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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 医療機器  
 

画像診断技術の 新状況(世界) 
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1. X 線画像技術 
(1)小型 X 線加速器 

2008 年 8 月、三菱電機株式会社（東京）は、医療診断などに利用する強力な X 線を発

することのできる手のひらサイズの加速器を開発したと発表した。この新しい加速器の大

きさは直径 15cm、重量は 10kg である。この装置は、小さな輪の中で電子を 990keV（キ

ロ電子ボルト）まで加速し、発生点径 10μm の強力な X 線を放射するものである。 
(http://www.jaif.or.jp/english/aij/member/2008/2008-09-17a.pdf) 
 
(2)コンパクトな X 線暗視野撮影技術 

2007 年 12 月、パウル・シェラー研究所（スイス、Böttstein）とスイス連邦工科大学ロ

ーザンヌ校（同ローザンヌ）は、医療分野や工業分野の撮像装置で一般的に用いられてい

る波長の X 線を使って X 線暗視野像を撮影する、新しい手法を開発したと発表した。暗視

野法を使うことにより、通常のX線写真よりも詳細な画像の取得が可能となり、骨粗鬆症、

乳ガン、アルツハイマー病などの発病診断に利用できるという。暗視野法は、被写体内部

における放射線の散乱を捉えて、骨や柔組織内部の微妙な変化を調べる技術である。これ

までは、X 線暗視野像を撮影するためには高度な光学設備が必要であり、シンクロトロン2

のような装置でしか実現できなかった。しかし今回開発された新しいナノ構造回折格子を

使うことにより、病院に既に設置されている一般的な X 線装置を利用して暗視野像を撮影

できるようになる日も近いという。 
(http://actualites.epfl.ch/newspaper-article?np_id=1200&np_eid=86) 

                                                 
1 基準値と比較して計測器等の偏りを正しくなるように調整すること。較正とも呼ばれる。 
2 電子や陽子などの粒子の加速に利用される円形加速器の一種。 
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2. CT スキャン（コンピュータ断層撮影） 
(1)次世代型 CT 

2007 年 11 月、東芝（東京）が Aquilion ONE という動態撮影の可能なボリューム CT
スキャナ3を発売した。この製品では、臓器の 3D（3 次元）画像が作成できるほか、各臓

器の動的な血流や機能を視覚化することもできる。Aquilion ONE には 320 列の超高分解

能検知素子が 0.5mm 幅で搭載されており4、 大 16cm という広範囲な撮影が可能である

ため、心臓や脳などの臓器全体を 1 回転で撮影することが可能である。その結果、検査時

間が短縮され、放射線と造影剤の使用量も少なくてすむ。 
(http://www.medical.toshiba.com/News/Press_Releases/20071126-03.aspx) 

 
(2)撮像技術の改良 

2008 年 3 月、サウスカロライナ医科大学(MUSC)（サウスカロライナ州チャールストン)
の心臓・血管センターの研究チームが、CT スキャンを一度受けるだけで心疾患を総合的

に診断できる新しい撮像技術を開発したと発表した。CT スキャンでは、心臓の薄い断層

像を分析して血管や弁の病変を調べるが、血流の検査は行うことができない。MUSC の研

究者らは、冠状動脈と心筋の静止画像を得るために、レベルの異なる複数のエネルギーを

放出する 2 種類の X 線スペクトルを利用した。CT スキャンを使ったこの二重エネルギー

技術では、心筋内の血流状況を検出することや、血液量の減っている場所を正確に特定す

ることができる。これらはすべて、15 秒間ほど呼吸を止めて CT スキャンによる検査を一

度受けるだけで可能だという。この技術はまた、心臓の診断だけでなく、肺や胸壁の疾患

検査にも利用できる。 
(http://www.healthtechwire.com/The-Industry-s-News-unb.146+M5324c67ee50.0.html) 
 
(3)CT／PET 複合機 

2008 年 10 月、シーメンス社（ドイツ、ベルリン）が Biograph mCT という製品を発

表した。この製品は、CT を陽電子放射断層撮影法(PET)5と組み合わせることにより、全

身を 5 分間でスキャンできる装置である。この装置では、CT の X 線源が患者の周囲を 1
秒間に 3 回転し、0.33mm の分解能6で 128 スライスの断層画像を撮影することができる

という。 
(http://www.healthtechwire.com/The-Industry-s-News-unb.146+M5324c67ee50.0.html) 
 
 
 

                                                 
3 CT や MRI 等で取得された 2 次元のスライス（断層）画像から生成された 3D 画像データのことを 3D ボリ

ュームデータと呼ぶ。そのようなボリュームデータを作成できる CT スキャナ。 
4 つまり 1 回転する間に 0.5mm 間隔の 320 スライスの CT 撮影が可能であるということ。 
5 positron-emission tomography. 陽電子（ポジトロン）という放射線を出す物質を含む薬剤を体内に注射し、

その放射線を PET 装置で検出することによって薬剤の体内分布を画像化し病気の診断を行う検査法。 
6 測定可能な 小の間隔。 
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3. PET（陽電子放射断層撮影） 
(1)PET のキャリブレーション7 

2008 年 1 月、米国立標準技術研究所 (National Institute of Standards and 
Technology：NIST)（メリーランド州ゲイサーズバーグ）と RadQual 社（マサチューセ

ッツ州サンドウィッチ）の科学者らが、フッ素 18 のキャリブレーション・サロゲート物

質8としてゲルマニウム 68 を使用していることが発表された。フッ素 18 には基準となる

標準物質が存在しないため、PET の測定値を異なるセンター間や異なる患者間で比較した

り、同一患者の測定値を経時的に比較したりすることが困難、あるいは不可能になってい

る。このゲルマニウム・アイソトープの寿命はフッ素 18 よりもはるかに長く、半減期は

270.95 日である。ただし、この点を除けばゲルマニウム 68 の放射性崩壊9はフッ素 18 と

類似した性質を持っており、それぞれの計測値の間に生じる僅かな差は、数学的な「換算

係数」によって解決することができる。ゲルマニウム 68 は、フッ素 18 アイソトープを使

った検査の精度を上げるために装置を正しく調整するという用途に利用される。ゲルマニ

ウム 68 は以前から PET スキャナの補正に利用されていたが、これまで業界には国家標準

にトレーサブル10なキャリブレーションを実現するための標準物質が存在しなかった。 
(http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2008_0108.htm#radioactive)11 
 
(2)半導体検出器 

2008 年 6 月、半導体検出器を用いたヒト頭部用 PET 装置の初めての試作機を開発した

と、日立製作所（東京）の科学者らが発表した。この技術は、PET 画像技術における画質

および空間分解能の進歩につながる可能性があるという。半導体を使った検出器は、従来

のものよりも小型で薄く、調節や配置が楽にできるため、PET 画像装置の性能の向上につ

ながることが期待できる。この技術は空間分解能の向上とノイズの減少を可能にする。ま

た、部分てんかんや鼻咽喉癌の発見に役立つことが、試作機によってすでに確認されてい

るという。 
(http://www.snm.org/index.cfm?PageID=7677&RPID=7665) 
 
(3)アルツハイマー病の診断等への適用 

2008 年 8 月、アルツハイマー病に関連した脳内のプラーク（斑）形成の非侵襲的な検

査に PET が役立つ可能性があるという研究結果を、クオピオ大学（フィンランド、クオ

ピオ）の科学者らが発表した。現在、脳内におけるこれらの凝集を調べる方法は、患者の

脳細胞サンプルの分析か、死後の病理解剖しかない。被験者となった患者らは、マーカー

                                                 
7 基準値と比較して計測器等の偏りを正しくなるように調整すること。較正とも呼ばれる。 
8 目的の物質と同じ化学的性質を持つ指標物質。 
9 放射性崩壊： 放射性アイソトープが放射線を放出して壊れること。 
10 国家標準にトレーサブル： 計測器を較正する標準器や標準物質は、さらにより正確な標準器/物質によって

較正される。このような較正の連鎖が 終的に国家標準である標準器/物質に辿り着ける状態を「国家標準に

トレーサブルである」という。 
11 NEDO 海外レポート 1016 号に掲載。 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1016/1016-19.pdf 
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となる炭素 11 で標識したピッツバーグ化合物 B((11C)PiB)の注射を受けてから、90 分間

の PET スキャンを受けた。その結果、脳生検のサンプルにベータアミロイド斑のあった

患者らをそうでない患者と比較すると、前者の方が、脳内の特定の領域でより多くの

(11C)PiB が取り込まれていることが明らかになった。この技術はアルツハイマー病の診断

や、アミロイド蓄積を標的としたアルツハイマー病治療薬の治験における経過観察に役立

つ可能性があるという。 
(http://archneur.ama-assn.org/cgi/content/full/65.10.noc80013v1) 
 
 
4. 超音波技術 
(1)腫瘍診断技術 

2008 年 3 月、ノルウェー科学技術大学（ノルウェー、トロンハイム）の研究者らによ

って、より高度な信号を使った Second Order Ultrasound Field imaging（SURF：二次

超音波場撮影)と呼ばれる新しい超音波技術が発表された。この技術は、複数の超音波信号

を用いることによって、体壁にある脂肪や筋肉、結合組織などの層の間で超音波が散乱さ

れて生じるバックグラウンドノイズを減少させるというものである。この新しい手法を使

えば、肝臓、前立腺、乳房などといった体内各部の細部を個々に調べることが可能であり、

体組織の変化をより簡単に見つけることができるほか、ガン腫瘍の早期発見の可能性が著

しく高まるという。 
(http://www.ntnu.no/us/surf) 
 
また、3D 超音波装置を使ったパワードップラー法12を採用することにより、悪性と良性

の乳組織の識別がより容易になるという。2008 年 10 月、ミシガン大学（ミシガン州アナ

ーバー）の研究チームにより、3D パワードップラー超音波を使うことで、非常に正確に

悪性乳組織を特定できることを示す研究結果が発表された。 
(http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/abstract/249/2/463) 
 
 
5. MRI（核磁気共鳴画像法） 
(1)薬物モニタリング 

2008 年 6 月、薬剤分子の持つ基本的な薬としての機能を損なうことなく、それらの分

子に磁性を持たせるという、薬剤の新しい設計方法を横浜市立大学（横浜）と株式会社 IHI
（東京）の研究者らが開発したことが発表された。研究者らは、この技術を使って抗ガン

剤に磁性を与え、核磁気共鳴画像法(magnetic resonance imaging：MRI)で薬剤の働きを

視覚化できるようにした。マウスを使った実験により、この薬剤が腫瘍を縮小させる薬効

を保っていること、また磁性を与えられたことによる薬剤機能への影響がないことが確認

                                                 
12 ドップラー法：超音波画像技術の一種で、血流を表示することができる。パワードップラー法ではカラー画

像が取得可能。 
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された。薬剤に磁性を持たせることができれば、投与した薬が体内の何処にどれだけある

かを、MRI を使って確認することが可能になる。 
（出典：The Nikkei Business Daily Monday edition、配信日：Monday, June 16, 2008） 
 
(2)携帯型 MRI 

2008 年 7 月、フラウンホーファー生物医学技術研究所(Fraunhofer Institute for 
Biomedical Technology Engineering)（ドイツ、ザンクトイングベルト）と Magritek 社

（ニュージーランド、ウェリントン）が携帯型の MRI 撮像装置を開発したことが発表さ

れた。液体ヘリウムと窒素による冷却が必要とされる大きな超伝導磁石の代わりに、極め

て強力な永久磁石を使ったことで、装置を持ち運び可能な大きさにすることが可能になっ

た。各磁石の磁力線が重なり合って均一な磁場が形成されるように永久磁石を配置するこ

とにより、小型で低価格、さらに携帯可能で電池で動かすこともできる MRI 装置が実現

した。 
(http://www.fraunhofer.de/EN/press/pi/2008/07/ResearchNews072008Topic1.jsp) 
 
(3)超広帯域レーダーと MRI 

2008 年 9 月、超広帯域(ultra-wideband：UWB)レーダーと MRI を組み合わせて、MRI
検査中に患者の体が動くことによって引き起こされる画像ノイズなどを削減する技術を、

イルメナウ工科大学（ドイツ、イルメナウ）とイエナ大学（ドイツ、イエナ）の科学者ら

が開発したことが発表された。人体には常に動いている部位がいくつかあり、たとえば、

呼吸のたびに肺は膨らみ、胸部は上下する。また心筋も、血液を流すポンピング運動の周

期にあわせて形が変わるため、MRI 画像のひずみの原因となる。超広帯域レーダーの技術

を用いることにより、測定中のこうした生命維持に必要な身体活動を計算に入れて、測定

値を修正することが可能になるという。 
(http://www.berlin.ptb.de/en/org/8/81/811/ResearchTopics/Radar.html) 
 
 
6. 光学画像技術 
(1)OFDI(Optical Frequency-Domain Imaging) 

2008 年 11 月、マサチューセッツ総合病院の研究者らが、Optical Frequency-domain 
Imaging（OFDI：光周波数領域画像技術）と呼ばれる技術を使って、ヒト冠状動脈内の細

部を画像化する試みに成功したことが発表された。この技術では、患者の冠状動脈内のさ

まざまな場所の微細形状を 3D 画像化し、炎症部位や血小板沈降部位を目で確認すること

ができるという。OFDI は光コヒーレンストモグラフィ(OCT)13と呼ばれる技術を基にして

開発されたが、光コヒーレンストモグラフィが 1 度に一ヵ所の組織しか検査できないのと

比べ、OFDI では 1,000 以上の異なる場所を同時に検査することができる。OFDI では、

                                                 
13 optical coherence tomography. 光のコヒーレンス（干渉性＝互いに相関性を持ち干渉できる性質）を利用

し、反射光を測定することによって生体内部の断層撮影を行う技術。 
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光ファイバ製のプローブが利用される。このプローブの中では、恒常的に回転を続けるレ

ーザーチップが、絶え間なく波長の変化する光線を放射する。プローブが画像化対象とな

る部位を通過する際に、放射されたそれぞれの波長がどのように反射して戻ってくるかを

測定することにより、詳細な微細画像を生成するために必要なデータが素早く取得される。

OFDI では、データの取得速度が上がったことにより、動脈内微細構造の 3D 画像を数秒

間で取得できるだけでなく、血液による信号干渉も改善されるという。血液による影響は、

これまで光コヒーレンストモグラフィ技術における問題点であった。 
(http://www.massgeneral.org/news/PRPreview.aspx?PageID=96)14 
 
 
7. テラヘルツテクノロジー 
(1)室温動作可能なテラヘルツ波光源 

2008 年 5 月、コヒーレントテラヘルツ光源15として利用できる、電気的に励起される半

導体の動作確認が、ハーバード大学（マサチューセッツ州ケンブリッジ）の研究者らによ

って実施された。この半導体は室温で利用することが可能だという。これまでの技術では、

極低温冷却が必要であったため、日常的な用途への適用が大きく制限されていた。現在、

この装置を室温で利用した場合、数百ナノワットのテラヘルツ光線の放射が可能であり、

市販の熱電冷却器を使えばマイクロワットレベルの放射も容易に実現できるという。 
(http://www.seas.harvard.edu/newsandevents/pressreleases/052908_Tray.html) 
 

翻訳：NEDO 技術開発機構 研究評価広報部 
 

（出典： SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program） 

                                                 
14 本特集号の別記事（NEDO 海外レポート 1036 号「ヒト冠動脈の 3D 画像化技術(米国)」）として全訳を掲

載しているので、必要に応じて参照して頂きたい。 
15 レーザー光のような一定の位相、波長を持つ光のことを「コヒーレント光」、またそのような光を発する光

源のことを「コヒーレント光源」と呼ぶ。 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 医療機器  
 

ヒト冠動脈の 3D 画像化技術(米国)1 
－心臓発作のリスクを示す特徴を描出する技術の開発－ 

 
マサチューセッツ総合病院ウェルマン光医学研究所は開発した光学撮像技術により、ヒ

ト冠動脈内の細部を画像化する取り組みに初めて成功した。研究チームは、Optical 
Frequency-Domain Imaging（OFDI：光周波数領域画像）と呼ばれる技術を使って患者

の冠動脈内のさまざまな箇所の微細形状を 3D（三次元）画像化し、炎症部位や血小板凝

集部位を視認することに成功した。この研究は、JACC: Cardiovascular Imaging 誌 2に掲

載された。 
 

「今回の研究はヒトを対象とした初めての実証研究であり、冠動

脈の検査方法に変化をもたらす可能性がある。」論文の代表執筆者

(lead author)であるGary Tearney博士はこのように言う。Tearney
博士はマサチューセッツ総合病院の病理学部門とウェルマン光医

学研究所に所属している。「今回入手できた多くの情報が、冠動脈

疾患への理解を高めるために役立つことは間違いない。またこれら

の情報をもとに、重大な病気に発展する前に、血小板の凝集を診断、

治療できるようになる可能性もある。」 
 
 
 
 
 
 
今回利用された OFDI という技術は、マサチューセッツ総合病院の研究者らが開発した

画像化技術である、光コヒーレンストモグラフィ(OCT)3 を発展させたものである。OCT
では 1 度に 1 ヵ所の組織しか検査できないが、OFDI の場合、ウェルマン研究所で開発さ

れた装置を使えば 1,000 ヵ所以上の異なる部位を同時に検査することができる。OFDI で

は、光ファイバ製のプローブが利用される。このプローブの中で、恒常的に回転を続ける

レーザーチップが、絶え間なく波長の変化する光線を放射する。プローブが画像化の対象

となる部位を通過するときに、放射されたそれぞれの波長の光線がどのように反射して戻

ってくるかを測定することにより、詳細な微細画像を生成するために必要なデータを素早

                                                 
1 この記事は、本特集号の別記事(NEDO 海外レポート 1036 号「画像診断技術の 新状況(世界)」の「6.光学

画像技術」に関するニュースの内容を詳細に紹介するものである。 
2 http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/jcmg 
3 optical coherence tomography. 光のコヒーレンス（干渉性＝互いに相関性を持ち干渉できる性質）を利用し、

反射光を測定することによって生体内部の断層撮影を行う技術。 

左：OFDI を使って撮像された患者の右冠動脈の断面。新しく留置

された薬剤溶出ステント（暗青色）と、マクロファージ（緑色）、脂

質沈着（黄色）が確認できる。 
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く取得することができる。OFDI では、データの取得速度が上がったことにより、動脈内

微細構造の 3D 画像を数秒という短い時間で取得できるようになっただけでなく、血液に

よる信号干渉も改善されたという。血液による影響は、これまでの光コヒーレンストモグ

ラフィ技術における問題点であった。ウェルマン研究所の研究チームは、OFDI を使って

ブタの食道と冠動脈の画像化に成功したことを 2006 年に発表している。 
 
今回の研究は、マサチューセッツ州バーリントンにある Lahey Clinic で冠動脈内にステ

ントを留置する予定であった 3 人の患者の参加を得て実施された。ステントの留置後、各

患者の冠動脈の、ステント留置場所を含めた 3～7 センチメートル長程度の部位が OFDI
を使って撮像された。動脈血管の壁に沿った詳細な画像が取得され、脂質やカルシウムの

沈着、炎症の可能性を示す免疫細胞の存在、およびステントを目で確認することができた。

また、動脈内部のフライスルー4 も作成された。血管内の狭くなっている部位の詳細な断

面写真からは、破裂したり心臓発作を引き起こす可能性の高いタイプの動脈硬化性プラー

ク(atherosclerotic plaques)が存在する場合に現れる特徴が見つかった。 
 
 しかし Tearney らは、より大規模な患

者群を対象としてこれらの発見の再現性

を確認する必要があること、また、臨床現

場でもっとも重要なリアルタイムな情報

を提供するには、フライスルー画像の作成

時間を短縮する必要があることを指摘し

ている（現状ではフライスルー画像の作成

には数時間かかる）。 
 
 
 
 
 
 
また OFDI には、組織内の深部を検査することができないという弱点もあるが、この問

題は、OFDI と血管内エコーの技術を組み合わせることによって改善できる可能性がある

という。 
 

「これまでに行った取り組み以上に多くの課題が未だ残っているものの、現在この技術

は急速に発展を遂げている。今後 1～2 年間でこの技術を使った市販の装置が利用できる

ようになると、我々は期待している。」論文指導者(senior author)を務めたウェルマン研究

                                                 
4 擬似的な 3D 空間の内部を、空中から視点を変えながら見て回るようなシミュレーション技術のこと。 

右：OFDI を使って作成された同じ患者の

右冠動脈のフライスルー画像。白い矢印は、

1 枚目の写真で白い点線が引かれている箇

所にある脂質沈着の範囲を示している。 
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所の Brett Bouma 博士はこのように言う。「現在の目標は、インターベンション治療 5を

専門に行う心臓医の間でこの OFDI 技術が広く普及するように、断片的な知識を正しく統

合することだ。」 
 

Bouma はハーバード大学医学部の皮膚科学の準教授であり、Tearney は同医学部の病

理学の準教授である。JACC: Cardiovascular Imaging に掲載された論文の、その他の共

同著者は以下のとおりである。 
 
（ウェルマン研究所） 
Milen Shishkov, PhD、Ben Vakoc, PhD、Melissa Suter, PhD、Adrien Desjardins, PhD、

Wang-Yul Oh, PhD、Lisa Bartlett、Mireille Rosenberg, PhD 
 
（Lahey Clinic） 
Sergio Waxman, MD、Mark Freilich, MBBS 
 
マサチューセッツ総合病院は、OFDI 技術を利用した心臓血管用医療装置を開発するラ

イセンスを テルモ株式会社に供与しており、この装置の開発は Tearney と Bouma の非

臨床的研究に役立っているという。 
 
この研究は、現在、NIH による資金助成を受けて実施されている。 
 

翻訳：桑原 未知子 
 

出典：Technology gives three-dimensional view of human coronary arteries 
http://www.massgeneral.org/about/pressrelease.aspx?id=1072 
(© 2008 Massachusetts General Hospital. Used with Permission.) 

                                                 
5 外科的手法よりも低侵襲的な、医用画像装置などを用いた診断や治療のことを「インターベンション（介入、

介在）」と呼ぶ。 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】医療機器 
 

精度の高い血液検査を可能にする高感度な光ピンセット(米国) 
 
 先端の「ピンセット」は非常に高感度であり、血液標本に含まれるごく微量な病原体

も検出することができる。しかも、このピンセットは一時的で無重量なものであり、殺菌

したり手で持つ必要もない。米国立標準技術研究所(National Institute of Standards and 
Technology：NIST)は、物体の表面に存在するウイルスなどの極めて微量な生物学的物質

を検知、測定するために、同研究所が特許を持つ「光ピンセット」と呼ばれる技術が使用

されることを許諾した。NIST は、病院用の血液管理技術や血液・血漿成分の採血装置を

提供する世界的な医療関連企業であるヘモネティクス社に対し、この光ピンセット技術の

非独占的ライセンスを供与した。 
 
光ピンセットとは、強く集束されたレーザー光線のことであり、ラテックス粒子 1 や生

体細胞などといった特定の物体を捕捉して、水中で移動させることができる。これらの力

は、レーザーの電場と、捕捉される物体の持つ電荷の相互作用によって発生する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          *数ミクロン程度の粒径を持つ球状の高分子微粒子。 
 

                                                 
1 樹脂でできた高分子微粒子。 

 
 

光ピンセットを利用した生物学的粒子センサの基本構造。特定の抗

原（ウイルスなどの病原菌）で被覆されたマイクロスフェア*が捕捉

され、対応する抗体の含まれる面から引き離される。抗原と抗体を

引き離すために 低限必要な力を測定することにより、表面にある

抗体の濃度を調べることができる。 

光ピンセットによる引っ張る力 

抗原で被覆されたラテックス粒子 

抗体で被覆された 
カバーガラス 

レーザー光による捕捉 
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病原体を検出するために、まずマイクロスフェア 2 を抗体で被覆し、感染粒子（抗原）

が存在する平面の方へと移動させる。すると、一方の表面に並ぶループに他方のカギ状フ

ックが引っかかるというマジックテープのような仕組みで、マイクロスフェア上の抗体に

抗原が付着する。このマイクロスフェアを平面から引き離すために必要なレーザー出力の

量を計測することにより、抗原と抗体を引き離すために必要とされる力を計算し、細胞に

結合していた抗原の数を数えることができる。この方法を使って「フェムトモル」濃度レ

ベルのごく微量な生物学的抗原を検出し、数えることが可能になる。1 フェムトモル濃度

は、大まかに言って水分子 1,000 兆個ごとに抗原粒子 1 個程度の濃度である。 
 
 今回 NIST がライセンスを供与した技術は、1970 年代に産学界の研究団体が実施した光

ピンセットの研究を引き継いで、NIST バイオセンサーコンソーシアム(NIST BioSensor 
Consortium)が行った研究の成果であり、1997 年に特許として登録された（特許番号

5,620,857）。同技術の発明者は、Howard Weetall（その後引退）と Kristian Helmerson、
および客員研究員の Rani Kishore である。 
 

翻訳：桑原 未知子 
 
出典：'Femtomolar Optical Tweezers' May Enable Sensitive Blood Tests 

http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2008_1112.htm#tweezers 

                                                 
2 数ミクロン程度の粒径を持つ球状の高分子微粒子。 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】幹細胞 足場材料 ﾊﾞｲｵﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ  
 

再生医療技術の 新状況(世界) 
～ 幹細胞、足場材料、バイオプリンティングなど ～ 

 
本稿では、世界の再生医療技術の 新状況を紹介する。 

 
1. 幹細胞 
  幹細胞は再生医療技術の発展において重要な役割を果たすと考えられる。このため、す

ぐに応用できるかどうかにかかわらず、幹細胞の操作や培養方法の理解を深めることが再

生医療の発展にとって重要となる。研究者達はこの一年に成体幹細胞技術で大きな進歩を

報告している。例えば 2007 年 11 月には、二つの研究グループ‐ウィスコンシン大学マデ

ィソン校 James Thomson 教授のグループ 1、及び、京都大学の山中伸弥教授のグループ 2

がそれぞれ、ヒト皮膚細胞に 4 種類の遺伝子を導入する遺伝子操作によって、幹細胞（iPS
細胞（人工多能性幹細胞 3））を、あらゆるヒト細胞から作製することができることを初め

て実証した。しかし、このプロセスを臨床治療に適用するには安全上の問題（腫瘍の形成

など）を解消する必要があり、更なる研究が必要である。以下は現在行われている研究の

例である。 
 
・2008 年 10 月、米国立心肺血液研究所 4（メリーランド州ベセスダ）は、任意のマウス

幹細胞が奇形腫（腫瘍の一種）を生み出すことがあり得るが、これは細胞の代謝活性に

関連していることを実証した 5。ミトコンドリア（細胞内でエネルギーが生産される場

所）が研究され、代謝率が高い細胞は腫瘍が形成される回数がより多いことが判明した。

この研究はマウスで実施されたが、研究者達はヒト細胞でも同様の反応を予測している。

この反応を利用することにより、腫瘍発生傾向が も低い幹細胞を、個体群から個別に

選別することが可能になるだろう。 
 

・幹細胞形成を促すことが判明している 4 種類の遺伝子のうちの一つは「C-Myc」である

が、残念なことに C-Myc はオンコ遺伝子（発癌遺伝子）である。そのため、もし幹細胞

技術がヒトの再生医療にとって重要なものになる可能性が高いのであれば、代替の安全

な遺伝子を発見しなければならない。2008 年 8 月、ホワイトヘッド・バイオ医療研究

所の研究者達は、自然発生した情報伝達分子「Wnt3a」を細胞培地に加えると、類似の

効果を持つ代替物になりうることを、幹細胞専門誌「Cell Stem Cell」に発表した 6。 

                                                 
1 http://ink.primate.wisc.edu/~thomson/ 
2 http://www.med.kyoto-u.ac.jp/E/grad_school/introduction/1517/ 
3 iPS 細胞: induced pluripotent stem cells 
4 NHLBI: National Heart, Lung and Blood Institute 
5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18713735 
6 http://www.wi.mit.edu/news/archives/2008/rj_0806.html 
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・2008 年 10 月、京都大学 7とグラッドストーン心疾患研究所(GICD)の研究者達は、幹細

胞形成に必要となる重要な遺伝子の導入に用いられるレトロウイルスベクターの代替

を発表した（レトロウイルス手法は、細胞のゲノムに DNA がランダムに導入されるた

め、重要な宿主遺伝子の活性を変化させることがあり、そのために癌が引き起こされる

可能性がある）8。代替として、この研究者達はプラスミドを基盤としたシステムを用い

た。この手法はレトロウイルスシステムよりも効率はかなり落ちるものの、より安全な

デリバリー手法が可能であることが判明している。 
 
・マサチューセッツ総合病院の Konrad Hochedlinger 医師とその同僚達も、アデノウイル

スと呼ばれる異なる種類のウイルスを用いることで、ウイルスが組み込まれる問題を回

避できることを発見した 9。このタイプのウイルスは宿主 DNA に組み込まれないため、

レトロウイルスよりも安全である可能性がある。 
 
・PrimeGen Biotech 社（カリフォルニア州アーバイン）は、DNA ではなく 4 つのタンパ

ク質産物を細胞に導入するための、炭素系の「送達粒子」を開発したと主張している。

ただし、このニュースはプレスリリースで発表されたが 10、ピア・レビューではまだ研

究が検証されていない。 
 
・2008 年 10 月、ソーク生物学研究所（カリフォルニア州）の研究者チームは、ヒトの成

体細胞を iPS細胞にリプログラミングする効率を、100倍以上にすることに成功した 11。

さらに、リプログラミングにかかる時間はこれまでの半分である。実際に科学者達は、

ヒトの頭皮から抜いた一本の毛髪の表面にある少数のケラチノサイト（角質細胞）を用

いて、iPS 細胞を繰り返し作製することができた。しかし、なぜケラチノサイトが他の

細胞型(cell type)12よりも適応性があるかについては、まだ解明できていない。 
 
 大手製薬会社はこれまで幹細胞研究に積極的ではなかった。投資を行ってきた企業の大

半は、小規模なバイオ技術の新興企業であった。以下に、技術投資への関心を増しつつ 
ある大手事業者数社の例を取り上げる。 
 
・2008 年 7 月、GlaxoSmithKline(GSK)社は、ハーバード幹細胞研究所との 5 年間の幹細

胞研究協力に対して、2,500 万ドルの投資を行った 13。GSK 社とハーバード大学は双方

                                                 
7 山中伸弥教授の研究チーム。 
8 http://www.gladstone.ucsf.edu/gladstone/php/content.php?sitename=publicaffairs&type=1&id=605 
9 http://www.nih.gov/news/research_matters/october2008/10062008stemcell.htm 
10 http://www.forbes.com/business/2008/02/27/biotech-research-cells-biz-cx_mh_0227stem.html 
11 http://www.salk.edu/news/pressrelease_details.php?press_id=323 
12 細胞型：細胞の個別の形態的／機能的種類のこと。一つの細胞型から別のものへと細胞が変わる時は、細胞

分化する。 
13 http://www.forbes.com/healthcare/2008/07/26/glaxosmithkline-stem-cell-biz-pharma-cx_mh_0728stemc

ell.html 
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が知的財産権に貢献し、技術革新に基づく全ての発見を分け合うこととしている。 
 
・世界 大手の医薬品メーカーPfizer 社は、サンディエゴにバイオテクノロジー企業

EyeCyte社を創設した 14。EyeCyte社は眼疾患向けの幹細胞治療の開発を予定している。

Pfizer 社はベンチャーに 300 万ドルの初期投資を行う予定である。Pfizer 社は、2007
年にマサチューセッツ州ケンブリッジにおいて幹細胞施設の運用も開始している 15。こ

の施設では心疾患と糖尿病に重点が置かれる予定である。2008 年 11 月には、英国ケン

ブリッジに独立した再生医療施設の開設を計画している。この施設では眼科学と中枢神

経系疾患の研究に重点が置かれる予定である。 
 
・Pfizer社とGSK社以外で細胞治療に参画している数少ない大手企業の一つはJohnson & 

Johnson 社である。Johnson & Johnson 社は、サンディエゴのバイオテクノロジー企業

Novocell 社に投資を行っている。Novocell 社は糖尿病を治療するための幹細胞治療を開

発中である16。 
 
・米国の大統領選挙でバラック・オバマ氏が選出されたことは、幹細胞研究の将来に重要

な意味を持つと考えられる。大統領に選出されたオバマ氏は、現在のブッシュ政権が行

っている、2001 年 8 月 9 日以降作製された胚性幹(ES)細胞株17の研究に対する連邦政府

の助成禁止の撤廃を誓約してきた。オバマ氏は次のように話している。「私は幹細胞研

究の拡大を強く支持する。私は、ブッシュ大統領がヒト胚性幹細胞株研究への助成に対

して行った規制が、米国の科学者達の足枷となり、他国との競争力の妨げとなってきた

と考えている。私は大統領として、現政府の胚性幹細胞株研究に対する連邦政府助成の

禁止を撤廃するつもりだ。」 
2008 年 11 月 4 日、米国ミシガン州の有権者達は、不妊治療で使用されなかった胚を、

幹細胞研究用に提供することを可能にするための州法改正を求めた「提案 2008-02」18を

承認した。 
 
2. 足場材料(scaffolds)19 
 足場材料の開発により、細胞生物学で複雑な立体組織や臓器の再生を行うことが可能に

なるだろう。以下は 近の足場技術開発の動向である。 
                                                 
14 http://www.forbes.com/business/2008/06/21/pfizer-blindness-research-biz-health-cx_ rl_0623stemcell.ht

ml 
15 http://uk.reuters.com/article/health/idUKN2340750220080924?pageNumber=1 
16 http://www.novocell.com/ 
17 胚性幹細胞（ES 細胞）(embryonic stem cell)：多分化能を有したヒト胚由来の未成熟細胞であり、ヒトの

身体の組織型全てを形成することができる。自己再生する。 
18 同法には、他にも、ミシガン州の幹細胞研究の規制緩和に関する内容が含まれている。（参照：「Proposal 

2008-02: A proposed constitutional amendment to permit with certain limitations stem cell research in 
Michigan. 」http://crcmich.org/PUBLICAT/2000s/2008/rpt353.pdf） 

19 足場材料(scaffold)：組織欠損部位で細胞が自分自身の細胞外マトリックス（細胞外気質）を造れるように

なるまで、供給する必要がある人工の細胞外マトリックスのこと。 
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・2008 年 11 月、マサチューセッツ工科大学の研究者達は、心臓細胞の構造的・機構的特性

に合致するように設計された、アコーディオン状のハニカム構造の足場材料を開発したと

発表した20。この新しい足場材料には、これまでの心臓組織再生用の足場材料よりも幾つ

か優れた点がある。一つ目は、伸張時に、縦方向よりも円周方向が堅いことである。この

人工パッチは、他の方向に比べて一つの方向がより容易に収縮する。二つ目は、この足場

材料自体が、培養心臓細胞の成長方向を導く固有の能力を持っていることである。 
 
・カーネギーメロン大学（ペンシルベニア州ピッツバーグ）の研究チームによって開発さ

れたヒアロルン酸ハイドロゲルは、骨の再生に適した足場材料を提供できる可能性があ

る21。科学者達は、生物活性のある分解性ヒアロルン酸を用いて、弾性のあるハイドロ

ゲルを作製した。ハイドロゲルは、ゲル状物質を形成する水膨潤性ポリマーから作られ

ている。このハイドロゲルは、脱灰骨基室(demineralized bone matrix)の成長因子との

相互作用と同様に、成長因子と相互に作用して骨細胞が新組織を増殖・形成するための

足場となる。脱灰骨基室は供給量に限りがある。さらに、ドナーから提供されるもので

あるため、被移植者にウイルスが伝染する可能性がある。研究者達は、イン・ビトロ(in 
vitro)22で、このハイドロゲルが前骨芽細胞の増殖、分化、石灰化を促進することを発見

した。 
 
・冠動脈バイパス移植手術とは、狭心症の症状を軽減し、冠動脈疾患による死亡リスクを

低減させるために行われる外科手術である。患者の身体の他の部位の動脈もしくは静脈

が、冠動脈に移植される。これは、アテローム狭窄部をバイパス（迂回）して、冠循環

23に対する血液の供給を改善することを目的としている。移植後の問題は、静脈の適合

性である。バイパス手術後の数ヵ月～数年の間に、移植片が病変を起こす可能性や、閉

塞する可能性がある。静脈や動脈を取り除いた場所の痛みを訴える患者もいる。「The 
Royal Free and University College Medical School（英国ロンドン）」の研究者達は、

臍帯から採取したヒト血管平滑筋細胞(SMC)および上皮細胞(EC)を、弾性のある「ポリ

(カーボネイト系ユリア)ウレタン」24の足場材料に組み込んだ25。 
 
・2008 年 8 月、ジョージア工科大学（ジョージア州アトランタ）の技術者達は、他の組

織（腱や靭帯など）と一体化する自然骨の能力を模倣した人工骨を、皮膚細胞を用いて

作製したと発表した26。この人工骨では、骨から、より柔らかい組織への変化が漸進的

                                                 
20 http://web.mit.edu/newsoffice/2008/heart-1102.html 
21 http://www.cmu.edu/news/archive/2008/August/aug18_hydrogels.shtml 
22 in vitro：試験管内、実験条件が、人為的にコントロールされた環境であるという意味。 
23 冠循環：心筋自身に血液を供給する循環のこと。 
24 compliant poly(carbonate-urea)urethane: CPU 
25 http://www.fasebj.org/cgi/content/abstract/22/6/2084 
26 http://www.gatech.edu/newsroom/release.html?id=2067 
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であることが示されている（これまで開発されてきたものは、変化が急であった）。こ

れにより、身体とより良く一体化し、重量をよりうまく支えることが可能になった。 
 
3.  バイオプリンティング(bioprinting)27 
 ミズーリ大学（ミズーリ州コロンビア）の Gabor Forgacs 教授が主導する研究チーム28は、

足場材料を使用せずに機能的な血管と心臓組織を作製した29。この研究チームは、バイオ

インク粒子、すなわち、1 万～4 万個の細胞を含んだ球体を使用し、バイオペーパー

(bio-paper)上にそれらを印刷（集積）した。 
 

Nscrypt 社（フロリダ州オーランド）は、血管の作製に使用する装置を開発した30。こ

の装置（プリンター）のヘッドは 3 つあり、各ヘッドは付属のコンピュータによって制御

されている。このプリンターは、卓上プリンターがインクを定着させるのと同じように、

細胞スフェロイドを定着させることができる。2 つのヘッドは、組織細胞（混合物。例え

ば、心臓細胞と内皮細胞などが含まれたもの）を印刷する。残りのヘッドは、他の細胞が

組織に融合する間に空間を一時的に満たす、「細胞間物質」（コラーゲンなど）を印刷する。 
 

表 1 再生医療の開発に取り組んでいる企業の状況 
(1) 非幹細胞 
 

状況 企業名 所在地 取組内容 

2007 年 11 月時点 2008 年 11 月時点

Bioheart Inc. 米国 
フロリダ州 
サンライズ 

損傷した心臓組織
の前駆細胞再生 

臨床試験 
フェィズⅡ/Ⅲ 

 

Intercytex 英国 
ケンブリッジ 

繊維芽細胞を播種
したゲルに基づく
皮膚再生製品 

臨床試験 
フェィズⅢ 

 

Tengion Inc. 米国 
ノースカロライ
ナ州ウィンスト
ンセイレム 

膀胱成長のための
前駆細胞 

臨床試験 
フェィズⅡ 

 

Vesta 
Therapeutics 

米国 
ノースカロライ
ナ州ダーハム 

肝臓再生に用いる
肝臓前駆細胞の低
温保存 

臨床試験 
フェィズⅠ/Ⅱ 

 

 
 
 
 

                                                 
27 バイオプリンティング：皮膚、軟骨、骨といった様々な生体材料の設計や製造を含め、様々な印刷技術がラ

イフサイエンスのアプリケーションで利用されている。 
28 http://organprint.missouri.edu/www/ 
29 http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/tea.2007.0173 
30 http://www.nscryptinc.com/tissue-engineering-equipment/ 
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(2) 成体幹細胞 
 

状況 企業名 所在地 取組内容 
2007 年 11 月時点 2008 年 11 月時点

Aastrom 
Biosciences 

Ann Arbor, 
Michigan 
米国 
ミシガン州アンア
ーバー 

骨、心臓、神経、血
管の再生のための
成体幹細胞と前駆
細胞 

血管と骨： 
臨床試験フェィ
ズⅡ 

心臓と神経： 
前臨床試験 

 

Advanced Cell 
Technology 

米国 
カリフォルニア州
ロサンジェルス 

心臓、網膜、血液、
循環器の疾患を治
療するための成体
幹細胞 

心臓病： 
臨床試験フェィ
ズⅡ 

 

Aldagen 米国 
ノースカロライナ
州ダーハム 

成体幹細胞および
前駆細胞を用いた、
損傷心臓、血管組織
の再生 

臨床試験 
フェィズⅠ/Ⅱ 

ALD-101 臨床
試験フェイズⅢ

Angel 
BioTechnology 

英国 
スコットランド・
エディンバラ 

臨床試験に用いる
成体幹細胞の作製
に対するライセン
ス取得 

臨床試験のために、
細胞株をライセン
ス供与可能 

 

BioE 米国 
ミネソタ州セント
ポール 

研究用の成体幹細
胞を提供 

初めて臍帯幹細胞
株を市販 

 

Brainstorm 
Cell 
Therapeutics 

イスラエル 
ペタック・ティク
バ 

神経変性の治療の
ための成体幹細胞 

臨床試験 
フェィズⅠ/Ⅱ 

 

Cellerant 米国 
カリフォルニア州
サンカルロス 

癌や鎌状赤血球貧
血の治療のための
成体幹細胞 

癌治療： 
臨床試験フェィ
ズ/Ⅱ 

 

Cytori 
Therapeutics 

米国 
カリフォルニア州
サンディエゴ 

心臓や血管の疾患
のための成体幹細
胞 

臨床試験 
フェィズⅠ 

 

Gamida イスラエル 
エルサレム 

癌、血液、血管疾患
の治療のための成
体幹細胞 

臨床試験 
フェィズⅠ/Ⅱ、 
癌 治 療 の た め の
FDA 稀少疾病医薬
品ステータス 

白血病、リンパ
腫 StemEx®： 

臨床試験フェ
ィズⅢ 

Mesoblast Ltd オーストラリア 
メルボルン 

骨の再生のための
成体幹細胞 

前臨床研究 同種異形間葉前
駆細胞： 

臨床試験フェ
ィズⅡ 

Odontis 英国 
ロンドン 

交換歯の成長のた
めの成体幹細胞の
使用 

前臨床研究  

Osiris 米国 
メリーランド州ボ
ルチモア 

クローン病、移植片
対宿主拒絶反応の
治療、心臓再生、軟
骨再生のための成
体幹細胞 

クローン病と移植
片対宿主拒絶反応
治療： 
臨床試験フェィ
ズⅢ 

心臓と軟骨再生：臨
床試験フェィズ
Ⅰ 

心臓組織の修
復：フェーズⅡ

Pluristem イスラエル 骨髄再生に用いる 前臨床  
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状況 企業名 所在地 取組内容 
2007 年 11 月時点 2008 年 11 月時点

ハイファ 成体幹細胞の生成 
ReNeuron 英国 

ギルドフォード 
脳卒中、糖尿病、網
膜疾患のための成
体幹細胞治療 

前臨床研究、脳梗塞
治療のフェイズⅠ/
Ⅱ試験の患者登録
準備完了 

 

Stem Cells 
Inc. 

米国 
カリフォルニア州
パロアルト 

成体幹細胞を使用
した神経再生 

臨床試験 
フェィズⅠ/Ⅱ 

 

Stem Cell 
Therapeutics 
Corp. 

カナダ 
カルガリ 

神経成体幹細胞を
使用した脳卒中患
者の神経再生 

前臨床研究  

Stempeutics インド 
バンガローレ 

心臓疾患、脊髄損傷
の治療、血管再生の
ための成体幹細胞 

3 つの製品が、臨床
試験フェィズⅠ/Ⅱ 

 

TheraVitae タイ 
バンコク 

心臓および血管組
織の再生のための
成体幹細胞 

心臓組織再生のた
めの製品を商品化 

 

Viacell 米国 
マサチューセッツ
州ケンブリッジ 

糖尿病治療のため
の成体幹細胞 

臨床試験 
フェィズⅠ/Ⅱ 

 

 
(3) 胚性幹細胞 
 

状況 企業名 所在地 取組内容 
2007 年 11 月 2008 年 11 月 

Axordia 英国 
シェフィールド 

臨床試験に用いるため
の胚性幹細胞株の作製 

臨床試験のため
に細胞株をライ
センス供与可能 

 

Cellartis AB スウェーデン 
ゴーテボルグ 

ヒト胚性幹細胞株の世
界 大の開発者。様々な
疾病の治療用に 30 以上
を開発。 

臨床研究の協力
者へ幹細胞株の
提供 

 

ES Cells 
International 

シンガポール 
ヘリオス 

糖尿病と心臓疾患の治
療のための胚性幹細胞
の開発 

前臨床研究  

Geron 米国 
カリフォルニア
州メンロパーク 
 
 

様々な疾病の胚性幹細
胞ベースの治療 

2008 年に臨床試
験フェイズⅠ 

 

MedCell 
Bioscience 
Ltd 
(以前の企業名
は Novathera) 

英国 
ケンブリッジ 

胚性および成体幹細胞
技術と生体材料（インペ
リアルカレッジから独
立） 

組織再生、幹細胞
作製、肝臓細胞再
生のための
TheraGlass 生体
材料(臨床試験用) 

 

Novocell 米国 
カリフォルニア
州サンディエゴ 

糖尿病治療のための胚
性幹細胞開発 

2010 年に臨床試
験フェイズⅠ 

 

Reliance Life 
Sciences 

インド 
ムンバイ 

糖尿病、心臓、血管、神
経疾患の治療のための
胚性および成体幹細胞 

前臨床研究  
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(4) 足場材料とバイオプリンティング 
 

取組内容 状況 企業名 所在地 
足場材料と 
バイオプリンティング 

2007 年 11 月 2008 年 11 月 

BioMD Ltd オーストラリア 
パース 

心臓弁治療のためのプロ
セス（細胞再成長の促進、
拒絶反応低減）の開発 

2007 年 9 月、子
会社 Celxcel が良
好な前臨床結果
を得たと報告 

心臓細胞パッチ
チ：臨床試験フェ
イズⅡ（2008 年 4
月開始） 

CellSeed 
Inc. 

日本 
東京 

前駆細胞や幹細胞から、
角膜や心臓組織を再生す
るための UpCell 培養シ
ステムの作製 

前臨床研究段階  

Envisiontec ドイツ 
グラドベック 

組織工学的な足場材料や
細胞を 3 次元作製するた
めの、BioBlotter と呼ば
れる CAD システムの開
発 

研究開発に使用
するための技術
を提供 

 

RegenTec 英国 
ノッティンガム 

骨再生のための注入可能
な足場材料の作製 

前臨床研究  

Reinnervate 英国 
ダーハム 

足場材料の作製（三次元
細胞成長、細胞成長を制
御する成長因子、細胞成
長追跡用のバイオマーカ
ーのための） 

足場材料の商業
生産のための協
力企業を探して
いる 

 

Renovo 英国 
マンチェスター 

手術後の痕跡を低減する
成長因子の開発 

4 種の皮膚若返り
製品：臨床試験フ
ェィズ II/III 

 

Sciperio Inc 米国 
オクラホマ州 
オクラホマシテ
ィー 

再生医療およびカスタム
組織システムのエンジニ
アリングのための生体
内・外デポジションツー
ル (deposition tool)の作
成 

研究開発中  

Stem Cell 
Sciences 

英国 
ロンドン 

成体及び胚性肝細胞株作
製のためのプロセスと媒
体(media)の開発 

幹細胞成長のた
めの媒体(media)
製品を販売中。 
治療は、前臨床研
究段階。 

 

Therics 米国 
オハイオ州アク
ロン 

代用骨製品の作製のため
の 3 次元印刷技術（特許
取得済み）を保有 

FDA が承認し販
売可能 

 

 
翻訳：NEDO 研究評価広報部 

出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 データベース   品質管理  

 
新しいツールがタンパク質データベースの品質管理を改善(EU) 

 
コンピュータによるアノテーション 1 作成技術の向上を目指す近年の取り組みにもかか

わらず、公開データベースに登録されている遺伝子とタンパク質のデータには、依然とし

て異常なもの、不完全なもの、予測を誤ったもの(mispredicted)が存在する。このような

誤ったデータの存在は、データベースの信頼性に悪影響を与えている。 
 
だが、今回、データベースの効果的な品質管理に役立つ「MisPred」という新しいツー

ルが開発された。これは、EU の BioSapiens プロジェクトの一環として、「Life sciences, 
genomics and biotechnology for heath（健康のためのライフサイエンス、ゲノミクス、バ

イオテクノロジー）」というテーマの下で 1,200 万ユーロの支援を受けて実施されたもの

であり、 近、オープンアクセス誌 2の BMC Bioinformatics に掲載された 3。 
 

MisPred ツールでは、タンパク質遺伝子とタンパク質に関する既知の知識と矛盾する特

徴がデータに含まれる場合、その塩基配列は恐らく不正確であるはずだという論理的根拠

に基づき、次の 5 つの条件を用いて、異常、欠落、誤予測の疑われるデータを特定すると

いう。 
 
(1) 細胞外にあるタンパク質や膜貫通タンパク質には、適切な分泌シグナルが存在してい

なければならない 4。 
(2) 細胞内領域と細胞外領域を備えたタンパク質には、膜貫通領域が存在しなければなら

ない。 
(3) 細胞外ドメイン 5と核ドメインが 1 つの単一タンパク質内に現れることはない。 
(4) 同じファミリーに属する近縁の球状ドメイン内にあるアミノ酸残基数は、比較的近い

範囲にあるはずである。 
(5) 1 つのタンパク質は、単一の染色体上にある遺伝子内のエクソンによってコード化

(encode)されていなければならない。 
 
この研究は、ハンガリー科学アカデミー(Hungarian Academy of Sciences)酵素学研究所

の László Patthy 教授率いるチームによって実施された。「真核細胞遺伝子のデータの大

部分で、転写レベルでの誤予測が発生していることが、 近の研究によってわかっている。」

                                                 
1 遺伝子情報に注釈を付けること。 
2 誰でも無料で閲覧できる出版物。 
3 http://www.biomedcentral.com/1471-2105/9/353 
4 タンパク質はすべて細胞内で作られるため、細胞外にあるタンパク質は細胞外に「分泌された」タンパク質

である。 
5 ドメイン（タンパク質ドメイン）：タンパク質を構成する構造単位であり、アミノ酸配列でできている。 
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Patthy 教授はこのように言う。「MisPred の処理方法を用いることにより、これらのエラ

ーの多くは検出可能であり、さらにはその修正にも役立つ可能性がある。つまり、MisPred
を使うことによって、遺伝子予測に基づいたタンパク質配列データの精度が大幅に向上す

る可能性があると考えられる。」 
 
ただし Patthy 教授によれば、分泌タンパク質にはリーダー配列 6なしで分泌されるもの

も存在するため、「実際に分泌シグナルを持たないタンパク質も少なくはないだろう」とい

う。教授はまた、次のように付け加える。「複数の染色体に由来するキメラ 7が形成されて、

通常の生理機能を担っている場合があるという可能性も、今のところまだ捨てきれない。

ただし、MisPred を使って Swiss-Prot データベースに登録されているタンパク質配列を

分析した結果、そのような例外は非常に稀であることがわかっている。そのため、MisPred
で用いている条件は、大筋で妥当なものだといえるだろう。」 
 
今回の研究で見つかった誤予測のほとんどは、必要なシグナル配列の欠落とドメインの

整合性違反 8 によって発見されたものであった。研究者らはまた、次のように言う。

「UniProtKB/TrEMBL や EnsEMBL 内の自動作成されたデータ、あるいは GNOMON
で作成された予測データと比べればはるかに少ない量ではあるが、人手を介したデータを

含む UniProtKB/Swiss-Prot のデータセットからも、誤予測（あるいは異常なタンパク質）

が見つかった 9。」 
 

研究チームによれば、MisPred を利用することによって、誤って同定された遺伝子に関

する研究に、より多くの時間を割くことが可能になるという。 
 

翻訳：桑原 未知子 
 
出典：New tool to improve protein database quality control emerges 

http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_08_10_20_en.html 

                                                 
6 分泌シグナルをコードする配列。 
7 キメラ：由来の異なる複数のものが合体して（混ざって）できているもののこと。 
8 ドメインの長さに隔たりがあることから、それらのドメインが同じファミリーに属しているとは考えにくい

状態のこと。 
9 UniProtKB/Swiss-Prot、UniProtKB/TrEMBL、EnsEMBL：遺伝子情報に関するデータベース。 

GNOMON：遺伝子予測ツール。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1036,  2009.1.14 
 

22 

【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】免疫 
 

細菌が免疫システムをくぐり抜け持続感染を確立する仕組み(米国) 
 
 病原菌が宿主の免疫システムをかいくぐって、自分たちを破壊する役割を持つ細胞の内

部で生存、増殖するための重要な仕組みが新しく見つかった。この発見は、結核などの慢

性細菌感染症や寄生虫感染症に対する新しい治療方法およびワクチンの開発につながる可

能性がある。 
 
今回の研究は、米国立衛生研究所(National Institutes of Health：NIH)の一部である国

立アレルギー感染症研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases：
NIAID)の支援を受けて、テネシー州メンフィスにある聖ユダヤ小児研究病院の Peter 
Murray 博士率いる複数の研究室と、NIAID 寄生虫性疾患研究所(Laboratory of Parasitic 
Diseases)の Thomas Wynn 博士によって行われた。この研究の結果は、11 月号の Nature 
Immunology に掲載された。 
 
体内に入った病原菌は、マクロファージと呼ばれる白血球細胞により除去される。「マ

クロファージ」とはラテン語で「大食い」という意味であるが、この細胞はまさにその名

の通り、体内で見つかった細胞の死骸や感染細胞、病原菌などを食べ尽くす。マクロファ

ージは多くの場合、食べたものを消化・無害化するために病原菌を殺菌する成分を作る。

このような化学物質のひとつに遊離基（フリーラジカル）1である一酸化窒素(NO)がある。 
 
しかしながら、細胞内病原体として知られるいくつかの有害な細菌は、細胞の中でも生

存できる。これらの細菌は、一酸化窒素による殺菌作用を抑制あるいは回避し、マクロフ

ァージ内でも生き延び、増殖することが可能である。 
 
マクロファージによって作られる一酸化窒素抑制物質のひとつに、アルギナーゼ

(arginase)という酵素がある。アルギナーゼは、一酸化窒素を生成するために必要な材料

を奪う、あるいは劣化させることによって、一酸化窒素生成量を制限する働きをする 2。 
 
「細胞内で生存できる細菌は、非常に優れた環境適応力を持っている。」Murray 博士は

このように言う。「我々の目的は、細胞内細菌が、アルギナーゼを作る遺伝子のスイッチを

オンにして一酸化窒素の発現を制御し、マクロファージによる殺菌を回避する仕組みを明

らかにすることだった。」 
 
                                                 
1 不対電子を持つ原子や分子、イオンのこと。電子は通常 2 つ一組で安定して存在するが、ペアとなる相手を

持たず不安定な状態にある電子のことを不対電子という。 
2 アルギナーゼはマクロファージ内に自然に発現する酵素であり、一酸化窒素の過剰な生成を防ぐなどの働き

をする。 
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研究チームは、細胞内病原体の働きでアルギナーゼが増加し、マクロファージによる一

酸化窒素の生成量が減るために、細胞内で病原菌が生存できるようになるということを発

見した。このようなしつこい細胞内細菌の存在は、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染者や

癌患者など、免疫系に問題のある人々にとっては特に危険である。これらの人々は、慢性

的な細菌感染症や寄生虫感染症にかかることが少なくない。 
 
細胞内細菌のひとつである結核菌(Mycobacterium tuberculosis)によって生成されるア

ルギナーゼの影響を調べるために、研究者らはアルギナーゼ遺伝子を欠損させたマウス（ア

ルギナーゼ・ノックアウトマウス）を作った。アルギナーゼ・ノックアウトマウスを結核

菌に感染させると、肺内の細菌量は通常よりも少なく、一酸化窒素レベルは逆に高くなる

ことが観察された。彼らは次に、結核菌と同じく一酸化窒素によって制御できる、トキソ

プラズマ症を引き起こす細胞内寄生体にアルギナーゼ・ノックアウトマウスを感染させた。

この実験から、アルギナーゼを生成しないマウスの方が、アルギナーゼを生成するマウス

よりも生存率が高いということがわかった。ただし、これらのノックアウトマウスが一酸

化窒素によって殺菌されないタイプの細菌に感染した場合には、アルギナーゼの欠損に起

因するマクロファージの感染除去能力への影響は見られなかった。 
 
「一酸化窒素は 1992 年にサイエンス誌の Molecule of the year として選ばれ、細菌感

染に対する免疫反応の中で重要な役割を果たす物質として研究が進められた。しかし、一

酸化窒素と拮抗する関係にあるアルギナーゼに対しては、免疫学界ではほとんど注意が向

けられることはなかった。」Wynn 博士は言う。「今回の研究は、アルギナーゼに注目する

ことが、細胞内細菌や寄生虫の感染による慢性疾患の治療に役立つ可能性があることを示

している。」 
 

Murray と Wynn の両博士は、次の取り組みとして、アルギナーゼが遮断されたときに

免疫システム内でほかのどの部分が影響を受けるかを解明することを目指している。 
 

翻訳：桑原 未知子 
 

出典：Persistent Bacterial Infection Exploits Killing Machinery of Immune Cells 
http://www.nih.gov/news/health/nov2008/niaid-02.htm 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 癌   バイオマーカー  
 

バイオマーカーによる肺ガン治療法選択の試み(米国) 
 

2008 年 10 月、非小細胞肺ガン 1に関する大規模な臨床試験が開始された。この臨床試

験の目的は、バイオマーカーを使って肺ガン治療の効果を予測することが可能であるかど

うかを調べることである。バイオマーカーとは、生体内に存在して体の異常な変化や病気

などを示す分子であり、上皮細胞増殖因子受容体(epidermal growth factor receptor：
EGFR)もそのひとつである。ある種の肺ガンでは、EGFR をコードする遺伝子のコピーが

過剰に増え、EGFR が増加することがある。これらの過剰に増えた遺伝子のコピーは腫瘍

の成長を促進するため、これらの働きを阻止する薬を肺ガン治療に用いることで大きな効

果が得られるかもしれない。MARVEL（Marker Validation for Erlotinib in Lung 
Cancer：肺ガンにおけるエルロチニブマーカーの実証試験）と名付けられた今回の臨床試

験は、米国立衛生研究所(National Institutes of Health)の一部である国立ガン研究所

(National Cancer Institute：NCI)の資金を使って実施される。MARVEL の目的は、

「EGFR 活性化の有無に基づいて各患者に適した治療を選択する」という手法の将来的な

有用性を明らかにすることである。 
 
今回の臨床試験では、まず、約 1,200 人の肺ガン患者を対象として体内の EGFR の状態

を検査し、その結果に基づいて患者達を無作為に治療に振り分ける。その後、EGFR 陽性・

陰性の両方の患者に対し、標準的な化学療法による初回治療を行ったのち、化学療法薬の

エルロチニブ(Tarceva ®, Genentech)あるいはペメトレキセド(Alimta ®, Eli Lilly)を投

与する。エルロチニブは EGFR を標的とする薬であるが、ペメトレキセドは別のメカニズ

ムで腫瘍細胞の成長を阻止する薬である。これまでに実施された小規模な研究で得られた

知識から、EGFR が陽性の患者にはエルロチニブが、陰性の患者にはペメトレキセドが、

より高い治療効果を示すだろうと予想されている。MARVEL では、エルロチニブとペメ

トレキセドに対する遺伝学的な研究を組み合わせることにより、それぞれの薬剤に対して

異なる感受性・毒性プロファイルを持つ患者を明確に分ける。 
 

2008 年の 1 年間で、肺ガンは 161,840 人もの命を奪うと考えられている。また同年、

215,020 人が新たに肺ガンと診断される見通しだという。これらのことから、肺ガンによ

る死亡率はガンの中でもっとも高くなっている。また、非小細胞肺ガンは、肺ガン全体の

うちの 85～90%を占めている。 
 
「肺ガンは極めて致死率の高い病気である。特に、進行してから発見された場合には、

治療するのが非常に難しい。そのため、1 回の検査で 適な治療方法を判定することを目

                                                 
1 肺ガンは小細胞肺ガンと非小細胞肺ガンに大別される。非小細胞肺ガンには、腺ガン、扁平上皮ガン、大細

胞ガンが含まれる。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1036,  2009.1.14 
 

25 

指す MARVEL の取り組みには大きな意義がある。今後、明確な分子標的を持つ薬剤を実

験室から臨床応用へ移行させていくには、バイオマーカーを利用した治療選択が非常に重

要になる。」NCI の John E. Niederhuber 長官はこのように言う。 
 
エルロチニブとペメトレキセドは、どちらも進行した小細胞肺ガンの承認済の治療薬で

ある。エルロチニブに対する反応性には、EGFR の活性化のほか、ガンの組織型（腺ガン

であるか扁平上皮ガンであるか）、患者の性別、民族（アジア系など）、患者の喫煙経験な

どが影響すると考えられている。ただし、これらのうちのどの要素がもっとも重要かを明

らかにするような研究は、これまでに実施されたことがない。 
 

MARVEL（別称N0723）は第3相試験 2であり、North Central Cancer Treatment Group 
(NCCTG)3の主導のもとに、NCI が資金を提供している多数の臨床試験グループ 4の参加

を得て実施される。この試験では、4 年間にわたって患者を登録し、各患者の体内におけ

る EGFR の状態を検査する。検査を受けた 1,200 人のうち、950 人程度の患者が無作為に

治療プロトコル 5に割り振られる（検査の 80%で患者を EGFR 陽性または陰性にうまく分

類できると仮定している）。その後、 低 1～2 年間のフォローアップ（追跡調査）を行っ

て無病生存率および患者全体の生存率に関するデータを取得するとともに、EGFR が治療

の予後予測ツールとして有用であるかどうかを判定する。MARVEL ではまた、患者の受

けた標準的な化学療法を用いた初回治療に対して、エルロチニブが上乗せ効果をもたらす

かどうかも判定される。 
 

今回の臨床試験は、NCI、米国食品医薬品局(U.S. Food and Drug Administration：FDA)、
およびメディケア・メディケイド・サービスセンター(Centers for Medicare and Medicaid 
Services：CMS)によって 2006 年に形成された Oncology Biomarkers Qualification 
Initiative (OBQI)と呼ばれるユニークかつ革新的な協力体制の中から生まれたものである。

OBQI は、臨床試験での利用に適したバイオマーカーを明らかにし、 終的には、ガン患

者に対してより優れた薬を素早く提供できるようにすることを目指して発足された。 
 
「MARVEL は、肺ガン治療の向上を目的とする NCI の特定のイニシアティブから直接

生まれた取り組みであり、FDA、NCI の共同研究グループ、バイオマーカー産業、医薬品

産業から多大な情報提供を受けている、特異的かつ重要な試みである。」ロズウェルパー

ク・ガン研究所（ニューヨーク州バッファロー）臨床研究部門の上席副所長であり、今回

の研究のリーダーを務める Alex A. Adjei 博士はこのように言う。 

                                                 
2 治験（臨床試験）のうちの第 3 段階であり、多数の患者を対象とした大規模な試験が行われる。 
3 NCI が資金援助している国立の臨床研究グループ。 
4 NCI は、Clinical Trials Cooperative Group（共同研究グループ）プログラムという枠組みを通して、ガン

の治療や予防に取り組む研究者、ガンセンター、地域の医師などで構成されるグループに対し、臨床試験の

資金を提供している。 
5 治験などで、あらかじめ定められた治療計画のこと。 
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MARVEL は、NCCTG による主導のもと、肺ガン研究に携わる多数の NCI の共同研究

グループ(Cancer and Leukemia Group B：CALGB、Eastern Cooperative Oncology 
Group：ECOG、Southwest Oncology Group：SWOG など)や、カナダ国立ガン研究所

(National Cancer Institute of Canada)、産業界のパートナーなどによる協力を得て実施

される。 
 
MARVEL に関する詳細は下記 URL を参照： 
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00738881?id=N0723&rank=1#desc. 
 

翻訳：桑原 未知子 
 

出典：NCI Launches First-Ever Study to Determine if Biomarkers Can Help Guide 
Treatment for Lung Cancer 
http://www.nci.nih.gov/newscenter/pressreleases/MARVELrelease 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】医薬品の安全性確保 

 
安全で革新的、かつ利用しやすい医薬品(EU) 

－ 欧州委員会の提案 － 

 
 2008 年 12 月 10 日、欧州委員会は「安全で革新的、かつ利用しやすい医薬品」の実現

に向け、EU、加盟各国、製薬業界が取り組むべき事項に関する提案を発表した。提案は

立法に係わる提案（4 つ）、政治的な提案（3 つ）から成る。 
 本稿では、まず提案の概要について紹介し、次に立法に係わる提案の中から「医薬品の

安全性監視」について、詳細に紹介する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 概要 
 
 欧州連合(EU)は、製薬部門の革新が立ち後れている。欧州の患者は未だに医薬品に関す

る情報の入手し易さという点での格差に悩む一方、偽造医薬品が多く出回るようになって

いる。こうした問題に取り組むために、欧州委員会は 4 つの主要な柱から成るパッケージ

を提出した。4 つの柱とは： 
①市場へのアクセス向上、欧州における製薬研究促進を目的としたイニシアティブの展

開方法について検討を促す提案 
②「偽造医薬品および医薬品の違法流通」という拡大しつつある問題に取り組むための

提案 

目 次 
 
1. 概要 
2. 「医薬品の安全性監視」に関する提案内容 
2.1 はじめに 
2.2 主要な措置（概要） 
2.3 主要な措置（詳細） 
(1)明確な役割と責任 
(2)透明性と報告 
(3)企業による医薬品の安全性監視義務 
(4)リスク管理計画および非介入安全性試験 
(5)薬物有害反応が起きたケースの報告 
(6)安全性情報の定期的な更新報告書、およびその他の安全性関連評価 

2.4 法律となる時期 
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③処方箋が必要な医薬品に関する質の高い情報を市民がアクセスできるようにするた

めの提案 
④医薬品の安全性を監視(pharmacovigilance)するために EU システムを強化し、患者の

保護を改善するための提案 
 
 製薬部門は、医薬品の入手可能性、経済成長および持続可能な雇用を通じて、欧州およ

び世界中の福利に大いに寄与している。製薬部門は欧州にとって戦略的な部門であったし、

現在でも同じである。同部門は 634,000 名以上を雇用し、EU の研究開発(R&D)費の 17％
以上を占めている。 も重要なことはヒト用の医薬品の進歩により、数十年前には想像も

できなかった治療を患者が受けられるようになったことである。多くのことが成し遂げら

れたが、重要な健康上、経済上、および科学上の課題がある。それは： 
 

①製薬部門のグローバル化により新たなチャンスが生まれたが、同時に問題も出現して

いる。新たな市場が開かれつつある。その一方で、偽造医薬品が増大している。 
②EU の製薬市場には欠陥があり、これが医薬品と、その関連情報に対する患者のアク

セスに影響を与えているだけでなく、産業の競争力を削いでいる。 
 
提案は、一連の立法に関わる事項、政治的イニシアティブ、および国際的協働プロジェ

クトの概要について述べたものである。 
 
立法に関わる提案 

・「偽造医薬品および医薬品の違法流通」という拡大しつつある問題に取り組むこと 
・処方箋が必要な医薬品に関する質の高い情報に、市民がアクセスできるようにすること 
・医薬品の安全性監視(pharmacovigilance)のために EU システムを強化し、患者の保護

を向上させること 
 
 これらの提案は欧州議会および欧州理事会に送付されることになっている。 
 
政治的提案 

・薬価(pricing)及び償還(reimbursement)決定の透明性を高めることにより、市場アク

セスを改善する方法を加盟国と協議すること 
・EU の製薬研究を促進するためのイニシアティブを展開すること 
・医薬品の安全性を世界的に向上させるため、主要なパートナー（米、日、加）との協

力関係を強化すること 
・新興のパートナー（露、印、中）との協力関係を強化すること 

 
詳細については以下のサイトを参照されたい。 
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/index_en.htm 
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2. 「医薬品の安全性監視」に関する提案内容 
 
2.1 はじめに 
 

医薬品は EU 市民の健康に多大な貢献をしている。しかし、医薬品には有害作用(adverse 
effects)もある。全入院の 5％は薬物有害反応(adverse drug reaction: ADR) 1が原因である

と推定されており、それが病院での死因の第 5 位にランクされている。欧州委員会が設置

した EU 医薬品安全性監視システム 2（ADR の管理および監視）による経験と評価から、

EU 規則の運用方法を改善するための新措置が必要であることが明らかになった。この提

案は、既存の EU 規則 3の改正を目指すものである。そして、EU 医薬品安全性監視シス

テムを強化し合理化することを目的としており、また公衆衛生を改善し、域内市場を適正

に機能させ、現行の手続きを簡素化するという全体的な目標の達成を目指すものである。 
 
 ある種の有害反応は、医薬品が承認された後にしか見つからないことがある。医薬品の

安全性に関する完全な情報というものは、医薬品が市場に出回ってからわかることもある。

承認された医薬品の有害反応の管理および監視は、EU の医薬品安全性監視システムを通

じて行われている。このシステムは、許容できないレベルのリスクを示す製品はすべて、

市場から確実に速やかに引き上げられるようにすることを狙ったものである。そのため医

薬品安全性監視は： 
①医薬品の安全性に関するデータの収集・管理 
②収集したデータの評価 
③公衆衛生保護のための行動の決定 

の３項から構成されている。EU では年間 197,000 名が ADR により死亡し、ADR の社会的

総コストは 790 億ユーロに上ると見られている。この提案は、現行のシステムを更に改善す

ることを目的としている。これにより、EU 全体で多くの命を救えると考えられる。更に、

年間およそ 1,450 億ユーロ相当の行政上の負担を削減する一助になるといわれている。 
 
2.2 主要な措置（概要） 
 
 公衆衛生の改善は以下の方法を通じて達成される。 

・主要な関係者の役割と責任、および義務を明確にすること（詳細は、後述の 2.3(1)）。 
・医薬品の安全性に係る問題について透明性を高め、報告を強化すること。これにより、

                                                 
1 薬物（医薬品含む）の主要な作用を「主作用」（Main Effect）といい、二次的、副次的な作用を「副作用」

（Side Effect）という。副作用には良い副作用も悪い副作用もある。これに対して、投与量にかかわらず、

投与された薬物に対するあらゆる有害で意図しない反応を薬物有害反応（ADR）という。（参照：「副作用」、

治験ナビ (http://www.chikennavi.net/word/fukusa.htm)） 
2 EU pharmacovigilance system 
3 規制(EC) No 726/2004 および指令 2001/83/EC に掲げられた規則 
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患者や医療従事者の理解と信頼を深め、重要な警告をより効率的に社会へ浸透させる

（詳細は、後述の 2.3(2)）。 
・企業の安全性監視システム 4 を強化すること。これにより企業は自社のシステムを定

期的に改善する一方、事務処理の負担を軽減することができるようになる（詳細は、

後述の 2.3(3)）。 
・新規の医薬品毎にリスク管理計画を導入すること（詳細は、後述の 2.3(4)）。 
・現行のシステムを合理化することによって有害反応の報告システムを強化し、医薬品

の安全性監視分野におけるすべての利害関係者を関与させること（詳細は、後述の

2.3(5)）。 
・医薬品の安全性に関する質の高いデータを、積極的に、バランス良く、確実に収集す

ること（詳細は、後述の 2.3(6)）。 
 
 公衆衛生の改善を達成することに加え、提案はまた、製薬業界および医薬品規制当局の

双方に効率をもたらすべく、現行の EU 手続きの簡素化を目指す。 
 
2.3 主要な措置（詳細） 
 
(1)明確な役割と責任 
・加盟国は協力関係を強化し、医薬品安全性監視分野で中心的な役割を果たさなければ

ならない（欧州委員会ではなく加盟国）。 
・特に、製品の安全性監視を継続して行うための義務の範囲に関し、企業の責任を明確に

する。これにより、入手可能なすべての情報を、当局が確実に参照できるようにする。 
・新しい科学委員会「医薬品の安全性に関するリスク評価諮問委員会」を、欧州医薬品

庁(European Medical Agency: EMEA)内に設置し、EU における医薬品の安全性評価

について重要な役割を担うものとする。 
・加盟国間の協力関係をより緊密化し、加盟国の代表者で構成される「調整グループ」

の権能を強化する。 
・各国が承認した医薬品の安全性に関する深刻な問題の評価に関し、加盟国を拘束する

明確な基準により、EU 手続きを整備する。 
 
(2)透明性と報告 

特定の安全性リスク事項に関する明確で調整されたメッセージは以下の通り。 
・EudraVigilance データベース 5は、EU で承認された医薬品の安全性情報を一括して

                                                 
4 システムとは、一般的に「しくみ」を意味する言葉である。ここでは、企業内の安全性監視に係わる手続き、

手順、担当部門、部門間の業務の流れ、安全性監視に係わるコンピュータシステム等、幅広い意味を持ち得る。 
5 EudraVigilance はEMEA の副作用電子報告データシステムで，市販後の自発的な報告を受け付ける「市販

後報告モジュール（EudraVigilance Post-authorisation Module：EVPM）」と，臨床試験（第I相～第IV 相）

中に生じた予期せぬ重篤な副作用の疑い（Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions：SUSAR）

の報告を受け付ける「臨床試験モジュール（EudraVigilance Clinical Trial Module：EVCTM）」の2 つの
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受ける拠点にならなければならない。 
・医薬品の安全性に係る事項の報告について EU で調整する。また、欧州医薬品安全性

ポータルサイトを設置する。 
・医薬品の特性を既述した要約に「重要情報」のセクションを新たに設け、パッケージ

の添付文書とする。 
 
(3)企業による医薬品の安全性監視義務 

現行の規制は製造承認申請に当たり、「安全性監視システムに関する詳細な説明書」を

提出するよう求めている。今回の提案は、「安全性監視システムマスターファイル」の導入

により、既存の要件を簡素化する。申請の際には安全性監視システムの主要点のみ提出す

れば良いが、企業は別途、詳細情報をネット上で公開しなければならない。 
 
(4)リスク管理計画および非介入安全性試験 
 現行の規制では、企業は必要に応じて特定の医薬品に対するリスク管理システムを設け

ることとしているが、管轄権のある当局がそれを要求する明確な法的根拠がない。今回の

提案では、以下を求めている。 
・新規の医薬品毎にリスク管理計画を導入すること（既存の医薬品については安全性に

対する懸念のあるものに関して）。このシステムは、医薬品に関する明確なリスク、

潜在的なリスク、および追加情報の必要性と呼応したものでなければならない。 
・市販後の非介入安全性試験（承認された医薬品の安全性試験であり、臨床試験ではない）

を管理するための調和のとれた指導理念および手続きの確立。特に、これは販売促進目

的ではないこと、安全性データの追跡調査であることを確保しなければならない。 
 
(5)薬物有害反応が起きたケースの報告 
 現在、ある医薬品が 1 ヵ国以上で承認された場合、報告書は複数の当局に提出される。

つまり、製品毎、物質毎に一括して（まとめて）評価する規定がないため、重複して評価

が行われている。提案は下記を目指す。 
・リスクに見合う報告体制にする。 
・患者側から副作用を報告できるようにする。 
・過剰投与や投薬ミスが確実に報告されるようにする。 
・有害反応に関する報告手続きを簡素化し、すべての有害反応データは直接

EudraVigilance データベースに報告されるよう提案する。 
・EMEA が、「科学文献を監視し、有害作用事例の報告を EudraVigilance データベー

スに登録する」という新たな任務を負う。 
・ADR を惹起した投薬ミスは、管轄権を有する医薬品規制当局に報告される。加盟国

当局は、データが確実に医薬品規制当局と患者の安全に責任を持つ当局との間で共有

                                                                                                                                                 
モジュールからなる（引用：国立医薬品食品衛生研究所安全情報部、医薬品安全性情報Vol.5 No.11
（2007/05/31）p.27 注1 (http://www.nihs.go.jp/dig/sireport/weekly5/11070531.pdf)）。 
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され、患者が ADR ではないかと疑う事例を報告できる法的根拠を明確にしなければ

ならない。 
 
(6)安全性情報の定期的な更新報告書、およびその他の安全性関連評価 
 現在、製品毎あるいは物質毎に一括して提出し、あるいは評価するための規定が存在し

ないため、重複提出や重複評価が発生している。このため、製品情報の更新に関し、法律

による詳細規定がない。そこで、提案では以下の事項を求める。 
・「企業による安全性情報の定期的な更新報告書（以下、報告書）」を簡素化し、製品の

安全性やリスクに見合ったものにする 
・報告書評価のためのメカニズムを導入する。このとき、すべてのケースについて「医

薬品の安全性に関するリスク評価諮問委員会」が卓越した役割を担うものとする。こ

れにより、製品情報の更新を迅速に行う。 
・報告書の報告範囲を修正する。医薬品のリスクと効能のバランスを分析した報告にする。 
・報告書の要件を、医薬品が持つリスクと見合うものにする。低リスクであると考えら

れる製品についての型通りの報告、あるいは重複している報告は廃止する。 
・報告書の評価に関する明確な規定を設け、医薬品の安全性評価、製造承認のレビュー、

その更新、との間に明確な関連性を持たせる。 
・報告書の評価や追跡調査の権限を有する当局間で、資源 6 を共有するための枠組みを

創設する。その際、EMEA の「医薬品の安全性に関するリスク評価諮問委員会」が積

極的に関与する。 
・一加盟国以上で承認された医薬品に関する報告書は、単一評価 7 になるであろう（同

じ作用物質を含むすべての製品を含む）。これは、加盟国あるいは欧州委員会によっ

て承認された製品の双方に適用する。 
 
 また提案は、加盟国、特に小国における医薬品の入手可能性を向上させるための 2 つの

規定を含んでいる。 
 
2.4 法律となる時期 
 
 この提案は、欧州議会および欧州理事会に送られ議論された上で、「共同決定手続き」に

則り投票される。法案は、欧州議会および欧州理事会で採択され、公布された後、早くて

18 ヵ月後に法律となる。 
 

医薬品の安全性監視、および医薬品パッケージ一式の詳細については以下から入手可能

である。 

                                                 
6 一般的に資源とは、人・物（設備や材料）・お金・時間を指す。これらを共有することにより、「無駄や食

い違いを防止する」ことを意味している。 
7 一ヵ所で評価を実施し、あちこちでばらばらな評価をしないこと。 
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薬物の安全性監視→ 

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/pharmacovigilance/pharmacovigilan
ce_en.htm 

薬剤パッケージ一式→http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/index_en.htm 
 

編集：久我 健二郎 翻訳：吉野 晴美 
 
 
出典： 
① 
Safe, innovative and accessible medicines: a renewed vision for the pharmaceutical 
sector 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1924&format=HTML&
aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
② 
Strengthening pharmacovigilance to reduce adverse effects of medicines 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/782&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 薬剤送達システム  
 

薬剤送達に利用できる無毒なナノ粒子(米国) 
 
 ペンシルバニア州立大学の研究者らによって開発された毒性のないナノ粒子が、治療薬

や、それらの体内での挙動を観察するために使う蛍光色素など、さまざまな用途の薬剤送

達に利用できる効果的なシステムとなり得ることがわかった。 
 

2008 年 10 月、直径 20～50 ナノメートルのリン酸カルシウム粒子を細胞内で無害なまま

溶解させ、搬送した薬や色素をうまく放出させることができるようになるという研究結果が、

オンライン版 Nano Letters 誌 1に掲載された。この研究は、材料科学、化学、生物工学、

物理学、薬理学の研究者らで構成される学際的な研究チームによって実施された。 
 
生物工学の准教授である Peter Butler と学生達は、蛍光色素を含有する粒子を溶液内に

拡散させ、高速レーザーを使ってそれらの粒子の大きさを測定した。「我々は、時間相関単

一光子計数法(time correlated single photon counting)と呼ばれる技術を使っている」と

Butler は言う。「この技術は、レーザー光のパルスを使って、分子が蛍光を発する時間を

ナノ秒レベルで読みとるというものだ。」 
 
彼のグループはこの手法を使って、粒子の大きさと、それらの溶液内での拡散を測定す

ることに成功した。溶液には、血液の単純モデル(simple model)として、リン酸緩衝生理

食塩水(phosphate-buffered saline)が利用された。 
 
「血液と同じような中性 pH（ペーハー）の溶液を、酸性度の高い環境に変化させた。

固形腫瘍の周辺や、細胞膜のすぐ外にあるナノ粒子溶液を集めて細胞内に取り込む働きを

する細胞部位は、ちょうどこのような酸性環境になっている。pH を下げて環境が酸性に

変わると、リン酸カルシウム粒子は溶解する。粒子はどんどん小さくなっていき、遂には

中に入っている色素の大きさにまで溶ける。このことから、pH の変化を薬剤放出のメカ

ニズムとして利用できることがわかる。」Butler はこのように説明する。 
 
これらの粒子の用途としてまず 初に思い浮かぶのは、ガンの標的治療である。しかし

Butler のグループが注目しているのは、血管疾患に関連した細胞の増殖を抑制する薬の送

達にこれらの粒子を利用できるという点である。数種類の薬が動脈硬化やバルーン血管形

成術 2 後の血管の再狭窄の軽減に対して有効であることが、培養下で確認されている。だ

が、それらの薬剤をどうやって標的まで運ぶかが問題だった、とバトラーは言う。 

                                                 
1 http://pubs.acs.org/journals/nalefd/index.html 
2 先端にバルーン（風船）を付けたカテーテル（バルーンカテーテル）を血管内に挿入し、バルーンを拡張さ

せることで血管を広げる手術。 
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セラミドは、ガン細胞の細胞死を誘発することから化学療法で利用されている化合物で

あるが、健康な細胞の成長を遅らせる働きもする。 
 
ペンシルバニア州立大学医学部の薬理学教授である Mark Kester と、同准教授 Jong Yu

は、ガンと血管疾患の双方に対するセラミドの効果を 大限に高めた。彼らのグループは、

ヒト血管平滑筋細胞を利用したインビトロ 3 実験で、セラミドをリン酸カルシウムナノ粒

子に内包して投与すると、通常の 25 分の 1 の投与量で筋肉細胞の成長を 大 80%抑制で

きることを確認した。このとき細胞への損傷はなかった。 
 
リン酸カルシウムナノ粒子は、材料工学の教授である James Adair と学生達によって開

発された。論文の代表執筆者(lead author)である化学専攻の大学院生 Thomas Morgan に

よれば、この粒子には、ほかの薬剤送達システムにはない優れた点がいくつかあるという。 
 
毒性のある金属でできている量子ドットと異なり、リン酸カルシウムは、天然に存在す

る安全なミネラルであり、血流中にも 初から多量に含まれている物質である。 
 
「この手法の優れているところは、粒子が非常に小さいこと（細胞に取り込まれやすい）、

凝集しないこと（粒子が溶液中で均等に拡散する）、そして薬剤が粒子の表面ではなく内部

にあり、保護されているということにある。」Morgan はこのように言う。また、「理由は

まだ不明だが、蛍光色素をこのナノ粒子に閉じこめると、そうでない場合よりも 4 倍明る

い光を発するようになる」という。 
 
「薬剤や色素は高価だが、粒子に内包して利用すれば、必要とされる量ははるかに少なく

なる。この手法では、研究室で高濃度な粒子を作り、それを大幅に希釈して利用しても、充

分な効果をあげることができる。我々はまた、薬剤と色素を組み合わせて搬送し、追跡と治

療を同時に行うことも可能だと考えており、現在、その取り組みを進めているところだ。」 
 
このプロジェクトにはそのほか、材料工学専攻の大学院生 Erhan Altinoglu と Amra 

Tabakovic、以前グループに所属していた Sara Rouse (Ph.D. in materials)、生物工学専

攻の大学院生 Hari Muddana と Tristan Tabouillot、物理学の Timothy Russin、薬理学

の Sriram Shanmugavelandy、そして物理学と材料工学の著名な教授である Peter 
Eklund が参加している。 

 
これらの研究者のほとんどは、ペンシルバニア州立大学で材料研究に取り組む 200 以上

の研究グループを支えている、同大学材料研究所(Materials Research Institute)4 に在籍

している。 

                                                 
3 in vitro. 試験管内など、生体外で行う実験や検査のこと。 
4 www.mri.psu.edu 
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この研究は、米国立科学財団(National Science Foundation)、国立航空宇宙局(NASA)、

Keystone Nano 社、および国立衛生研究所(NIH)の一部である国立心肺血液研究所

(NHLBI)の支援を受けて実施されている。 
 

翻訳：桑原 未知子 
 
出典：Nontoxic nanoparticle can deliver and track drugs 

http://live.psu.edu/story/36065 
(The Pennsylvania State University © 2002-2008. Used with Permission.) 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1036,  2009.1.14 
 

37 

【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 プラセボ効果  

 

遺伝子が決めるプラセボ（偽薬）効果(スウェーデン) 

 
人間は効能のある薬に対するのと同様、糖でつくられた錠剤のようなプラセボ 1 にも反

応することは実験レベルで確認され、薬剤試験業界では既に知られた事実である。実際、

ある薬剤の効果を検証する際に、薬剤を投与された被験者群とプラセボを投与された被験

者群を比較することは一般的に行われている。 
しかし、プラセボ効果は万人に対して起こるわけではなく、効果が検証されている薬剤

に対してプラセボが同様の効果を得られる確率は、薬剤の種類、対象とする効果、研究の

条件・環境によって大きく異なるが、概ね 30％程度であるといわれている 2。 
 
スウェーデンの研究者チームは、プラセボ効果が得られるかどうかは、服用者の遺伝子

にその決定因子があることを示した。 
Tomas Furmark をリーダーとするウプサラ大学とヨーテボリ大学の研究チームは、プ

ラセボ効果に影響を与える遺伝子バリアント 3 と、プラセボに対するに反応を特徴付ける

脳の構造を発見した。 
 
この研究では 108 名の社会不安障害 4患者に、PET5（Positron Emission Tomography,

陽電子放出型断層撮影法）と呼ばれる脳カメラを用いた実験を行った。この研究では対照

研究の手法が用いられた。「抗不安剤の試験薬の脳活動への影響に関する治験」という名目

で、参加している被験者に対し、その 3/4 には実際に抗不安剤を投与するものの、残りの

1/4 の被験者には、薬の代わりにピル状の糖が投与される。実験のプロセスでは、被験者

にも研究チームのメンバーにも、誰に抗不安剤が投与され、誰にプラセボが投与されたか

は伏せられている。 
 

8 週間の治験の前と後にそれぞれ 1 回ずつ、被験者は非常にストレスの大きい口頭プレ

ゼンテーションをさせられ、その間彼らの脳の活動が測定される。 
すべての測定が終わり、被験者個々の測定結果の解析が終った後に、各被験者がプラセ

ボを投与されたのか、実際の抗不安剤を投与されたのかが明らかにされ、双方の比較が行

われた。 
その結果、プラセボを投与された被験者の内の 40％が、抗不安剤を投与された被験者が

                                                 
1 偽薬。本物の薬に似せた外見をしているが、薬として効く成分は入っていない、偽物の薬。成分としては、

少量ではヒトに対してほとんど薬理的影響のないブドウ糖や乳糖が主に用いられる。 
2 『医者と患者とくすりの不思議』竹内龍雄(帝京大学医学部精神神経科学教授) ケ セラ セラ＜こころの季刊

誌＞ VOL.17 1999 SUMMER 
3 遺伝子から生成される複数のたんぱく質の各々を指す。 
4 対人恐怖等、他者とのコミュニケーションに対する不安から来る恐怖症。 
5 陽電子検出を利用したコンピューター断層撮影技術である。CT や MRI が主に組織の形態を観察するための

検査法であるのに対し、生体の機能を観察することに特化した検査法。 
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薬から得た抗不安作用を、プラセボから得ていることがわかった。 
 

 また、プラセボに反応した被験者の脳波の動きには、共通する特徴があることがわかっ

た。それは、扁桃体に目覚しい活動低下がみられることである。 
ちなみに扁桃体とは、側頭葉内側の奥に存在するアーモンド形の神経細胞の集まりで、

人間の感情的な反応形成において突出した重要な役割を果たしていると考えられている。 
社会不安障害の症状の発症時に、扁桃体の過活動が起こっていることがわかっているが、

セロトニン 6 活性のある薬物と認知行動療法によって、この部位の活動を沈静化させるこ

とができる。 
 
 この研究では、プラセボによって、抗不安剤を投与された被験者と同様の効果を得た被

験者に対し、セロトニンの再取り込みと合成に影響を与えるとされているセロトニントラ

ンスポーター遺伝子とトリプトファン水酸化酵素の有無と働きについての検証を行った。 
その結果、セロトニントランスポーター遺伝子とトリプトファン水酸化酵素の対立遺伝

子を持つ治験者だけに、扁桃体の沈静化作用が起きたことがわかった。そして、トリプト

ファン水酸化酵素の遺伝子バリアントを有している場合、プラセボによっても、抗不安剤

と同様の扁桃体の沈静化、それによる不安・恐怖の抑制が期待できることがわかった。研

究チームによると、この遺伝子は扁桃体に対して何らかの影響を及ぼしており、これが、

プラセボの抗不安作用における脳の反応に影響を与えているという。 
 
この研究は、初めて、遺伝子が人間の感情に重要な影響を及ぼしている脳の部位の反応

傾向を制御することで、プラセボ効果に影響を及ぼしていることを示した。 
そしてこの研究は、他のプラセボ効果を用いたあらゆる治験や治療の研究にとって重要

な結果をもたらした画期的なものである。 
 
【参考文献】 
“Placebo effect decided by genes” BiotechScandinavia  2008-12-05 09:07 
http://www.biotechdenmark.dk/2.1763/1.198190 
 
扁桃体の構成と機能 川村光毅 臨床精神医学 36 (2007) 817-828 
 
 “Amygdala and ventral anterior cingulate activation predicts treatment response to 
cognitive behaviour therapy for post-traumatic stress disorder” 
Psychological Medicine (2008), 38:555-561 Cambridge University Press 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1775132&full
textType=RA&fileId=S0033291707002231 
 

                                                 
6 人間の体内に一般的に含まれる化学物質で、中枢神経系にも存在し、その活性の低下が、うつ病や神経症な

どの精神疾患の発症に影響を及ぼしている。 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】研究開発組織・制度 クラスター 

 

ライフサイエンスの研究開発状況(カナダ) 
 

カナダは 80 年代初めに連邦政府が設置した国家バイオテクノロジー諮問委員会をはじ

めとする政府によるライフサイエンス産業育成支援策により、ライフサイエンス産業は活

性化し、ライフサイエンス関連企業数も急激に増加した。 
ゲノミクス、プロテオミクス、バイオインフォマティクス、免疫療法、タンパク質工学、

新規の薬物送達システムなどの領域で国際的な評価を受けた研究基盤があり、生物薬剤学

における研究開発力はその延長線上で発展してきた。 
中心的な機関は、カナダ 大のバイオテクノロジー研究機関である国家研究会議・バイ

オテクノロジー研究所(NRC-BRI)で、800 人以上の科学者が、「ヘルス」「バイオプロセス」

「環境」の 3 分野について、産業界との協力のもとに研究開発を行っている。 
また、カナダの 16 の大学は、100 以上の教育研究病院や研究機関が参加しているネッ

トワークと連携している。 
 
表 1 は現在のカナダにおけるライフサイエンスを推進する機関や制度である。 

 
表 1 カナダにおけるライフサイエンスを推進する機関や制度 

機関・制度名 概要 
ゲノム・カナダ 
Genome Canada 

ゲノミクスおよびプロテオミクス研究においてカナダを世界的

なリーダーとする目的で 1999 年に設立された非営利法人。カナ

ダ政府から補助金を受けており、農業、環境、漁業、林業、お

よび医療などの主要分野や、ゲノミクスの社会的、法的、倫理

的な側面にかかわるプロジェクトおよびプラットフォームに対

して資金提供を行っている。ゲノム・カナダによって 5 つのク

ラスターが設置され、これらを管理している。 
カナダ・イノベーション基金 
The Canada Foundation for 
Innovation（CFI） 

1997 年にカナダ政府が設立した CFI は、政府からの補助金で運

営され、カナダの大学、研究病院、およびその他の非営利機関

の能力を高め、世界レベルの研究・技術開発を行なえるように

することを目的とした独立法人である。 
ネットワーク・オブ・センタ

ーズ・オブ・エクセレンス

Network of Centres of 
Excellence（NCE） 

1997 年 2 月にカナダ政府は NCE を恒久的な制度とした。現在

融資を受けている 22 の NCE のうち、カナダバクテリア性疾病

ネットワーク、カナダ遺伝病ネットワーク、たんぱく質工学ネ

ットワーク、医療情報の応用およびリンクネットワーク、カナ

ダ関節炎ネットワーク、カナダ脳卒中ネットワーク、および幹

細胞ネットワークの 7 つがバイオテクノロジー関連の活動を行

なっている。NCE から多くのベンチャー企業が創業している。
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機関・制度名 概要 
国家研究会議・バイオテクノ

ロジー研究所 
The Biotechnology 
Research Institute of the 
National Research Council 
Canada (NRC-BRI) 

カナダ 大のバイオテクノロジー研究機関である。同所には、

NRC の職員、学生、国外からの客員研究者、企業からの派遣研

究員など 800 人以上の科学者が、「ヘルス」「バイオプロセス」

「環境」の 3 分野について、産業界との協力のもとに研究開発

を行っている。 

産業支援研究プログラム

Industrial Research 
Assistance Program（IRAP） 

中小企業に対する技術支援プログラム。 

 
一方、カナダには、それぞれの地域性、専門性を生かした専門クラスターがあり、研究

者同士の交流、産学官連携、ベンチャーの支援などが活発に行われている。表 2 に代表的

なクラスターの概要を示す。 
 

表 2 カナダのバイオテクノロジーのクラスターの概要 
クラスター地域 特色 

ハリファックス 
（ノバ・スコシア州） 

医療や海洋バイオサイエンスにおける研究や商業化に携わる大多数

の企業が拠点を構えており、大学や国立研究機関がクラスターの発展

に重要な役割を果たしている。 
モントリオール 
（ケベック州） 

主に医薬産業に関連している州のバイオテクノロジー企業の約 70％
がモントリオールに集積している。また世界的な製薬企業のほとんど

がここに拠点を構えており、こうした大企業は研究開発において重要

な役割を果たしているが、製薬分野における も画期的な発明の中に

は小規模の製薬会社から生まれたものもある。 
トロント 
（オンタリオ州） 

カナダのバイオテクノロジー産業の 40％がここに集積している。ト

ロント地域はバイオインフォマティクス、ゲノミクス、癌遺伝学、神

経生物学、およびプロテオミクス等の医療研究が盛んである。 
サスカトゥーン 
（サスカチュワン州） 

農業バイオの分野における世界的な中心地である。100 社以上の企業

や組織が拠点を置く「イノベーション・プレース」は世界で も急速

に成長し、成功している大学関連の研究パークのひとつである。 
バンクーバー 
（ブリティッシュ・コロ

ンビア州） 

州のバイオテクノロジー・セクターのハブであり、特に医療およびゲ

ノミクスの分野に強い地域である。 

 
また、カナダには多くのバイオテクノロジー企業がある。その中でも活躍している特徴

的な企業を表 3 に示す。 
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表 3 カナダにおける 先端バイオテクノロジー企業の概要 
企業名 開発内容 

NEXIA 
BIOTECHNOLOGIES 
Inc. 

トランスジェニック動物の乳から遺伝子組換えたんぱく質を製造す

る技術の世界的リーダーであり、米軍、カナダ軍、および NATO 軍

で予防薬として使用される Protexia（化学兵器に対して効果の高い生

物性解毒剤）の開発をリードしている。過去においては、1999 年核

移植によって世界初のクローンヤギを誕生させた。また、特性が自然

のクモ糸に類似した世界初のクモ糸繊維を開発している。これは、ス

チールの 5 倍の強度と柔軟性、軽量、生体適合性を併せ持ち、 高の

バイオマテリアルといわれている。 
MDS Inc. プロテオミクスを利用した薬物送達システムの分野で世界的レベル

のパイオニアであり、たんぱく質相互作用パスウェイ分析を行う 先

端施設をトロントに保有している。 
QLT Inc. 同社は、眼科および皮膚科の分野の医薬品に焦点を当てた開発を行っ

ている。加齢性黄斑変性症（AMD）による失明の進行を抑える有効

な治療法である Visudyne は同社の も成功した眼科薬である。 
SemBioSys Genetics 
Inc. 

タンパク質ベースの医薬品・非医薬品を開発。遺伝子組換えタンパク

質の分離・製造に油料種子を使用する高効率、低コストの生産媒体

（Stratosome）を開発している。また、紅花が生成したインスリン

は医薬品グレードのヒトインスリンと化学的・構造的・機能的に同等

であることを動物モデルで検証した。 
 
（出典） 
1.The Biotechnology Research Institute of the National Research Council Canada ウエブサイト 

http://www.irb-bri.cnrc-nrc.gc.ca/home/index_e.html 
2.カナダ大使館ウエブサイト 

http://www.canadanet.or.jp/i_st/biotech.shtml 
3.NEXIA BIOTECHNOLOGIES INC.ウエブサイト 

http://www.nexiabiotech.com/en/00_home/index.php 
4.MDS Inc.ウエブサイト 

http://www.mdsinc.com/ 
5.QLT Inc. ウエブサイト 

http://www.qltinc.com/Qltinc/main/mainhome.cfm 
6.SemBioSys Genetics Inc. 

http://www.sembiosys.com/ 
7.平成 20 年 9 月、在日カナダ大使館投資・科学技術部【日本・カナダクラスターセミナー】～戦略

的国際連携に向けて～ 
http://www.infoexport.gc.ca/iei/ieiSmartViewer.jsp?did=12060&sitid=191 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】研究開発組織・制度 臨床試験  
 

ライフサイエンスの研究開発状況(スウェーデン) 
 
スウェーデンには、製薬、臨床試験、医療機器、機能性食品など幅広い分野のライフサ

イエンス産業が存在する。国内には現在200社を超えるバイオテクノロジー企業が存在し、

ヨーロッパ有数のクラスターを形成している。 
 
技術提携を中心に日本からも数々の投資実績があり、戦略的提携の成功例として、住友

製薬（現 大日本住友製薬）とカロリンスカ研究所が共同で設立したアルツハイマー研究セ

ンター、田辺製薬、イェーテボリ大学、セラーティス社の胎生幹細胞による脳細胞の再生、

移植といった再生医療の研究分野での提携（ヒト ES 細胞から分化させた神経細胞を用い

るパーキンソン病の細胞移植治療を 終目的とした共同研究）などがある。代謝性疾患治

療では、日本の国立循環器病センターとカロリンスカ研究所およびイェーテボリ大学が学

術的交流を行っている。糖尿病ではルンド大学が先進的なプログラムを持っている。 
 
また、スウェーデンの臨床試験も日本の製薬会社から注目を集めている。スウェーデン

の臨床試験は非常に審査が厳しいうえ、国民の ID（個人認識番号）に基づいた保健医療関

連のデータベースが整っており、信頼性が高いためである。このようなスウェーデンの臨

床試験の優位性を、TFS 社（Trial Form Support）などの CRO（臨床試験受託機関）が

積極的に日本でプロモーションし、すでに数社がスウェーデンで臨床試験を実施している。 
さらに、医薬品庁（Medical Products Agency）を通じて、専門分野の研究者（大学教

授等）が早期の段階より、臨床試験のプロトコルを科学的見地からコンサルテーションす

るサービスが実施されており、臨床試験の質を高めるうえで重要なポイントとなっている。 
 
前述のカロリンスカ研究所（カロリンスカ医科大学ともいう）は、欧州 大の医科大学

であり、スウェーデン 大の医学教育・研究センターである（国内の医学教育の 30%、医

学研究全体の 40%を担っている）。医科大学の学生数は約 6,000 名で、同研究所は約 2,000
名の研究者と約 2,000 名の大学院生を擁し、年間 4,000 件近くの医学研究論文を発表して

いる。また、ノーベル賞の生理学・医学賞の受賞者選定機関としての役割を担っているた

め、医学分野において極めて有益なネットワークを有している。 
 
スウェーデンの優れたライフサイエンスを支える要因として、下記がある。 

①研究体制とインフラが構造的に整っており、治験用の人員、治験結果の資料やデータの

入手システムが整備されている。 
②スウェーデンの臨床試験に対する国際的な信頼性が高いため、スウェーデンの臨床試験

で承認を得ておけば他の EU 諸国での承認がスムーズに進み、承認申請にまつわる無駄

なコストがかからず効率的である。医薬品のターゲット市場を EU 内の数ヵ国に限定し
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ている場合には、特に承認手続きが簡素化できる。 
③インフォームドコンセントに関する方法論が確立しており、先進的であるため、患者の

医師や病院に対する信頼性がとても高く、臨床試験への参加にも協力的である。 
④先端医療に対する国民の理解（Public Acceptance）が高く、他国において倫理的に難し

いとされるいくつかの研究がスウェーデンでは認められている。そのため、この分野に

関心のある海外の優秀な研究者や企業にとって、魅力的な研究・事業環境である。 
 
2001 年にスウェーデンで設立されたニューサイエンススベンスカ社（New Science 

Svenska AB）は、ライフサイエンス業界専門の投資会社で、現在 1000 人の株主を持ち、

スウェーデン財政管理委員会の監督下にある北欧株式市場に上場し、バイオテクノロジー

分野での長期投資を行っている。また、同社が投資をしている研究開発企業のほとんどに、

カロリンスカ研究所が共同出資をしている。その一例が、ニューサイエンス傘下で癌診断

に取り組むサイトゲノミックス社で、設立者はノーベル委員会の会員でもあり、ノーベル

生理・医学賞の選考委員でもある、アンデシュ・セッテルベリ教授である。 
 
近の開発事例では、2008 年 8 月 8 日に発表されたイェーテボリ大学内のサールグレ

ンスカ・アカデミーの研究者が開発した新薬「セプレン（Ceplene）」がある。これは、急

性白血病治療中の患者に対し、再発防止の効果をもたらすもので、欧州医薬品審査庁から

承認を受けた。さらに、欧州委員会から 終的な認可を受ければ、スウェーデン国内で急

性白血病患者の治療に使用できるようになる。患者が化学療法後、セプレンを 18 ヶ月間

服用すると、急性骨髄性白血病の再発防止効果が 5 年間持続する。試験では、セプレンを

服用した患者のうち、白血病を再発しなかった人の割合は 40％で、薬を服用しなかった患

者の 26％に比べ、高い数値となっている。 
その他にも、カロリンスカ研究所が 2008 年 4 月に肥満治療に有効なタンパク質を発見

している。 
 
（出典） 
1. Karolinska Institutet ウエブサイト 

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp;jsessionid=alv6OnZ-bjtcfJPl94?l=en&d=130 
2. Invest in Sweden Agency ウエブサイト 

http://www.isa.se/templates/News____63653.aspx 
http://www.isa.se/templates/News____63384.aspx 
http://www.isatokyo.org/opportunity_sweden/sustainability/070615/ 
http://www.isatokyo.org/opportunity_sweden/industry/050615/ 

3.スウェーデン大使館ウエブサイト 
http://www.swedenabroad.com/Page____9483.aspx 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】研究開発組織・制度  

 

研究クラスター・コンペ「バイオインダストリー2021」(ドイツ) 
 
連邦教育研究省は、2006 年に将来のバイオテクノロジー産業におけるキー・テクノロジ

ーと製品の開発を目的として、バイオテクノロジー研究助成プロジェクト「バイオインダ

ストリー2021」（BioIndustrie 2021）をスタートした。公募にはドイツ全国から合計で 380
社・140 機関が参加する 19 の研究コンソーシアムが応募している。 

2006 年 12 月にはこれらのうちの 6 グループが助成金を獲得することに決定したが、

2007 年 5 月にはこれらの研究コンソーシアムの中からさらに北ドイツ地域の「バイオ触

媒 2021」コンソーシアムとノルトライン・ヴェストファーレン州の「CLIB 2021」とシュ

トゥットガルト、ミュンヘン、フランクフルトの 3 地域の研究機関で構成される研究コン

ソーシアムが選抜され、5 年間にわたり、それぞれに総額 2,000 万ユーロの研究助成が行

なわれることが決定している。 
 

「バイオ触媒 2021」（BIOKATALYSE 2021） 
バイオ触媒 2021 は食品、化粧品、化学産業などにおける生物触媒技術の開発を目的と

し、2005 年に設置された「北部産業用バイオテクノロジー」クラスター（IBN）を中心に、

北ドイツ 5 州の大手バイオテクノロジー企業（15 社）、中小企業（17 社）、大学および他

の研究機関の研究グループ（22 グループ）、ならびに産業支援公社（7 社、いずれも 2008
年 12 月現在）などで構成される研究クラスターである。2008 年 12 月 8 日現在までに提

案されている研究事業は 25 件、このうち 17 件についてはすでに連邦教育研究省のゴーサ

インが出ており研究成果は逐次公開されることになっている。 
研究事業は酵素の特性改善や特殊発酵技術の開発、検査薬の開発、特殊条件下における

発酵プロセス制御ツールの開発など多岐におよんでいる。 
 

「CLIB 2021」クラスター 
ノルトライン・ヴェストファーレン州はバイオテクノロジー関連企業約 300 社（うち 180

社・機関は関連サービス企業および研究機関）が集中する欧州内でも有数のバイオ産業立

地である。州内の主なバイオテクノロジー企業には、キアゲン社（分子診断技術）やミル

テニー・バイオテック社（同上）などの大手企業のほか、アマクサ社（遺伝子導入システ

ム）、DASGIP 社（バイオリアクター・システム）やプロタゲン社（たんぱく質分析技術、

バイオチップ）など新興の成功企業が含まれる。 
州内のバイオ産業は研究機関と企業で構成される 6 つの「バイオ地域」（BioRegionen）

に組織され、全体は登録法人「BIO.NRW」に統合されている。同州のバイオテクノロジー

研究クラスターの中心的研究分野は「産業用バイオテクノロジー」、「製薬バイオテクノロジ

ー」、「ナノ・バイオテクノロジー」、「分析サービス」および「Enabler」となっている。 
この中でもバイエル TS 社、コグニス社、エボニック・インダストリーズ社、ヘンケル
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社やランクセス社などの産業用バイオテクノロジー開発企業は公的助成の受け皿として

「産業バイオテクノロジー・クラスター2021」（CLIB 2021）を 2006 年に組織し、連邦教

育研究省のバイオインダストリー2021 助成金の 2,000 万ユーロのほか、州政府が主催した

Bio.NRW 事業公募で 1 億ユーロの助成を獲得し、2007 年からは産学協同研究事業の公募

を実施している。 
 
参考文献、サイト 
・ドイツ・イノベーション・クラスター 
http://www.kompetenznetze.de/service/nachrichten/2007/05/2007-05-31-norddeutsches-cl
uster-nachhaltige-biokatalyse-auf-neuen-wegen 
・ノルトラインヴェストファーレン州イノベーション・コンペ
www.innovation.nrw.de/wettbewerbe  
・ヴェルト紙、2008 年 3 月 17 日 
http://www.welt.de/welt_print/article1807899/Ein_gutes_Umfeld_fuer_die_Biotechnologie
.html  
http://www.clib2021.com/ 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 研究開発組織・制度  

 

システム・バイオロジー研究：HepatoSys 研究ネットワーク(ドイツ) 
 

背景 
連邦教育研究省（BMBF）が助成する超領域的研究イニシアティブ、HepatoSys は 40

以上の研究グループが参加する、システム・バイオロジーの分野における世界のネットワ

ークである。 
このネットワークはコンピュータモデルによって多様な機能を持つ肝細胞を再現し、医

薬品の効果などについて検証することを目的としている。このようなモデルが完成すると

動物実験の多くが不要となり、また新薬の開発も迅速かつ低コストで実施することができ

ると期待されている。 
ネットワークでは臨床専門家と理論研究者が密接な協力のもとに研究を実施している。

現在のネットワーク事業のベースとなったのは 2001 年に BMBF が「生物のシステム：シ

ステムバイオロジー」（Systeme des Lebens – Systembiologie）として公募し、2004 年か

ら 2006 年にかけて助成した研究プロジェクトである。この前段階プロジェクトにおいて

はドイツにおけるシステム・バイオロジーの研究ネットワーク構築の前提条件が整備され

た。初期評価終了後、2007 年から 2009 年の期間に実施されている助成事業では、成果追

求型の研究が指向されている。現在の研究では解毒作用、エンドソーム形成や再生など、

肝細胞の重要な性質のモデル化に重点が置かれている。さらに 近では鉄代謝がテーマに

加わっている。 
ネットワーク内の 4 つの研究連合の事業は相互に連携しており、第一期の成果であるデ

ータ処理や実験グループ用のモデル細胞の標準化、モデルに関するデータや実験結果に関

する情報交換のためのマネージメントシステムといった HepatoSys のインフラを共同で

利用している。 
研究グループは、研究自体の成果のみでなく、研究基盤の構築や運営面でも国際的に注

目されている。  
 
現在の研究領域と組織 
このプロジェクトで構築されるモデルは将来、新薬開発における仮説の検証に利用され、

有効成分のテストの大幅な短縮、コストの抑制、毒性学的研究での動物実験の減少、が期

待されている。 
ネットワーク内の研究連合体は研究の対象となる細胞の活動別に以下のグループに組織

されている。 
・解毒作用 
この研究グループは医薬品の代謝反応についての予測を可能とすることを目標とする。

研究コーディネータはシュツットガルト大学。 
・エンドソーム形成 
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肝細胞内のエンドソーム形成プロセスと信号伝達プロセスの関連性を明らかにするこ

とを目標とするグループ。コーディネータはマックス・プランク分子細胞生物学・遺伝

学研究所（Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik）。 
・鉄代謝調整機能研究 
このグループは生体内における鉄代謝プロセスとこれに関わる信号伝達経路の解明、定

量的モデルの構築を目的とする。コーディネータはマックス・デルブリュック分子医学

研究所（Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin） 
・再生 
肝細胞内における再生に関与するプロセスの解明を目的とするグループ。フライブルク

大学が中心となって活動する。 
・モデル化 
「モデル化」プラットフォームは複雑なモデルの効率的な作成、評価、統合および保存

を可能とするための技法およびツールの開発を実施し、ネットワークに提供する。 終

目標は部分モデルの肝細胞全体のモデルへの統合である。シャリテ大学病院（ベルリ

ン・フンボルト大学）が中心となって活動している。 
・細胞生物学 
ネットワーク内の各研究グループに対し、マウスとヒトの肝細胞を供給する。傘下研究

機関の協力のもとに、全ての実験を一定の条件を満たす肝細胞で実施するために、標準

処理法（Standard Operating Procedures, SOP 法）により作成された標本を用いる。

ライプニッツ・リサーチセンター（Leibnitz Research Center Dortmund）が中心とな

っている。 
 
ネットワーク・コーディネータ 
・ユーリッヒ研究センター（Forschungszentrum Jülich GmbH, Projektträger Jülich） 
 
参考文献、サイトなど 
ユーリッヒ研究センター 
www.fz-juelich.de/ptj/BIO  
同上システム・バイオロジーに関する紹介 
http://www.fz-juelich.de/ptj/index.php/ptj/index.php?path=publikationen%2Fbio%2Finfobi
otechnologie_dt&file=142  
システム・バイオロジー・ポータル 
www.systembiologie.de  
連邦教育研究省のバイオテクノロジー研究サイト 
www.bmbf.de/pub/rahmenprogramm_biotechnologie.pdf  
同上システムバイオロジー研究の概要（英語版） 
http://www.systembiologie.de/doc/BMBF_Broschuere_Systembiologie_English.pdf  
ライニッシェ・メルクール紙、2008 年 12 月 11 日 
http://www.merkur.de/2008_50_Pillen_muessen_pa.31621.0.html?&no_cache=1 
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【個別特集】 エネルギー政策 研究開発 

 

米国エネルギー省：沿革と主要な実績一覧（抄訳） 
 

 NEDO 技術開発機構 ワシントン事務所 

 

編集部より 

2008 年 12 月 15 日、米国エネルギー省（DOE）のサミュエル W. ボドマン長官は「米

国エネルギー省：沿革と主要な実績一覧」を発表した。これは第 2 期ブッシュ政権（2005
年 1 月～）で DOE 長官を務めたボドマン氏が、今般の政権交代に伴い退任するにあたり、

ブッシュ政権下で DOE が行った諸活動を取りまとめたものである。 
オバマ次期大統領はボドマン氏の後任として、現在 DOE 傘下のローレンスバークレー

国立研究所長で 1997 年にノーベル物理学賞を受賞したスティーブ・チュー博士を指名し

たが、ボドマン長官のこの文書はチュー新長官に対する言わば「引継書」としての意味合

いを持っている。NEDO 海外レポートでは、米国の政権交代にあたって、ワシントン事務

所によるこの文書の抄訳を紹介する。 
 

目次 

１． DOE についてのデータ 

２． エネルギー安全保障 

３． 国家安全保障（項目のみ） 

４． 環境への責務 

５． 科学的発見とイノベーション 

６． 優れた組織管理 

 
１．DOE についてのデータ 

• 2009年度の大統領予算要求額はおよそ250億ドル 
• 職員数は約115,000名（連邦政府職員と請負業者を含む） 
• 国立研究所17ヵ所、兵器工場4ヵ所、試験場1ヵ所  
• 電力販売公社4社（BPA／WAPA／SEPA／SWPA）1 
• 80名を超えるノーベル賞受賞者がDOE及びその前身機関に所属 
• 世界トップ10のコンピュータのうち7台をDOEが所持（トップ500リストのうち） 
 

２．エネルギー安全保障  

• TEAM イニシアティブ    

                                                 
1 BPA はボンヌビル電力公社、WAPA は西部地域電力公社、SEPA は南東地域電力公社、SWPA は南西地域

電力公社。 
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大統領令第 13423 号を達成するため、DOE は 2007 年に「変革型エネルギー行動管理

（Transformational Energy Action Management =TEAM）イニシアティブ」を発表した。

同イニシアティブは、全米の DOE 施設でエネルギー原単位を 30%削減し、年間 9,000 万

ドルの税金を節約することを目指している。同プログラムは、連邦政府全体のモデルとし

て推進されており、省エネルギー保証契約（Energy Savings Performance Contract 
=ESPC）として現在 15 億ドルが投資されている。 
 
• 技術の商用化  

過去 4 年間にわたり、DOE は商業化プログラムを拡充し、以下の 3 アプローチを通じ

てベンチャーキャピタルとの関係を強化してきた。 
o 駐在起業家プログラム（Entrepreneur in Residence Program）：商業化に向けた

技術を特定するため、ベンチャーキャピタルと提携し、起業家を国立研究所に派遣 
o 技術商用化基金（Technology Commercialization Fund）：プロトタイプ開発・実

証プロジェクトや市場調査などの活動に対して予備投機資本（pre-venture capital 
funding）を提供 

o 技術商用化ショーケース（Technology Commercialization Showcase）：DOE プ

ログラムにおける 有望技術を潜在的な業界投資家に実演して見せるフォーラム

を開催 
これらの取り組みを通じて、DOE は研究所で開発された技術をより迅速に、かつコス

ト効率的に市場に移転し、納税者に迅速な効果を提供するよう努めている。 
 
• ローン保証    

DOE はローン保証を通じて、クリーンエネルギー生産技術を市場に普及させるための

業界の取り組みを支援している。DOE は、大気汚染物質や温室効果ガスの排出を防止、

減少、隔離するための先進技術普及を目指すプロジェクトに対して 大 425 億ドルを提供

する予定である。 
 
• 風力    

ブッシュ政権は、気候変動に対応し、エネルギー安全保障を向上させるため、重要な無

公害電力源である風力の開発と普及を支援してきた。現在の国内風力発電容量の 88% は、

2001 年のブッシュ大統領就任後に設置されたものであり、米国は過去 3 年連続で風力発

電拡大の世界一となった。2007 年には、米国は他のどの国より多い、5 GW もの新規風力

発電施設の運用を開始した。 
 

• ソーラー・アメリカ・イニシアティブ（Solar America Initiative =SAI） 
SAI は 2006 年に打ち出された大統領イニシアティブで、2015 年までに太陽光（PV）

発電を、従来の発電形態による電力と価格面で競争可能にすることを目指している。同イ

ニシアティブに基づいてソーラー技術プログラム予算が 1 億 6,000 万ドルへと倍増され、
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バリューチェーン全体を通じたソーラー研究に資金が提供されたほか、4 億ドルに上る産

業界との複数年コストシェア研究を誘発した。このように DOE の取り組みは太陽光発電

施設のコスト削減に大きく貢献している。 
 
• バイオ燃料イニシアティブ    

ブッシュ大統領のバイオ燃料イニシアティブに基づき、DOE は商業規模及び実証規模

でのセルロース系バイオ精製所を 13 ヵ所設置した。これらのバイオ精製所、及びその他

の DOE 支援によるイノベーションにより、2012 年までに価格競争力を持つセルロース系

バイオ燃料を実現するという目標に大きく近づいた。大統領のリーダーシップにより、米

国のエタノール業界は 2001 年から 2008 年の間に記録的な成長を遂げた。2007 年末の時

点で、米国の年間エタノール生産量は 2000年の 16億ガロンから 65億ガロンへと増加し、

2 億 2,800 万バレル分の石油をエタノールに置き換えることに成功した。過去 3 年間、米

国はエタノール生産で世界をリードしており、稼動中のエタノール工場数も 2000 年の 54
から現在の 177 強へと 3 倍以上に増えている。米国は現在、新規エタノール生産能力を毎

年 10 億ガロン追加している。また、現在走行中のフレックス燃料車 2（flexible fuel vehicle 
=FFV）はおよそ 700 万台で、2007 年には約 100 万台の FFV が販売された。 
 
• 再生可能燃料基準 

大統領による「Twenty in Ten」イニシアティブを反映し、議会は 2007 年エネルギー自

立およびエネルギー安全保障法（Energy Independence and Security Act）にて、再生可

能燃料基準（Renewable Fuels Standard =RFS）の拡大、及び企業平均燃費（Corporate 
Average Fuel Economy =CAFE）基準の強化を行った。新しい RFS では、再生可能運輸

燃料使用の段階的な増加（2022 年までに年間 360 億ガロンの使用）と、再生可能燃料使

用に応じた温室効果ガス排出削減義務の達成を求めている。 
 
• 先進的車両技術 

DOEのプラグイン・ハイブリッド電気自動車3（PHEV）プログラムの下、バッテリー

研究開発予算が2006年の140万ドルから2008年には2,510万ドルへと増加した他、車両の

性能・インフラ利用度・要件（requirements）データのための実証プログラムが設置され

た。DOEは、再充電なしに 高40マイル走行可能なコスト競争力を持つPHEVの開発・実

証のため業界と提携しており、ハイブリッド車のバッテリーコストは2002年の1,500ドル

から2008年には625ドルまで減少するなど、ハイブリッド車のコスト競争力は改善されて

いる。また、2001年には120万台であったフレックス燃料車も、現在では約700万台とな

った。ブッシュ政権時代に、国内のE854燃料給油所は急増し、2001年の154ヵ所から2008
年10月時点では1,676ヵ所となっている。 

                                                 
2 ガソリンでもエタノールでも走行可能な自動車。 
3 家庭のプラグ（コンセント）などから充電可能なバッテリーを搭載したハイブリッド車。 
4 エタノール 85%、ガソリン 15%の混合燃料。 
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• 水素燃料イニシアティブ（Hydrogen Fuel Initiative）  
大統領の水素燃料イニシアティブの下、運輸及び発電用途としての水素・燃料電池技術

の研究開発・実証を促進するため、5 年間で 12 億ドルが投資されている。この研究開発資

金の増加により、自動車用燃料電池システムの予測コストは、2002 年時のキロワットあた

り 275 ドルから 2008 年には同 73 ドルへと減少した。また、燃料電池の耐久時間も 1,000
時間から 2,000 時間へと倍増したほか、定置型燃料電池、及びフォークリフトや予備電力

といった特殊市場を近い将来、商用化する機会を拡大した。 
 
• エネルギー効率性の向上 

DOE は、現政権下において建築物技術プログラム（Buildings Technology Program）

に基づき、2025 年までにネットゼロエネルギー・ビルディング、2020 年までにネットゼ

ロエネルギー・住宅を大幅なコスト増なくして実現するための技術・システム設計アプロ

ーチの創出で支援を行ってきた。DOE では家庭のエネルギー効率を 40%引き上げるため

に産業界と提携してきたが、2005 年にはブッシュ大統領の「容易な省エネ方法（Easy Ways 
to Save Energy）」イニシアティブの一環として、国内で もエネルギー集約度の高い工

場を対象としたプログラムを立ち上げた。2008年11月1日時点で650工場の評価を完了、

その内 525 工場では合計で約 80 兆 Btu の天然ガス消費（年間 100 万戸以上の個人住宅が

消費する天然ガスに相当）を節約し、約 700 万トンもの二酸化炭素（CO2）排出（約 130
万台の車両の削減に相当）を削減できたことが報告されている。 
 
• クリーンエネルギーの展開 

DOEは各州に対し、再生可能エネルギー使用基準（RPS）や需要反応、スマートグリッ

ド、地域計画・調整といったクリーンエネルギーに関するベストプラクティス技術支援を

提供している。また、再生可能資源の 有望地域の特定や、必要となる新送電施設の決定

で、DOEは米国西部における地域計画への支援を行っている。2005年以降、DOEと環境

保護庁（Environmental Protection Agency: EPA）は共同で「国家エネルギー効率改善行

動計画（National Action Plan for Energy Efficiency）」を実施している。これは全米のエ

ネルギー需要増加率を半減させ、今後20年間で5,000億ドル以上を節約する方法を示すも

ので、これらの戦略が実行された場合には、年間9,000万台の自動車からの排出量に相当

する温室効果ガスの削減に貢献すると推定されている。 
 

• クリーンコール発電イニシアティブ（Clean Coal Power Initiative =CCPI） 
CCPIは、発電所が放出する硫黄、窒素、水銀を2018年までに約70%削減するという大統

領の「Clear Skies」イニシアティブの実現に貢献するため、新規石炭技術に政府が共同融

資を行うというものである。第2期のCCPIプロジェクトは、ガス化複合発電（Integrated 
Gasification Combined Cycle =IGCC）に応用可能な技術に焦点を置いたものとなった。

CO2の隔離や再利用技術を実証する第三期CCPIプロジェクトの募集が現在、進行中である。 
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• FutureGen 
FutureGenは、複数の石炭火力発電所にCCS（炭素回収・貯留）技術を組み込み、商業

目的で展開するための新たなアプローチへと再構築された。2001年以降、小規模炭素隔離

プロジェクトやIGCC研究といったクリーンコール技術には25億ドル以上の投資が行われ、

クリーンコール技術の将来性に関する理解増進に役立っているが、FutureGenはブッシュ

政権のこの投資をさらに強化するものである。 
 
• 地域炭素隔離パートナーシップ（Regional Carbon Sequestration Partnerships） 
同パートナーシップは、米国内の異なる地域における将来の炭素回収・貯留・隔離に 適

な技術や規制、インフラを決定するための連邦政府・州政府・民間部門の協力体制を提供

する。この地域炭素隔離パートナーシップは、CO2の地下深層貯留が石炭火力発電施設か

ら排出される温室効果ガス削減の経済的かつ安全な技術オプションであることを証明し、

そのインフラを築くことを目的としている。これらの地域パートナーシップは2007年に、

地下深層における貯留実証をほぼ商用ベースで実施するプロジェクト（少なくとも100万
トンのCO2）を8件開始した。 
 
• メタンハイドレード 

現在、北極、及び海洋におけるメタンハイドレードは、全世界の石炭、石油、天然ガス（無

水和物）を合わせた以上のエネルギーを内包していると推定されている。メタンハイドレ

ードは以前は知られていなかったが、その重要性は大きく、再生可能エネルギー未来への

移行期のエネルギー源としてメタンハイドレードを使用する可能性が真剣に問われるよう

になった。DOEによる北極での試験により、減圧によってガス水和物からのガス生産が可

能であることが明確となった。これらの試験結果は、米国のガスハイドレード貯留層から

の初の広範な生産試験を実施するために利用される。DOEは現在、日本やインド、韓国、

中国と提携し、2015年までに水和物からガスを商業生産するための知識と技術の開発を目

指している。 
 
• 国際エネルギーパートナーシップ（International Energy Partnerships） 
米国は、「アジア太平洋パートナーシップ（Asia Pacific Partnership =APP）」と「炭素

隔離リーダーシップフォーラム（Carbon Sequestration Leadership Forum =CSLF）」の

2つを旗艦パートナーシップとして積極的に推進している。APPでは、既存の石炭火力発

電所の効率化改善のため、7ヵ国（オーストラリア、カナダ、中国、インド、日本、韓国、

米国）のメンバー国における官民組織間との協力が形成されている。一方のCSLFは、CCS
に関する閣僚レベルの国際協力イニシアティブとして、米国のリーダーシップの下、2003
年に設立された。設立当時は13ヵ国と欧州委員会を含む14のメンバー国・組織から構成さ

れていたが、現在では先進国と発展途上国の双方を含む22のメンバー国・組織へと拡大し

た。 
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• 原子力 2010プログラム（NP2010） 

DOEは、「原子力 2010プログラム（Nuclear Power 2010 Program）」の設置によって

新規原子力発電所の建設を推進している。これは、新規原子力発電所に関する規制プロセ

スを実証し、詳細設計を完成させることで次世代の原子力発電所の建設を進めることを目

的とした産業界とのコストシェアプログラムである。同プログラムの結果、原子力規制委

員会（Nuclear Regulatory Commission =NRC）が早期立地許可（Early Site Permits）3
件を承認し、産業界から建設・運転一括許認可（Construction and Operating License 
=COL）申請が17件提出され、原子炉設計2件が許可された他、現在4件の原子炉設計が検

討中となっている。 
 
• ユッカマウンテン 

2008年6月3日、DOEは原子力規制委員会(NRC)に、ネバダ州ユッカマウンテンに米国

初となる使用済み核燃料、及び高レベル放射性廃棄物処分場の建設認可を求める申請を行

った。現在、米国では39州121ヵ所において廃棄物が一時的に保管されており、DOEによ

るライセンス申請は、20年以上にも及ぶ専門家による科学的研究・エンジニアリングの成

果と言える。NRCは2008年9月8日に申請を受理し、ユッカマウンテン処分場が使用済み

核燃料及び高レベル放射性廃棄物を安全に廃棄し、現在・未来における人類の健康と環境

を保護するものであるか確認するための厳しい評価プロセスに着手した。 
 
• スタンドバイ支援プログラム（Standby Support Program） 
DOEは2006年、新規原子力発電所の建設に付随する規制・訴訟リスクからの遅延リスク

保険を提供するスタンドバイ支援プログラム（Standby Support Program）を実施した。

同プログラムは、2005年エネルギー政策法（Energy Policy Act of 2005）における3つの

経済的インセンティブの1つであり、DOEは同プログラムに関心のある電力会社から2件の

問い合わせを受けている。DOEは、新規原子力発電プロジェクトに関し、契約を6件まで

結ぶことが認可されている。 
 
• 国際原子力エネルギーパートナーシップ（Global Nuclear Energy Partnership 

=GNEP） 
エネルギー資源の需要拡大とCO2の排出に対する懸念の高まりを受け、世界的な原子力の

拡大が始まったことを背景に、ブッシュ大統領は国際原子力エネルギーパートナーシップ

（GNEP）を設立し、これまでに高い成功を収めている。GNEPは、同パートナーシップ

に積極的に関与する25ヵ国から承認された基本原則を発表しており、核兵器の拡散リスク

を増大する技術を用いることなく世界的な原子力エネルギーの拡大を確保するために活動

している。米国内では、先進的燃料サイクルイニシアティブ（Advanced Fuel Cycle 
Initiative =AFCI）に基づき、核燃料サイクルを持つ4ヵ国との共同研究合意を整えたほか、

米国の海外資源燃料への依存低減・供給の多様化・使用済み核燃料の管理簡略化とその廃
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棄による長期的影響の軽減に役立つ先進技術を国立研究所、大学、及び産業界で開発して

いる。 
 
• 戦略石油備蓄（Strategic Petroleum Reserve =SPR） 
戦略石油備蓄（SPR）は、米国のエネルギー・国家安全保障における重要な構成要素で

あり、石油産出国から米国を守るための重要なセーフガードとしての役割を果たしている。

現政権下において、 SPRは前例のないレベルに達し、現在の備蓄量は21%増加の7億バレ

ル強となっている。ブッシュ大統領は、ミシシッピ州に第5の備蓄施設を建設したほか、

既存の2施設における備蓄量を増加することを通じ、国家資産としての石油備蓄を強化し

ており、合計で10億バレルまで拡大されうる。ハリケーンカトリーナ、リタ、アイク、グ

スタブへの対応としてSPRが利用されたことが示すように、備蓄により、政府はハリケー

ンやその他の脅威によりもたらされる米国の石油供給に関する混乱に対してよりよく備え

ることが可能となる。 
 
• 電力インフラ 

DOE は、米国のエネルギーインフラのセキュリティ改善のための措置を取っており、

15 の制御システムと制御システムを構成する技術のテストベッド、及び現地脆弱性調査を

実施した。その結果、制御システムベンダーは 6 つの「より強化された」次世代システム

を開発し、その内のいくつかについては商用化されている。DOE はまた、先進的な研究・

技術開発を活用して、米国の老朽化した電力インフラを近代化し、効率を改善したほか、

3つの高温超伝導ケーブルを作動させている（ニューヨーク州に 2つ、オハイオ州に 1つ）。  
 
• 国家利益のための送電回廊（National Interest Electric Transmission Corridors） 

2005 年エネルギー政策法は、送電混雑調査に対するパブリックコメントを求めた後で、

必要であれば特定地域を「国家利益のための送電回廊」に指定する権限をエネルギー長官

に付与している。パブリックコメントの提供や協議を終えた 2007 年 10 月、DOE は中部

大西洋地域国家回廊（Mid-Atlantic Area National Corridor）と南西地域国家回廊

（Southwest Area National Corridor）の 2 ヵ所を送電回廊に指定した。中部大西洋地域

国家回廊には米国の中部大西洋地域 8 州 5の一部又は全ての郡とワシントン特別区が、南

西地域国家回廊にはカリフォルニア州南部とアリゾナ州西部が含まれている。 
 
• エネルギー対応と緊急時復興 

2003 年以来、DOE は 8 つの大型ハリケーン（リタ、カトリーナ、アイクなど）への対

応として、エネルギー専門家チームを派遣し、災害対応と復興支援を行っている。DOE
はまた、エネルギー対応センター（Energy Response Center =ERC）を設立することで、

エネルギー緊急事態に対する準備と対応能力の改善・拡大を行ってきた。これらの取り組

                                                 
5 デラウェア、オハイオ、メリーランド、ニュージャージー、ニューヨーク、ペンシルバニア、バージニア、

ウエストバージニアの 8 州。 
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みにより、DOE は災害前および災害発生中の状況を適切に判断する能力を維持するだけ

でなく、連邦、州、地方自治体、産業パートナーとエネルギー対応や復興への取り組みを

協力して行うメカニズムを提供している。 
 
３．国家安全保障 （項目のみ） 

• 兵器活動 
• 危険物質の安全確保（Securing Dangerous Materials） 
• 不法物質売買の発見と抑止（ Detection and Deterrence of Illicit Materials 

Trafficking） 
• 兵器使用可能な物質の排除 
• プルトニウム管理と処分 
• 核不拡散 
 
４．環境への責務 

• 環境浄化 

DOEは国内15ヵ所の施設で環境浄化を完了した。その中には、核兵器のプルトニウム起

爆装置を製造し、予定より約40年も早く閉鎖されたコロラド州ロッキー・フラット（Rocky 
Flats）工場6と、オハイオ州フェルナルド（Fernald）の元ウラン加工工場が含まれている。

フェルナルド加工工場の浄化作業は計画より12年早く完了し、コストも当初見積もりを78
億ドル下回るものであった。両施設とも現在は野生生物の保護区となっている。 
  
• 米国のプルトニウム備蓄の安定化と統合 

2001年以前は、兵器レベルのプルトニウムと濃縮ウラン等その他物質の余剰は国内の複

数のサイトに保管され、環境、及び国家安全保障の双方への脅威となっていた。2001年以

降は、余剰プルトニウムは安全な長期保管コンテナで保管されるようになった。このプル

トニウムはサウスカロライナ州のサバンナ・リバーのみに統合して保管されており、コス

ト及び安全保障上のリスクを軽減している。また、余剰分のプルトニウムについては、商

業用原子炉の燃料に転換されることになっており、世界的な核不拡散とエネルギー確保の

双方の目標を果たしている。  
 
• 使用済み核燃料の安全な保管 

DOEは、250種類以上の使用済み核燃料を管理しており、これらは地層深く埋めて永久

処分することが法律で定められている。使用済み核燃料のほとんどは、老朽化した水を張

っただけの貯蔵設備で保管されており、土壌や地下水への流出や汚染のリスクを抱えてい

た。DOEは、この燃料のほとんどをドライキャスクへ移管し、液体貯蔵施設の閉鎖を行っ

てきた。今日では、ほぼ全てのDOEの使用済み核燃料はドライキャスクにて安全に保管さ

                                                 
6 ロッキー・フラットは 1992 年に閉鎖された後、1994 年にロッキー・フラット環境技術用地（Rocky Flats 
Environmental Technology Site）と改名され、浄化作業が行われていた。 
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れている。 
 
• 地下深層処分の運用（Operation of a Deep Geological Repository =WIPP） 

DOEは、地下深層処分が核廃棄物の安全で効率的な処分方法でありうるとしてその実証

を行っている。米国法では、ウランよりも重いプルトニウムなどの物質に汚染された全て

の廃棄物について、他の廃棄物と隔離する必要があると定めている。1999年以降、60,000
平方メートル以上の廃棄物がニューメキシコ州カールスバッド（Carlsbad）にあるDOE
の廃棄物隔離パイロットプラントにて恒久的に処理されている。2007年より、WIPPは同

廃棄物の中でも も放射性が高い廃棄物の処分を開始した。 
 
• 液体廃棄物の問題 

8,000万ガロン以上の放射性液体廃棄物が200以上の地下タンクに貯蔵されたままとな

っている。2001年以来、廃棄物を安定したガラス形状に転換し、恒久的な処分を可能とす

るための処理工場3ヵ所の建設がアイダホ州、サウスカロライナ州、ワシントン州で開始

されている。 
 
５．科学的発見とイノベーション  

• 科学・研究での先導  

DOEは、米国における科学・研究予算全体の40％以上を拠出しており、国家的に重要な

役割を果たしている。科学局（Office of Science）の高性能コンピューティングプログラ

ム（High Performance Computing program）により、DOEはオープン科学コンピューテ

ィング分野におけるリーダーとしての地位を築いている。  
 
• スーパーコンピュータ 

過去30年間以上に渡って、DOEのスーパーコンピュータプログラムは、複雑なプロセス

の正確なモデルの作成や、かつては不可能と思われていたレベルでの事象シミュレーショ

ンの実行、大規模な科学実験によって得られた莫大なデータの分析を可能とするなど、同

プログラムの科学研究における役割は益々重要になっている。米国の研究コミュニティが

現在および将来のスーパーコンピュータの能力を十分に活用できるよう、2003年に科学局

は、コンピュータ多用途型助成事業のInnovative and Novel Computational Impact on 
Theory and Experiment（INCITE：理論及び実験への革新的で斬新な計算の影響力）プ

ログラムを開始した。 
 
• バイオエネルギー 

科学局は、3ヵ所のバイオエネルギー研究センター7を公募により採択・設立した。投資

                                                 
7 DOE Bioenergy Research Center（リード機関はオークリッジ国立研究所）、DOE Great Lakes Bioenergy 
Research Center（ウィスコンシン大学マジソン校）、DOE Joint BioEnergy Institute（ローレンスバーク

レー国立研究所）の 3 センター。 
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額は年間2,500万ドルで、支援期間は5年間。これらの研究センターでは、バイオマスエネ

ルギー原料とバイオマス原料を再生可能燃料に転換する革新的アプローチの双方に関する

理解を深め、バイオマス原料と転換アプローチの双方の 適化を促進するための 先端の

基礎研究を行っている。 
 
• 宇宙の発見 

DOEと全米科学財団（National Science Foundation =NSF）は、スイスのジュネーブ

近くの欧州原子核研究機構（CERN）研究所内に設置された大型ハドロン衝突型加速器

（Large Hadron Collider =LHC）の加速装置と関連検出器の製造に合わせて5億3,100万
ドルを投資した。科学者はLHCが宇宙の物理的性質に関する大発見につながることを期待

している。2008年9月には 初の循環ビームの稼動が開始され、LHCの粒子検出器の中で

高エネルギービームを衝突させるという究極目標に向う第一歩を踏み出した。LHC実験に

より、未知の粒子の発見が期待されるほか、粒子が存在する理由や特定の反応をする理由

が解明され、物質の起源や暗黒物質が明らかになり、これまで不明であった宇宙のシンメ

トリーや宇宙の他の次元が発見される可能性がある。 
 
• 米国気候変動プログラムの先導 

DOEの生物学・環境研究局（Office of Biological and Environmental Research）は、

エネルギー及び環境に関する有効な政策決定を支援するため、気候関連モデリングや大気

科学、及びエコシステム研究において世界一級の科学的リーダーシップを提供している。

DOEは、省庁間の米国気候変動科学プログラム（U.S. Climate Change Science Program）

のリード機関であるほか、ほとんどの省庁間作業部会に代表者を派遣している。気候変動

に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change =IPCC）は2008
年にノーベル平和賞を受賞したが、受賞の一要因であるこれまでのIPCC評価レポートに

は、DOEからの支援を受けた科学者が重要な役割を果たした。 
 
• ビッグバン直後 

ブルックヘブン国立研究所（Brookhaven National Laboratory）にて相対論的重イオン

衝突型加速器（Relativistic Heavy Ion Collider =RHIC）を利用する科学者は、宇宙誕生

後の 初の数マイクロ秒の間に存在したと考えられているクォーク・グルーオン・プラズ

マ（quark-gluon plasma =QGP）という新形態の物質に関する非常に興味深い証拠を発見

した。驚くべきことに、QGPは当初予測されていた気体ではなく、ほとんど粘性のない液

体に類似していたという。RHICの性能を10倍に拡張する作業が現在進められており、こ

の新物質の特徴や宇宙の起源に関する研究が進むことが期待されている。 
 
• 米国競争力イニシアティブ 

米国の長期的な競争力にとって科学技術が極めて重要であるとの認識から、ブッシュ大

統領はこれまでの取り組みを基に、米国競争力イニシアティブ（ American 
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Competitiveness Initiative）を導入した。同イニシアティブは、米国が科学技術分野にお

いて今後も世界を先導することで、強力で安全な国家を維持するための長期的で積極的な

アプローチを示すものである。  
 

• ナノスケール科学研究センター（Nanoscale Science Research Centers） 
ユーザー施設であるナノスケール科学研究センター（複数）は、米国の研究コミュニテ

ィに、ナノ物質の合成、加工、製造、分析のための世界一級の物的・人的資源を提供する

ものである。 
 
• 核融合エネルギー研究 

国際熱核融合実験炉（International Thermonuclear Experimental Reactor =ITER）は、

EU、日本、中国、ロシア、韓国、インド、米国による前代未聞のパートナーシップによ

り、フランスの カダラッシュ（Cadarache）に建設が進められている核融合エネルギー実

験施設である。核融合エネルギーは、豊富で安価で環境に優しい電力を今世紀半ば頃から

全世界に提供しうるエネルギー源として注目されており、ITERが成功すれば、大規模な

核融合燃焼プラズマの運転に必要となる見識を提供し、実用的な核融合実証プラント建設

のための科学的根拠を形成するものとなる。 
 
• 核破砕中性子源（The Spallation Neutron Source） 
オークリッジ国立研究所（Oak Ridge National Laboratory）の核破砕中性子源は、加

速器ベースの中性子源で、フルパワー時には世界 強パルスの中性子ビームを科学研究や

産業開発のために作り出すというユニークな施設である。中性子散乱研究は、医薬への応

用や食品加工、電子機器や自動車や飛行機の製造等に使われる多様な物質の向上にとって

重要となる。中性子研究はまた、高温超伝導体や軽量で強力な磁石、アルミニウム橋甲板

や軽量で強いプラスチック製品といった数多くの技術的に重要な製品に利用される物質の

改善にも役立っている。 
 
６．優れた組織管理 

• 技術進歩 

DOEは、情報技術（IT）の「資本計画及び投資管理（Capital Planning and Investment 
Control）」の一貫した遂行によって、情報技術管理を強化してきた。資本計画及び投資管

理は、確実な投資パフォーマンスをあげるための監視・報告プロセスであり、2007年度に

は12あった行政管理予算局（OMB）監視リスト掲載のプロジェクト数がゼロとなるなど

の成果をあげてきた。その他、連邦ITインフラの省内実施によって2006年以来9,000万ド

ル以上のコスト回避を実現し、更には今後4年間で2億ドルのコストが節約できると推定さ

れている。 
 
• 資産会計責任 
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DOEは、プロジェクト管理における財政的パフォーマンスを改善した。政府説明責任局

（Government Accountability Office）によると、DOEが固定資産［投資方式］の建設プ

ロジェクトを予定コスト・スコープ内で完成させた率は、2002年から2007年の間は約35%
であったが、過去3年間は76%であったという。DOEがプロジェクト管理のパフォーマン

スを改善できた理由のひとつとして、出来高管理（Earned Value Management =EVM）

システムの利用増加が挙げられる。EVMは、業務の達成度について客観的にモニターし、

パフォーマンスに関する問題を早期に警告するシステムである。現在、DOEの約500億ド

ルにのぼるプロジェクトのポートフォリオの内の76％は、国家基準に準じていると認定さ

れているEVMシステムを利用している。  
 
• 人材高齢化に対する管理面での取り組み 

DOEでは、新しい雇用ウェブサイトの立ち上げや企業キャリアインターンプログラムと

いったアウトリーチ・採用戦略を強化するとともに、包括的な人材管理システムである

「Leadership and Management Plan to Succeed」を実施している。同システムは、DOE
が今後もそのミッションを果たすため、内部や外部から人材を継続的かつ確実に獲得する

ことを目的としている。 
 
• 調達の改善 

2007年度にDOEは競争入札によるコントラクト給付額で連邦政府の首位となり、その

額は192億6,000万ドル（DOEコントラクト給付額の85%）であった。DOEはまた、省全

体を対象とした戦略的統合調達事業システム（Strategic Integrated Procurement 
Enterprise System）を実施して、省内に存在する30もの調達関連システムの合併整理お

よび入れ替えを行っている。DOEは、省内の主要な契約担当局における契約認可権限を見

直し、契約担当局で単独決定できる給付額を平均1,500万ドルから5,000万ドル（2倍以上）

まで引き上げた。更に、DOEは2008年4月に契約とプロジェクト管理の問題に関する包括

的な根本原因分析（Root Cause Analysis）を完了し、2008年7月には是正処置計画

（Corrective Action Plan）を承認した。 
 
• DOE 職員の健康増進と安全性強化 

DOE は過去 8 年で、職員の傷害疾病率を 50％以上削減している。これは主として、管

理上の注意の増加や、契約業者へのインセンティブ提供の他、DOE 統合安全管理プログ

ラムの活性化努力や DOE 初となる包括的な職員の健康・安全規則の策定・実施といった

安全プログラムやイニシアティブに DOE が一体となって取り組んできた成果と言える。  
 
出典：United States Department of Energy: A Brief Background and List of Major 
Accomplishments 
 （http://www.energy.gov/media/Dept_of_Energy_Accomplishments_12152008.pdf） 
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【エネルギー】省エネルギー 
 

コジェネ(CHP)の将来的可能性についての ORNL 報告書（米国） 
 
 米国オークリッジ国立研究所(ORNL)は、報告書「CHP‐持続可能な未来のための効率

的なエネルギー解決策(Combined Heat and Power: Effective Energy Solutions for a 
Sustainable Future)」1を発表した。この新しい報告書では、CHP（コジェネレーション）

を、国のエネルギー効率向上と環境質の向上、経済成長の促進、および、堅固なエネルギ

ーインフラ構築のための、現実的な解決策の一つとして強調している。同報告書では、国

内でより広く CHP を普及させることを目指して、現在の機会・課題の徹底した議論が行

われており、このクリーンエネルギー解決策(CHP)の促進を目標に掲げた、将来の政策対

話の準備がなされている。 
 
同報告書では次の質問がなされている‐「もし発電設備容量の 20％が CHP になるとど

うなるか。」 
もし米国が 2030 年までにこの目標を達成した場合、以下のような利益が見込まれると

報告書では述べられている。 
 

・2030 年までの予想される CO2排出増加量の 60％を削減（走行車両 1 億 5,400 万台

分に相当）。  
・燃料を年間 5,300 兆 btu2節約（米国の 1 世帯で現在消費されている総エネルギーの

ほぼ半分に相当）。 
・全米各地の、大小の産業施設、商業施設、集合住宅／一戸建て住宅、公共機関施設、

および学校における、CHP の経済的に実現可能な利用。 
・2030 年までに、高度な技術を有し、競争力のある「グリーンカラー3」の求人を新た

に 100 万件創出。全米各地で 2,340 億ドルの新規投資を創出。  
 

 CHP は「cogeneration（共に生成）」という言葉の通り、単一の燃料源から、電気や機

械動力と、有用な熱エネルギーを、同時に生産し利用する。CHP は、電力や動力を、それ

を使用する場所で発生させるために、様々な燃料を利用できる一連の技術を含んでおり、

通常は失われてしまう熱を回収して、必要な冷暖房を供給することができる。現在既に米

国では、CHP を使用して、燃料消費量を 1,900 兆 btu 以上節約し、走行車両 4,500 万台

強に相当する年間 CO2排出量を低減している。 
 

                                                 
1 http://www1.eere.energy.gov/industry/distributedenergy/pdfs/chp_report_12-08.pdf 
2 Btu(british thermal units): 英国熱量単位。 
3 環境産業に従事する労働者を指す用語。 
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同報告書は米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)の産業技術プログラム

(ITP: Industrial Technologies Program)と、オークリッジ国立研究所の共同の取組みであ

り、様々な産業界や団体、非政府利害関係者による大量の情報とレビューが含まれている。 
 
この報告書の閲覧や、ITP による CHP の取組みについての詳細は、ITP のウェブサイ

ト 4を訪問されたい。 
 

翻訳：NEDO 研究評価広報部 
出典：http://apps1.eere.energy.gov/news/daily.cfm/hp_news_id=145 

                                                 
4 http://www1.eere.energy.gov/industry/distributedenergy/ 
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【エネルギー】 バイオリファイナリー  
 

USDA は商業規模のバイオリファイナリープロジェクトに融資（米国） 

 
農務省(USDA)は 11 月 19 日に、先進的バイオ燃料を生産する商業規模のバイオリファ

イナリープロジェクトを支援するために、借入保証の申し込みを受け付けると発表した。

先進的バイオ燃料とは、穀粒のコーンスターチを材料としないで生産されるバイオ燃料と

定義される。借入保証は、バイオリファイナリー支援プログラムのもとで行われる。この

プログラムは、一般的に 2008 年農業法案として知られる 2008 年食料・保全・エネルギー

法 1 で認定されたものである。この新しいプログラムの下で、新規のバイオリファイナリ

ー建設、あるいは既存のバイオリファイナリーの先進的バイオ燃料生産設備への変換に必

要な開発や建設を支援するために、1 プロジェクト当たり 大 2 億 5,000 万ドルの融資が

保証される。 
 
第一次融資保証に選考を予定している場合、申請書提出の締め切りは 2008 年 12 月 31

日で、2009 年 3 月に選考結果が発表される。第二次融資保証への申込期間は 2009 年 3 月

1 日~4 月 30 日で、2009 年 9 月に選考結果が発表される。USDA はまた、今後このプロ

グラムをどのように運営すべきかについてのパブリックコメントを 2009年 1月 20日まで

受け付ける。詳細は USDA のプレスリリース 2、プログラムのウェブサイト 3、および官

報 4から入手可能である。 
 
 すでに借入保証を申請する意志を表明した企業の 1 つは U.S. Sugar である。フロリダ

に本拠地を置くこの会社は、Coskata 社 5 と協力して、余ったサトウキビ原料から年間 1
億ガロンのエタノールを生産するために、フロリダ州 Clewiston でセルロース系エタノー

ル施設を建設できるか調査している。Coskata プロセスでは、バイオマス原料をガス化し、

その際生成された「合成ガス」の流れを、エタノール生産用の微生物の増殖に利用する。

同社は現在、商業規模の実証プラントをペンシルバニア州 Pittsburgh 近郊に建設中で、1
ガロンあたり 1 ドル以下の費用でエタノールを生産しようとしている。詳細については

                                                 
1 The Food, Conservation, and Energy Act of 2008 
2 USDA INVITES APPLICATIONS FOR ADVANCED BIOREFINERY GUARANTEED LOANS 

(http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?contentidonly=true&contentid=2008/11/0298.
xml) 

3 BIOREFINERY ASSISTANCE PROGRAM：BIOREFINERY ASSISTANCE LOAN GUARANTEES 
(http://www.rurdev.usda.gov/rbs/busp/baplg9003.htm) 

4 Notice of Funds Availability (NOFA) Inviting Applications for Biorefineries, Federal Register / Vol. 73, 
No. 225 / Thursday, November 20, 2008 / Notices 
(http://www.rurdev.usda.gov/rbs/busp/RD%209003%20Biorefinery%20NOFA%2011-20-08.pdf) 

5 Coskata 社はバイオベースの再生可能エネルギー企業で、世界のどこででも、ほとんどすべての原料から 1
ガロンあたり 1 ドル以下の費用でエタノールを生産することを目指している。（参照：Coskata 社 HP、
(http://www.coskata.com/About.asp)） 
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U.S. Sugar のプレスリリース 7、Coskata プロ

セスに関する説明 8、および 2008 年 4 月に同社

から発表された商業実証プラントに関するプレ

スリリース 9を参照のこと。 
 
 多数の企業が先進的バイオ燃料の研究を進め

ているものの、ほとんどの技術が商業規模では

なくパイロットプラント規模で開発されている。

10 月 中 旬 に DuPont Danisco Cellulosic 
Ethanol LLC (DDCE)およびテネシー大学研究

財団はテネシー州 Venore でパイロットプラン

トの建設に着工した。このプラントは、スイッ

チグラスやトウモロコシの茎葉から年間 25 万

ガロンのエタノールを生産する計画である。

DDCE は、DuPont と、産業用の酵素を開発している（バイオ燃料の生産を含む）Genencor
社 10の親会社である Danisco11の合弁会社である。このプラントでの生産開始は 2009 年

後半を予定しており、テネシー大学の研究プログラムの一環として地元の 16 農家が育て

たスイッチグラス（総面積 723 エーカー分）を利用する。 
 
 他のバイオ燃料企業には Amyris Biothchnologies12と Solix Biofuels13がある。Amyris 
Biothchnologies は 11 月中旬、カリフォルニア州 Emeryville で砂糖から再生可能なディ

ーゼル燃料を生産するパイロットプラントを操業し始めた。Solix Biofuels は、コロラド

州南西部の Durango 近郊の Southern Ute Indian Reservation（原住民特別保留地）に藻

ベースのバイオ燃料パイロットプラントを建設する計画を発表した。詳細については

DDCE14、Amyris15および Solix16のプレスリリースを参照のこと。 
                                                 
7 U.S. Sugar to explore building 100 Million gallon Coskata ethanol facility, November 17, 2008 

(http://ussugar.com/press_room/releases/us-sugar_explores_ethanol.html) 
8 Our Process (http://www.coskata.com/Process.asp) 
9 Coskata Inc. Chooses Madison, Pa. for Commercial Demonstration Facility to Produce Next-Generation 

Ethanol (http://www.coskata.com/CommercialDemo.asp) 
10 産業用の革新的な酵素およびバイオベースの製品を開発、販売するバイオテクノロジー企業。（参照：

Genencor 社 HP、(http://www.genencor.com/cms/connect/genencor/home/index_en.htm)） 
11 食品用の原料、酵素およびバイオベースのソリューションを提供する大手食品会社。（参照：Danisco 社

HP、
(http://www.danisco.com/cms/connect/corporate/about+danisco/danisco+in+brief/danisco_in_brief_en.h
tm)） 

12 再生可能な製品の製造会社。2010 年の再生可能なディーゼル燃料の出荷を目指している。（参照：Amyris 
Biothchnologies 社 HP 
(http://www.amyrisbiotech.com/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=29)） 

13 1978 年に藻からバイオディーゼルを生産する手段の研究を開始した、この分野でのフロンティア的企業。

（参照：Solix Biofuels 社 HP (http://www.solixbiofuels.com/html/company.html)） 
14 Tennessee Breaks Ground for Innovative Cellulosic Ethanol Pilot Biorefinery 

(http://www.ddce.com/news_biorefinery.html) 

先進的バイオ燃料を開発しているほとんど
の企業が、現在、エネルギー省(DOE)再生可
能エネルギー研究所(NREL)にある施設（写
真）に似たパイロットプラントを建設してい
る。 
Credit: Warren Gretz, NREL 
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翻訳：吉野 晴美 
 

出典：USDA Offers Guaranteed Loans for Commercial-Scale Biorefineries 
(http://apps1.eere.energy.gov/news/news_detail.cfm/news_id=12128) 
 

                                                                                                                                                 
15 Amyris Opens Pilot Plant to Produce Renewable Diesel Fuel, November 12, 2008 
  (http://www.amyrisbiotech.com/index.php?option=com_newsroom&Itemid=27) 
16 Solix Biofuels Completes $10.5 Million Series A Funding Round, Receives Commitment for Additional 

$5 Million to Build Biofuels Pilot Plant in Southwest Colorado , November 11 2008 
(http://www.solixbiofuels.com/html/resources.html) 
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【エネルギー】バイオリファイナリー   
 

DOE が実証規模のバイオリファイナリーに 2 億ドルを支援（米国） 
－持続可能な、コスト競争力のある先進的バイオ燃料 1の開発推進を目指して－ 

 
 米国エネルギー省(DOE)は、パイロット規模および実証規模のバイオリファイナリーの

開発を支援するために、今後 6 年（2009-2014 会計年度）で 大 2 億ドル（毎年の議会承

認対象予算）に上る資金提供公募を発表した。藻などを原料として使用し、先進的なバイ

オ燃料（たとえばバイオブタノール、環境配慮型ガソリン、革新的バイオ燃料等）を生産

するバイオリファイナリーが支援対象になる。選考されたプロジェクトは、外国の石油に

対する依存度を減少すると共に、温室効果ガスの排出を削減することによって、アメリカ

のエネルギー生産を拡大し、経済的安全保障および国家安全保障を増大させるという政府

の包括的エネルギー戦略を支援するものとなる。DOE は、こうしたバイオリファイナリ

ーの導入とバイオ燃料使用の増加を支援し、また先進的バイオ燃料技術の研究開発に引き

続き焦点を当てる。 
 
 「この公募は、第 2 世代の輸送用バイオ燃料源としての再生可能バイオマスの可能性を

追求することができる も有望な技術を模索するものなのです。」エネルギー効率及び再生

可能エネルギー局(EERE)の John F. Mizroch 次官補代理はこう述べた。DOE は、実験室

規模あるいはパイロット規模での技術的、経済的実績データが存在する画期的な統合バイ

オリファイナリープロジェクトを選考する予定である。こうしたデータがあることで、当

該プロジェクトに商業規模のバイオリファイナリー実現可能性があることを証明できるの

である。 
 

今回の公募は、バイオリファイナリー開発に関して 2 つの研究領域を設定している。 
・少なくとも 1 日に 1 トンの乾燥原料を処理する能力を持ち、 低 30％の費用分担を自己

負担できるパイロットスケールのバイオリファイナリー 
・少なくとも 1 日に 50 トンの乾燥原料を処理する能力を持ち、 低 50％の費用分担を自

己負担できる実証スケールのバイオリファイナリー 
 
 DOE は、研究領域と助成額の大きさに応じて、応募プロジェクトの中から 5～12 件程

度を選考する計画である。選考されたプロジェクトは、商業化に伴うリスクを削減するた

めの実践的なデータを供給する。この公募の意図は、プロジェクトの選考後 3～4 年以内

に、パイロット規模および実証規模で運用が可能な統合バイオリファイナリープロジェク

トを持つことにある。すべてのプロジェクトは、アメリカ合衆国内で実施され、国内のバ

イオマス資源を原料として利用し、ライフサイクル(栽培から燃料生産、燃焼まで)ベース

で温室効果ガスの顕著な削減を実証しなければならない。この公募による支援は、DOE
                                                 
1 先進的バイオ燃料とは、穀粒のコーンスターチを材料としないで生産されるバイオ燃料のこと。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1036,  2009.1.14 
 

66 

がセルロース系バイオ燃料技術の研究、開発および実証に対して投じる予定の 10 億ドル

以上とは別に支出される。 
 これらのパイロット規模および実証規模の施設は、近い将来に商業化を実現するための

ものである。もし大規模に導入されれば、これらの商業施設は、エネルギー自立・安全保

障法 2に定められた再生可能燃料基準の目標値（2022 年までに 210 億ガロンの先進的バイ

オ燃料）達成に向け、大いに貢献できる量を生産できるとみられる。選考されたプロジェ

クトは、様々なバイオマス変換技術や非食料原料を用いて先進的なバイオ燃料を生産する

と共に石油への依存度を減らすために、商業化への実現可能性を実証することが求められ

る。これらのプロジェクトから生産された先進的バイオ燃料は、環境保護庁(EPA)が定義

した通りに、温室効果ガスの排出を 低 50％削減すると期待されている。 
 
 必須である趣意書の提出締め切りは 2009 年 2 月 20 日、申請書提出の締め切りは 2009
年 4 月 30 日である。この公募の完全版（DE-PS36-09GO99038）は、インターネットの

サイト 3から入手可能である。プロジェクトの開始予定は 2009 年会計年度で、2014 会計

年度まで継続する。助成金は毎年の議会承認対象予算である。 
 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：DOE Announces Funding Opportunity of up to $200 Million for Pilot and 

Demonstration Scale Biorefinery Projects 
(http://www.energy.gov/news/6817.htm) 

 
 

                                                 
2 the Energy Independence and Security Act 
3 http://www.grants.gov/ 
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【エネルギー】 代替自動車  
 
DOE が代替自動車技術の研究開発・実証プロジェクトを発表 (米国) 
 
米国エネルギー省(DOE)は、代替自動車技術プロジェクトの開発および実証のために、

6 件のコスト共有研究プロジェクトの選択結果を発表した。DOE は、年間予算に従って、

3 年間にわたって合計 1,455 万ドルまでの投資を行う。民間部門の拠出金が、さらに投資

を合計 2,930 万ドルまで増加させる。 
 
発表された選択プロジェクトは、高効率自動車技術を開発する DOE の持続的研究の一

部であり、 近発表された 250 億ドルの先進技術自動車製造ローンプログラムの一部では

ない。この発表は、新しい代替自動車の次世代技術の開発を支援する。選択されたプロジ

ェクトは、信頼でき、手頃で、環境に配慮した代替エネルギーの多様な供給と搬送の促進

により、我々の国家の経済保障を守る DOE の目標を直接支援する。 
 
「これらの選択は、我々の石油依存度を減らし、温室効果ガス排出を削減するために、

クリーンで革新的な代替自動車を研究し識別する政府の大胆な政策を進めることを継続さ

せる。これらの多様なクリーン自動車技術への投資は、米国の運転手に対する代替オプシ

ョンの多様なポートフォリオをもたらす我々の約束を示している」とエネルギー効率担当

デービッド・ロジャーズ DOE 次官補代理は述べた。 
 
これらのプロジェクトは、以下の 3 つの多様な主題領域の下に選択されている。 

リチウムイオン電池の材料と製造、 
熱電加熱と換気および空調、そして、 
空気力学大型トラックトレーラー。 

 
－ 電池材料と製造 

 
選択された 3 件のプロジェクトは、合計 1,390 万ドルのコスト共有協同契約で、DOE

は年間予算に従って 685 万ドルまでを負担する。プロジェクトは、プラグイン・ハイブリ

ッド電気自動車(PHEV)バッテリーの性能を増加させて、かつコストを低下させるために、

電池材料性能の向上と製造工程の開発に焦点を合わせる。 
 
PHEV は、電気のみのモードで運転でき、標準的な電気コンセントから充電することが

できるハイブリッド車である。それらは燃料の多様性の提供と石油消費の削減をもたらす。

リチウムイオンバッテリー開発の加速は、充電せずに 40 マイル運転が可能である PHEV
の商業化成功の重要なステップである。 
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・ 3M 社(セントポール、ミネソタ州)、 
PHEV リチウムイオンバッテリーの高度な負極材料の開発を目指して、3 年間 270 万ド

ル、DOE 負担は 135 万ドルまで、のプロジェクトの交渉に選ばれた。斬新な陰極合金

材料は、良い充/放電性能を維持する一方で、より大きいバッテリー容量をもたらすだろ

う。 
 
・ BASF 触媒 LLC 社(アイセリン、ニュージャージー州とイリリア、オハイオ州)、 
低価格リチウムイオンバッテリー陰極材料の国内生産工業プロセス開発のため、30 ヵ月

250 万ドル、DOE 負担 500 万ドルまで、のプロジェクトの交渉に選ばれた。BASF 社

は、低価格の前駆物質と既知の工業的方法を使用して、リチウムイオン電池材料のコス

トを低下させる。同社は、リチウムイオンバッテリー開発に熟達した企業である、ファ

ラシスエネルギー社(ヘイワード、カリフォルニア州)と提携する。 
 
・ FMC 社(シャーロット、ノースカロライナ州)、 
高エネルギーリチウムイオンバッテリー陰極のための安定したリチウム金属粉末の生

産拡大に対して、3 年間 620 万ドル、DOE 負担 300 万ドルまで、のプロジェクトの交

渉に選ばれた。これらの粉末は、初期の電池充電中の損失が少ないバッテリーセルを生

産するために使用することができる。 
 
－ 熱電気システム 

 
2 件のコスト共有協同契約プロジェクト、合計 1300 万ドルまで、DOE 負担は年間予算

に従い 650 万ドルまで、が選択された。これらのプロジェクトは、車輌の熱電加熱、換気

および空調(HVAC：heating, ventilation, and air conditioning)を提供する熱電気(TE：

thermoelectric)システムの開発を加速するために選択された。 
 
自動車の客室を暖め冷やす固体素子 TE 装置の使用は、エンジン負荷の削減により車輌

効率を増加できる。従来の空調の冷媒の需要軽減や解消によって、これらの自動車はさら

に温室効果ガス排出量を削減できる。 
 
TE による HVAC は、客室全体やその一部ではなくむしろ利用者を冷やし暖める分散型

の冷却/発熱体の使用を可能にする。すべての商用車や乗用車に適用可能であるが、TE に

よる HVAC は、エンジンを停止した場合でさえ、電気駆動の空調装置で利用者を快適に維

持することができるハイブリッド車やプラグイン・ハイブリッド車には特に魅力的である。 
 
・ フォード・モーター(ディアーボーン、ミシガン州)、 
軽量自動車の熱電気 HVAC 技術の展開を加速するために、36 ヵ月 840 万ドル、DOE 負

担 420 万ドルまで、のプロジェクトの交渉に選ばれた。既存の HVAC システムのエネ
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ルギー消費量を 1/3 削減する一方で、この研究は、帯状 TE による HVAC システムの開

発に集中する。ビステオン社、BSST 社、DOE の国立再生可能エネルギー研究所および

オハイオ州立大学との共同研究を含む。 
 
・ ゼネラル・モーターズ(ウォレン、ミシガン州)、 
極端に少ないエネルギー消費で、現在の HVAC システムと等価な温度の快適さを提供す

るシステムを開発するために、36 ヵ月 460 万ドル、DOE 負担は 230 万ドルまで、のプ

ロジェクト交渉に選ばれた。研究チームは、熱電気システム部品を設計、試験、評価し、

次に、試験と評価のために実証車輌へ部品を統合する。デルファイ・サーマル・システ

ムズ社、カリフォルニア大学バークレー校およびネバダ大学ラスベガス校との共同研究

含む。 
 
－ 空気力学トレーラー 

 
大型トラクタートレーラーの燃料消費量を著しく削減することができる、先進的空気力

学トレーラーの開発、評価および展開を加速するために、合計 200 万ドル、DOE 負担 100
万ドルまで、の 1 件のプロジェクトが選択された。 

 
・ ナビスター・インターナショナル社(フォートウェイン、インディアナ州)、 
大型車輌の燃料消費量を少なくとも 15 パーセント削減することができる、トレイラー

トラックの組合せとタイアパッケージを、設計、実証し、市場へもたらす、30 ヵ月のプ

ロジェクトの交渉に選ばれた。開発に続いて、市場向け部隊は、実際の使用を通して新

技術パッケージの利点を評価する。プロジェクト期間の後に、チームメンバーは、この

燃費効率のよい技術パッケージを市場で利用可能にする。チームメンバーは、フリト・

レイ社、ケンタッキートレーラー社、運送貨物ウィング社、ミシュラン社および DOE
ローレンス・リバモア国立研究所を含んでいる。 
 
自動車技術を進める DOE の取り組みに関するより詳細は、先進技術自動車ローンプ

ログラムを訪問のこと：http://www.atvmloan.energy.gov/ 
 
( 出典：http://www.energy.gov/news/6768.htm ) 
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【産業技術】 ナノテク  

 
安価で高速にナノスケール寸法を決定する新しい光学技術(米国) 

 
米国立標準技術研究所(NIST)で開発中の斬新な技術*は、比較的安い光学顕微鏡を使用

して、ナノスケール寸法をナノスケールの測定精度で安価に高速で分析する。「スルー焦点

走査光学顕微鏡」(TSOM：Through-focus Scanning Optical Microscope)画像診断と名付

けられたこの技術は、ナノ製造、半導体プロセス制御およびバイオテクノロジーに潜在的

な応用を持っている。 
 
光学顕微鏡は、光の波長によって課された限界のために、ナノ寸法(100 ナノメートル未

満)の大きさの観測にはあまり使われない。ナノ物体の大きさの 3 倍の精度で精密な画像を

得ることは困難である。NIST の研究者ラビキラン・アトッタは、多数の焦点がずれた「不

良」画像を調べることにより、逆説的にこの問題を回避した。 
 
「この画像診断は、ナノメートル寸法の測定精度のために、一組の焦点がずれた不明瞭

な光学画像を使用する」と彼は語った。1 枚の 良の画像を得るために、試料に繰り返し

焦点を合わせる代りに、この新しい技術は、何個所かの焦点位置での光学顕微鏡による一

連の画像を撮って、TSOM 画像を作成するために、他の画像の上に別の画像を積重ねる。

この TSOM 画像は、次にアトッタの開発したコンピュータプログラムで分析される。 
 
様々な応用でこの単純な技術を使用することができるとアトッタは信じており、彼はこ

の 2 枚の画像で研究を行った。TSOM 画像は、集積回路上のシリコン線幅のような 2 つの

ナノ寸法の物体を比較することができる。他方の画像からもう一方の画像をソフトウェア

で差し引く。このことは、線の高さ、幅あるいは側壁の角度のようなナノスケールでの寸

法の違いに対する検出感度をもたらす。各タイプの差が明瞭な信号を生成する。また、

TSOM 画像は、別の品質管理応用においても理論的に評価されている。 
 
医学の研究者は、人体内の特定の場所に先進的な薬剤を搬送するために、金のナノ粒子

の使用を研究している。完璧な寸法が必要である。この応用に取り組むために、金のナノ

粒子の TSOM 画像が撮られ、各々のナノ粒子の寸法が合うか合わないかを判断するため

に「ベストマッチ」画像を得るための模擬画像のライブラリと比較された。 
 
この新しい画像技術は、研究品質の光学顕微鏡、カメラ、および、前もって設定された

距離で移動することができる顕微鏡のステージを必要とする。「この設備は、ほんの 5 万

ドル以下であり、ナノスケールでの材料を測定するために現在使用されている電子顕微鏡

やプローブ顕微鏡よりも非常に安価である。この方法は、マイクロスケールからナノスケ

ール寸法の解析まで、光学顕微鏡検査の範囲を拡張する一つのアプローチである」とアト
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ッタは説明した。 
 
これまでのところ、実験室で線幅 3nm の差に対する検出感度が実証されている。 
 

* 「ナノスケール寸法解析のためのスルー焦点走査光学顕微鏡画像診断法」R. Attota, T.A. 
Germer and R.M. Silver. Through-focus scanning-optical-microscope imaging method for 
nanoscale dimensional analysis, Optics Letters 33, 1990 (2008). 

 
( 出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2008_1028.htm#tsom ) 
 

Credit：NIST      
左の概略図は、TSOM 画像がどのように撮られるかを示している。光学顕微鏡を使用して、

60 ナノメートルの金の粒子試料(赤色で表示)のいくつかの画像が種々の焦点位置で撮られ、一

緒に積重ねられる。右図のコンピューター作成画像は、その結果得られた TSOM 画像を示し

ている。  
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