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本書の説明

農林水産省は、令和元年度から令和３年度において、「農林水
産業等研究分野における大学発ベンチャーの起業促進実証委託
事業」を実施致しました。
本事業では、農林水産業・食品産業分野の大学発ベンチャーの
方々に対し、それぞれのステージに応じた事業化支援を行いました。
本事業で御支援した大学発ベンチャーの皆様に対し、事業化に
向けた歩みや立ち上げ時にぶつかった壁や今後の展望、食農分野
の可能性など、現場の生の声をヒアリングし、取りまとめました。
農林水産業・食品産業のスタートアップに御関心の皆様や、新技
術に御関心の皆様、研究成果の社会実装を目指す研究者の方々
など、幅広い方々にご覧いただき、当該分野の事業化に向けた参
考として御活用いただければ幸いです。
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農林水産業・食品産業×大学発ベンチャー

Part1

Introduction

農林水産業・食品産業×大学発ベンチャー

農林水産業・食品産業が抱える課題の解決に向けて期待が集まる大学発ベンチャーについて
現状と今後の期待についてまとめました。

農林水産業・食品産業における大学発ベンチャーへの期待

イノベーションの担い手としての大学発ベンチャー
• 我が国の大学においては、農林水産業や食品産業が抱える課題の解決や、
新しい市場の創出が可能となるような、革新的な研究シーズ・技術シーズが、学
部や分野を問わずに多数保有されています。こうしたシーズについて、農林水産
業や食品産業の現場への実装を後押しすることで、新たなイノベーションの源泉
になり得るのではないかと考えております。
• とりわけ、「大学発ベンチャー」は、大学に潜在する研究成果を掘り起こし、新規
性の高い製品により新市場の創出を目指す「イノベーションの担い手」として期
待が高まっており、大学発ベンチャー数の推移も増加傾向にあります。
• 農林水産業・食品産業分野の大学発ベンチャーとしては、東京大学発の「株
式会社ユーグレナ」が成功事例として紹介されることが多いですが、大学発ベン
チャーの設立は進みつつある一方で、ユーグレナのようにIPO※1やM&A※2など、
Exit（投資回収）まで到達している企業は、農林水産業・食品産業に限らず
※1：Initial Public Offering、新規株式公開を指す
まだまだ少ない状況です。
※2：Mergers & Acquisitions、売却や合併を指す
日本における大学発ベンチャー数の推移
（社）
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出所）経済産業省「大学発ベンチャーデータベース」
ここで、大学発ベンチャーは、研究成果ベンチャー、共同研究ベンチャー、技術移転
ベンチャー、学生ベンチャー、関連ベンチャーのいずれかに当てはまる企業を指す
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• 世界においては、アグリ・フードテックへの投資が拡大基調にあります。我が国に
おいては、諸外国と比較するとまだ投資額が少ない状況ではありますが、昨年
（2021年）我が国で資金調達を行ったスタートアップをセクター別に見ると、
フードテック分野も伸びているという調査(注)もあり（前年比144.91％（129.9
億円→318.0億円））、今後も拡大が期待されます。
• 大学発ベンチャーの方々の事業化が進むようなエコシステムを構築し、我が国
農林水産業・食品産業分野のイノベーションの担い手として力を発揮していた
だくことが期待されます。

（予測）

(注) JVCA「内閣府イノベーション・エコシステム専門調査会第1回資料(2022.2.21)」より。上記のグラフと出典が異なるため、両者の数字は一致しない。
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採択事業者の紹介

Part1

Introduction

採択事業者の紹介

ミッション・ビジョン

令和元年度～３年度の農林水産業等研究分野における大学発ベンチャーの起業促進実証委託事業
の採択事業者についてご紹介いたします。

令和元年度

• 事業概要
会社ロゴ

令和２年度

Unlock the Potential
of Microbes

～植物から、無限大の可能性を～

• 微生物のシングルセルゲノム解析技術を
用いた受託解析及び共同研究開発

×

グランドグリーン株式会社

• ゲノム編集技術等を活用した新種苗の
研究・開発及び接木苗生産システム事業

×

早稲田大学

WASEDA University

ゲノム編集産業革命で
人々の暮らしを豊かに

誰もが安心して「豚肉」を
楽しむ未来を創る

株式会社セツロテック

• ゲノム編集による受託事業・研究開発・
商品販売及びゲノム編集関連サービス

×

ヒトと農作物と環境に
優しい農薬を
• バイオサイエンスを基盤とした、農薬原体
（有効成分化合物）の研究・開発

×

東京大学

THE UNIVERSITY OF TOKYO

大学ロゴ

令和３年度

サグリ株式会社

• 衛星データとAI技術・区画技術を活用した
データプラットフォーム事業の開発・提供

×

「食」で未来の
健康社会に貢献

株式会社Eco-Pork

• 養豚経営管理ソフトウェア及びIoTセンサー
等のハードウェアの開発・提供

×

水不足の課題に
イノベーションの力を

株式会社アグロデザイン・スタジオ

×

⼈類と地球の共存を
実現する

Envision Future Plants

bitBiome株式会社

HPのQRコード

会社名

株式会社ウェルナス

• ナスに含まれる健康成分（コリンエステル）
を活用したナスサプリメント製造・販売

×

Empowering Farmers
for Tomorrow

EF Polymer株式会社

• 100%オーガニックで完全生分解性のオーガ
ニック超吸水性ポリマーの開発・提供

×

輝翠TECH株式会社

• 宇宙探査技術とAI技術を活用した自動走
行ロボット(四輪駆動ローバー)の研究・開発

×

採択事業者の紹介
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採択事業者の紹介
Introduction

採択事業者の紹介~事業ステージ及び資金調達調達状況~

採択年度

企業名

令和元年度～３年度の農林水産業等研究分野における大学発ベンチャーの起業促進実証委託事業
の採択事業者の事業ステージ及び資金調達状況をご紹介いたします。（※2022年1月時点）
ステージ

ステージの概要（大学発ベンチャーの視点）

起業前

起業前の準備段階
商業的事業がまだ完全に立ち上がっておらず、製品・サービスの
PoC（Proof of Concept）実施前または実施している企業

アーリー

PoC後、製品開発及び初期のマーケティング、製造及び販売活
動を実施している企業

レイター

最終製品・サービスの発売を始めており、在庫または販売量が
増加している企業
持続的なキャッシュ・フローがあり、IPOやM&A直前の企業

ミドル（シリーズB, C）
アーリー（シリーズA）
グランドグリーン株式会社
2017年

令和２年度

約3.3億円

令和元年度

EF Polymer株式会社

株式会社アグロデザイン・スタジオ

令和３年度

令和３年度

2020年

4,000万円

株式会社ウェルナス

2017年

非公開

令和３年度

輝翠TECH株式会社

2021年

累計調達額

（シリーズD～）

令和２年度

シード
起業前

設立年

レイタ―

シード

ミドル

Part1

非公開

2018年

2.6億円

令和元年度

bitBiome株式会社

2018年

10.8億円

令和元年度

株式会社セツロテック

2018年

5.29億円

サグリ株式会社

2018年

約1.55億円

令和２年度

株式会社Eco-Pork

2017年

9,000万円
採択事業者の紹介
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令和３年度採択事業者による対談

大学発ベンチャーから農林水産業・食品産業に
イノベーションを！

田中 貴

～対談ゲストの紹介～

助教とCTOの二足のわらじ

×

Special Issue
小山 正浩

Tamir Blum
サグリ株式会社
CTO
岐阜大学
助教

宇宙から農業変革への挑戦

×

Part2

輝翠TECH株式会社
代表取締役社長
CEO

株式会社ウェルナス
代表取締役社長
CEO

食で実効的な健康を届ける

×

【事業概要】

【事業概要】

【事業概要】

• 衛星データを活用した土壌分析サービスを研究開発
しており、生育状況の見える化、施肥コスト削減など
の営農コンサルサービス提供を狙う

• 今後、草刈りや農薬散布、センシング、データ分析の
機能も付帯し、世界規模で農業の手助け狙う

• 個々人の体質に合った栄養バランスを分析し、最適
化された食事を提案するAI食アプリを研究・開発

• 耕作放棄地の調査・情報集約を、衛星データを用い
て実施・提供するサービス「ACTABA」 を提供

【略歴】

• 岐阜大学応用生物科学部にて助教として数年間
従事（専門：作物栽培学）
• 2021年1月にCTOとして参画（助教との兼業）

• 月面探索ロボット技術を活用して、凹凸のある地面
でも自動走行し、収穫した果実の運搬を支援するロ
ボット（四輪駆動ローバー）を研究・開発

【略歴】

• UCLA修士課程修了（専攻：航空宇宙工学）
• SpaceX社、 AeroVironment社にインターン
• 東北大学博士修了後、起業

• 未利用廃棄ナスを原料に、ナスに含まれる健康成分
（コリンエステル）を活用した世界唯一のナスサプリ
メント製造・販売

【略歴】

• 信州大学修士課程、博士課程修了（専攻：機
能性食品科学）
• 信州大学の博士研究員として勤務後、起業

大学発ベンチャーから農林水産業・食品産業にイノベーションを！
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令和３年度採択事業者による対談

大学発ベンチャーから農林水産業・食品産業に
イノベーションを！

田中 貴

令和3年度採択事業者であるサグリの田中氏、輝翠TECHのTamir氏、ウェルナスの小山氏。
大学発ベンチャーとして活躍する3人が、大学発ベンチャーの現状と今後の展望を語ります。
発酵キョウバク（蕎麦の発酵物）
を知り、試したところ血圧が下がり、
ーー 皆様はどの様な経緯で大学発 初めて朝まで熟睡できました。非常
ベンチャーを起業または参画されたの に感動して、修士課程から信州大
学で研究を行い、降圧作用の有効
でしょうか。
成分がコリンエステルであること、ナ
Tamir 私は元々宇宙分野、特に
スに非常に多く含まれていることを
月面探査ロボットの研究を行ってい
発見しました。ナスという身近な野
ました。宇宙分野という未来に向け
菜で自分が強く実感した効果を社
た研究は楽しみがある一方で、技
会に還元して、血圧・睡眠障害の
術の進歩には時間がかかることも認
悩みを抱えている世界中の人々を
識していました。東北大学に入学し
健康にしたいという思いから、自身
てリンゴ農家の農作業を手伝う中で、
でベンチャー企業を立ち上げました。
日本の農業界は高齢化や人手不
足等の大きな課題があることを痛感 田中 私は学生時代から日本や中
国を中心に営農の研究をしていまし
するとともに、研究してきた宇宙分
たが、有用な技術を利用するように
野の技術で解決できると思い、農
農家に働きかけても現場を変えるこ
業分野への挑戦を決めました。農
家に寄り添い、大企業より柔軟かつ とができず、歯がゆい思いをしていま
迅速に課題を解決するべく、自身で した。助教になってから、研究者とし
て論文を書くことはできても研究成
ベンチャー企業を立ち上げました。
果を実際に現場に普及することは
小山 私は遺伝的な高血圧体質で、
難しく、別のアプローチが必要だと感
眠りが浅いといった睡眠障害にも悩
じました。どうすれば有用な研究成
まされており、高校生の頃には降圧
果を社会実装出来るか考え、リバ
薬を勧められました。薬に頼りたくは
ネス主催のTECH PLANTERに参加
なかったため様々な健康食品等を
したところ、ファイナリストに選出いた
試しましたが、効果は無く諦めかけ
だきました。その際に、同じくファイナ
ていた時に、信州大学の中村准教
リストに選出されていた弊社CEOの
授が研究していた降圧作用を持つ
坪井と出会い、坪井からの熱烈な
アプローチを受けて、ビジネス経験を
磨くことが今後のキャリアに活かされ
ると考えてCTOとして参画しました。
ーー 皆様のご経験は様々ですが、
研究成果・技術を社会実装し良い
未来を作る、という想いは共通です
ね。想いを基に自ら動く、そのチャレ
ンジ精神・行動力に脱帽です。

起業／参画した経緯

起業／参画して良かったこと
ーー では、実際に起業／参画されて
みて、良いと思っていることや、その
良さを活かして行っていることを教え
てください。
小山 大企業や研究者と比較する
と、ベンチャー企業は消費者に近い
ことが良いことであり強みでもありま
す。実際に多くの消費者の声を聞き
ながら、クイックに商品や販売方法
のブラッシュアップができています。
Tamir 小山さんに近いですが、農
家と直接交流することで、どうすれ
ば農家の役に立つのかを意識して
サービスデザイン・プロダクトデザイン
ができています。また、農家だけでな
くVCや業界関係者等、様々な人と
コミュニケーションを取ることができ、そ
の経験をビジネスに活かすこともでき
ていると思います。
田中 私もベンチャーに参画してから
様々な経営者やVC、農家等と繋
がることができました。それによって視
野が広がり、研究がどのように役に
立つのか、実用化するにはどこまで
研究を進めれば良いか等、民間企
業の視点も意識できるようになりま
した。私は大学の職員でもあります
ので、この経験は研究活動だけでな
く教育にも活かすことができると考え
ています。
小山 その他、自分が研究・開発し
た今までに無い新しい技術を持って
世の中に切り込んでいく、世の中に
広めていける、というのはベンチャーな
らではの魅力ですね。

Special Issue
小山 正浩

Tamir Blum
サグリ株式会社
CTO
岐阜大学
助教

ーー 自身の研究成果・技術を自分
の手で普及させていくのはとても“や
りがい”を感じそうですね。また、顧客
を含め様々な人と接する機会が多
く、その経験をすぐに活かせることは、
企業としても自分自身としても成長
に繋がるのですね。

起業／参画後の苦労
ーー 逆に、起業／参画してから苦
労されたこと、もしくは苦労されてい
ることはありますか。
Tamir 経営の知識を身に着け精
緻な事業計画を作ること、それを基
に起業初期の資金調達を行うこと
に苦労しました。現状では日本はア
メリカに比べてベンチャー企業への出
資の金額が小さくタイミングも遅い
傾向にあるため、起業前後のベン
チャー企業にとって、自由度の高い
資金の支援は少額でも非常に有
効かつ必要な支援だと考えています。
また、私の場合はビザ取得や銀行
口座開設、補助金申請等の慣れ
ない事務手続きの労力が大きく、
思うように研究開発が進まないこと
もありました。特に起業前後の時期
は、事務手続きや経営について相
談できる人をなかなか見つけられず
苦労しました。
小山 私もTamirさん同様、起業前
後の時期に経営について相談でき
る人、コンサルタントを探していました。
研究者として研究のみ行っていたた
め経営についての知識は十分では
なく、私の場合は特にコスト管理や
商品のプロモーションの面で課題を
感じており、サポートが必要でした。

Part2

輝翠TECH株式会社
代表取締役社長
CEO
田中 確かに、研究者は経営の知
識を持つことが難しい一方で、事業
化に向けた人件費等のコストがどれ
ほどかかるか、等経営の肌感覚・知
識は大切ですからね。私の場合は
弊社CTOと岐阜大学の助教を兼
業しているため、限られた時間の中
で両立することが大変だと感じてい
ます。また、事業展開の上で大切な
農家との関係性構築については、
本社がある地域では比較的関係
性を構築しやすいですが、それ以外
の地域では難しく苦労しています。
ーー 皆様の実情がよく分かりました。
率直にお話しいただきありがとうござ
います。共感される人も多いのでは
ないかと思います。

苦労の乗り越え方
ーー では、起業／参画したことによ
る苦労をはどのように乗り越えました
か。また、その時にありがたかった支
援はありますか。
Tamir 起業前に独学で経営の勉
強を始めて、先輩起業家に技術
面・事業面でのアドバイスを頂いて
いました。また、VCや大学が主催す
るピッチイベントに積極的に参加して
投資家と会話することで、自分と投
資家が求めていることのギャップを理
解して、事業計画のブラッシュアップ
を行いました。その結果、弊社設立
後３か月でVCやエンジェル投資家
から出資いただくだけでなく、本事業
や地方自治体の事業に採択いただ
くことができました。

株式会社ウェルナス
代表取締役社長
CEO
これら資金を活用して、事務手続き
や経営のコンサルタントと契約しアド
バイスをもらいながら、実証実験や
エンジニアの採用等を進めています。
小山 私は起業前にNEDOのTCP
に参加しビジネスについて勉強させて
いただきました。その後、NEDOや
VC等から信頼できるアドバイザーの
方を紹介してもらい、経営やマーケ
ティング、プロモーション戦略について
日々アドバイスをいただいています。
また、信州大学が大学発ベンチャー
の認定制度を設けてくれたことで、
大学発ベンチャーと名乗ることができ
信用性が上がり、消費者や農家、
協力パートナーとの関係性構築の際
に役に立ちました。
田中 大学との兼業については、自
分で時間を上手く捻出しながら両
立を行っています。兼業に対するサ
ポートが更に拡充・普及されれば兼
業する人も増え、研究成果や技術
の社会実装がより進むのではないか
と思います。農家との関係性構築
については、VCや地方銀行等の
ネットワークを活用させていただいて
いる他、地方自治体の実証事業
等に採択いただくことで、徐々にで
はありますが、色々な地域で農家と
の関係性を構築することができてい
ます。
ーー 資金面の支援だけでなく、ネッ
トワーク構築支援や経営・技術に対
するアドバイス等の支援はベンチャー
企業にとって重要な支援ですね。

大学発ベンチャーから農林水産業・食品産業にイノベーションを！
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令和３年度採択事業者による対談

大学発ベンチャーから農林水産業・食品産業に
イノベーションを！

田中 貴

令和3年度採択事業者であるサグリの田中氏、輝翠TECHのTamir氏、ウェルナスの小山氏。
大学発ベンチャーとして活躍する3人が、大学発ベンチャーの現状と今後の展望を語ります。
2地点間の自動走行及び生産者
の自動追尾が可能ですが、農作業
ーー 過去・現在についてお話を伺っ を幅広くサポートできるように、草刈
てきましたが、各社の事業について、 りや農薬散布、農場センシング等の
追加機能の開発も進め、早期に、
今後の目標や計画を教えていただ
農家が安価に導入できる製品とし
けますでしょうか。
田中 今後の目標として、まず既存 てリリースすることを想定しています。
ーー 皆様明確な目標・計画を持っ
事業の「ACTABA」の事業拡大を
行いながら、研究開発を進めている ており、お話しいただいたことが近い
将来に実現され、各社の製品や
衛星データを活用した土壌分析や
植生分析について実証実験を行い、 サービスが世の中に広まっていくイメー
精度を高めて数年内に農家や農業 ジが湧きました。
関連事業者に提供していきます。ま
今後の取組・課題
た、CEOの坪井が発展途上国の子
供の自己実現を支援したいという
ーー 今後の目標を実現するにあたっ
思いを持っているため海外展開も
ての具体的な取組や課題について
行っていく予定です。現在は、インド 教えていただけますか。
に拠点を持っており、この実績を踏
田中 土壌分析や植生分析につい
まえてASEAN諸国等にも展開すべ
て、教師データとなる地上データ収
く検討を進めています。
集を進めていますが、更に多くのデー
小山 ナスのサプリメントは血圧改
タ収集が必要です。データの量が増
善の機能性表示認可を取得できた えることで分析精度が向上するため、
ため、機能性表示サプリメントとして データを保有している研究機関や専
販売・展開を進めていきます。その
門機関にご協力いただけると助かり
際に、ナスのサプリメントの効果を必 ます。また、実証実験やデータ取得
要としている人に届けるためのシステ にご協力いただける自治体や農家と
ムとしてAI食アプリの実装を進めて
も連携していきたいと考えています。
いきたいと考えています。また、AI食
アプリは健康実現だけでなく、体調
管理に有効なツールでもありますの
で、食産業に関連する幅広い分野
へ普及を進めていきます。
Tamir まずはロボットのプロトタイプ
の改良を今夏までに進めて、今夏に
大規模な実証実験を行いたいと考
えています。現在の機能として

今後の目標・計画

実際に農家にサービスとして提供す
るために、アプリケーション開発を進
めていきます。
小山 現状では会社及びサービスの
認知度の低さが課題だと感じていま
す。他社との連携や新規販売ルー
トの確立等により効果的なプロモー
ションを行い、より多くの人にナスの
サプリメントやAI食アプリについて認
知いただき、活用いただきたいです。
また、AI食アプリは、運動機能の向
上や肌年齢の若返りなど消費者が
実現したいものと食との関連性を分
析して自己実現に最適な食を提供
するシステムのため、様々な企業と
連携して新しいソリューション開発に
取り組みたいと考えています。
Tamir 弊社は起業して間もないた
め、体制や設備等は不足していると
思っています。特に量産体制が整っ
ていないため、量産に向けたパート
ナーを探しています。また、現状はロ
ボットを活用した収穫支援をメイン
にしていますが、サプライチェーンを横
断するようなソリューション展開を想
定しているため、JAや農機メーカー、
農薬メーカー、肥料メーカー等サプラ
イチェーンの主要なプレイヤーと連携
して新しいソリューション開発に取り
組みたいと考えています。
ーー それぞれ魅力的な技術は持って
いるものの、一社だけでできることは
限られてくるため、パートナー企業と
の連携が重要になってくるということ
ですね。

Special Issue
小山 正浩

Tamir Blum
サグリ株式会社
CTO
岐阜大学
助教

実現したい未来
ーー 今後の目標の先に、事業を通
じてどのような未来を実現したいと
考えていますか。
Tamir 今までロボットは工場や宇
宙を中心に活躍してきましたが、将
来的にはもっと身近なものになり、
新たな市場が創出され、人々が普
段の仕事や生活でロボットを活用す
るようになると考えています。弊社は、
農業現場に自律的で安全かつ安
価なロボットを普及することで、肉体
的な負担やコストを低減し、収入を
増加させるだけでなく、若い世代が
農業に興味を持ち従事してくれるよ
うな、持続的でスマートな農業を実
現したいと考えています。
田中 現在、衛星から様々なデータ
が取得できるようになっていますが、
データの活用はまだ開発途上にあり、
今後更なる発展が期待されていま
す。衛星から得られるデータと地上
のデータを活用することで、従来の農
作業を効率化するだけでなく、今ま
でに無い高効率・高付加価値の生
産方法を確立できるのではないかと
考えています。日本だけでなく、世
界中で持続的な農業を実現したい
と考えています。
小山 世の中に健康障害に苦しん
でいる方は大勢いますが、人それぞ
れ抱えている課題やその原因は異
なっています。弊社は、その人に最
適な機能性食品・食事を提案する

Part2

輝翠TECH株式会社
代表取締役社長
CEO
ことで、一人ひとりに合わせた実効
的な健康維持を食でサポートし、健
康で健やかな社会を実現したいと
考えています。
ーー 田中様・Tamir様は食を生み
出す「農業」から、小山様は農業で
生み出された「食」から、より良い未
来を実現させていこうと取組まれて
いるのですね。

株式会社ウェルナス
代表取締役社長
CEO
駆使して社会課題の解決に向けて
チャレンジして欲しいです。

後輩起業家へ一言
ーー 最後に後輩起業家に一言お願
いできますでしょうか。
小山 研究している技術が社会実
装され、助けられる・幸せになる人が
いる、というのは研究者として最大
の幸せだと思います。以前はその手
法として大企業との連携がほとんど
でしたが、今は自分でベンチャー企
業を立ち上げる／参画するという手
段が出てきています。良い技術が
あっても必ずしも成功するわけではな
いため、決して容易な挑戦ではなく
覚悟が必要ですが、研究者としての
夢の実現の手段としてベンチャーを
検討してみてはいかがでしょうか。
Tamir 自信を持って大きな夢を持
ち、それを叶えるために挑戦してほし
いと思います。現在社会には大きな
課題がたくさんあり、大企業で解決
できないことも、ベンチャーであれば
解決できることがあります。新しいこ
とに挑戦することで様々な経験を得
ることができ、自身の成長にも繋が
ります。技術や経験、ノウハウを

田中 研究者のキャリアの一つとし
てベンチャー企業で働くことは良いと
思っています。大学の研究ももちろ
ん重要ですが、研究をしているだけ
だと視野が狭くなってしまいます。企
業で働くことで、新しい視点で物事
を捉えることができるようになり、大
学での研究活動や教育にも活かす
ことができると考えています。
ーー 日本には魅力的な技術がたくさ
ん眠っていると思いますので、ぜひそ
の技術を社会実装するための手段
として大学発ベンチャーを検討いただ
きたいですね。
ーー 本日は皆様お忙しい中お時間
をいただきありがとうございました。農
林水産業・食品産業×大学発ベン
チャー何か、どういう思いをもって取り
組んでいるのか、今後の展望など貴
重なお話をお伺いできました。皆様
の今後の更なる発展を期待しており
ます。

大学発ベンチャーから農林水産業・食品産業にイノベーションを！
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令和元年度採択事業者インタビュー
Interview

令和元年度採択事業者

株式会社アグロデザイン・スタジオ
代表取締役社長 西ヶ谷有輝氏

×

ヒトと農作物と環境に優しい農薬を

御社の事業内容について教えてください。

【分子標的農薬の開発プロセス】

Part3

東京大学

THE UNIVERSITY OF TOKYO

課題であった資金調達をどのように進めましたか。
バイオサイエンス技術を基盤とした
独自の創農薬プロセスにより、硝化
菌の殺菌効果を飛躍的に向上させ
た、安全性の高い硝化抑制剤等の
農薬を開発しています。害虫・雑
草・土壌細菌等の駆除対象のみに
作用し、人間や栽培作物に影響の
ない、安全性が高く環境負荷の少
ない農薬の研究開発を進めていま
す。

どのような経緯で大学発ベンチャーを立ち上げたのでしょうか。

私は、東京大学の新領域創成科学研究科先端生命科学専攻において博士取得後、農研機
構で10年間研究員として従事していたのですが、自分の研究を実用化させたいという思いがあり、
2018年3月に当社を設立しました。
また、起業したことで、自分が研究者として捉えていたニーズやターゲットが、実際の農薬会社の
ニーズと乖離しているということに気づかされました。国の研究機関に在籍していた時にはあくまで研究
者として見られており、実用化に至るまでには、農薬会社と何度も話を続けていく必要がありました。

研究開発が事業基盤となる農薬開発のビジネスについて教えて下さい。
農薬開発は、①駆除対象の策定、②駆
除対象の解析・分析、③駆除効果を持つ
化合物のデザイン、④化合物の合成、⑤有
効性・安全性の検証といったように多くのプロ
セスがあり、長い期間を要します。そこをクリ
アして初めて農薬としての認可を得て生産・
販売が可能となりますが、自社で農薬を大
量生産し販売するには更に時間・人・物・金
が膨大に必要となります。当社では、医薬
【ライセンスアウトのビジネスモデル】 品・創薬分野でよく見られるビジネスモデルと
同様に、新規開発した農薬の特許権やノウ
ハウ等を大手農薬メーカーに売るという、ライセンスアウトのビジネスモデルを想定しています。やはり、
売上を生み出すまでの期間は長いため、研究開発・事業を継続していくための資金の確保は必須
であり、一番の課題でもありました。

起業前後に10社以上のVCに訪問し、資金調達の交渉をしましたが、「農薬ベンチャー」というのは
世間的には珍しく、すぐには資金調達に至りませんでした。しかし、並行して様々なアクセラレーション
プログラムやピッチコンテストに参加してビジネスモデルを磨いたことで、2020年１月に農薬ベンチャーと
して国内で初めてVCから資金調達（約１億円）に成功し、それを呼び水にして大型の補助金を
受けることができるようになりました。

本事業ではどのような支援を受けましたか。
ライセンスアウトのビジネスモデルであるため、知財移転の戦略が極めて重要になります。本事業で
は、特定の薬剤が世界各国で既に特許出願されていないかの調査を支援いただきました。薬学分
野などでは、そのようなルールも整備されており、研究者の知識も深いですが、農業系やバイオ系では、
そのような整備状況や知識が乏しいことが多いと考えており、そういった体制整備の強化がカギでは
ないかと思っております。なお、本事業の採択実績はその後の補助金の採択にもプラスに働いたと感
じております。

今後の事業展開に向けた取組・課題を教えてください。
当社は幸い複数の補助金の採択を受けていますが、補助金は精算払が基本なので、一時的に
は立て替えが必要であり、短期的な事業資金のやり繰りが厳しいこともありました。そこで、
銀行からの資金調達にも対応できるバックオフィス人材を確保しました。それにより、長期的かつ多
額の事業資金は出資や補助金を活用し、短期的かつ少額の事業資金は融資を活用するといった
円滑な資金調達ができるようになりました。また、研究人材は、JSTのJREC-INを利用したところ、大
学等の研究機関で培った経験・技術を活かしたいと当社に参画してくれた人もおり、体制強化が進
んでおります。今後も計画的・継続的な資金調達や研究開発が必要になりますので、マネジメントに
留意しつつ、ご関係者様のご協力をいただきながら、従業員と共に成長していきたいと思っております。

最後に、今後の農業分野の可能性について教えてください。
日本では人口減少が進み、国内需要も減少していますが、世界的には人口は増加しています。
農薬というとどうしても消費者にとっては負のイメージがありますが、世界規模で農地の生産性を上げ
る観点からは、狭い農地に多くの農薬が使われてきた日本のノウハウが役立つこともあるのではない
かと考えています。その際、農産物を輸出するという観点だけでなく、技術を輸出するという観点も重
要になってくるのではないかと考えています。
令和元年度採択事業者インタビュー
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令和元年度採択事業者インタビュー
Interview

令和元年度採択事業者

bitBiome株式会社

代表取締役社長CEO 佐藤公彦氏

Part3

×

Unlock the Potential of Microbes

御社の事業内容について教えてください。
世界唯一の微生物を対象としたシングルセルゲノム解析技術「bit-MAP®」とマイクロバイオーム研
究に関する豊富な経験を活用して医療・農業分野を中心に次世代マイクロバイオーム解析及び共
同研究開発を行っています。シングルセルゲノム解析技術は、従来のマイクロバイオーム解析で必要
だった煩雑な単離・培養、複雑なシーケンスデータの計算処理を不要とし、未知の微生物ゲノム情報
をひとつの細胞から高速かつ網羅的に獲得することができます。

【シングルセルゲノム解析技術「bit-MAP®」のプロセス】
どのような経緯で大学発ベンチャーに参画されたのでしょうか。
大学生時代に分子生物学を専攻し、前職のコンサルティングファームでも7年ほど製薬や食品関
連のプロジェクトに関わっていたため、バイオ分野に対する思い入れが強くありました。また、日本は強
い技術シーズは保有しているが、ビジネスが苦手であるといわれている中で、これまでの研究とビジネス
両方の経験を活かすことができるのではないかと考えて、参画しました。

ゲノム解析技術を基にした農業分野での事業化についてどのように感じていますか。
学術的な評価と事業化との乖離を感じています。世界的にはシングルセルゲノム解析技術の学
術的な評価が高まっていますが、日本は海外と比較すると土壌等の微生物のゲノム解析が進んで
おらず、事業化に必要な大企業等との共同研究・協業を行うにあたって一般的にゲノム解析のス
タートとされるメタゲノム解析が未実施のため、シングルセルゲノム解析の実施に至らないケースがあり
ます。農業分野での事業化のハードルは高いと感じていますが、機能未解明の微生物は非常に多く、
最近では海外で微生物と収量との関係性を見ることも進んでおり、未開の領域だからこそ展開の余
地は十分にあると考えています。

農業分野での事業展開の戦略についてどのように考えていますか。
農業は非常に巨大な産業ですが、小規模農家が多数存在し、一農家単位でアプローチすると事
業展開に時間がかかり事業規模拡大も難しいため、市場を面で取りに行くようなアプローチによって
短時間で大きな成長を見込むビジネスモデル構築が必要だと考えています。

早稲田大学

WASEDA University

資金調達はどのように進めていますか。
弊社は2018年11月に設立後、2019年１月に3.5億円、2020年８月に７億円の資金調達を
VCからの出資により行いました。今後は事業連携というメリットも見込める大手企業のCVC等から
の資金調達も視野に入れつつ、進めていきたいと考えています。

本事業ではどのような支援を受けましたか。
本事業では、主に農業分野における初期実証実験の支援をいただきました。九州の農家様のご
協力を得てイチゴや小松菜、アスパラガス等の野菜の土壌サンプルを取得しゲノム解析を行いました。
その結果、土壌微生物について細菌叢解析およびシングルセルゲノム解析の両方が可能であること
を確認でき、農業分野への事業展開の第一歩を踏み出すことができました。医療分野をメインに考
えていた弊社がこのような支援を受け農業分野での展開可能性を検証できたことは、非常に有益な
経験となりました。

今後の事業展開に向けた取組・課題を教えてください。

農業分野では、土壌の微生物分析を行い、次世代微生物資材の探索を進めていきます。栄養
価の高い作物の土壌中の微生物に対してシングルセルゲノム解析を行うにあたっては、パラメータが非
常に多いため、どのパラメータが作物の収量や栄養価に影響を及ぼすかを定量的に評価することに
難しさを感じています。土壌や植物内に生息する微生物のゲノム解析・研究、有用微生物の活用
等で共同研究・協業できるパートナー企業を探索し、取組みを進めていきます。
また、医療分野では、がん、腸内疾患、自己免疫疾患、神経精神疾患等を含む20を超える疾
患について、疾患と微生物の関連性を明らかにする大規模研究を実施します。疾患ごとに、医薬品
研究開発・新規バイオマーカー探索を⽬指したパートナリング・共同研究、解析データの共有および独
占販売を視野に入れています。

最後に、今後の農業分野の可能性について教えてください。
ここ10年間の次世代ゲノムシーケンサーの台頭により、
安価且つ大量にあらゆる生物のゲノム情報が取得でき
るようになってきました。これにより、農作物だけではなく、
それを取り巻く土壌あるいは植物内に生息する微生物
のゲノム情報を利用した次世代微生物資材の探索お
よび開発が進み、農業において化学農薬・肥料と同等
に利用されるだけでなく、土壌内等の有用微生物の機
能を応用・利用した素材開発等の他分野への広がりに
も期待しています。
令和元年度採択事業者インタビュー
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令和元年度採択事業者インタビュー
令和元年度採択事業者

株式会社セツロテック

代表取締役社長CEO 竹澤慎一郎氏

研究開発支援によるゲノム編集産業の育成
徳島をゲノム編集産業発祥地に

御社の事業内容について教えてください。

【事業概要】

Part3

Interview

×

ゲノム編集技術を展開・普及するにあたって、取り組まれていることを教えて下さい。
製薬会社や大学の研究室にゲノ
ム編集マウスや培養細胞を受託製
作する「研究支援事業」と、農業畜
産分野での新品種を開発する「プ
ラットフォーム事業」を展開しています。
ゲノム編集マウスで確立したゲノム編
集技術を他の動物にも適用し、実
験用動物だけでなく、畜産物のブラ
ンド品種や機能性食品の開発といっ
た産業への応用を目標に研究開発
を行っています。

どのような経緯で大学発ベンチャーに参画されたのでしょうか。
私は生命科学、医療、ヘルスケアの分野にお
いて複数社の起業に携わってきました。徳島大
学の竹本教授が開発した、ゲノム編集マウスを
簡単かつ高効率に作製できる受精卵エレクトロ
ポレーション法（GEEP法）※1と徳島大学の沢
津橋准教授が開発した培養細胞で高効率ゲノ
ム編集を実現するVIKING法※2の事業化を目指
【受精卵エレクトロポレーション法】 して、2017年２月に竹本氏と共同創業しま
した。当初は竹本氏が社長でしたが、研究開発に集中するために私が社長に就任就任し、事業開
発の責任者となりました。

ゲノム編集技術を基にした事業化についてどのように考えていますか。

ゲノム編集は医療のほか、畜産・水産・農業等あらゆる生物資源で応用が期待されていますが、
新技術のため社会に浸透するのはまだ時間がかかると想定しています。2020年にゲノム編集技術の
CRISPR/Cas9システムがノーベル化学賞の受賞対象となる等、世界でゲノム編集に対する注目が高
まっており、日本でもゲノム編集技術の重要性が認識され始めて研究者が増えてきたと感じています。
しかし、ビジネスとしての利用は海外に比べ圧倒的に遅れてしまっています。ゲノム編集を取り扱う企
業でコンソーシアムを構築して、業界として安全性の確保等のルールを定めた上で、情報発信を行い、
社会への認知を積み上げていく必要があると考えています。

弊社では前述した事業の他に、ゲノム編集技術を持つ研究者の起業を支援する「ゲノム編集ビジ
ネス立ち上げ支援事業」を行っています。研究者と弊社が共同出資で法人を設立し、弊社は研究
開発や経営ノウハウ、知財整理、公的手続事務等全般を支援します。
また、食品用途での研究レベルの底上げと産業分野への展開を目的として、弊社やグランドグリー
ン社等のゲノム編集スタートアップ４社合同企画の「ゲノム編集テクノロジー実用化研究助成」を設
立し、ゲノム編集研究者に対して研究費助成を行いました。これら取組みを通して、ゲノム編集技術
を持って一緒に成長できるプレーヤーを増やす他、研究開発・情報発信を精力的に継続し、ゲノム編
集が産業として社会に根差していけるように取組んでいきたいと考えています。

資金調達や人材確保の状況はいかがですか。
資金調達については、順調に進んでおり、現状（2022年１月時点）で総額５億円以上の資
金調達に至っています。
人材採用については、JREC-INや採用エージェントを活用しており、現状総勢30名程の体制を構
築できています。弊社だけではないと思いますが、特に地方に拠点を置くスタートアップにおいて、専門
性の高い研究人材はもちろん、技術営業人材の確保は非常に大切であり苦労するところです。

本事業ではどのような支援を受けましたか。
人材採用にかかるイベント参加及び企業プロモーション動画作成について支援をしていただきまし
た。人材採用において、イベントでの企業PR・情報発信は高い効果を発揮するため、そのような場を
提供いただいたことは非常に良かったです。企業プロモーション動画制作については、会社の紹介用
と技術の紹介用の2種類の動画を制作することができました。また、農林水産省の事業に採択され
たという実績やニュースリリースによって、会社の対外的な知名度・信用を向上することができました。

今後の事業展開について教えてください。

研究支援事業で安定的な収入を確保しながら、プラットフォーム事業で新品種を創出することに
注力していきたいと考えています。現在は、豚と鶏について研究開発を進めています。豚のプロジェク
トでは、豚の未授精卵を利用して肉量の多い豚の開発を目指しています。鶏のプロジェクトでは、抗
体等の医薬品の原料となる機能性タンパク質を鶏卵中に生成する鶏系統の開発を進めています。
製薬企業や化学品原料メーカーと提携した受託開発に加えて、養鶏農家と連携した自社開発も
視野に入れています。
その他、オリジナル品種を創出したい農林水産関係企業、農業畜産分野に進出を検討している
企業、異分野にチャレンジしたい企業、ゲノム編集研究者等とも連携していきたいと考えています。

*1 受精卵エレクトロポレーション法：Cas9タンパク質及びgRNAといったゲノム編集ツールを、電気の力（エレクトロポレーション）によって受精卵に導入する方法
*2 VIKING法：培養細胞のゲノム編集法において、従来利用されてきた相同組換え修復経路でなく、より高頻度に起こる非相同末端結合（NHEJ）修復経路を利用したゲノム編集法

令和元年度採択事業者インタビュー
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令和２年度採択事業者インタビュー
Interview

令和２年度採択事業者

グランドグリーン株式会社
代表取締役CEO 丹羽優喜氏

【作物のゲノム編集】 【接ぎ木カセット】

×

Envision Future Plants

～植物から、無限大の可能性を～

御社の事業内容について教えてください。

【iPAG概念図】

Part3

資金調達の上で感じること、意識していることはありますか。
ゲノム編集技術を実用的な作物品種に適
用する技術“gene App※1”やタバコを用いた
世界初の異科接木技術“iPAG※2”などを活
用して新種苗の共同研究開発を行う「新種
苗創出事業」、誰でも簡単に素早く接木が
出来る“接木カセット”及び接木カセットを用
いた自動接木装置を販売する「接木苗生産
システム事業」を行っています。従来10年以
上要すると言われる新品種創出を数年で実
現し、激変する環境下でも生産可能な農作
物の開発等、食農分野の課題解決を目指
しています。

どのような経緯で大学発ベンチャーに参画されたのでしょうか。
共同創業者である名古屋大学 野田口准教授の技術を基に、ゲノム編集を実用作物で利用可
能にする技術の開発や、新たな接木技術の実用化をするべく、2015年に大学発ベンチャーの設立
プロジェクトが始動しました。当時、私は京都大学で助教として働いていましたが、野田口の情熱に
接することで研究成果を農業現場に役立てるという幼い頃の夢を思い出し、このプロジェクトに参画
しました。その後、1年の研究活動を経て、2017年４月に他の共同創業者とともに起業しました。

研究開発や実証を進めるにあたっての苦労や課題はありますか。
開発した新種苗の生育において、大学の研究室での実験環境と実際の生産現場では規模や条
件が異なるため、研究室で得られた成果が必ずしも生産現場で通用するわけではありません。実用
性検証のために生産現場での実証は必須であり、農家様や育苗業者様のご協力をいただきながら
現場に沿った改良を進めていますが、当初は実証を受け入れていただける農家様を探すことに大変
苦労しました。実証フィールドの提供に前向きな愛知県豊橋市に2021年12月自社の研究農場を
開設し、フィールドの確保は進めていますが、今後、弊社の強みでもある「様々な品種に適用可能な
新種苗創出」を展開するにあたって更に多くのフィールドが必要になりますので、弊社にご賛同いただ
ける農家様・フィールドの探索は引き続き継続が必要だと考えています。
*1 gene App：これまで限られた作物や品種にしか適用できなかったゲノム編集技術を、実用品種を含む様々な作物品種に
適用可能にする技術（特許出願中）
*2 iPAG：本来は接木できないとされた、科が異なる二種の植物の間にタバコ属の植物を挟み込んで接木することで、三者の
接木を成立させる技術（異科接木法，特許 第6222720号）

研究開発型のスタートアップは研究開発と事業を並行して進めていく必要があり、特に農業分野
は実証に時間がかかるため、短期間で大きな結果を出すことができません。投資家はアグレッシブな
成長を求めており、農業分野に参考となる成功モデルも無いため資金調達のハードルは高いように
感じています。一方で、ディープテック領域に投資する投資家・企業も増えており、技術の独自性と
優位性をアピールすることでここまで資金調達を進めることができました。今後は食糧危機問題をはじ
めとしたSDGs（持続可能な開発目標）達成への寄与も訴求することで更なる成長を目指します。

本事業ではどのような支援を受けましたか。

本事業では接木カセットについて、事業開発と特許獲得に向けた資金面の支援をいただきました。
事業開発においては、自社ではアプローチが困難な種苗業者や生産者のニーズ調査を行うことがで
きました。調査結果を基に接木カセットのメインターゲットの選定、短期・中長期のビジネスモデルの
再構築および販売戦略の策定まで行いました。特許獲得においては、日本と北米では既に特許を
獲得していましたが、まだ事業化が進んでいない中での特許獲得は費用面での負担が大きいと感じ
ており、本事業にてインドや中国での特許出願に向けた経費を支援いただき、今後の海外進出の足
がかりを作ることができました。本事業を通じて新たなマーケット拡大に向けて前進できました。

今後の事業展開について教えてください。
SDGsの達成に向けて、インプット (農薬・肥料など) を減らしながらアウトプット (収量・高付加価
値化など) を最大化できる、効率的な種苗の開発に引き続き取り組みます。農業と食に関わる
様々なパートナーとともにグローバルとローカル、複合的な視野を持って事業展開を進めています。グ
ローバルでは、ゲノム編集など次世代の新種苗開発を発展させることで、激変する環境下でも生産
可能な農業を実現したいと考えています。ローカルでは、種苗開発を低コスト化・短期間化することで
地域に根ざした作物を開発し、食の多様性をより豊かに守っていきたいと考えています。

今後の事業展開における課題を教えて下さい。
農業は国・地域ごとに抱えている課題が異なるため、グ
ローバル展開をベンチャー一社で実施することは限界があ
ると考えています。海外での事業展開に強みを持つ総合
商社等の企業との連携を視野に入れた事業展開を検討
しております。また、社内の体制強化のために現在ブリー
ダーやゲノム編集に関わる研究者を募集しており、どちらも
希少人材のため採用に苦労していますが、引き続き採用
活動を継続していきます。
令和２年度採択事業者インタビュー

11

令和２年度採択事業者インタビュー
令和２年度採択事業者

EF Polymer株式会社

代表取締役社長CEO Narayan Lal Gurjar氏

Interview

水不足の課題にイノベーションの力を

御社の事業内容について教えてください。
柑橘系の果物やバナナの皮、サトウキビのバガス等の有機性廃棄物をアップサイクルした、環境に
優しい100%オーガニックで完全生分解性の“オーガニック超吸水性ポリマー”の開発を行っています。
超吸水性ポリマーは、土壌に混ぜることで土壌の保水力を向上させ、節水効果や肥料の節約、収
量増加が期待されます。弊社の超吸水性ポリマーは環境負荷がなく、低コストで製造・販売でき、
農業における水やり・施肥の作業負担軽減や収入増加、砂漠や雨量の少ない地域での農作物の
安定的な生産を実現します。

【オーガニック超吸水性ポリマーの製造イメージ】
どのような経緯で大学発ベンチャーを起業されたのでしょうか。
私が生まれ育ったインドでは水不足が深刻な問題となっており、私の出身地であるラジャスタン州
を含む11の州が干ばつの影響を受けています。干ばつ対策のスプリンクラーや水耕栽培等の技術は、
費用が高く専門知識が必要であるため、現地の農家が利用するのは困難でした。また、化学肥料
や農薬の利用による土壌・環境汚染も問題となっていました。そこで、水不足に効果的に対処でき、
環境にも優しい製品開発・普及を目指して起業しました。
日本においては農業分野のベンチャー企業の成功事例が少なく、起業の失敗に対する不安やマ
イナスイメージを持つ傾向があり、実際に自分も少なからず不安を抱いていました。私の場合は、沖
縄科学技術大学院大学（OIST）のアクセラレータープログラムで起業前から様々な支援をいただく
ことができましたが、起業のしやすさや成功事例等の発信による起業・チャレンジを前向きに捉える雰
囲気作りや、大学内等の身近にメンターや基本的な研究開発・経営・市場調査等について相談で
きるアドバイザーを設置すること等は必要だと思っています。

製品の普及にあたって、日本とインドの違いはありますか。

Part3

×

これまでの事業展開においてどのようなサポートがありましたか。
2019年度：起業前後の研究や法人設立、初期の実証実験等はOISTのアクセラレータープログ
ラムで、2020年度：製品の生産能力・性能の改善等は本事業で、2021年度：全国各地のJAや
農家とのコンタクト及び実証等はAgVenture LabのJAアクセラレータープログラムで支援いただきまし
た。本事業終了直後の2021年３月には初の資金調達に成功しました。各種支援を受けながら資
金調達を行うことで、これまで成長することができました。

本事業ではどのような支援を受けましたか。

本事業では、オーガニック超吸水性ポリマーの製造プロセスの改良及び性能の改善、農業分野以
外の用途検討を行いました。製造プロセスに対するコンサルティング費用及び実証実験の費用を支
援いただき、製造プロセスを改良することで生産能力だけでなく性能も向上し、オーガニック超吸水
性ポリマーの販売実績を作ることができました。また、農業分野以外の用途検討では、生分解性の
衛生用品（おむつ・生理用品）の市場動向の調査や、メーカーに対してユーザーニーズの有無や連
携可能性に対するヒアリングを行うことができました。

今後の事業展開について教えてください。

販路拡大に向けた連携パートナーの探索と製品ラインナップの拡充、超吸水性ポリマーの農業用
途以外への応用を検討しています。
連携パートナー探索については、既に数十社コンタクトを取っており、連携に向けた取り組みを加速
しています。製品ラインナップの拡充については、有機液体肥料の開発・販売を進めています。沖縄
県恩納村のサトウキビ農園と連携して、牛の糞尿から製造した液体肥料を使って生産したサトウキビ
の非利用部分を牛の飼料にする、という循環型農業の実現に向けた取り組みを行っています。また、
農業以外の用途として、衛生用品や保冷剤等への応用を検討しており、各メーカーと連携して事業
化に向けた取り組みを進めていきます。

最後に、今後の農業分野の可能性について教えてください。

急速な人口増加による食料不足や水不足の問題は、世界的な課題として解決に向けた取り組
みが進んでいます。インドを始めとした新興国では、貧しい農民がコストを抑えて効率よく環境に優し
いサステナブルな有機農業へ転換することが
求められています。日本の農業は世界的に見
ても高い技術水準にあり、日本で培った技術
を世界展開することで、これらの課題を解決
する可能性があると考えています。

日本は特に土壌に対するプロフェッショナル意識が高いため、新しい商品を試すことに対する抵抗
感が強く、商品を使っていただくことに苦労しました。また、農家が全国各地に点在しておりベンチャー
一社で個別にコンタクトを取ることが困難でした。
インドでは、財団等が弊社の超吸水性ポリマーを一括で買い取り、農家に無料で配布する等、公
的に有機農業に向けたサポートが充実しています。様々苦労はありましたが、現状では日本やインド、
東南アジア等で3,000を超える農家に弊社製品を導入いただいています。
【オーガニック超吸水性ポリマーの利用効果】

令和２年度採択事業者インタビュー
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令和２年度採択事業者インタビュー
令和２年度採択事業者

株式会社Eco-Pork

代表取締役社長CEO 神林隆氏

Part3

Interview

誰もが安心して「豚肉」を楽しむ未来を創る

御社の事業内容について教えてください。
養豚現場で発生する様々な記録のデジタル化、繁殖成績・
肥育成績の把握から経営分析までクラウドで管理できる養豚経
営管理システム「Porker」、IoTセンサーを活用した豚舎環境モニ
タリングサービス「Porker-Sense-」を提供しています。ICT・IoT・AI
を活用して養豚農家の作業効率改善・生産性改善を実現しま
す。
また、鹿児島大学の小澤准教授と、養豚ウイルス感染症の効
率的診断技術及びワクチンの開発といった養豚業界の感染症
対策強化に向けた共同研究を行っています。

【Porker】
どのような経緯で起業されたのでしょうか。

前職は外資系コンサルティングファームで、ICT・IoT・AIに関連する業務を行っていましたが、働いて
いる中で、自分の仕事が本当に社会に役立っているのか、自分が持っている技術をもっと社会のため
に役立てたい、と思うようになりました。また、世界的な食糧危機やタンパク質危機が問題視される
中、子供たちの世代まで食肉文化を残したいと考えるようになりました。自分の技術を活用して畜産
を効率化し、持続可能な養豚事業・食料供給を実現することで、食糧危機及びタンパク質危機双
方の解決に繋がるのではないかと考え起業しました。

農業・畜産業の分野での事業化についてどのように考えていますか。
農林水産分野は、実証フィールドが少なく、実証可能な季節が限定される品目も多いため、短
期間でPDCAサイクルを回すことが難しいと言われています。一方で、様々な環境で高い再現性を求
められるためPDCAサイクルを回す必要があり、結果として事業化が長期化する傾向にあると感じて
います。ベンチャーが技術を磨く・事業を展開する上で、PDを数多くこなすことは非常に大切であり、
我々は、一年間の中でできるだけ多くの実証フィールドで、できるだけ多くのPDを繰り返すことで、なる
べく短期間で事業化を進める取り組みを行っています。

連携パートナーや御社サービスの導入先とはどのように繋がったのでしょうか。
農林水産業界は、関係性や信頼性が重視される業界でもあり、大企業にコネクションを持つ人
や地域の有識者・キーパーソン等に“人づて”で紹介してもらうことで連携・導入に至る場合や、連携・
導入にあたって大学のお墨付きや各種事業の採択実績≒国・自治体のお墨付きが後押しになる場
合が多いです。また、人材採用に繋がることもありますが、連携パートナーと出会う場としてイベントが
挙げられます。プレゼンでは技術をメインで話したくなりますが、実現したいこと・ビジョンがあってこそ人
に伝わり共感を得られるため、これらのバランスを意識しています。

×

資金調達はどのように進めていますか。
弊社は設立後から数多くの農林水産省や自治体の事業に採択いただき、それらの事業を通して
製品の改良や実証、サービス展開を行ってきましたが、資金面の補助・支援は大きかったです。また、
多くの事業に採択いただいた実績から銀行からの資金調達（融資）にも繋がりました。VCからの出
資もいただいていますが、資本コストもありますので、補助金・融資を組み合わせながら事業資金を
確保しています。

本事業ではどのような支援を受けましたか。
本事業では、豚の感染症を引き起こすウイルスの効率的検出・分離法の研究開発及びワクチン
の研究開発で使用するフリーザーの導入をご支援いただきました。本事業の支援期間では、主に養
豚ウイルスの効率的検出・分離法の研究を進め、公益性を考慮し特許は取得せずに国際科学論
文として発表しました。また、お繋ぎいただいた研究機関と協同で有用性検証の実施が決まり、現
在も進捗中です。弊社はテクノロジーと獣医学を組み合わせ、養豚における管理・生産のレベルを現
状より遥かに高いものにしたいと考えています。防疫やワクチン開発の研究は事業化に非常に時間
がかかることから民間からの資金調達は難しく、本事業でご支援いただいたことでこれらの研究開発・
事業化に向けた取組みがスタートでき、弊社の描くビジョンの基盤を作ることができました。

今後の事業展開について教えてください。
養豚IoT事業、養豚ウイルスの検出、ワクチン開発について海外マーケットを視野に入れています。
食品トレーサビリティ需要の増加によって、今後世界的に畜産業界にIoTを含めたテクノロジーが普及
していくと見られています。AIカメラや給餌器等のIoTハードウェアの研究開発を進めていき、新しい養
豚生産のあり方を提案していきたいと考えています。
豚の感染症ウイルスの検出法は、有用性が認められた後、数年以内に日本の病状鑑定のスタン
ダードな検出方法にして日本の養豚防疫力を高めていきたいと考えています。ワクチン開発は、製薬
メーカーと連携をしながら、中長期的に取り組んでいきたいと考えています。
弊社はベンチャーとしての成長を目標としながらも、日
本・海外の食糧危機やタンパク質危機を解決するための
研究開発を進めていきたいと考えています。そのために、公
的機関や研究機関、企業、農家等の様々なパートナーと
連携を進めていきたいと考えています。

【Porker-Sense-】

令和２年度採択事業者インタビュー
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（参考）農林水産省のスタートアップ支援

令和３年度から開始した農林水産省の「スタートアップ総合支援プログラム（SBIR支援）」
農林水産省は、農林水産・食品分野における課題解決やイノベーションの担い手として大学発ベンチャー・スタートアップに注目しており、
令和元年度から「農林水産業等研究分野における大学発ベンチャーの起業促進実証委託事業」（本誌作成）、
令和３年度から「スタートアップ総合支援プログラム（SBIR支援）」を実施しています。

令和元年度

令和２年度

Part4

Support project
※本ページは農林水産省の“スタートアップに対す
る事業化支援”に特化した事業を紹介しています。
研究開発や実証、新技術導入等においてご活用
いただくことができる事業も別途実施しています。

令和４年度以降

令和３年度

農林水産業等研究分野における大学発ベンチャーの起業促進実証委託事業
スタートアップ総合支援プログラム（SBIR支援）

大学発ベンチャーの事業化の取組みや
課題等について調査・整理（本誌作成）

（技術会議事務局 研究推進課）

スタートアップ総合支援プログラム（SBIR支援）の事業イメージ

プログラムマネージャー(PM)
によるソフト面の支援！

シームレスな支援 （どのフェーズからも応募可）

フェーズ３ （１年以内、VC等出資額と同額3千万円以内）

（２年以内、１千万円/年以内）

実用化
段階

事業化に向けた技術改良と
事業計画策定などの準備

現場の直面する課題を解決し、新たなビジネスにつながる提案

②農林水産業の将来的な可能性を広げる研究開発

段階

SBIR制度による
オプションの数々！
（左図右下記載）

農林水産業の潜在能力を引き出す、スケール可能な提案

採択されたスタートアップ等が受けられる支援策

フェーズ０ （２年以内、１千万円/年以内） 発想

破壊的なイノベーションを創出する
技術シーズの創出
【伴走支援】知財戦略の助言、セミナー 等

２カテゴリー

①第一次産業の生産現場の課題解決に向けた研究開発

構想
段階

PoC、F/Sを通じた
技術課題の明確化とビジネスモデル構築
【伴走支援】事業モデル構築支援、 セミナー 等

研究課題公募テーマ

研究開発から事業化まで
フェーズを横断する
シームレスな支援！

※農林水産・食品分野における課題解決に資する研究テーマを幅広く設定

【伴走支援】経営人材マッチング、資金調達支援 等

フェーズ１ （１年以内、１千万円以内）

（メンタリング・マッチング・情報提供等）

事業化
段階

事業の発展・スケールアップに向けた技術改良
【伴走支援】企業マッチング、設備投資・市場開拓等の助言 等

フェーズ２

【ポイント】

①日本政策金融公庫の特別貸付
②特許料等の減免
JST, NEDO
③中小企業信用保険法の特例
事業からの受入れ
④国等の入札参加機会の拡大
⑤中小企業投資育成株式会社法の特例
⑥J-Goodtech（ジェグテック）でのPR

JST・NEDOとの連携！

（起業家育成やVC連携の事業化支援等を
行うJSTやNEDOの事業からの受入れ）

（参考）農林水産省のスタートアップ支援
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「農林水産業等研究分野における大学発ベンチャーの起業促進実証委託事業」事務局

農林水産省経営局金融調整課 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 TEL：03-6744-1395
事業委託先：(株)野村総合研究所 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼﾃｨ ｸﾞﾗﾝｷｭｰﾌﾞ TEL：03-5533-2111

