New Technology Presentation Meetings!

積極的なシーズ公開への取り組み

「イノベーション・ジャパン―大学見本市」への参加

東洋大学「新 技 術 説 明 会」

大学発の優れた先端研究シーズが一挙に公開され、産学連携を促進す
る機会としては国内最大規模のイベントである「イノベーション・ジャパン」。
今年は東京国際フォーラム
（東京・有楽町）
を会場に、9月29日
（水）
から10
月1日
（月）にかけて行われ、410を超えるブースが出展された。東洋大学か

―― 9件の研究シーズを発表

■東洋大学 「新技術説明会」
主催：学校法人東洋大学／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
協力：全国イノベーション推進機関ネットワーク

らは以下、3つの研究テーマを出展した。
今年、本学としては初めて、ブース出
展に加えて「新技術説明会」へ参加し、
研究者自身が研究成果をプレゼンテー

2010年 10月29日
（金）、科学技術振興機構 JSTホール（東京・市ヶ谷）にて、東洋大学「新技術説明会」を開催した。
新技術説明会は、大学や公的研究機関等で生まれた、研究成果の実用化を促進するための産学マッチングの場として、独立行政法人 科学
技術振興機構（JST）
とともに大学が主催するもの。企業関係者を対象に、発明者自身が実用化への展望をふまえたプレゼンテーションを行い、
広く実施企業・共同研究パートナーを募る。
本学は今回、
この企画を初めて開催し、本学が所有する9件（うち4件は未公開特許）の技術移転可能な特許を発表。バイオ、医療・健康、計
測、ナノテク・材料、
ものづくりと、広範囲にわたる分野の技術説明を行い、当日は約 100名の企業関係者が来場した。

「知の創出」から、
「知財の活用」へ

知的財産・産学連携推進センター長

たちで「知」
を表現するものには、文系・理系を問わず、著作権、論文、文献

トしました。 2009年には名称を「 知的財産・産学

特許を企業の皆様にご説明する機会となりました。

連携推進センター」とし、産学連携を一層推進する

その「知」―研究・開発の成果によるイノベーション―を社会に広く還元し、

ざまな分野の研究成果を公開する機会です。
部での活動を上手く繋げることが課題です。 総合大学の特色を生かした

たが、長い間、それを全体としてまとめて管理・運用することが十分ではあり

研究成果が現代社会の諸問題に対して貢献できるよう、マッチングの場へ

ませんでした。そこで 2005（平成 17）年に、知的財産センターを設立し、

の参加を積極的にすすめるとともに、企業・社会からの的確なニーズの把

これまでに培ってきた知的財産を整備、管理・運用するとともに、本学にお

握に努めながら、本学の教育研究活動に活かしていきたいと思います。

助教

内田

対象とし、
「特許」に固執せず、文系・理系をあわせて本学が有する「知」の
一端を広く紹介し、産学官連携の橋渡しの場とする機会としている。今年
は11月26日（金）に板倉キャンパスに

今後は、各キャンパスで個々に行われている、研究センター、大学院、学

東洋大学は 120年以上の歴史の中で、多くの「知」を生みだしてきまし

理工学部

こちらは毎年、各キャンパスを会場に開催している。自治体や企業の方を

極的に行っています。なかでも今年で 5年目となっ
た「アカデミック・シーズ展」は、
「 特許」
という枠にとらわれず、文系・理系さま

「形状が制御できる単層カーボンナノチューブ製造方法」
【ナノテク・材料】
貴司

「非平衡蒸気検出型ニオイセンサの開発
～トップノートからラストノートまで～」
【計測】
生命科学部食環境科学科

高強度・高弾力性・高復元性という特徴を持ち、ナノエレクトロニクス分野、医療・ライフサイ
エンス分野への幅広い応用が期待されるカーボンナノチューブ。ただし、直径・長さ・電気特性
など構造を制御しなければならないという課題を持つ。新技術では、独自のカーボンナノチュ
ーブ成長技術、とくにマイクロ波プラズマCVD法により、直径と長さが均一な単層カーボンナ
ノチューブを生成する方法を開発。従来法よりも非常に大きい、平均直径 5㎜の単層カーボ
ンナノチューブの生成も可能になった。

教授

大熊

教授

「アカデミック・シーズ展」の開催

こととしました。

はますます拡大しています。近年、大学は、
「 知」
を持っているだけではなく、
社会的な価値の創出を行うことが求められています。

教授

■ 「細胞及び微粒子表面の分析のためのマイクロデバイスの開発」
代表者：バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター 安喜 敦士 研究助手

主催：独立行政法人 科学技術振興機構
独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

現在、当センターは、産学連携活動の支援を積

21世紀における大きな社会変革の中で、技術イノベーションの重要性

【アグリ・バイオ分野】
■ 「非平衡蒸気検出型ニオイセンサの開発」
代表者：生命科学部食環境科学科 大熊 廣一

【ものづくり分野】
■ 「既設コンクリート舗装の付着オーバレイ工法」
代表者：理工学部都市環境デザイン学科 福手 勤

ける多様な知を広く学内外に発信する活動をスター

などがあります。なかでも「特許」は技術的な優位性と価値を示す大学の

プレゼンテーションは各 20分。説明後、
関心のある企業は、相談コーナーにて開
発者と1対１で技術相談を行う。

神田 雄一 教授

大学は教育研究機関として、新たな「知」を創出する場。目に見えるか

「知の資産」として大変重要なものです。 今回は、本学が所有する9件の

ション。マッチングコーナーでの交流もあ
り、多くの来場者でにぎわった。

廣一

これまでの 1/3～1/10程度の価格で、ニオイの質、強度をリアルタイムに計測できる技術。
従来のニオイ識別装置は、一定温度化で食品等を保持して平衡蒸気成分を検出するのに対
し、本方法はニオイ成分が揮散してくる蒸気成分をリアルタイムに計測して、ニオイの質、強度
を判定する。このため、ニオイをトップ、ミドル、ラストノートに分けて計測でき、測定結果が官
能検査と近似する。食品産業・流通産業における新商品開発や品質検査、建築資材などに
含まれる化学物質検査や医療関連分野ほか、幅広い用途が期待できる。

て、生命科学部シンポジウム（ニュース
P18で紹介）と同時開催。 生命科学
部の研究成果を中心に、135のパネル
展示が行われた。

シーズとニーズのマッチングで
大学発の研究が社会に還元される

主催：学術研究推進センター
知的財産・産学連携推進センター

「セルロースをもちいたエコ・バイオマテリアルの
簡便な製造方法」
【医療・材料】
生命科学部生命科学科

准教授

長谷川 輝明

自然界に一番多く存在し、一番深く関わりを持つともいわれる天然高分子、
セルロース。環
境問題の点からも、セルロースの有効利用が注目されるが、新技術では、位置特異的かつ定
量的な化学修飾により、セルロースの 6位にさまざまな機能性基を自在に導入する手法を開
発。導入する機能性基をデザインすることによって、
さまざまな機能を有するセルロースマテリ
アルを得ることができる。ウイルス除去フィルタや、カーボンナノチューブの可溶化剤などへ
の応用が想定される。

さまざまなイベントへの参加
その他、各種知財イベントにも出展し、
PR活動を行っている。
■ 「科学・技術フェスタ in 京都」6月5日（土）／会場：国立京都国際会館

京都で開催された
「科学・技術フェスタ
in 京都 ―平成 22年度産学官連携推
進会議」
に出展。このイベントは、科学・
技術の重要性や産学官連携の成果を

「低歪・低ノイズ・低消費電力を実現したスイッチングアンプ」
【ものづくり】
理工学部電気電子情報工学科

准教授

佐野

勇司

携帯機器や薄型テレビなどのオーディオ回路には低消費電力で小型化できるスイッチング
アンプが多用されている。しかし、
スイッチングで発生するノイズを抑制するために、
フィルタや
シールドなどの高価な対策部品が必要になったり、信号歪みによる音質低下を招いていた。
新技術では、回路規模を増加せずにスイッチングノイズと歪みの両方を相殺し半減できる
低電力スイッチングアンプを実現。アンプを小型化でき開発・製品コストも抑えられる。携帯
オーディオや携帯電話、
ノートPC、薄型テレビなどに有効な技術。

「外耳道内圧測定による無浸襲右心機能診断装置の開発」
【医療・健康】
理工学部生体医工学科

教授

寺田

信幸

右心機能の診断、たとえば心不全などの治療において精度の高い診断を行うためには、血
管からチューブを入れて測定する観血的な手法を取るため、人体には多くのリスクを伴う。新
技術では、耳栓状の装置を装着し、外耳道の内圧変化を低周波圧センサで検出することによ
り得られる体振動から、心拍に対応した信号を取り出すことに成功。外耳道内圧変化から頸
静脈圧変動成分を抽出し、無侵襲で右心機能を解析できる測定法を開発した。高齢者見守
りシステムや人工透析時の循環モニター、ベッドサイドモニターなどへの応用が想定される。

「コレステロール値を測定するための
安定なコレステロールオキシターゼ」
【バイオ】
生命科学部応用生物科学科

教授

道久

則之

日本人のおよそ3分の１は動脈硬化が原因で起こる血管の病気で亡くなっている。2008
年からはメタボリック症候群検診が義務化されたが、血液中のコレステロール値が高いと動脈
硬化の原因となり、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まるため、
コレステロール値の検査数が急
激に増加している。この検査の際に用いられるコレステロールオキシダーゼ
（COX）
について、
本発明では、非常に安定なCOXを発見。この酵素は、臨床検査分野やその他の産業分野
への COXの応用性を拡大するものとして期待される。

国民に広くPRする目的で開催され、本年
は、政府で検討中の「グリーン・イノベーシ
ョン」や「ライフ・イノベーション」などを柱
とする
「新成長戦略」
がテーマに。

研究成果のみならず、今年から参加対象とな
った高校生へのＰＲも。

■ 「文京博覧会（ぶんぱく）2010」11月26日（金）
・27日（土）
／会場：文京シビックセンター

文京区内産業のＰＲを幅広く行うとともに、
区民の区内産業等への関心を高めることを目

「シリコンウエハの製造プロセスにおける温度計測システム」
【計測】
理工学部機械工学科

教授

井内

徹

世界市場 3,000億ドルといわれる半導体材料市場。製造プロセスにおいては、電子デバイ
スの基本材料であるシリコンウエハの温度を非接触で計測することが不可欠だが、新技術で
は、既存の技術にはない「ウエハの非接触測温原理」
と
「ランプヒータからの背光雑音の除去
法」を組み合わせたインプロセス温度計測システムを構築した。当技術では、ハイブリッド温
度センサによる表面温度測定と、
“放射率不変条件”の発見に基づく放射測温法が特徴。
光沢のある金属や、熱電対の使用が困難な対象の表面温度を測定する際に活用できる。
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「異方性金属微粒子による表面増強分析法」
【医療・健康】
生命科学部生命科学科

教授

竹井

弘之

貴金属微粒子の光学特性を利用した高感度分析手法が注目されている。低分子および
生体分子等の分析対象物を微粒子と混合させてから分析することにより、微量サンプルの分
析が可能となる。従来の微粒子においては、形状、均一性、安定性および製造コストが問題
となっていたが、ポリマーおよびシリカ粒子表面を貴金属でコーティングする新規手法を開発
することにより、作製に手間をかけることなくこれらの問題点を解決することができた。表面増
強ラマン分光法をはじめとして、実用評価に耐えられるものになった。

的としたイベント。本学は「技（わざ）
・技術ゾ

「耐熱性アルカリケラチナーゼ酵素」
【バイオ】
生命科学部応用生物科学科

教授

ーン」へ出展し、大学の研究成果として製品
井上

明

現在、養鶏産業などからは、世界で数百万トン以上の廃羽毛が発生するが、
これらは未利用
資源であり、有用アミノ酸、
タンパク資源としての再利用が求められている。新技術では、
自然
界より、Bacillus pseudofirmusが生産する新規耐熱性アルカリケラチナーゼ酵素を見出し
た。本酵素は、pH6～11、温度 30～80℃という広範囲に活性を有し、Caイオン非依存性で、
羽毛を分解する。羽毛からのアミノ酸飼料生産、皮革表面処理剤、タンパク処理洗剤などへ
の応用が期待できる。

化された「発酵ぬか床」の紹介や、文京区に
位置する白山キャンパスの紹介、大学関係資
料の配布などを行った。
文京区のご当地キャラ「ＢＵＮレンジャー」が
「発酵ぬか床」
を来場者にＰＲ！
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