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２０１１キャンパスベンチャーグランプリ提案用紙 

 

登録番号 北海道-13 代表者氏名 本多 晃登 

学 校 名 

北海道ハイテクノロジー

専門学校 

応募部門 

テクノロジー部門 

応募テーマ 地元産業活性化への支援事業 ～野生株からの納豆菌分離を手始めに～

 

① プランの具体的内容 

（１）着想点 

私は学校で農産物利用学や微生物学について学んできました。現在は最終学年となり、『土壌からの納

豆菌単離と納豆の作製』というテーマで卒業実験に取り組んでいます。各種の培地を使い土壌から野生の

納豆菌を単離する手法は、私にとってはこれまで学んだ微生物学実験の延長線上にありますが、一般的に

は、微生物の知識、技術、設備がそろわない場合簡単にできるものではありません。 

 一方、最近では全国各地で、地元で採れた農産物などを使った加工食品がたくさん生産されています。

今回の提案の発端となった納豆も、地元の土壌から単離した菌を使い、地元で採れた豆を発酵させて作る

ことができたら、地場産業の一つとして成立する可能性がでてきます。この場合の問題点は地元の豆は用

意できても、地元の菌が簡単には見つからないということです。そこで、依頼があれば、私の技術を提供

し菌を単離、納豆作りの手伝いをする、というサポート事業を展開していけるのではないかと考え、企画

をまとめました。 

 

（２）背景・提案理由 

 納豆は日本古来から食べられている発酵食品の一種で、蒸した大豆を納豆菌で発酵させることにより作

られます。 納豆菌は枯草菌の一種で土壌や枯れ草から簡単に得られるため日本各地に根付く菌株は多々

あると考えられています。もちろんそのほとんどは自然に得られた菌の中から経験的に良いものが選ばれ、

今日まで使い続けられているようです。いくつかの大手企業の納豆も、調べてみると安定した数種の菌株

に行きつくと言われています。 

今回、微生物学的手法を用いて各種の培地を使って土壌からの納豆菌単離を試みたところ、数種の野生

株を得ることに成功しました。これから塩基配列を調べて確定していく予定です。得られた菌を使って大

豆を発酵させたところ、粘り気の強いもの、弱いもの、臭いの強いもの、弱いもの、などいろいろな納豆

ができあがりました。最近は日本人の健康志向もあり納豆はちょっとしたブームです。そのためスーパー

に行くとさまざまなものが売られています。中には納豆が得意でない人向けなのか、におわない納豆、と

いうのもあります。今回私が試みた手法で菌を探せば、糸を引きにくい納豆とか、味のあっさりした納豆、

もちろん、糸もひいてものすごくにおう納豆、などいろいろな納豆が作れそうです。作りたい納豆のイメ

ージがあれば、それに合った菌株を見つけるのはむずかしいことではありません。さらに、ある特定の地

域の土壌から菌株を分離し、それを使ってその地域の豆を発酵させて納豆を作れば、オール地元産の特産

品として販売できる可能性も十分あります。 

しかし納豆を開発し売り出すことは、豆の入手や工場の立ち上げなど初期投資も大きく自分が始めるビ

ジネスとしては当面難しそうです。そこで、まず手始めに納豆で各地の産業を支援する事業を展開したら

どうかと考えました。具体的には私の技術をインターネットなどの媒体を使って他の人に知ってもらい、
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依頼を受けて菌を単離、新たな納豆作りの立ち上げのサポートをするというサービス事業です。将来的に

は他の発酵食品にも手を広げていく予定で今回のビジネスプランを企画しました。 

 

（３）サービス内容 

 私が提案するプランは、クライアントから土壌サンプルを送ってもらい、そのサンプルの中から納豆菌

の野生株を単離するというものです。納豆菌の単離を主軸としていますが、クライアントのイメージに合

う菌株の提供も視野にいれています。豆も一緒に送ってもらえれば、粘りの強弱、臭いや味の違いなど、

ニーズに合う菌株の提供がさらに確実になります。場所により生存している菌種や菌数に違いがあるので、

土壌サンプルは複数必要です。土壌の提供後、1ヶ月をめどに菌株を単離し、送り返すことが可能です。 

 大企業とは違い、研究実験施設の持たない中小企業や新興産業などを相手にしたきめ細かいサービスを

展開します。 

 

② プランの優位性 

（１）新規性・独創性 

納豆を販売している多くの中小企業は一部を除き、実験施設などを持っていません。使用している納豆

菌は自社で単離したものではなく、大手から安定した菌株をもらい受け使用していることがほとんどのよ

うです。 

 今回私の方で単離した新種の納豆菌を使用することにより、今までにない味や食感の納豆を作ることが

出来ます。企業が新しい発想の納豆を提供することで、消費者も選択の幅を広げていくことができるので

はないか、その点にビジネスチャンスを見いだしました。 

 

（２）特徴 

 はじめは資金を持ち合わせていないので実際に納豆は作らず、他企業へのサポート事業のみとします。

サポート事業により資金がたまった段階で本格的な機材の導入や自社ブランドの立ち上げなどを考えて

おり、金銭面でも無理のない経営をめざします。ゆくゆくは納豆に限らず菌を使った発酵食品全般にも手

を広げていきたいと考えています。 



③ 実現方法、実行時期、課題 

（１）納豆菌の単離方法 

 ＜１＞準備 

① 土壌サンプルの採取 

 50～100ｇほどの土壌を採取する。 

 

② 培地の準備 

I. タンパク質含有培地：スキムミルク 1g をイオン交換水 50ml でメスアップしオートク

レーブする。別に普通寒天培地3.5gにイオン交換水50mlを加えオートクレーブする。

2つを混ぜ、シャーレ５枚に分注する。 

 

II. デンプン含有培地：可溶性デンプン 0.6g と普通寒天培地 3.5g を混ぜ、イオン交換水

で 100ml にメスアップした後オートクレーブし、シャーレ５枚に分注する。 

 

表１ 粘質物生産能判定培地組成  

ショ糖 2g 

モノグルタミン酸ナトリウム 15g 

フィトン・ペプトン 15g 

KH2PO4 2.7g 

Na2HPO4・12H2O 4.2g 

NaCl 0.5g 

MgSO4・7H2O 0.5g 

ビオチン(ビタミンＨ) 0.1mg/ml 

寒天 20g 

III. ゼラチン培地：ゼラチン 12g とポリペ

プトン 0.5g をイオン交換水 100ml で

メスアップした後オートクレーブし、

シャーレ５枚に分注する。 

 

IV. 粘質物生産能判定培地：右の表１のと

おり試薬を量りとり、イオン交換水 1L

でメスアップした後オートクレーブ

し、シャーレ５０枚に分注する。 
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V. ＮＧＫＧ培地：日水製薬株式会社の既

製培地を使用 

 

 ＜２＞実験   

③ 土壌サンプルの熱処理 

採取した土壌サンプルを 5g 量り、生理食塩水を 45ml 加え 10 倍希釈液を作る。これ

を室温で 1 時間放置後、100℃で 5 分煮沸し急冷後、静置した。その後上澄 1ml をと

り、生理食塩水を加え 100倍、1000 倍希釈液を作製した。芽胞を作らない菌はこの処

理でほとんど死滅するが Bacillus natto は芽胞形成菌のため煮沸しても生き残る。 

 

④ タンパク質含有培地を利用した菌の分離 

10 倍、100 倍、1000 倍希釈液を 100μL とりタンパク質含

有培地上に滴下した後、スプレッダー法で培地表面上に塗

沫する。37℃で一晩培養後、生じたコロニーの周囲を観察

する。Bacillus natto はプロテアーゼを生産するので、培

地のタンパクを分解し、コロニーの周囲は透明になる。 

 

⑤ デンプン含有培地を利用した菌の分離 

タンパク質分解反応があったコロニーを釣菌し、デンプン含有培地で培養する。37℃

で一晩培養後、生じたコロニーの周囲にルゴール液を滴下する。Bacillus natto は

アミラーゼを生産するので、培地のデンプンが分解され、コロニー周辺はヨウ素デ

タンパク質含有培地



ンプン反応によるデンプンの青紫色呈色反応が起こらない。アミラーゼ非生産菌は

コロニー周辺も紫色になるのですぐに見分けがつく。 

 

⑥ ゼラチン培地を利用した菌の分離 

デンプン分解反応があったコロニーを釣菌し、ゼラチン培

地に画線培養する。23℃で一晩培養後、コロニーを観察す

る。画線した部分のゼラチンが溶けていればゼラチン分解

能陽性と判断する。Bacillus natto はゼラチン分解能陽性

である。 

 

⑦ グラム染色反応試験を利用した菌の確認 

ⅰ）ここまでの試験で分離した Bacillus natto と思われる菌体を白金耳で釣菌し、

スライドグラス上の少量の水に懸濁させる。乾燥後、スライドグラスをガスバー

ナーの火炎中、2-3回通過させて固定する。 

ⅱ）クリスタルバイオレット染色液で 1分程度染色する。染色後水洗する。 

ⅲ）ルゴール液で 1分間処理する。この処理で色素が不溶化される。その後水洗。 

ⅳ）エタノールで、手早く（30秒）、脱色する。ただちに水洗し、風乾する。 

ⅵ）サフラニン染色液で 30秒程度染色する。染色後水洗する。 

ⅶ）乾燥後、光学顕微鏡で観察する。グラム陽性菌は濃紫色、グラム陰性菌は赤色

に染まって見える。Bacillus natto はグラム陽性菌であり、また形状は桿菌である。 

グラム陽性桿菌と観察できたもののみ、次のステップへ進む。 

ゼラチン培地 

 

⑧ 粘質物生産能判定培地を利用した菌の分離 

⑦でグラム陽性桿菌であることが確認できた菌体を釣菌し、

粘質物生産能判定培地に画線培養する。37℃で一晩培養後、

コロニーから糸を引いたものを粘質物生成能有と判断する。

Bacillus natto は粘質物生成能有である。 

 

⑨ カタラーゼ反応における菌の選択 

ここまでの試験で分離した Bacillus natto と思われるコロニーを白金耳で釣菌し、

スライドグラス上に塗りつける。 

菌の上に 30％過酸化水素水を 1滴のせる。 

陽性の場合、直ちに気泡が出るのでそれを観察する。Bacillus natto はカタラーゼ

反応陽性なので、気泡が出た場合、次の段階へ進む。 

粘質物生産能判定培地

 

⑩ NGKG 培地によるレシチナーゼ反応を利用した Bacillus cereus との分離 

  ここまでの試験で分離した Bacillus natto と思われるコロニーを白金耳で釣菌し、 

  NGKG 培地に画線培養する。 

NGKG 培地は、Bacillus 属の中の Bacillus cereus を選択的に分離、検出する培地で

ある。Bacillus cereus はこの培地上で周縁不規則で白色の光沢のないコロニーを

形成、周囲の培地は濁った赤色を示す。Bacillus cereus 以外の細菌の発育は強く

抑制され、もし発育してもその集落は小さく、鑑別は容易である。Bacillus cereus

の一部の菌株の中には毒素型食中毒をおこすものがあるので、これを排除するため

に必要な実験である。 

NGKG 培地で Bacillus cereus でないことが確認できたものを Bacillus natto とす

る。 
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 ＜３＞確認 

     得られた菌株をシークエンサーにかけ、データベースと照らし合わせて 

Bacillus natto であることを確認する。この確認作業はこれから行う予定である

が、全ての菌株が Bacillus natto であることが確認できれば、今後この作業は省い

てもいいのではないかと考えている。 

 

（２）実現過程 

このプランを実現するために上記（１）納豆菌の単離方法 で既述したように今回、納豆菌単離の手法

を確立しました。自社の名前を広げていくためにも、まず始めに、インターネット上でのオンライン注文

を受け付けるサイトを作ります。さらに『Google』や『Yahoo! Japan』などの検索エンジン上に広告を掲

載し、市場を開拓していく予定です。大豆産地の農協などへのダイレクトメール送信なども同時に行いま

す。 

納豆菌を見付けるというコンセプトのもと、今までにない需要を見付けるためにも中小企業を中心に需

要を広げていくことが重要となります。受注が安定した後、自社でも納豆の生産を始め、オンライン上で

の販売も視野に入れています。 

 

（３）事業推進にあたっての課題、問題点 

① 自社の名前を広げていくことが難しい点です。オンライン上での注文がメインとなるため、相手側

から検索などをしてもらわないと、名前が広まりません。対策としてダイレクトメールなど、こち

ら側からも広報展開し、需要を見出だしていく必要があります。 

 

② 安定した需要を確保できない可能性があります。すでに納豆の販売を行っている多くの企業はおそ

らくターゲットにならず、顧客は新規に始める企業が中心となります。既に出来上がっている市場

に新規参入する企業がなければ、自社の経営方式をシフトチェンジしていく必要があります。 

 

④ 市場性 

現在の納豆市場では A 社がシェアの 40%を占めています。しかし、今回はそのような大企業を相手にす

るわけではなく、それ以外の中小企業や地場産業の中で“特産品”として納豆の生産・販売を計画してい

る市場がターゲットとなります。中小企業や各地域の地元産業に対し生産のサポートを行うことが、自社

の企業価値となります。 

さらに、納豆菌のデータがある程度集まってきた場合、自社で納豆菌株についてサンプリング、データ

ベース化などを行い、大豆との組み合わせによる味や糸の変化などのデータを収集しカタログを作り検索

しやすい形にすることも考えています。クライアントの求める菌株をカタログから選び販売するという経

営方針も同時に実施していくこともできます。 
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⑤ 事業採算・収支予測 

（１）事業採算 

このプラン通りに会社を設立した場合、受注を受けるまで収入は０に等しく、採算が合わなくなる可能

性があります。しかし、設備投資などを最小限に抑え、またインターネットとダイレクトメールによる広

報展開のみとすれば、融資を受けないでも赤字額は抑えることが可能です。 

またクライアントからはその後 5年間、納豆の生産・販売による収入の純利益から５～１０％を『技術

使用料』として支払ってもらう契約とします。これで、受注がない月があったとしても収入を確保するこ

とができます。オンライン上での受注となるので、実店舗を用意する必要がなく自宅を事業所とし、テナ

ント料を無くします。広告費等を安価に抑えるため『Google AdWords』や『Yahoo!バナー』などのクリッ

ク課金広告を採用することにより、無駄な広告費をカットします。設備費用等も実験器具などは初期段階

で最低限用意し、収入が増え次第さらに設備を増強することとします。 

 

（２）経営戦略 

収入が安定してきた後、自社ブランドの納豆の生産や納豆菌のカタログ化を実施していきます。オンラ

イン上での販売なので店舗を持つ必要がなく、支出を抑えることができます。 

実際に納豆の生産が始めるとなると、工場の確保が必要となりますが、自社生産だけでなく生産委託も

視野に入れます。生産委託することで実際の納豆作りはプロの方々にお任せすることにより、安定した品

質・価格の納豆を提供することが可能となります。 

 

表２ 5年間の収支予測 

    1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

業務収支 

１件当たりの料金 ¥50,000 ¥50,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000

受注数 20 32 45 57 63

粗利益 ¥1,000,000 ¥1,600,000 ¥2,700,000 ¥3,420,000 ¥3,780,000

技術使用料・継続料 ¥0 ¥300,000 ¥720,000 ¥1,012,500 ¥1,282,500

人件費 ¥1,080,000 ¥1,080,000 ¥1,960,000 ¥1,960,000 ¥1,960,000

設備費等 ¥200,000 ¥100,000 ¥350,000 ¥100,000 ¥150,000

サーバ使用料 ¥2,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000

広告・通信費 ¥20,000 ¥20,000 ¥45,000 ¥50,000 ¥50,000

経常損益 ¥302,000 ¥697,000 ¥1,061,000 ¥2,317,500 ¥2,896,500

金融 

借入金 ¥302,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

返済 ¥0 ¥302,000 ¥0 ¥0 ¥0

借入金累計 ¥302,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

収支 ¥302,000 ¥395,000 ¥1,456,000 ¥3,773,500 ¥6,670,000

 



 

図１ 5年間の収支予測 

⑥ 事業化の意思 

 多少時間がかかってもかまいません。条件が整えば将来起業する意思はありますか… 

□ない 
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