチドアプタマ
ーの迅速な取得法についてご紹介します。

従来技術・競合技術との比較
従来のペプチドアプタマーの試験管内分子進化実験に比べ次のような特徴があり
ます。
1）大幅なコストダウン　（約10分の1）
2）スクリーニング時間の短縮　（約3分の1）
3）スクリーニング条件（pH、温度、有機溶媒等）の拡張

新技術の特徴
・ドラッグデリバリー（DDS)における標的分子認識ための分子として
・無機物との複合材料（特に糊の役目をする）分子として
・汚染物質除去

想定される用途
・プロテインチップ・ペプチドチップ
・センサー素子
・ELISA等の検査試薬

9
ライフサイエンス

亜鉛はインタ－フェロンα・βの抗ウイルス作用を増強する

長嶺 竹明（群馬大学 大学院保健学研究科 保健学専攻 教授）
Zinc can modulate antiviral effect of interferon α and β 16：00～16：30

U937細胞に塩化亜鉛（50～200μM）を投与するとインタ－フェロンα／β蛋白は
軽度増加し、mRNAは約30％増加した。亜鉛錯体は塩化亜鉛に比べ明らかなインタ
－フェロンα／β受容体の誘導作用を認めた。

従来技術・競合技術との比較
亜鉛によるインターフェロンα／β受容体の誘導に関する先行文献はなし

新技術の特徴
・塩化亜鉛によるインターフェロンα／β受容体の誘導
・亜鉛錯体によるインターフェロンα／β受容蛋白の誘導増強効果
・亜鉛錯体によるインターフェロンα／β受容体mRNAの誘導増強効果

想定される用途
・感冒症候群における亜鉛および亜鉛錯体の症状改善
・インタ－フェロンα・β製剤と亜鉛および亜鉛錯体の併用による抗ウイルス効果の
増強

・インタ－フェロンα製剤と亜鉛および亜鉛錯体の併用による慢性骨髄性白血病、腎
細胞癌、肝細胞癌に対する抗腫瘍効果の増強

2
ライフサイエンス

イネ雑種弱勢原因遺伝子を利用した形質転換遺伝子拡散防止技術

久保山 勉 （茨城大学 農学部 生物生産科学科 准教授）
A technique for preventing gene dispersal in the field using a pair of causal genes for hybrid weakness of rice. 10：50～11：20

2つの正常なイネの品種が交雑して得られた雑種第一代が生育しない雑種弱勢と呼
ばれる現象の原因遺伝子を用いて、遺伝子組換えイネの遺伝子が圃場生態系へ拡散
することを防ぐ方法。
従来技術・競合技術との比較
イネが本来持っているイネ自身の遺伝子を用いるため、消費者に受け入れられやす
い。特別な薬剤を必要としない。

新技術の特徴
・2つの遺伝子の特定の対立遺伝子(Hwc1−1とHwc2−1)を両方とも持ったときに
弱勢が生じる

・弱勢では根の成長が著しく阻害される。根の成長点でプログラム細胞死が生じている
・弱勢が生じた個体ではほとんど種子が付かない

想定される用途
・日本の良食味品種の近くで形質転換植物を育てる場合、形質転換遺伝子の拡散防止
・ジーンターゲティング（相同組換えを利用した遺伝子改変法）のためのネガティブ
細胞選抜

・赤米などの形質が良食味白米品種へ導入されるのを防ぐ

3
ライフサイエンス

血球系細胞と小脳神経細胞選択的GFP発現トランスジェニック動物

平井 宏和 （群馬大学 大学院医学系研究科 脳神経病態制御学講座神経生理学分野 教授）
Transgenic animals that express GFP selectively in hematopoietic cells and cerebellar Purkinje neurons 11：20～11：50

細胞の種類に関わりなく活性をもつと考えられていたMSCVプロモーターが、トラン
スジェニック動物作成に使用した場合、骨髄細胞と白血球、脳内では小脳プルキンエ
細胞に選択的に活性をもつことを発見した。

従来技術・競合技術との比較
CAGプロモーターを用いて、全身の細胞でGFPを発現するトランスジェニックマウ
スが作成され販売されている。これに対し発現部位が主に血球系と小脳プルキンエ
細胞の2つである。

新技術の特徴
・骨髄細胞、末梢白血球選択的な遺伝子発現
・小脳プルキンエ細胞選択的な遺伝子発現
・全ての細胞がGFPでラベルされているわけではないので、GFPを指標として上記
細胞だけを簡単に分離できる

想定される用途
・血液幹細胞などの再生医療研究への応用
・他の動物に移植することなく、GFPラベルされた細胞の体内における挙動を観察
できる
・血管内皮細胞にもGFP発現がみられるので、血管内皮の研究にも使用できる可能
性がある

4
ライフサイエンス

蛍光タンパク質と遺伝子転写スイッチを利用した有害金属の検出キット

前田 　勇 （宇都宮大学 農学部 生物生産科学科 准教授）http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/chemj/jmicrobio/microb-eng.html

Detection kits for toxic metals using a fluorescent protein and gene transcriptional switches 11：50～12：20

遺伝子転写スイッチは特定の塩基配列をもつDNA鎖とそれに結合する転写調節タ
ンパク質から構成されます。本キットは有害金属濃度による、蛍光タンパク質と連結
した転写調節タンパク質のDNA鎖への結合量変化を測定します。

従来技術・競合技術との比較
遺伝子の転写量を生きた細胞で定量し有害金属を測定する技術では、測定完了まで
に数時間以上を要していました。蛍光タンパク質の蛍光を直接的に検出する本技術
では培養を必要としないため、操作は30分以内で完了します。

新技術の特徴
・新しい地下水検査や食品検査の方法としての利用が期待されます
・可搬性に優れており、現場でのアッセイに適しています
・簡単な操作で測定結果を得ることができます

想定される用途
・飲料水や地下水の有害金属検査
・食品や食材中の有害金属検査
・環境計測分野における応用
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5
ライフサイエンス

シアノバクテリアを用いた芳香族化合物の分解方法

木村 成伸 （茨城大学 工学部 生体分子機能工学科 教授）http://www.biochem.ibaraki.ac.jp/05_kimura.html

Degradation of aromatic compounds using cyanobacteria 13：40～14：10

貧栄養環境下において、ポリ塩化ビフェニル（PCB）などのビフェニル骨格を持つ芳
香族化合物を分解可能なシアノバクテリア株を作製した。シアノバクテリアへの分解
酵素系遺伝子の導入方法と分解株の作製技術を提供する。

従来技術・競合技術との比較
バイオレメディエーションなどへの応用がはかられている芳香族化合物分解細菌は
貧栄養環境下では分解活性が低い。光合成微生物であるシアノバクテリアを利用す
る本技術によってこの問題を解決することができる。

新技術の特徴
・ビフェニル類似分解酵素系導入によるベンゼン、トルエンなど芳香族系難分解性
化合物の効率的分解
・光合成微生物であるシアノバクテリアの光エネルギー利用能を利用した物質生産
・生体内での電子供給が必要な酸化還元酵素の立体特異性を利用した精密化学合成
への応用

想定される用途
・工場跡地など貧栄養性の土壌中に残留するビフェニル化合物の分解除去への応用
・PCB、ダイオキシン等の生物的環境浄化（バイオレメディエーション）への応用
・ビフェニルジオキシゲナーゼの立体特異性を利用した有用化合物の精密化学合成
への応用

http://synapse.dept.med.gunma-u.ac.jp/index.html

ライフサイエンス

http://www.fms.saitama-u.ac.jp/lab/nemoto/index.html

http://www.med.gunma-u.ac.jp/undergrad/health/index.html

新技術説明会では、各新技術の説明後に質疑応答の時間を設けていません。ご質問につ
いては各説明個別の〈相談コーナー〉を別室として用意していますのでこちらでお願い
します。〈相談コーナー〉は当日随時受け付けていますので、ぜひご活用ください。
事前の相談予約については、『茨城大学　産学官連携イノベーション創成機構』、
『宇都宮大学　知的財産センター』、 『群馬大学　群馬大学ＴＬＯ』
『埼玉大学　地域オープンイノベーションセンター』 までご連絡ください。

茨城大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学
における取り組みや当日発表以外のシーズ
をパネル展示などで紹介しますので、ぜひ
お立ち寄りください。 

相談コーナー 展　示
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・

関連情報 サンプルの提供可能

関連情報 サンプルの提供可能・外国出願特許あり

関連情報 サンプルの提供可能

関連情報 外国出願特許あり

関連情報 サンプルの提供可能
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1
ナノテク・材料

有機太陽電池用新しい有機溶媒可溶性フタロシアニンの製造

石丸 雄大 （埼玉大学 大学院理工学研究科 物質科学部門 准教授）http://www.fms.saitama-u.ac.jp/lab/ishimaru/

The production of new solved-phthalocyanines in organic solvents for using organic solar cell 10：20～10：50

金属フタロシアニンは、有機薄膜太陽電池用ドナー分子として極めて有力な分子で
ある。有機溶媒に可溶化する本技術により、スピンコート法等による成膜法に利用可
能な新しい金属フタロシアニンの製造法を開発した。

従来技術・競合技術との比較
従来の金属フタロシアニン薄膜は、蒸着法で作成していたために、真空系が必要であ
りコスト削減等難しいのが現実である。有機溶媒に可溶となったことで、インクジェッ
トやスピンコート等に利用可能。

新技術の特徴
・有機溶媒可溶
・金属ならびに金属フリーフタロシアニン
・近赤外吸収色素

想定される用途
・有機太陽電池用ドナー
・レザー書き込み型コンパクトディスク用色素
・インクジェットプリンター用色素

2
ナノテク・材料

D－UV LEDを利用した差分吸光方式水銀フリーオゾン計の開発

北　 和之 （茨城大学 理学部 理学科 地球環境科学コース 教授）
Development of Hg-free ozone monitor based on differential absorption technique with Deep UV LED. 10：50～11：20

現在、高出力化・発光波長域の拡大などLEDの発達は目覚ましく、LEDを利用して安
価で高性能な大気環境計測機器の開発を試みています。今回は、Deep-UV LEDを
光源とすることで水銀ランプを用いない、差分吸光法に基づく連続的にオゾン計測が
可能な装置を開発しましたので、ご紹介します。

従来技術・競合技術との比較
従来の紫外吸光方式オゾン計では、水銀ランプを光源として用いるため、環境計測装
置でありながら、環境に有害な水銀廃棄物が発生する問題がありました。今回LEDを
光源にすることでこの問題を解決し、さらに差分吸光法により頻繁にゼロ較正を行わ
ない、ほぼ連続測定が可能になりました。

新技術の特徴
・水銀ランプを光源に用いない、水銀フリーの高精度オゾン測定装置
・LED採用で消費電力低減
・差分吸光法により連続・高時間分解能測定が可能に、また消耗品コストも低減

想定される用途
・大気環境監視、オゾン劣化試験でのオゾン濃度監視
・空気清浄器の開発、複写機・LBP・大型電源機器・半導体製造装置の開発
・オゾンを利用した超純水精製装置、洗浄装置の監視制御、 上下水処理場の高度化処
理施設、 CVC装置用オゾンの濃度監視

3
ナノテク・材料

ケイ素置換基を導入した光癌治療薬の開発

堀内 宏明 （群馬大学 大学院工学研究科 応用化学・生物化学専攻 助教）http://www.chem-bio.gunma-u.ac.jp/~okutsu-lab/

Development of Photosensitizing drug by using silyl substituent 11：20～11：50

光癌治療法（光線力学療法）に用いる治療薬にケイ素置換基を導入することにより、
その活性を著しく向上させることに成功した。この効果は一重項酸素の光増感効率
や腫瘍への選択的集積性の向上などに基づいている。

従来技術・競合技術との比較
治療薬に必要な特性は複数あり、別の特性を悪化させることなく、どれかの特性を伸
ばすよう分子設計することは一般的に難しい。本発明はケイ素置換基の導入によりデ
メリット無しで複数の特性を同時に伸ばせる点が重要である。

新技術の特徴
・ケイ素置換基により一重項酸素の光増感効率を高めた
・ケイ素置換基により腫瘍への選択的集積性を向上させた
・ケイ素置換基により癌の光治療効果が向上した

想定される用途
・癌の光線力学療法に用いる治療薬
・癌の光プローブ
・光触媒

4
ナノテク・材料

新規オゾン酸化システムによる医薬品原料合成

葭田 真昭 （宇都宮大学 工学研究科 物質環境化学専攻 准教授）
Synthesis of pharmaceutical intermediates by means of the novel ozone oxidation system 11：50～12：20

高純度のオゾンの液化二酸化炭素溶液を用いた細管中の連続オゾン酸化反応システ
ムにより、リスクの高い過酸化物の生成を抑え、医薬品原料を安全に製造する新技術。

従来技術・競合技術との比較
従来のオゾン酸化は、酸素を多量に含む低純度(数%)のオゾンを有機溶媒の溶液中
に吹き込む回分反応で、ラジカルが発生しやすい反応系があったが、本技術はラジカ
ル生成を抑制した安全な製造技術。

新技術の特徴
・オレフィンの二重結合を選択的に安全に酸化開裂する
・オゾニドの分解工程に酸化剤や還元剤を使わず熱分解が可能
・過酸化物を含む危険な廃溶媒が出ない

想定される用途
・光学活性な医薬品原料合成
・ポリマー原料のジカルボン酸合成
・特殊界面活性剤合成

Production of biodiesel using microcapsules as a micoreactor 14：05～14：356
ナノテク・材料

マイクロカプセルを用いたバイオディーゼル燃料の製造方法

倉山 文男 （宇都宮大学 オプティクス教育研究センター 特任研究員） http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/funtai/

植物油とメタノールを原料としたバイオディーゼル燃料の製造に用いる固体触媒（酸
化カルシウムなど）の反応にカプセルの微小空間を利用する方法を開発した。カプセル
を利用すると、課題である触媒溶出を抑制でき、かつ反応時間を大幅に短縮できる。
従来技術・競合技術との比較
固体触媒粉末を用いた従来法では、活性が低い点や触媒成分の溶出が問題である。
また、触媒の分離プロセスを考慮すると、成型や担体への固定化が必要となる。本技
術では、固体触媒が活性化し、かつ溶出を抑制できる。また分離回収が容易となる。

新技術の特徴
・合成して得られた物質の精製が従来より簡単
・触媒（カプセル）の分離回収が容易
・課題となっている固体触媒の溶出抑制が可能　　　・・触媒の活性処理が不要
想定される用途
・食用廃油を利用したバイオディーゼル燃料の製造産業
・グリセリンを利用した産業

Measurement method and insruments of diameter of spherical objects by laser 14：35～15：057
ものづくり技術

レーザーによる球状物体の直径測定方法とその測定装置

辻　 龍介 （茨城大学 工学部 メディア通信工学科 教授）
レーザーを球状物体に照射すると、影の中心部分に明るい部分が出来る。その位置
は球状物体の中心からレーザーの進行方向に直線を延ばした線上にある。明るい部
分の位置を測る事で球状物体の直径を求める事が出来る。
従来技術・競合技術との比較
従来は台上に球状物体を設置し機械的に接触させて直径を測っていたが、設置まで
に時間がかかる事、測定に時間がかかる事、接触なので摩耗が生じることが欠点であ
る。本方法は光学的手法であるので、高精度で高速な計測が可能で摩耗も無い。

新技術の特徴
・球状部品の直径測定を高速で行う事ができる
・球状部品の直径測定を非接触で行う事ができる
・球状部品の直径計測を高精度で行う事ができる
想定される用途
・ベアリング用鋼球等、金属球体製品の直径の全数検査、品質管理
・ボールレンズ等、非金属球体製品の直径の全数検査、品質検査
・球状部品の直径の全数検査、品質管理

Landmarkless Autonomous Navigation Method based on Environmental Magnetic Field 15：20～15：508
ものづくり技術

ランドマークを不要とした環境磁場に基づく自律ナビゲーション法

尾崎 功一 （宇都宮大学 工学研究科 機械知能工学専攻 教授） http://www.ir.ics.utsunomiya-u.ac.jp/ozaki/

構造物には地磁気を乱すような磁気を発しているため、電子コンパスは自律走行法
に不適切とされている。この乱れた磁場変化を地図とすることによって、ランドマーク
を不要としながらも、自律移動体に効果的な走行法を実現した。
従来技術・競合技術との比較
実用的には磁気マーカーを設置したトレース走行が一般的である。マーカーを設置し
ないでそのままの環境で自律走行するには実用的な方法は完成していない。現在有
力な方法としては、レーザ測域センサを利用した地図照合法が挙げられる。

新技術の特徴
・容量的・処理的に低コストな自律走行が可能
・内界センサであること（センサを外部に出す必要がないこと）
・安定した自律走行
想定される用途
・車椅子のコントローラ
・移動ロボット、無人搬送車、パーソナルモビリティ
・公共空間での親和性のある自律移動体

Low Temperature Bonding Technique of Nonferrous Metals with Surface Modification Process 15：50～16：209
ものづくり技術

表面改質法を用いた非鉄金属材料の低温接合技術

小山 真司 （群馬大学 大学院工学研究科 機械システム工学専攻 助教） http://www.me.gunma-u.ac.jp/zai2/koyama/HTML/index.html

固相接合は材料を溶かすことなく接合する方法で、ひずみが少なく精密な接合に適
する。しかしながら接合面には酸化皮膜があり接合を阻害する。本技術は環境調和型
の酸により皮膜除去し、低温接合化を図っている。
従来技術・競合技術との比較
アーク溶接や抵抗溶接など、従来の接合法には無い特徴を有しており、製品の軽薄短
小化・精密化、構造の複雑化など、製品製造における自由度を拡大させるとともに、高
付加価値化に適する接合要素技術である。
新技術の特徴
・低荷重接合であるため、機械的強度の低い部品(MEMSなど)の接合が可能

・低温接合であるため、耐熱性の低い部品(樹脂製光学部品など)の接合が可能
・低温接合であるため、金属間化合物層(脆弱層)の形成抑制が可能で、高い接続信
頼性を確保できる

・フラックスレス・はんだレス接合の可能性を有しており、省資源・エネルギー化に貢献
想定される用途
・自動車や航空宇宙機器などの高い接合信頼性を必要とする電子機器
・心臓ペースメーカー、カテーテル、ステントを代表とする医療用デバイス
・アルミニウムと銅の接合などの放熱機構部品
・その他、非鉄金属材料同士の接合部形成

A nondestructive method for the evaluation of crystal grain size on nanocrystalline interconnects and thin films for future LSIs. 16：20～16：5010
ものづくり技術

ナノ結晶微細配線および薄膜における結晶粒径の非破壊評価技術

稲見 　隆 （茨城大学 工学部 マテリアル工学科 准教授）
幅100nm以下のLSI用銅配線では、結晶粒界による特性低下を軽減するために配線
後の結晶粒粗大化処理が必要となり、その過程において容易な粒径評価法が必須とな
る。非破壊かつ容易な結晶粒評価法として、X線回折法を用いた解析法を確立した。
従来技術・競合技術との比較
電子顕微鏡による組織観察、電流密度および抵抗増加量測定などによる従来法で
は、高度な試料作製技術及び多大な事前データの準備時間を要する。本粒径評価法
は非破壊・迅速法で、生産ラインにおけるその場評価の可能性もある。

新技術の特徴
・強力X線源を用いることにより生産ラインでの結晶粒径の現場解析の可能性がある
・X線回折に限らず、中性子回折を用いた粒径評価などにも適用可能な解析法である
想定される用途
・ULSI用微細配線の結晶粒径評価
・電子デバイス用極薄金属膜の粒径評価
・ナノ結晶金属微粒子の粒径評価
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高溶解性とホール輸送能を備えたトリアルキルシリル基を持つ液晶性ピレン誘導体の開発

安武 幹雄 （埼玉大学 総合研究機構 科学分析支援センター 講師）
Synthesis and Hole Transport Properties of Highly Soluble Pyrene-Based Discotic Liquid Crystals with Trialkylsilylethynyl Groups 13：35～14：05

比較的小さなπ共役骨格を有するピレンをコア部位に用いたトリアルキルシリル基を有
するピレン誘導体からなる液晶性化合物を合成し、その電荷移動特性について調べた。
また、この液晶性化合物は、有機溶媒に対して高い溶解性を示し、液晶性半導体材料で
あった。さらに、この液晶性化合物は、カラムナー液晶相を発現し、10－2 [cm2V－1s－1]
オーダーの電荷(正孔)輸送能を示すものである。

従来技術・競合技術との比較
粒界による電荷移動度の低下を気にする必要が無い広いπ共役を持つ液晶材料が
注目されている。液晶性の半導体化合物の多くは、広いπ共役を分子中心に持たせ

たため、液晶温度が高温であり、溶媒等の溶解度も悪く、スピンコーティング等による
製膜がしにくい欠点を持っている。最近、中程度のπ共役を持つ液晶性ピレン誘導体
が開発されている。しかし、その液晶温度範囲は狭く(73－87℃)、液晶温度範囲にお
ける電荷移動度も10－3[cm2V－1s－1]オーダーにとどまっている。

新技術の特徴
・有機EL等の正孔輸送層
・電界効果型トランジスタ
・発光素子

Three-dimensional measuring method with high accuracy, high speed response and wide measuring range. 16：50～17：2011
ものづくり技術

高精度高速広測定レンジを持つOCT三次元測定方法

小野 　明 （宇都宮大学 オプティクス教育研究センター コーディネータ） http://www.opt.utsunomiya-u.ac.jp/

OCT法の測定範囲は可干渉距離の数mm程度である。数mmづつ長さが異なる光フ
ァイバを多数本並べ、それらを一本づつ超高速に切り替れば、参照光路長を変化でき
る。これにより測定範囲は数mm×ファイバー本数となり、数100mmの奥深い三次
元形状をμmオーダの高精度で測定できるようになる。
従来技術・競合技術との比較
機械部品等の三次元形状を高精度で測定する方法にはレーザ干渉計やCNC三次元
測定器がある。しかし、前者は測定範囲が波長の数倍程度と狭く、また、後者は大型装
置で操作性に難点があった。本考案では秒オーダの短時間で数100mmの奥行きの
物体の形状をμmオーダの高精度で測定できる。

新技術の特徴
・秒オーダの短時間で数100mmの奥行きの物体の形状をμmオーダの高精度で
測定できる

・可搬でき小型で安価で操作性に優れている
・光による非接触測定であり、被測定物に傷をつけない
想定される用途
・精密機械部品の三次元測定
・彫刻等美術品のインサイチュー三次元計測
・人体の三次元計測等の医療関係用途

関連情報 サンプルの提供可能

関連情報 サンプルの提供可能

関連情報 外国出願特許あり

関連情報 サンプルの提供可能

関連情報 試作可能

関連情報 予備測定可能


