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知財群とは・・・

出展；文部科学省「大学等が保有する特許の事業活用を促進する新しい仕組み」より抜粋し、加工

個々の特許では利用できなかったものでも、組み合わせることで利用可能性を高める

＋ノウハウ＋ノウハウ

＋ノウハウ＋ノウハウ

（特許＋ノウハウ）

知財群化

（企業様に対して提案）
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任意団体『大学知財群活用プラットフォーム』

『大学知財群活用プラットフォーム』

（Platform of University Intellectual Property = 略称 PUiP）
＜主たる会員 12機関（2016年12月現在）＞
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活動紹介

4

○特徴
参加大学及び企業との「Ｆａｃｅ ｔｏ Ｆａｃｅ」でのワーキング(WG)

活動が基本

○ＰＵiＰの活動
各大学の担当者が一堂に会し、「知財群(特許、ノウハウ)」を

形成するビジョンや戦略を議論し、迅速・的確に企業に提案して
いく活動

それなら本学に、
こんな研究者がい
ます！今度、研究
室で面談しません
か？

我が社で欲
しいシーズ
は・・・。
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２つのタイプのWGで活動
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（大学発WG）大学発シーズ提案型ＷＧ

社会ニーズや技術動向等を基に、参加大学が特許やノウハウ等
をまとめて「知財群」を形成し、企業に対して開発提案を行う。
今回の新技術説明会での知財群の提案
は、こちらのWGの結果です。

（企業ニーズWG）企業ニーズ対応型WG
最初に企業からニーズを提示して頂き、それに対応するシー
ズ(特許やノウハウ)をまとめて「知財群」にし、企業に提案する。

つながりをデザインします。
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「人々が健康で長寿な社会を
迎えるための次世代医療技術」
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出典： 我が国の国民医療費の推移 （総務省） http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/html/nc123120.html

国民医療費は、2020年には47.2兆円（うち後期高齢者医療費は19.7兆円）、2025年に
は52.3兆円（うち後期高齢者医療費は24.1兆円）まで増加すると予測されている。
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医療に関する技術の広がり
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治療診断

リハビリ

療養

介護
生活・スポーツ

早期発見
スクリーニング

予防・健康

健康に関するいろ
いろな場面

医療機関（医療行為）

家庭、日常生活（健康管理）

次世代技術

パーソナルヘルスケア
ホームセルフケア
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パーソナルヘルスケア ホームヘルスケア

サプリメントなどの状況
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出典： 特定保健用食品 栄養機能食品 サプリメント市場総合分析調査（シード・プランニング）

生活習慣病をターゲットとする特定保健用食品の市場は拡大の見込み。
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出典： 「2014 年版 ホーム/パーソナル ヘルスケア 計測
機器・PHR サービス市場要覧」（シード・プランニング）

日本の得意なセンシング技術
＋

スマートフォン連携機器や
クラウドサービスの進化・普及

⇒新しい製品・サービス
＜日常生活の健康状態の可視化＞
＜スポーツ・美容・健康づくりを

楽しむ仕組み＞
＜病気の兆候感知＞
＜予後のマネジメント＞
＜老後の健康と安心を支援＞

パーソナルヘルスケア ホームヘルスケア

ハードとサービス
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予防

センサ／装置 材料加工

医療

ソフトウェア

サプリメント
成分

＜宇都宮大＞

免疫力計測
（信州大）

ライフログ

トレーニング
健康管理
（信州大）

小型分析器

＜芝工大＞ ＜山梨大＞
（首都大） （筑波大）

睡眠時の状態
（首都大）

パーソナルヘルスケア ホームヘルスケア

知財群の概要

生体情報計測
（心拍・血圧等）

（電機大）（信州大）
健康
管理

早期
発見



課題 マイクロリアクターの反応効率を上げるためには、
リアクタ内部の表面積を増大させる必要

技術 リアクタ内壁に十分長いカーボンナノチューブ（CNT)
束を転写し、複数のCNT束を束ねることで格段に表面
積を増大させる

長く成長したカーボンナノチューブを流路内に形成する
マイクロリアクターの製造方法

特許 発明名称：マイクロリアクターおよびマイクロリアクターの製造方法(特許5245164)
権利者 ： 首都大学東京
発明者 ： 楊明、小林隆一

リアクター用溝にCNT転写
(長さ数～数十μm)

ふたをしてリアクターチャンバー
を形成

チャンバー内にエタノール等を導
入し気化させてCNT束を凝集

マイクロポンプ
マイクロリアクター

マイクロ流路

ラボチップ

効果・性能 リアクター内の表面積増大により反応効率向上



微量な溶液のpHを効率よく一定に維持するデバイスと手法

特許 発明名称：微小参照電極デバイス(特許第5164164号)
出願人 ：筑波大学
発明者 ：鈴木 博章 、安達 貴広

課題 化学反応用の参照電極を微小化するためは、Cｌ-イオンの流出による内部
電解液の希釈およびこれに伴う電位変動が問題となっている

技術 参照電極をポテンショスタットで動作させることで、参照電極自体にフィー
ドバック機能を持たせた。

効果・性能
・微量な溶液のpHを効率よく一定に維持する事が可能となる微小参照電極

デバイスを与える。
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技術 光ファイバー ＋ 酢酸により膨潤・屈折率が変化する樹脂
酸の量により、通過する光の強度が変化

背景 食の安全性・鮮度のチェック 鮮度劣化により有機酸が生成
寝たきり老人の状態チェック 排便・嘔吐物内の有機酸類

⇒ 酢酸・乳酸等の有機酸を簡易に検出することが必要

光ファイバーを使った酢酸濃度検出センサ

特許 発明名称：酢酸濃度検出センサ（特許4918678号）
出願人 ：山梨大学
発明者 ：武藤真三 、森澤正之

効果・性能
・中和滴定に比べて早く、簡単。
・酸の区別も可能。
・蒸気にも対応可能。
・シンプルな構造。

を与える。
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特許 発明名称：睡眠状態判定装置及び睡眠状態判定プログラム
（特許5652764号）

出願人 ：首都大学東京 発明者 ：成田雅彦、山丘大樹、楠本淳一

特許 発明名称：判断システム、判断システムの作動方法、及び
判断システム用のプログラム（特許5979359号）

出願人 ：首都大学東京
発明者 ：吉澤昌純

覚醒時に閉塞型無呼吸症候群の兆候を判断

スマートフォンで睡眠状態を判定

技術 擬似いびき音：
（被験者が覚醒時において、自らの喉の奥を振動
させるようにして発する「いびきを模した音」）
＜第一フォルマント周波数の値＞

⇒ 静的狭窄の度合を評価
＋ ＜姿勢変化による周波数の変化＞

⇒ 軟部組織の可動性の度合を評価
＋ ＜BMI値＞

閉塞型睡眠時無呼吸症候群(OSA)
の可能性を評価

技術 頭部の移動加速度データ ＋ 呼吸データ
⇒ 体動回数と呼吸数から睡眠状態を判定

簡便な測定で、睡眠の質を評価
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免疫力（抵抗力）がわかれば、
家庭で： 体調がわかる。 病気の用心。
病院で： 外出可能？ 治療の判断。

唾液中のカンジダ菌数

菌数 少 菌数 多

唾液中の
カンジダマンナン抗原量
を測定

免疫の状態を判定

従来：
・白血球により、免疫力を判定

⇒ 血液検査。手軽でない。
・唾液中のカンジダ菌量を培養検査で

測定
⇒ 時間（2日以上）がかかる。

唾液であなたの抵抗力（免疫力）が即座にわかります！

特許 発明名称：免疫力検査方法および免疫力検査キット
（特願2016-008977）

出願人 ：信州大学 発明者 ：栗田浩
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2-1 「植物性食品由来の血中尿酸値低下に効果のあるサプリメント成分」

– 宇都宮大学 バイオサイエンス教育研究センター

特任教授 矢ヶ崎一三

・植物性食品成分を活用した痛風用サプリメント

・効率的なスクリーニング法

2-3 「簡単に作れる分子認識素子を用いたインスタントセンサ」

– 芝浦工業大学 工学部 応用化学科 教授 吉見 靖男

・血中薬剤濃度の簡易分析

2-4 「新しい個別医療の実現を志向する自律動作マイクロ分析システム

の開発」

– 山梨大学 大学院総合研究部工学域 助教 浮田 芳昭

・マイクロ流路活用による微量血液分析法
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パーソナルヘルスケア ホームヘルスケア

知財群シーズ 研究者による技術説明

新しい個別医療の実現を志向する自律動作マイクロ分析システムの開発
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出典； http://www8.cao.go.jp/cstp/kyogikai/life/9kai/siryo4-3-3.pdf

次世代医療技術

再生医療の市場規模
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分野 技術例 知財群シーズ

検査 臨床現場即時検査（POCT）／ナノエレ

クトロニクス疾病診断用チップ／ゲノ
ム解析／遺伝子情報と人工知能・ビッ
グデータ

DNA検出（横国大）、
血管狭さく検出（山梨大）

診断 超音波診断装置／コンピュータX線撮
影装置（CR）・X線CT／4K映像システム

／人工知能・ビッグデータ／デジタル
パソロジー（病理診断）／遠隔診断／
光トポグラフィー

近赤外光イメージング装置（理科大）、
画像処理技術（理科大）、
遠隔診断（山梨大）、

数値流体力学での血管系診断（理科
大）

治療 粒子線治療装置／新規生体材料／
アシストスーツ

蛍光ナノシリコン生体材料（電機大）、
DLC膜生体材料（電機大）、
カプセルロボット等への電力供給（理
科大）、（信州大）

再生
医療

細胞培養／臓器再生／細胞シート／
足場材／遺伝子治療／バイオバンク

○ 細胞の任意形状配置（信州大）

次世代医療技術

知財群の概要



マイクによる血流音収集

危険な血管の狭窄（きょうさく）状態を音で検出

動脈

静脈
シャント手術

マイクアレー

効果・性能
・ 血管造影検査等高度な検査が不要
・ 経験と勘が不要

課題 腎不全患者のシャント手術による血管狭窄の早期発見

技術

周波数解析
＋

機械学習

特許 発明の名称 ： シャント狭窄診断支援システムおよび方法、アレイ状採音センサ装置、ならびに逐次細分化自
己組織化マップ作成装置、方法およびプログラム（特願2012-147530）

出願人： 山梨大学 発明者：鈴木裕、加藤初弘、深澤瑞也、阪田治、脇隼人

マッピング

判定アルゴリズム
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近赤外光を応用した生体イメージングシステム

特許 発明名称：医療画像処理装置、方法、及びプログラム
（特許5846368号）

出願人 ：東京理科大学
発明者 ：相川直幸、薄井英行

特許 発明名称：光イメージング装置（特開2014-115151）
出願人 ：島津製作所、東京理科大学
発明者 ：篠山智生、山本聡、曽我公平

技術 ・1000nm以上の波長の長い
近赤外光を採用

・InGaAsCCDカメラ
＋ ダイオードレーザー

を使用

課題 従来の蛍光イメージング
＜可視光、近赤外光＞

光散乱、自家蛍光により
深度が浅い、鮮明度が低い

＜1000nm以上の近赤外光＞
適切な画像素子がなかった

効果・性能
・数cmの深部まで観察可能。
・小動物研究用のイメージング装置は、

既に製品化

⇒医療用途への展開を目指す
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眼科遠隔診療ロボット

特許 発明名称：眼科遠隔診断システム（特許5083758号）
出願人 ：山梨大学
発明者 ：柏木賢治、郷健太郎、伊藤祐貴

技術 ・細隙灯顕微鏡の移動を
遠隔操作

・双方向会話が可能
・操作遅延は気にならない

レベル
画質は通常の装置と同等

課題 ・眼科は専門性が高く、
・眼科医以外では診察が困難
・特殊な診察機会が必要
・診断は画像が重要

効果・性能
・眼科医過疎地域における診療支援
・夜間・休日診療支援
・検診のさいの初期判断
・アタッチメントの追加により皮膚科や

耳鼻科疾患などへの応用が可能

ロボット外観

操作デモ

診察デモ
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画像処理技術の医療応用

自動病理診断のための癌細胞領
域抽出に関する画像処理技術

東京理科大学 基礎工学部電子応用工学科 相川直幸

東京理科大学 理工学部 機械工学科 竹村裕

課題 画像処理による病理診断
撮影条件の影響を受け精度が低い

技術 複数の色空間を利用する
表色系：HSV、RGB、YCrCb

局所二値化法で輪郭ノイズを除去

効果・性能 従来技術に組込み、精度が向上

課題 コントラストが低い、境界が画定
しにくい ⇒ 抽出精度が低い

技術 多次元情報を用いる
変換関数を用いたコントラスト調整
各種フィルタによる領域抽出・クラ
スタリング

効果・性能
認識の効率アップ
造影剤が不要に（患者・医師の負担軽減）



コストの高い従来の気相・液相製造法を使わない
安価・簡便なシリコンナノ粒子製造方法

医療デバイスへ応用可能な安価な蛍光ナノシリコン製造方法

蛍光チューブ

課題 生体内医療器具の視認性の向上
→ 生体に適した安全なシリコンナノ

粒子(原子数102～103個)の蛍光利用

フッ硝酸溶媒 シリコン基板シリコン粉末
（100 nm）

基板上に成長中の
蛍光粉末

効果・性能
・ 従来技術より安価（収率大)、簡便な方法
・ 製造した蛍光ナノ粒子は高輝度、長寿命
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技術

密閉容器

特許 発明名称： 発光材料の製造方法（特願2014-175855)
出願人：東京電機大学
発明者：平栗健二、佐藤慶介、北澤駿



大学知財群活用プラットフォーム

2-2 「磁気を使って細胞を任意形状に配置する」

– 信州大学 繊維学部 機械・ロボット学科 准教授 秋山 佳丈

・再生医療用細胞培養

・任意の形状に細胞を配置する技術
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次世代医療技術

知財群シーズ 研究者による技術説明

お問合せ先 大学知財群活用プラットフォーム
http://www.chizaigun.org 
puip @ chizaigun.org

PUiP参加大学・機関 ： 宇都宮大学、埼玉大学、芝浦工業大学、首都大学東京、
(株)信州ＴＬＯ、筑波大学、東京電機大学、東京理科大学、
日本原子力研究開発機構、野村證券、山梨大学、横浜国立大学


