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～静岡地域が推進する産学連携、新事業の創出～

静岡商工会議所 ・しみず新産業開発振興機構
しみず新事業創出研究会
駿河湾地域新事業推進研究会

現在までの取組み経過

平成12年3月 「２１世紀ビジョン」提言書完成
平成13年12月 「しみず新産業開発振興機構」設置
平成15年 新産機構 静大 東海大 県学による産学連携合同研究会設立平成15年 新産機構、静大、東海大、県学による産学連携合同研究会設立

平成16～17年 フィージビリティスタディ （ＦＳ：事業化可能性調査）
平成17年8月 事業実施団体として

「駿河湾地域新事業推進研究会」設立
平成17年度新静岡市綜合計画

静岡産業振興プランに位置づけ

陸上養殖研究部会

藻類研究部会 静岡大学
静岡県立大学
東海 学

平成18年、19年 経済産業省「地域新生コンソーシアム研究開発事業」 受託

亜臨界水処理研究部会

ﾊﾞｲｵｾﾝｻｰ研究部会

薬草・植物工場研究部会

東海大学
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駿河湾地域新事業推進研究会 ２２社

しみず新産業開発振興機構

理事長 静岡商工会議所 会頭

副理事長 商工会議所副会頭、静岡市商工部長、東海大学学部長

理事 専務理事、静岡市産業政策課長、静岡大学理事、
静岡県立大学学長、民間会員企業

理事兼下部組織 中西幹育 ㈱タイカ ﾃｸ ｶﾙｱﾄﾞ ﾞｲｻﾞ

共同研究

駿河湾地域新事業推進研究会 ２２社
会長 中西幹育

亜臨界水処理研究部会

陸上養殖研究部会

藻類研究部会

薬草・植物工場研究部会

役員会

テーマ探索研究会

理事兼下部組織
研究会会長

中西幹育 ㈱タイカ ﾃｸﾆｶﾙｱﾄ ﾊ ｲｻ ｰ
静岡大学客員教授

開発コーディネータ 松下充孝
（前 ㈱Ｊ－オイルミルズ 専務取締役）

小林文男
（前 合同酒精㈱ 酵素医薬品事業部 顧問）

高辻正基
（前 東京農業大学客員教授）

ＬＥＤ事業化プロジェクト

亜臨界水処理研究部会

静岡大学
静岡県立大学
東海大学

運営委員会
評価委員会

事業化戦略会議

しみず新事業創出研究会

（前 東京農業大学客員教授）

アドバイザー 二渡 肇 （前開発コーディネータ）
（前 日立清水エンジニアリング㈱代表取締役社長）

スタッフ兼
技術アドバイザー

白澤靖夫（常勤）

サブマネージャー 相磯勝宜（静岡市産学交流センターより派遣）

役員会

テーマ探索研究会

しみず新事業創出研究会

駿河湾地域新事業推進研究会
会長 中西幹育

統括部会長

しみず新産業開発振興機構

陸上養殖研究部会

藻類研究部会

薬草・植物工場研究部会
（高辻コ ディネ タ）

運営委員会
評価委員会
中西会長

松下コーディネータ
高辻コーディネータ
小林コーディネータ

役員会
会長：中西幹育

松下コーディネータ
小林コーディネータ
二渡 アドバイザー

白澤技術アドバイザー

統括部会長
小林コーディネータ

副部会長：二渡アドバイザー

ＬＥＤ事業化プロジェクト

亜臨界水処理研究部会

（高辻コーディネータ）

静岡大学
静岡県立大学
東海大学

事業化戦略会議
議長

松下コーディネータ
副議長

小林コーディネータ

相磯サブマネージャー
白澤技術アドバイザー

共同研究

二渡アドバイザー
相磯サブマネージャー

産学官交流会
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静岡商工会議所 新産業創出への取組体系図

テーマ探索研究会 駿河湾地域新事業推進研究会 ２２社

しみず新産業開発振興機構 （会員８０社）

静岡商工会議所 会員企業 約１１，４００社

共同研究

しみず新事業創出研究会
２５社

（毎月:定例会開催）

分科会

駿河湾地域新事業推進研究会 ２２社
会長 中西幹育

亜臨界水処理研究部会

陸上養殖研究部会

藻類(菌)研究部会

薬草・植物工場研究部会

役員会

分科会

ＬＥＤ事業化プロジェクト

亜臨界水処理研究部会

静岡大学
静岡県立大学
東海大学

運営委員会
評価委員会

事業化戦略会議

㈱グリーンセイジュ
常温乾燥機 KONAZO

KONAZOの原点は「寒風の天日干し」と云う日本古来の手法にある。

① 自然のものを自然のままに

成分も香気を残し、水分をコントロール
常温乾燥常温乾燥

空気温度 0～20 ℃

材料温度 約 40 ℃

加熱温度 50  ℃

② 常温乾燥の特徴

１ 品質が良い
常温で乾燥するので材料が変質しない

6

常温で乾燥するので材料が変質しない

2 保存性が高い
表面と内部の水分の差がない

3 香気が残る
高い温度での香気蒸発を抑える
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③ 装置

1 バッチシステム

2 省エネルギー
◎ ヒートポンプ・・・熱リサイクル

3 希望する水分に自動乾燥

4 排気なし・・・環境に対応
蒸発した水分はドレンで排水

5 特許
国内 第3696224
インド 第220896

7

インド 第220896
中国 第200480007176.4
米国・ＥＵ 出願中

㈱望月鉄工所
梅種処理機

給餌器
混練器

2011/1/17 8

原料：果肉付き種（少し乾燥したもの）
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特許出願中

2011/1/17 9

１．バットの中にアルコールを入れる

２．かごの中へ果肉付き梅種を入れて回転させる
３．アルコールは下部から抜く

← 果肉を取った種

2011/1/17 10

果肉（乾燥品） →

乾燥しないものはジャム状
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 養魚場（稚魚用）の微粉餌料をばら撒く機器
 ペレット状の給餌器はあるものの、微粉物の給餌器はない
 湿気でつまりやすい。ままこになり易い・・・を解決
 特許出願

2011/1/17 11

 １枚の平板鋼板を捻ってスクリュウー型にしたもの

 これを使って混合・練りあわせ機能を持った機器

 食品関連に洗いやすい、死角が少ない・・・・衛生的

2011/1/17 12
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平成19年7月～ペルチェ素子冷却装置の開発に挑む

 ペルチェ素子5個（4040CEタイプ）を使用
 ヒートシンクは300㎜Ｘ300㎜Ｘ30Φ 2枚

大日工業㈱の環境商品開発 (ペルチェ編)

 ヒートシンクは300㎜Ｘ300㎜Ｘ30Φ 2枚
 冷却側 風量1㎥/min以上
 2000mmＸ820mm寝袋に冷却エアーを供給する
 駆動はバッテリー（ＤＣ）電源を使用する
 販売価格目標は30万円程度

大日工業株式会社

 筐体を㈱望月鉄工所(しみず新産業メンバー)にて作成してもらいＤＣ電
源で動作するように試作機を組立ました。

平成20年5月ペルチェ素子冷却装置デモ機1号機の製作

初代のデモ機

大日工業株式会社



8

ペルチェ素子の構造について

大日工業株式会社

 従来の削り出し品や押出成型品のヒートシンクに対して空気の流れる方向による放熱効
果の影響が非常に小さくまた、スパイラルヒートシンクの表面積は前記のおよそ3倍の表
面積が得られています。アルミ板とアルミワイヤーとの熱抵抗も小さく(金属接合されて
いる)放熱効率は非常に高くなっています

新しいヒートシンク(スパイラルクール)の作成

いる)放熱効率は非常に高くなっています。
㈱事業創造研究所様に、新規装置に用いるため、新たに4台のヒートシンクの作成をお願
いしました。

(幅300㎜×300㎜、板厚10mmワイヤー高さ40mm、表面を黒アルマイト処理加工)

従来のヒートシンク 2つ組み合わせたスパイラルヒートシンク

大日工業株式会社
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 平成20年5月30日に静岡市産学交流センターに応募。

委託事業の名称

新規装置開発に産学共同研究委託事業として静岡市に申請。

委託事業の名称

「ペルチェ素子とスパイラルヒートシンクに

よる新しい冷暖房システムの開発研究」

 連携団体 ： しみず新産業開発振興機構

株式会社事業創造研究所

国立高専機構 沼津工業高等専門学校

 研究開発期間 ： 平成20年7月8日～平成21年2月28日

平成20年6月30日審査採択
大日工業株式会社

送風方式をＤＣファンとエアポンプの2タイプを製作する。
それぞれの名前を『ペルチャンⅠ、Ⅱ』とつける。

筐体の組立 2代目デモ機(DCファンタイプ) 2代目デモ機(ポンプタイプ)

大日工業株式会社
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ペルチェ空調ユニットの外観 制御パネル

装置の構想図と2代目試作機
ペルチャンⅡ

吸
気

吸
気

排
気

温度調整エアー

エアホース寝袋

マットレス

開発担当天野氏が実際に寝て試す。

大日工業株式会社

1. 送風ファン、電源装置、制御基板が一体化した

新しい装置に生まれ変わる

平成21年6月から新たな挑戦が始まる！

排

一体型送風ファン

新しい装置に生まれ変わる。

2. スパイラルヒートシンクも冷却側、放熱側のボーンの

大きさを変え、より効率を考えた構造に進化。

3. マイナスイオンも加えた機能をもたせる。

4. 溜まったドレインを超音波振動で霧状にさせ放熱側

スパイラルヒートシンクに巡回させる。（冷房時）

5. プラスチック成型品の筐体を作成し軽量化を図る。
吸い込み口

排
気
口

マイナスイオンの発生器
を設置する。

ドレイン処理する目的
として超音波振動器
を新たに設置する。

大日工業株式会社
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大日工業㈱の環境商品開発 (LED編)

 しずおか新産業技術フェア2008.2009に出展

( ツインメッセ展示場にて開催 )

LED (Light Emitting Diode)を利用した環境ビジネスへの取組

 ㈱近藤工芸様(アース研究会メンバー)に御協力をいただきLED照明器
を出展。

通常の点灯 非常時の点灯

大日工業㈱で製作した木製手摺の照明器㈱近藤工芸様の照明器を展示

停電

大日工業株式会社

ＬＥＤ照明器の取りつけを実施し様々な使用目的の検討を始める

大日工業㈱辻工場事務所の照明
カネニ倉庫㈱大澤社長が経営する

バーチャルゴルフGOLBAの照明に試す

8.5Wの照明器を
持参して確認する。

広い範囲での看板
照明には複数の

LEDの設置が必要

100WのLEDを入手

大日工業株式会社
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消防の消火活動に使用している照明器にLEDを使用する

①重量の軽減化 (移動の負担を減らす)
②発電機の燃費を良くする (現在4時間程度が使用可能時間)
③ランプの寿命を伸ばす (現在のランプは2年程度で交換)
④同時に複数の照明で照らす (現状発電機1台に1基しか使えない、コードの長さに
よりより

照明の届く距離が決まってしまう)

日本ケミカル工業㈱松永氏の企画で開発検討

大日工業株式会社

まとめ
ペルチェ素子を利用した局所冷暖房装置

将来の照明器の中心となるだろうＬＥＤ照明

上記のいずれも省エネとしてＣＯ2を削減する商品として注目されています。

その他の関連したものとして、太陽光発電、リチウムイオン電池、2重層コンデン
サーがあり、ＬＥＤ照明器との組み合わせとして必要なものになります。

ＣＯ2を削減する取り組みは、今後一般の家庭にまで普及していくものと考えられ
ます。大日工業㈱の取り組むエコビジネスとしては、これら製品を提供するだけで
なく、自社内で実施した経験を基に環境指導をしながら共にＣＯ2の削減を目指
すエコ企業として活動していきます。すエ 企業として活動していきます。

私達と一緒に取り組みませんか！

大日工業株式会社
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世界初！！

クロマグロ陸上養殖プロジェクト

ＷＨＡ株式会社

目標とする事業

誰もが安心して食べられる誰もが安心して食べられる
｢安全でおいしい｣養殖技術の確立

マグロの陸上養殖を通じた

26

地域経済および業界の活性化
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研究開発を進めるに至った経緯とその背景

なのか？

なぜ

マグロ

27

世界のマグロ漁獲量は大きく伸びています。

その世界最大の消費国は日本であり、世界
で生産されるマグロの3分の1を消費している。

日本人が食べている刺身マグロの半分以上は
台湾、韓国、中国等の外国から輸入しています。ＯＰＲＴ ＨＰより

ＯＰＲＴ ＨＰより

－マグロ類の保存管理に関する国際的な枠組み－

ICCAT
大西洋マグロ類保存国際条約
＝69年発効。
日本、米国、カナダ、韓国など ICCAT

生息水域が広範であるマグロ類の資源の保存と持続可能な利用には、関係国の協力が必要である。

IOTC
インド洋マグロ類条約
＝96年発効。

日本、インド、韓国、豪州など
14ヶ国、1機関が加盟。

日本、米国、カナダ、韓国など
27ヶ国、1機関が 加盟。 WCPFC

中西部太平洋まぐろ類条約

＝04年6月発効。
豪州、NZ、ミクロネシア、
PNGなど現在14ヶ国が
加盟。日本は05年6月に
加盟。

IATTC
全米熱帯マグロ類条約
＝50年発効。

日本、米国、バヌアツ、

28
ＯＰＲＴ ＨＰを改変

CCSBT
ミナミマグロ保存条約

＝94年発効。
日本、豪州、NZの3ヶ国が加盟、
（韓国の加盟が決定している）。

14ヶ国、1機関が加盟。
ベネゼエラなど8ヶ国が
加盟。

マグロ類資源を守るために
漁獲量を制限する方向にある。
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外部環境 海洋汚染状況

先進国・新興国等工場排水生活廃棄物

29

これまでに先進国が、垂れ流してきた水銀・カドミウム・ダイオキシン等
の汚染物質と、現在新興国が、規制無く垂れ流し続ける汚染物質が、
ろ過除去されることなく黒潮海流によって日本近海に蓄積され、天然
魚・海面養殖魚は、その影響を受けている。

技術移転

静岡市沿岸、特に三保半島は、
養殖に使う地下海水の確保や大学との研究体制等

今回の研究に最適

WHA
株式会社 東海大学

海洋学部

技術開発事業化

30

安心でおいしいマグロ

を生産することで、

静岡の地場産業である

マグロ産業の活性化に

貢献することが可能となる

クロマグロ養殖に際し、

問題となる衝突を防止する方法や

成長効率の良い飼料などの

技術開発を行う
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クロマグロ研究施設

10号館
9号館

10号館

東海大学海洋学部敷地内の10号館
（清水社会連携ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）
脇に実験プラントを設置

第一次プラント

実験プラントの正面入り口

31

実験プラント内の
マグロを飼育する
直径5 mの円形水槽

取水方法の違い

地下海水の特徴
陸上養殖施設へ

汲み上げて

当社の取水法(地下海水)従来の取水法

沿岸取水：簡単に取水できるが

養殖施設へ

32

沿岸取水：簡単に取水できるが
水は環境の影響を受けやすい

深層水：汚れのない一定の水が取れる
が設置に莫大な費用がかかる

天然の砂濾過を通り
年間を通じて17～21℃と恒温で
一般細菌がほとんど見られない
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地下海水を利用した
クロマグロ陸上養殖の利点

◆ほぼ無菌状態の地下海水を使用するため安全性
が確保できる

◆海に関する国際条約や漁業権の規制に影響され
ない

33

◆台風や赤潮による被害の心配が不要

◆給餌や掃除、出荷等の管理がしやすい

◆水質（温度など）の飼育環境の調整が可能

34
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301日飼育したマグロ(成果物)と，天然のマグロとの比較

東海大学海洋学部
加藤登教授 調べ

対照 ：2007年2月12日に神奈川県初島
周辺で漁獲されたクロマグロを天然マグ
ロとして陸上養殖マグロとの比較対象と
した。

図5　クロマグロ一般成分結果　前部・背肉
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対照

試料①

試料②

試料③

試料①：2006年9月7日に漁獲されたクロ
マグロの稚魚をクロマグロを地下海水を
低速で水流させた水槽で飼育し、2007年
7月5日に収穫（飼育期間301日）

試料②：2006年9月7日に漁獲されたクロ
マグロの稚魚をクロマグロを地下海水を
高速で水流させた水槽で飼育し、2007年
7月5日に収穫（飼育期間301日）

試料③：試料②と同様に2006年9月7日に
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図6　クロマグロ一般成分結果　　前部・腹肉
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試料③：試料②と同様に2006年9月7日に
漁獲されたクロマグロの稚魚をクロマグ
ロを地下海水を高速で水流させた別水槽
で飼育し、2007年7月5日に収穫（飼育期
間301日）

平成18年9月放流し、翌19年7月までの301日間飼育した当社成果物「クロマグロ」と、
同等の大きさの天然クロマグロを比較分析した結果、身質主成分に於いて天然物と遜
色無いとの分析結果が出た。

陸上養殖マグロは天然に比べ水銀含有量が少なく、食の安全性は高い→

食の安全性の観点からは陸上養殖マグロへの注目は高まることが予見される。

秋山教授らの以下の研究によれば、飼育154日、飼育301日ともに陸上養殖マグロは

天然マグロに比べ水銀含有量、カドミウム含有量ともに少ないことが証明されている。

対照 ：2007年2月12日に神奈川県初島周辺で漁
獲されたクロマグロを天然マグロとして陸上養
殖マグロとの比較対象とした。

高速区：2006年9月7日に漁獲されたクロマグロ
の稚魚をクロマグロを地下海水を高速で水流さ
せた水槽で飼育し、2007年2月8日に収穫（飼育
期間154日）

低速区：2006年9月7日に漁獲されたクロマグロ
の稚魚をクロマグロを地下海水を低速で水流さ
せた水槽で飼育し、2007年2月8日に収穫（飼育
期間154日）

低値

低値

天然

陸上養殖

154日

陸上養殖

154日

陸上養殖

301日

天然
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（出典：東海大学海洋学部水産学科 秋山信彦教授、東海大学特定研究員 今井正
「クロマグロの陸上養殖の技術化研究2006年度中間報告」（2007.4.11）より抜粋）

対照②：下の試料②に類似した大きさのクロマ
グロを天然マグロとして陸上養殖マグロとの比
較対象とした。

試料②：地下海水を高速で水流させた水槽で飼
育し、2007年7月5日に収穫（飼育期間301日）

当社成果物と天然物の比較分析において、海洋汚染による重金属等の影響が半分以下・
3分の1以下であるとの分析結果が出た。現在、飼料開発により海洋汚染の影響ゼロを目標
に開発中である。
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商工会議所 新産業創出への取組体系図

静岡商工会議所 会員企業 約１１，４００社

駿河湾地域新事業推進研究会 ２２社

しみず新産業開発振興機構 （会員８０社）

共同研究

しみず新事業創出研究会
２５社

（毎月定例会）

テーマ探索研究会

駿河湾地域新事業推進研究会 ２２社
会長 中西幹育

亜臨界水処理研究部会

陸上養殖研究部会

藻類（菌）研究部会

薬草・植物工場研究部会

役員会

分科会

ＬＥＤ事業化プロジェクト

亜臨界水処理研究部会

静岡大学
静岡県立大学
東海大学

運営委員会
評価委員会

事業化戦略会議

高付加価値植物・

高輝度ＬＥＤ技術

駿河湾地域循環型社会の推進と新事業の創出プロジェクト
（商工会議所・静岡市、地域３大学による産学官地域連携プロジェクト）

（駿河湾地域新事業推進研究会）

食品加工残渣

陸上養殖

流木、木材亜臨界水技術

核となる技術研究
廃棄物

医薬原料
健康機能性食品

藻類有用成分生産

高付加価値植物
薬用植物 植物工場

安全・高付加価値
農産物の提供

未利用資源
の商品開発

・既存産業の活性化
・地域循環型社会の構築

・食･健康関連新産業の創出

産業資源
食品・医薬品

電気・機械・金属
農林水産業
物流・建設

地下海水資源

核となる技術研究

アウトプット

リサイクル資源安全性評価技術開発

安全・新鮮な魚介類環境評価ビジネス

安全性評価ビジネス

重高長大製造業 環境・食品・バイオ産業
駿河湾地域
産業構造
大変革

グローバル化の
波と競争力低下

高い競争力を
国内外で発揮

ものづくり力高い環境負荷 低い環境負荷
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テープカット

左より、

市経済局長、

静岡大学学長

商工会議所会頭

駿河湾研究会

中西会長

平成22年12月3日
静岡商工会議所・東海大学

陸上養殖研究の共同研究設備
「三保の地下海水陸上養殖システム」

東海大学海洋学部内に、陸上養殖システムを設置。
12月3日、開所式を東海大学海洋学部9号館にて開催。

実証用実験設備を設置することにより、
事業化に向けてスピ ドア プと効率化を図る事業化に向けてスピードアップと効率化を図る。
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駿河湾地域新事業推進研究会
事業化研究のテーマ

１．植物工場における薬草及び高付加価値植物の育成
（静岡大学 静岡県立大学）（静岡大学･静岡県立大学）

２．亜臨界水抽出技術の活用（静岡大学･静岡県立大学）

３．微細藻類（菌）の培養と有効成分の抽出（静岡大学）

４．三保地下海水を利用した魚介類の陸上養殖
（東海大学海洋学部）

植物工場における高付加価値植物の育成

（静岡大学農学部・静岡県立大学）

期待される効果期待される効果

高度に制御された室内環境下で

植物を育成、栽培する。

・狭い空間で大量生産が可能。

・有用成分（ポリフェノール・カロテノイド）

高蓄積技術の確立。

天候 気候に左右されない安定供給・天候・気候に左右されない安定供給

・農薬を使わず、安心・安全な生産・流通

市場動向

・効率的生産が可能であり、異業種の参入が可能。
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圃場栽培 植物工場現 行 試 行

経済産業省 地域新生コンソーシアム研究開発事業
（テーマ） 高輝度ＬＥＤと亜臨界水抽出法による薬用植物生産プロセスの構築

委託期間・金額 平成18年度 89,000千円、平成19年度 35,000千円 2年間
構成メンバー 企業 ３社（静甲、静岡日立冷熱、鈴与総合研究所）

大学 ２校（静岡大学、静岡県立大学）
管理法人 清水商工会議所

オウレン栽培（兵庫県山南町）
http://www.kampoyubi.jp/roman/roman04.html

亜臨界水抽出

環境制御

ハイブリット

粉砕煎出し

熱水抽出

濃縮

乾燥

充填

粉砕

亜臨界水抽出

粉砕

充填

抽出

植物工場における高付加価値植物の育成
１例：高輝度青色 LED 照射によるカンフェロールの増加 (ブロッコリー)

[Agilent 6515 Accurate-Mass Q-TOF LC-MS/MS／アグリコン分子量: 287.040]

kaempferol 3-glucoside

㈲田島農園

『光照射によるフラボノイド類合成遺伝子発現増強』 特願２００８－０８９１１１ 他３件

抗酸化成分（ケンフェロール）増強
抗酸化活性 (生活習慣病予防)

抗アレルギー・血圧上昇抑制作用
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亜臨界水処理装置（バッチ式）の製作

東西化学産業㈱ 製作･販売
（プロジェクト製品化第1号）
アクアイリュージョンSG-2

麦茶は、糖分・添加物を気にせず、たくさん飲むことができる

麦茶の効能

大麦の亜臨界水抽出法を用いた機能性飲料の製造について

ノンカフェインであるため子供から高齢者まで安心して
飲むことができる健康飲料

抗酸化作用血流改善

胃の粘膜保護整腸効果

焙煎麦茶の製造工程

大麦 選別予備焙煎 焙煎選別 冷却
(280℃)

欠点 ・処理時間が長い
・熱と酸素によって有用成分が失われる
・残渣が多い
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大麦の亜臨界水抽出法を用いた機能性飲料の製造について

・大麦を亜臨界水処理すると焙煎香のある美味しい濃縮エキスが得えられる。
・190℃付近での処理で香味の良いエキスを得られる。
・205℃付近の抽出物が最も良い
・亜臨界抽出後に残った残渣は約29%の減少率
・抗酸化活性物質 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde (HMF) を生成
・Asparagine酸, glutamine酸, alanine, isoleucineなどのアミノ酸が増大する。

『生麦を亜臨界処理して出来る麦茶様エキス及びその製造方法』 特願２００７－２０１７０６

今後の展開

・エキスの機能性の研究（実証）
・エキス利用製品の試作

・エキスの販売方法・販路開拓

㈱ヤギショー

LEDを用いた温州みかん機能性成分
の強化と亜臨界水処理による柑橘か
らの有効成分の抽出事業

全国：年間100万トン
静岡 年間約 万ト そ うち 皮は約 万ト

-cryptoxanthin
発ガン抑制作⽤、神経細胞活性化、

⾻粗鬆症
nobiletin

[温州みかん果⽪に含まれる機能性成分] 

静岡：年間約10万トン、そのうち、皮は約2万トン
（絞り粕含む：廃棄物）

・陳皮（チンピ） ・香料

オレンジオイル 機能成分抽出 活用
発ガン抑制作⽤、記憶障害改善作⽤

⾎糖値の改善作⽤
ビタミンＣ・・・美肌効果、免疫⼒向上

hesperetin
⽑細⾎管強化 、⾎圧上昇抑制

・オレンジオイル ・機能成分抽出・活用
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ガン細胞の増殖や転移に働く物質の作用を阻害

血圧や血糖値を下げる

皮膚炎症を抑制

シワの原因となる細胞外基質分解酵素の産生を抑
制

アルツハイマー病の原因となるタンパク質ベータアミロイドの、脳への
蓄積を抑える。また、脳の神経を再生させたりする性質がある。

若さや健康、美容へのプラスの効果

アスタキサンチンについて
O
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活性酸素消去活性の強さの順番

（静岡大学衛藤教授資料提供）

カロテノイド kq (106M-1S-1)

19000Carotene

21000Canthaxanthin

24000Astaxanthin

31000Lycopene

カロテノイド kq (106M-1S-1)

19000Carotene

21000Canthaxanthin

24000Astaxanthin

31000Lycopene

藻類及び菌類を培養・抽出し、その有効成分
を活用した製品

 リコピンやβカロテンなどと同じカロイテノイドの一種。
 強い抗酸化作用を持つ。
 赤い色素としてサケやマダイなどの養殖魚の着色剤に利用

O
H O 4 5 18

O
H O 4 5 18

アスタキサンチン

C

270-Tocopherol

280-Tocopherol

6000Cryptoxanthin

8000Lutein

10000Zeaxanthin

14000-Carotene

19000-Carotene

C

270-Tocopherol

280-Tocopherol

6000Cryptoxanthin

8000Lutein

10000Zeaxanthin

14000-Carotene

19000-Carotene

・

・

アスタキサンチン

: singlet oxygen quenching constan: singlet oxygen quenching constan

kq 160-Tocopherol

230-Tocopherol

236Cysteine

kq 160-Tocopherol

230-Tocopherol

236Cysteine

紅鮭
0.3~1 mg

オキアミ
4.6~13 mg

ヘマトコッカス藻
1,000~6,000mg

・100g 当りのアスタキサンチン含有量
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大量培養（10Ｌ x 2）

3日目 7日目

シスト化（休眠状態）の開始 成熟したシスト細胞

50μm

周りの殻
が硬い

①溶剤抽出 ＊アルコール・・・溶剤回収
＊ヘキサン・・・・溶剤回収

②超臨界CO2抽出→CO2蒸発回収

藻類からアスタキサンチンの抽出精製方法

（既存法）

5
6
7
8
9

10

in
量
（
m
g/
gD

C
W
）

藻類 →濾過 →乾燥 →破砕→抽出

→溶剤蒸発 →濃縮・精製

（亜臨界水抽出法）
水と油分（アスタキサンチン）分離 精製

（新抽出法）

180 200 215 240
放置時間 1分
放置時間 30分0

1
2
3
4
5

A
st
ax
an
th
i

温度（℃）

放置時間 1分

放置時間 30分

水と油分（アスタキサンチン）分離 → 精製
＊水 ：遠心分離

＜特許の申請＞
『硬い殻内に存在する有効成分の抽出方法』（藻類の有効成分の亜臨界水による抽出方法）

特願２００８－１０２０４９ 申請者：商工会議所 発明者：中西、衛藤（静岡大教授）他
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血液指標への影響（ヒト試験）

●ＬＰＯ（血中過酸化脂質）
・全員の値が低下。

・摂取前と比較して、平均47.8％減少。

●中性脂質
・全体では平均14.7％減少。

・100ｍｇ/ｄｌ以上のヒトは全員減少。
(平均して21 5％減少)

アスタキサンチン4mg、4週間連日摂取。18人。

メタボリック（研究データ）

(平均して21.5％減少)
・低いヒトの値は変わらない。
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アスタキサンチン入りの製品・ものづくりへ

静岡商工会議所･静岡大学 共同開発静岡発！！

限定販売

高品質な健康・美容ドリンクを

ジュース感覚に美味しく仕上げました。
内容量もグーンとＵＰで

アスタキサンチン 4mg
コラーゲン 1,000mg
食物繊維 1,000mg

抗酸化成分アスタキサンチンが、
貴方の美容・健康をトータルサポート！

検索 『 美アスタ 』
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 インターネット販売

こだわりの果物屋 紅光 楽天市場店

健康美容夢クラブ 楽天市場店 ヤフーショッピング店

インターネット検索 『 美アスタ 』

産学連携成果品『美アスタ』を継続して、
製造販売して頂ける企業（ブランドオーナー）を
探しています!

 店舗販売
静鉄ストア（県内ほぼ全店舗、取扱なしの店舗もあります。）
静岡伊勢丹（地下食料品店売場）
エスパルスドリームプラザ
東名高速道路上り線：牧の原サービスエリア、富士川楽座
（各サービスエリアには高速道路経由以外にも、側道より入場可能です。）
ジャンボ スポーピア シラトリ 静岡店
清水ナショナルトレーニングセンター（J－STEP）
グランドエクシブ（XIV）浜名湖（浜松市）
ヤマハリゾート つま恋ヤマハリゾート つま恋
東海軒（静岡商工会議所1階レストラン「欅」、
静岡ホビーフェア 『ガンダムゾーン』）
静岡県庁内売店、静岡市役所内売店
静岡大学（静岡キャンパス）売店
静岡県立大学売店
東海大学（折戸キャンパス、湘南キャンパス）各売店

静岡市内フィトネスクラブ、スポーツジム（全ての施設ではありません。）

静岡商工会議所（静岡事務所、清水事務所）
2011/1/17 55

１．イチゴ炭疽病は毎年各地で被害がある難防除病害

２．本研究にて微生物堆肥により発生を抑制する

（静岡大学農学部）

３．無農薬・減農薬による食の安全の確立

（１）ある種のカビの感染によるイチゴ炭疽病は、苗
床・本圃のいずれにも発生し、毎年全国各産地で被害が
見られ、イチゴ生産者を最も悩ます難防除病害の一つで
ある。

（２）イチゴ炭疽病には、多数の化学農薬（ケッタ水和
剤 ボ ソサイト バイ ラ 水和剤 ア トラ剤、ボーソサイト、バイコラール水和剤、アントラコー
ル水和剤など多数）や、微生物農薬（バイオトラスト）
が使われているが、いずれもその効果が低く、対処法の
ないのが現状である。

（３）イチゴ炭疽病の潜在感染株発生圃場率は、全国で
４０～６０％であり、発生株率は１０％と推定され、そ
の減産被害金額は１６６億円と見込まれる。
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プランター栽培試験によるイチゴ炭疽病抑制効果

無接種（抑制堆肥なし） 抑制堆肥
発病株率０％

無接種（抑制堆肥なし）
発病株率６７％

農業資材・・・特許出願

商品化後に期待される効果

予防効果のある微生物３種を見出した。
これを大量培養し、固体培地にして、

さらに堆肥に混合し、イチゴ栽培農家に供給する。

健康土壌は土づくりから！

フジミ高機能堆肥

商品化後に期待される効果

１ 無農薬・減農薬栽培による健康・安全
・安心農法の確

２ 収量増と果実品質向上
３ 栽培土壌の健全化

富士見工業㈱

４ イチゴ以外の作物への普及

２０ｋｇ

供給 J A  グ ル ー プ
販売 富士見工業株式会社

健康土壌は土づくりから！

フジミ高機能堆肥
（イチゴに強い！健康堆肥）

新商品 パッケージ デザイン
（表） （裏面）

２０ｋｇ

特徴

1） 病原菌を静菌する微生物により、土・培地の
健康をまもります。

2） 土づくりに適した資材で、増収や品質向上が
期待できます。

3） 農薬ではないので、環境に負荷を与えませ
ん

主

供給 J A  グ ル ー プ
販売 富士見工業株式会社

ん。
主原料

バーク堆肥、キチン質、ストレプトマイセス属

使い方

10アール 30～50袋
＊ 施用量・効果は、土壌、その他の環境条件により

異なりますので、詳しくは最寄りの農協、もしくは
農業指導機関にお問い合わせください。

供給 J A グ ル ー プ 販売 富士見工業株式会社
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陸上養殖研究部会報告

東海大学海洋学部

三保地区内陸部に循環系の水槽で魚の養殖を
行う行う。

メリット：抗生物質の投与の必要がない

最適な温度に保つことが出来る

（稚魚の成長が速くなる）

海の汚染の問題がない海の汚染の問題がない

赤潮を発生させない（外部浸入）
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海面養殖 陸上養殖

生産規模 大 小

生産コスト 小 大

企業の参入 不可 可

資本投資 小 大

HACCP 極めて困難 比較的容易

災害 受けやすい 受けにくい

収穫作業 大掛かり 簡単

環境負荷 大 小

清水三保地下海水（経済産業省2007年度地域産業資源認定）

長い時間を経過した水、年間を通じて水温が一定（17から21℃）、細菌類が皆無
・・・冷却、加温が不要、魚病薬を使わない安全・安心な魚を養殖、

三保地下海水を利用した魚介類の陸上養殖
（東海大学海洋学部）

冷却、加温が不要、魚病薬を使わない安全 安心な魚を養殖、
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事業化（検討中）：アワビの陸上養殖

4

5

6

7

8

9

重
量 3

4

5

6

増
肉
係
数

重量

増肉係数

アワビの重量変化

0

1

2

3

D J F M A M J J A S O N D

測定日

0

1

2
数

1995年12月 10,000個体収容，
1996年12月（1年間）までに、 1,276個体の死亡殻を確認

生残率 87.24％・・・通常と比べ高い生存率

餌の捕食率も高い（水温一定により）

成長速度も通常より速い
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アワビ養殖パイロットプラント
2009年12月12日始業

地下海水を利用したアワビの陸上養殖の今後

研究について

事業化に向けて（事業化戦略会議を中心に）
○ 地下海水の取水制限の問題 （県・市・大学・商工会議所）

研究について
○ 高密度収容可能な付着基盤の検討（大学）
○ 廃棄海藻，だし昆布残渣を飼料（リサイクル）とするため

の検討（大学）

○ 地下海水の取水制限の問題 （県・市・大学・商工会議所）
○ 事業場の検討 （企業・大学・商工会議所）
○ 販売ルートの検討 （企業・商工会議所）
○ 生産規模の検討 （企業）
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オオウミウマの飼育状況
5～6月に浮出した個体

10月末で雌雄判別可能となった
11月から産卵開始

親魚飼育水槽
集中濾過式
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海馬（クロウミウマ）の養殖の今後

研究について
○ 安定生産するために、もう少し繁殖技術を解明する必要あり
○ コンテナでの養殖水槽システムの構築と実証研究

事業化に向けて
○ 養殖海馬の薬剤（素材）としての有効性の検証
○ 生産規模、事業場所の検討
○ 販売ルートの検討

○ コンテナでの養殖水槽システムの構築と実証研究

早期事業化（小規模であれば）は可能

アワビ、海馬以外、 （秘密魚種）魚種Ｂ、魚種Ｃ、魚種Ｄ、
早期事業化に向け、実証研究中

＜特許の出願（審査請求も含む）＞

特願2007－087278 「光照射によるサポニン生合成系に関与する遺伝子の発現増強方法」
特願2007－201706 「生麦を亜臨界処理して出来る麦茶様エキス及びその製造方法」

･･･審査請求

特願 「光照射 リグナ 類 リグ 類合成系遺伝 発現増強特願2008－089093 「光照射によるリグナン類・リグニン類合成系遺伝子の発現増強」

･･･審査請求

特願2008－089111 「光照射によるフラボノイド類合成系遺伝子の発現増強」 ･･･審査請求
特願2008－10249 「硬い殻内に存在する有効成分の抽出方法」 ･･･審査請求
特願2009－163582 ｢農業用資材｣
特願2010－14213 「柑橘類の果皮からのポリメトキシフラボノイドの回収方法」･･･審査請求

（ノビレチン等柑橘類有用成分の亜臨界水抽出）

特願2010－024328 植物成長促進剤及びその製造方法

特願2010－069932 新規化合物（植物生長調節） ･･･審査請求特願2010 069932 新規化合物（植物生長調節） 審査請求

商標登録5191560 商標登録5191561 ｢美アスタ （BE-ASTA,VI-ASTA）｣
藻類から抽出した有効成分（アスタキサンチン）を利用した試作品（飲料）製作を地元会員企業
依頼、共同制作。清水商工会議所、静岡大学の連携による気軽に飲める健康ドリンクとして
商品化準備中。

特許9件、商標登録2件
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長期戦略

駿河湾地域（静岡県中部地区）での新事業創出

高輝度LED
植物工場

亜臨界水

三保知海水（地域資源認定）
による陸上養殖

静岡・清水を中心とした駿河湾地域を薬草類、高機能野
菜類の育成・植物工場及三保と中心とした陸上養殖の

発信拠点・一大集積地に！

地域の産業の力を結集

今後、目指すもの

 研究・メカニズムの成果を事業化
 地元大学と地域企業とが一体となり、事業創出を目指す 地元大学と地域企業とが 体となり、事業創出を目指す
 当地域（静岡市）を新産業、新技術の情報発信の基地に！
 中小企業独自の技術向上と新技術へのチャレンジ意欲の

醸成を図る。
 中小企業の安定的振興を促がし、労働吸収力の拡大、強

化につなげる。

↓↓
商工会議所が中心となり、支援をする
新産業創出による『地域の活性化』、『新たなまちづくり』


