
野々市じょんからまつりで、いしかわ大学連携インキュベータの
入居者 株式会社グランゼーラが「災害時の擬似体験」を行いました。

主な内容

1．i-BIRDの活動

2．施設概要等

3．産学連携の紹介

いしかわ大学連携インキュベータ（i―BIRD）は、石川県立

大学・金沢大学・金沢工業大学・北陸先端科学技術大学院大

学等が有する研究成果の活用や大学との共同研究展開に

より、新事業創出を目指す皆様の活動を支援する施設です。

当施設の様々な取り組み内容や入居者の事業活動について、

ご紹介します。

『研究開発』と『事業化』をサポートする

アイ・バード

Vol.19
活動のご紹介

施設にはインキュベーションマネージャー（支援スタッフ）が常駐しています。ぜひ、お気軽にご利用ください。

いしかわ大学連携インキュベータ 〒921-8836
石川県野々市市末松三丁目570番

【お問い合わせ】

FAX : 076-246-4270
http://www.smrj.go.jp/incubation/i-bird/詳しくはホームページにて

〒920-0031　石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル10F

電話：076-223-5761　FAX：076-223-5762

http://www.smrj.go.jp/hokur iku/

中小企業と地域振興を
もっとサポート

セミナー等への
ご参加

入居者および新事業創出を

目指す方に向け、セミナー、

勉強会などを開催し、各種

情報を発信しております。

i－BIRDでは、新事業の創出に取り組む企業を支援しています

■お問い合わせ 当施設では、以下について皆様からのお問い合わせに対応いたします。
 お気軽にお問い合わせください。

技術・経営等の
ご相談

技術・経営などに関する様々

な課題について、インキュ

ベーションマネージャー（常

駐スタッフ）がご相談に対応

いたします。課題解決に必要

な専門家の紹介や大学研究

者とのマッチング活動を行い

ます。

石川県立大学
研究機器の利活用

入居者は、石川県立大学生

物資源工学研究所が所有す

る各種研究機器の一部を安

価にご利用いただけます。

平成29年9月発行
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i-BIRDの活動1
（1） 北陸3県起業家の集い

多くの起業家に学びと交流の機会を提供することを目的に「北陸三県起業家の集い in ふくい」が 9 月 10 日、
福井県産業情報センターで開催され、約 60 名の起業家らが経営のコツ、創業者としての心得などを学んだ。
このイベントは、北陸三県の起業家グループでつくる「北陸起業家ネットワーク」が主催したもので、今回
は地域の創業支援で連携する中小機構北陸と（公財）福井産業支援センターが共催で参画した。
第一部では、女性起業家 2 名が講演した。初めに、ヘアアクセサリー EC サイトを運営するリトルムーン
インターナショナル㈱（大阪府）の文美月副社長が、「自分の選択一つで未来は変えられる」と題し、主婦
からの起業の経験や社会貢献への思いなどを語った。
続いて、ネコの殺処分ゼロを目指す事業やネコカフェを展開するネコリパブリック（岐阜県）の河瀬麻花代
表が、「猫の国のつくりかた」と題し、クラウドファンディングの活用を通じて共感を得てファンを増やし
てきた経験などを語った。
第二部では、「北陸起業家ネットワーク」のメンバーで福井県内の女性起業家でつくる「ふくむすび会」の
メンバーが中心となり、パネルディスカッションで会場の声を拾いながら「女性起業家のリアルな悩み相談」
を行った。

第二部終了後は、会場内に設けられた特設コーナーにおいて「ふくむすび会」の展示スペースで交流会が開
催され、「北陸起業家ネットワーク」のメンバーやイベント参加者が活発な情報交換を行い、その場で「ふ
くむすび会」に加入を希望する起業家もあったという。

なお、「北陸起業家ネットワーク」は、「石川ベンチャー倶楽部 NEXT」（石川県）、「とやま起業未来塾学士会」（富
山県）および「ふくむすび会」（福井県）が集まって 2016 年に発足し、今回のイベントは第 1 回の石川県、
第 2 回の富山県での開催に続き第 3 回目とのことで、今年度内に新たなイベント開催も計画しているという。
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（2） i-BIRDセミナー
いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）で開催　第１回開催

（3） 入居者株式会社グランゼーラの活動

いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）・石川県立大学と連携　第２回開催

平成29年7月19日 (水 )
「2時間でわかるAI の基本」
講師： 金沢工業大学情報技術研究所
 所長・教授　長田　茂美 氏
講師：金沢工業大学情報技術研究所　
 教授　松井　くにお 氏

金沢工業大学で AI の最先端の研究をしている
研究者をお迎えして、AI の基本の研究開発の取
組みと、事例をビジネスでの可能性も交えて、
お話いただきました。

平成２９年９月２０日（水）　
「日本の食文化と食べもの作り」
講師：佃食品株式会社　代表取締役会長　
 佃 一成　氏

い し か わ 大 学 連 携 イ ン キ ュ ベ ー タ「i-BIRD
セミナー」において、食文化と伝統食品の食品
作りの取組みについて、お話をいただきました。

7月 29（土）～30日（日）に開催
平成29年度　野々市じょんからまつり
いしかわ大学連携インキュベータ施設の入居者
株式会社グランゼーラが「災害時の疑似体験」
として、じょんからまつりでデモンストレー
ションを行いました。
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i-BIRD入居企業の紹介
金沢大学里山里海プロジェクト

金沢大学名誉教授　中村　浩二

【沿革】
i-BIRD の S-1 号室に本年 5 月 15 日に入居しました。当プロジェクトは、1999 年に金沢大学
キャンパス内に『角間の里山自然学校を拠点とした自然共生型地域づくり』（文科省地域貢献特別
経費、同・特別教育研究経費等）がスタートして以来、これまで約 20 年間にわたり、「里山と
里海」に関する調査研究、地域社会の活性化にむけた提言、人材育成、連携・交流事業に取り組ん
でいます。とくに人材育成事業では、過疎と高齢化にさらされている世界農業遺産「能登の
里山里海」の持続発展のための『能登里山マイスター養成プログラム』（文科省科学技術振興
調整費、2007 〜 11）、『能登里山里海マイスター育成プログラム』（金沢大学、珠洲市、石川県等、
2012 〜）の推進と、そのノウハウをフィリピンのイフガオ棚田（世界農業遺産、世界文化遺産）
へ適用する『イフガオ里山マイスター養成プログラム』［JICA 草の根技術協力事業（地域経済
活性化特別枠）フェーズ 1：2014 〜 16、フェーズ 2：2017 〜］は、すでに 200 人余りの
修了生を輩出し、国際的にも高く評価されています。また、生物多様性条約締約国会議（CBD-COP）、
世界農業遺産（FAO-GIAHS）等に関与し、「Satoyama Satoumi」コンセプトの国際化を進めて
います。

【今後の抱負】
本事業は、国内外において（1）里山里海（Satoyama Satoumi）の現状、課題、将来シナリオ
等を総合的に調査研究し、成果を地域の持続発展にいかすこと、（2）里山里海コンセプトによる
教育、人材育成、交流事業の推進をめざしています。従来からアカデミズム（国内では金沢大学、
石川県立大学、京都大学、総合地球環境学研究所等、国外では国連大学、中国科学院、フィ
リピン大学等）と行政（石川県庁、県内自治体等）とは密接な連携をしてきました。このたび
i-BIRD を拠点とさせていただき、不十分であった県内のバイオマス、食品関連の民間企業、金融
機関等と連携した調査研究、開発に取り組むことにより、日本・フィリピン（および中国、韓国
等の諸国）と一体となった人材養成を実施したいと考えています。また、i-BIRD を利用する他
プロジェクト、NGO 等との交流や研究会・ワークショップの相互企画を期待しています。

（4）
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地域資源とハイテク先端技術と
融合した大学発ベンチャー

株式会社　イーグル技術研究所　代表取締役
岩下　信正

当社は地域資源の有効活用を目指し 2005 年 5 月に設立された企業である。大学のシーズや眠っ
ている知財を活かし地域資源と融合させた製品開発に取り組み、社会に貢献することを目的とし
て設立した金沢工業大学発のベンチャ―企業です。
過去取り組んできた主な課題は次の通りです。

1.�石川県の県木である能登ヒバ（あすなろ）の香りの素材を生かした「癒しの枕」の
研究と商品開発と販売。

◎  H18.8/6 〜 H21.3/31 までの 2 年 6 ケ月間いしかわ大学連携インキュベ―タ（iBIRD）に
入居し、多大なご支援を得て研究開発。商品化に成功しました。

◎ 癒しの枕は三種類商品化、内商品名チョコットは 2008 年度グッドデザイン賞を受賞しています。
◎ 現在まで、口コミを中心として 1500 個以上販売され皆様から喜ばれています。
◎ H20 年度（財）石川県産業創出支援機構より企業研究開発事業補助金の採択を得ています。

2. 環境に優しいハイブリッド天然素材を商品化
◎ 伝統の和紙素材となめし廃皮革のコラボレーションによる新素材の研究開発に成功し和紙

レザーの商品化とものづくりに取り組む。皮革繊維が融合した手漉き和紙及びその製法（特許
第 4845559 号）で特許を取得しています。

◎  H26.11/19 〜 21 中小企業総合展“新価値総合展 2014”に和紙レザー商品を出展注目
され NHK ワールドに取材を受け H27.1/19 国際放送で世界に発信国内では NHKBS1 で
放映されました。

◎  H24 年度いしかわ産業化資源活用推進ファンド事業（地球にやさしい和紙レザー新素材の
製造と商品開発）で補助金の採択を得ました。

◎現在カバン、額縁（パネル）、名刺入、帽子小物ケース等商品化。注目されています。

3. 竹筆づくりの伝承と研究開発、商品化と販売
◎ 当社はかねてより植物性プラスチックの研究を進めていて竹繊維に関心が強く、我が国唯一の

竹筆作家釈迦院時雄氏との出会いがあり同氏に師事その実績が認められ釈同人の雅号を得
研究、制作、商品化を進め“金沢竹筆の里生きる”の店舗を開店、平成 27 年より販売を開始　
書道家始め全国的に知名度が向上しています。

＊ 竹筆の歴史は毛筆より古く我が国でも制作者が殆どいなくなっているのが現状です。竹筆の
持つ独特の筆致と美しさに魅了され愛好家が多くなっています。

i-BIRD卒業企業の紹介（5）
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施設概要等2

ドライラボ

ウェットラボ

試作ラボ

ルーム

S-1

S-2

S-3

1519

　入居者からのご相談に対して、マネジャーが窓口となり、内容に応じて関係機関との連絡・調整
をするサポート体制を整えています。施設には、常時、IM3名、施設管理補助のアシスタント1名
の計4名が常駐しています。
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産学連携の紹介3
研究成果・実用化

（石川県立大学　015）

パスウェイエンジニアリングによる
機能性イソプレノイドの生産

石川県立大学 生物資源工学研究所　植物遺伝子機能学研究室

三沢　典彦　教授　博士（農学）

研究分野

応用分野

連携を希望する企業の業種・技術

パスウェイエンジニアリング
研究テーマの狙い
　パスウェイエンジニアリングという合成生物学的手法を用いて、化学合成では作製困難な機能性イソ
プレノイド（テルペノイド）化合物の生産技術を開発する。イソプレノイドは非常に多様な化合物群で
あるが、我々はその中でも特に、セスキテルペン、トリテルペン、及びカロテノイド（テトラテルペン；
色素）に着目した。なお、これらの化合物の生産宿主として、大腸菌またはレタスを用いる系を整備して
いる。図 1 はアスタキサンチン（機能性カロテノイド）を効率生産する葉緑体形質転換レタスである。
図 2 は、現在までに大腸菌で生産可能となった機能性イソプレノイドの例である。すなわち、アスタキ
サンチンを始めとして、希少な機能性セスキテルペンであるバレリアノール、α - セリネン、α - コパエン
及びβ - ビサボレン、及び、種々の機能性トリテルペンに共通な環状骨格であるβ - アミリンを大腸菌で
生産することができる。なお、アスタキサンチンには、抗疲労、抗老化など種々の機能性があることが
知られている。

大腸菌による機能性イソプレノイドの効率生産（サプリメント、香料、医薬品原料などに利用可能）、
植物による機能性イソプレノイドの効率生産（サプリメント、医薬品原料などに利用可能）

化学会社、他

図1 アスタキサンチン合成レタス（右） 図2 大腸菌で生産可能な種々の機能性イソプレノイド（例）
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研究成果・実用化
（金沢大学　016）

植物生体電位の
室内モニタリングへの応用

金沢大学　理工学域　電子情報学類 

南保　英孝　准教授　博士

研究分野

応用分野

連携を希望する企業の業種・技術

センサシステム、IoT、機械学習
研究テーマの狙い
　現在、高齢化社会の進行や一人暮らし世帯の増加などから、室内での事故の検知・通報などを目的と
したみまもりサービスに対する需要が高まっている。これらのサービスは、一般的には室内に各種センサを
取り付けることで実現されるが、センサによって監視されることを不快に感じる人も少なくない。本研究
では、一般的なセンサとは異なり、観葉植物をセンサとして利用することを提案している。植物の生命
活動によって生じる生体電位は、比較的容易に計測できるが、これは周囲の人の動きによって変動する
ことが知られている。よって、我々は、逆に生体電位の変動には人の動きを表す信号が含まれていると考え、
生体電位のデータと機械学習を組み合わせたセンサシステムの構築を行っている。さらに、植物による
センサシステムは、植物そのものの見た目やグリーンアメニティ効果など、センサの導入に対する心理的
障壁を下げることなども期待できる。

生体電位による距離推定
　図１は植物から（a）0.5m
または（b）1.5m の距離の人が
動いている時の生体電位を計測
した結果である。距離が近いほ
ど変動幅が大きくなることが分
かる。このような植物生体電
位の特性を、図２のブロック図で示すように、観測データ
から特徴量を抽出し、学習によって、距離を推定する
モデルが構築できる。また、観測した生体電位に構築した
モデルを適用することで、距離を推定することが可能と
なる。さらに、複数の植物を同時に用いることで、距離
だけでは無く位置を推定することも可能となる。現状では、
一人の場合にしか対応できず、また距離が離れたときの
精度が低いなどの問題があるが、今後、改良を加えていく
予定である。

IoT、福祉、みまもりサービス

特に業種・技術は問わない

図1 植物と人のあいだの距離と植物生体電位の変化

図2 植物生体電位によるセンサシステムの概略
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研究成果・実用化
（金沢工業大学　013）

「生き物の気持ち」を知り
「食」に活かす

金沢工業大学　電気電子工学科 

平間　淳司　教授　博士（工学）

研究分野

応用分野

連携を希望する企業の業種・技術

生体情報工学、計測制御工学
研究テーマの狙い
　我々は異分野の専門領域を統合させて、電気電子計測・制御技術を応用した「生き物」の研究を実施している。今回は
食物栽培に不可欠な害虫防除技術、高生産性のわさび工場の環境調節および食品検査用の小型 MRI 装置の開発に
関する研究事例を紹介する。以下に、（1）昆虫の網膜電気生理特性に連動した害虫防除装置の開発、（2）植物の生体
電位（葉面電位）から健康状態を推定した、わさび植物工場の環境調節装置の開発、（3）小型・低磁場型 MRI 装置
開発の概要を述べる。

（1）�昆虫の網膜電位（ERG 信号）特性に連動した光線
利用による害虫防除装置の開発

　夜行性昆虫（カメムシ・蛾・蚊・ゴキブリなど）の各種
光刺激に誘発する ERG 信号計測により好きな光や嫌いな
光を推定する。昆虫の複眼に針電極を挿入し光刺激応答
特性を計測する（図 1）。測定データから減農薬を目指した
害虫の物理的防除光源装置を開発する。LED 光源パネルを
設計・製作して屋外や屋内で行動観察を実施する。（図 2）

（2）�植物の生体電位（葉面電位）から健康状態を推定した
わさび植物工場の環境調節装置の開発　

　環境制御はクラウド管理による IoT 技術を利用している
（図 3）。
　わさび栽培中に葉面の微弱電気を計測して「植物の気
持ち」を知り、至適飼育環境を制御することで収穫した
わさびの根「芋」部分は、わさび田に比べて約 4 倍の生育
速度となった。（図 4）

（3）小型・低磁場型MRI 装置の試作
　野菜類や魚類を収穫した直後に現場で内部品質を MRI
装置で診断できる小型・軽量の MRI 装置を試作している。
医療機関では通常の磁石の重量は 10t を超えるが、本装置は
170kg で小型手押し台車で移動も可能である（図 5）。

植物工場、害虫防除、食品検査

食品関連会社、農薬関連会社、植物工場環境調節や害虫防除の技術、小型 MRI 装置開発技術

図1 カメムシの複眼に針
電極を挿入して網膜電位
（ERG）信号を計測中の例

図3 葉面電位計測併用のSPA型ワサビ
栽培システム

図5 MRI装置の試作（（52mTタイプ）核磁気共鳴信号観測装置の試作）

図4 葉面電位計測
および収穫したワサビ

図2 ERG信号が大の黄色LED光源で
夜間照明

MR画像の例
（みかん）

10



研究成果・実用化
（JAIST　013）

マルチモーダルセンシングに基づく
人間の行動・内面状態の推定技術の開発

北陸先端科学技術大学院大学　情報科学系 

岡田　将吾　准教授　博士（工学）

研究分野

応用分野

連携を希望する企業の業種・技術

マルチモーダルインタラクション，機械学習，パターン認識，データマイニング，　
Ubiquitous�computing，Affective�computing,��Social�Signal�Processing

研究テーマの狙い
　メラ・マイク・モーションセンサ・ロケーションセンサ・バイタルセンサといった各種センシングデバ
イスが高精度化かつ安価になってきた．複数のセンサから得られるデータを機械学習・パターン認識と
いった人工知能・情報処理技術を用いて処理することにより，人間の複雑な行動を計測・認識・理解できる
ようになりつつある．
　我々は，複数センサから得られる入力の組み合わせをマルチモーダル（複数チャネル）時系列データと
して捉えて，適切な特徴量を組み合わせることで物理的に観測できる人間行動だけでなく，人間の内面状態
の推定を行う技術を研究開発している．

行動モデリングの研究事例を以下に記載する．
１．�行動認識：モーションセンサ・コンピュータビジョンを用いた，ジェスチャ・生活行動（歩く，階段を

上がるなど）パターンの認識モデルの構築
２．�マルチモーダル行動認識：音声・画像・モーションセンサ情報を統合して，聞き手のあいづちの認識，

筋電センサと加速度センサの情報を統合した高精度な行動認識
3．�内面状態の認識：会話者の頭部動作・音声

（韻律）・発話した言語情報の統合に基づく
　　 （1） 会話者のコミュニケーション能力の推定，
　　（2） 性格特性の推定（プロファイリング），
　　（3） プレゼンテ―ションにおける個人の説明

能力の推定

行動パターン推定，行動パターンからの知識発見，コミュニケーション能力の自動評価システム，
マルチモーダル対話システム，コミュニケーションロボットの認識モジュール

人間行動の自動理解・認識・評価を行いたい企業様との共同研究・企業様へのコンサルティング，
行動センサデータを有しており，そのデータを活用しようとしている，企業様へのコンサルティング
センサ工学・人工知能（機械学習）を用いて解決したい問題を抱えている企業様へのコンサルティング
面接の自動化，対人サービスの改善，営業スキルの自動評定システムを含む，センサ工学・人工知能
技術に基づく，対人コミュニケーションの自動解析に関する共同研究

マルチモーダルデータに基づく人間行動・コミュニケーションの推定・測定・
理解
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野々市じょんからまつりで、いしかわ大学連携インキュベータの
入居者 株式会社グランゼーラが「災害時の擬似体験」を行いました。

主な内容

1．i-BIRDの活動

2．施設概要等

3．産学連携の紹介

いしかわ大学連携インキュベータ（i―BIRD）は、石川県立

大学・金沢大学・金沢工業大学・北陸先端科学技術大学院大

学等が有する研究成果の活用や大学との共同研究展開に

より、新事業創出を目指す皆様の活動を支援する施設です。

当施設の様々な取り組み内容や入居者の事業活動について、

ご紹介します。

『研究開発』と『事業化』をサポートする

アイ・バード

Vol.19
活動のご紹介

施設にはインキュベーションマネージャー（支援スタッフ）が常駐しています。ぜひ、お気軽にご利用ください。

いしかわ大学連携インキュベータ 〒921-8836
石川県野々市市末松三丁目570番

【お問い合わせ】

FAX : 076-246-4270
http://www.smrj.go.jp/incubation/i-bird/詳しくはホームページにて

〒920-0031　石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル10F

電話：076-223-5761　FAX：076-223-5762

http://www.smrj.go.jp/hokur iku/

中小企業と地域振興を
もっとサポート

セミナー等への
ご参加

入居者および新事業創出を

目指す方に向け、セミナー、

勉強会などを開催し、各種

情報を発信しております。

i－BIRDでは、新事業の創出に取り組む企業を支援しています

■お問い合わせ 当施設では、以下について皆様からのお問い合わせに対応いたします。
 お気軽にお問い合わせください。

技術・経営等の
ご相談

技術・経営などに関する様々

な課題について、インキュ

ベーションマネージャー（常

駐スタッフ）がご相談に対応

いたします。課題解決に必要

な専門家の紹介や大学研究

者とのマッチング活動を行い

ます。

石川県立大学
研究機器の利活用

入居者は、石川県立大学生

物資源工学研究所が所有す

る各種研究機器の一部を安

価にご利用いただけます。
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■所在地：石川県野々市市末松三丁目570番
（石川県立大学キャンパス内生物資源工学研究所隣接）
※シャトルバス：JR野々市駅より、「シャトルバスのんキー」（1日7便）に

乗車し 「県立大学」下車、徒歩すぐ
※バス：JR金沢駅または香林坊バス停等より、北陸鉄道バス「南部
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いずれかに乗車し、「加賀産上林」下車、徒歩約15分
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※お車：JR「金沢駅」より25分
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