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開放特許LIST

項目番号 名 称

【すぐに使える技術】
食品技術
Ｎ01 機能性成分高含有もやしの製造方法（GABA,タウリンなど）
Ｎ02 甘くてまろやかなポテトマッシュ
N03 オオムギ由来フラボノイド
N04 ミカン果皮からのカロテノイド抽出・濃縮方法
N05 無塩パン、減塩パンの製造法
N06 高アミロース米と乳製品から作る機能性コメ粉
N07 コメ粉100%パンを麹菌で。べたつかないパンも可能に。

農作業技術・農作物輸送販売技術
N08 香り抑制技術（カサブランカを例として）
N09 果実の鮮度保持剤の効率的処理方法
N10 乗用農作業機械の転倒防止装置
N11 手を上げて行う農作業用の補助器具

【共同研究をお願いする技術】
食品技術
N12 果実の皮をきれいにむく技術（ビワを例に）
N13 非破壊法によるラードの検出

農作業技術・農作物輸送販売技術
N14 店頭で野菜を発色させない照明

その他（医学、環境）
N15 遺伝子汚染防止のための不稔化植物作出技術
N16 乳酸菌から生まれた皮膚炎症抑制剤
N17 ２型糖尿病性腎症早期バイオマーカー候補の同定



NO.N01 機能性成分高含有もやしの製造方法（GABA，タウリンなど）

技術の概要

開発の経緯

繊維やビタミンCが多いもやしやスプラウト製品は、健康的な食品として人気で
す。
近年はリョクトウに限らず、ソバやブロッコリーなど、様々な植物の発芽野菜
が食卓に上るようになりました。

発芽野菜は工場的な設備で製
造されるので、価格や品質、
成分などが安定していて、管
理しやすい野菜です。

GABAを多く含む発芽製品は、すでに広く利用されていますし、もやしに
もGABAが蓄積する事もよく知られています。
より多くのGABAを蓄積したもやし、さらに、ほかの機能性成分を含む発
芽野菜の開発を試みました。

発芽のために種に加える水に目的物
質を添加することで、機能性成分高
含有もやしを効率的に生産すること
に成功しました。

GABAやタウリ
ンを加えた水

＋

GABA

タウリン

加温

もやしに機能性を付け加えることができます。
様々な植物のもやしで、同様な成分富化が可能です。



特許情報

特許番号：第5429935号

名称：
「タウリン高含有発芽種子及び
その製造方法、並びに食品の製
造方法」

関連特許：第4635159号、
第4868619号、
第4982829号

問合せ先

北海道農業研究センター
産学連携コーディネーター

TEL.011-857-9414

応用例

GABAやタウリンを、通常の10倍以上含むもやしが、様々な植物でつくれました。

リョクトウモヤシでの実施例もあります。

GABA、タウリンだけでなく、

ビタミンU、L-カルニチン、
カルノシンなど、
様々な機能性成分を増大させる
ことが可能となると予想されて
います。



NO.N02 甘くてまろやかなポテトマッシュ

技術の概要

開発の経緯

生食用ジャガイモの購入金
額は横ばい、消費重量は減
少しています。
しかし、サラダやコロッケ
などの加工品としてのジャ
ガイモ購入額は順調に増大
しています。

すぐに加工できるポテト
マッシュやポテトフレーク
のニーズは今後も期待でき
ます。 家計におけるジャガイモ関連支出金額

従来のジャガイモマッシュは、その食感や風味が菓子類等に適さないため、
利用範囲が限られていました。

甘くおいしいポテトマッシュができます。
食感と風味の改善で様々な食品に使用できます。
カラフルポテトを色を保ったまま処理できるので、応用範囲が広い。

β-アミラーゼ処理によるマルトー
ス生成量

酵素の選択、酵素反応温度や時間などの調整によって、
目的に応じた味、食感のポテトマッシュを作成できます。



特許情報

特許番号：第6164466号

名称：
「バレイショマッシュ及び
それを用いるフレークの製
造方法」

問合せ先

北海道農業研究センター
産学連携コーディネーター

TEL.011-857-9414

ビシソワース（冷製ジャガ
イモスープ）では、酵素処
理を行った方が、なめらか
でおいしいと評価されまし
た。

フレーク マッシュ

パウダー

ジャガイモの色を保ったまま加工できる
ので、様々な食品に利用できます。

実施上の留意点

原料ジャガイモの品種が変わると処理を変える必要がある場合がございます。
ご相談ください。



NO.N03 オオムギ由来フラボノイド

フラボノイドは様々な機能性を持つ食品成分です。農研機構が開発
したオオムギから、特に有用なフラボノイドを蓄積する系統を選抜
しました。
フスマ（子実の皮）を原料としているので、安心です。
健康に役立つ食品の開発素材として最適です。

開発の経緯

オオムギのフスマは繊維が多く、
健康に良い食品素材です。
フラボノイドやプロアントシア
ニジンも含まれており、抗酸化
性などの機能性も期待できます。

フラボノイドの代謝に係わる遺
伝子変化がある系統を調べてい
て、トリシンという特別なフラ
ボノイドがたくさん含まれる系
統を見つけました。

従来品種の倍以上の含量です。



技術の概要

特許情報

特許番号：第5850420号

名称：
「フラボノイド含有
組成物」

問合せ先

九州沖縄農業研究センター
産学連携室長

TEL.096-242-7682

トリシンには、
抗酸化性のほかに、
抗癌活性、
抗ウイルス活性、
抗アレルギー活性
など、
様々な機能性が。

他のフラボノイド
にも食品機能性が
期待できます。

抽出は簡単ですが、農研機構のオオムギ系統をつかうことで、フスマその
ままでも食品機能性の高い製品になります。

実施例
ササや竹からは様々な
サプリが作られています。

味の良いオオムギなら、
応用範囲はもっと広い！



NO.N04 ミカン果皮からのカロテノイド抽出・濃縮方法

開発の経緯

ミカンの皮に含まれるβ-クリプトキサンチンを抽出・濃縮できます。
β-クリプトキサンチンは健康機能性が期待される成分です。
未利用資源の有効活用が期待できます。
他のカロテノイドへの応用も可能です。

ミカンに含まれるカロテノイドであるβ-クリプトキサンチンは、骨の健康を維持
すると考えられています。

さらに疫学調査では、脂肪代謝改善、動脈硬化防止、骨粗鬆症防止、2型糖尿病
予防の可能性も検討されています。

抗酸化性も高いことがわかっています。

生活習慣病防止の目的で、今後ニーズが高まることが予想される食品素材で
す。

若い世代では、果実は果汁としての
利用割合が高まっています。
みかんジュース工場では、皮や絞り
かすパルプが廃棄物として出てきま
す。
Β-クリプトキサンチンは廃棄部分にも
たくさん含まれています。



特許情報

特許番号：第5471824号

名称：「カロテノイド組成物の製造
方法、高濃度カロテノイド組成
物の製造方法、高純度遊離型カ
ロテノイド組成物の製造方法、
カロテノイド組成物、高濃度カ
ロテノイド組成物、及び高純度
カロテノイド組成物」

問合せ先

果樹茶業研究部門
果樹連携調整役

TEL.029-838-6451

応用例

技術の概要

みかんの皮、みかんの絞りかす
パルプから、
効率よくβ-クリプトキサンチン
を抽出・濃縮する方法を開発し
ました。

柑橘類はもちろん、野菜などか
らのカロテノイド抽出・濃縮に
も応用可能な方法です。

Β-クリプトキサンチンはき
れいなオレンジ色の色素
です。様々な食品の着色
につかえます。



NO.N05 無塩パン、減塩パンの製造法

通常のパン（食塩含量が小麦量の２％）とテクスチャーや品質が大き

く変わらない減塩パン（1％以下）や無塩パン（食塩０％）を作れま

す。

果汁などを利用することで、さわやかで新しい香りや味の減塩パンや

無塩パンが作れます。

開発の経緯

食塩の取り過ぎは、高血圧症等の生活習慣病、胃がん、骨粗しょう症等の原因

になるといわれており、健康維持のために、多くの日本人が、食塩の摂取量を控

える必要があります。

厚生労働省の食塩の摂取目標基準

男性 8.0 g /日

女性 7.0 g /日

通常の食パン1枚（6枚切/1斤）には、約0.8 gの食塩が

含まれており、朝食に食パンを２枚食べると、それだけ

で食塩の摂取目標基準の20％を超えてしまいます。

しかし、食塩を減らしてパンを作ると、歯ごたえのないパンになり

おいしくありません。

技術の概要

テクスチャーがよくおいしい減塩パンや無塩パンを作るためには、

酸性にした水

pHメータ

pH2.9〜6.2の水を
使ってパンを焼く

・強力粉
・砂糖
・スキムミルク
・バター（無塩）
・イースト

＋



特許情報

特許番号：特開2017-209058号

名称：
「無塩乃至減塩パン類の製造
方法」

関連特許：
同研究部門には、
米粉を使ったパンの特許も多数
ございます。

問合せ先

食品研究部門
企画連携室長

TEL.029-838-7991

実施上の留意点

こねる水を酸性にするために果汁もつかえます。

レモン水水

食塩なし
パン生地

食塩なし
パン生地

膨らみすぎて
歯ごたえがない

通常のパンと
同じ歯ごたえ

パン生地の物性を
測定する装置

展 望

柑橘類（レモン、ミカン）の果汁だけでな
く、酸性の液体（トマトジュースやワイ
ン）でも、おいしい減塩、無塩パンをつく
ることができます。

食塩の濃度により、パン生
地に使う水のｐH調整が必
要です。

おいしい減塩パンや無塩パ
ンをつくるために、是非、
ご相談ください。

中性 酸性

ｐHの調整

おいしく減塩！

新しい味、風味の
減塩パン



NO.N06 高アミロース米と乳製品から作る機能性コメ粉

技術の概要

開発の経緯
高齢化に伴い、糖尿病などの生活習慣病が増大
しています。
そこで、内臓脂肪蓄積抑制効果などを持つ高ア
ミロース米や繊維やビタミンなどの多い玄米が
注目されています。

そこで、機能性を維持、あるいは高めつつ、
味や香り、食感を改善、
さらに栄養価を上げる加工法を目指しまし
た。

高アミロース米、
発芽玄米、
胚芽米、
有色素米、
玄米 など

加えます

加熱 乾燥

機能
性コ
メ粉

この加工工程で
GABAやレジスタントスターチな
どが増えます。

粉砕

牛乳、
脱脂粉乳、
ヨーグルト など

高アミロース米や玄米を、日本人好みの食感、味に改変しました。
GABAやレジスタントスターチなど、機能性が増大する加工法です。
タンパク質の増加で、幼児や老人向きの食品素材になります。

しかし残念ながら、高
アミロース米や玄米は
食感が悪く、日本人好
みの味ではありません。



特許情報

特許番号：第4868336号

名称：
「機能性米粉、その製造方法
及び該米粉を用いた飲食物」

加工例

コメと乳製品を混合してから加熱することで、あとから混合するよりもは
るかに食感や味が良くなりました。

小麦粉と混ぜて製パンした際にも
高評価が得られました。

インスタントリゾットなど、
低タンパク質な食事に偏りがちな老
人のための栄養価の高い食品開発に
有効です。

カルシウム
タンパク質

問合せ先

次世代型作物開発研究
センター
企画連携室

TEL.029-838-8260



NO.N07  コメ粉100%パンを麹菌で。べたつかないパンも可能に。

技術の概要

開発の経緯

コメ粉100%のパンが、ふっくら膨らみます。
麹菌を用いた伝統的な技術の応用です。
農研機構開発のコメを選ぶことで、さくっとしたパンをつくれます。
コメ粉パンはべたつくというイメージを一新しました。

米の消費量推移 パン小麦消費量推移

コメの消費量は年々低下していますが、パン小麦の消費量はゆるやかに増
加しています。コメでパンを作ることができれば、耕作放棄された水田の
活用が行われますし、食料自給率の向上も期待できます。
しかしコメ粉で作ったパンはうまくふくらまず重く、べたつくという問題
があります。

水を加えてこねたコメ粉に麹菌を加えて前発酵させることで、コメ粉パン
がふっくら膨らむことを発見しました。



特許情報

特許番号：特許第5713255号

名称：
「麹等カビによる前発酵工程
を含む米粉パンの製法」

関連特許：特開2016-67228

問合せ先

次世代型作物開発研究
センター
広報プランナー

TEL.029-838-8942

今後の食習慣の変化やコメの多用途
利用にそなえ、農研機構では様々な
特性を持つコメ品種を
開発しています。

アミロースアミロペ
クチン比が様々に異
なるコメ品種、
貯蔵タンパク質組成
に特徴があるコメ品
種などで製パン実験
を行った結果、様々
な食感のパンを作り
出すことができまし
た。

べたつかないさくっとした食感の
パンの製造も可能となりました。

技術利用の留意点

完成したパンには麹臭が残ります。それをさけるために麹の酵素だけを利用し
た技術も開発中です。ご相談ください。

農研機構のコメ品種につきましては、栽培適地、栽培特性、単位面積あたりの
収量等のデーターをまとめた品種情報資料がございます。ご相談ください。



NO.N08   香り抑制技術（カサブランカを例として）

開発の経緯

ユリ（カサブランカ）など、強い香りを持つ花の芳香を適度に抑制し
ます。
様々なユリに使えます。
溶液につけるだけです。さらに花や葉の色が長持ちします。

技術の概要

カサブランカなどの大輪のユリの花
は、華やかで美しく、お祝いの席を
飾るのに向いています。

しかし強い芳香があるため、結婚式などの
食事が出される場では使用が控えられてい
るのが現状です。
香りを適度に押さえることができれば、利
用場面が増えることが予想されます。

酵素の作用阻害
で香りを抑制す
る薬剤を特定し、
それを用いた花
の処理方法を確
立しました。

H2NOCH2COOH・0.5HCl

C6H5CH2CH(ONH2)COOH 

AOA

AOPP

代表的な阻害剤



特許情報

特許番号：第5062704号

名称：
「花き用香り抑制剤」

問合せ先

野菜花き研究部門
花き連携調整役

TEL.029-838-6807

実施例

新潟県の秋期出荷カサブランカでの事例。
花の種類、出荷時期などによって効果は変
わります。

実施上の留意点

多くのユリはもちろん、
ユリに似た香りの他の花
でも香りを押さえる事が
可能です。

花の種類や開花時期に
よって効果等が変わりま
す。

ご相談ください。



NO.N09   果実の鮮度保持剤の効率的処理方法

技術の概要

開発の経緯

エチレン

エチレンは果物の軟化に関係する植物ホルモンです。

1-メチルシクロプロペンは、植物のエチレン受容体
にしっかりと結合して、エチレンの作用を阻害する
鮮度保持剤です。

農研機構では、効率的な1-メチルシクロプロペン処理方法を検討することで、
減圧によって超短時間処理が可能になることを発見しました。

ニホンナシでの実験結果

しかし、その処理には、通常密閉した環境で24時間を要します

1-メチルシクロプロペンは、多くの国で認可されている鮮度保持剤です。
減圧によって、常圧での処理よりはるかに短時間で鮮度保持処理が可能
となることを発見しました。
国内ではリンゴ、カキ、ナシにつかえます。

STOP!

1-メチルシクロ
プロペン



特許情報

特許番号：第4415140号

名称：
「１ー置換ーシクロプロペン
の効率的処理技術」

問合せ先

果樹茶業研究部門
果樹連携調整役

TEL.029-838-6451

実施上の留意点

処理の時間を短くすることで、小さ
な施設でも一日分の処理が可能とな
ります。

鮮度を保持することで、今まで困難
だった長距離輸出や船便輸出も可能
となります。

１．処理には、野菜・果樹用の真空冷却装置が必要です。

２．国内での1-メチルシクロプロペンの使用はリンゴ、ナシ、カキのみで
可能です。

３．1-メチルシクロプロペンの使用には、薬剤メーカー
との相談が必要です。

４．輸出先の国によって1-メチルシクロ
プロペンを使って良い範囲が異なり
ます。
事前に輸出先との相談を！



NO.N10   乗用農作業機械の転倒防止装置

開発の経緯

技術の概要

交通事故や工場での作業事故は順調に
減少していますが、農作業中の事故は
減少しておらず、問題となっています。

イラストのように小型乗用
収穫機は人間が屋根やドア
などで覆われていない設計
のため、転倒事故が起こる
と、簡単に作業者の死亡に
つながります。

転倒の原因は、圃場の出入り口や作業圃場が傾いていたり、段差やくぼみが
あるためです。
乗用機に簡単な装置を取り付けることで、転倒を防止する装置を開発しまし
た。

農作業現場の事故は一向に減少せず、大きな問題になっています。
乗用機械の場合、もっとも死亡事故につながるのは転倒です。
簡単な装置を取り付けることで転倒を防止します。



特許情報

特許番号：第5540282号

名称：
「乗用型機械の転倒防止装置、
乗用型機械および動力摘採機」

問合せ先

農業技術革新工学研究
センター
企画部特許専門役

TEL.048-654-70937

この装置は 安価です。

農業現場では安全はもちろんですが、生産物単価が低いので、機械をいかに安
価に作成するかが重要となります。農業生産現場の事情が良くわかっている農
研機構にご相談ください。



NO.N11   手を上げて行う農作業用の補助器具

開発の経緯
ブドウは頭上の高さ
で棚状に栽培するた
め、様々な栽培管理
作業は、手を肩より
高い位置に上げた状
態で行わなくて
はならず、

作業者にとって、大きな負担
となっています。

技術の概要

手を肩より高い位置に上げ続けて行う必要がある農作業を、飛躍的
に楽にします。
動力を必要としません。軽量です。作業能率を低下させません。

開発した補助器具は、作業者の腕を任意の高さでしっかりと支えること
ができ、腕や肩の負担を軽減できます。動力が必要なく軽量です。



特許情報

特許番号：第5973980号

名称：
「腕支持器具」

問合せ先

農業技術革新工学研究
センター
企画部特許専門役

TEL.048-654-7037

筋活動量

作業についての
聞き取り調査結果

花穂整形のような腕の上げ下げを頻繁に行う作業以外では、装着によって筋活
動量を抑えることができ、作業がおおむね楽になったとの感想が得られました。

応用例

開発した補助器具は、他にも手を
上げ続ける必要がある作業に適用
できます。

共同開発も

本発明の他に、農研機構では、軽労
化に役立つ様々な補助器具を開発し
ています。
困った事があれば、ご相談ください。



NO.N12   果実の皮をきれいにむく技術（ビワを例に）

物理的な力（刃物や圧力など）をかけずに、果物の皮がむけます。
つるりと美しい肌で皮がむけるので、きれいなスイーツが開発でき
ます。
手や機械が触れず清潔で、圧や刃物による傷がつかないので茶色く
ならずに、長持ちします。

ビワはおいしくて、かわいい果物です。で
も食べにくいという欠点が。

種をとって皮をむくと食べやすくなるし、
かわいいスイーツもできそうです。
けれど、手や機械で皮をむくと、傷がつく

ため、しばらくたつと茶色くなります。

きれいにむいて、清潔に、長持ちさせたい。

技術の概要

開発の経緯

ビワ果実を
洗浄 崩れた皮を取り除く

酵素処理

ペクチンを分解する酵素
を含む処理液を使います。

加熱しないので、果実はフレッシュです！



特許情報

特許番号：第5991676号

名称：
「ビワ果実の剥皮方法及び
剥皮ビワ果実」

関連特許等：
特許第5916116号
特許第5916123号

問合せ先

果樹茶業研究部門
果樹連携調整役

TEL.029-838-6451

カンキツやカキでも、つるりとむくことができます。

きれいにむいたグレープフルーツで
ゼリーを作りました。

実施例 実施上の留意点

剥皮はまだ100%成功とはいきませ
ん。条件検討が必要です。

様々な果物で行えますが、果物の
種類ごとに最適条件が変わります。
まずはご相談を。

まるごとドライフルーツの原料な
どにも最適です。



NO.N13    非破壊法によるラードの検出

今まで困難だった豚脂（ラード）の検出が可能となりました。
非破壊法のため、比較的短時間で、安価、連続で、環境に負荷を与え
ない形での分析が可能です。

開発の経緯

技術の概要

宗教上の理由で豚を食べられない人々の数は増大しています。彼らは豚肉だ
けでなく豚脂も、食品としてのみで
なく、化粧品などとしても利用で
きません。

豚混入に対する検出法は、従来、
抗体やDNAを用いる方法で行わ
れてきました。
しかしそれでは、ラードの検出
は不可能です。

検出器
照射器

レーザー光を照射、ラマン分光装置によって、
豚脂特有のラマンバンドによって、
豚肉の混入を検出することに成功
しました。



特許情報

特許番号：特開2015-057596号

名称：「食品中の豚肉を検出
する方法」

問合せ先

畜産研究部門
畜産連携調整役

TEL.029-838-8617

技術利用の留意
点

合挽肉など、豚脂肪細胞がつぶれていない時は、確実に検出可能ですが、揚げ
油などで他の油と均質に混ざった時には、検出感度が低下します。

その他の非破壊判別技術

分光顕微鏡を用いる
と、食肉の部分的加
熱状況の解析なども
可能となります。

応用分野の利用に
ついてはご相談く
ださい。



NO.N14   店頭で野菜を発色させない照明

技術の概要

開発の経緯

芋類やウドなど、店頭陳列中にだんだん緑になったり赤くなったりして
は困る野菜が存在します。
LED照明によって、蛍光灯照射時よりも、野菜の着色を抑制します。

掘り出したジャガイモが緑に
なったり山芋が赤くなると、商
品価値は一気に低下します。

色がつくのは明るいからです。
しかしスーパーの店頭では、野
菜を暗い場所に置いておくこと
ができません。

お客さんに良く見える状態で、
白い野菜の着色を押さえる照明
が必要です。

LED照明を用いることで、ジャガイモ３品種
で緑色の着色（クロロフィルの合成）を押さ
えることができました。



特許情報

特許番号：第5789906号

名称：
「収穫後の植物体における
曝光下での植物色素合成抑
制方法」

問合せ先

北海道農業研究センター
産学連携コーディネーター

TEL.011-857-9414

技術利用の留意点

赤い着色（アントシアニンの
合成）も抑制できました。

他の品種のジャガイモ、
山芋などでも抑制が期待
できます。

ジャガイモのグルコアルカ
ロイド（ジャガイモに光を
当てると合成される植物毒
素）の合成は防止できませ
ん。

長時間の店頭陳列はさけて
ください。



NO.N15   遺伝子汚染防止のための不稔化植物作出技術

開発の経緯

キク科植物の遺伝子汚染を防ぐために不稔化させる技術です。
組換え植物にこの遺伝子を追加することで、一般圃場で栽培可能と
なります。

遺伝子組換えは、それまでにない特徴を生物に付け加えることができる夢の技
術です。
遺伝子組換えで病気に強い作物などが
次々実用化していますが、
消費者には、食べている物に外来遺伝子
が組み込まれることへの、心理的な
抵抗が大きいようです。

しかし遺伝子組換えによって、新しく美し
い花（青いバラなど）を作り出すことに
ついては、好意的に受け止められる傾向が
あります。
農研機構でも「青いキク」を作出することに
成功しました。

キク科には、レタスやゴボウ、春菊など
重要な野菜が含まれます。

遺伝子組換えキクから直接、または
ハルジオンやタンポポなどの雑草を
介して遺伝子汚染が起こらないように
する必要があります。



特許情報

特許番号：特開2017-184679号

名称：「不稔化植物、融合タ
ンパク質、融合遺伝子、
ベクター、形質転換体、
及び不稔化植物の作出方
法」

問合せ先

野菜花き研究部門
花き連携調整役

TEL.029-838-6807

実施上の留意点

技術の概要

特定の遺伝子の
改変などにより、
「おしべ」や
「めしべ」を
「花弁」化して、
不稔化させる
ことに成功しま
した。

ガーベラやダリアなどのキク科の花はもち
ろん、他の花の不稔化も可能となる場合が
ございます。

ご相談くださ
い。



NO.N16   乳酸菌から生まれた皮膚炎症抑制剤

開発の経緯

技術の概要

皮膚の炎症を抑制する機能がある乳酸菌をみつけました。
その効果物質を特定しました。動物実験で効果を確認ずみです。
嫌なにおいがなく、常温で長期保管可能です。

太陽光に含まれる紫外線は
A波、B波、C波に分かれま
す。B波は、皮膚の炎症を
引き起こします。

乳酸菌または乳酸菌を培養した液には、
紫外線による皮膚炎症を緩和する効果
があることが知られていました。
しかしその原因物質が何かは、わかっ
ていませんでした。

紫外線B波を照射したヒト角化細胞の
炎症性サイトカイン遺伝子発現量

フェニルピルビ
ン酸、
ヒドロキシフェ
ニルピルビン酸、
インドールピル
ビン酸、

の３物質に、
炎症抑制効果が
あることがわか
りました。



特許情報

特許番号：第5700340号

名称：
「皮膚の炎症または障害の予防
または抑制剤」

関連特許：
農研機構には、ほかにも紫外線
予防物質関連特許もございます。

問合せ先

畜産研究部門
畜産連携調整役

TEL.029-838-8617

共同研究のお願い

ヘアレスマウスへの塗布実験

ヒドロキシフェニルピ
ルビン酸と、
インドールピルビン酸
で、炎症抑制効果が高
いようです。

これらは、
乳酸菌内で
アミノ酸から作られる
抗酸化性物質です。

他の抗酸化性物質より
安定性が高く、
化粧品添加などに
向いています。

安全性試験に協力してく
ださる企業を募集してい
ます。



NO.17 ２型糖尿病性腎症早期バイオマーカー候補の同定

技術の概要

開発の経緯

2型糖尿病患者数は、近年、急増しています。

それにともない、合併症患者
の数も増大しています。
合併症のなかでも、悪化する
と人工透析が必要となる糖尿
病性腎症は、いちじるしく患
者のQOLを下げる病気として、
問題になっています。

糖尿病、特に合併症の治療は、
早期発見が重要です。

糖尿病合併症のリスク因子：終末糖化産物（AGEs）を認識する受容体
RAGEを固定化したビースを開発しました。
それを用い、糖尿病合併症マーカー候補として、NP-Aを同定しました。
発症リスクの尿による検出が可能になります。
クレアチニン濃度上昇以前に、腎症の発症リスクの検出が可能となり
ます。



特許情報

特許番号：特許第6004369号

名称：
「糖尿病合併症マーカーと
なり得る新規RAGEリガンド」

問合せ先

食品研究部門
企画連携室長

TEL.029-838-7991

展開例１ 展開例２

糖尿病病態モデルマウスを対象に、
RAGE固定化ビーズでマーカー候補
分子を濃縮し、
尿中からNP-A（ナプシンA）を同定
しました。

NP-Aは、組織が破壊されてから検出
される尿中アルブミンと異なり、
高血糖刺激に応じて分泌が昂進しま
す。

糖尿病合併症リスクを検出する早期
マーカーとして有望だと考えられま
す。

糖尿病合併症リスク初期発見のた
めのキット作成・販売
（血液検査と異なり、非侵襲的検
査が可能となります。）

糖尿病病態モデルマウスを用い、
糖尿病を悪化させない食品の検
索・開発


