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暮らしへ、未来を運ぶNEDO。
プロジェクトの成果が、毎日を便利に、豊かにしています。
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写真提供：東芝メディカルシステムズ（株）

世界で100以上の施設に導入の「Aquilion ONE™」

心臓などの臓器を立体動画、つまり4次元で撮影できる「Aquilion ONE™」。静止画であれ
ば、わずか1回転0.35秒で臓器全体の撮影が可能。診断する側、される側、双方のニーズ
を満たす、先進のX線CT装置です。

様々な角度から、社会に貢献します。
　通常の検査以外に、脳梗塞や心筋梗塞など一刻を争う救急救命にも貢献。
　整形外科における関節の動態観察など、新たな領域への応用にも期待。
　撮影時間短縮や被ばく量低減、造影剤の使用量減で、患者にやさしい。高齢者や乳幼児の
　検査にも有効。

Aquilion ONETM

ＮＥＤＯプロジェクト「高速コーンビーム３次元Ｘ線ＣＴ」（平成１０～１３年度）および「リアルタイム4Dイメージングシステムの開発」
（平成13～15年度）の成果より

「Aquilion ONE」は東芝メディカルシステムズ（株）の商標です。

X線CTも4次元時代！
世界初の立体動画像で、
                     臓器診断が変わる

臓器全体
の

動態観察
が可能に

。

こんな装
置待って

いました
。

最先端バイオテクノロジー･医療技術開発  最新レポート

■Aquilion ONE™ ■従来型CT

１回転で心臓全体を撮影可能
（ベッドを動かす必要なし） ベッドを動かしながら時間をかけて撮影

１回転で撮影した心臓
（動いている心臓でも
高精細な立体画像が
得られる）画像提供：
藤田保健衛生大学

２００９年度産学官連携功労者表彰

「４次元Ｘ線ＣＴ装置の開発」は

経済産業大臣賞受賞！



「分子イメージング機器研究開発プロジェクト」（平成17～21年度）および「高精度眼底イメージン
グ機器研究開発プロジェクト」（平成17～21年度）より
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現代病のひとつである生活習慣病。“人体の窓”眼底血管
に着目しました。新たな「眼底イメージング技術」を開発し、
非侵襲に早期診断につなげます。

2009 April～July

国内外で活動するNEDOの最近の動きをお知らせします。

April

6  月

May

June July

● 中国政府との共同事業、中国・青海省 太陽光発電実証設備
     を竣工。電力網に接続された太陽光発電システムの実証
　 を中国全土に先駆けて開始
● 第15回バリアフリー2009へ出展
● 日本各地の新エネルギー利用の優れた取り組み、「新エネ
     百選」発表
● 次世代型太陽電池（CIS系薄膜太陽電池）の宮崎工場が竣工
● 国際排出量取引協会（IETA）主催の排出量取引に関する国
     際シンポジウムに参加
● 麻生首相がNEDO省エネモデル事業「コークス乾式消火設
     備（CDQ）」プロジェクトサイトを視察

● エネルギーと環境分野の包括的協力に関する日・チェコ
     シンポジウムを開催
● 第12回組込みシステム開発技術展（ESEC2009）へ出展
● ベトナムVINACOMINと石炭共同探査に係るMOU（覚書）調印
● iPS細胞の産業応用プロジェクトがスタート
● インド政府と「焼結クーラー排熱回収設備」を実証する省
     エネモデル事業の実施を合意
● NEDOカレッジで欧州の最新イノベーション政策についての講義を開催
● 麻生首相、最先端のNEDO関連環境・省エネルギー技術の現場
     を視察。ガラス溶融の消費エネルギーを1/3に削減する設備や川崎
     駅前地下街の「水和物スラリ」を用いた省エネ冷房設備を視察

● 第8回国際バイオEXPOに「NEDOテーマ公募型事業」から
     33件出展
● アスベスト移動処理車（オンサイト・移動式アスベスト低温
      溶融・無害化処理システム）完成
● 蓄電技術に関する平成20年度成果報告会／平成21年度
     公募研究計画発表会を開催
● 米国エネルギー省と国立研究所の一行が群馬県太田市の
     NEDO太陽光発電システム実証試験地区（PalTown城西の
     杜）を視察
● 平成20年度太陽光発電技術開発及び関連事業成果報告会
     を開催
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   鮮明な眼底画像で、
    生活習慣病の早期発見を目指す。   2
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    2009 April～July                               3

 NEDO バイオテクノロジー・
 医療技術開発部のミッション　
      NEDO バイオテクノロジー・医療技術開発部長 
     森田 弘一                                             4

植物の物質生産プロセス制御基盤
技術開発プロジェクト
日立造船（株） 主管研究員・農学博士 中澤慶久氏    12

［特集］

［NEDOからのお知らせ］

悪性腫瘍等治療支援分子イメージング
機器研究開発プロジェクト
（株）島津製作所  担当部長 清水公治 氏             9

新機能抗体創製技術開発
プロジェクト
東京大学 教授  児玉龍彦 氏　　　　               6
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表紙の写真は、トチュウ（植物）の果皮の細胞内写真
です。この細胞の機能を利用して工業原料を作る研
究が進んでいます。詳しくは本誌P12をご覧ください。

鮮明な眼底画像で、
生活習慣病の
早期発見を目指す。

■従来眼底画像

■AO-SLO*眼底画像

新開発の眼底イメージング機器により、これまでにない鮮明な網膜像の取得が
可能になりました。眼科疾患･循環器疾患･生活習慣病による合併症の超早期
発見に貢献します。

＊AO-SLO：補償光学を活用した走査レーザー検眼鏡

最先端バイオテクノロジー･
医療技術開発  最新レポート
奏効率･有効性の高い、
次世代の抗体医薬品を目指して。

1mmの微小乳がんも見逃さない
超早期診断を可能にするマンモPETを開発。

循環型産業システムに貢献。遺伝子組換え
トチュウによる産業用ゴムの生産へ。

● 「新エネ百選」選定記念シンポジウム・選定証授与式を開催
● 世界最高性能を有する「中性子全散乱装置」（NOVA）が完成
● 平成20年度石炭資源開発事業成果報告会を開催
● 太陽光発電の技術開発戦略「太陽光発電ロードマップ
      (PV2030+)」を発表
● 「第2回日独環境フォーラム」を開催
● 第7回産学官連携功労者表彰 表彰式を開催。NEDOプロジェ
      クトから「科学技術政策担当大臣賞」など6賞を受賞
● 新エネルギーシンポジウム・イン沖縄（「新エネ百選」選定記念）を開催
● 第4回新エネルギー世界展示会を開催
● 平成20年度燃料電池・水素技術開発成果報告シンポジウムを開催

7  月

4  月 5  月

再生可能エネルギー国際シンポジウム
（DERBI 2009）に出席
　6月11日～12日、フランス ペルピニョン市で開催された再生
可能エネルギー国際シンポジウム（主催：DERBI＊）に、日本から
NEDO村田理事長と松沢神奈川県知事が出席しました。
　シンポジウムでは、村田理事長がNEDOのエネルギー・環
境問題への取り組みやフランスとの協力関係に関する基調
講演を行ったほか、スマートグリッドなど日本における先進的
な技術開発動向の紹介をしました。また、企業や研究機関、自
治体の関係者による各種再生可能エネルギーの技術動向
や地域の取り組みに関するワークショップなど、日仏におけ
る再生可能エネルギー政策に関するディスカッションが行
われました。

　4月13日～15日に、エネル
ギー技術と情報通信技術を
融合し、電力需給の最適化
を通じて新たなビジネス
の創出を目指す「スマート
グリッド」に関するワーク
ショップを、米国ニューメキ
シコ州にて開催しました。

　日米双方の企業、公的研究機関、政府関係者等が参加、そ
れぞれの「スマートグリッド」関連技術の紹介、今後の研究協
力など活発な議論を交わしました。
　また、9月15日・18日には、この「スマートグリッド」の現状と
課題、国際標準化の動きに対する国内外の取り組み、日米共
同で進める新規プロジェクトなどについて広く情報提供、意
見交換を行うため「スマートグリッドワークショップ2009 in 
JAPAN」を東京と京都で開催しました。
　このワークショップでは、今年度より開始予定の米国
ニューメキシコ州グリーングリッドイニシアティブと連携し
た「日米スマートグリッド実証プロジェクト」基本計画(案)に
ついて、目標や実施内容を明らかにし、企業、大学、研究機
関等から幅広く意見をもとめ、計画に反映することにしてい
ます。

「スマートグリッド」に関する
ワークショップを開催

＊DERBI：フランスとスペインの国境に近いペルピニョン地方の地域クラスター

2009年4月15日 ロスアラモス国立研究所 
Bowles氏(中央)と髙見ワシントン事務所長(左)、
NEDO諸住主任研究員（右）

基調講演の様子 松沢神奈川県知事（左）、NEDO村田理事長（右）



「分子イメージング機器研究開発プロジェクト」（平成17～21年度）および「高精度眼底イメージン
グ機器研究開発プロジェクト」（平成17～21年度）より
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「スマートグリッド」に関する
ワークショップを開催

＊DERBI：フランスとスペインの国境に近いペルピニョン地方の地域クラスター

2009年4月15日 ロスアラモス国立研究所 
Bowles氏(中央)と髙見ワシントン事務所長(左)、
NEDO諸住主任研究員（右）

基調講演の様子 松沢神奈川県知事（左）、NEDO村田理事長（右）
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数あるバイオ分野の最先端技術を
いかに一つの目的に集約するか。
私たちのプロジェクトマネジメント力で、
世の中にインパクトある
ソリューションを提示したい。
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医療技術開発部長

森田弘一
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Biotechnology and 
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科修了（工業化学）、同年4月通商産業省入
省。その後、2001年NEDO研究業務課長、
2003年神戸大学経済経営研究所政策研究
リエゾンセンター助教授、2006年経済産業
省化学物質安全室長などを経て、2009年7月
NEDOバイオテクノロジー・医療技術開発部
長就任

　はじめに私たちバイオテクノロジー･
医療技術開発部のご紹介をします。下図
にありますように、大きく3つの分野でプ
ロジェクトを推進しています。
　まず1つ目の「健康バイオ」は、創薬が

中心となりますが、薬そのものを作るの
ではなく、薬をいかに効率的に作るかな
ど、ツールとなる基盤技術の開発を行っ
ています。2つ目の「医療機器」は、診断
から治療までを視野に入れた医療機器
の開発を行っています。3つ目の「グ
リーンバイオ」は、原材料的な化学物
質、「バルクケミカル」を対象としていま
す。「健康バイオ」はファインケミカル、

つまり薬などで、少量高付加価値的な化
学物質を指しますが、「グリーンバイオ」
では、工業原料として、ある程度ボ
リュームのある物質を作ります。また、
それらを環境にあまり負荷をかけずに
作るプロセス技術を開発しています。
バイオテクノロジーはこうした「ファイ
ン」（健康バイオ）と「バルク」（グリーン
バイオ）に共通した技術的バックグラ
ウンドを有しています。
　バイオテクノロジーをあえて一言で
言えば、生物の機能を解明して、それを
活用し、いろいろなものを作っていく技
術となります。現在の医薬品開発は、バ
イオテクノロジーの最先端の部分、つ
まり遺伝子情報を解析して、その遺伝
子がどういう機能を発揮するかまで掘
り下げて行う必要があります。また、研
究開発の出口、つまりユーザーサイド
の視点では、「健康バイオ」と「医療機
器」はつながっています。
　このように私たちが取り組むプロジェ
クトは、技術（シーズ）や製品（ニーズ）が
うまくかみ合っていくようにマネジメント
を進める必要があります。

プロジェクトの「スーパー特区」
という考え方

　その中で、「特区（構造改革特別区
域）」という数年前に立ち上がった国の
制度を利用して、バイオ医療プロジェク
トの「スーパー特区」というものが指定
（選定）されています。
　「特区」とあるので、市とか町とか行
政区分のイメージがありますが、これ
はプロジェクトの特区です。つまり、プ
ロジェクトのコアとなる研究者、研究グ
ループ、研究領域を決めて、周りにその
プロジェクトに関連する研究が全て連
なり、全体を特区として認め支援するも
のです。
　文部科学省、厚生労働省、経済産業
省など各省庁はこれまで独自に様々な
研究支援制度を実施してきましたが、
各制度の仕組みが違うため、使いにく
い、雑務に追われて研究に専念できな
い、などの指摘がありました。そこで、省
庁の垣根を越えて、コア研究から周辺
研究までまとめて支援するこのプロ
ジェクト「スーパー特区」が立ち上がり、
NEDOとしてもその中で研究支援を行っ
ています。

　最近、「オープンイノベーション」とい
う言葉が流行りですが、研究の現場、医
療の現場、産業の現場がそれぞれの現
場だけで閉じていてはだめで、連携して
やらないと本当の意味でのイノベーショ
ンは起こらないと私は考えています。

に使ってもらえるよう、均質で安全なiPS細
胞をたくさん作って供給するにはどうした
らいいかを考えています。
　要するに我々は、最先端のものを常に求
めながらも、それが産業として使えるかと
いう視点でシビアにみているのです。ホッ
トなテーマもクールに見定めていくという
姿勢です。

　バイオテクノロジーの研究は日進月歩
です。最先端技術をいかにいち早く、目的
とする産業フェーズへ集約していくか、こ
れが私たちのプロジェクトマネジメントの
根幹となります。
　NEDOバイオテクノロジー・医療技術開
発部には様々な企業から優秀な出向者（主
査）の方々が来られています。その方 と々共
に、「バイオ・医療分野に潜在する多くの
シーズを世の中のニーズにどうフィックス
させるか」を日々考えています。
　大学や企業の研究者と、技術の「中身」
についての議論を行い、プロジェクトを束
ねる統率力が求められますので、常に勉
強しながらプロジェクトを推進していきた
いと考えています。
　　　　　　　（取材日：2009年8月11日）

研究の成否は、
シーズをニーズにフィックスさせる
目とマネジメント力にあり

ヒトゲノム解析後からの基礎研究を、
具体的な成果につなげ、
世の中にアウトプット

　今、バイオ分野で最もホットなのは、iPS
細胞でしょう。どんな組織にも変わる万能
細胞で、将来の夢のような世界は、自分の
臓器を再生すること。例えば、血管が壊れ
たら、自分の細胞から血管を作り直してそ
れを埋め込むことができます。
　NEDOもNEDOらしい視点に立ってiPS
細胞関連プロジェクトを立ち上げています。
我々は産業応用という視点で、iPS細胞を皆

「ホットなテーマもクールに見つめる」
産業化への戦略的視点を常にもつ

「Bio Japan2008」出展（2008年10月15～17日
パシフィコ横浜）

「iPS細胞等幹細胞産業応用促進基盤技術開発」が
スタート（2009年5月18日記者説明会）

化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開発

創薬加速に向けたタンパク質機能解析基盤技術開発

細胞アレイ等による遺伝子機能の解析技術開発

研究用モデル細胞の創製技術開発

糖鎖機能活用技術開発

新機能抗体創製技術開発

機能性RNAプロジェクト

染色体解析技術開発

バイオ診断ツール実用化開発

基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発

iPS細胞等幹細胞産業応用促進基盤技術開発（～2013）

（2002～）植物の物質生産プロセス制御基盤技術開発

微生物機能を活用した高度製造基盤技術開発

微生物群のデザイン化による高効率型環境バイオ処理技術開発

悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発

高精度眼底イメージング機器研究開発

新規悪性腫瘍分子プローブの基盤技術開発

先導研究

先導研究

深部治療に対応した次世代DDS型治療システムの研究開発

インテリジェント手術機器研究開発

再生医療の早期実用化を目指した再生評価技術開発

心筋再生治療研究開発

三次元複合臓器構造体研究開発

創薬プロセスの効率
化やツールの開発、
画期的な新薬開発、
個別化医療実現を
目指す

微生物などの有用遺
伝子を利用して、石油
に頼らない物質生産
技術を確立し、循環型
社会実現に貢献

医療現場のニーズに
マッチした疾患の超早
期診断や高度医療機
器開発、再生医療の
早期実用化を目指す 　「健康バイオ（創薬）」を例に、現在の

私たちのミッションについてお話ししま
す。「健康バイオ」に光が当たり始めたの
は、ヒトゲノム解析が成し遂げられた
2000年頃からで、遺伝子情報を読み
切っただけではなく、それをどう活かす
かというプロジェクト（ミレニアムプロ
ジェクトと呼ばれています）が、日本で急
速に展開されました。バイオテクノロ
ジーの萌芽期とも言われ、相当額の研究

資金が投入されました。但し、その当時
は主に基礎研究が中心で、遺伝子情報
をどう解析し、どこにどういう意味がある
かということを解明していくプロジェクト
が主流でした。
　現在は、それらの成果を活用した具体
的な成果、すなわち分子生物学的な知見
をベースに疾患のコントロールを行うと
いうことにスポットが当てられています。
遺伝子情報に関する基礎研究を、医療
技術、創薬技術につなげ、具体的に目に
見えるものを世の中に見せていく、とい
うことが必要なのです。 

①安全かつ効率的なiPS細胞
　作製のための基盤技術の開発

②iPS細胞等幹細胞の
　選別･評価･製造技術等の開発

③iPS細胞等幹細胞を用いた創薬スクリーニングシステムの開発

体細胞

組織幹細胞

PGC

EC細胞

ES細胞

iPS細胞

生殖幹細胞

遺伝子導入

リプログラミング

健
康
バ
イ
オ
分
野

医
療
機
器
分
野

グ
リ
ー
ン

バ
イ
オ
分
野

創薬、医療機器、グリーンバイオの
3分野で、相互作用しながら
プロジェクトを展開

線維芽細胞 iPS細胞

・新規誘導法の開発
・cDNAライブラリー･天然化合物を活用した
  誘導因子の探索

・各種細胞の性質･機能を評価、
  および新規評価技術の開発

多段インキュベータ

分析モジュール

画像解析

Switching Box

＜長期培養計画＞

アガロース加工 可動式
光学系

高速CCD
カメラ

1480mmLASER

水銀ランプ

10プレート

スライド

64ch Amp.

オンライン解析

刺激用PC

D/A Box

A/D Box
Raw date
保存用PC

iPS細胞から分化
させた心筋細胞

・iPS細胞から効率
  よく分化させた
  心筋細胞を活用

・薬剤（候補含む）
  が心毒性を有する
  かどうかを検証･
  評価
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新規悪性腫瘍分子プローブの基盤技術開発

先導研究

先導研究

深部治療に対応した次世代DDS型治療システムの研究開発

インテリジェント手術機器研究開発

再生医療の早期実用化を目指した再生評価技術開発

心筋再生治療研究開発

三次元複合臓器構造体研究開発

創薬プロセスの効率
化やツールの開発、
画期的な新薬開発、
個別化医療実現を
目指す

微生物などの有用遺
伝子を利用して、石油
に頼らない物質生産
技術を確立し、循環型
社会実現に貢献

医療現場のニーズに
マッチした疾患の超早
期診断や高度医療機
器開発、再生医療の
早期実用化を目指す 　「健康バイオ（創薬）」を例に、現在の

私たちのミッションについてお話ししま
す。「健康バイオ」に光が当たり始めたの
は、ヒトゲノム解析が成し遂げられた
2000年頃からで、遺伝子情報を読み
切っただけではなく、それをどう活かす
かというプロジェクト（ミレニアムプロ
ジェクトと呼ばれています）が、日本で急
速に展開されました。バイオテクノロ
ジーの萌芽期とも言われ、相当額の研究

資金が投入されました。但し、その当時
は主に基礎研究が中心で、遺伝子情報
をどう解析し、どこにどういう意味がある
かということを解明していくプロジェクト
が主流でした。
　現在は、それらの成果を活用した具体
的な成果、すなわち分子生物学的な知見
をベースに疾患のコントロールを行うと
いうことにスポットが当てられています。
遺伝子情報に関する基礎研究を、医療
技術、創薬技術につなげ、具体的に目に
見えるものを世の中に見せていく、とい
うことが必要なのです。 

①安全かつ効率的なiPS細胞
　作製のための基盤技術の開発

②iPS細胞等幹細胞の
　選別･評価･製造技術等の開発

③iPS細胞等幹細胞を用いた創薬スクリーニングシステムの開発
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組織幹細胞

PGC

EC細胞

ES細胞

iPS細胞

生殖幹細胞

遺伝子導入

リプログラミング

健
康
バ
イ
オ
分
野

医
療
機
器
分
野

グ
リ
ー
ン

バ
イ
オ
分
野

創薬、医療機器、グリーンバイオの
3分野で、相互作用しながら
プロジェクトを展開

線維芽細胞 iPS細胞

・新規誘導法の開発
・cDNAライブラリー･天然化合物を活用した
  誘導因子の探索

・各種細胞の性質･機能を評価、
  および新規評価技術の開発

多段インキュベータ

分析モジュール

画像解析
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＜長期培養計画＞
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オンライン解析
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D/A Box
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Raw date
保存用PC

iPS細胞から分化
させた心筋細胞

・iPS細胞から効率
  よく分化させた
  心筋細胞を活用

・薬剤（候補含む）
  が心毒性を有する
  かどうかを検証･
  評価
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抗体医薬品の課題とは

　この新機能抗体創製技術開発プロジェ

クトは、21世紀の初頭から生じたゲノム創

薬（ゲノム情報をもとにした新薬の開発）

の波の大きなうねりの中からスタートした。

　「ゲノム創薬への第1の波は、米国セレー

ラ･ジェノミクス社によるヒトゲノムの解読

がきっかけで起きました。ヒトゲノムの解

読が即、画期的新薬の創製にはつながら

なかったものの、ヒトの遺伝子が2万数千

個であるという事実がゲノム創薬の出発点

となったのです」と児玉教授。　

　続いて、米国アフィメトリクス社がすべて

のヒト遺伝子を基板の上にそれぞれ載せ

たDNAマイクロアレイ＊1の開発に成功す

るという2つ目の波がくる。DNAマイクロア

レイを用いると、正常な細胞と異常な細胞

との遺伝子発現量の違いを測定できるた

め、がんや心臓病など特定の疾患におい

て、どの遺伝子の発現量が大きく変化した

のかが判明する。つまりこれによって病気

の犯人捜しを網羅的に行い、真犯人である

原因遺伝子が突き止められるようになっ

た。そしてここから、「病気の真犯人の遺伝

子がつくり出すタンパク質の機能を抑えれ

ば病気を治すことができる」という発想が

生まれた。そして児玉教授の話は第3の波

へと続く。

　「第3の波が生じたのは、真犯人の原因

遺伝子情報から抗原を試験管内で発現

させ、この抗原を用いて最適な抗体をつ

くる道が切り拓かれたことです。現在は第

3の波の真っただ中にあり、我々のプロ

ジェクトは、この波に乗る、国際的にも画

期的な技術の開発に次々と成功している

のです」

　かつて児玉教授はマサチューセッツ工

科大学に在籍した際、120頭のウシから

４年間かけてようやく30マイクログラム

の抗原を抽出していた。しかし、この第３

の波では、その過程を一挙に短縮し、

DNAマイクロアレイで突き止めた病気の

原因遺伝子の情報をもとに短期間で大量

の抗原を作製し、それを用いて抗体をつく

る道を切り拓いたのである。

ゲノム研究の進展と
抗体医薬品の開発

　このプロジェクトで確立した基盤技術

はいくつもあるが、中でもヒトに発現する

のと同じ立体構造や機能などを持つ抗原

（膜タンパク質＊2）やその複合体を、原因

遺伝子から系統的に生産する技術は国際

的にも大きな注目を浴びている。その研

究の成果を児玉教授は次のように語る。

　「原因遺伝子の多くは膜タンパク質で

すが、通常の作製法では、しばしばヒト

の体内で発現する膜タンパク質とは異な

る立体構造になってしまうため、これを用

いても優れた抗体の創製はできませんで

した。そこで私たちは、遺伝子組換えでよ

く使用されるバキュロウイルス＊3を用い

て、ヒトに発現するのと同じ立体構造や機

能などを持つ膜タンパク質やその複合体

の系統的な産生技術の開発に成功した

のです」

　いままでにバキュロウイルスを用いて作

製した抗原は500前後。その中から作り出

された抗体は300以上にのぼる。いわば

「世界最大の抗体ライブラリー」であり、こ

の中から臨床研究などを経て革新的な第

２世代、第３世代抗体医薬品が作られてい

くだろう、と大きな期待が寄せられている。

　また、優れた抗体にとってもっとも重要

なのは、抗体の親和性が高いことである。

抗体の親和性とは、抗原と結合する抗体

の結合力ならびに、抗原と抗体が結合した

後の離れにくさである。この親和性が高い

抗体ほど微量な抗原でも検出可能となる。

世界中から注目される
NEDOプロジェクト発、
抗体創製の新しい手法

■新機能抗体創製技術開発プロジェクト実施体制

新機能抗体創製技術開発プロジェクト
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私たちの体を守る「抗体」。

その抗体の働きを利用した新たな治療法がいま脚光を浴びている。

その中で、NEDOの「新機能抗体創製技術開発プロジェクト」は、

抗体を創薬や診断に活用することを目的に2006年からスタートし、

注目を集めている。

ここでは、次世代抗体医薬品開発を目指して傑出した成果をあげている

研究の概要や今後の展開、そして将来性など、

このプロジェクトを率いる

東京大学、先端科学技術研究センターの

児玉龍彦教授にお話を伺った。

最先端バイオテクノロジー･医療技術開発  最新レポート 1

奏効率･有効性の高い、
次世代の抗体医薬品を
目指して。

プロジェクトリーダー
東京大学  先端科学技術研究センター

児玉龍彦 教授

■抗体医薬品のがん細胞に対する働きの例

抗体

抗体

核

がん細胞

核

がん細胞

がん細胞
増殖

イメージング抗体を投与し、微細な病変
の位置も突き止められる抗体免疫PET。
写真はマウスの病変で試験中

超高精度質量分析計を
使った、バイオマーカー
検索の様子。こちらでは
肝臓がんを対象に、血清
中の成分を検査し、早期
発見から抗体治療の可
否、治療後の再発予測な
どを行う

　人体には疫（=病気）から免れるための

「免疫」という仕組みが備わっている。病

原体などの異物を「抗原」と認識し、抗原

に対して「抗体」を出動させて排除･死滅

に努めるシステムだ。この免疫システム

を応用して作られたのが抗体医薬品であ

る。そして、第１世代の医薬品として、関節

リウマチやがんを対象疾患とする抗体医

薬品が次々と登場している。これまで治療

効果の高くない薬しかなかった病気に対

しても、その病気に関連する抗原のみを

狙い撃つ抗体医薬品の出現により、治療

効果などが得られるようになりつつある。

　そして抗体医薬品の可能性が明らかに

なるとともに、第１世代抗体医薬品の克

服すべき課題が明らかになってきた。プ

ロジェクトリーダーの児玉教授は次のよ

うに話す。

　「第１世代の抗体医薬品の課題の１

つは奏効率の低さです。30種類ほど登場

した第１世代ですが、概して、同じ病気の

すべての患者に効くというわけではな

く、特定の患者にしか効かないという問

題がありました。また、もう１つは有効性

が低いこと。病気を治療する力が弱く、進

行を止める程度にとどまっていたので

す。さらにあと１つの課題はコスト高を

克服することです。NEDOの新機能抗体創

製技術開発プロジェクトの目的は、こうし

た課題をクリアして、抗原の認識力、結合

力、殺傷力などの働きを高めた誰にでも

治療効果のある、今までにない高性能な

抗体を作り、第２世代、第３世代の抗体医

薬品を社会へ送り出すため、その基盤と

なる技術を開発することなのです」

細胞の増殖を
促す因子

がん細胞は
攻撃により
死滅、または
増殖できない

抗体医薬品の
投与

1 1　の因子と結合し、細胞内に
増殖命令を伝える膜タンパク
質（がんの目印）

がん細胞を攻撃する免疫細胞
2

増殖命令
を送る

3

がん
細胞

がん
細胞

がん
細胞

A
B

攻撃

がんに対する抗体医薬品の2つの働き
特定のタンパク質に結合することで
免疫を担う細胞を呼び、がん細胞を攻撃する
増殖命令を抑え、がん細胞の増殖を抑える

A
B
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抗体を創薬や診断に活用することを目的に2006年からスタートし、

注目を集めている。

ここでは、次世代抗体医薬品開発を目指して傑出した成果をあげている

研究の概要や今後の展開、そして将来性など、

このプロジェクトを率いる

東京大学、先端科学技術研究センターの

児玉龍彦教授にお話を伺った。
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奏効率･有効性の高い、
次世代の抗体医薬品を
目指して。

プロジェクトリーダー
東京大学  先端科学技術研究センター

児玉龍彦 教授

■抗体医薬品のがん細胞に対する働きの例

抗体

抗体

核

がん細胞

核

がん細胞

がん細胞
増殖

イメージング抗体を投与し、微細な病変
の位置も突き止められる抗体免疫PET。
写真はマウスの病変で試験中

超高精度質量分析計を
使った、バイオマーカー
検索の様子。こちらでは
肝臓がんを対象に、血清
中の成分を検査し、早期
発見から抗体治療の可
否、治療後の再発予測な
どを行う

　人体には疫（=病気）から免れるための

「免疫」という仕組みが備わっている。病

原体などの異物を「抗原」と認識し、抗原

に対して「抗体」を出動させて排除･死滅

に努めるシステムだ。この免疫システム

を応用して作られたのが抗体医薬品であ

る。そして、第１世代の医薬品として、関節

リウマチやがんを対象疾患とする抗体医

薬品が次々と登場している。これまで治療

効果の高くない薬しかなかった病気に対

しても、その病気に関連する抗原のみを

狙い撃つ抗体医薬品の出現により、治療

効果などが得られるようになりつつある。

　そして抗体医薬品の可能性が明らかに

なるとともに、第１世代抗体医薬品の克

服すべき課題が明らかになってきた。プ

ロジェクトリーダーの児玉教授は次のよ

うに話す。

　「第１世代の抗体医薬品の課題の１

つは奏効率の低さです。30種類ほど登場

した第１世代ですが、概して、同じ病気の

すべての患者に効くというわけではな

く、特定の患者にしか効かないという問

題がありました。また、もう１つは有効性

が低いこと。病気を治療する力が弱く、進

行を止める程度にとどまっていたので

す。さらにあと１つの課題はコスト高を

克服することです。NEDOの新機能抗体創

製技術開発プロジェクトの目的は、こうし

た課題をクリアして、抗原の認識力、結合

力、殺傷力などの働きを高めた誰にでも

治療効果のある、今までにない高性能な

抗体を作り、第２世代、第３世代の抗体医

薬品を社会へ送り出すため、その基盤と

なる技術を開発することなのです」

細胞の増殖を
促す因子

がん細胞は
攻撃により
死滅、または
増殖できない

抗体医薬品の
投与

1 1　の因子と結合し、細胞内に
増殖命令を伝える膜タンパク
質（がんの目印）

がん細胞を攻撃する免疫細胞
2

増殖命令
を送る

3

がん
細胞

がん
細胞

がん
細胞

A
B

攻撃

がんに対する抗体医薬品の2つの働き
特定のタンパク質に結合することで
免疫を担う細胞を呼び、がん細胞を攻撃する
増殖命令を抑え、がん細胞の増殖を抑える

A
B
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　新機能抗体創製技術開発プロジェクト

はゲノム創薬の第3の波を先導している

だけでなく、第4の波であるイメージング

抗体創薬に向けて着実な準備を積み重

ねている。

　イメージング抗体とは、抗体を画像化・

視覚化できるように改変したもの。イメー

ジング抗体を体内に入れると、病変部にあ

る抗原と結びつく。それを画像検出すると、

従来のFDG（ブドウ糖の類似物質に放射性

同位元素を付けたもの）を標識としたPET

と比べて飛躍的に集積度が向上し、人体に

おける病変の広がりや遺伝子発現のあり

方などを正確に把握するためのツールと

なる。東大先端科学技術研究センターでは、

イメージング抗体を用い、抗体免疫マイク

ロPETを導入し、イメージング抗体のがん部

への集積について開発が進められている。

　そもそもイメージング抗体は新機能抗

体創製技術開発プロジェクトを進める中

で、抗体の新しい側面に気づいたことから

研究が始まった。つまり、これまで抗体は異

物に結合し攻撃するものと理解されてきた

が、異物に結合するだけで攻撃しない抗体

も存在することがわかってきたのである。

　「後者の異物に結合するだけのタイプ

の抗体の場合、ストレプトアビジン＊4など

の結合性分子を付加改変した『標識』とし

て活用します。まず抗原と改変抗体を結

合させてから、ストレプトアビジンと結合

可能な、『ビオチン＊4と診断用分子の一体

物』を投与することにより抗原の位置が診

断できます。また、この『ビオチンと放射性

物質や抗がん剤などを組み合わせた一

体物』を投与すれば、その抗原だけを攻

撃できるという治療が実現するのです。こ

れをプレターゲティング法といいますが、

このプロジェクトでは、ストレプトアビジ

ンとビオチンを用いたプレターゲティン

グ法の確立にも成功しているのです」

　画期的新薬の上市が減り続け、医薬品

市場全体の成長が鈍化している中で、目

覚ましい急成長を遂げている抗体医薬

品。その市場規模は年率20％前後の

ペースで急拡大し、2012年には約4兆

5000億円（Datamonitor社調べ）に達す

ると予測されている。このプロジェクトに

よって確立された基盤技術が、抗体医薬

品の創製に向け、大きな成果を上げるに

ちがいない。

　　　　　　　（取材日：2009年7月16日）

「イメージング抗体創薬」という
新たな展開へ

＊1  DNAマイクロアレイ：シリコン基板の上にDNAを固定し
         たもので、DNAチップとも呼ばれる。ヒト細胞内の遺伝子
         発現量を比較し、検体の遺伝子発現量変化を網羅的に
         検出する。
＊2  膜タンパク質：細胞の表面を覆う細胞膜にみられるタン
         パク質（分子）のこと。様々な生理反応をおこす受容体も
         膜タンパク質のひとつ。
＊3  バキュロウイルス：昆虫に感染するウイルスの一種。外
         来遺伝子を効率よく導入できるため、遺伝子組換えなど
　　に活用されている。
＊4  ストレプトアビジンとビオチン：ストレプトアビジンは腸内
         細菌によってつくられるタンパクの一種で、ビオチンは
        ビタミンB7のこと。ストレプトアビジンとビオチンの親
         和力は、抗原抗体反応のさらに100万倍以上高い。本プ
         ロジェクトでは、ヒト体内へ入れたときに異物と認識さ
         れにくい構造への改変にも成功している。

新機能抗体創製技術開発プロジェクト

投与した抗原に対する抗体を作
製するようになったマウスの脾細
胞と、がん細胞の一種である「ミ
エローマ」を融合し、ハイブリドー
マ（抗体産生無限増殖細胞）を作
製。マウス抗体のアミノ酸配列を
変え、ヒト化した後、がんなどの研
究、治療に使われる

Notes

■人工改変抗体での免疫PETイメージング

■イメージング抗体の診断･治療への展開

■分子イメージング開発の背景

従来の
FDG･PET

抗体免疫
PET

　いま、悪性腫瘍などの疾患の早期診断

などの決め手として大きな注目を浴びて

いるのが、分子イメージングである。分子

イメージングとは、生体内での細胞やタン

パク質などの分子の働きを、生きたまま

画像化する技術である。

　病気がもたらす生体内の細胞やタンパ

ク質などの「機能の変化」は、腫瘍の増大・

転移などの「形態の変化」に先行して出現

する。つまり分子イメージングによってい

ち早く分子の「機能の変化」を画像化でき

れば、より早い発見、より正しい診断への

道筋が拓ける。すでにこの分子イメージ

ング技術を用いたPET（機能情報）や、PET

とCT（形態情報）を組み合わせたPET-CT

が医療現場で活用され始めている。

　「しかし、PETの分解能（画像として精

緻に描出できる性能）がまだまだ不十分

なことや、病変以外のところ

も描出してしまうなど、解決

すべき課題も少なくありま

せん。このNEDOプロジェク

トでプロトタイプ機を開発

しているマンモPETや、高分

解能PET-CTシステムのた

めの全身用高分解能PET

は、従来のPETの限界を克

服して、その期待に十分応

えられるものです」清水公

治氏は、こう開発の成果を

語る。

分子イメージング技術を活かした
PETのプロトタイプ開発

悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発プロジェクト
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1mmの微小乳がんも
見逃さない
超早期診断を可能にする
マンモPETを開発。
増加の一途をたどる悪性腫瘍等の疾患に対して、
早期発見で悪性度や進行度などの正しい診断が可能になれば、
治療効果の向上や国民医療費の抑制などに大いに貢献できる。
NEDOが推進してきた
『悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発プロジェクト』のなかで、
近接撮像型部位別PET装置（乳房用）と、
全身用の高分解能PETのプロトタイプ開発を推進している
（株）島津製作所の清水公治氏に取材した。
今秋から京都大学医学部附属病院で実際の患者を対象に
臨床研究に取り組むなど、
着実な成果をあげているプロジェクトの概要を報告する。

（株）島津製作所　経営戦略室

次世代医療事業推進 担当部長
清水公治

手にしているのは、マンモPETのキーデバイス
「4層DOI検出器（右手）」と、全身用高分解能
PETの「2層DOI検出器（左手）」

1mmの微小乳がんも見逃さないマンモ
PET。痛みもなく、検査用衣服を身につけたま
までも検査ができる

正常な細胞

自覚症状なし 自覚症状あり

ブドウ糖（細胞が活動
するときの栄養）を適
度に消費する

微小ながん細胞 大きくなったがん細胞

DNA等に
変化が起こる

がん細胞は
10～20年かけて
ゆっくり成長する

1～5年で
急激に成長

この段階で
がん細胞を発見し、
予防につなげる

がん化
した細胞

細胞の「機能の変化」
ブドウ糖を大量に消費して
いる様子を捉える

これからの分子イメージング機器（PET）

細胞の「形態の変化」
細胞が増殖して大きくなった
様子を捉える

今までのCT、MRI

　「人体の血液中にはアルブミンなど多

種多様なタンパク質が大量に含まれてい

ます。その中から病気の原因となっている

微量の抗原を検出するには親和性の高

い抗体が不可欠であり、私たちは高い親

和性を持つ抗体を効率的に創出する技

術の確立にも成功しています」

標識となる抗体（イメージング抗体）を体内へ投与

がん細胞に抗体が
びっしり付く

複数の正常臓器にも
FDGプローブの高い
取り込みが見られ、腫
瘍細胞の判別が困難

ほとんどの抗体プロー
ブが腫瘍に集まり、高
い特異性を示し、腫瘍
細胞をはっきり判別で
きる

がん
細胞

標識

SA

SA

SA

　ビオチン＊4と診断用分子の一体物を投与
　（ビオチンとストレプトアビジンは強く結合する）

がん
細胞

SA ビオチン 診断用分子

SA

ビオチン

診断用分子

SA

ビオチン

診断用分子

ビオチンと治療用放射性物質（RI）の一体物を投与

がん
細胞

SA ビオチン

SA

ビオチン

SA

ビオチン

PET装置で、
この部分を
検出すれば、
がん細胞の
位置を特定
できる

がん細胞のごく近くで
局所放射線治療ができる

RI

RIRI

強力な結合力

放射線で攻撃

=ストレプトアビジン＊4

1

2

3

4

抗体
SA

抗原

肝臓

腫瘍

脳

心臓

腎臓 腎臓

膀胱

腫瘍
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は、従来のPETの限界を克

服して、その期待に十分応

えられるものです」清水公

治氏は、こう開発の成果を

語る。

分子イメージング技術を活かした
PETのプロトタイプ開発

悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発プロジェクト

最先端バイオテクノロジー･医療技術開発  最新レポート 2

1mmの微小乳がんも
見逃さない
超早期診断を可能にする
マンモPETを開発。
増加の一途をたどる悪性腫瘍等の疾患に対して、
早期発見で悪性度や進行度などの正しい診断が可能になれば、
治療効果の向上や国民医療費の抑制などに大いに貢献できる。
NEDOが推進してきた
『悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発プロジェクト』のなかで、
近接撮像型部位別PET装置（乳房用）と、
全身用の高分解能PETのプロトタイプ開発を推進している
（株）島津製作所の清水公治氏に取材した。
今秋から京都大学医学部附属病院で実際の患者を対象に
臨床研究に取り組むなど、
着実な成果をあげているプロジェクトの概要を報告する。

（株）島津製作所　経営戦略室

次世代医療事業推進 担当部長
清水公治

手にしているのは、マンモPETのキーデバイス
「4層DOI検出器（右手）」と、全身用高分解能
PETの「2層DOI検出器（左手）」

1mmの微小乳がんも見逃さないマンモ
PET。痛みもなく、検査用衣服を身につけたま
までも検査ができる

正常な細胞

自覚症状なし 自覚症状あり

ブドウ糖（細胞が活動
するときの栄養）を適
度に消費する

微小ながん細胞 大きくなったがん細胞

DNA等に
変化が起こる

がん細胞は
10～20年かけて
ゆっくり成長する

1～5年で
急激に成長

この段階で
がん細胞を発見し、
予防につなげる

がん化
した細胞

細胞の「機能の変化」
ブドウ糖を大量に消費して
いる様子を捉える

これからの分子イメージング機器（PET）

細胞の「形態の変化」
細胞が増殖して大きくなった
様子を捉える

今までのCT、MRI

　「人体の血液中にはアルブミンなど多

種多様なタンパク質が大量に含まれてい

ます。その中から病気の原因となっている

微量の抗原を検出するには親和性の高

い抗体が不可欠であり、私たちは高い親

和性を持つ抗体を効率的に創出する技

術の確立にも成功しています」

標識となる抗体（イメージング抗体）を体内へ投与

がん細胞に抗体が
びっしり付く

複数の正常臓器にも
FDGプローブの高い
取り込みが見られ、腫
瘍細胞の判別が困難

ほとんどの抗体プロー
ブが腫瘍に集まり、高
い特異性を示し、腫瘍
細胞をはっきり判別で
きる

がん
細胞

標識

SA

SA

SA

　ビオチン＊4と診断用分子の一体物を投与
　（ビオチンとストレプトアビジンは強く結合する）

がん
細胞

SA ビオチン 診断用分子

SA

ビオチン

診断用分子

SA

ビオチン

診断用分子

ビオチンと治療用放射性物質（RI）の一体物を投与

がん
細胞

SA ビオチン

SA

ビオチン

SA

ビオチン

PET装置で、
この部分を
検出すれば、
がん細胞の
位置を特定
できる

がん細胞のごく近くで
局所放射線治療ができる

RI

RIRI

強力な結合力

放射線で攻撃

=ストレプトアビジン＊4

1

2

3

4

抗体
SA

抗原

肝臓

腫瘍

脳

心臓

腎臓 腎臓

膀胱

腫瘍
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共同研究先技術研究組合医療福祉機器研究所

（株）島津製作所

東芝メディカルシステムズ（株）

日本メジフィジックス（株）

京都大学

（独）放射線医学総合研究所

東京大学

東北大学

代表助成先

近接撮像型PET装置の開発
高分解能PET-CTの開発

集中研究センター（京都大学病院内）運営
分子プローブ製剤技術の開発

分子プローブ製剤技術の開発

MRI（高機能化技術）の開発

NEDO
京都大学大学院 教授 
平岡真寛

プロジェクトリーダー

京都大学大学院 教授
佐治英郎

サブリーダー

10 11

＊1  FDG：PET検査で静脈注射する薬剤で、ブドウ糖類似物質
　　に放射性同位元素を標識したもの。

＊2  DOI（Depth-of-Interaction）検出器：微小なシンチレー
　　タを立体的に組み上げ、検出器の深さ方向の位置識別
　　を可能にした放射線検出器。

＊3  シンチレータ：放射線を光信号に変換する物質。

＊4  分子プローブ：悪性腫瘍など疾患の原因となる遺伝子や
　　タンパク質に吸着できる吸着物質と、位置を示す蛍光や
　　放射線などを発するシグナルからなる。

Notes
　X線を用いたマンモグラフィは、石灰化

を検出することで、数㎜以下の早期乳がん

を発見することも可能であるが、微小な乳

がん発見は困難だった。しかし、今回試作

されたマンモPETは、分解能1㎜以下を達

成し、ごく微小な乳がんの早期発見も期待

できるようになる。

　「新規開発した検出器の効果が確認で

きたときは、感動しました。今までのPET画

像と比較すれば格段の進歩です。身体の

ある特定の部位を見るための専用PETに

適用すれば、その有用性が最大限発揮で

きると確信しています」

　近接撮像型部位別PETの第1号として、

まず乳房用マンモPETの開発が選ばれた

のには、2つの理由がある。１つは乳がん

が体表近くに生じる悪性腫瘍で、PETの近

接撮像に適していること。もう１つは比較

的早期にリンパ節転移、骨転移などを起こ

しやすい悪性腫瘍であるが、転移する前の

超早期のがんであれば、ほぼ100％の生存

率が期待されるからだ。

分解能1㎜以下を達成し、
乳がんの超早期の発見を可能に

る側にとって、機器の臨床研究まで組み

込んだ開発計画が立てられたのは非常に

有り難いことなのです」

　すなわち、優れた医療機器を開発して

も、医療現場において臨床的な価値が見

出せなければ実用化されることはない。

しかし残念なことに、わが国は医療機器

の臨床データなどをメーカー側へフィー

ドバックさせる仕組みが十分に整ってい

るとはいえない。

　「実は、日本の医療機器が国際競争力

で劣る原因は、その点にあります。米国で

はNIH（国立衛生研究所）が臨床研究も含

めて一元的に開発を支援する態勢が整っ

ているからこそ、強い国際競争力を誇れ

るのです」

　このプロジェクトが、医療機器開発のプ

ロジェクトとして良い手本になるのは間違

いない。2010年1月には『基盤技術のイノ

ベーションから臨床応用へ』をテーマに、

『分子イメージングシンポジウム2010』（京

都大学／NEDO主催）が東京で開かれる。

それまでに臨床研究の成果もあがり、今回

開発されたマンモPETなどの有用性を示

すデータが明らかにされ、早期実用化を

目指して研究は進められていくだろう。

　　　　　　  （取材日：2009年7月28日）

産学官の密接な連携こそ、
優れた医療機器開発のテコ

　高感度･高分解能のマンモPETの開発成

功は、なによりも検出器のブレークスルー

に負うところが大きい。現在のPETは体内

の病変部に集積したFDG＊1などによって

発せられるガンマ線を検出器で受けとめ

て画像化する。ところが、被写体を検出器

に近づけると感度は飛躍的に高まるもの

の、分解能の劣化をもたらし不鮮明な画

像しか得られないという限界があった。マ

ンモPETではその限界を克服するために、

放射線医学総合研究所との共同研究の成

果として、新たに開発された3次元放射線

検出器＝4層DOI検出器＊2を採用した。

ブレークスルーの鍵は
4層DOI検出器の開発

　検出器の詳細について清水氏は、「4

層DOI検出器は、5㎝角のブロックに

1.4×1.4×4.5㎜の微細なシンチレータ＊3

を縦・横に32×32個並べ、それを4層に積

み重ねた総計4096個のシンチレータの塊

です。この4層DOI検出器をマンモPETの

Ｃ型検出リングに、12個×2列＝24個配置

し、高感度・高分解能を両立したマンモ

PETを開発しています」と話す。

　4層DOI検出器は、今回のプロジェクト

のフェーズ1『悪性腫瘍等治療支援分子イ

メージング機器に関する先導研究』で開

発されたキーデバイスの１つ。もちろん、4

層DOI検出器を活かすデータの集積回路

や処理ソフトウエアなど周辺システムも

新たに開発し、プロトタイプの試作までこ

ぎ着けたのである。

　ちなみに、検査を受ける側から見たマ

ンモPETの利点は、精神的肉体的負担がほ

とんどなく検査を受けられることだ。

　「マンモPETは前傾姿勢で座り、目の前

にあるＣ型検出リングの窪みに胸を入れ

るだけでよいのです」

　従来のＸ線マンモグラフィは上半身裸

になり、2枚の板で乳房を上下から挟むな

ど、女性に苦痛を強いるものだっただけ

に、この利点は乳がん検診のひとつの選

択肢として大いに期待されている。

■悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発プロジェクト実施体制

■各種装置による検出可能範囲

悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発プロジェクト

4層DOI検出器（5cm角ブロック）

清水氏と島津製作所研
究員の皆さん（中央に
見えるＣ型リングに4層
DOIが24個配置され
ている）

日本独自の要素技術をもとに、PET/MRI機器の開発と分子プローブの実用化要素技術を確立

悪性腫瘍などの超早期診断を実現

両輪で進められる新たな分子プローブの開発

　分子プローブ＊4は、体内で病変をキャッチして、その位置情
報をPETなどのイメージング機器へ発信する。高度で的確な超
早期診断のためには、集めた情報を画像化するイメージング機
器が高性能であるのと同時に、この分子プローブが高精度でな
ければならないのである。要するにイメージング機器と分子プ
ローブは、クルマの両輪のような存在なのだ。

　いまのところ、PETでがんの診断に使用される分子プローブ
は、ブドウ糖消費が多いか少ないかを見るFDGに限られている
（がん化した細胞は大量にブドウ糖を代謝するため）。しかし、悪
性度や進行度もわかる感度のいい新しい分子プローブが開発さ
れれば、医療現場でのニーズは飛躍的に高まるにちがいない。
　島津製作所でのイメージング機器開発と並行して、様々なが
んの標的分子や、PET、MRIなどのイメージング機器に対応でき
る多機能分子プローブの開発が、京都大学大学院薬学研究科を
中心に精力的に進められている。

■イメージング機器と分子プローブ

■京都大学 佐治教授が提案する
　「ユニットカップリング型多機能分子プローブ」のイメージ

高度な画像を得るためには、イメージング機器（情報を画像化する部分）と、
分子プローブ（病変に発現する標的分子をキャッチする部分）の両方の性能
が高いことがポイント

感度を維持したまま、
解像度を向上させることが必要

がんの発生･転移･浸潤などの
分子機構を標的にすることが必要

DOI検出器搭載
マンモPET

機能性ユニットカップリング型
多機能分子プローブ

情報を画像化
イメージング機器

開発

病変をキャッチ
分子プローブ

開発

両方の性能が良くないと
高度な画像は得られない

（株）島津製作所 京都大学

全身用FDG-PETの課題
●空間分解能の制約　●低悪性度腫瘍の見落とし　●生理的集積（がんとの鑑別）

がん細胞

撮像装置

分子
プローブ

シグナル

　がん細胞に特異的に発現する
　タンパク質など、疾患によって
　異なる
　標的を認識する。標的に合わせ
　て様々なものが開発されている
　②と④をつなぐ部分
　②が認識した情報をシグナルと
　して装置へ送る。PET用放射性同
　位元素、MRI用磁性体など
　PETやMRIなど

1

2

3
4

51

2

3

4

2

2

4

5 イメージング機器

シグナル放出ユニット

リンカーユニット

標的認識ユニット

標的

標的①の種類に合わせて最適な②を選び、撮像装置⑤の種類に応じて
④を選ぶ。分子プローブをユニットとして考えることで、②と④の様々な
組み合わせ（カップル）が可能になり、多機能化する

1 2
24 4

5

DNA解析装置
タンパク質解析装置

PET

X線装置
　　 CT

分子イメージング

DNA タンパク質 細　胞 臓　器

MRI蛍光イメージング

　マンモPETや高分解能PET-CTの開発が

順調に進捗しているのは、産学官連携の

NEDOプロジェクトとして進められ、特に

京都大学病院内に設置された集中研究

センターが中心となり、医薬工連携が図ら

れたからだという。

その理由を清水氏は次のように話す。

　「そもそもPETなどの医療機器は多方面

にわたる密接な連携と協力がないと成功

しないものです。特に医療機器を開発す
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近接撮像型PET装置の開発
高分解能PET-CTの開発

集中研究センター（京都大学病院内）運営
分子プローブ製剤技術の開発

分子プローブ製剤技術の開発

MRI（高機能化技術）の開発
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平岡真寛

プロジェクトリーダー

京都大学大学院 教授
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＊1  FDG：PET検査で静脈注射する薬剤で、ブドウ糖類似物質
　　に放射性同位元素を標識したもの。

＊2  DOI（Depth-of-Interaction）検出器：微小なシンチレー
　　タを立体的に組み上げ、検出器の深さ方向の位置識別
　　を可能にした放射線検出器。

＊3  シンチレータ：放射線を光信号に変換する物質。

＊4  分子プローブ：悪性腫瘍など疾患の原因となる遺伝子や
　　タンパク質に吸着できる吸着物質と、位置を示す蛍光や
　　放射線などを発するシグナルからなる。

Notes
　X線を用いたマンモグラフィは、石灰化

を検出することで、数㎜以下の早期乳がん

を発見することも可能であるが、微小な乳

がん発見は困難だった。しかし、今回試作

されたマンモPETは、分解能1㎜以下を達

成し、ごく微小な乳がんの早期発見も期待

できるようになる。

　「新規開発した検出器の効果が確認で

きたときは、感動しました。今までのPET画

像と比較すれば格段の進歩です。身体の

ある特定の部位を見るための専用PETに

適用すれば、その有用性が最大限発揮で

きると確信しています」

　近接撮像型部位別PETの第1号として、

まず乳房用マンモPETの開発が選ばれた

のには、2つの理由がある。１つは乳がん

が体表近くに生じる悪性腫瘍で、PETの近

接撮像に適していること。もう１つは比較

的早期にリンパ節転移、骨転移などを起こ

しやすい悪性腫瘍であるが、転移する前の

超早期のがんであれば、ほぼ100％の生存

率が期待されるからだ。

分解能1㎜以下を達成し、
乳がんの超早期の発見を可能に

る側にとって、機器の臨床研究まで組み

込んだ開発計画が立てられたのは非常に

有り難いことなのです」

　すなわち、優れた医療機器を開発して

も、医療現場において臨床的な価値が見

出せなければ実用化されることはない。

しかし残念なことに、わが国は医療機器

の臨床データなどをメーカー側へフィー

ドバックさせる仕組みが十分に整ってい

るとはいえない。

　「実は、日本の医療機器が国際競争力

で劣る原因は、その点にあります。米国で

はNIH（国立衛生研究所）が臨床研究も含

めて一元的に開発を支援する態勢が整っ

ているからこそ、強い国際競争力を誇れ

るのです」

　このプロジェクトが、医療機器開発のプ

ロジェクトとして良い手本になるのは間違

いない。2010年1月には『基盤技術のイノ

ベーションから臨床応用へ』をテーマに、

『分子イメージングシンポジウム2010』（京

都大学／NEDO主催）が東京で開かれる。

それまでに臨床研究の成果もあがり、今回

開発されたマンモPETなどの有用性を示

すデータが明らかにされ、早期実用化を

目指して研究は進められていくだろう。

　　　　　　  （取材日：2009年7月28日）

産学官の密接な連携こそ、
優れた医療機器開発のテコ

　高感度･高分解能のマンモPETの開発成

功は、なによりも検出器のブレークスルー

に負うところが大きい。現在のPETは体内

の病変部に集積したFDG＊1などによって

発せられるガンマ線を検出器で受けとめ

て画像化する。ところが、被写体を検出器

に近づけると感度は飛躍的に高まるもの

の、分解能の劣化をもたらし不鮮明な画

像しか得られないという限界があった。マ

ンモPETではその限界を克服するために、

放射線医学総合研究所との共同研究の成

果として、新たに開発された3次元放射線

検出器＝4層DOI検出器＊2を採用した。

ブレークスルーの鍵は
4層DOI検出器の開発

　検出器の詳細について清水氏は、「4

層DOI検出器は、5㎝角のブロックに

1.4×1.4×4.5㎜の微細なシンチレータ＊3

を縦・横に32×32個並べ、それを4層に積

み重ねた総計4096個のシンチレータの塊

です。この4層DOI検出器をマンモPETの

Ｃ型検出リングに、12個×2列＝24個配置

し、高感度・高分解能を両立したマンモ

PETを開発しています」と話す。

　4層DOI検出器は、今回のプロジェクト

のフェーズ1『悪性腫瘍等治療支援分子イ

メージング機器に関する先導研究』で開

発されたキーデバイスの１つ。もちろん、4

層DOI検出器を活かすデータの集積回路

や処理ソフトウエアなど周辺システムも

新たに開発し、プロトタイプの試作までこ

ぎ着けたのである。

　ちなみに、検査を受ける側から見たマ

ンモPETの利点は、精神的肉体的負担がほ

とんどなく検査を受けられることだ。

　「マンモPETは前傾姿勢で座り、目の前

にあるＣ型検出リングの窪みに胸を入れ

るだけでよいのです」

　従来のＸ線マンモグラフィは上半身裸

になり、2枚の板で乳房を上下から挟むな

ど、女性に苦痛を強いるものだっただけ

に、この利点は乳がん検診のひとつの選

択肢として大いに期待されている。

■悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発プロジェクト実施体制

■各種装置による検出可能範囲

悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発プロジェクト

4層DOI検出器（5cm角ブロック）

清水氏と島津製作所研
究員の皆さん（中央に
見えるＣ型リングに4層
DOIが24個配置され
ている）

日本独自の要素技術をもとに、PET/MRI機器の開発と分子プローブの実用化要素技術を確立

悪性腫瘍などの超早期診断を実現

両輪で進められる新たな分子プローブの開発

　分子プローブ＊4は、体内で病変をキャッチして、その位置情
報をPETなどのイメージング機器へ発信する。高度で的確な超
早期診断のためには、集めた情報を画像化するイメージング機
器が高性能であるのと同時に、この分子プローブが高精度でな
ければならないのである。要するにイメージング機器と分子プ
ローブは、クルマの両輪のような存在なのだ。

　いまのところ、PETでがんの診断に使用される分子プローブ
は、ブドウ糖消費が多いか少ないかを見るFDGに限られている
（がん化した細胞は大量にブドウ糖を代謝するため）。しかし、悪
性度や進行度もわかる感度のいい新しい分子プローブが開発さ
れれば、医療現場でのニーズは飛躍的に高まるにちがいない。
　島津製作所でのイメージング機器開発と並行して、様々なが
んの標的分子や、PET、MRIなどのイメージング機器に対応でき
る多機能分子プローブの開発が、京都大学大学院薬学研究科を
中心に精力的に進められている。

■イメージング機器と分子プローブ

■京都大学 佐治教授が提案する
　「ユニットカップリング型多機能分子プローブ」のイメージ

高度な画像を得るためには、イメージング機器（情報を画像化する部分）と、
分子プローブ（病変に発現する標的分子をキャッチする部分）の両方の性能
が高いことがポイント

感度を維持したまま、
解像度を向上させることが必要

がんの発生･転移･浸潤などの
分子機構を標的にすることが必要

DOI検出器搭載
マンモPET

機能性ユニットカップリング型
多機能分子プローブ

情報を画像化
イメージング機器

開発

病変をキャッチ
分子プローブ

開発

両方の性能が良くないと
高度な画像は得られない

（株）島津製作所 京都大学

全身用FDG-PETの課題
●空間分解能の制約　●低悪性度腫瘍の見落とし　●生理的集積（がんとの鑑別）

がん細胞

撮像装置

分子
プローブ

シグナル

　がん細胞に特異的に発現する
　タンパク質など、疾患によって
　異なる
　標的を認識する。標的に合わせ
　て様々なものが開発されている
　②と④をつなぐ部分
　②が認識した情報をシグナルと
　して装置へ送る。PET用放射性同
　位元素、MRI用磁性体など
　PETやMRIなど

1

2

3
4

51

2

3

4

2

2

4

5 イメージング機器

シグナル放出ユニット

リンカーユニット

標的認識ユニット

標的

標的①の種類に合わせて最適な②を選び、撮像装置⑤の種類に応じて
④を選ぶ。分子プローブをユニットとして考えることで、②と④の様々な
組み合わせ（カップル）が可能になり、多機能化する

1 2
24 4

5

DNA解析装置
タンパク質解析装置

PET

X線装置
　　 CT

分子イメージング

DNA タンパク質 細　胞 臓　器

MRI蛍光イメージング

　マンモPETや高分解能PET-CTの開発が

順調に進捗しているのは、産学官連携の

NEDOプロジェクトとして進められ、特に

京都大学病院内に設置された集中研究

センターが中心となり、医薬工連携が図ら

れたからだという。

その理由を清水氏は次のように話す。

　「そもそもPETなどの医療機器は多方面

にわたる密接な連携と協力がないと成功

しないものです。特に医療機器を開発す
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　自動車タイヤ等に用いられる産業用ゴ

ムの消費量は、年を追うごとに増加してい

る。そのうちの56％は石油から生産される

合成ゴムで、残りの44％が熱帯地域

に生育する樹木、パラゴムノキから

採取されるシス型天然ゴムである。

いずれも増大するゴムの需要に伴

い、価格の高騰、供給不足など問題

を起こしつつある。そんな現状を克

ゴム産生量を一挙に3倍に
増やした遺伝子組換えトチュウ

■植物の物質生産プロセス制御基盤技術開発プロジェクト全体の体制図

植物の物質生産プロセス制御基盤技術開発プロジェクト
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循環型産業システムに貢献。
遺伝子組換えトチュウによる
産業用ゴムの生産へ。
化石資源の枯渇、地球温暖化など、
現代の社会システムは壁に突き当たっている。
その突破口の一つとして考えられているのが、
植物の力を利用して工業製品を作るというものだ。
無尽の太陽光エネルギーから光合成で物質をつくる植物の機能を
工業原料の生産に利用するのである。
NEDOの『植物の物質生産プロセス制御基盤技術開発プロジェクト』では、
遺伝子組換え型の様々な実用植物を用いて
工業原料を作り出す研究が進められている。
このプロジェクトの中で、トチュウを用いてトランス型ゴムを
作り出す研究を進めてきた日立造船（株）の
中澤慶久主管研究員から、その研究の背景や進行状況を伺った。

日立造船（株）
事業･製品開発センター 技術研究所

主管研究員･農学博士
中澤慶久

後ろにあるのは、ゴムを抽出するエバポレーター。分析評価に使用するゴムを得る

　遺伝子組換えトチュウの創製に成功し

たカギはいくつもあるが、なによりも第1

に植物組織におけるゴム産生の仕組みを

NEDOプロジェクトで初めて解明したこと

が大きい。その成果を、中澤氏は次のよう

に話す。

　「実は、熱帯地域で100年以上前からプ

ランテーション栽培されてきたパラゴム

ノキについても、ゴム産生の植物組織に

おける詳しい機序は不明でした。私たち

はスペクトル共焦点レーザー顕微鏡など

最新の検査機器を用いて組織を非破壊で

観察することに成功し、トチュウのゴム生

合成部位を突きとめ、ゴムが乳管細胞に

蓄積され作られていく過程を明らかにす

ることができたのです」

　第2にトチュウ独自のゴム産生にかか

わるTIDSという酵素を発見し、（財）かず

さディー・エヌ・エー研究所や大阪大学と

協力してその遺伝子解読に成功したこと

もエポックメーキングとなった。中澤氏は

続ける。

　「TIDSが発現した脂質二重膜が顆粒状

にゴムをつくり、それを乳管細胞に溜めこ

んで巨大なゴムの分子へ生長させていく

のです。それならTIDSの遺伝子にTIDSを

過剰発現させる遺伝子をつなぎ、TIDSの

過剰発現を促せばゴム産生量も増えるの

ではないかと考え、新たな遺伝子組換え

トチュウを作り出しました。苦労したのは、

通常は大腸菌などの微生物でTIDS遺伝

子の遺伝子発現を検定するのですが、

TIDSは疎水性ゴムを作る機能であり、大

腸菌などで発現させることができなかっ

たこと。結局、実際に遺伝子組換えを行っ

たトチュウで確認する方法しかなかった

ので、多大な労力と時間を要することに

なったのです。木本

植物（樹木）の遺伝

子組換えは数％の確

率でしか成功しませ

ん。それを毎回繰り

返し行うことで、よう

やく遺伝子組換えト

チュウにたどり着き

ました」

　遺伝子組換えト

チュウの創製に成功

した第3のカギは、夏

場に強い太陽光を

浴びると低分子のゴムができやすいな

ど、ゴム産生にかかわるトチュウの代謝制

御リズムを、DNAマイクロアレイ情報によ

る解析により成功したことである。

　ほかにもゴムを溜める乳管細胞組織の

転写因子の解明など数多くの成果をあ

げ、他の植物にも転用できる植物バイオ

テクノロジーのデータベースの構築に寄

与することができた。

植物がなぜゴムを産生するのか？
その仕組みを解明

左はトチュウの種子。種子を包む果皮からゴムを採取し、右のよ
うな繊維状に仕上げる

トチュウゴム産生細胞の局在解析

トチュウゴムの乳管細胞内蓄積過程。
顆粒状から次第に融合し、繊維状に蓄積していく

黄色の部分が
蓄積された
トチュウゴム

顆粒状 融 合 繊維状
トチュウ。中国原産の落葉性高木。樹皮は漢方
薬の原料、若葉はお茶（杜仲茶）として利用さ
れる。また、温帯域から比較的寒冷地まで育つ
トランス型天然ゴムの木として知られる

■実用植物を用いた有用物質の生産
■ゴム産生量増加のための遺伝子導入

日本製紙

王子製紙

日立造船

ブリヂストン

常磐植物化学研究所

キリンホールディングス

東洋紡績

ユーカリ

トチュウ

パラゴムノキ

カンゾウ

ナタネ、アマ

ジャガイモ

トランス型ゴム

シス型ゴム

グリチルリチン

カロテノイド

ヒアルロン酸

実用植物 有用物質

服する手段として期待されてい

るのが遺伝子組換えトチュウに

よるトランス型ゴムの生産であ

る。日立造船（株）の中澤慶久主

管研究員（事業･製品開発セン

ター技術研究所）は、こう話す。

　「ワイルドタイプ（自然に生育

する野生のもの）のトチュウは

葉や樹皮、根、果皮（種子を包む

皮）など全草にゴムを含有し、中でも果皮

は多量のゴムを産生します。また、生長す

ると高さが20ｍ以上に達し、熱帯地域の

みでしか生育しないパラゴムノキと違い、

地球上でもっとも広い温帯地域で栽培で

きることから、ゴム生産に最適な産業用植

物として戦前から研究されていました」

　今回、中澤氏のチームは、培養根におけ

る研究でゴム産生量を野生型培養根の約

3倍に増やす遺伝子組換え体を得て、世界

で初めて植物によるゴムの増産に成功し

た。さらに、植物体に再分化することに取

り組んでおり、実用的な栽培に向けて取り

組んでいる。

　また、非組換え体トチュウの果皮からゴ

ム（ポリイソプレン）を採取するために、微

生物による腐朽と水の高圧洗浄で、果皮

からゴムを抽出する腐朽分解法なども確

立した。この手法は化学薬品や熱エネル

ギーを使う必要性がないために自然に優

しく、コスト面においても十分に事業採算

性があると見込まれている。

ゴムの産生量増加

TIDS
ゴムを合成する酵素

トチュウに遺伝子を導入

基質

基質 基質

TIDSを発現させる遺伝子 TIDS遺伝子

TIDSを過剰発現させる読み
込み遺伝子を組み込む

TIDS=トランスイソペンテニルニリン酸合成酵素
基質=イソペンテニルニリン酸セルロース、リグニン

（パルプ）
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はスペクトル共焦点レーザー顕微鏡など

最新の検査機器を用いて組織を非破壊で

観察することに成功し、トチュウのゴム生

合成部位を突きとめ、ゴムが乳管細胞に

蓄積され作られていく過程を明らかにす

ることができたのです」

　第2にトチュウ独自のゴム産生にかか

わるTIDSという酵素を発見し、（財）かず

さディー・エヌ・エー研究所や大阪大学と

協力してその遺伝子解読に成功したこと

もエポックメーキングとなった。中澤氏は

続ける。

　「TIDSが発現した脂質二重膜が顆粒状

にゴムをつくり、それを乳管細胞に溜めこ
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ので、多大な労力と時間を要することに

なったのです。木本

植物（樹木）の遺伝

子組換えは数％の確

率でしか成功しませ

ん。それを毎回繰り

返し行うことで、よう

やく遺伝子組換えト

チュウにたどり着き

ました」

　遺伝子組換えト

チュウの創製に成功

した第3のカギは、夏

場に強い太陽光を

浴びると低分子のゴムができやすいな

ど、ゴム産生にかかわるトチュウの代謝制

御リズムを、DNAマイクロアレイ情報によ

る解析により成功したことである。

　ほかにもゴムを溜める乳管細胞組織の

転写因子の解明など数多くの成果をあ

げ、他の植物にも転用できる植物バイオ

テクノロジーのデータベースの構築に寄

与することができた。

植物がなぜゴムを産生するのか？
その仕組みを解明

左はトチュウの種子。種子を包む果皮からゴムを採取し、右のよ
うな繊維状に仕上げる

トチュウゴム産生細胞の局在解析

トチュウゴムの乳管細胞内蓄積過程。
顆粒状から次第に融合し、繊維状に蓄積していく

黄色の部分が
蓄積された
トチュウゴム
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トチュウ。中国原産の落葉性高木。樹皮は漢方
薬の原料、若葉はお茶（杜仲茶）として利用さ
れる。また、温帯域から比較的寒冷地まで育つ
トランス型天然ゴムの木として知られる
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■ゴム産生量増加のための遺伝子導入

日本製紙

王子製紙

日立造船

ブリヂストン

常磐植物化学研究所

キリンホールディングス

東洋紡績

ユーカリ

トチュウ

パラゴムノキ

カンゾウ

ナタネ、アマ

ジャガイモ

トランス型ゴム

シス型ゴム

グリチルリチン

カロテノイド

ヒアルロン酸

実用植物 有用物質

服する手段として期待されてい

るのが遺伝子組換えトチュウに

よるトランス型ゴムの生産であ

る。日立造船（株）の中澤慶久主

管研究員（事業･製品開発セン

ター技術研究所）は、こう話す。

　「ワイルドタイプ（自然に生育

する野生のもの）のトチュウは

葉や樹皮、根、果皮（種子を包む

皮）など全草にゴムを含有し、中でも果皮

は多量のゴムを産生します。また、生長す

ると高さが20ｍ以上に達し、熱帯地域の

みでしか生育しないパラゴムノキと違い、

地球上でもっとも広い温帯地域で栽培で

きることから、ゴム生産に最適な産業用植

物として戦前から研究されていました」

　今回、中澤氏のチームは、培養根におけ

る研究でゴム産生量を野生型培養根の約

3倍に増やす遺伝子組換え体を得て、世界

で初めて植物によるゴムの増産に成功し

た。さらに、植物体に再分化することに取

り組んでおり、実用的な栽培に向けて取り

組んでいる。

　また、非組換え体トチュウの果皮からゴ

ム（ポリイソプレン）を採取するために、微

生物による腐朽と水の高圧洗浄で、果皮

からゴムを抽出する腐朽分解法なども確

立した。この手法は化学薬品や熱エネル

ギーを使う必要性がないために自然に優

しく、コスト面においても十分に事業採算

性があると見込まれている。

ゴムの産生量増加

TIDS
ゴムを合成する酵素

トチュウに遺伝子を導入

基質

基質 基質

TIDSを発現させる遺伝子 TIDS遺伝子

TIDSを過剰発現させる読み
込み遺伝子を組み込む
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NEDOは次代を担う中高生を応援します。
　8月17日、鹿児島県の津曲学園鹿児島高等学校 自然科学部の

生徒さん8名がNEDOに来られました。

　同校は、文部科学省から「調査支援活動」校として選ばれ、今回

は自然科学部調査活動の一環で「新エネルギー」について勉強す

るため、NEDOを訪問先に選んだとのこと。NEDO職員から、最新の

様々な新エネルギー技術のレクチャーを受け、それぞれが関心あ

る分野について熱心に質問して理解を深められていました。皆さ

んの今後の活躍を期待しています！

　NEDOホームページの人気コーナー「よくわかる！ 技術解説」から、特に話題の最新技術

をとりあげ、わかりやすく解説した書籍です。

　日本の最新の科学技術やNEDOのプロジェクトを図や絵を用いて紹介していますので、技

術に詳しくない方でも気軽に読める内容です。この機会に是非お申し込みいただき、最先端

技術への理解を深めてみてください！
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植物の物質生産プロセス制御基盤技術開発プロジェクト

■トチュウ由来のトランス型ゴム

■プラスチック（ポリプロピレン=PP）

■パラゴムノキから産生されるシス型ゴム

　現在、遺伝子組換えトチュウによるゴム

生産の研究は、実用化に向けて実証試験が

進められている。中国中央部の陜西省で省

政府の協力や西北農林科技大学との共同

研究により、生物多様性影響評価を行い、

さらに念のため花粉飛散フィールド試験を

行うなど、最終段階に入ったといってよい。

　「花粉がどのくらいまで飛ぶのかを調

べる花粉飛散試験は、西北農林科技大学

の中の一角を借りて実施しています。そ

のなかで、トチュウの花粉は700m以上飛

ばないことが確認されるなど安全面にか

かわる事柄を今1つずつ確認していると

ころなのです」

遺伝子組換えトチュウの安全性を
ひとつずつ確かめる

　植物が産生するゴム（＝ポリイソプレ

ン）は、トランス型ゴムとシス型ゴムに大

別される。トチュウが産生するのは前者の

トランス型ゴムであり、これまでのパラゴ

ムノキから産生される天然ゴムが後者の

シス型ゴムだ。トチュウゴムの用途開発は

トランス型ゴムの特性を活かす企業アラ

イアンスで推し進め、従来の天然ゴム（パ

ラゴムノキのシス型ゴム）と合成ゴムの

ニッチ市場や代替をはかっていくというの

が当面の方針だ。

　最後に中澤氏は、トチュウゴムの産業用

ゴムとしての可能性を、次のように語った。

　「これまでトチュウのトランス型ゴムは

パラゴムノキのシス型ゴムと比べ生産量

が少なかったため、その特性についてあ

まり知られていませんでした。我々はその

隠れた特性を突き止め、それを活かした

付加価値の高い製品づくりを軸に用途開

発を進めています。

　1つはシス型ゴムと比べて硬いという特

性を活かし、海底ケーブルの被覆材をは

じめ、高付加価値素材・添加物など有望な

用途開発が浮かびあがっています」

　もう1つの特性は生体に優しい素材で

もあること。シス型ゴムと違ってアレル

ギーなどを引き起こさないことから、高

機能化学合成素材など医療分野での用

途開発も進められている。ほかに原料純

度の高さ（腐朽分解法では95％以上のト

ランス型ゴム）などシス型ゴムと差別化

できる特性はいくつも挙げられ、トチュウ

ゴムの将来性は非常に高い。加えて、こ

のプロジェクトでの遺伝子組換えトチュ

ウの開発により、コスト面においてもゴム

増産によるシス型ゴムや合成ゴムに対す

る優位性は大きくなっていくので、いず

れ産業用ゴム生産の主役に躍り出ると期

待されている。

　　　　　　　 （取材日2009年7月21日）

進捗するトチュウゴムの用途開発
産業用ゴム生産の主役へ

　また、中国河南省では大阪市とほぼ同

じ広さの土地に、200万本以上のトチュウ

を植栽（非組換え体）した栽培事業が官

民をあげて進められている。

　これは、中国西部大開発事業のひとつ

であり、黄河流域の自然回復をはかる退

耕還林政策（耕作をやめて森林に戻す政

策）と、それによって中西部の1億2,400万

人の農民の生活を保証し、森林を豊かに

する重要な政策の1つだ。昨年12月

NEDOからのODA助成事業により、トチュ

ウの果皮からゴムを抽出するトチュウゴ

ム生産施設も完成し、一大バイオマス基

地の様相を呈してきた。

　「トチュウには雌雄があり、メスを芽接

ぎによる接ぎ木繁殖で栽培します。遺伝

子組換えトチュウの安全性が確認された

ら、非遺伝子組換え体に遺伝子組換えト

チュウを接ぎ木することで、トランス型ゴ

ムの飛躍的増産が可能となります」

　遺伝子組換えトチュウによるゴム生産

を採算ベースにのせるには、1,000トン規

模の生産量が必要とされる。遺伝子組換

えトチュウであれば非組換え体の3倍

以上のゴム増産が可能となり、同時に耐

乾性や耐塩性など付与した組換え体とな

ると、中国政府からも持続可能な農業を

支える産業用作物の1つとして高く評価さ

れている。

中国中央部の
黄土高原（河南省）にトチュウの
一大バイオマス基地が完成

見わたす限りトチュウの木
（非遺伝子組換え体）

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CH3

CH3

CH3 CH3
H2

H2 H

H

H HH2 H2

H2 H2

C=C

CH3

CH3

CH2 CH2

CH2 CH2 CH2 CH2

H

H

C=C

C=C

CH3 H

C=C

CH3

CH2 CH2

H

※トチュウ由来の長鎖のトランス
　型ゴムは、硬質で熱可塑性が
　あり、プラスチックと近似した
　物性がある

C

CH3

H H

H

C C

CH3

H

H

H

C C

CH3

H

H

H

C

H

H

C

CH3

H

C

H

H

NEDOで新エネルギーについて
レクチャー中

津曲学園 鹿児島高等学校
自然科学部の生徒さん

NEDOでは、日本の将来の科学技術･産業振興を担う中高生の訪問を
随時受け入れています。

詳しくはNEDO広報室（TEL:044-520-5151）
までお問い合わせください。

NEDO よくわかる　申し込み 検索 A5判／全120ページ／オールカラー

つまがり

開催期間 イベント 会　場 NEDOお問い合わせ先 TEL
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第36回国際福祉機器展（H.C.R.2009）へ出展

最先端IT・総合エレクトロニクス展
CEATEC JAPAN 2009 へ出展

NEDOかんさい産業技術フォーラム2009開催

「次世代グリーンポリペプチドに関する
セミナー」開催

新･省エネルギーシンポジウムinかんさい2009開催

「第2回環境化学セミナー」マイクロ波･高周波を
利用した化学プロセスに関するセミナー開催

2009国際ロボット展へ出展
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第34回地球環境とエネルギーの調和展
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「次世代冷凍空調技術国際会議2010」開催
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機械システム技術開発部
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関西支部
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環境技術開発部

本誌の定期送付･送付中止･送付先変更のご依頼はこちらまで
E-mail：kouhou@nedo.go.jp　FAX：044-520-5154　「FOCUS NEDO」編集担当宛
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ギーなどを引き起こさないことから、高

機能化学合成素材など医療分野での用

途開発も進められている。ほかに原料純

度の高さ（腐朽分解法では95％以上のト

ランス型ゴム）などシス型ゴムと差別化

できる特性はいくつも挙げられ、トチュウ

ゴムの将来性は非常に高い。加えて、こ

のプロジェクトでの遺伝子組換えトチュ

ウの開発により、コスト面においてもゴム

増産によるシス型ゴムや合成ゴムに対す

る優位性は大きくなっていくので、いず

れ産業用ゴム生産の主役に躍り出ると期

待されている。

　　　　　　　 （取材日2009年7月21日）

進捗するトチュウゴムの用途開発
産業用ゴム生産の主役へ

　また、中国河南省では大阪市とほぼ同

じ広さの土地に、200万本以上のトチュウ

を植栽（非組換え体）した栽培事業が官

民をあげて進められている。

　これは、中国西部大開発事業のひとつ

であり、黄河流域の自然回復をはかる退

耕還林政策（耕作をやめて森林に戻す政

策）と、それによって中西部の1億2,400万

人の農民の生活を保証し、森林を豊かに

する重要な政策の1つだ。昨年12月

NEDOからのODA助成事業により、トチュ

ウの果皮からゴムを抽出するトチュウゴ

ム生産施設も完成し、一大バイオマス基

地の様相を呈してきた。

　「トチュウには雌雄があり、メスを芽接

ぎによる接ぎ木繁殖で栽培します。遺伝

子組換えトチュウの安全性が確認された

ら、非遺伝子組換え体に遺伝子組換えト

チュウを接ぎ木することで、トランス型ゴ

ムの飛躍的増産が可能となります」

　遺伝子組換えトチュウによるゴム生産

を採算ベースにのせるには、1,000トン規

模の生産量が必要とされる。遺伝子組換

えトチュウであれば非組換え体の3倍

以上のゴム増産が可能となり、同時に耐

乾性や耐塩性など付与した組換え体とな

ると、中国政府からも持続可能な農業を

支える産業用作物の1つとして高く評価さ

れている。

中国中央部の
黄土高原（河南省）にトチュウの
一大バイオマス基地が完成

見わたす限りトチュウの木
（非遺伝子組換え体）
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※トチュウ由来の長鎖のトランス
　型ゴムは、硬質で熱可塑性が
　あり、プラスチックと近似した
　物性がある

C

CH3

H H

H

C C

CH3

H

H

H

C C

CH3

H

H

H

C

H

H

C

CH3

H

C

H

H

NEDOで新エネルギーについて
レクチャー中

津曲学園 鹿児島高等学校
自然科学部の生徒さん

NEDOでは、日本の将来の科学技術･産業振興を担う中高生の訪問を
随時受け入れています。

詳しくはNEDO広報室（TEL:044-520-5151）
までお問い合わせください。

NEDO よくわかる　申し込み 検索 A5判／全120ページ／オールカラー

つまがり

開催期間 イベント 会　場 NEDOお問い合わせ先 TEL

2009年9月29日～10月1日

2009年10月6日～10月10日

2009年10月15日

2009年10月29日

2009年11月4日

2009年11月5日

2009年11月25日～11月28日

2009年12月10日～12月12日

2010年2月10日～2月12日

2010年2月17日～2月19日

東京ビッグサイト （江東区）

幕張メッセ（千葉市美浜区）

ブリーゼタワー（大阪市北区）

NEDO日比谷広報センター（千代田区）

グランキューブ大阪（大阪市北区）

NEDO日比谷広報センター（千代田区）

東京ビッグサイト（江東区）

東京ビッグサイト （江東区）

東京ビッグサイト （江東区）

東京国際交流館（江東区）

第36回国際福祉機器展（H.C.R.2009）へ出展

最先端IT・総合エレクトロニクス展
CEATEC JAPAN 2009 へ出展

NEDOかんさい産業技術フォーラム2009開催

「次世代グリーンポリペプチドに関する
セミナー」開催

新･省エネルギーシンポジウムinかんさい2009開催

「第2回環境化学セミナー」マイクロ波･高周波を
利用した化学プロセスに関するセミナー開催

2009国際ロボット展へ出展

エコプロダクツ2009へ出展

第34回地球環境とエネルギーの調和展
ENEX2010へ出展

「次世代冷凍空調技術国際会議2010」開催

044-520-5240 
機械システム技術開発部

06-4306-5020
関西支部

044-520-5151
総務企画部広報室

044-520-5151
総務企画部広報室

06-4306-5020
関西支部
044-520-5252
環境技術開発部

044-520-5251
環境技術開発部

044-520-5151
総務企画部広報室

044-520-5241
機械システム技術開発部

044-520-5252
環境技術開発部

本誌の定期送付･送付中止･送付先変更のご依頼はこちらまで
E-mail：kouhou@nedo.go.jp　FAX：044-520-5154　「FOCUS NEDO」編集担当宛

ドリームチップ／ＭＥＭＳ／ロボット／バリアフリー／炭素繊維／インテリジェント手術
／分子イメージング／燃料電池／自動車用蓄電池／フロン対策技術／風力発電／ヒー
トポンプなど様々な最新技術を紹介！

紹介する
主な技術

NEDOからのお知らせ

書籍「よくわかる！ 技術解説」好評配布中！
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暮らしへ、未来を運ぶNEDO。
プロジェクトの成果が、毎日を便利に、豊かにしています。
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写真提供：東芝メディカルシステムズ（株）

世界で100以上の施設に導入の「Aquilion ONE™」

心臓などの臓器を立体動画、つまり4次元で撮影できる「Aquilion ONE™」。静止画であれ
ば、わずか1回転0.35秒で臓器全体の撮影が可能。診断する側、される側、双方のニーズ
を満たす、先進のX線CT装置です。

様々な角度から、社会に貢献します。
　通常の検査以外に、脳梗塞や心筋梗塞など一刻を争う救急救命にも貢献。
　整形外科における関節の動態観察など、新たな領域への応用にも期待。
　撮影時間短縮や被ばく量低減、造影剤の使用量減で、患者にやさしい。高齢者や乳幼児の
　検査にも有効。

Aquilion ONETM

ＮＥＤＯプロジェクト「高速コーンビーム３次元Ｘ線ＣＴ」（平成１０～１３年度）および「リアルタイム4Dイメージングシステムの開発」
（平成13～15年度）の成果より

「Aquilion ONE」は東芝メディカルシステムズ（株）の商標です。

X線CTも4次元時代！
世界初の立体動画像で、
                     臓器診断が変わる

臓器全体
の

動態観察
が可能に

。

こんな装
置待って

いました
。

最先端バイオテクノロジー･医療技術開発  最新レポート

■Aquilion ONE™ ■従来型CT

１回転で心臓全体を撮影可能
（ベッドを動かす必要なし） ベッドを動かしながら時間をかけて撮影

１回転で撮影した心臓
（動いている心臓でも
高精細な立体画像が
得られる）画像提供：
藤田保健衛生大学

２００９年度産学官連携功労者表彰

「４次元Ｘ線ＣＴ装置の開発」は

経済産業大臣賞受賞！


