
NEDO 海外レポート 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

０ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

URL：http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/ 

《 本 誌 の 一 層 の 充 実 の た め 、 掲 載 ご 希 望 の テ ー マ 、 ご 意 見 、 ご 要 望 な ど 下 記 宛 お 寄 せ 下 さ い 。》      

NEDO 技術開発機構 情報・システム部 E-mail：q-nkr@nedo.go.jp Tel.044－520－5150 Fax.044－520－5155  

NEDO 技術開発機構は、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 

Copyright by the New Energy and Industrial Technology Development Organization. All rights reserved. 

ISSN 1348-5350 

2006.11.29   BIWEEKLY         990 

〒212-8554 
神奈川県川崎市幸区大宮町1310 
ミューザ川崎セントラルタワー 
http://www.nedo.go.jp 

Ⅲ．一般記事 
１．エネルギー 

欧州技術プラットフォームで風力の研究開発が最優先課題に                                              55
2. 環境 

飲料水中のヒ素を除去する「鉄サビ・ナノ粒子」（米国）                           57
「エアー・シャワー」により 30%の節水が可能（オーストラリア）                                 60
森林減少の終焉は近い？（世界）                                            62

3. 産業技術 
  分子のスピントロニクス動作をナノ構造で確認（米国）                            64
  欧州ナノロードマッププロジェクトその 3―ナノポーラス材料（NEDO ナノテク部）          66

欧州ナノロードマッププロジェクトその 4―デンドリマー（NEDO ナノテク部）              72
   欧州ナノロードマッププロジェクトその 5―薄膜・コーティング（NEDO ナノテク部）          80

Ⅳ．ニュースフラッシュ： 

米国―今週の動き:ⅰ新エネ・省エネ ⅱ環境 ⅲ産業技術 ⅳ議会・その他      86

Ⅰ．テーマ特集   － ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集 － 
1. 実験用マウスを使った遺伝子研究の国際協力事業の開始（欧米カ）                           1
2. 国立生物医学画像・生物工学研究所(NIBIB)の活動状況（米国）                         9
3. EU の FP7 におけるライフサイエンス研究への取組 （欧州）                                  17
4. 米国におけるヒト胚幹細胞研究を取り巻く状況                                                24
5. バイオ新薬での新株公募で波に乗る ThromboGenics 社（ベルギー）                           27
6. ケンブリッジに幹細胞基礎研究所設立計画の発表（英国）                                        29
7. 昆虫の目構造を模範にした人工複眼の研究（米国）                                                31
8. 筋ジストロフィーの進行をストップさせる薬をイタリアの研究グループが発見           33
9. 新細胞療法で米国進出、株式上場を目指す TiGenix 社（ベルギー）                35
10. ドイツにおける神経科学の研究拠点：ベルンシュタイン・センター                  37

Ⅱ．個別特集 
1. 「エコプロダクツ国際展 2006（シンガポール）」出展報告（NEDO 広報室）              39
2. 第 15 回国際選炭会議及び展示会参加報告（中国）（NEDO 石炭事業部）                    44
3. 国家ナノテクノロジー・イニシアティブの 3 年毎のレビュー（概要）その 2 

（NEDO ワシントン事務所）            48



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.990,  2006.11.29 

1  

【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 
 
実験用マウスを使った遺伝子研究の国際協力事業の開始（欧米カ） 

  
2006 年 9 月、欧州委員会(European Commission: EC)、米国国立衛生研究所(National 

Institutes of Health: NIH)、ゲノム・カナダ(Genome Canada)は、ヒトの疾病への理解

をより深めることを 終目的とした、実験用マウスの遺伝子研究の世界的な共同研究プロ

グラムを発表した。 
マウスとヒトは遺伝子構造の 99％が同じであるため、この国際的共同研究プログラムで

は、マウスの特定の遺伝子を「ノックアウト1」する手法を使うことにより、マウス遺伝子

の活動を研究する。 
具体的には、欧州で行われている欧州条件変異2マウス作成プログラム(EUCOMM)3、

米国で行われている NIH ノックアウトマウス・プロジェクト(KOMP)4、カナダで行わ

れている北米条件変異マウス作成プロジェクト(NorCOMM)5、それぞれにおけるノッ

クアウトマウスを作出する大規模なプロジェクト間で、密接な協力をしながら研究を

行う予定である。このプロジェクトの費用総額は 5,660 万ユーロの予定である（表１参照）。 
 

表 1  国際共同研究プログラムの欧米カの参画体制 
 プロジェクト名 実 施 者 予 算 
欧州 EUCOMM（欧州条件変異マウス作

成プログラム） 
欧州委員会 欧州委員会から 1,300 万ユ

ーロ資金提供 
米国 KOMP（NIH ノックアウトマウス・

プロジェクト） 
米国国立衛生研究所 米国 NIH から 3,920 万ユー

ロ(5,200 万ドル)資金提供 
カナダ NorCOMM（北米条件変異マウス作

成プロジェクト） 
ゲノム・カナダ カナダ政府から 440 万ユー

ロ資金提供 
総計 3 プロジェクトの科学者達と資金提供機関の代表者らから

なる運営委員会を設置し、各プロジェクト重複を避けるため

に調整を行う予定。 

費用総額は 5,660 万ユーロ

（予定） 

 
 
 

写真 1 ノックアウトマウス  
(出典：http://www.genome.gov/pressDisplay.cfm?photoID

     =5006） 

 

 

                                                  
1 任意の遺伝子を、分子生物学的手法を用いて特異的に働かなく（ノックアウト）したマウスのこと。

ノックアウトマウスの解析により、特定の遺伝子機能を調べたり新薬の高価を評価するのに役立つ。 
2 他の条件下(許容条件)ではみられないが、ある特定の条件下(制限条件)でのみ表現型に変化が現れるもの。 
3 European Conditional Mouse Mutagenesis Program: EUCOMM 
4 NIH Knockout Mouse Project: KOMP 
5 North American Conditional Mouse Mutagenesis Project: NorCOMM 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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以下では、欧州側および米国側でのそれぞれの取組内容を紹介する。 
 
1. 欧州側の取組み6：ヒト疾病の遺伝子構造の理解を高めるための共同研究開始 
 

欧州委員会(EC)、米国国立衛生研究所(NIH)、ゲノム・カナダは、ヒトの疾病につ

いての理解をより深めることを目的とした世界的な共同研究プログラムを発表した。

遺伝子の多くはガンや心臓疾患、神経疾患、糖尿病、肥満症といった主な疾病と関連

があるが、これらの遺伝子がなぜ重要で、疾病に対してどんな役割を果たしているか

という点についての研究は今もなお必要とされている。マウスとヒトは遺伝子構造の

99％が同じであるため、この国際的共同研究プログラムでは特定の遺伝子を「ノック

アウト」する手法を使うことによりマウス遺伝子の活動を研究する。このプログラム

は、研究者達が疾病を引き起こす遺伝的ネットワークを解明するのに役立つだろう。

このプロジェクトの費用総額は 5,660 万ユーロの予定で、EU の研究フレームワーク

プログラム7 から 1,300 万ユーロが提供されている。このプログラムにより作出され

たマウスゲノムの変異体についての情報は、世界中の科学コミュニティがすぐに利用

できるようになり、基礎研究をヒトの健康増進に役立てるための重要な資源となるだ

ろう。 
 

欧州委員会科学・研究担当委員の Janez Potocnik氏はこの共同プログラムを歓迎し、

次のように述べている。「科学の国際的な共同研究は、私達全員の利益になる―知識を

蓄えることで、人の健康に寄与できる発見の機会が増えるだろう。主な疾病の発現に

対する遺伝子の影響について、知らないことはまだ山のようにある。このような研究

は、重い病気と闘っている多くの患者やそのご家族の方達に希望を与える」 
 

私達ヒトの遺伝物質は異なった約 2 万 8 千の遺伝子から構成されている。しかしな

がら、ただ遺伝子を特定するだけでは、健康や疾病の状態におけるその遺伝子の潜在

的な働きは充分には分からない。この研究のためには人間と類似性の高いモデル生物

の遺伝子を突然変異させることが必要である。ヒト遺伝子の約 99％がマウスゲノムで

見つかっており、その逆も同様なため、遺伝学的にマウスは、ヒトの疾病研究にとっ

て 適なモデル生物である。その上、有力な突然変異体生成技術も開発されてきてい

る。この技術は今のところマウスにだけ用いることができて、時間・空間依存的な手

法で特定の遺伝子を不活性化する。このアプローチにより、研究者達が疾病の引き金

となる遺伝的ネットワークを大変正確に解明することが可能になる。 
 
○マウスゲノムの全遺伝子の変異体 

EC、NIH およびゲノム・カナダは、遺伝子トラッピング8と遺伝子ターゲティング9

                                                  
6 出典：http://ec.europa.eu/research/press/2006/pr0709en.cfm 
7 欧州連合(EU)の研究開発支援制度。 
8  (レポーター遺伝子が含まれる)DNA 因子を挿入することにより、ゲノム内でランダムに遺伝子を破壊

する手法。挿入した DNA 因子により、内在性遺伝子が突然変異を起こす。 
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を用いてマウスの全遺伝子の変異体を作出するため、ヒトゲノムプロジェクト10の完了

後、この世界 大の共同研究に 5,660 万ユーロの資金提供を行う予定である。この計

画によってマウスの変異体がどの研究室でも共通かつ費用効果的な方法で作れるよう

になり、その結果、これまでよりもかなり多くの生物医学研究コミュニティがマウス

の変異体を利用できるようになるだろう。この変異体の資源は、科学者達が、生体内 
(in vivo)11で遺伝子の機能をより正確に分析したり、ヒトの疾病状態をより忠実に模擬

することを可能にするので、健康の研究のために大変重要なものとなるだろう。また

このことにより、ヒトの疾病治療のための薬の開発も大幅に加速することにもなるだ

ろう。 
 
○マウス突然変異体生成についての世界規模の共同研究 

このマウス突然変異体生成の世界規模の共同研究では、以下の 3 つの主要なイニシ

アティブがネットワーク化されている： 
1) EUCOMM プロジェクト：欧州委員会から 1,300 万ユーロ資金提供、 
2) NorCOMM プロジェクト：カナダ政府から 440 万ユーロ資金提供、 
3) ノックアウトマウス・プロジェクト：米国 NIH から 3,920 万ユーロ資金提供。 

これらの 3 つの研究プロジェクトを先導している科学者達と、資金提供を行っている

機関の代表者らからなる運営委員会は、各プロジェクトの相補性を確実にして重複を

避けるためにこの共同研究の調整を行う予定である。これらの科学者達と機関が、各

プロジェクトで作られた変異体の資源を科学コミュニティが自由に利用できるように

することに同意しており、そのためそれぞれのプロジェクトの便益が 大化される。

欧米カ以外の他国において、類似のマウス突然変異生成プログラムに取り組んでいる

資金提供機関と科学プロジェクトも、もしこの基本方針に同意するなら、この世界共

同研究に参加することを奨励されている。 
 
○EU はマウス機能ゲノム学に 1 億 3,500 万ユーロ投資 

欧州連合(EU)はマウス機能ゲノム学研究の主要なスポンサーである。2002 年以降、

15 の進行中の欧州共同プロジェクトが、EU の第 5 次、第 6 次フレームワークプログ

ラムから総額 1 億 3,500 万ユーロの資金提供を受けてきた。これらのプロジェクトは、

健康と疾病における遺伝子の働きを解明するためのモデルとして、マウスを使用して

いる。これらの中のいくつかのプロジェクトはマウス機能ゲノム学を成功させるのに

                                                                                                                                                       
9 染色体上の目的とする遺伝子を破壊したり、改変する方法。 
10 International Human Genome Project(HGP): 米国を中心に先進国がヒトゲノムを全て解読して人

の遺伝情報を明らかにし、医学などの分野で役立てようとする国際計画。医療分野で、遺伝子治療を
推進することが大きな目的となっている。ヒトの染色体上に存在する約 30 億対におよぶ塩基配列
(DNA 配列)を解読し、遺伝情報の総体(ゲノム)を明らかにしようとする国際プロジェクトで、1990 年
に米国、欧州、日本を中心として 15 年計画で開始された。その後の技術の改良と進展等により計画達
成時期が早められ、2003 年に終了した。 

11 イン・ビボ(in vivo)：生体内。実験で各種の条件が人為的にコントロールされていない条件という意
味でもある。この対比で、in vitro(イン・ビトロ)：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―がある。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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必要な、新しいツールや技術、資源を開発している。また、聴覚や筋肉形成、腎臓機

能の血管形成、胚幹細胞の分化、および免疫系といった、重要な生物学的作用に関わ

りのある主要な遺伝子の働きを研究するためにマウスモデルを使用しているプロジェ

クトもある。 
(参考) EU が資金提供している研究についての情報：www.ec.europa.eu/research 

 
  
2．米国側の取組み12：NIH ノックアウトマウス・プロジェクトを立ち上げ 
－ゲノム規模の公共資源によりヒト疾患を理解するための新モデルマウス提供－ 

 
(1) 概 要 

国立衛生研究所(NIH)13は、ノックアウトマウス・プロジェクト立ち上げのため、一

連の共同事業14に対して 5 ヵ年総額 高 5,200 万ドルを上限とした資金提供を行う。

このプログラムの目標は、広範囲で公共利用の可能な、マウスゲノムにおけるノック

アウト変異体の資源を作成することである。この資源から作出されたノックアウトマ

ウスはヒトの疾病研究に大変役立つ。 
 

NIH ノックアウトマウス・プロジェクト(KOMP)は、カナダで現在行われている北

米条件変異マウス作成プロジェクト(NorCOMM)と、ヨーロッパで行われている欧州条

件変異マウス作成プログラム(EUCOMM)の、ノックアウトマウスを作出する大規模な

研究と、密接な協力をしながら研究を行う予定である。これらの全プロジェクトの目

標はマウスゲノムにおいて約 2 万のタンパク質遺伝子それぞれに変異体を作出するこ

とである。 
 

「ノックアウトマウスは、遺伝子の機能を調べたり、ヒトの疾病の動物モデルを作

るための強力なツールである。より多くの研究者達がこれらのノックアウトを研究で

きるようになれば、この NIH の枠を超えたイニシアティブ15によって、基礎研究の成

果をヒトの健康改善のための新しい戦略に活用するための私達の取組みが、急速に進

展するだろう」と、NIH 局長であるエリアス・ザフーニ医学博士は語る。「NIH の多

くの構成要素16 がこのプロジェクトを支援するために一つにまとめられ、KMOP が他

の国際的な研究と連携して行われるのは、大変心が躍ることだ。これは 高の科学的

共同作業だ」 
ノックアウトマウスは特定の遺伝子を完全に破壊、もしくは不活性化(knocked out)

させたマウスのことである。マウスゲノムの 2 万の各遺伝子を体系的に破壊すること

                                                  
12 出典：http://www.nih.gov/news/pr/sep2006/nhgri-07a.htm 
13 The National Institutes of Health: NIH 
14 cooperative agreement：NIH 側が研究のアイデアを立案し、NIH と研究者が 50%ずつ研究に対する

責任を持つもの。NIH グラントとコントラクトの中間。 
15 主導。発議。自ら率先して先頭に立ち、他を導くこと。  
16 Components。ここでは、人材、組織、設備などの意味。 
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で、通常の生理発達過程における各遺伝子の働きを割り出すことを可能にする。さら

に重要なことは、研究者達がノックアウトマウスを、ガンや心臓病、神経疾患、糖尿

病、肥満症などのヒトの遺伝性疾患のより良いモデルを作るために使用することがで

きるということである。マウスゲノム配列の完成と同じく、組み換え DNA 技術にお

ける近年の進歩がこのプロジェクトを現在実現可能にしている。 
 
(2) 助成先 

NIH はノックアウトマウス株の作出を行う二つのグループの共同事業に対して、5
ヵ年総額 4,720 万ドルを上限とした資金提供を行う。 

この資金を受領した二グループは、 
(1) リジェネロン・ファーマー・スーティカルズ社17（ニューヨーク州、タリタウン）と、 
(2) オークランド小児病院研究所(CHORI)18（カリフォルニア州、オークランド）、カ

リフォルニア大学デービス校（UC デービス校）獣医学部19、ウェルカムトラスト・

サンガー研究所(WTSI)20（イギリス、ヒンクストン）から成る共同チームである。 
 

さらに NIH は、KMOP のデータ調整センターの設立を目的としたジャクソン研究

所21（メーン州、バーハーバー）の共同事業に対して 5 ヵ年総額 250 万ドルの資金提

供を行う。 
また、NIH はノックアウト株を作るための手法を効率化するために、ペンシルベニ

ア大学22（フィラデルフィア）とマウントサイナイ病院サミュエル・ルネンフェルド研

究所23（トロント）の共同事業に対して資金提供を行う。これらの共同事業は総額で約

250 万ドル、各事業の期間はそれぞれ、3 年間と 2 年間である。 
 
(3) プロジェクトの目的 

「ゲノム規模でのノックアウト・ライブラリー構築には、多くの異なる専門分野の

研究者達の技術が必要となる。私達が集結させた様々な研究者達から成るチームは、

この課題に対応し、世界中の研究コミュニティにこの切望されている資源を供給する

だろう。」国立難聴・伝達機能障害研究所24の所長であり、Trans-NIH ゲノム資源作

業部会の共同議長を務めるジェームス・バッツィー医学博士はこのように語る。 
 

世界の学術研究者達は、今までに約 4 千の個々の遺伝子をノックアウトしたマウス

を作ってきた。これに加えて、国際遺伝子トラップ・コンソーシアム25が、ランダムに

                                                  
17 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 
18 Children’s Hospital Oakland Research Institute: CHORI 
19 School of Veterinary Medicine, University of California, Davis: UC Davis 
20 Wellcome Trust Sanger Institute(WTSI): http://www.sanger.ac.uk/ 
21 Jackson Laboratory 
22 University of Pennsylvania 
23 Samuel Lunenfeld Research Institute of Mount Sinai Hospital 
24 National Institute on Deafness and Other Communication Disorders: NIDCD 
25 International Gene Trap Consortium 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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破壊する手法を用いて、これまで 8 千のマウス遺伝子を変異させた。この二つの研究

ではいくらか変異体の重複があったため、マウスゲノムでは、まだノックアウトされ

ていない遺伝子が約 1 万 5 千残っている。 
 

変異体の重複を避けてマウスゲノムの全遺伝子のノックアウトを作出する効率性を

大限にするために、NorCOMM や EUCOMM と協力して行うこの NIH プログラム

は、全体的に綿密な調整を行う予定である。それに加えて、この欧米カの研究グルー

プは、彼らの研究データと資源を迅速に公開し、世界中の研究者達が入手できるよう

に尽力している。 
 

「この国際的なノックアウトマウス・プロジェクトチームが国際ヒトゲノムプロジ

ェクトで連携したのと同じように、情報の交換と研究成果の調整を行う予定である。」

ノックアウトマウス・プロジェクトの中核となる 5 つの共同事業のうち、3 事業の管

理監督を行う予定の国立ヒトゲノム研究所26、プログラム担当部長コリン・フレッチャ

ー教授はこのように語っている。 
 

この共同事業のもとで、UC デービス校のケント・ロイド獣医学博士、WTSI のアレ

ン・ブラッドリー博士(FRS)27、およびウィリアム・スカーネス博士らと共に、CHORI
のピーテル・ディヤング博士が指揮を執る研究チームは、遺伝子ターゲティングによ

り、5 千の各遺伝子がノックアウトされたマウス ES 細胞28株を体系的に作出する予定

である。 
リジェネロン社 VelociGene 部門のデービット・バレンズエラ博士とジョージ・ヤン

コポラス医学博士は、遺伝子の異なるセットを 3,500種類作ることを目標としている。

両グループはターゲティングベクター29を設計するために解析が完了したマウスゲノ

ム配列の情報を活用し、大規模な自動化技術を使用する予定である。 
両グループ合わせて 8,500 種類の遺伝子をノックアウトしたマウス ES 細胞コレク

ションは、ノックアウトマウスの作出に役立つだろう。 
 
(4) データ等の公開促進 

両グループ以外の研究者達はそれらの ES 細胞とベクターを得ることができる。こ

れらは、生物医学の研究で使用するノックアウトマウスの生株を作るために、迅速か

つ効果的に使用することができるだろう。このプロジェクトの初期段階の間、遺伝子

を変異させるのに使用する ES 細胞株とベクターは、これらを作成したグランティー

ら30から入手することができる。 
                                                  
26 National Human Genome Research Institute: NHGRI 
27 Fellow of the Royal Society: 英国学士院会員 
28 胚性幹細胞。生体外にて、理論上すべての組織に分化する全能性を保ちつつほぼ無限に増殖させる事

ができるため、再生医療への応用に注目されている。 
29 ベクターとは、細胞への遺伝子導入などの目的に用いる寄生性遺伝因子。 
30 NIH の資金助成を受けている科学者。 
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更に、NIH はノックアウトマウス・プロジェクトのリポジトリ31を実行に移すため

のプログラムを公募する準備をしている。このリポジトリには来年資金が提供される

予定であり、全ての科学コミュニティがこのリポジトリからこれらの材料全部を利用

できる。 
 

この研究の別の重要な要素はデータの収集と調整だろう。マーチン・リングウォル

ド博士の指揮のもと、ジャクソン研究所32がノックアウトマウス・プロジェクトのため

のデータ調整センターを設立する予定である。このセンターは研究コミュニティがノ

ックアウト作成のスケジュールと進行状況を追えるための情報を集める。また、同セ

ンターはノックアウトの変異体を全て公に利用可能にするための中央情報資源33とし

ての役目も果たす。さらに、マウスの DNA 配列、マウス遺伝子の追加情報、および

作出されたノックアウトマウスの理学的・生物化学的特徴についての情報などを含ん

だ各データベースの統合も行う予定である。 
 

国立薬害研究所34が運用している二つの共同事業のもと、ペンシルベニア大学のクラ

ウス・ケストナー博士とその同僚の研究者達は、科学コミュニティで も一般的に使

用されているマウス株 C57BL/6 による、ハイスループット35遺伝子ターゲティング／

トラッピングに適した ES 細胞株を作る手法の開発に重点的に取り組む予定である。

彼らはサミュエル・ルネンフェルド研究所のアンドラス・ネイジー博士と同僚の研究

者らが行うこの研究に参加する予定である。また、リジェネロン社は C57BL/6 株のた

めの既存 ES 細胞株とそれ専用の成長培地を 適化するための資金提供を受けること

になっている。その ES 細胞株と成長培地は両方とも、ノックアウトマウス・プロジ

ェクトで使用するため、CHORI が指揮をとる研究チームに供給される予定である。 
「C57BL/6 株の変異体を作るために使われる ES 細胞株の開発を行うことは、この

マウス株で行われてきたこれまでの長年の研究から得た膨大な情報量を活かす、重要

な一歩となるだろう」と NIDA 局長ノラ・ボルコフ医学博士は語る。 
 
 
(5) これまでの経緯 

本日の資金授与をもってノックアウトマウス・プロジェクトは公式な立ち上げを迎

えたのだが、NIH は数年間にわたって同プロジェクトの設立準備を行ってきた。 
2003 年秋に NIH は国際会議を共催し、その会議でマウスの全遺伝子でノックアウ

トを作出するための共同研究を行うべき時が来たと結論づけた。また、このようなプ

                                                  
31 研究の情報・データや成果などを収集・蓄積・保存した倉庫、貯蔵所。 
32 Jackson Laboratory 
33 central information resource 
34 National Institute on Drug Abuse: NIDA 
35 ハイスループット技術：大量の試料について高速にて高速に効率よく解析を行う技術。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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ロジェクトの必要性を訴える解説記事が 2004 年 9 月にネイチャー・ジェネティクス

(Nature Genetics)に掲載された36。 
2005 年 10 月、NIH と英国ウェルカム・トラストは、Deltagen 社（サンカルロス、

カリフォルニア州）とレキシコン・ジェネティクス社（ウッドランド、テキサス州）

が作った、よく特徴づけられたノックアウトマウス株のセットを利用する権利を学術

研究者達に与える契約を交わすことで、 初の具体的な措置を取った。NIH はその 3
年間契約の１年目に、これらのマウスを 250 株ほど入手するため 1,100 万ドル費やした。 

研究者達は以下の URL37から購入可能なノックアウトマウス株の種類やその購入方

法などの情報を得ることができる。      
6 月に NIH は多くの研究者達がまだ入手できていない既存のノックアウトマウス株

を入手するために、2 つの公共のマウス・リポジトリに対して 80 万ドル支払い、ゲノ

ム規模のノックアウトマウス・ライブラリという目標への新たな一歩を踏み出した。

この支払いを受けたのは、カリフォルニア大学デービス校の変異マウス地域資源セン

ター38と、コロンビアのミズーリ／ハーラン大学であり、双方とも国立研究資源センタ

ー39からの支援を受けている。NIH はこの取り組みの成果として、今後二年間で既存

マウス株を 350 株以上預かり、それらを研究コミュニティが利用できることを期待し

ている。 
研究者達はこの取り組みの結果入手できるようになったノックアウトマウス株の種

類とその注文方法についての情報を、以下の URL40から得ることができる。 
このノックアウトマウス・プロジェクトに参加しているのは、19 の NIH の機関、

センター、研究室である41。 
 
（参考）ノックアウトマウス・プロジェクトについての詳細：

http://www.nih.gov/science/models/mouse/knockout/ 
ノックアウトマウスの作出方法と使用目的についてのファクトシート： 

       http://www.genome.gov/12514551 
 

編集：NEDO 情報・情報システム部、翻訳：大釜 みどり 

                                                  
36 http://www.genome.gov/Pages/About/RecentArticles/AustinKnockoutMouseCommentary.pdf. 
37 http://www.nih.gov/science/models/mouse/deltagenlexicon/list.html. 
38 Mutant Mouse Regional Resource Centers 
39 National Center for Research Resources: NCRR 
40 http://www.mmrrc.org/ 
41 国立資源開発センター(NCRR)、国立眼研究所(NEI), 国立ヒトゲノム研究センター(NHGRI)、国立心

臓・肺・血液研究所(NHLBI)、国立老化研究所(NIA)、国立アルコール乱用・アル中研究所(NIAAA)、
国立アレルギー・感染症研究所(NIAID)、国立関節炎・筋肉・皮膚研究所(MIAMS)、国立小児・人間
発達研究所(NICHD)、 国立聴覚・伝達障害研究所(NIDCD)、国立歯研究所(NIDCR)、国立薬物乱用
研究所(NIDA)、国立環境健康科学研究所(NIEHS)、国立総合医学研究所(NIGMS)、国立精神健康研究
所(NIMH)、国立神経異常・発作研究所(NINDS)、国立糖尿病・消化器・腎研究所(NIDDK) 、国立ガ
ン研究所(NCI)、エイズ研究所。 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 
 

国立生物医学画像・生物工学研究所(NIBIB)1の活動状況(米国) 
 

米国の国立生物医学画像・生物工学研究所(NIBIB)は、2000年に設立された新しい

NIH（国立衛生研究所）傘下の国立の研究機関2である。ポイント・オブ・ケア検査

(POCT)3技術、ドラッグデリバリー4技術、画像診断技術など、主に物理や工学技術を

臨床医療分野へ適用する研究に取り組んでいる。 
NIBIBの専従スタッフ数は50名程度に過ぎないが、年間予算は約3億ドルで、その約

75％が外部研究者への研究助成金5であり、研究所内部で行う研究の予算は3%程度で

ある。 
以下では、NIBIBの主な研究活動状況を紹介する6。 

 
1. NIBIB の概要 
 

国立生物医学画像・生物工学研究所(NIBIB)のミッションは、生物医学技術の開発推

進と利用促進により人の健康を改善することである。当研究所は基礎研究と医療を促

進するために、生命科学、工学および物理科学との統合に取り組んでいる。生物医学

画像と生物工学の研究は急速に進歩しており、より学際的になってきている。近年の

技術的進歩は疾患の診療・治療に大きな変革をもたらしており、生物学的プロセスの

理解促進と強力な生物学的研究を実施する新しい機会を提供している。この機会を充

分に利用するために、NIBIB は新しい基礎知識の構築、有力な新技術の育成、有望な

研究者達への支援、および分野横断的な可能性の探求などに重点を置く、堅強な生物

医学画像・生物工学研究プログラムを支援している。NIBIB の 終的な目標は、生活

の質を向上させ病気の苦しみを軽減させるために、研究所で得られた研究成果を人の

健康を促進する解決策に活用することである。 
 

                                                  
1 National Institute for Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB): http://www.nibib.nih.gov/ 
2 NIH 傘下には、国立総合医学研究所(NIGMS)、国立ガン研究所(NCI)、国立ヒトゲノム研究センター

(NHGRI)など 20 の国立研究所が所属している。 
 NIH 全体の研究予算については「NEDO 海外レポート 980 号 米国国立衛生研究所（ＮＩＨ）2007

年度予算教書の概要」（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-02.pdf）を参照。 
3 Point-of-care testing: 簡易キットや小型の機器を用いた、診療・看護などの医療現場で実施する臨床

検査。 
4 Drug Delivery System (DDS): 薬物送達システムともいう。生体内の標的（特定の細胞、組織、器官な

ど）だけに薬物を運搬して選択的に吸着、集積、作用させことができ、副作用を大幅に軽減すること

ができる。  
5 Research project grants(RPGs) 
6 出典：DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES NATIONAL INSTITUTES OF 

HEALTH, National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering:  
http://www.nibib.nih.gov/nibib/File/About%20NIBIB/Budget%20and%20Legislation/FY07%
20CJ%20_NIBIB_%201%2031%2006.pdf（p.5, p.8-12） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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2．NIBIB の主な活動状況 
(1)  ヘルスケア・デリバリー／アクセシビリティを増進するための技術 
 従来の病院を中心とした治療から、初期治療や在宅治療でのサービス提供への移行

は、ヘルスケア・デリバリー7 を促進する可能性がある。この移行によって、大規模な

医療施設へのアクセスが制限される地域においても診療を受ける可能性が与えられる

ため、医療格差の問題解消にも効果がある。ポイント・オブ・ケア検査(POCT)技術は

多くの場合、内蔵型装置に組み込まれた複数の分析機能と結びついている。この内蔵

型装置は、専門家でなくても疾患の検知や診断に使用でき、 適な治療法の選択を案

内することができる。場合によっては、これらのシステムにより患者の自己診断が可

能である。 
 
○研究動向 

将来性があるとはいえ、POCT分野にはまだ課題が残っている。この技術コミュニ

ティ8に緊急に必要なことは、ポイント・オブ・ケアのアプローチから恩恵を得られる

分析を選択するために必要な臨床的連携の確立、特定用途のためのデバイス集積化レ

ベルでの支援、そして既存技術の教育だけではなく、既存のアプローチに関連した新

しいアプローチの有効性を評価する教育を行うことである。これらの課題克服に役立

たせるために、NIBIBは、技術開発者、臨床医学者、および産業界の連携を強めるこ

とで、ヘルスケアのアクセシビリティを促進するという広範な目標を掲げるワークシ

ョップを後援する予定である。このワークショップでは、POCT促進のための臨床的

要求と、小型化、画像化、情報科学との融合に取り組む。POCTの優先的利用への勧

告および現状での技術的課題をとりまとめたワークショップ報告書が作成される予定

である。 
 
 

(2)  再生医療と遺伝子／ドラッグデリバリーのための新パラダイム 
再生医療（ヒト組織工学）は、発生生物学、生理学、疾患発症の研究と同様に、損

傷を受けた組織の交換・修復を行うためのヒト組織の開発の可能性を提供する。工学

原理はドラッグデリバリーの利用を促進するための新しいシステムの設計にも利用で

きる。ペプチドやタンパク質、遺伝子の薬剤と同様に小分子薬もドラッグデリバリー

の対象として広まってきているが、新しい薬剤を基礎研究から臨床の場に移す際には、

より大きな分子薬を、身体の適切な場所、適切な時、適切な濃度で、薬によるダメー

ジなしでデリバリーすることが、ますます重要となってきた。 
 
 

                                                  
7 ヘルスケアを提供する方法の一種。遠隔通信技術（電話、ビデオ会議、インターネット、電子メール、

他）を使用して、直接会わずに行う診療の形。 
8 この分野の研究開発に取り組んでいる研究者、技術者達の集団。 
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○科学的進歩：絹から骨を―極めて複雑に入り組んだ膜 
近科学者達は、ヒトの成体骨髄由来の胚幹細胞と絹でできた骨格から成る骨様組

織を作った。様々な三次元の絹の骨格上で培養された細胞は、様々な骨マーカー9を発

現し、骨様基質を集積した。絹の骨格は人体中ではごく小さな免疫反応しか誘発させ

ないことが発見されており、この物質がヒトに利用する合成組織を作る素材として適

していることを示している。別の研究者達は、人工骨用の特別な成体適合性のあるナ

ノポーラスアルミナ膜を作るために、二つの段階を踏んだ。この膜の表面化学特性を

変化させることにより、研究者達はこの膜上に「細胞の接着剤」を置くことができた。

この接着剤は骨細胞の接着と基質形成の促進に寄与し、さらなる移植材料を開発する

際の助けとなる、骨細胞の行動を制御する手法を提供した。 
 
関連する研究の中で科学者達は、移植箇所の感染の可能性を減らすために、培養下

のゾル・ゲル(sol-gel)に注入された一酸化窒素を用いて、移植組織の表面を覆うことの

有効性を試験した。ゾル・ゲルは、ゼリー状の大量の水と、アルコール、金属酸化物

から作られた薄膜である。この技術は移植箇所に生息することが知られている数種の

細菌の付着を減少させることがわかった。次の段階の研究では、身体は負傷時に自ら

一酸化炭素を放出することを踏まえ、移植組織から生じる追加的な一酸化窒素が創傷

の治癒に影響を及ぼすかどうかを調べる。 
 
○科学的進歩：遺伝子／ドラッグデリバリーを促進するための新戦略 

遺伝子治療（健康な遺伝物質や操作された遺伝物質の、突然変異細胞や機能不全の

細胞への搬送）の研究における新分野は、非ウイルスで免疫反応の発生を抑える新し

い遺伝物質の輸送体の開発である。 
 

NIBIBの研究者達のグループは、自殺遺伝子治療の実験の中で、ポリマー（高分子

化合物）が非ウイルス性の輸送担体としての機能を果たせるかどうかを研究している。

自殺遺伝子治療は、癌細胞を破壊するために、致死性の機能を持ったDNAを運ぶ目的

で使用されている。研究者達は癌細胞に遺伝物質を運ぶことのできる何百ものポリマ

ーを合成した後、その中から も良い候補を見いだすために自動化スクリーニング技

術を使用した。 
 

このポリマーの「ライブラリー」は、研究者達がポリマーを一度に大量に調べ、標

的の癌細胞に対して も効果的なポリマーを選択するための新しい手法である。例え

ば、この研究チームは、マウスモデルの実験で、前立腺癌細胞にジフテリア毒素(DT)
のDNAを運ぶための、 も効果的で も毒性の低いポリマーを特定するためにこのア

プローチを使用した。ジフテリア毒素は、早く分裂する腫瘍細胞とゆっくりと分裂す

                                                  
9 骨（代謝）マーカー：骨が作られる過程で出てくる骨形成マーカーと、骨が破壊される時に出てくる

骨吸収マーカーとがある。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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る腫瘍細胞の両方を標的としており、進行が早い腫瘍細胞（メラノーマなど）や、進

行の遅い腫瘍細胞（前立腺癌など）にとって効果的な治療となる可能性が示唆されて

いる。 
 

超音波は腫瘍へ抗癌剤を運ぶ目的で使うことができる。超音波によって活性化され

るまで薬剤は保護された輸送担体中にあるので、健康な細胞は様々な制癌剤の有害な

副作用を受けずにすむため、超音波化学療法は有望である。NIBIBの研究者は、親水

性の外層と疎水性の内核からできているナノサイズの液滴（ミセル）が、超音波化学

療法に用いる理想的な薬物担体であることを発見した。ミセルが身体中を循環する薬

剤の量を減らし、正常な細胞に取り込まれる薬物の量を減少させることがその理由で

ある。卵巣癌のマウスモデルでの実験では、静脈内に注射されたミセルは、超音波照

射による衝撃で活性化し、高濃度での化学治療を直接的に腫瘍に施した。ドラッグデ

リバリーのために「高性能な」ポリマーを設計している別の研究者達もいる。彼らは

細胞膜を通過する担体の能力を上げるため、周囲のpHの変化を検知して、その局地環

境に適合するために自身の状態を変化させるポリマーを開発した。これらのポリマー

は親水性の状態で細胞膜を通過することができる。細胞内がより酸性の環境になると、

このポリマーは安定性が低下し、細胞内に直接治療物質を放出する。研究者達は、特

定の薬物を特定量デリバリーするために、このポリマーが異なる生物学的状態を摸倣

するよう設計することができる。 
 
○研究動向 
 生命科学と物理科学の境界に位置する新たな学際的分野として、これらの分野を成

熟させるために、継続的に資源を提供していくことがNIBIBに強く求められている。

さらにNIBIBは、基礎研究で得られた重要な科学的進歩を臨床研究に活用し、 終的

にはそれを患者のために活かすことを推進していく予定である。 
 
 
(3)  疾患の早期診断・治療のための画像ツールと技術 

数十年に及ぶ画像科学の進歩により、画像が患者治療において、決定的に重要とま

ではいかないが、重要な要素になってきている。高度な画像技術は、医師達が脳疾患

や癌を含む数多くの疾患を、より正確に、より初期段階で発見・診療・観察する助け

となる。 
 
○科学的進歩：高度な技術 

画像技術の進歩によって、ヒトの疾患や損傷箇所を局部に留め、診断用の細胞組織

を提供し、治療を施し、その治療的介入への反応を観察する、様々な新しい低侵襲的

処置10が促進されてきた。この点から述べると、画像誘導による治療的介入は、時間と

                                                  
10 患者の身体に対する負担や影響をできるだけ軽くした治療。  
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費用の点でより効率的であるばかりでなく、その低侵襲性が合併症や正常な細胞への

ダメージの減少につながる可能性を持っている。例えば、シャント11の設置は、肝臓の

閉塞を回避し、 も重い肝硬変の症状の一つや、その他の肝臓疾患の症状を緩和する。

外科医はX線を使って、血管貫通に使用する中空針の画像を作ることができるが、X線

では血管そのものを画像化することができないため、血管内に針を刺すまでに何回も

試みなければならないことがよくある。この課題を克服するため、NIBIBの研究者達

はX線と磁気共鳴映像法(MRI)を一体化させた複合装置を開発した。彼らは、MRI装置

の中にX線装置をはめ込み一体化するために、画質の低下を 小限に抑えつつ、X線装

置を改造した。この改造後の装置により、患者はX線装置とMRI装置の間を移動する必

要がなくなり、外科医の標的の血管への入針が一回で成功する正確さが増す。 
 

別の研究チームは、「ソニック・フラッシュライト(Sonic Flashlight)」を開発した。

これは、超音波の携帯型のディスプレイであり、外科医が針生検12を誘導し、腫瘍の場

所を確認し、血管にアクセスするために使用している標準的なモニターに取って代わ

るものである。超音波画像を用いる標準的な手順では、外科医がモニター上で超音波

画像を見るために手術の場所から目をそらさなければならない関係上、視覚と手の協

調作業に限界がある。この新しいシステムでは、患者、超音波画像、機器、そして外

科医の手を同じ視野の中に納めており、外科医が超音波の画像上で直接手術を行うこ

とを可能にしている。 
 

別の研究者達は移植手術後の臓器の拒絶反応を非侵襲的に検知する新しいMRI技術

を開発中である。疾患と闘う細胞もしくは免疫細胞に付着する特殊な色素を研究動物

に注射することにより、研究者達は臓器の移植場所におけるこれらの細胞の発達を観

察することができる。動物での研究結果では、移植場所の標識された免疫細胞からの

MRI信号の強さと、生検標本で見られる身体的変化の間には、強い相関関係が見られ

た。臓器の拒絶反応を観察するこの新しいアプローチは、拒絶反応の程度を正確に見

極めるとともに、急性的な拒絶も検知するための別の非侵襲的技術の基盤も築いてい

る。今後の研究では、この技術を医師による早期段階での拒絶反応検知に役立たせる

とともに、臓器の拒絶反応を判断する現在の標準的手法である移植手術後の侵襲的な

生検の必要性を減らすことで患者の生活の質13を向上させなければならない。 
 
 

                                                  
11 正常の循環系路から血流をわきへそらすための血行路。 
12 組織又は体液の一部を、針を用いて採取し、組織を顕微鏡で観察し、疾患の有無を調べる。 
13 quality of life (QOL): クォリティー・オブ・ライフ、生命の質ともいう。人々の生活を物質的な面か

ら量的にのみとらえるのではなく、個人の生き甲斐、精神的な豊かさ、満足度を質的にとらえようと

する考え方。医療や福祉の分野で重視されている。延命技術による生命の長さのみに注目するのでは

なく、患者の日常生活をどれだけ苦痛の少ないものにし、「人間としていかに生きているか」「生き

ている状態の質」を重視するべきという考え方。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.990,  2006.11.29 

14  

○科学的進歩：脳への窓口 
磁気共鳴映像法(MRI)は、身体の軟部組織像を映し出すために15年以上活用されて

きた手法であり、多くの神経系疾患の定期診断に一般的に使われる技術である。機能

的MRI(fMRI)14は、脳活動に伴って生じる迅速且つ微小な酸化変化を測定する比較的

新しい技術である。 
 

高齢の遅発性鬱病患者の脳構造のMRI診断結果では、脳の構造異常がこの鬱病患者

達の 初の発症に関与している可能性があることを示唆している。遅発性鬱病患者は、

認知症や羅患のリスクが増加するとともに、より重い認知障害を発症する可能性が高

い。NIBIBの研究者達は、脳の特定領域の灰白質15の減少が遅発性鬱病の特質である

かどうかを判断するために、脳マッピング技術を使用した。皮質パターンマッチング

と呼ばれる画像解析技術と一体化したMRIスキャンの診断結果は、高齢の遅発性鬱病

患者が、他のタイプの鬱病や認知症とは異なる独特の脳の構造異常を持っていること

を示唆している。しかしながらこの差異を識別するためには、治療と研究の両方の観

点から得られる重要な推論を伴った長期のフォローアップ評価が必要である。 
 

注意欠陥多動性障害(ADHD)16に関連する脳の情報伝達系研究のためにfMRIを使用

しているNIBIBの研究者もいる。この研究は、脳の活動における薬物メチルフェニデ

ートの効果について調べた、初の厳密な二重盲検プラセボ対照試験17であった。さらに

この研究は、ADHDの患者達と、他の類似する疾患、このケースで言うと読書障害の

人達の脳の活動との比較を行った初の神経画像処理研究でもあった。この研究の目標

は、ADHDの患者達と読書障害の患者達の両方に共通して見られる脳領域の異常な活

動を見つけることであった。この試験で薬剤を投与しなかったADHDや読書障害の被

験者は、対照の被験者よりも線条体という脳領域の活動レベルが低いことを研究者達

が発見した。また、メチルフェニデートを投与された後、この脳領域の活動レベルは

対照群と同じレベルまで上がったが、注意を要する作業におけるパフォーマンスの改

善は見られなかった。これらの結果から、研究者達に新たな疑問が生じた―ADHDと

読書障害は、二つの異なる形で患者に症状が出ているのにもかかわらず、なぜイメー

ジスキャンではよく似た脳機能異常を示し、投薬への反応も相似しているのだろうか。

また、更に研究が必要な点は、メチルフェニデートの主要な効果の検証である。この

薬物は注意力を改善するだけでなく、衝動性や多動性も抑える効果があるだろうか。

今後の研究では、ADHDの別の薬物療法での脳の電位差の反応を調べる予定である。 
                                                  
14 磁気共鳴画像装置を用いた機能（特に脳機能）についての研究。 
15 脳または脊髄の中で神経細胞の細胞体が集まった灰白色の部分。 
16 attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): 主症状として、不注意、多動性、衝動性があり、

生物学的な要因が原因となり発現すると考えられている発達障害。 
17 double-blind, placebo-controlled study (DBPC): 医師・被験者両方ともに今飲んでいる薬が本物か偽

薬かどうか教えず(double bind)、薬を投薬したグループ(実験群: experimental group）と偽薬(placebo)
を投棄したグループ(対照群: control group)の結果を比較する調査手法。プラセボ効果を排除する狙い

がある。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.990,  2006.11.29 

15  

○科学的進歩：癌の検知と治療 
様々な癌の形状の診察や観察を行うための非侵襲的手法は、患者の生活の質18を向上

させる。NIBIBの数多くの研究者達がこれを達成する方法を研究している。例えば、

研究者達は動物モデルで、非侵襲的に腫瘍を検知できるプローブ19を開発中である。あ

る研究チームは、ポリマーソームと呼ばれる細胞様の媒体を用いて、ナノプローブを

作成した。これらの小胞は、特定の癌細胞の表面上にあるマーカーを標的とすること

ができる量子ドット（極小の半導体）やその他の蛍光剤を運ぶ。ポリマーソームは生

細胞膜構造と大変類似しており、量子ドットの毒性を大幅に減らし、人への使用を可

能にしている。また、別の研究グループは、酵素と結びつくように特別に設計された

化合物、「高性能な酵素検出」プローブを開発した。このプローブは、酵素を活性化

させることで知られている波長の光に当たると信号を発する。乳癌のケースでは、カ

テプシンと呼ばれる高濃度の酵素が、悪性の腫瘍と患者の予後不良に強く関連してい

る。このため研究者達は、乳癌が自然に発生したマウスモデルでの実験で、カテプシ

ン感知プローブを用いた光学計測法を使用し、乳癌細胞検知を成功させた。この特定

の酵素に焦点を絞ることが可能な技術を開発することで、臨床現場での乳癌検知数が

増加するはずである。上記に述べた両技術の更なる進歩によって、腫瘍の非侵襲的な

方法による画像化が可能になり、MRIをベースにした手法よりも、より低費用でより

利用しやすくなるだろう。 
 

医師達は癌の形状を検知し治療するために、痛みを伴う針生検をよく使用する。こ

の手法は身体の限られた領域からしか試料を採取することができず、有用性が限られ

ている。この限界を打破するため、研究者達は、細胞内と細胞外の水分を識別するこ

とにより、白血病であるかどうか調べるMRIの改良技術を開発してきた。この技術は

医師が、リンパ腫、胸および前立腺の癌を治療し観察することにも役立つ。これらの

疾患は、X線やCTスキャンのような他の画像診断では腫瘍をあまり発見できないため、

突き止めるのは難しい疾患である。それに加えて、この方法は迅速であり（20分程度）、

非侵襲的で痛みを伴わない。 
 
○研究動向 
 生物医学的な画像化の手法は、基礎研究と臨床研究、とりわけ画像誘導手術や生検、

および低侵襲的治療に関して、この先も 優先の研究分野だろう。NIBIBプログラム

の目標は、従来の侵襲的な外科処置に代わって、低侵襲的な画像誘導処置を標準的治

療として位置付けることができるようなツールと技術の開発の研究を支援することで

ある。さらにNIBIBは、臨床造影剤と分子プローブの合成についての研究の支援も続

けていく予定である。この分野の研究では、新たな標的に適応できるプローブの開発、

                                                  
18 前出（脚注 13） 
19 遺伝子や遺伝子産物、タンパク質など特定分子に強く結合し、その同定や単離に使われる薬剤。通常、

放射性同位元素（放射活性をもった同位体）や、蛍光物質などのマーカーで標識した生化学的な物質

を用いる。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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特定の生理学的プロセスによって活性化される「高性能な」プローブの開発、体内で

の複数の生物学的プロセスを同時に画像化・検知できる分子プローブの開発、および

ドラッグデリバリーに用いることができる造影剤の開発を主導することが期待されて

いる。 
翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 
 

EU の FP7 におけるライフサイエンス研究への取組（欧州） 
 

本誌 967 号（2005 年 11 月）では、欧州第 7 次研究開発フレームワーク計画(FP7)1

の原案のライフサイエンス関連部分を紹介した 2。その後、EU 内で検討・修正が進め

られ、2006 年 7 月に FP7 の内容が実質的に決定した 3。 
本稿では、FP7 の 終案の中からライフサイエンス、バイオテクノロジーに関係す

る「テーマ 1：健康」と「テーマ２：食糧・農業・バイオテクノロジー」の全文を紹

介する。 
「テーマ 1：健康」は昨年の原案に比べると、途上国との研究協力、動物実験の禁

止、倫理的・法的・社会経済的な諸問題の検討、患者の安全性保護などの記述が追加

されている。 
「テーマ 2：食糧・農業・バイオテクノロジー」の全文は今回初めて紹介するが、

このテーマは主に食糧・農業分野でのバイオテクノロジーの応用の研究に関する記述

が大部分である。ただ、 後の段落で、エネルギーや環境問題への対応を目的とした

バイオプロセス、バイオリファイナリー、バイオレメディエーション、クリーナーバ

イオプロセスなどが研究の対象として記載されている。 
 
1．テーマ 1. 健康（Health）：（文中のアンダーラインが今回追加・修正された部分） 
 
(1) 目的（Objective） 
 

新たに発生する伝染病などのグローバルな健康問題に取り組みながら、欧州市民の

健康を改善し、欧州の健康関連産業の競争力や創造力を高めることを目的とする。持

続可能で高効率化したヘルスケア・システムだけでなく、トランスレーショナル研究

（実験結果の検証など、基礎研究での発見を臨床用途に展開）、新しい治療法の開発・

検証、高齢者の健康などを含む健康増進・予防の手法、診断ツール・医療技術に重点

を置く。 
 
 (2) 理論的根拠（Rationale） 
 

ヒトゲノムの塩基配列解読やポストゲノム学における 近の進歩が、ヒトの健康と

疾病に関する研究に革新をもたらした。大量のデータを統合し、基礎となる生物学的

                                                  
1 欧州連合（EU）が行う研究開発助成の中心的な政策手段。次期 FP7 は 2007 年から 2013 年までの 

7 ヵ年計画として検討されている。 
2 NEDO 海外レポート 967 号。http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/967/967-03.pdf 
3 NEDO 海外レポート 983 号。http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-07.pdf 

および http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-08.pdf 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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プロセスを理解して、健康関連のバイオ産業で利用し得る主要技術を開発するために

は、診断のための知識と能力の向上を目的として、国レベルでは集めることが不可能

な多分野の専門家・資源を結集する必要がある。 
 

生物医学研究によって実益を得、生活の質を高めるには、健康に関するトランスレ

ーショナル研究が必要不可欠である。このトランスレーショナルな保健研究で意義の

ある進歩を実現するためにも、さまざまなステークホルダー4 が関与する、欧州全体で

の学際的なアプローチが必要とされる。このようなアプローチにより、欧州は世界的

に重要な疾病に対する国際的な取り組みに、より一層効果的に貢献できるようになる。 
 
多くの疾病（例えば、癌、心疾患、感染症、精神・神経疾患、アルツハイマー病や

パーキンソン病といった特に老化に関連する病気など）の臨床研究は、短期間で多数

の患者を必要とするため、複数の研究センターが参加する国際的な研究として行われ

ている。また疫学的研究では、有意義な研究成果を得るために、幅広い人口グループ

を対象とした研究と国際的なネットワークが必要とされる。奇病の新しい診断法や治

療法の開発、またそれらの疫学的研究においても、それぞれの研究に多くの被験者が

必要となるため国際的な取り組みが必要である。欧州レベルで健康政策主導の研究を

行うことによって、各国が保有するデータベースやバイオバンクのモデル、システム、

データ、患者サンプルの比較が可能になる。 
強力な EU ベースの生物医学研究は、欧州のヘルスケア・バイオテクノロジー、医

療技術、製薬産業の競争力強化に役立つ。また、EU と発展途上国が協力して研究を

進めることにより、途上国における研究能力の向上が期待される。また臨床研究の成

果を 大限に生かすためには、公衆衛生の問題に取り組む公共機関や製薬産業分野で

の開発環境の整備に EU が積極的な役割を果たしていかなければならない。研究開発

志向型の中小企業は、ヘルスケア・バイオテクノロジーと医療技術産業における主要

な経済的牽引者である。現在、欧州には、米国よりも多くのバイオテクノロジー企業

が存在するが、そのほとんどは米国企業と較べて小規模かつ未成熟である。EU レベ

ルの官民共同研究活動は、欧州のバイオテクノロジー企業の振興を促進することにな

るだろう。EU レベルで行う研究は、再生医療などの新しい医療技術の適切な法的枠

組みを設定するための、新たな基準や標準の整備にも貢献できる。生物医学研究では

引き続き動物実験が行われており、一般市民と投資家両方にとっての懸念事項となっ

ている。この問題に対し、欧州では動物実験代替手法を中心とした新しい試験方法の

研究開発が進められ、今後国際的なリーダーシップをとっていくことが期待されてい

る。また、動物実験を行わないことによって、関連産業分野における欧州製品の市場

競争力が上がる可能性もある。 
 

                                                  
4 利害関係者。かなり広義な関係者全体を指すことが多い。 
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政策要求に欠かせない研究など、今後取り組まれる活動について次項で説明する。

活動全般を通して、子どもと高齢者層の健康という戦略課題に特に重点が置かれてい

る。「欧州技術プラットフォーム」（例えば革新医療に関するもの）で策定された研究

計画などの長期的な研究については、関連性があれば支援されることになる。これら

を補完し、新しい政策ニーズに応えるために、健康政策問題や労働安全衛生分野など

での活動がさらに支援される可能性がある。 
 

倫理的、法的、および社会経済的な諸問題に関しては、次に示す取り組みの範囲ご

とにそれぞれ検討される。 
 
(3) 取り組み（Activities） 
 
ヒトの健康のためのバイオテクノロジー、ジェネリック・ツール、医療技術： 
 
・ 高速大量処理研究： データの生成・標準化・収集・分析を強化することで、ゲノ

ム、ポストゲノム、および生物医学研究における実験の進歩を促進する。 
 
・ 検知、診断、モニタリング： 非侵襲あるいは低侵襲アプローチに重点を置く。 
 
・ 治療の適合性、安全性、効率性の予測： シミュレーション、薬理ゲノム学、分子

標的アプローチ、動物実験の代替方法などを含む、生物学的マーカー、体内外の手

法、およびモデルを開発・検証する。 
 
・革新的治療の方法と治療行為： 再生医療のための新しい治療ツールなど、多くの

疾病・疾患へ用いるための先進治療法や技術を研究し、研究の成果を整理して開発、

発展させる。 
 
ヒトの健康のためのトランスレーショナル研究：  
 
・生物学的データとプロセスの統合―大規模データ収集、システム生物学（複合系モ

デリングを含む）： 関連する全ての生物のあらゆるレベルの組織で発生する重要な

生物学的プロセスを制御する、何千もの遺伝子と遺伝子産物間の複雑な調整ネット

ワークについて理解を深めるため、膨大な量のデータ生成・分析を行う。 
 
・脳と脳疾患、ヒトの成長と老化に関する研究： 正常な老化プロセスや、認知症な

ど老化に関連する疾病を含む脳疾患、また正常な状態での遺伝子および環境と神経

活動との相互作用を探究する。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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・ 伝染性疾患のトランスレーショナル研究： 新しく発生し得る感染症あるいは再興

感染症（SARS や極めて病原性の高いインフルエンザなど）や抗菌薬耐性、HIV／

AIDS（C 型肝炎の合併感染を含む）の世界的脅威、マラリア、結核などの問題に

取り組む。 
 
・主要な疾病のトランスレーショナル研究―癌・心疾患・糖尿病／肥満、奇病、その

他リウマチ様疾患などの慢性疾患： 臨床研究に特に重点を置き、予防から診断・

治療までの患者志向の戦略を展開する。 
 
欧州市民へのヘルスケア実施の最適化： 
  
・臨床研究成果の臨床治療への移行： 医療現場での意思決定のためのナレッジベー

スの開発や、臨床研究の成果から臨床治療に移行する方法、特に患者の安全と医薬

品のより適切な使用（副作用などによる医薬品の危険性の認識、科学的に実証済み

の補完物や代替医療の利用などを含む）と、小児・女性・高齢者を対象とした特異

的な治療の開発に取り組む。 
 
・ヘルスケア・システムの品質、効率性、連携性（過渡的なヘルスケアシステムを含

む）：効果的な治療行為を可能にする経営判断を実現する。異なる複数の治療法につ

いて、患者の安全を含めて費用・効率・効果の評価を行う。十分な人材の供給を行

うための必要性と必要条件を定義づける。人口の変化（老齢化、社会的流動性と移

住、職場移動などを含む）の分析などを行い、高品質なヘルスケアへのアクセスの

公正さに影響する要因を分析する（不利な条件に置かれたグループによるアクセス

に関する分析も含む）。 
 
・疾病予防強化と医薬品利用の改善： ストレス、食習慣、ライフスタイル、環境要

因や、それらと医薬品との相互作用といった健康決定要因に対応可能な効率的な公

衆衛生活動を確立する。薬剤処方の改善や、患者自身による薬剤服用の改善（安全

対策の側面および医薬品の相互作用を含む）のために、さまざまなヘルスケア環境

での成功する治療法を明らかにする。 
 
・新しい健康治療法と技術の適切な使用： 公衆衛生を十分に保護して役立てるため

に、新しい医療技術（含む装置）や先進的な治療法を大規模に展開する場合の、安

全性および効果の長期的な評価とその監視方法に取り組む。 
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2．テーマ 2. 食品・農業とバイオテクノロジー 
 
(1) 目的（Objective） 
 

社会、環境、経済の諸問題に取り組む新たな研究の可能性を開拓するため、科学、

産業、その他のステークホルダーを統合し、欧州に知識ベースのバイオエコノミー

(KBBE: Knowledge Based Bio-Economy)5 を構築する。社会、環境、経済の諸問題と

は具体的には、より安全で健康的かつ高品質な食品と再生可能な生物資源の持続的利

用・生産への需要の高まり、動物の伝染性疾患や人畜共通伝染病および食品に関連し

た疾病の発生リスクの高まり、農作物や水産物の持続的な供給や安全性に対する脅威

（気候変動に起因するものも含む）、動物保護の問題や農村・沿岸部など地域的な問題

や特定消費者のニーズへの対処などを考慮した高品質な食品への需要の高まりなどで

ある。 
 
(2) 理論的根拠（Rationale） 
 

持続可能でより安全かつエコロジー効果の高い、競争力のある農業、漁業、飼料、

食品、健康、および森林関連産業の基盤を構築するには、微生物や植物、動物といっ

た生物資源の持続可能な管理や生産・利用に関する知識の改革と進歩が必要となる。

これは、テクノロジーに関する戦略 6 に沿って、欧州の農業およびバイオテクノロジ

ー企業、種苗会社や食品会社（特にハイテク中小企業）の競争力を高めつつ、社会福

祉と福利厚生を改善していく上で重要なものである。食物に由来する疾病（肥満、ア

レルギーなど）や感染症（感染性海綿状脳症、鳥インフルエンザなど）に対応するに

は、食品・飼料連鎖、栄養と疾病の関連、食品の選択、食品や栄養の健康への影響な

どに関する研究が必要とされる。これらの研究はまた、公共の分野（動植物の健康と

消費者保護）における政策の実施や今後の政策制定にも役立つ。 
 

欧州ではこれらの分野の産業は多岐に分かれて展開しており、各産業は小規模なも

のが多い。これは欧州の強みのひとつでもあるが、その一方で、異なる産業が同じよ

うな問題にぶつかった場合にばらばらにアプローチするという状況を引き起こしても

いる。EU の法規が変更されて、手順や技術、プロセス、標準などに関して各産業間

で協調や技術の共有化が進むことにより、この問題への一歩進んだ取り組みが可能に

なる。 
 

欧州テクノロジープラットフォーム(ETP: European Technology Platform)のいく

                                                  
5 「バイオエコノミー」という用語には、農業、食品、漁業、林業など生物資源を生産・管理・活用す

る全ての産業および経済部門、またそれらに関連するサービス・供給・消費財産業が含まれる。 
6 「欧州のライフサイエンスとバイオテクノロジーに関する戦略」（"Life Sciences and biotechnology . 

A strategy for Europe” - COM(2002) 27） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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つか 7 は、植物のゲノミクスやバイオテクノロジー、林業その他森林に関連する産業、

国際的な動物の健康、家畜育種、食品・産業バイオテクノロジーなどの分野において、

欧州全体での共通的な研究優先順位の決定に役立っている。また、共通農業政策(CAP: 
Common Agricultural Policy)、農業および貿易に関する問題、食品安全性の規制、欧

州森林戦略(EFS: European Forest Strategy)、EU における動物の健康や病害対策と

福祉に関する標準、持続可能な漁獲および水産養殖の開発と安全な生鮮海産物の実現

を目指す共通漁業政策(CFP: Common Fisheries Policy)の改正などに活用できるナレ

ッジベースを構築するための研究 8 も行われている。これらの取り組みは、今後の社

会状況や経済状況の変化などに応じて、新しい政策ニーズに柔軟に対応していくこと

が期待されている。 
 
(3) 取り組み（Activities） 
 
土地、森林、および水性環境における生物資源の持続可能な生産と管理： 
 

微生物、植物、動物の多様性の探求や持続可能な利用方法などを対象に、ゲノミク

ス(genomics)、プロテオミクス(proteomics)、メタボロミクス(metabolomics)、システ

ム生物学、バイオインフォマティクスなどの「オミクス(omics)」技術の研究を行う。

陸上の生物資源に関する研究では、地力の改善、多様な穀物およびその生産システム

の改良（有機農業、質的生産の実現、遺伝子組み換え生物が環境やヒトへ与える影響

の観察と評価などを含む）、植物の健康、持続可能で競争力があり多機能な農業と林業、

農村部の統合的な開発などが研究対象となる。また、動物の保健福祉・繁殖・生産（ワ

クチンや診断法の研究などを含む）、動物の感染性疾患（疫学研究、動物原性感染症と

その発病メカニズム、動物飼料に関連する疾病などを含む）、気候変動などによる食料

生産の持続可能性と安全性への脅威、動物の排泄物の安全な廃棄などの問題にも取り

組む。水生環境における生物資源に関する研究では、漁業の持続可能性と競争力を高

め、漁業の経営管理に科学的・技術的な基盤を提供し、水生生物の繁殖や福祉などを

含めた持続可能な水産養殖開発を支援することを目的とする。また、農業、漁業、水

産養殖業、農村開発などに関わる政策立案者や関係者のためのツールの開発や、生産

の社会経済的あるいは倫理的な背景などの問題にも取り組む。 
 
「食卓から農場へ」－ 食品、健康、福祉： 
 

食料や飼料の消費者・社会・文化・産業・健康的側面（行動科学や認知科学などを

含む）。栄養や食事に関連する不調や疾病（肥満やアレルギーなどを含む）。ある種の

                                                  
7 「未 来 の 植 物 ( P l a n ts  f o r  th e  Fu t u r e )」、持 続 可 能 な 化 学 技 術 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の ｢産

業 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー ( I n du s tr i a l  B i o t ech no lo gy )｣な ど 。  
8 テーマ「環境（地球温暖化を含む）」の下では、天然資源の持続的な利用と維持に関連した補足的な

研究が行われている。 
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食品類の健康効果。革新的な食品や飼料の加工技術（パッケージ方法などを含む）。食

品・飲料・飼料の化学的および微生物学的な面の品質と安全性の改良。食物連鎖の安

定化および制御。食物・飼料連鎖での環境的な影響。食物・飼料連鎖と地球規模の変

動との相互関係。食物連鎖全体の概念（生鮮海産物を含む）。トレーサビリティ。 
  
食品以外の持続可能な製品・プロセスに関するライフサイエンスとバイオテクノロジー： 

 
エネルギーや環境のため、および新しい営農システムやバイオプロセス、バイオリ

ファイナリーの概念などを含む材料や化学物質などの高付加価値製品の生産のために、

穀物や森林資源、原料、水産物とバイオマス（海洋資源を含む）を改良する。バイオ

触媒、微生物・酵素の開発および改良。林業や森林製品の製造加工。バイオによる環

境修復（バイオレメディエーション）およびよりクリーンなバイオプロセスの開発や

改良、農工業廃棄物・副産物の活用。  
 
出典：Amended proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND THE COUNCIL 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0364en01.pdf 

翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.990,  2006.11.29 

24  

【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 

 
米国におけるヒト胚幹細胞研究を取り巻く状況 

 
(1)  ブッシュ大統領の幹細胞研究への拒否権行使の影響 

アメリカ合衆国のヒト胚幹細胞 1 研究分野は、引き続き主に政策上の障壁に直面し

ている。しかし、医学的・経済的に大きな恩恵が期待されるこの分野を促進しようと

する意欲は、引き続き強い。ヒト胚幹細胞研究に対する連邦政府の助成金を拡大する

ことになる幹細胞関連法案「幹細胞研究促進法案 S.4712 」 は、2006 年 7 月下旬に、

米国の上下両院で承認された。しかし、ブッシュ大統領は、幹細胞研究に対する連邦

政府の助成拡大を支援するこの法案に、拒否権を行使することを選択した。 
大統領の拒否権発動に対する国民の反応はかなり否定的であり、多くのコメンテー

ター達は、もしこの分野の研究の進展によって起こり得る医療の利益を実現できるの

であれば、幹細胞分野の研究を促進する機会を与える必要があると信じている。米国

での胚幹細胞研究への連邦政府の助成が現在のこう着状態にあることは、 悪の場合、

研究の歩みを遅らせ、さらにそれによって得られる成果を も必要としている人々へ

の治療が遅れることになるだろう。 
 

ヒト胚幹細胞研究に対する連邦政府の資金提供の制限が引き続き行われているので、

研究者達は民間から提供される資金に引き続き頼っている。一方で、カリフォルニア

州を代表として、多くの州政府が資金提供を行ってきている。また、胚幹細胞研究の

支援のために、民間の資金提供者達がかなり多額の資金提供を行ってきた。例えば、

ハーバード胚幹細胞研究所 3 への民間からの資金提供は、過去二年間で 5,000 万ドル

以上であったと報じられている。さらに、スター財団 4 は、ロックフェラー大学、コ

ーネル大学医学部ウェイル校、およびメモリアル・スローンケタリング・癌センター

に、幹細胞研究のために 5,000 万ドルを寄贈した。 
カリフォルニア州では、幹細胞研究イニシアティブを主導しているカリフォルニア

再生医療研究所が、重要な資金を調達するために行った、民間の投資者に対する長期

債引当証券（2 億ドルまで認可）の販売が成功してきた。観測筋 5 は、ブッシュ大統

領の胚幹細胞法案に対する拒否権発動は、2006 年 11 月の中間選挙の争点が浮き彫り

                                                  
1 ヒト胚幹細胞：ヒトＥＳ細胞、ヒト胚性幹細胞とも言う。ES細胞は初期の胚の細胞を培養して得られ

る細胞で、血液、神経、肝臓、膵臓といった様々な細胞を作り出すことができ、将来の医療などに応

用が期待されている細胞である。ES細胞はあらゆる細胞や個体にまで分化し得るいわゆる全能性（多

分化能）をもつ。ただしES細胞を作成するには生命の初期段階である胚を壊して必要な細胞だけ取り

出す必要があるなど、倫理的な問題がある。日本では研究のみが許され、臨床には応用できないこと

になっている。 
2 S.471, the Stem Cell Research Enhancement Act: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c109:h.r.810: 
3 http://stemcell.harvard.edu/index.jsp 
4 http://www.newswise.com/articles/view/522351/ 
5 http://www.kaisernetwork.org/daily_reports/rep_index.cfm?hint=2&DR_ID=38674 
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になったと同時に、州政府による資金提供を促進したとも考えている。2006 年 7 月、

カリフォルニア州のシュワルツェネッガー知事は、カリフォルニア再生医療研究所を

支援するために 1 億 5,000 万ドルまでの融資を許可した。 
支援が示されたことの余勢を駆って、カリフォルニア再生医療研究所の独立市民監

視委員会 6 は、2006 年 8 月に 初の研究計画の募集を開始し、2007 年 2 月に助成金

の授与を開始するという内容の決議案を採択した。理事会は、70 件、総額 1 億 5,150
万ドルとなる助成金を計画しており、その全てがヒト胚幹細胞を研究するための助成

である。オークランド・トリビューン紙 7 は、同研究所は以下の方針で助成金を授与

する予定であると報じている。 
・包括的な研究助成金 25 件：幹細胞研究、もしくは長期的な治療を目的とした

分野で幹細胞に密接な関連する研究で成功を収めてきた科学者が対象。助成期

間は 4 年間で、年間 40 万ドル支給の予定。 
・シード助成金（seed grants）30 件：この分野での経験がない科学者達による

研究が対象。助成期間は 2 年間で、年間 20 万ドル支給の予定。 
・共同助成金 15 件：胚幹細胞研究専用の実験室の整備を目的とする。このうち、

幹細胞研究の基礎的な教育を行う 5 つの組織に対しては、助成金が増額される。

資本費用は 200 万～250 万ドルに及ぶ予定。助成期間の 4 年間のうち、その都

度必要となる費用や備品に対しては、年間 40 万ドル支給の予定。 
 
(2)  ヒト胚幹細胞研究の見通し 

米国でのヒト胚幹細胞問題に関する商業的な研究（特に治療薬の開発）に関しては、

今のところ少ない状況にある。現在の政治情勢によりもたらされている問題に加えて、

治療の基礎となる自然の生物学的作用機序についての科学知識の不足や、それに伴う

商業的な展開のための技術的リスクの高さは、商業的投資を行うことに対する大きな

障壁である。しかし、新薬を発見するための基盤（プラットフォーム）として胚幹細

胞を使用することは、当面は、多少魅力があると思われる。また、現在は動物細胞が、

たいていのハイスループットスクリーン 8 の基盤であるが、科学的な進歩が進み、ヒ

ト胚幹細胞研究への支援に関する政治の状況が好転するに従い、ヒト細胞の使用が増

加していくかもしれない。PharmaDD のウェブサイト 9 には、これらの研究と商業的

活動について更に詳しく論じられており、中心的な人物達のリストが掲載されている。 
 

ヒト胚幹細胞研究の商業的な研究活動や、法的な異議申し立ての核心となっている

大きな障壁は、ウィスコンシン大学卒業生研究財団 10 が保有しているいくつかの重要

                                                  
6  ICOC : the Independent Citizens’ Oversight Committee 
7  "Stem cell research finally gets green light" August 3, 2006、 

http://www.insidebayarea.com/search?vertical=archive 
8  創薬のための新技術の一つ。 
9  http://www.pharmadd.com/update/StrategicBriefings/whatsnext.asp 
10 The Wisconsin Alumni Research Foundation: WARF 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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な特許である。これらの特許を自分達が使用できないことを規定する条項に気づいた

研究者達は、場合によっては、この特許の管轄圏外となる米国外で研究を行うことを

選択してきた。「公開特許財団 11」と、カリフォルニアに本拠地を置く「納税者と消費

者の権利財団 12」は、米国特許商標庁に対して陳情書を提出した。その陳情書では、

特許の請求範囲 13 が自明 14 であり当業者 15 に新規性 16 がないという理由から、そ

もそも特許権を認めるべきではなかったと主張している。請求が審査されて審決が下

るまでには数年間かかるだろう 17。 
 

米国での幹細胞研究を混乱させることになるかもしれないが、今増えている診療形

態は、消費者が医療サービスを受けるため他国へ出むくという行為である。このこと

は、メディカルツーリズム 18 による診療が、幹細胞治療を含む商業的なサービスが既

に利用可能であることを示唆している。中華人民共和国、トルコ共和国、アゼルバイ

ジャン共和国、ドミニカ共和国、およびウクライナでは、すでにこのような医療処置

を行っている医療機関が存在している 19。これらの医療機関は、多くの場合、厳格な

臨床試験によって検証されていない細胞治療を施している。ほとんどがその機関自身

で医療処置を行っているが、細胞を提供したり、患者とサービス提供者をつなぐ仲介

業者のような役目を行うだけの機関も存在する。この分野で米国のリーダー的企業の

一つ、Advanced Cell Therapeutics 社は、世界中の 12 の提携する医療センターのネ

ットワークに細胞を供給している。 
 

正当な幹細胞研究者達は、彼らから見て知識や成功例を殆ど持たないニセ医者達が

治療を行っていること、そのニセ医者達がこの研究分野の評判を著しく傷つける危惧

があることに憂慮している。ただし、特に米国に比べ規制が緩い各国が、消費者に対

して多大な健康効果や延命効果の期待を提供するためのリスクを負おうとする意欲は、

医療技術の臨床現場（消費者へ適用する診療）への適用、より規制された市場におけ

る幹細胞研究の混乱状態、そしてより厳しい規制の可能性の観点から、見守る価値が

ある。 
（出典： SRI Consult ing Business  Intel l igence Explorer Program）  

翻訳： NEDO情報・システム部  

                                                  
11 The Public Patent Foundation: PUBPAT 
12 Taxpayer and Consumer Rights 
13 請求項、請求の範囲(claim(s))：特許の出願人が発明について得ようとしている独占権の内容を定義し

たもの。特許権が付与されると、この請求項で示された内容が実際の独占権の範囲となる。 
14 自明性：公知のもの（先行技術）と比較したときに、その分野の当業者に自明でない場合は、特許出

願における発明を定義する請求項は進歩性を伴っていなければならないとする概念。 
15 当業者：特許出願された発明の属する技術分野における通常の知識を有する者。 
16 新規性：請求項の内容は完全に新しいものでなければならないという概念。 
17 “Groups Challenge Key Stem Cell Patents”、SCIENCE、21 JULY 2006、VOL 313、p281 
18 観光と医療をセットにしたパッケージツアーのことで、観光客の本国よりも安い医療サービスが提供

されている。 
19 “Selling the Stem Cell Dream”、SCIENCE、14 JULY 2006、VOL 313、p160-p163 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 
 

バイオ新薬での新株公募で波に乗る ThromboGenics 社（ベルギー) 
－好調なベルギーのバイオテクノロジー関連市場－ 

 
株式市場 Euronext Bruxelles では、バイオテクノロジー関連の銘柄が好調だ。2005

年には、バイオテクノロジー関連の企業が、市場で 1 億 2,000 万ユーロあまりの資金

を調達し、Devgen 社、Galapagos 社のような企業が Euronext に上場している。

OncoMethylome 社は、2006 年中にも上場する可能性がある。バイオテクノロジー部

門への投資は、ベルギーのみならず欧州各地で増えており、2004 年度には、12 億ユ

ーロ以上が欧州で同部門に投資された。市場や銀行がバイオテクノロジーへの理解を

深めたことや、バイオ企業の経営がより厳格になったことなどがその背景にある。 
 
こうした中、ベルギーのルーヴァン市に研究拠点を置く ThromboGenics 社（バイオ

医薬品）が、資金調達のため新株公募（initial public offering: IPO）を実施した。同

社は当初、3,500～4,500 万ユーロの資金調達を目標としていたが、2006 年 7 月 6 日、

3,500 万ユーロの調達に成功して公募を終了したと発表。新規の 777 万 7,778 株のう

ち、80％は欧州内の機関投資家に、残りの 20％はベルギーの小口投資家に割り当てら

れた。 
 
これまで ThromboGenics 社は、米国ロッシュ系列の Genentech 社と組織プラスミ

ノゲン活性剤（tissue plasminogen activator: tPA）に関するライセンス契約を結び、

Genentech 社からライセンス料として 5,100 万ドルを得ていた。しかし 2006 年第 2
四半期をもって契約が終了し、研究開発を継続するための有力な財源を失ったため、

ThromboGenics 社は今回の新株公募を実施したのである。公募の成功で同社は、今後

2～3 年間の研究開発費を確保したことになる。 
 
ThromboGenics 社は、心臓病の世界的権威であるデジレ・コラン教授とルーヴァ

ン・キリスト教大学（オランダ語系）が 1991 年に創設した企業であり、同教授が CEO
（ 高経営責任者）を務めている。従業員は 42 名を数え、研究拠点はルーヴァンに、

本社はアイルランドのダブリンに置かれている。同社は、フランダース・バイオテク

ノロジー大学間研究所（VIB）と緊密な協力関係を構築している。主な株主は Biggar 
Limited という慈善団体で、株式の 58.5％を保有している。なお、株式の 7.8％はコラ

ン CEO が所有している。なお、ベルギーの前首相、ジャンリュック・デハーネ氏が取

締役会のメンバーとなっている。 
 
ThromboGenics 社は現在、臨床段階および臨床前の段階それぞれの医薬品を各 5 種

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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類保有している。臨床段階のものは、血栓溶解に使われる酵素 microplasmin1 を使用

した目の疾患（ガラス体切除、糖尿病による網膜疾患）用のものが 2 種類、同酵素を

使用した心臓血管疾患用のものが 2 種類、それに Staphylokinase を使用した急性心

筋梗塞用のものとなる。臨床前の段階のものには、癌用の Anti-PIGF（TB-403）や、

冠状動脈疾患用の PIGF（胎盤成長ファクター）、血小板減少症用の Anti-VPAC など

がある。なお、証券アナリストは、microplasmin の血管や目の疾患への応用で、数十

億ユーロ単位の売上が期待できるとしている。 
 
PIGF の開発では、ThromboGenics 社は 2004 年、イタリアの Geymonat 社と提携

している。Geymonat 社は、イタリア南部のカターニアに本社を置く民間企業で、ロ

ーマ近郊に研究施設と生産施設を持つ。同社は、処方箋医薬品、大衆医薬品やサプリ

メントなどの研究開発、生産、流通事業を行うほか、医療機器や化粧品部門にも進出

している。コラン CEO は、「両社の提携の目的は、PIGF を臨床段階に持って行くこ

とにある」と説明している。 
 
コラン CEO は、臨床使用のための tPA の生産に初めて成功したという実績がある。

tPA は、急性心筋梗塞治療用の も成功した血栓溶解剤となり、年間の販売額が 5 億

ドルを超えたこともあった。 
 
今後は目の疾患用の医薬品販売、あるいは印税による収入が期待されているが、実

際に採算がとれるようになるのは 2011 年以降と予想されている。ただ過去の例を見る

と、ThromboGenics 社のような企業は、採算ラインに乗る前に大手の企業に買収され

てしまうケースが多いというのが実情である。 
 

＜参考文献＞ 
ThromboGenics ホームページ：http://www.thrombogenics.com/ 

                                                  
1 microplasmin は、糖尿病患者の網膜疾患のような目の病気の原因となるプロテインを溶かす作用があり、

こうした病気の治療薬としても期待されている。 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 

 

ケンブリッジに幹細胞基礎研究所設立計画の発表（英国） 
 
英国は、幹細胞研究における世界のリーダーとなることを目指し、2005 年 12 月に

公表された英国幹細胞イニシアティブ（UKSCI）の報告を受けて政府研究予算の強化

を図るなど、積極的に取り組んでいる。同時に、英国は、幹細胞研究を行うに当たっ

ての規制制度も整備が進んでいると、海外からも高い評価を得ている。 
 
かかる状況の下、2006 年 7 月 25 日、研究開発支援を行うチャリティ団体であるウ

ェルカム・トラスト（Wellcome Trust）がケンブリッジ大学に「ウェルカム・トラス

ト幹細胞研究センター」を同年 12 月にオープンさせるとの計画を発表した。同センタ

ーは、幹細胞基礎研究における国際的な「センター・オブ・エクセレンス」となるこ

とを目指して設立するもので、合計 1,000 万ポンドの資金が投じられる予定だ。医学

研究評議会（Medical Research Council）およびウルフソン財団（Wolfson Foundation）
も、それぞれ 150 万ポンドずつ出資している。 

 
同センターは、世界的に著名な幹細胞研究者であるオースティン・スミス（Austin 

Smith）教授が所長を、フィオナ・ワット（Fiona Watt）教授が副所長をそれぞれ務

める予定である。スミス教授は、エジンバラ大学の幹細胞研究センターの前所長であ

り、2006 年夏にケンブリッジにオープン予定の Institute of Stem Cell Biology のチェ

アを、ワット教授はその副チェアを務める。スミス教授は、次のように語る。「歴史的

に英国は幹細胞研究における世界のリーダーである。現在、米国でヒト胚幹細胞研究

に対する国家資金の投入が禁止されているため、英国が世界のリーダーとしてさらに

飛躍すべき重要な機を迎えている」。 
 
同センターは、幹細胞が個々の細胞型にどのように成長していくかをコントロール

する遺伝的・生化学的メカニズムの解明に特化した研究を行う。幹細胞を操作するこ

とで、特定の病気のモデルを作り出す技術や、新薬開発および再生医療のための基礎

の発見が期待されている。 
 
投資金 1,000 万ポンドのうち 700 万ポンドが、5 年間にわたるコア施設整備と、専

門的な幹細胞生物学の 4 年制博士課程プログラムに充てられる。残りの 300 万ポンド

は、ワット教授の研究チームに与えられる。同研究チームでは、成人の表皮から新た

な毛包や皮膚に脂分をもたらす分泌腺をいかにして作り出すことができるかについて

の研究を行う。この研究は、筋肉や脳細胞を含む他の細胞型の再生や生成の促進にも

応用し得る上、成人の幹細胞を用いた数々の病気や症状の治療方法の開発にもつなが

る可能性がある。 
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同センターの設立計画の発表に当たり、ウェルカム・トラストのマーク・ウォルポ

ート（Mark Walport）ディレクターは次のように語った。「当該分野では、トップレ

ベルの有能な人材が限られていることから、グローバル競争に直面する中、英国の研

究施設の質の良さが極めて優れた研究者を惹き付け、確保する上で不可欠であるとい

うことを証明するであろう」。 
 
また、ケンブリッジ大学は、2001 年にケンブリッジ幹細胞インスティテュート

（Cambridge Stem Cell Institute）を開始させるなど、幹細胞研究を戦略的研究分野

と位置づけて取り組んできている。同大学のイアン・レスリー（Ian Leslie）研究担当

副学長補佐は、「ケンブリッジは歴史的にも幹細胞研究の進歩に大きな役割を果たし

てきているが、今回の新たな研究センターが、伝統的な科学の卓越性の上に、さらに

無数の可能性をもたらすであろう」として、歓迎している。 
 
幹細胞は自己複製能力と共に、より特殊な他の細胞型も作り出す能力を有する希有

な細胞である。幹細胞研究は、いかに人体が成長し、それを維持しているか、いかに

病気が発症しているかについての理解を深めるものであり、将来の医療技術に画期的

な成果をもたらすことが期待されている。その幹細胞研究の世界的な中心地として、

ケンブリッジがますます繁栄しようとしている。 
 
参考文献 
• WellcomeTrust プレスリリース 

概要：http://www.wellcome.ac.uk/doc_wtx032914.html 
全体：http://www.wellcome.ac.uk/doc_WTX032909.html 

• Institute for Stem Cell Biology 
（Autsin Smith 教授がチェアを、ワット教授が副チェアを務める） 
http://66.102.9.104/search?q=cache:S1me3K8GH14J:www.iscr.ed.ac.uk/researc
h/research-groups-austin-smith.html+austin+smith&hl=ja&ct=clnk&cd=1 
http://www.stemcells.cam.ac.uk/ 

 
• ケンブリッジステムセルインスティュート 

設立のプレス発表（2001 年６月）： 
http://asp2.miuk.com/stemcells/documents/CambridgeStemCellFunding.pdf 
組織のＨＰそのもの：http://asp2.miuk.com/stemcells/thecentre.asp 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 
 

昆虫の眼構造を模範にした人工複眼の研究（米国） 
 
  カリフォルニア州バークレー大学バイオエンジニアリング研究グループは、昆虫の

眼構造を模範に人工複眼の作成に成功した。同研究グループは、より広い視界から得

られる情報を収集する為のカメラや検知センサーへの応用を目指している。応用領域

としては、内視鏡や画像誘導手術向けカメラ、移植された光伝送デバイス管理による

様々な臨床治療などが検討されている。 
 
 人工複眼の研究成果は、2005 年にも「Microoptical artificial compound eyes」と

題し発表がなされている。しかし、これは 2 次元に配列したマイクロレンズへセンサ

ーの配列ピッチを縮小し、レンズの光軸をそれぞれ傾斜させたものである。レンズア

レイ構成を 3 枚にすることにより、正立実像や投影された画像が安易に処理されるな

どの利点が挙げられる一方、レンズの位置調整の難易性、フィールドレンズの位置制

度が光量分布に及ぼす影響などの課題が指摘されていた。 
 
 この度開発された人工複眼は数千の極小レンズから成り、従来のマイクロ加工では

二次元構造しか出来なかった構造を三次化し、光導体溝を用いて微小レンズアレイを

統合する為の半球光学システムを用いている。半球状のドームには光を通す為の溝が

数千開けられ、個々の溝の上にはレンズが取り付けられ、昆虫の眼のように六角形に

整列している。レンズと波長誘導するための人工眼は、昆虫の眼と同じように焦点作

用と光の透過作用を行う。 
 
 光受容体細胞は光信号を視神経に伝える役割を果たすが、同種の特徴を CCD 光ダイ

オードの人工複眼を用いて行うことで対応している。開発チームは、レンズと波長誘

導技術が も重要である点を指摘し、コスト対応力が高く複製が容易である製造シス

テムの基盤を固めたとしている。 
 
 人工眼には、数千の極小レンズからなる組織として人工眼の外部層に半球形状のモ

ールドを作り、蜂の巣模様の中にドーム型レンズを配置し、その上に、ポリジメチル

シロキサンの薄いスラブ(PDMS)、エラストマーを応用し、レンズに凹面パターンを作

りあげた。真空チャンバーを開ける際に PDMS 膜を添加し、マイナスの空気圧により

必要となるドーム形状を構築、リソグラフィ技術を応用することにより 8,700 に及ぶ

刻みから成るエポキシレジン性の人工眼モールドの作成に成功している。 
 
  複眼レンズの開発においては、「Next-generation cameras inspired by fruit flies 
and moths」と題し、PhysOrg 5 月号でも取り上げられている。人間の眼が球体容量
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であるのに対し、昆虫の眼は球形上のシェルである点に着目し、複眼はよりコンパク

トで頑強、かつ安価なビジョンシステムへ大きな可能性を秘めている点を指摘してい

る。また、湾曲したレンズを通して得られる個々のビジョン情報は、光行差や「ぼや

け」から生じる焦点エラーを 小限にとどめることが可能だとされている。複眼レン

ズを採用したカメラの市場性としては、小さなスペースで多種にわたるアプリケーシ

ョンが見込まれ、中でも自動車エンジニアリング、セキュリティ、監視、医療、液晶

などの分野が期待されている。 
 
  光学レンズを用いた複眼への研究は 100 年以上にわたり研究者の大きな課題となっ

ていたが、微細光学技術によって、並列型人工複眼と、より感度の高い並列型人工複

眼の作成が可能となった。シリコンウェハ上マイクロレンズ・アレイを構築する際に

フォトリソグラフィ技術を応用し、マイクロレンズは視覚全体へ解像度を上げること

が可能となった。また、大きな焦点深度を採用することにより、並列型人工複眼は被

写体に対し焦点距離を調整する必要のないことも明らかになっている。 
 
参考文献  
・Medical Device Link 

University Researchers Create Artificial Compound Eyes 
http://www.devicelink.com/mpmn/archive/06/07/011.html  

 
・Digitalen Bibliothek Thüringen 

Microoptical artificial compound eyes 
http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=4321  

 
・SPIE 

Microoptical artificial compound eyes: from design to experimental verification of two 
different concepts 
http://bookstore.spie.org/index.cfm?fuseaction=DetailPaper&ProductId=625081&coden= 

 
・PHYSORG.COM 

Next-generation cameras inspired by fruit flies and moths 
http://www.physorg.com/news66562675.html  
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 
 

筋ジストロフィーの進行をストップさせる薬を 
イタリアの研究グループが発見 

 
筋ジストロフィーが治療される可能性は今日まで存在しなかったが、筋ジストロフ

ィーの進行をストップさせる治療薬が、イタリアの研究グループによって 近発見さ

れた。その研究結果が科学専門誌“Nature Medicine”で発表された。 
 
治療薬は、現在乳癌の治療薬として研究されているもので、筋ジストロフィー病の

典型的特徴である筋肉の退化プロセスの進行をストップさせ、骨格筋の質量の再生を

促進すると思われるものである。 
 
研究は、ドゥルベッコ・テレトン財団(DTI: 
Dulbecco Telethon Institute)と協力している Burnham Institute のロレンツォ・プ

ーリ教授によって導かれ、ローマにある DTI の若い女性研究員、ジュリア・ミネッテ

ィ、キアラ・モッツェッタ、シルヴィア・フォルトゥーニの 3 人と、パヴィア大学の

専門家達、ローマ聖母大学の皮膚疾患部の専門家達によって実施された。研究資金は、

テレトン財団とコッリエーレ・デッラ・セーラ紙によって出された。 
 
非常に一般的なデュシェンヌ型筋ジストロフィーを患ったマウスに効果を表した治

療薬は、脱アセチルヒストン酵素抑制剤(deacetylase inhibitors)でトゥリコスタティ

ーナ A(trichostatina A)と命名された。 
 
筋ジストロフィーは、大人になる初期頃に致命的結果を持つ筋肉の退化によって特

徴付けられる遺伝因子による病気の１つである。筋ジストロフィーのより一般的な型

は、3,500 人の男子新生児に 1 人の割合で生まれると言われているデュシェンヌ型筋

ジストロフィーで、女性染色体 X の遺伝子欠陥によるもので、男性のみが罹る。罹患

した男性の 50％は、欠陥遺伝子を持つ健康な母親から遺伝される。 
 
欠陥遺伝子を持つ母親の娘の 50％は罹患しないが、欠陥遺伝子を母親から遺伝され、

娘も健康な欠陥遺伝子保有者となる。一方残り 50％の娘は、遺伝していないと言う統

計が出されている。 
 
10 年間筋ジストロフィーの研究を続けているプーリ教授は、研究員グループととも

に、筋肉の再生を抑制あるいは促進することに関連した行動をとるファミリー酵素 2
つを、過去に発見している。 
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これらは筋肉再生を促進するアセチル‐転移酵素(acetil-transferasi)と反対に筋肉

再生を抑制するアセチル‐脱アセチル酵素(acetil-deacetilasi)である。トゥリコスタテ

ィーナ A は、筋肉再生抑制酵素を消滅させる薬である。 
 
デュシェンヌ型筋ジストロフィー罹患マウスは、トゥリコスタティーナ A 薬を毎日

3 ヶ月投与された結果、マウスの筋肉は縮小せず、反対に筋肉質量を再生させ、健康

なマウスと同様な運動が出来るようになったと言う結果が出された。 
 
プーリ教授は「我々は、新しい筋ジストロフィー治療方法を究明した。今まで唯一

の治療薬としてステロイドが使われていたが、この方法は単なる一時的治療であった。

今回の発見は意義ある前進を意味するものである」と説明する。 
 
「しかしながら、筋ジストロフィーの子供にトゥリコスタティーナ A 薬を投与させ

るにはまだまだ一連の研究を必要とし、人間の患者にも同様な効果を示すことを証明

する必要がある」とも述べ、今回の発見は慎重に扱われるべきだという見解を同教授

は示している。 
 
参考文献 
・ コッリエーレ・デッラ・セーラ紙 
・ テレトン公式サイト（www.telethon.it） 
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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 
 

新細胞療法で米国進出、株式上場を目指す TiGenix 社（ベルギー） 
 
ベルギーのルーヴァン市に本社と研究所を置くバイオメディカル企業 TiGenix 社は、

ルーヴァン大学とゲント大学のスピンオフで、ルーヴァン大学医学部教授 Frank 
Luyten 氏（リウマチ部門の責任者）などにより 2000 年 2 月に創設された。 

 
同社は、傷ついた人間の組織の有効な修復や機能的な再生を目的とする革新的な製

品の開発を行っており、骨と筋からなる組織のエンジニアリング分野での主導的な企

業となることを目標としている。このため同社は、細胞生物学、バイオ素材、生物外

科学などの研究を統合する学際的な技術プラットフォームを基盤とした活動を行って

いる。 
 
中でも細胞療法等を利用する関節炎の完全な治療法の完成が TiGenix 社の重要な課

題となる。関節軟骨の損傷が関節炎の主要因であることから、同社は軟骨の損傷の治

療を当初の目標とし、株細胞を使った独自の技術を利用して同社の主力製品

ChondroCelect を開発した。 
 
既存の療法では、安定した機能的なガラス質の軟骨を作り出すことは難しい。安定

した軟骨の形成を可能にする細胞で、患者自身の組織から派生した細胞を移植する

ChondroCelect は、損傷した関節面の機能回復を目的とした自家組織軟骨細胞移植

(ACI：Autologous Chondrocyte Implantation)の改良プロセスで、生体内に安定した

持続可能なガラス質の軟骨を作りだすことのできる革新的な細胞療法である。ルーヴ

ァン、ブリュージュ、アントワープ、ブリュッセルなどの病院で臨床試験が行われて

いるが、臨床試験は 終段階に入っており、年内には臨床試験の結果が発表され、2007
年には実用化される予定だ。 

 
骨と筋からなるシステムに手の施しようの無い組織の損傷をもたらす病気は、現在、

先進国の入院患者の 15％あまりを占めている。近い将来は高齢化に伴い、この割合が

大幅に上昇することが予想される。TiGenix 社は、生体内でガラス質の軟骨を形成す

る細胞の能力を予想できる特定のマーカー分子を発見することで、特許を取得した細

胞療法 ChondroCelect を開発、こうした症状に対処する道を切り開いた。 
 
TiGenix 社は、従業員 20 人（このうち 11 人が研究開発部門）でスタートし、現在

従業員数は 37 人を数える。同社は、2000 年と 2001 年に当初資金として 100 万ユー

ロを調達した後、2003年には新たに 1,200万ユーロの資金調達を行った。この時は ING 
Private Equityと Capricone Venture Partnersを中心に、Auriga Venture Partners、
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Fagus S.A.（Fortis Private Equity と欧州投資銀行のジョイント・ベンチャー）など

が TiGenix 社に投資している。さらに 2005 年 11 月、1,600 万ユーロの資金調達が実

施され、HSS Venture（ニューヨーク）、ITX Corporation（東京、ロンドン）、Banque 
Generale de Luxembourg（ルクセンブルク）、SRIW（ワロン投資地域会社）などが、

同社の新たな株主となった。TiGenix 社は、新株発行により総計 2,900 万ユーロあま

りの資金調達を行ったことになるが、このほかに研究助成金として 200 万ユーロを得

ている。 
 
同社は現在、2007 年上半期を目処に株式上場を計画し、準備を進めている。ベルギ

ーではすでに、ThrombosGenics 社や Galapagos 社、OncoMethylom Sciences（OMS）
社、Devgen 社といったバイオテクノロジー部門の企業が株式市場 Euronext に株式を

上場しており、TiGenix もブリュッセルの「バイオテクノロジー・バレー」の一員と

なることになる。 
 
なお、TiGenix 社は、2006 年 3 月には米国に進出し、ニューヨークに TiGenix 社を

創設した。同社はすでに、整形外科病院としては米国で も古いニューヨークの特別

外科病院（Hospital for Special Surgery、1863 年創設）との協力を発表しているが、

今後、米国内の主要な医療機関とのパートナーシップの構築に力を入れる。同社の

Beyen 社長は、「米国への進出は、弊社の主力商品である ChondroCelect を世界一の

健康市場に投入するための重要なステップとなる」ことを強調している。同社は、臨

床試験結果の分析の後、米国での ChondroCelect の認可のため、米国食品医薬品局

（FDA）での認可手続きを開始する。 
 
＜参考文献＞ 
TiGenix ホームページ：http://www.tigenix.com/ 
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【 ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 

 
ドイツにおける神経科学の研究拠点：ベルンシュタイン･センター 

 
 連邦教育研究省は、コンピューテーショナル・ニューロサイエンス（計算論的神経

科学）の国内ネットワーク（BCCN1）を構築した。これは、脳の働きの神経学的基礎

を解明して、それをコンピュータでシミュレーションし、その成果を情報技術、医療、

教育などの分野で応用することを目的としている。拠点機関は、2004 年に創設された

ベルンシュタイン・センターである。同センターは、膜理論によって活動電位の本質

をはじめて生物学的に解明したドイツの生理学者ユリウス・ベルンシュタイン（1839
～1917 年）にちなんで命名されたもので、ベルリン、フライブルク、ゲッティンゲン

およびミュンヘンの 4 ヵ所に拠点を置いている。 
 
 これらの拠点では、神経科学、生物、医学、物理、数学、情報工学の各分野の研究

者が結集して研究を行うとともに、若手人材の育成や大学への講師の派遣等を行って

いる。連邦教育研究省は同センターに対し、2005 年から 5 年間で約 3,400 万ユーロの

予算を投入する予定である。 
 
 各拠点における研究で得られた成果は、たとえば医療分野では、脳硬塞後に障害が

残った人の機能回復に応用されることが期待されるほか、情報工学分野では、ロボッ

トの制御や超高速コンピュータの開発に応用されることなどが考えられている。 
 
 BCCN ベルリンではフンボルト大学理論生物学研究所を中心に「精密性と代替性」

をテーマとした研究開発が行われている。一例としては、筋萎縮症や身体障害者（下

半身付随者など）などのための医学的ツールを開発することを目的に、脳－コンピュ

ータ直結インターフェースである「ブレイン－コンピュータ・インターフェース

（BCI2）」の技術を用いた脳波制御システムの研究開発が行われている。これが成功す

れば、脳波でコンピュータのカーソルを動かすことが可能となり、自己表現の可能性

が大きく広がる。 
 
 BCCN フライブルクでは、フライブルク大学生物学第 3 研究所を中心に「ダイナミ

ックス」をテーマとした研究開発が行われている。幅広い研究分野のため、生物、物

理、医学、情報工学、マイクロシステム工学の各学部、大学病院、ニューロ工学分野

の企業（Multi Channel Systems 社、Honda Research Institute Europe 社）が協力

している。たとえば、ヴォルゲッター教授のグループは、人間の脳の学習プロセスを

基礎にロボットの学習プロセスを制御する数学的アルゴリスムを開発している。すで

                                                  
1 BCCN: Bernstein Center for Computational Neuroscience 
2 BCI: Brain-Computer Interface 
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に、20 のニューロンの下で動作を学習できるロボットが開発されているが、将来的に

は欧州の研究者と共同で、人間の子供のように遊びながら学習できる人型ロボットの

開発を目指している。 
 
 BCCN ゲッティンゲンのテーマは神経系の「適応性」で、マックス・プランク・ダ

イナミックス自己組織研究所を中心に、ゲッティンゲン大学の物理、生物、医学の各

学部、マックス・プランク生物理化学研究所、ドイツ霊長類センター、Otto Bock 
HealthCare 社が協力している。ここでは、各神経細胞の分子プロセスの研究や fMRI3、

コンピュータ・シミュレーションなどを用いて人工関節の自己適合化を進める研究を

行っている。 
 
 BCCN ミュンヘンはミュンヘン大学病院神経科を中心に、脳内における「空間と時

間の関係」をテーマに、神経情報処理における興奮モデルの時間的調整の役割の研究、

動作検知と動作処理の理論的・実験的研究を行っている。 
 
 若手人材の育成では、コンピューテーショナルニューロサイエンスの分野で、革新

的で優れたプロジェクト構想を提案した若い研究者にベルンシュタイン賞が贈られて

いる。今年の受賞者は、マックス・プランク・バイオサイバネティク研究所のマティ

アス・ベトゲ博士（33 歳）で、視覚システムが莫大な情報量から認知に有用な入力情

報を推量する仕組みについて研究している。同博士は今回の受賞で 125 万ユーロの賞

金を獲得し、これを基に独自の研究グループを立ち上げることにしている。 
 
参考資料 

・ハンデルスブラット紙 2006 年 9 月 13 日付け“Das Roboter-Programm” 
・冊子 Bernstein Zentren – Forschung für die Zukunft、連邦教育研究省発行 
・パンフレット Bernstein-Zentren für computational Neuroscience、連邦教育研究発行 
・連邦教育研究省ホームページから 
 Nationales Netzwerk Computational Neuroscience (www.bmbf.de/de73063.php) 
  Bernstein Preis: Junge Hirnforscher erhält 1,25 Milionen Euro 
  (www.bmbf.de/press/1883.php) 
 
参考ホームページ 

・BCCN のメイン HP：www.bernstein-zentren.de 
・BCCN ベルリン：www.bccn-berlin.de 
・BCCN フライブルク：www.bccn-freiburg.de 
・BCCN ゲッティンゲン：www.bccn-goettingen.de 
・BCCN ミュンヘン：www.bccn-munich.de 
                                                  
3 fMRI: Functional Magnetic Resonance Image．脳の活動を MRI を用いて画像化する方法。 
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【個別特集】国際展示会参加報告 
 

「エコプロダクツ国際展 2006（シンガポール）」出展報告 
 

NEDO 技術開発機構 総務部広報室 
 吉田早輝子 

 
1.「エコプロダクツ国際展 2006（EPIF2006）」の概要 

2006 年 10 月 31 日－11 月 2 日の日程で、シンガポールの Suntec Singapore 
International Convention & Exhibition Centre にて「エコプロダクツ国際展

2006(Eco-products International Fair 2006 International Conference)」が開催され、

NEDO 技術開発機構(以下、NEDO)もアジア地域で環境・省エネルギー技術開発に係

る成果を広くアピールすべく参加した。 
 「エコプロダクツ国際展」は、毎年、東京ビッグサイトで開催されている「エコプ

ロダクツ展」の国際展示会と位置づけられ、今年で第３回を迎える。今回のテーマは

「すべての人により良い環境を」であり、アジア生産性機構（APO）・シンガポール生

産性本部（SPRING Singapore）・シンガポール廃棄物管理リサイクル協会（WMRAS）
の主催により開催された。 
 今回の展示会は総勢 140 以上の団体・企業（日本からは 27 の団体・企業）が参加

し、入場者数は 3 日間で約 35,000 人（主催者発表）と盛況裏に終了した。展示会と同

時並行で、環境ベストプラクティスを広く普及させるための国際会議「“Growing the 
Economy”－Learning from the Best Eco-Practices」も開催された。 

   
会場、サンテックシンガポール           エコプロダクツ国際展 2006 会場 

      入り口（写真中央の建物） 
 

2. NEDO の出展概要 
 NEDO ブースでは、環境技術開発部の 3R（Reduce, Reuse, Recycle）関連技術、省

エネルギー型廃水処理技術、石油精製汚染物質低減等技術、光触媒利用技術をパネル

と試料などのサンプル品展示により紹介した。3R 関連技術であるエコセメント技術に

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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ついては、エコセメントの製造プロセスを紹介した DVD も上映した。 
また、NEDO の役割や事業全般をパネルと DVD 映像で紹介するとともに、今回初

めて京都メカニズムクレジット取得事業についてもパネル紹介を行った。 

   
展示会場全体風景               NEDO ブースでの DVD 上映 

  
賑わいを見せる NEDO ブース(同右) 

 
開催初日(10 月 31 日)には、シンガポール環境水資源省大臣のヤコブ・イブラヒム氏

（Dr. Yaacob Ibrahim）が展示会場内を視察され、小林ジャカルタ事務所長が挨拶。 
2 日目（11 月 1 日）には、シンガポール環境水資源省上級政務次官のエイミー・コ

ー氏（Dr Amy Khor）が NEDO ブースを訪れ、小林所長の案内によりブース内のパネ

ルや展示品を全てご覧いただいた上で、多岐に渡るご質問をいただくなど、大変興味

を持っていただいた。中でもシンガポールが今年中にも京都議定書を批准する方向で

あり、コー上級政務次官自らも批准作業に関わっておられることから、NEDO の京都

メカニズムクレジット取得事業については、高い関心を示された。 
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NEDO ブース内にてケナフ素材に触れる    同じく光触媒の試料を手にとってご覧になる 

コー上級政務次官                    コー上級政務次官 

 

NEDO ブースへの来場者は 3 日間共多数で、NEDO ブルーと白が調和した大変明る

く落ち着いた雰囲気と、技術開発の試料などサンプルを展示したことで、来場者に手

に取っていただきながら、技術に関心を持っていただくことができた。 
また、今回展示したエコセメントやペットボトルのリサイクル技術、またケナフを

利用した技術に対する関心は各階層を問わず、非常に高いものがあり、来場者の環境

への関心度の強さを感じた。 
 

3. 展示パネルの概要および展示品 
(1) NEDO の概要 
(2) 京都メカニズムクレジット取得事業の紹介 
(3) サルファーフリー軽油製造のための高機能新規脱硫触媒の開発 
  軽油中の硫黄分を 10ppm 以下（サルファーフリー）に低減する、画期的な高機

能新規触媒の開発により、環境問題に対して大きく貢献 

ヤコブ・イブラヒム環境水資源省大

臣:小林ジャカルタ事務所長と 
 

NEDO ブースに来訪されたエイミ

ー・コー環境水資源省上級政務次官 
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(4) ケナフによる環境保全の取り組み 
  成長速度が速く二酸化炭素の吸収能力が高いケナフから繊維を取りだし、ボード

加工する技術により、森林資源の保護及び CO2 の固定化を目指す 

 
(5) 冷媒フロンのケミカルリサイクル技術の開発 
  使用済みエアコンから回収した冷媒フロン（HCFC-22）をフッ素樹脂原料とし

て再生利用する技術の開発 
(6) 省エネルギー型廃水処理技術の開発 
  高濃度オゾンを利用した、余剰汚泥の発生を抑制し、離分解性化学物質の除去を

可能とする省エネルギー型の高度廃水処理技術 
(7) ペットボトルリサイクル 
  使用済みペットボトルをポリエステル樹脂原料に化学的に分解し、異物や色を取

り除き、再び重合させてバージン品と差異のない高純度ポリエステル樹脂にリサイ

クルする技術 

 

(8) エコセメント製造技術 
  都市ゴミ焼却灰や下水汚泥などの廃棄物を主原料にして、セメントを製造する技

術 

 
(9) 光触媒利用放熱部材による冷房空調負荷低減システムの開発 
  親水化機能を有する光触媒を塗布した外壁部材に散水システムを組み合わせ、夏

場の冷房負荷を低減する技術 
 
4. 全体を通じて 
 展示会全体では、日本の自動車メーカーや家電メーカー、化学メーカーなどがエコ

製品を PR しており、各ブースとも賑わいを見せていた。また地元シンガポールから

（展示） 
ケナフ素材、加工プロセスとケナフボード 

（展示） 
ペットボトルのリサイクルプロセス 

（展示） 
ごみ焼却灰とエコセメント 
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も多くの企業・団体が参加しており、製品のデモンストレーションを行って開発した

商品・技術を紹介していた。本展示会の来場者は学会関係者をはじめ、産業界関係者、

若手研究者、理工系学生、家族連れ、中高生団体、買い物客など層が幅広く、またシ

ンガポールのみならず、近隣のアジア諸国からも多くの方々が来場され、NEDO ブー

スも賑わいを見せた。 
本展示会のような場で技術開発の紹介を行うことは、NEDO（及び日本）の先端技

術開発や方向性への理解を深めていただくのに役立つと同時に、開催国及び国際機関

との連携を通じ、現場の声やニーズを聞くことで、NEDO の協力の可能性や事業実施

の可能性について検討する良い機会であると感じた。今回のようなアジア諸国での展

示会出展は、NEDO のエネルギー・環境技術の更なるアピールの場として実りの多い

ものであり、有意義であったと考える。 

  

 
 

■エコプロダクツ国際展 2006 
NEDO 展示ブースの運営スタッフ 
（写真左より） 
 
環境技術開発部 藤原主査 
環境技術開発部 永水主査 
環境技術開発部 小林主査 
ジャカルタ事務所 小林所長 
総務部広報室 吉田主査（記） 
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【個別特集】国際会議参加報告 
 

 第 15 回国際選炭会議及び展示会参加報告（中国） 
 

NEDO 技術開発機構 石炭事業部 

辻 誠 

 

1. 本会議への参加目的 

NEDO では平成 12 年度(2000 年度)より、中国、インドネシア、ベトナムの炭鉱技

術者を対象に日本の炭鉱等を活用した国内受入研修を行うとともに、日本の炭鉱技術

者等を中国、ベトナム、インドネシアの炭鉱等に派遣する海外派遣研修、ワークショ

ップなどの国際交流事業を行い、技術移転を進めることによる、炭鉱の生産・保安管

理技術の向上を目的とした「炭鉱技術海外移転事業」を実施している。 
今回その一環として、海外産炭国にて、国際交流及び技術動向についての調査を実

施し、得られた成果を国内受入研修、および海外派遣研修に反映させることを目的に、

中国・北京で開催された「第 15 回国際選炭会議」に参加した。以下、概要につき紹介

する。 
 
2. 開催日程及び運営体制 

日程：平成 18 年(2006 年)10 月 16 日－平成 18 年(2006 年)10 月 20 日 
会場：中国：北京国際会議中心 
主催：中国石炭工業協会、国連経済社会局(UNDESA) 
協賛：中国砿業大学 
事務局：中国石炭工業協会国際合作部、中国石炭工業協会選炭分会 

 
 
3. 選炭会議の国際組織委員 

豪州、カナダ、ハンガリー、インド、日本、ポーランド、ロシア、スロバキア、南

アフリカ、トルコ、イギリス、米国、チェコ、ウクライナ 
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4. 本会議の開催概要 

(1) 中国石炭工業協会 范維唐 会長 開幕挨拶 

1950 年から始まり半世紀以上を経て今回で 15 回目。中国は 1972 年から参加し、現

在 16 ヵ国からの委員で構成。中国でこの会議を開催することは中国のみならず世界の

選炭業界にとって大変有意義。 
ここ数年世界の経済は発展を遂げている。2005 年には世界のエネルギー資源の生産

量と消費量は油換算で 100 億トンであり、その内石炭の消費は 27％。世界の経済発展

の中で石炭の果たす役割は重要である。S02、煤塵、温暖化ガスやその他有害物質の発

生のような、石炭の利用によって引き起こされる環境問題は、世界的規模で拡大。CCT
や石炭のクリーンで効率的な利用技術の開発は世界的にエネルギー技術開発において

重要。 
中国の経済発展に伴い、中国の石炭産業は急激に発展。2005 年には石炭生産量は

21.9 億トンに達し、一次エネルギー生産の 76％、および消費の 71％にも達した。同

時に中国の選炭産業も急速に発展。2005 年の選炭実績は 7 億 3 百万トンであり、これ

は石炭生産量全体の 33％を占める。この内一般炭は 4 億 3 百万トン、原料炭が 3 億ト

ン。2005年の選炭技術統計によれば、重液選炭が全体の 41％を占め、JIG選炭も 41％、

浮選は 12％、乾式選炭他は 6％。 
選炭は石炭をクリーンかつ効率的に利用する重要な方法ということは、共通認識。

選炭産業の発展は、絶え間ない健全な経済発展の促進と同様、エネルギー・環境との

調和の取れた発展にも密接に関係する。それ故、進んだ技術、管理モデル、機器設備

の調査研究に関する国際的な交流と協力を強化し、選炭産業の発展を一層推進したい。 
 
(2) 開催概要 

参加登録者数 489 名、内中国以外の参加者 257 名（イギリス、ロシア、日本、南ア

フリカ、豪州、ドイツ、米国、ポーランド、ウクライナ、チェコ、イラン等）で実際

は 500 名を超える参加者。日本からは NEDO 他 6 名が参加。新製品と新技術の展示

会も同時に開催。会議室と隣接したホール部分で、パネルによるプレゼンテーション、

カタログの展示、実物の展示。言語は英語、中国語及びロシア語の同時通訳。 
講演内容としては、大きく分けて以下の通りであった。 
①カントリーレポート（13 ヵ国） 
②選炭工場設計･建設（7 論文） 
③選炭工場の管理･操業（9 論文) 
④石炭前処理（5 論文） 
⑤比重選別（12 論文） 
⑥浮選（13 論文） 
⑦乾式選別（2 論文） 
⑧微粉処理とスラリー技術（10 論文） 
⑨脱水、濃縮と凝集（8 論文） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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⑩モニタリングと自動化（7 論文） 
⑪選炭と環境（9 論文） 
⑫実収率の 適化（5 論文） 
⑬低品位炭の高品位化（3 論文） 
⑭その他（15 論文） 

以上の 13 ヵ国のカントリーレポートと 105 論文を、それぞれのセッションに分か

れ発表。発表論文を国別に見ると、開催国の中国が も多く 34 論文、次いで豪州から

14 論文、米国から 14 論文、ロシアから 10 論文の発表があり、発表国は 17 ヵ国。日

本からは 3 論文の発表。 
 

5. 所感 

本会議及び展示会に参加し、第一に感じたことは中国の選炭業界の活況である。中

国の経済発展を支えるエネルギー源の 70％程度が石炭であり、この位置付けは将来に

渡って不変とのこと、自ずと石炭に係わる産業は活況を呈すると思われる。取りわけ、

選炭業界は石炭の回収率向上に直接貢献し、また環境に優しい石炭利用や、世界的規

模で推進されている地球温暖化防止にも寄与できることから、各セッションにおける

中国側の意気込み、勢いを感じる。 
技術的動向に着目して各セッションを見ると以下の通り。 

【ジグ選別】 

中国でのジグ選別の活動状況の紹介。ポーランドのジグは、日本で研究・開発・

実証がなされた台形波形を利用したものとの事。新しい技術として原炭選別ジグ等

も紹介され、重液選別に主役の座を奪われた感のあるジグ選別であるが、技術とし

ては健在。 
【比重選別】 

重液サイクロンに関する発表が多く、選別技術の柱となっている。3 産物を生産す

る重液サイクロンもあり。また、中国にて脱硫のために重液サイクロンを使用した

論文が発表されたが、無機物の脱硫に今後も比重選別技術の応用の期待が持たれた。

完全脱硫は目指さないものの、商業的に着実に硫黄低減を図る努力があり。 
【乾式選炭】 

水資源の乏しい地域や環境問題の厳しい地域での導入が予想される。中国製の乾

式選別機のデモンストレーションが行われた。この乾式選別機は既に中国で稼動し

ているだけでなく、アメリカ・インドネシア･フィリピン等にも輸出。Chen Qingru
氏（中国）の論文に基本的な 3 タイプの乾式選別機が紹介されている。中国では、

商業規模の技術として発展。 
【集中監視技術】 

豪州の AE(Acoustic Emission)を利用した重液サイクロンの監視システムはユニ

ークであった。炭鉱では AE 技術は山はね予知のために開発導入されたもので、そ

の技術が選炭機の監視に使われるのは意外。また、灰分計の開発の話があったが、
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豪州で開発された中性子・γ線を利用した計測器であるが、やはり石炭輸出王国で

ありユーザーへの品質保証のために灰分計の開発が盛んとの印象。 
【浮選機】 

中国製浮選機やイギリス製スマートセル等も紹介。カラム浮選機の優位性を動か

す内容は見当たらず。 
【廃水の処理方法】 

フィルタープレスが中心。 
【低品位炭の高品位化】 

豪州の技術に注目。既に、インドネシア東カリマンタンで百万 t／年の生産規模の

工場を建設、2008 年には 5 百万 t／年規模にする予定。 
【展示ブース】 

中国企業が多数参加し、その中で一番目を引いたのが重液サイクロン。屋外に実

機、屋内に模型を展示していた。模型といっても実際に水を流動させ、しかも並列

タイプで一度に 3 産物に選別可能であった。この技術は中国が今世界で一番、海外

の技術を導入し発展させたのだろうが、中国の貪欲さが見られた。 
大型フィルタープレスの展示有り。総体的に中国製品は海外の二番煎じという感

じで価格が日本のメーカーに比べ格安であったが、作りや性能といった品質は疑問。

これからの発展は十分に期待される。 

   
 

 
 
 
秋の北京はスモッグに覆われた街であった。日本もかつてはこうであった。現在、

中国も環境問題には力を入れており、きっと近い将来黄金色の北京の街が戻ってくる

のを期待したい。その時こそ、石炭がクリーンなエネルギー資源として確固たる地位

を築いていると思われる。 

振動篩（処理能力 500～1000t/h、 
給鉱粒度 300mm 以下、網面積 25.5
㎡） 

3 産物重液サイクロン 
（処理能力 650～800t/h、給鉱粒度 100mm 以
下、寸法 7000×4100×2800） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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【個別特集】NEDO 海外事務所報告  
 
 国家ナノテクノロジー・イニシアティブの 3 年毎レビュー（概要） 

－その 2－ 
NEDO ワシントン事務所 

松山貴代子 
 

全米科学アカデミー(National Academies of Science: NAS)の全米研究委員会(National 
Research Council: NRC)が今年 9 月に発表した『大きさの問題：国家ナノテクノロジー・

イニシアティブの 3 年毎レビュー（A Matter of Size: Triennial Review of the National 
Nanotechnology Initiative※：以下「レビュー」という）』は、「21 世紀ナノテクノロジー

研究開発法（21st Century Nanotechnology Research and Development Act：以下「ナノ

テク法」という）」に盛り込まれた、外部機関による 3 年毎のレビューを義務付ける規定

に従って策定された報告書である。 
 

NRC の「レビュー」では、3 年毎に見直しの対象となる事項注 1 を、国家ナノテクノロ

ジー・イニシアティブの見直し（第一章：前回レポートで概説）；トラッキングとベンチマ

ークの進捗状況（第二章）；経済的影響（第三章）に整理分類して評価しているほか、第一

回目レビューの一環として、レスポンシブルなナノテクノロジー開発を保証する基準・ガ

イドライン・戦略の必要性を査定する一回限りの調査研究（第四章）、および、分子自己組

織形成の技術的可能性を判定する一回限りの調査研究（第五章）も実施している。ここで

は、第二章から第五章までを概説する。 
 
I. トラッキングとベンチマークの進捗状況 
 

科学技術のベンチマーキングでは、客観的な国際的査定を行うために必要なデータ収

集や数量的分析が少なからぬ課題を提示することになるが、これはナノテクノロジーに

も当てはまる事実である。NNI レビュー委員会(Committee to Review the National 
Nanotechnology Initiative)では、各国のナノテクノロジー研究開発（R&D）支援状況

                                                  
※ http://www.nap.edu/catalog/11752.html 
注 1 ①国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）の技術面での実績評価；②省庁間および研究分野

間における NNI の管理・調整の見直し；③各省庁の NNI 活動予算レベル、及び、各省庁が予算内で

NNI の目標を達成出来るか否かの評価；④NNI が、民間部門への技術移転、及び、学際的 R&D の推

進で成果をあげているかどうかの評価；⑤NNI が、倫理面・法制面・環境面・社会面の問題を十分に

検討しているか否かの評価；⑥NNI の新目標、又は、目標改正の勧告；⑦NNI に掲げられた目標を達

成するために必要な新しい研究分野、パートナーシップ、管理メカニズム、および、プログラムの勧

告；⑧ナノテクノロジー研究開発活動に関し、政策変更、プログラム変更、および、予算配分変更の

提言；⑨NNI の目標達成度を評価する査定基準の改善勧告；⑩全米ナノテクノロジー調整局（National 
Nanotechnology Coordination Office）のパフォーマンス見直し；⑪ナノテクノロジー研究開発に関す

る、米国とその他諸国の現状の比較分析；⑫ナノテクノロジーが米国経済に現在及ぼしている影響の

分析。 
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を評価する際に利用される主要因子の一つが官民の投資であるとしながらも、各国政府

の予算編成や支出計算方法が異なるために、これらの比較が容易ではないことを強調し

ている。とはいえ NNI レビュー委員会は、投資やインフラストラクチャー等のインプ

ット要素と、科学出版物や特許といったアウトプット指標をベンチマーク情報として収

集・分析し、米国が現時点ではナノテクノロジーR&D においてリーダー的存在である

こと、その一方で、激しい国際競争に直面していることを結論としてあげている。 
 
政府投資では、日本や欧州連合のナノスケール R&D 予算が米国の現行予算（年間

10 億ドル）に匹敵するほか、多数の諸国から新イニシアティブ立上げの報告が入って

きている。このため、大統領の科学技術諮問委員会(President’s Committee of Advisors 
on Science and Technology: PCAST) で は 科 学 技 術 政 策 研 究 所 (Science and 
Technology Policy Institute)に、米国政府と外国政府の予算を比較評価する調査研究を

実施するよう依頼したところである。一方、ナノテクノロジー関連企業へのベンチャー

キャピタル投資に関するデータ注 2 は、米国のベンチャーキャピタル産業が他国よりも

遙かに発達していることを示し、米国のリーダーシップが今後数年間続く注 3 ことを示

唆している。 
 
ナノテクノロジー投資発のアウトプット指標で評価可能なものが、科学出版物と特許

発行数の動向であるが、①ナノテクノジーが未だ発見・開発の初期段階にあり、②各国

のナノテクノロジー定義の相違や報告データの一貫性欠如が指標の追跡調査を複雑化

させていることが、アウトプットのベンチマークを非常に難しいものにしている。米国

内に限ってみても、NNI 投資から生まれた出版物や特許に関するデータの収集は、こ

の種のデータの追跡・収集を担当する中心的機関が存在しない為に極めて困難であると

いう。NNI レビュー委員会では、ナノテクノロジーR&D 投資、結果として生まれるイ

ノベーション、および、ナノテクノロジーの営利開発を示す優れた相対的指標が存在し

ないことを指摘する一方で、既存データから、ナノスケール研究への投資とイノベーシ

ョンが世界的に増長していることは明白であると結論づけている。また、米国がナノテ

クノロジー関係出版物の数注 4 や特許数では依然として世界トップの地位を保ってはい

るものの、他諸国がこのギャップを急速に縮めつつあるという警告を発している。 
 

                                                  
注 2 Cientifica の『2003 年ナノテクノロジーの好機報告(2003 Nanotechnology Opportunity Report）』

によると、ナノテクノロジー関連企業へのベンチャーキャピタル世界投資総額は 2002 年に 2 億 6,170
万ドルで、この内の約 79%にあたる 2 億 700 万ドルが米国企業へ、約 12%（3,010 万ドル）が英国企

業、約 5%（1,260 万ドル）がドイツ企業への投資であったという。 
注 3 NNI レビュー委員会は、2003 年 10 月に日本に設立されたナノテクノロジービジネス推進協議会

(Nanotechnology Business Creation Initiative)がナノテクノロジービジネスの新設、および、世界的

リーダーとなる為に必要な土台作りを目的とするものであることに言及し、日本国内では近い将来、

ナノテクノロジーに投資するベンチャーキャピタル会社の増加が予想されると指摘している。 
注 4 世界中で出版されたナノ科学やナノ工学に関する発表論文に占める米国論文の割合は、1990 年代初

めには 40%であったが、2004 年には 30%未満まで減少している。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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《提言および提案》 
· NNI 投資が参加各省庁の戦略目標や NNI 自体の広範な目標に如何に貢献している

かを査定評価する能力を確立するため、NNI に参加する連邦政府機関は全米ナノテ

クノロジー調整局(National Nanotechnology Coordination Office : NNCO)や財政

管理予算局(OMB)と協議して、年間の予算要求額・認可額・歳出額を報告・記録す

る一貫した方法を策定し、その向上に努めるべきである。 
· NNI レビュー委員会は、（アウトプットの）原点を NNI 投資に遡ることができるア

ウトプット指標に関してデータを収集・追跡記録するための適切なテクニックや手

順の調査を、NNI の下で独立研究機関に委託することを提案する。 
 

II. 経済的影響 
 

ナノテクノロジーの経済影響を追跡するために必要なデータや指標が、種類・量・質

の面で大幅に不足しているほか、ナノテクノロジーの経済影響を信頼できるデータや厳

密な実証枠組みに基づいて評価するというより、仮説や推量に基づいて予測する傾向に

ある。ナノテクノロジーは未だ発見・開発の初期段階にあるため、現時点でこの技術の

経済的影響を測定することは時期早尚であるうえ、将来これを分析するとしても、経済

指標―ナノテクノロジー開発の結果生まれた雇用や被雇用者等―の厳密な解析を助長

するデータが収集され、メトリクスが策定されない限りは、経済影響の分析は困難であ

る。NNI レビュー委員会は、高質なデータを将来の経済影響評価に利用する意向であ

るならば、方法論や新たな指標を策定する可能性について調査する必要があると指摘し

ている。また、初期段階にあるとはいえ、ナノテクノロジーを商業化する活動の為の指

標注 5 策定を今開始して、こうした活動に関するデータベースを維持していくことが重

要であると明言している。 
 
《提言》 
· NNI の経済的影響を長期に亘って査定評価していく基礎を確立するため、ナノスケ

ール科学工学技術小委員会(Subcommittee on Nanoscale Science Engineering and 
Technology : NSET 小委員会)は先ず、政府ナノテクノロジーR&D 投資から生まれ

た米国経済の利益を数量化するためのメトリクスを策定するフィージビリティにつ

いて調査研究を実施するか、または、委託するべきである。調査研究では、商務省

の持つ経済分析に関する専門知識、および、米国産業界対象の世論調査能力を活用

すべきである。                                    

 
 
                                                  
注 5 も重要な指標は、ナノテクノロジー関連知的所有権の動向、および、出版物他研究アウトプットの

動向；ナノ科学やナノテクノロジー分野での科学者・エンジニア・技術者の訓練；技術移転の動向。

NNI レビュー委員会では、ナノテクノロジーの社会的・経済的利益の実現を支援するためには、R&D
から商業用途への技術移転に関するデータを改善する必要があると結論付けている。 
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III. レスポンシブルなナノテクノロジー開発 
 

NNI レビュー委員会の見解では、レスポンシブルなナノテクノロジー開発とは、ナ

ノテクノロジーのもたらすプラスの貢献を 大限に活用し、マイナスの影響を 小限に

抑えるというバランスのとれた努力をさす。従って、技術の応用と潜在的影響の双方が

検討されねばならないとしている。NNI のプログラム構成分野(Program Component 
Area)の一つである社会的局面は、（1）ナノテクノロジー開発のもたらす環境・衛生・

安全面(environmental, health and safety : EHS)の影響および付随するリスクの査定

評価、（2）教材や学部課程、技術教育や市民啓蒙といった教育関連活動、（3）ナノテ

クノロジーが社会にもたらす影響の確認および数量化を目的とする研究、という 3 つ

のサブトピックを網羅しているが、NNI レビュー委員会のこの分析では現在の EHS 研

究に焦点をあてている。 
 
レスポンシブルなナノテクノロジー開発の調査研究は今回一回限りの実施であるた

め、 NNI レビュー委員会では、国家ナノテクノロジー諮問委員会 (National 
Nanotechnology Advisory Panel)や NSET 小委員会のナノテクノロジーの環境・衛生

影響に関する作業部会 (Nanotechnology Environmental and Health Implications 
Working Group : NEHI 作業部会)、および環境保護庁(EPA)といった政府機関、ウッド

ローウィルソン国際センターの新興ナノテクノロジー・プロジェクト (Projects on 
Emerging Nanotechnologies) や 国 際 生 命 科 学 協 会 (International Life Sciences 
Institute)といった非営利団体、および、英国の王立協会／王立工学アカデミー(Royal 
Society and Royal Academy of Engineering)等の近年の EHS 関連活動や研究報告に

ついて言及している。 
 

NNI レビュー委員会は、こうした米国内外の活動や研究報告の考察によって、ナノ

テクノロジーEHS 影響に関する情報やデータや分析がどれほど少ないかが明らかにな

ったと述べている。人造ナノ材料のリスク度を厳密に評価することは現時点では不可能

であると断言し、こうした評価を可能にするためには、更なるリスク評価プロトコルの

作成と、一層の研究が必要であると主張している。また、人造ナノ材料が実験動物の健

康に悪影響を及ぼすという証拠があることに言及し、リスクに基づくガイドラインやベ

ス ト プ ラ ク テ ィ ス を 策 定 す る 際 の 基 礎 と な る 再 現 可 能 で 十 分 特 性 化

(well-characterized)された EHS データの利用が可能となるまでは、労働者や一般市民

の健康や安全、および、環境を守る予備手段をとることが賢明であると示唆している。

一方、ナノテクノロジーの倫理・社会的影響に関しては、科学者やエンジニア、社会学

者や毒物学者、政策策定者や一般市民を巻き込んだ統合的アプローチが必要であると主

張している。 
 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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《提言および提案》 
· ナノテクノロジーのレスポンシブルな開発を保証するため、ナノテクノロジーの

EHS 影響に関する研究を拡大すべきである。人造ナノ材料が国民の健康や環境に及

ぼす影響を査定評価するためには、実施される研究が明確に定義されていて再現可

能でなければならず、（1）ヒト、野生生物、および、その他生態系受容体の原料物

質被ばく量を推定し、（2）職業性被ばくや環境被ばくがヒトの健康やエコシステム

に及ぼす影響を査定し、（3）被ばくに関連するリスクを特定・査定・管理する効果

的な方法が開発されねばならない。 
· NEHI 作業部会は、連邦政府のナノテクノロジー研究支援機関とナノ製品規制・監

視機関の情報交換の場を提供し、レスポンシブルなナノテクノロジーの研究開発・

応用・監視に必要な調査研究他の活動の確認・優先順位付け・実施を助長し、ナノ

テクノロジーEHS 影響研究に関する情報をその他政府機関や非政府機関へと連絡

する中枢機関の役を果たしている。効率的かつ協調的な方法でレスポンシブルなナ

ノテクノロジー開発を進めるため、このような政府機関は全利害関係者との協力を

継続していくべきである。 
 

IV. 分子自己組織形成 
 

分子自己組織形成を分子サイズの材料やデバイスの作成に利用することが技術的に

可能であるか否かの判定を依頼された NNI レビュー委員会では、2005 年 2 月に専門

家ワークショップを開催して、技術情報を考察し、問題を討議した。材料の加工に関し

ては、半透性膜(semi-permeable membrane)のような比較的複雑な材料も、分子自己

組織形成を体現するプロセスによって毎日加工されており、期待通りの材料特性を作る

こつは、温度の変化や不純物の付加といった作業条件の適切なバリエーションを見つけ

ることにかかっているため、分子自己組織形成は材料加工に利用可能であるという結論

に達した。また、デバイス加工の方は、医療診断用のセンサーといったシンプルなデバ

イスが、分子自己組織形成を体現するプロセスを利用することで毎日組み立てられてお

り、構造が幾分複雑なものであっても、更に精巧な自己組織形成プロセスで生成するこ

とが出来るため、分子自己組織形成はデバイス加工にも利用可能である。 
 
しかしながら、複合物体の大量生産のように、さらに複雑な材料やデバイスの加工と

なると、シンプルな自己組織形成プロセスが期待通りの成果をあげる見込みは極めて低

くなる。何故かというと、システムが複雑になって相互運用する部品の数が増えれば増

えるほど、プロセスのどこかの時点でエラーが発生する確率が高まるためである。シン

プルな自己組織形成にはエラー修正メカニズムが存在しない。この為、複雑度がある程

度に達すると、シンプルな自己組織形成プロセスによる生成高は取るに足らないものと

なる。一方、実用的な製造システムではこうした問題を、構成物質の運動に関する動的

制約や、並べ替え(sorting)や浄化といったエラー修正プロセスによって解決している。
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従って、NNI レビュー委員会の前に浮上してきた重要タスクは、さらに精巧な加工プ

ロセスで、より複雑な材料やデバイス、しいては複合システムそのものをボトムアップ

方式で生成出来るか否かの評価ということになった。 
 
生体系を組み換えて、生きた細胞の外でこれを作動させた実験証拠があがっており、

多くの生物工学研究者は、こうしたシステムが将来の製造プロセスの土台を形成するこ

とになると確信している。更に、インフォメーション・テクノロジーとその関連部門の

製造技術や研究の動向も、原子レベルの正確さで造形する能力を持つ加工プロセスがい

ずれは開発されることを示唆している。NNI レビュー委員会によると、理論計算は今

日でも可能であるが、化学反応サイクルやエラー率、作動速度やボトムアップ型製造シ

ステムの熱量効率を確実に予測することは現時点では不可能であるため、加工製品の

（いずれは達成可能であろう）完璧度や複雑度を自信を持って予測することは出来ない

としている。また、生体系の熱量効率その他能力を大幅に上回るシステムの開発へと繋

がっていく 適な研究経路を予告することも現時点では不可能である。NNI レビュー

委員会によると、抽象モデルに結び付く実証試験や長期ビジョンを導くことになる実証

試験を実現させる能力に基づいて調査員に研究資金を給付することが、この目標達成に

は 適であるという。 
 
 
（参考）米国国家ナノテクノロジー・イニシアティブ関連 NEDO ワシントン事務所レポートリスト 
 
2006: 
国家ナノテクノロジー・イニシアティブの 3 年毎レビュー(概要)－その 1－ 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-11.pdf 
国家ナノテクノロジー・イニシアティブの 3 年毎レビュー(概要)－その 2－ 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/990-12.pdf 
「国家ナノテクノロジー・イニシアティブ」年次報告書概要その１－2007 年度大統領予算案に対する補

足資料 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/986/986-01.pdf 

「国家ナノテクノロジー・イニシアティブ」年次報告書概要その 2－2007 年度大統領予算案に対する補足

資料 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-11.pdf 

「人造ナノ材料の為の環境・衛生・安全面での研究ニーズ」報告書の概要 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-10.pdf 

上院商業・科学・運輸委員会の通商・観光・経済開発小委員会における「ナノテク商業化による経済開発

促進」に関する公聴会：概要 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/978/978-02.pdf 

国家ナノテクノロジー・イニシアティブ  2007 年度大統領予算の研究開発投資 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/973/973-19.pdf 

2005: 
下院科学委員会におけるナノテクの環境面・安全面での影響に関する公聴会概要 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/968/968-11.pdf 
『ナノ材料への被爆がヒトの健康に及ぼし得る影響を特定する為の原則』 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/966-02.pdf 
米国「国家ナノテクノロジー・イニシアティブの 5 年間」（概要）- 国家ナノテクノロジー諮問委員会

（NNAP）報告書 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/958/958-01.pdf 

米国「国家ナノテクノロジー・イニシアティブ」年次報告書（概要）- 2006 年度大統領予算案に対する補

足資料 
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http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/955/955-01.pdf 
米国「国家ナノテクノロジー・イニシアティブ」戦略プラン（概要） 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/948/948-01.pdf 
2004: 
米国国家ナノテクノロジー・イニシアティブ会議:概要 (1/2)(2004/4/15) 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/931/931-02.pdf 
米国国家ナノテクノロジー・イニシアティブ会議:概要 (2/2)(2004/4/15) 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/932/932-02.pdf 
21 世紀ナノテクノロジー研究開発法（その 1）(2004/1/16) 

http://www.nedodcweb.org/report/2004-1-7.html 
21 世紀ナノテクノロジー研究開発法（その２）(2004/1/30) 

http://www.nedodcweb.org/report/2004-1-30.html 
2003: 
米国ナノテクノロジー法案：その概要と審議の行方(2003/5/15) 

http://www.nedodcweb.org/report/2003-5-15.html 
2002: 
米国のナノテクノロジー政策 (その 1)＜国家ナノテクノロジー・イニシアティブ ＞(2002/7/31) 

http://www.nedodcweb.org/report/2002-7-31.html 
米国のナノテクノロジー政策  (その 2)＜連邦政府各省庁のプログラムと省庁間連携プログラム＞

(2002/8/15) 
http://www.nedodcweb.org/report/2002-8-15.html 

米国のナノテクノロジー政策（その 3）＜国家ナノテクノロジー・イニシアティブの評価＞(2002/8/29) 
http://www.nedodcweb.org/report/2002-8-29.html 
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【エネルギー】風力発電 

 
欧州技術プラットフォームで風力の研究開発が最優先課題に（EU） 

 
欧州風力エネルギー技術プラットフォーム（European Technology Platform for 

Wind Energy：TPWind＊）の正式な発足により、欧州で再生可能エネルギーの研究が

本格化している。発足に際してブリュッセルで開かれた会議には、政府と産業界から

関係者らが出席し、プラットフォームの第一段階で行われる研究開発の主要課題を確

認した。 
 
TPWind は、風力エネルギーに関する政策議論や今後の研究のための中心的フォー

ラムとなることを目指している。また、国際協力の中核拠点としての役割も視野に入

れており、風力エネルギーの研究があまり進んでいない加盟国への支援も行っていく。 
 

© Dirk Ingo Franke 
 
風力エネルギーは欧州の主要な再生可能エネルギー源であり、適切な資金投資が行

われれば、2030 年までに EU で消費される電力の 23%を生産することが可能であると

されている。この目標に到達するために、TPWind は革新技術に基づく研究開発に向

けた共同戦略の遂行によって EU を支援する。 
 
プラットフォームの主な焦点は、共同研究開発を通して風力エネルギーの生産コス

トを下げることにある。国際エネルギー機関（IEA）によると、研究開発に取り組む

ことにより風力エネルギーの生産コストを約 40%削減することが可能であるとのこと

である。 
 
 

                                                  
＊ http://www.windplatform.eu/ 
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現在行われている風力エネルギーの研究開発 

これらの目標に向けた取り組みは、EU 支援のプロジェクト“UpWind”によって既

に進められている。このプロジェクトは第 6 次フレームワークプログラム（FP6）が

資金提供を行っており、より良い風力タービン部品の特定と開発を目的としている。

このプロジェクトが目標としているのは洋上ウィンドファームにおける使用など将来

の大規模なエネルギー生産に対応できる部品の設計であり、 大数百 MW の発電容量

がもたらされる見通しである。このプロジェクトは 3 月から行われており、うまく行

けば欧州の風力エネルギー生産容量が増加する可能性がある。 
 
UpWind プロジェクトは、あらゆる風力タービンの設計に重点を置いており、空気

力学、空力弾性、ローターの構造および材料設計に取り組む。同プロジェクトにはデ

ンマークのリソ国立研究所（Risø National Laboratory）が率いる欧州で 高レベル

の専門家が集結している。リソ国立研究所以外の参加メンバーには、オランダ、ギリ

シャ、ドイツ、スペイン、英国、フィンランド、ベルギー、ポーランド、チェコおよ

びスウェーデンの諸機関も含まれる。プロジェクト期間は 5 年であり、総費用は約

2,200 万ユーロである。 
 

出典：Wind energy research top priority for new technology platform 
http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_06_11_12_en.html 
 

翻訳：山本 かおり 
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【環境】化学物質対策  
 

飲料水中のヒ素を除去する「鉄サビ・ナノ粒子」（米国） 
 
 ライス大学・生物環境ナノテクノロジー・センター1 の研究チームが、サビの超微粒

子間に働く予期せぬ磁気相互作用に関する新発見を基に、飲料水からヒ素を除去する

革新的で低コストな技術を開発している。この技術は、汚染された井戸により年間数

千件のヒ素中毒が起きているインドやバングラデシュなどの開発途上国に暮らす数百

万の人々に役立つものである。 
 
 この新しい技術は 11 月 10 日に発行された雑誌“Science magazine”に掲載された。 
 
 「飲料水のヒ素汚染は世界的な問題である。ヒ素を除去する方法はあるが、そのた

めには電気で動く大規模な機械設備と高圧ポンプが必要である。我々の方法は簡単で、

電気も必要としない。論文に記載されているナノ粒子は高価なものであるが、現在、

鉄サビとオリーブオイルを使って鉄サビ・ナノ粒子を製造する新しい方法について研

究を行っている。その方法では、ガス台付の台所以外の設備は必要としない」と論文

の筆頭者である Vicki Colvin センター長は述べている。CBEN の技術は、ウィルスよ

り小さいサビの粒子間に働く磁気相互作用の新たな発見を基にしている。 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

鉄サビ・ナノ粒子によるヒ素の固定と磁石による除去を示す 

イメージ図 
 

                                                  
1 Rice University's Center for Biological and Environmental Nanotechnology (CBEN) 
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 「このくらい小さな磁性粒子は強い磁場の中のみで作用すると考えられていた。我々

は様々な大きさの粒子を作る方法を見出したところだったので、懸濁液から粒子を取

り出すのにどのくらい強い磁場が必要かについて実験することにした。しかし、ナノ

粒子を取り出すのに大きな磁石が必要でなく、手に持てる大きさの磁石でも間に合う

場合があることが分かった時は非常に驚いた」と Colvin は言う。  
 
 実験では、単一の大きさの鉄酸化物粒子のみを水の中に懸濁させて、その粒子を懸

濁液から取り出し、純粋な水を得るために必要な磁場が掛けられた。取り出した後の

微粒子を観察したところ、磁場によって引っ張り出された粒子は凝集しないという結

果は得られなかった。 
 
 化学教授の Colvin によると、実験結果はむしろナノ粒子間そのものに磁気相互作用

があることを示しているとのことである。 
  
 共著者の Doug Natelson は、「粒径が小さくなるに従い粒子に働く力は急速に減少

していくはずであり、粒子を取り出すには非常に大きな磁場が必要であると予測する

ことは従来のモデルでは当たり前であった」と説明する。 
 
 物理学・天文学助教授の Natelson は、「この実験の場合、結果的にナノ粒子が相互

間で実際に力を出し合っていることが分かった。そして、手に持てる大きさの磁石が

数個のナノ粒子をゆっくりと動かし、移動がいったん進み始めると、ナノ粒子全体が

効果的に力を合わせて全体が懸濁液から引き出されることになる」と述べる。 
 
 Colvin は、「この現象はナノスケールの場合に起こり得るユニークな相互作用の一

例である」と述べている。 
 
 鉄がヒ素と結合しやすいという周知の性質を利用して、Colvin の研究チームはヒ素

で汚染された水を使った実験を繰り返し、粒子が汚染水のヒ素濃度を EPA が定める米

国の飲料水基準よりもはるかに低いレベルまで下げることを見出した。 
 
 Colvin のグループはライス大学・土木環境工学の Mason Tomson 教授のグループと

共同でヒ素除去処理技術のさらなる開発に取り組んでいる。「Tomson の試算は、この

方法が従来の排水処理で対応できない場所には実際に役立つ可能性があることを示し

ている」と Colvin は言う。鉄サビ・ナノ粒子用の出発物質は安いので、大量生産が可

能になれば、材料の価格は非常に安いものになるであろう。さらに、大学院生の Cafer 
Yuvez は、開発途上国の村人が酸化鉄ナノ粒子を作ることができるような方法を数ヶ

月にわたり研究している。主な原材料は鉄サビとオリーブ油あるいはココナツ油から

得られる脂肪酸である。 
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その他の共著者には、研究者の Amy Kan、ポスドク研究者の William Yu、そして

大学院生の John Mayo、Arjun Prakash、Joshua Falkner、Sujin Yean、Lili Cong
および Heather Shipley が含まれている。 
 

研究資金は国立科学財団(National Science Foundation:NSF)から提供された。 
 
出典：'Nanorust' cleans arsenic from drinking water 

http://media.rice.edu/media/NewsBot.asp?MODE=VIEW&ID=9032&SnID=1
290918917 
http://www.rice.edu/media/nanorust_arsenic.html 

   © Copyright 2006 Rice University. Used with permission. 
 
                              翻訳：山本かおり 
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【環境】節水 

 
「エアー・シャワー」により 30%の節水が可能（オーストラリア） 

 
家庭で水を有効に使うことの重要性が次第に認識されているオーストラリアにおい

て、豪州連邦科学産業研究機構(Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation：CSIRO)の研究チームが、シャワーを使う時に空気を加えることによっ

て水の使用量を 1/3 減らすことができる方法を開発した。 
 
 研究チームが開発したのは簡単な「エアー・シャワー」デバイスである。これを従

来のシャワー・ヘッドに取り付けると水滴の中に小さな空気の気泡が入る。シャワー

の使用感は水滴の量も勢いも従来と同じだが、水の使用量はずいぶん少なくなる。 
 
 メルボルンにある CSIRO 生産・材料工学(Manufacturing Materials Technology)
の研究者によると、このデバイスはシャワーの使用水量を約 30%減らしながら水流の

容積は大きくするとのことである。  
  

 
 
 オーストラリアの一般的な家庭は年間 20 万リットルの水を使用しており、その約

1/3 近くをシャワーに使っている。つまり、エアー・シャワーによって年間 1.5～2 万

リットルの水を節約できることになる。これを全人口に広げると、年間にしてオリン

ピック用スイミングプール 45,000 杯分以上の節水につながる。 
 
 空気をシャワー・ヘッドに混入して節水をするという一般概念は新しくないが、

CSIRO が開発した技術は新規性のあるものである。 
 
 Jie Wu 博士が率いる研究チームによって開発された空気混入デバイスは、標準的な

シャワー・ヘッドの内部に取り付ける小さなノズルからなっている。ノズルは、直径

の異なるベンチュリー管からなっており、その大きさにより水流の圧力と流速を変化

させる。空気は局所的に生まれた真空によってベンチュリー管に吸い込まれ、空気と

水が混合され、水流の中に小さな気泡が発生する。   



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.990,  2006.11.29 

61  

 空気混入デバイスを使った小規模な実験でこのシャワー・ヘッドを使用した人たち

は、通常のシャワー・ヘッドを使ったときと同じ水圧、感覚を体感できると述べてい

る。 
 
 CSIRO における約 2 年間の研究開発の後、この空気混入シャワー・ヘッド(Aerated 
Showerhead)技術は商業化の段階に来ている。「空気混入シャワー・ヘッドは節水に非

常に効果的であることが分かった。現在はこの研究成果を市場性のあるデバイスにす

るための開発に参加してくれるパートナーを探している」と Wu 博士は述べる。 
 
 Wu 博士は、ノズルの価格を 20 ドルより安くし、各家庭で取り付けられるようにし

たいと考えている。 
 
出典：‘Air shower’ set to cut water use by 30 per cent 
   http://www.csiro.au/csiro/content/standard/ps2g2,,.html 
   Copyright © CSIRO, 2003-2006. Used with permission of CSIRO. 
 
                             翻訳・編集：山本 かおり 
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【環境】森林保全 

 

森林減少の終焉は近い？（世界） 
－専門家は地球森林資源の新しい評価方法を提唱－ 

 
 森林の伐採から植林へ移行する国と地域が増えている。これは全世界に転機をもた

らすものと期待される。これまでにない斬新な方法を利用して世界の森林を評価した

研究者らはこのような報告をしている。 
 

11 月 14 日に米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of 
Science of the USA)に発表されたこの論文※は、中国、フィンランド、スコットランド

およびアメリカのさまざまな学問分野（林学、環境工学、生態学、地理学、資源経済

学、農業経済学）から 6 人の研究者たちが独自の発想に基づいて、「森林の回復がおお

むね進行中である」との共通の意見に達し、それを共同で発表したものである。 
     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世界 50 ヵ国における 1990～2005 年間の森林変化 

  縦軸：森林密度の年変化率(%/yr)、横軸：森林面積の年変化率(%/yr) 

縦軸の右側にある国は森林面積が拡大している。横軸の上にある国は森林密度

が高くなっている。対角線(赤)より上の国は森林蓄積量が増大している。 
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調査した 50 ヵ国のうち、1990 年から 2005 年の間において国の面積に対する森林

面積の割合(%)が も急速に減少したのはナイジェリアとフィリピンであり、 も早く

拡大したのはベトナム、スペインおよび中国である。 
  
森林蓄積量は、インドネシア、ナイジェリアとフィリピンでは も急減していたが、

ウクライナとスペインでは も急速に増加した。 
 
絶対量からみると、インドネシアとブラジルでは森林面積及び蓄積量ともに も大

きな減少が見られたが、中国とアメリカは も大きな増加を成し遂げた。 
  
「森林評価法により世界の国々を森林減少と森林増加の国に二分し、各国の森林の

拡大、木材、バイオマス、炭素蓄積などの変動原因を究明することが必要である」と、

本論文の筆頭者であるフィンランド Helsinki 大学の Pekka E. Kauppi 教授は述べて

いる。 
 
 共著者のアメリカ Rockefeller 大学の Ausubel 氏はこう言っている。「土地利用が大

きく変化しており、これが『地球の丸坊主化』を食い止め、2050 年までに地球景観を

大きく復元し始めるかもしれない。そうなると、地球上の森林面積が 10 パーセント、

およそインドの国土面積に相当する 3 億ヘクタールも拡大するだろう。」 
 

「人口の減少または貧困化を伴わずに、森林面積と密度の回復に直面している国が

増えつつある。人々に誤った安心感を与えるかもしれないが、我々の研究成果は森林

回復に関する楽観的見通しに根拠を与えている」と、Kauppi 博士は付け加える。 
 
 
出典：The Forest Identity 
   http://www.helsinki.fi/press/forestidentity.shtml 
   森林減少の終焉は近い? （日本語翻訳版） 
   http://www.helsinki.fi/press/worldforests/Forest_id_news_Japanese.pdf 
   Copyright © 2006 University of Helsinki. Used with permission. 
                          
                        編集：NEDO 情報・システム部 
 
 
 
               
※ Returning forests analyzed with the forest identity 

http://www.pnas.org/cgi/content/full/103/46/17574 
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【産業技術】ナノテクノロジー  
 

分子のスピントロニクス動作をナノ構造で確認（米国） 
 
米国標準技術研究所(NIST)の研究者は、有機分子を組込んだスピントロニクス素子

を初めて確認した。電子のスピンとそれに伴う磁気方向に依存する革新的なエレクト

ロニクスのための潜在的に優れた手段である。 
 
NIST の物理学者は、特別な分子と磁気スイッチング動作の存在と働きを示す明白な

証拠を得るためにナノスケールのテスト構造を作成した。 
 
従来の電子機器は電子の電荷と移動とに依存するが、スピントロニクスは、電子ス

ピンの変化によって引起される磁気方向の変化で動作する。 
 
コンピューターハードディスクの読取りヘッドの中で既に使用されているように、

スピントロニクスは、従来のエレクトロニクスよりさらに高速で小型な望ましい特性

を提示することができる。 
 
スピントロニクス装置は、普通は無機材料で作られている。有機分子の使用は望ま

しい。すなわち、より長い時間と距離にわたり電子スピンを保存しておけるし、また、

容易にこれらの分子を操作し自己組立てすることができる。 
 
しかしながら、これまで、スピントロニクス構造分子の存在を確認する実験は存在

しなかった。新しい NIST の実験結果は、現実的な分子スピントロニクス素子の開発

を助けると期待される。 
 
アプライドフィジックスレター誌 10 月 9 日号*に報告された実験は、シリコンウェ

ハ中で特別に設計されたナノスケール空洞を使用している。 
 
炭素、水素および硫黄を含んだ自己組織化分子の分子 1 個厚さ層が、空洞内でニッ

ケルとコバルトの電極の間にはさまれている。 
 
研究者は素子に電流を流して、コバルトからニッケル電極へ分子を通したトンネル

効果による電子により作られた電圧レベルを測定した。 
 
トンネル効果とは、ナノメートルや原子の寸法でのみ観察される現象で、電子が波

動としての特性を示す場合に生じ、電子が障壁を通り抜けることを可能にする。 
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この空洞構造は、テスト分子を安定に閉じ込め、分子と金属の良い接触を可能にし、

単分子層によって電子トンネル効果を確認するための電圧・電流の正確な温度依存性

を測定することを可能にした。 
 
ある電子はトンネル効果中にエネルギーを失う場合がある。それは、分子内の化学

結合に特有の振動エネルギーに対応している。 
 
NIST チームは、組立てた分子が空洞中でカプセルに保持され、素子動作に機能を果

たしていることを、識別して明確に確認するために、この情報を使用している。 
 
さらに、同素子に印可する磁界を変化させて電気抵抗を測定することにより、研究

者は、同極性から逆極性までの電極中における磁気スイッチングを識別した。 
 
この研究は、国防総省国防高等研究計画局により一部支援されている。 
 

* W. Wang and C.A. Richter. Spin-polarized inelastic electron tunneling 
spectroscopy of a molecular magnetic tunnel junction. Applied Physics Letters. 
Oct. 9, 2006. 

 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2006_1012.htm#molecular ) 
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 欧州ナノロードマッププロジェクト その３　- ナノポーラス材料 
 　　　　　　　　                                                  
 
                                    新エネルギー・産業技術総合開発機構
                                      ナノテクノロジー・材料技術開発部
 
 
2.2 ナノポーラス材料 
 
 
■ 生産加工 
 
ナノポーラス材料がアプリケーション用に仕上げられるまでの加工工程は、テ

ンプレートの作成、材料の合成、機能付与の三つである。これらの工程は以下

のような複数の技術によって実現される。 
 
ナノポーラス材料の生産加工技術 

テンプレート作成 材料合成 機能付与 
 メゾポーラス構造 
 コロイド・サスペン

ション 
 ブロック・コーポリ

マー 

 ゾル-ゲル法 
 自己組成 
 液体水晶法 
 スウェリング 
 超臨界液 
 リトグラフィー 

 テンプレート除去溶

媒 
 エッチング 
 後処理／グラフティ

ング 

 
以上の加工技術が、アプリケーションに応じて要求される特性を考慮して、組

み合わされ、ナノポーラス材料が作られる。 
 
これらを通じ主要な技術的課題はテンプレートの作成と、テンプレートとなっ

たものを除去しながら機能を付与する段階にある。 
 
テンプレート：ナノポーラスをもたらすための陰画となるテンプレートに関し

ては、アプリケーションや次の加工工程に応じて、熱的な安定性、表面面積や

孔体積、安定した結晶構造など、様々な特性が求められるが、それらをバラン

スよく満たす材料と材料加工技術がみつかっていない。たとえばブロック・コ

ーポリマーBCP は自己組成を誘導してナノポーラス構造物をもたらすテンプレ

ートの原料であるが、それが持っているメゾポーラス構造が熱に対して脆弱な

欠点がある。このほか、作り出すべきナノポーラスのサイズや形状に応じてテ

ンプレートが作られるため高くなるテンプレートの製造価格の引き下げも重要

である。 
 
機能付与：機能付与はテンプレートを除去する工程で、ナノ孔の内側表面に機

【産業技術】ナノテクノロジー
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能を付与するものだが、機能を与える物質分子がナノ孔よりも大きいため、機

能分子に分離してナノ孔を通過させるなどの手続きが必要になっている。また

機能付与に伴い、ナノ孔の表面積や孔体積が減少したり、ナノ構造が不安定に

なったりすることの対応も重要になる。こうした手順を含むため、機能付与の

コストも現状では大きすぎる。 
 
■ アプリケーション 
 
NRM チームはナノポーラス材料のアプリケーションのうち、もっとも重要なも

のとして以下のものを選び、それらにつき 2015 年までのロードマップを作成

している。 
 
● 重要なアプリケーション 
 

 メンブレン 
 触媒 
 ガス貯蔵 
 熱の絶縁 
 光結晶 
 電極 
 DNA シーケンス／単分子分析 
 組織エンジニアリング／バイオ・インプラント 
 薬物投与／バイオ‐エンキャピュシュレーション 
 センサー  
 

 
これらのうち も有望とみられるアプリケーションは触媒で、利用セクターも

幅広いが、バイオガソリンや水からの水素生産などのための研究ですでに大き

な努力が行われている。また熱の絶縁利用はすでに市場化されているが、機械

的特性を加えるための研究開発が行われている。ガスの貯蔵は、特に水素貯蔵

が中心であり、市場化に成功すれば大きな市場を獲得できるが、競合技術も少

なくないため、リスクも大きい。 
 
■ アプリケーション・ロードマップ 
 
これらのアプリケーションにつき、2005 年、2010 年、2015 年時点で、基礎

研究段階、応用研究段階、実用開始に伴う生産用研究開発段階、大量生産開発

研究段階という四つの段階のいずれにあるかが予測されている。 
 
● 2005 年 
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出典：Roadmaps at 2015 on Nanotechnology application in the sector of materials, health & 
medical systems, energy : Roadmap report on Nanoporous materials 
 
● 2010 年 
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出典：Roadmaps at 2015 on Nanotechnology application in the sector of materials, health & 
medical systems, energy : Roadmap report on Nanoporous materials 
 
● 2015 年 
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出典：Roadmaps at 2015 on Nanotechnology application in the sector of materials, health & 
medical systems, energy : Roadmap report on Nanoporous materials 
 
■ 全体的な技術的課題 
 
ナノポーラス材料に関しては、アンケート調査において技術的課題として回答

された項目を 9 つに整理して、それらを課題した回答の全体に対する比率を示

している。 
 
技術的課題 指摘された比率 
空孔のサイズ、形状、均質性の制御 79% 
材料構造物の次元と周期の制御 71% 
空孔の機能付与 43% 
構造と特性間の関係に関する基礎的理解 36% 
適切な材料の不足（価格、量、質） 21% 
空孔形成のプレカーサー分散とリサイクル 21% 
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産業上の要請に対する理解不足 21% 
有意義かつ迅速な特性化のための設備不足 7% 
信頼できるソフトウェア、モデル化、シミュレーションの

不足 
7% 

出典：Roadmaps at 2015 on Nanotechnology application in the sector of materials, health & 
medical systems, energy : Roadmap report on Nanoporous materials 
 
これらの回答を通じて、ロードマップ作成チームは次のように課題をまとめて

いる。 
 

 構造と特性に関する基礎的理解：ナノサイズの構造を分析する測定設備

の開発が期待されるが、こうしたツールの開発だけでは重要で迅速な特

性化は実現されない。 
  空孔のサイズ・形状・均一性の制御：構造と特性間の関係理解は、これ

らの制御実現に貢献する。 
  適切な材料の不足：これはすでにみたテンプレート材料の不足にかかわ

っている。 
  産業上の要請に対する理解不足：これは生産加工工程における各種の要

請とアプリケーションのための要請に関し、総合的な理解が不足してい

ることを指し、ナノテクノロジーの課題というより、基礎的研究からア

プリケーションに至る過程の全体を見通す理解に立脚した研究開発の重

要性を指摘している。 
 
これら四種の課題に関しレポートは、ナノ科学やナノテクノロジーの観点から、

構造と特性に関する基礎的な理解やナノサイズでの制御技術に対する研究は

EU 内でも大きな努力が払われているが、事業用生産に移るために必要な産業

上の要請に十分な注意が払われておらず、コスト引き下げや質の制御などで、

EU のナノテク産業が遅れをとることを危惧している。 
 
すでにみたようにナノポーラス材料の生産加工には数多くの手法技術が存在す

る。アンケート調査の回答からは、これらのうちの 2・3 だけが有望技術とし

て生き残り将来的に広範に利用されると考える専門家はいないという。しかし

ロードマップ作成チームは、アプリケーションと生産加工過程を通じた複数の

要請を満たす手法技術の数は、将来的にも多くはないと考えている。さらに薄

膜に関するロードマップにおいても注目されていることから、テンプレートの

材料となるブロック・コーポリマーBCP が、非シリカ材にも利用できるなどの

かたちで汎用性を広めれば、ナノポーラス材分野に限られない有望技術になる
とみている
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 欧州ナノロードマッププロジェクト その４　- デンドリマー

 　　　　　　　　　                        

                                   新エネルギー・産業技術総合開発機構

                                     ナノテクノロジー・材料技術開発部

 

2.3 デンドリマー

 

デンドリマーは三次元構造のマクロ分子で、中心の核分子の回りに枝状の構造

物をつないだうえ末端グループを配しており、ナノサイズの構造物の中でもっ

とも合成度や総合度が高い。多層構造であるため、核分子、枝構造物、末端グ

ループにそれぞれ異なる機能を持たせることができ、用途も多様である。ほか

のナノ材料に比べて高度な構造をもっているが、そのためには生産工程を繰り

返す必要がありコストは高い。このため医療用など、コストが決定的な要因に

ならない機能が必要な分野での利用が有力視される。 
 
■ 生産工程 
 デンドリマーの生産工程は、マクロ分子を基本ユニットから合成していく過程

と、マクロ分子に機能を付与する過程からなる。機能の付与は、デンドリマー

の表面にある末端グループに機能をつけるのが一般的であるが、核分子の空隙

に機能を持たせることなども可能で、合成の後に機能付与という順序に限られ

ず、これらが同時に行われることもある。 
 
合成の方法としては、中核になる核分子の回りに枝状の構造物を重ねていく拡

散法と、枝部分のユニットの組み合わせからはじめ、中の方に向かっていく収

斂法がある。方法的に拡散法が大きなデンドリマーの製造に適しているのは明

白である。 
 
拡散法には、Tomallia-Vögtle と Denkewalter-Newkome の二種があるが、後

者が効率や熱安定性で優れている。両者とも複数回合成を繰り返すが、そのつ

ど必要となる試剤の除去において、完全な除去は難しく、高い純度を確保する

のが技術的な課題である。また合成を繰り返すため大きくなるコストの削減も

重要になっている。収斂法は、拡散法に比べ、純度維持や特性化が容易という。

技術的には、大きなデンドリマーを作る際、 後の合成で核分子を結合させる

のはきわめて困難という。合成法で今後期待されるのは、拡散法と収斂法の結

合使用であり、これにより合成回数を減らし、コストを抑えることが期待され

ている。 
 
機能付与は、デンドリマー構造物のもっとも外側に末端グループを付加するこ

とで行われるため、ほかの大部分のナノ材料における機能付与より容易である

と同時に、精度も高いという。機能付与は、デンドリマー構造の各レベルに対

して行いうるため、複数の薬物を異なる標的患部に投与するような高度な標的

投与に利用できるが、その分コストは大きく増加する。 
 
生産加工過程での基本的な技術的問題は、安定した（再生反復度の高い）生産

加工手法の確立と制御といわれているが、他のナノ材料に比べれば安定度は高

いという。 
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■ アプリケーション 
 
デンドリマーのアプリケーションは多方面にわたる。また複数の機能を持ちう

ることがデンドリマーの重要な特性になっている。理論的に可能なアプリケー

ションは、健康／医療セクターを中心に以下のようになる。 
 
● エネルギー・セクター 
 

 触媒反応剤 
 
● 健康／医療セクター 
 

 細胞輸送 
 人口細胞 
 診断と分析 
 標的投与 
 MRI 造影剤 
 DNA キャリアー 
 タンパク質／酵素模倣またはモデル化 
 人工骨の製造 
 殺菌クリーム（抗 HIV ウィルスなど） 
 バイオ医療コーティング 
 人工抗体とバイオ分子結合体 

 
● エンジニアリング 
 

 重量とサイズの標準となる分子 
 化学／バイオ・センサー 
 カーボン・ファイバー・コーティングと超薄膜 
 ポリマーとプラスチック接着剤 
 新しいフォーム剤 
 ナノ構造材料のベース構造物 

 
● 消費製品 
 

 インク／レーザー・プリンター用トナー 
 色素・ペイント 
 産業用接着剤 
 ナノスケール・バッテリーや潤滑剤 

 
● 環境 
 

 汚染除去剤（金属イオンの捕獲） 
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 ウルトラフィルター 
 
● エレクトロニクス／オプトロニクス 
 

 データ貯蔵用分子エレクトロニクス 
 三次元光学材料 
 光捕集システム 
 OLED 
 量子ドット 
 液体結晶 
 プリント・ワイヤー・ボード 
 低 k 値材料 

 
このようにアプリケーションの可能性は多いが、米政府がすでに行っている標

準分子としての使用など、必ずしも大きな市場を目指したものではない。デン

ドリマーの開発は、むしろ特殊なアプリケーション・ニーズから進められてい

る（NASA は宇宙飛行士の被爆検査のため網膜のスキャナーだけで白血球や死

亡した細胞を検知するための多機能デンドリマーを開発している）。このため、

現在すでに顔料・ペイント、インク・トナー、接着剤などとして商業化された

デンドリマーもあるが、今後もっとも有望とみられるのはコスト競争力より、

機能が重視される医療分野での利用である。 
 
■ アプリケーション・ロードマップ 
 
こうして可能性のあるアプリケーションのうち 20 ほど代表的なものを選ばれ、

2005 年、2010 年、2015 年時点で、基礎研究段階、応用研究段階、実用開始に

伴う生産用研究開発段階、大量生産開発研究段階という四つの段階のいずれに

あるかが評価予測されている。 
 
● 2005 年 
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出典：Roadmaps at 2015 on Nanotechnology application in the sector of materials, health & 
medical systems, energy : Roadmap report on Dendrimers 
 
● 2010 年 
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出典：Roadmaps at 2015 on Nanotechnology application in the sector of materials, health & 
medical systems, energy : Roadmap report on Dendrimers 
 
 
● 2015 年 
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出典：Roadmaps at 2015 on Nanotechnology application in the sector of materials, health & 
medical systems, energy : Roadmap report on Dendrimers 
 
■ デンドリマー分野で活動する EU 主要企業 
 
デンドリマーに関し大学など学術研究における欧州のレベルは高いが、企業で

はいくつかの大企業を除けば、研究開発のレベルは高くない。Eu におけるデン

ドリマー分野で活動する主要企業は以下の6社である。 
 
● オランダ

 
         DSM 
   Akzo Nobel 

 
          ● ドイツ 
 
      Qiagen 
      Schering 
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 Bayer 
 
● スウェーデン 
 

 Perstorp 
 
■ 全体的な課題 
 
● コスト 
 
デンドリマーの価格が大きいことはその生産下降法から理解できる。専門家の

多くは、現在、商品化されている顔料・ペイント、インク・トナーなどが他の

材料と競合するため、コストの引き下げが重要としている。しかしロードマッ

プ・レポートは、コスト要因は重要ではあるが、デンドリマーの市場化にとっ

て決定的ではないとしている。これは重要なアプリケーションは医療分野であ

り、他の材料との競合がほとんどないとみなされるためである。ただし大量生

産によるコスト引き下げではなく、一定量の生産量増加によるコスト引き下げ

は国際競争の観点からも重要としている。このためには、市場規模を評価した

うえで、複数のアプリケーション用に新しい組成によるデンドリマーの生産パ

イロット・プラントの設置に向けた活動が必要としている。 
 
● 少数の企業などに管理された特許 
 
デンドリマーの基礎的な特許は、ダウケミカルなど少数の企業や個人に集中し

ているうえ、これらの特許所有者は広範な特許合意を交わしている（ダウケミ

カル、Dendritic Nanotechnologies、Starpharma 間）。このためデンドリマーの事

業化に向けた開発戦略では特許に関する状況を考慮して評価する必要がある。 
 
● 技術的課題 
 
技術的な課題としてはすでに触れたものの他、今後重要とみなされるものを含

め以下が言及されている。 
 

 バイオ分子分野で、新しく出現した疾病に対し迅速に対応できるような、

新しい分子用のテンプレートの迅速な開発能力、及び、生産量の増加能

力。 
 

 医療、エレクトロニクス、オプティカル分野では、純度が高く明確に定

義された特性を持ったデンドリマーを、高い精度で再生する能力が重要

になる。デンドリマーは他のナノ材料に比べこの点でも優れているが、

能力強化が重要であることは変わらない。 
 

 再現可能性の向上に寄与する、コンピュータによるモデル化能力の強化、
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さらにそれを可能にする理論的知識の改善 
 

 将来的にはナノデバイスの創造につながる、巨大分子や超巨大分子の製

造及びエンジニアリング分野でのデンドリマーに関する基礎的な研究 
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 NEDO成果報告書データベースは、 http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm

 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/



 

さ
 

  欧州ナノロードマッププロジェクト　その５ -薄膜・コーティング
 　　　　　　　　　            
                                    新エネルギー・産業技術総合開発機構
                                      ナノテクノロジー・材料技術開発部
 
 
2.4 薄膜・コーティング 
 
厚さが 100nm 以下の薄膜をサブストレートの上に装着することで作られる、薄

膜とサブストレートから成るシステムから生じる様々な機能を利用する。ナノ

テクノロジーは、装着表面の機能を決定する化学組成、厚さ、トポグラフィー

という三つのパラメーターのコントロールを強化する。薄膜装着によって可能

になる機能は、化学的、光学的、機械的、電気的、磁気的、熱的と多岐にわた

り、これらを利用するアプリケーションも数多く考えられる。 
 
■ 生産加工工程 
 
薄膜の生産加工工程としては、生産と装着、後処理、パターニングの三つがあ

る。ただしこれらの三つが常に行われるわけではなく、生産と装着の手法によ

っては後処理を必要としないものもある。 
 
生産と装着、後処理、パターニングの各工程は、それぞれ複数の技術・手法で

実施される。これらの工程を通じて、技術的にはクリーン・ルーム内で高い温

度を使用するハイテク技術（半導体生産における化学的・物理的蒸着法や各種

のリトグラフィー処方によるパターンニング）と、常温での化学反応をベース

に複数の処理を重ねるローテク技術（ゾル－ゲル法に後処理を施す場合など）

に大別される。 
 
この両者において、特定のアプリケーションの市場化には克服される技術的課

題はあるが、厳しい国際競争にさらされ大きな投資努力が必要な半導体分野と、

自己洗浄表面や熱絶縁用アプリケーションなどの表面技術分野では、研究開発

の進展は大きく異なる。 
 
ただし基本的な認識として、スプレーから物理蒸着も含めた従来からのコーテ

ィング技術は、どのように精密にされても三次元の特性（サイズと形状）を厳

密に制御することは難しいため、分子レベルからの組成をコントロールできる

自己組成法の完成が不可欠とみられている。 
 
■ アプリケーション 
 
薄膜とコーティングのアプリケーション分野は広いが、もっとも期待されるア

プリケーションとして以下の９つが選ばれている。 
 

 薄膜トランジスター（TFT） •y•z

【産業技術】ナノテクノロジー

ＮＥＤＯ海外レポート　　ＮＯ.990,  2006.11.29

80



 

 広域エレクトロニクス・デバイス（ディスプレイなど） 
 ソーラー・セル（ガラスやポリマー基板上） 
 平面導波（オプティカル・コンポーネントの統合など） 
 非揮発性メモリー（M-RAM） 
 マイクロ・エレクトロ－メカニカル・システム（MEMS） 
 摩擦減少表面 
 熱絶縁窓 
 自己洗浄表面 

 
この他にきず防止コーティング（自動車や工学コンポーネント用）、エレクト

ロニクス・ガラス（タングステン酸化ガラスなど）、ぎらぎら防止・結露防止

ガラス、アノード／カトード材料（バッテリー、キャピシテーター、スーパー

キャピイテーター）、バイオ親性コーティング、超臨界関連アプリケーション

（マイクロウェーブ・フィルターなど）がある。 
 
これらのうち市場が大きいものは、TFT、LCD、OLED、MEMS/NEMS、平面

導波、非揮発性メモリーなどの半導体分野であり、これらのアプリケーション

の間では基本的に研究開発の成果を共有できる。すでにみたようにこの分野の

研究開発では、世界的な大企業グループがしのぎを削っており、中小企業の役

割はほとんどない。この分野で中小企業にも可能性があるアプリケーションと

しては、わずかに RFID タグやスマート・パッケージ技術などが挙げられてい

る。 
 
これに対し、機械的特性（キズつきにくい、摩擦が少ない、疲弊しにくい）、

熱特性（絶縁）などを付与するコーティング技術に関しては、建設、材料、衣

料など幅広いセクターへの応用が期待できる点で、NRM チームは欧州中小企

業の研究開発ノウハウの活用を推奨している。 
 
■ アプリケーション・ロードマップ 
 
代表的な九つのアプリケーションにつき、2005 年、2010 年、2015 年時点で、

基礎研究段階、応用研究段階、実用開始に伴う生産用研究開発段階、大量生産

開発研究段階という四つの段階のいずれにあるかが評価予測されている。 
 
● 2005 年 
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出典：Roadmaps at 2015 on Nanotechnology application in the sector of materials, health & 
medical systems, energy : Roadmap report on Thin films and coatings 
 
● 2010 年 
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出典：Roadmaps at 2015 on Nanotechnology application in the sector of materials, health & 
medical systems, energy : Roadmap report on Thin films and coatings 
 
● 2015 年 
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出典：Roadmaps at 2015 on Nanotechnology application in the sector of materials, health & 
medical systems, energy : Roadmap report on Thin films and coatings 
 
■ 研究開発上の課題 
 
現時点での研究開発上の課題としては以下が指摘されている。 
 

 薄膜と基板の間、さらには異なる層の間の接着メカニズムの解明 
 

 薄膜の組成と性能に関するモデル化とシミュレーションを行うソフト

ウェアに欠けるため、大きなコストを要する試行錯誤の繰り返しと、

長い開発時間が必要になっている。 
 

 有意義かつ迅速な特性化を可能にする設備機器の不足（半導体分野に

はこの不足はないという） 
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 既存の生産プロセスに、新しい技術を組み込もうとする事業者サイド

のニーズ、信頼性や量／コストのレートなど、さらにそれを取り巻く

事業環境に対する理解不足 
 
これらのうちの第四は純粋に技術的なものではないが、他のナノ材料に関して

も指摘されている研究開発体制や政策上の課題である。 
 
これら以外に特定の分野に関する技術的課題として以下が挙げられている。 
 

 金属と酸化金属に関し、相互干渉と核化特性に関する理解 
 

 複雑な三次元形状に関し均質なコーティング実現の困難 
 

 珪酸塩用のプラズマ化学に関し、スプレー中の分解プロセスの解明 
 

 酸化金属に関し、化学量論的に安定した化合物の完成が難しい点 
 
 
 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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関する動向調査」(バーコード番号 100008031)より一部抜粋したものである。  ��
NEDO成果報告書データベースは、 http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm��
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(11/10/06-11/23/06) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
10 月／ 
31：E. On U.S.社、FutureGen Industrial Alliance に加入 

非営利団体の FutureGen Industrial Alliance が、FutureGen に 2,500 万ドルの資金拠出を誓約し
た E.ON U.S. を 11 社目の会員として迎えたと発表。同社は、米国中西部・南部の大手エネルギー
供給企業で、地球温暖化問題への関心から FutureGen に参加。2006 年序盤には、ケンタッキー大
学の温暖化研究に 3 ヵ年 150 万ドルのグラントを授与。同社は、ケンタッキー州ルイビル地域の天
然ガス・電気供給企業のルイビル・ガス・アンド・エレクトリック社やレキシントンの電気会社を
所有･操業。(E.ON U.S. News Release, October 31, 2006; FutureGen Alliance Press Release, 
October 31, 2006) 
 

11 月／ 
1：住宅部門のエネルギー効率改善を推進する省庁間イニシアティブ、進捗状況を報告 

エネルギー省（DOE）、環境保護庁（EPA）及び住宅・都市開発省（HUD）が、「住宅部門のエネ
ルギー消費を 2015 年までに 10%削減」を目標として 2005 年に設立した、家庭のエネルギー効率
性に関するパートナーシップ（PHEE）について『PHEE 2006 年年次報告書』を発表。2005 年に
は、エネルギースター適合住宅が 167,000 戸新築、Building Performance Institute 予算によりエ
ネルギー効率の優秀な契約業者の認可機会が増大、省エネ家電・等の購入増加により住宅部門の電
気代が 10 億ドル以上節減、等の成果。(EPA News Release) 
 

9：米国と欧州連合、経済統合の強化、及び、雇用・経済成長・競争力の増長で協力を約束 
ブッシュ政権は 11 月 9 日、欧米の経済統合や共有の経済問題を討議する、インフォーマルな第二
回目の米国-欧州連合通商大臣会合を主催。エネルギー省（DOE）の Samuel Bodman と商務省の
Carlos Gutierrez 長官が、Guenter Verheugen 欧州連合（EU）副委員長及び Mauri Pekkarinen
フィンランド通産相と会談し、米国と EU が、貿易投資を阻害する官僚主義や規制障壁の撤廃、知
的所有権の保護と強化（世界各地で激増している偽造や海賊版製品の取締まり）、技術革新における
協力、エネルギー源の多様化に関する協力、エネルギー使用合理化の促進、クリーンエネルギー技
術への投資の奨励等の課題についての協力を強化することに合意。また自動車業界やヘルスケア業
界といった部門でも規制上の貿易障壁の撤廃に主眼を置いた新プロジェクトの実施可能性模索に合
意。(DOE News Release) 

 
13：RAND 社、2025 年までに再生可能エネルギー25%を実現することは可能であると報告 

RAND 社が、エネルギー未来連合（Energy Future Coalition）の依頼で『再生可能エネルギー利
用拡大が米国のエネルギー支出に及ぼす影響』という研究報告書を作成。「2025 年までに再生可能
エネルギーの占有率を 25%まで拡大」という目標が経済に与える影響を評価したところ、「25%目
標値は米国全国のエネルギー支出を増加しない」と結論。RAND 社は、エネルギー省の National 
Energy Modeling System（NEMS）をベースにしたモデルを開発し、再生可能エネルギー源と従
来型エネルギー源の価格や技術費用などの可変要素に関し 1,500 の異なるシナリオを設定。モデル
は、2006- 2025 年にかけて、化石燃料価格が大きく下がらないのに対し、再生可能エネルギー技術
費用は近年の動向を踏まえ約 20%低下と想定。水素技術などの一部の新興技術は考慮せず。この結
果、再生可能エネルギー25%という目標値の維持によって米国のエネルギー支出が増加するのは、
石油価格がエネルギー情報局（EIA）の見通しよりも低い水準まで大きく下がった場合に限られた。
同研究は、2025 年までに再生可能エネルギーの占有率が 25%になれば、2025 年の CO2 排出量は
10 億トン減少（2025 年の CO2 排出量推計値の約 15%）とも予測。(RAND News Release) 

 
 
 
Ⅱ 産業技術  
11 月／ 
10：放射線治療の副作用を削減する効果が期待されるナノ粒子 

ペンシルバニア州フィラデルフィアのトーマス・ジェファーソン大学の研究者等が、米国治療放射
線腫瘍学会第 7 回年次会議で、リエンジニアリングを施した炭素同位体フラーレンは、化学療法に
関連のある放射線損傷から正常組織を守る上で効果があると発表。研究では、DF-1 と呼ばれるリ
エンジニアリングを施したフラーレンを、放射線の照射を受けたゼブラフィッシュの胚に投与した
ところ、比較基準としたアミフォスティン(唯一の FDA 認可薬)と同程度に正常組織への損傷を回避
し、他の比較基準とした２種の抗酸化剤の効果よりも優れた結果を出した。研究者等は現在、米国
癌研究所の協力を得て、マウスにおける DF-1 の影響を研究中。(Science Daily) 
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17：「大きさの問題：国家ナノテクノロジー・イニシアティブの 3 年毎レビュー」（概要その２） 
全米科学アカデミー（NAS）の全米研究委員会（NRC）が今年 9 月に発表した『大きさの問題：国
家ナノテクノロジー・イニシアティブの 3 年毎レビュー』(第一章は 10/27 号で既報)のうち、トラ
ッキングとベンチマークの進捗状況（第二章）、経済的影響（第三章）、レスポンシブルなナノテク
ノロジー開発に係る基準・ガイドライン・戦略の必要性を査定する調査研究（第四章）、分子自己組
織形成の技術的可能性を判定する調査研究（第五章）についての概要は以下のとおり。 

第二章の「トラッキングとベンチマークの進捗状況」では、各国のナノテクノロジー研究開発
（R&D）支援状況の評価指標として、官民の投資やインフラストラクチャー等のインプット要素と、
科学出版物や特許といったアウトプット指標をベンチマーク情報として収集・分析。米国が現時点
ではナノテクノロジーR&D においてリーダー的存在だが、激しい国際競争に直面していると結論。
連邦政府関係機関によるインプット指標（年間予算要求額・認可額・歳出額等）の一貫した報告・
記録方法の策定・向上への努力や、アウトプット指標データの収集・追跡記録のためのテクニック
や手順の調査の実施を提案。 
 第三章の「経済的影響」では、ナノテクの経済影響を追跡するために必要なデータや指標、ある
いは評価のための実証枠組み等が不足しており、このままでは経済影響の分析は困難であることか
ら、NNI の経済的影響を長期に亘って査定評価していく基礎を確立するため、政府ナノテクノロジ
ーR&D 投資から生まれた米国経済の利益を数量化するためのメトリクスを策定するフィージビリ
ティについて調査研究の実施を提言。 

第四章の「レスポンシブルなナノテクノロジー開発」では、同開発を「ナノテクノロジーのもた
らすプラスの貢献を 大限に活用し、マイナスの影響を 小限に抑えるというバランスのとれた努
力」とし、技術の応用と潜在的影響の双方の検討必要性を指摘。ナノテクノロジーの EHS 影響に
関する研究の拡大や、省庁連携による NEHI 作業部会など政府機関が全利害関係者との協力を継続
していくべきことを提言。 
 第五章の「分子自己組織形成」では、分子自己組織形成を分子サイズの材料やデバイスの作成に
利用可能であるか否かについて、2005 年 2 月の専門家ワークショップの結果を踏まえ、材料加工・
デバイス加工ともに利用可能と判定。しかし、さらに精巧な加工プロセスで、より複雑な材料・デ
バイスや複合システムそのものをボトムアップ方式で生成出来るか否かについては、理論計算は今
日でも可能だが、現時点では加工製品の完璧度や複雑度を確実に予測することは出来ないし、 適
な研究経路も現時点では予告不能としている。 

 
 
 
Ⅲ 議会・その他 
10 月／ 
23：ミズーリ州知事、エタノール給油ポンプ認可問題の解決要請書簡を UL 所長に送付 

Matt Blunt ミズーリ州知事（共和党）が Underwriters Laboratories, Inc. （UL）の Keith E. 
Williams 所長に対し、エタノールを 15％以上含有するエタノール混合燃料の給油ポンプの認可に
まつわる問題を解決するよう要請する書簡を送付。同書簡は、UL がこの問題の解決に向けた「予
定表の作成を拒否」したことを批判し、かかる遅延が既存エタノールポンプに加えエタノール供給
基盤や研究開発への投資提案に与える悪影響を懸念。国家安全保障を論拠に、UL がエネルギー自
給自足への動きの失速を「助長」し州・国の安全保障、経済・環境に深刻な影響をもたらしうると
論じている。ミズーリ州は E-85 ポンプの UL 認定を義務付けておらず、E-85 ポンプ点検の頻度を
6 ヵ月毎から 3 ヵ月毎に増やすものの、農務省が安全面での危険性を検出しない限り、UL の認定
のないポンプの操作も許可する予定。 (State of Missouri Office of the Governor Press 
Announcement) 

 
11 月／ 
9：米国の中間選挙：下院及び上院で民主党が勝利 (改訂増補) 

2006 年 11 月 7 日の中間選挙では、下院・上院ともに、民主党が共和党から多数党の座を奪回。11
月 9 日午後時点で、ワシントンポスト紙は、民主党が下院（定員は 435 名）で 230 議席、共和党は
196 議席、9 議席が未確定と報道。上院は、9 日午後にバージニア州現職（共和）が民主党挑戦者
に対し敗北を認め、民主党 51 議席、共和党 49 議席に。第 110 議会では、Nancy Pelosi 現下院民
主党院内総務（カリフォルニア州）の女性初の下院議長就任、Harry Reid 現上院少数党院内総務（民
主党、ネバダ州）の上院多数党院内総務就任が確実視。次期下院議長と見られる Pelosi 院内総務は
11 月 8 日、第 110 議会の「立法審議開始 100 時間」での優先検討議題として、①ロビイスト主催
の旅行・ギフトの禁止、及び、新減税と歳出削減との相殺を義務付ける賦課式（pay-as-you-go）規
定復活を盛り込んだ下院規定案、②連邦 低賃金引上げと小企業向け税控除のパッケージ、③大手
石油会社への優遇税制撤廃、④胎性幹細胞研究規制の撤廃、⑤学生ローン貸付金利の半減、⑥老齢
者医療保険（MEDICARE）の処方箋薬価格の引下げ交渉等を指摘。各委員会委員長は、通常先任
権（年功序列）で決まるため、第 110 議会の下院エネルギー・商業委の次期委員長は John Dingell
議員（ミシガン州）、科学委委員長は Bart Gordon 議員（テネシー州）、そして歳出委委員長は David 
Obey 議員（ウィスコンシン州）が有力。一方上院では、エネルギー・商業委員会の次期委員長に
Jeff Bingaman 上院議員（ニューメキシコ州）、科学・商業・運輸委員会委員長には Daniel Inouye
上院議員（ハワイ州）、歳出委員会委員長には Robert Byrd 上院議員（ウェストバージニア州）、そ
して、環境・公共事業委員会委員長には Barbara Boxer 上院議員（カリフォルニア州）が就任する

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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ものと見られている。 
下院エネルギー・商業委の John Dingell 下院議員（ミシガン州）は、1955 年 29 歳で下院議員初

当選。1981-1995 年まで下院エネルギー・商業委委員長。1995 年以降(野党時代)は同委のランキン
グ・メンバー。原子力発電業界からの寄付金受領では民主党トップで、自動車メーカー・労組から
の寄付金も多い。11 月 8 日の電話取材で、①米国の海外石油依存度軽減のためディーゼル・電気自
動車等の技術的進歩奨励や代替燃料の検討、②電気製品の連邦エネルギー効率基準の設定の是非に
係る公聴会の開催、③ビル省エネ推進施策の支援、④気候変動に関するリスポンシブルな法案を支
持（但し全責任を産業界に転嫁する法案は不支持）、④自動車燃費の問題の審議では業界の基準達成
能力等も考慮、等を指摘。 

下院科学委の Bart Gordon 下院議員（テネシー州）は、1984 年初当選。2003 年から下院科学委
のランキング・メンバー。民主党内穏健派。月・火星への有人飛行計画は支持するがブッシュ政権
の計画や科学優先事項には反対。Gordon 議員主導の科学委では、米国科学競争力及び技術職の海
外アウトソーシングが課題となると見られる。同氏はまた、代替燃料やエネルギー使用合理化に関
するイニシアティブの提出可能性もある。 
下院歳出委の David Obey 下院議員（ウィスコンシン州）は、1969 年初当選。民主党下院議員とし
て在位が 3 番目。1994 年から下院歳出委のランキング・メンバー。教育、医療研究、コミュニテ
ィー開発ブロックグラント、復員軍人の医療的ケア、及び国境警備の予算増額に努力。国内の自由
裁量的プログラムへの予算増額の積極的推進派。また、指定交付金（earmark）は、議員の個人的
利益との関係透明化の観点で吟味する立場。 

上院では、エネルギー･天然資源委の Jeff  Bingaman 上院議員（ニューメキシコ州）は同委員会
の Pete Domenici 現委員長（ニューメキシコ州）とは従来も法案策定で協力。今後も両者の協力関
係が継続することは明白だが、Bingaman は、Domenici よりも強力にエネルギー効率化、再生可
能エネルギー資源の利用拡大、クリーンコール研究の推進、及び、自動車や SUV の燃費基準の強
化を支持。原子炉新設への奨励金には反対で、ブッシュ政権の世界原子力エネルギーパートナーシ
ップ（GNEP）プログラムには懸念を表明。 

上院科学・商業･運輸委の Daniel Inouye 上院議員(ハワイ州)は Ted Stevens 現委員長（共和、ア
ラスカ州）と長年親しく従来も「共同議長」と呼ばれており、両者の立場が逆転しても、このパタ
ーンは維持され、優先事項も共有される見込み。Inouye 上院議員自身は穏健派で、エネルギー政策
問題や企業平均燃費（CAFE）に関しては見解を特に明言していないが、多数党となる民主党がエ
ネルギー優先事項の検討を推し進める可能性もある。 
 上院歳出委の Robert Byrd 上院議員（ウェストバージニア州）は、11 月 11 日付け地元紙で、両
党の協力によって、雇用創出・ヘルスケアの改善・国土安全保障の強化といった米国民の優先事項
を中心に据えて解決策を見出していく心積もりであると語っている。 
 上院環境・公共事業委員会の Barbara Boxer 上院議員（カリフォルアニ州）は、地球温暖化が人
的原因によることを懐疑視する現委員長 James Inhofe 上院議員（共和党、オクラホマ州）とは正
反対で、民主党議員の中でも抜きん出た環境問題の唱道者。11 月 9 日の記者陣との電話会議では、
地球温暖化を 優先事項として取り上げる意向と語る。地元カリフォルニア州は、米国内で も積
極的な温室効果ガス制御法令を今年成立させており、Boxer 議員はこの地球温暖化新法案を、第 110
議会で連邦気候変動法案を草稿する際にモデルとして使用するつもりの由。  (CQ Today; 
Greenwire (11/8); E&E News PM (11/8)；Inside EPA, November 10, 2006; Greenwire, November 
10, 2006; Bluefield Daily Telegraph, November 11, 2006) 
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