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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.20
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/regional_hq/hokuriku/index.html

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30年3月発行
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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

車庫」、「辰口和光台」、「緑が丘十丁目」または「山島台四丁目」の
いずれかに乗車し、「加賀産上林」下車、徒歩約15分

※電車：北陸鉄道石川線「乙丸駅」下車、徒歩25分
※お車：JR「金沢駅」より25分
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会　場：ITビジネスプラザ武蔵
日　時：平成30年2月10日（土）
主　催：北陸起業家ネットワーク、中小機構北陸
参加者：93名
後　援：�（公財）石川県産業創出支援機構、（公財）富山県新世紀産業機構、（公財）ふくい県産業支援センター、

日本政策金融公庫、北陸銀行、北国銀行、福井銀行、金沢信用金庫
協　力：�（一社）石川ベンチャー倶楽部NEXT、とやま企業未来塾学士会、ふくい女性起業家交流会ふくむすび会

中小機構では北陸地区の起業家を育成するため北陸 3 県の起業家を一同に会し連携交流事業に積極的に
支援しています。
本年度は金沢市主催の金沢ベンチャー ITフェステイバルと連携し合同交流イベントとして開催いたしました。
オープニングは金沢市長の山野之義の挨拶から始まりセッション1では㈱DGホールディンググス　代表
取締役社長の松栄立也氏の基調講演「大きな敵と戦う、小さな会社の知恵」セクション2では㈱リフカム　
代表取締役�清水�巧�氏の講演「成功と失敗
から学ぶ、ITスタートアップの立ち上げ方」
セクション3では中小機構本部担当者と北陸
3 県のベンチャー代表者とトークセッション
が行われ、活発な意見交換が行われました。
交流会では講演者、北陸3県の起業家代表者と
参加者との有意義な交流が行われました。この
イベント成果の一つとして参加者から起業家
グループに今後参加したいと言う申し出が10
名ほどありました。

i-BIRDの活動1
北陸3県発　起業家の連携交流事業イベント

（1） 北陸3県起業家の集い in 金沢ベンチャーITフェスティバル

（2） 平成29年度いしかわ大学連携インキュベータ運営委員会
いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）で開催

平成29年12月 13日（水）

いしかわ大学連携インキュベータ運営委員会は、いしかわ
大学連携インキュベータの運営の基本事項について協議
するもので、関係機関間の厳密な調整・協力をもって
円滑な入居者支援及び事業推進を図ることを目的として
年1回開催しています。
中小機構北陸本部長占部より挨拶、機構の年度活動方針、
実績、活動報告及び活動計画。事務局からは i-BIRD の
運営状況、年間活動状況について報告、関係機関、連携
4大学からの報告、意見交換が行われました。
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平成29年11月 22日（水）
「2時間でわかるAI 最前線」
講師：金沢大学　理工研究域　機械工学系　
� 教授　立矢　宏�氏
� 金沢大学　理工研究域　機械工学系
� 准教授　渡辺　哲陽�氏

AI を活用した物流システムの自動化・ロボット技術の
研究についてわかりやすくお話をいただきました。

平成29年12月 6日（水）
「あたらしくなった「新連携」って？！
	 〜新サービス事業の創出〜」
第1部講師：�中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局
� 産業課長　青山　美代子氏
� 中小機構北陸
� 統括プロジェクトマネージャー　藤本　哲也
� 「新連携における新サービスとは？」
第2部講師：�講師　シタテル㈱　CEO　河野　秀和�氏
� 「新事業の需要掘り起こし、事例紹介」

新連携事業は平成27年から認定対象とする事業が、「ものづくり」から「新サービスを提供」へと変わって
おり、制度の周知及び案件発掘を目的に開催しました。

平成30年３月１４日（水）
「AI を活用した介護事業における新事業展開」
講師：株式会社ロジック　代表取締役社長
� 和田森　久志�氏

AIで変わる介護事業として、AIを利用し、スマフォによる
介護管理システムなどの開発と、知識とニーズの集約で、
AIによる介護の効率化の取組みについて、お話頂きました。

（3） 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

金沢勤労者プラザで開催

いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）で開催

3



北陸3県のインキュベーション管理者及び実務担当者情報交換の場

（4） 北陸インキュベーションフォーラム
会　場：高岡テクノドーム
日　時：平成30年2月15日（木）13時30分から16時 30分
主　催：中小機構北陸本部
参加者：21名
後　援：�（公財）石川県産業創出機構、（公財）富山県新世紀産業機構、（公財）ふくい産業支援センター、

富山県ビジネスインキュベーション推進協議会

中小機構では北陸地域の活性化を目指しビジネスインキュベータ（BI）の運営や支援活動に関して情報提供
や地域の公的 BI と中小機構 BI との間で課題認識や支援事例等、外部機関や BI 間の連携やネットワーク
形成、地域のおけるBI の支援機能の向上、支援成果の創出、認知度向上のため「北陸インキュベーション
フォーラムを」開催いたしました。
今回のイベント内容は第1部として宮崎大学地域資源創成学部、丹生晃隆　准教授の「改めてインキュベー
ション施設の意義を考える」〜支援活動と成果に関わる研究結果から〜を基調講演して頂きました。
第2部はパネルデスカション　中小機構　本部統括 IM加藤英司がコーディネーターで、東大柏ベンチャー
プラザCIM原田博文。ながさき出島インキュベーター CIM 宮本美沙。滋賀県産業支援プラザ舩越英之氏。
基調講演者の丹生晃隆氏の以上 5 名で、日ごろの支援活動・事例を発表して頂き参加者からは意見交換
の中で支援課題認識等大変意義深かったとの高評の評価を受けました。
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( 有 ) 食品環境研究センター	代表
新蔵　登喜男

当社は食品安全に関するシステムの構築と周辺技術（食品微生物制御）の開発をメイン業務として
きました。
日本の食を取巻く環境は国内外の影響を常に受け続けてきました。これらに対応するために必要な
情報収集とシステム開発をするには、i-BIRDは最適な環境でした。また、産学連携による技術開
発などの支援を農林水産省や文部科学省の事業によるプロジェクトでコーディネータ業務を行え
たことは、事業の幅を広げるチャンスとなりました。

１：i-BIRD入居後活動について
活動拠点を野々市市から金沢市に移し、食品安全に関するシステム開発の活動をさらに活発化
させます。現在開発中の食品安全システムに IT を組み込み、食品工場または食糧生産と流通に
関係する分野へ応用展開を進めます。
開発した食品安全システムをブラッシュアップし続け、北陸から全国へ活動エリアを広げ本格的に
展開します。また、海外（東南アジア）にも活動の幅を広げグローバルに展開中です。

２：i-BIRD卒業後の成長プランについて
食に関連するニーズは今後ますます多様化することが予想されます。
日本の人口減少は文化や産業活動に大きく影響していきます。とりわけ食の消費と人口問題は
直結していて、顕在化している問題だけでなく潜在的な問題をも検討し、食品安全システムと周辺
技術を使って解決のための課題設定を考えていきます。
今後の成長プランは食品産業のニーズを的確にとらえたサービスの提供です。特に海外の労働者が
増える中で、文化や価値観のことなる人たちとのコミュニケーションを、ITを組み込んだシステム
で補うことができれば、新たなビジネスとしての広がりが期待できます。このことは海外における
展開をも可能にすることを意味しています。

３：i-BIRDに入居して良かったこと
産学連携による技術開発を進めるにあたって、大学との人脈を多く持つことができたことが大きな
メリットでした。また、セキュリティーがしっかりしているので、安心して業務を進めることが
できたことも良かった点としてあげられます。
必要な情報をタイムリーに入手するためのアドバイスをもらえたことや、入居者との交流をセッ
ティングしてもらい異業種とのマッチングチャンスも多くありました。さらに、定期的に企画され
ている種々のセミナーは質が高く、毎回は参加できなかったのですが、とても役に立ちました。

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
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　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。

6



施設概要等2
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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　016）

虫を光で意のままに操る

石川県立大学　生物資源環境学部　生産科学科　応用昆虫学

弘中　満太郎　准教授　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

応用昆虫学、動物行動学
研究テーマの狙いとその成果
　大学の学部生の頃から15年にわたり、森の地表で生活するあるカメムシの行動の研究を
続けていた。そのカメムシが森の中でどのような情報を利用して自分の巣へ迷わずに帰る
のか、という基礎研究だった。それは害もなければ益もない、しかし魅力的なカメムシで、
夢中になって研究をした。ただ、害虫学研究室の出身で応用昆虫学の分野に顔を出すことが
多かった身としては、少し肩身が狭いような気持ちを抱くことがあったように思う。ポス
ドクだった2009年に、農林水産省の委託プロジェクト研究「生物の光応答メカニズムの
解明と省エネルギー、コスト削減利用技術の開発」に参加する機会を得て、そこではじめて
昆虫の光防除という応用研究を始めた。同じカメムシの仲間だが、今度は果樹の害虫である
カメムシを材料として、まずはその走光性の特徴――光に対してどう定位して移動するか
――を調べてみた。2009年 4月、出身大学の研究室で、偶然飼育ケースから逃げ出した
カメムシが見事な軌跡を描きながらパネル型 LED光源の縁の部分に歩いて正確にたどり
着くことを目撃し、何か特別なことが起こっている、と興奮したことが忘れられない。
カメムシを飛翔させても、他の昆虫種で試しても、虫は光源の縁に作られる視覚的な
エッジの部分に向かう（図1）。エッジに強く誘引されるというこの現象を利用することで
新しい光捕虫器ができると考えた。
　特許出願を終え、昆虫走光性のエッジ効果と名付けたこの現象を、2013年の日本応用
動物昆虫学会大会において発表した。大会会場に来ていたある防虫関連会社の研究員の
方がその場で上司に電話をしてくださり、工場用の新型 LED光捕虫器の開発の共同研究が
決まった。その共同研究の成果として、本年5月からエッジ式光捕虫器が上市される（図2）。
製品パンフレットの作成のため東京で取材を受け、その原稿が先週上がって来た。私の
つたない説明が上手くまとめられた文章と、熱心に説明している風の自身の写真を、気恥
ずかしい気持ちで校正した。自分が手がけた応用研究が製品という形になって工場に導入
され、ささやかに社会に貢献する日が近い。楽しみである。

今後の展開
　ここ数年注力しているのは、虫を寄せ付けにくい光源の開発である。視覚的なエッジを消すことや、光源を特定の周波数で点滅させる
ことで、全く新しい原理に基づいた虫に好まれにくいランプを作成できる。また、これまで光捕虫器で誘引することが困難と思われて
いる昆虫種を、個体や環境の条件を変えることで誘引する技術の開発を目指している。他にも、人工光を当てることで虫は行動を止め
たり、飛翔や歩行が出来なくなってしまったりと様々な反応を示す。光による多様な行動制御技術と製品の開発を進め、虫を意のままに
操ることができれば、もう少し虫のことが分かったように思えるかもしれないと考えている。

光捕虫器、光殺虫器、低誘虫ランプおよび低誘虫照明システム、光防虫資材、光害抑制システム

照明メーカー、防虫関連企業、農業資材メーカー、環境保全関連企業、その他

図1　�アシグロハモグリバエを用いたLED光源への
誘引実験の模式図と紫外LED光源への到達
位置分布。ハエは光源の下端に存在する水平
のエッジへ強く誘引される。

図2　�エッジ式光捕虫器。発光面の上半分に紫外光
源を、下半分に緑色光源を配置し、発光面の中
心に作出された水平エッジに誘引される虫を
粘着シートで捕殺する。

8



研究成果・実用化
（金沢大学　017）

光骨密度計測プロジェクト
〜自分の骨密度ご存知ですか？	

金沢大学　理工研究域　機械工学系

田中　茂雄　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

光生体計測　生体医用工学、生物工学
研究テーマの狙い
　骨は、荷重の支持、外力からの臓器の保護、および筋肉と連携した機能的運動の実現といった力学的機能を担っており、機械工学
との親和性の高い研究対象ある。そのため古くから機機械工学分野の研究者によってバイオメカニクスという概念のもと研究が進めら
れてきた。私の研究室では、機械工学分野に留まらないより広範な学際領域であるバイオエンジニアリングの観点から、新たな骨粗
鬆症の予防法や治療法について研究を行っている。本稿では特に近年意欲的に取り組んでいる研究テーマである光を使った骨密度計測
法について紹介する。

骨粗鬆症と骨密度
　骨粗鬆症は加齢と伴に進行し、自覚症状もないことから日常的な転倒で骨折してはじめて罹患していることに気づくことが多い。この
骨粗鬆症に起因する骨折は、多くの場合、大腿骨の股関節部で発生するため寝たきり状態を招き、それが認知症の原因となっている。
このように、骨粗鬆症は高齢者の健康寿命を縮め、生活の質を著しく毀損するだけではなく、医療・介護費を増大させる大きな要因となっ
ている。一方で、骨祖鬆症の治療は難しく、完治することはないため、治療よりも予防に重点を置くことが合理的である。特に、骨密
度の現状を知り、早期から必要な予防策を取ることが最も重要である。しかしながら残念なことに、現在使用されている骨密度計測
装置は病院に設置された大型装置であり、またエックス線による被ばくのリスクがあるため、気軽に自身の骨密度チェックに使うこと
はできない。より簡易的で小型な装置の開発し、定期健康診断などを利用することで自身の骨密度を知る機会が得られると考えている。

光骨密度計測装置
　本研究室では、生体透過性に優れた近赤外光を使うことで生体内骨密度を計測する装置を開発した。
近赤外レーザー光を皮膚表面に照射すると、深部にある骨組織で光が反射・散乱し、皮膚表面において
骨密度に依存した光強度分布を得ることができる。この光強度分布の特徴から骨密度を予測することが
できる。なお、皮膚の厚さや色などの影響を軽減するために、本装置ではスリットを組み込んだ光学系を
採用することにより準直進光のみを検出するように工夫している。上記、レーザー光源、検出器、光学系、
信号処理電子基板、およびバッテリー等を一体化し、手に持って使用することのできるプロトタイプを
完成させた。計測は手首の尺骨突起に対し行われ、近赤外レーザー光が同部位に照射された際生じる
照射位置周辺の光強度分布が計測される。計測時間は10秒程度であり、即時に骨粗鬆症の判定と予測
骨密度が表示される。

実用化に向けて
　現在、模擬骨試料を使った実験室レベルでの検証作業を終え、ヒトを対象とした臨床試験をタイ・バン
コクの病院で実施している。臨床試験では数百人規模で行われ、本装置と既存X線装置両方の計測結果を
比較することで、本装置の有効性を検証する。また、この大規模データを使った機械学習により、本装置
の骨密度予測精度の向上を試みている。今後、骨密度評価アルゴリズムを国、人種ごとにカスタマイズし、
多数の地域での計測データを一元的に管理するためのクラウドシステムの構築を行う予定である。

骨粗鬆症スクリーニング、予防医学、健康管理

クラウドシステム、情報セキュリティ、メカトロニクス
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研究成果・実用化
（金沢工業大学　014）

研究分野

応用分野

連携を希望する企業の業種・技術

難燃材料，無機材料化学，固体電気化学
研究テーマの狙いとその成果
　火災による被害を防ぐためには，建築材料や身の回りの物を燃えにくくすることが大事である。20世紀
末に建築基準法が改正され，木材など燃えやすい材料でも，基準を満たすよう燃えにくく加工されていれば，
鉄やコンクリートと同じ用途に不燃材料として使用できるようになった。この流れで登場したのが「不燃木材」
であり，従来は鋼鉄しか使用できなかったマンション，ホテル等のドアに木材を使用できるようになった。
　我々の研究グループでは，高濃度で難燃性能の高いポリホウ酸ナトリウム水溶液（図1）を開発し，木材に
加圧含浸することで不燃認定レベルの木材，集成材を開発することに成功している（図 2）。また，同水
溶液を硬質ウレタンフォームに含浸することで，不燃認定レベルに加工することにも成功している（図3）。
紙，木材，木質材料，ウレタンフォーム，不織布などには水溶液の含浸により不燃・難燃加工する技術を確立
している。さらに，最近は，塗膜化剤，炭化剤などを配合し，塗布で難燃性能を付与する技術や，合成樹脂に
溶融混練して難燃化する技術も開発することに成功している。
　我々の難燃剤研究の出発点はホウ酸ナトリウムであったが，最近はリン酸塩，ケイ酸塩など他の難燃剤との
併用についても研究を進めていて，一部に相乗効果があることを見出している。難燃剤研究に取り組む数
少ない大学の研究室の一つであり，蓄積している技術・ノウハウも数多い。難燃化については単純なところ
から解決策が得られることも多いので，ぜひ相談して欲しい。　

プラスチック製品の難燃化，紙・木材・木質材料の不燃・難燃化

プラスチック成型品メーカー，建材メーカー，家具メーカー，鉄道部品・船舶部品メーカー

図1　�木材の不燃化に使用する
ポリホウ酸ナトリウム水溶
液の外観

図2　�不燃化したスギ材の燃焼試験後の外観
（上面から加熱）。上半分のみ炭化して
いる。

図3　�難燃化した硬質ウレタンフォーム
（1cm厚）をガスバーナーで12分間
加熱後の外観。燃焼せず，加熱面が炭化
するだけで，貫通は見られなかった。

ホウ酸塩を用いた新しい不燃木材・
難燃性プラスチックの開発

金沢工業大学　バイオ・化学部　応用化学科�

露本　伊佐男　教授
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研究分野

応用分野

連携を希望する企業の業種・技術

Visual	Computing,	Fun	Computing
研究テーマの狙い
　CG、特にプロシージャル（手続き的）モデリングや質感表現に関心を持っている。また、メディア技術
とセンシングデバイスの組み合わせによるインタラクティブな仕組みの開発にも興味を持っている。今まで
にない新しい表現手法を生み出すことを目的に、CG技術をコアにその周辺分野の知見を積極的に取り入れ
ている。

（1）Visual Computing
　プロシージャルモデリング、質感表現、
アニメーション、ノンフォトリアリス
ティックレンダリング、画像処理などの
研究を進めている。また、感性情報
処理や制作支援などにも取り組んで
いる。例えば、漆工芸に用いられる金箔
および漆素材の反射率の計測データを用いた素材表現や、手作業での制作に多大な時間を要する大量の幾何
形状をプロシージャルに生成することで、制作支援を目指した事例などがある。
�

（2）Fun Computing
　“Fun�Computing”とは、人々を
楽しませるためのメディア技術の応用
法を意味する造語であり、退屈な作業や
身体を動かすことへの動機づけになる
と考えています。
　例えば、体験者は現実世界で積み
上げた積み木が、仮想世界でダイナミックに城に変化するという体験を楽しむことが出来たり、カクテルの
材料を風景の要素とし、それらをシェーカで混ぜる事で風景のCGを作成する事が出来るインタラクティブな
作品を制作した。

印刷、ゲーム産業、インターネットサービス産業、コンテンツ制作

コンテンツ制作、エンタテインメント

研究成果・実用化
（JAIST　014）

メディアの力で未来を楽しく

北陸先端科学技術大学院大学　先端科学技術研究科

宮田　一乘　教授
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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.20
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/regional_hq/hokuriku/index.html

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30年3月発行
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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

車庫」、「辰口和光台」、「緑が丘十丁目」または「山島台四丁目」の
いずれかに乗車し、「加賀産上林」下車、徒歩約15分

※電車：北陸鉄道石川線「乙丸駅」下車、徒歩25分
※お車：JR「金沢駅」より25分
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