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我が国が国際社会において持続的に競争優位を獲得していく上では、基盤となる
科学技術力と、これに基づく連続的なイノベーションの創出が不可欠です。また、
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※平成19年度採択

点

平成18年度採択

多様化する社会ニーズを的確に解決していくためには、従来のアプローチではなく、
異分野の融合によるシナジー効果を最大限活用し、新たな知を生み出していくこと
が求められています。このような認識の下、文部科学省では平成 18 年度から、
「先
端融合領域イノベーション創出拠点形成」事業を開始しました。

本事業は、先端的融合領域において、次世代を担う研究者・技術者の育成を図り
つつ、将来的な実用化を見据え、入口から出口まで一貫した産学協働により死の谷
を克服することを目指した研究開発を行う拠点を形成することにあります。この拠
点では、
大学のみならず、
企業が積極的に事業にコミット（マッチングファンド形式）
することにより、10 ～ 15 年先を見通した新産業の創出等の大きな社会・経済的イ
ンパクトのあるイノベーションを創出するための研究開発を強力に推進します。

平成19年度採択

現在、工学、医学、薬学、理学などの融合領域や、ナノバイオ、IT などの先端的
融合領域における 12 の事業が推進されており、既にいくつかの領域では、実用化
される製品も生まれるなどの成果も着実に出てきています。本事業がイノベーショ
ン創出のためのグッド・プラクティスとして今後の我が国を牽引する研究開発モデ
ルとなることを期待しています。

平成 27 年 3 月
文部科学省  科学技術・学術政策局  産業連携・地域支援課

平成20年度採択

京都大学

こちらに記載しております。
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先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム

産学協働で基礎的段階からの研究開発を行う

未来創薬・医療イノベーション拠点形成
国立大学法人  北海道大学

拠点を形成し、死の谷の克服を目指す。

［協働機関］塩野義製薬㈱、㈱日立製作所、住友ベーク
ライト㈱、日本メジフィジックス㈱、三菱重工業㈱

マイクロシステム融合研究開発拠点
国立大学法人

企業とのマッチングにより、新産業の創出等の大きな社会・経済的インパクトのあ

光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点
独立行政法人  産業技術総合研究所

る成果（イノベーション）を創出する拠点の形成を支援することを目的としたプロ

［ 協 働 機 関 ］ 日 本 電 信 電 話 ㈱、 ㈱ 富 士 通 研 究 所、 古 河 電
気 工 業 ㈱、㈱トリマティス、日本電気㈱、富士通㈱、㈱フ
ジクラ、㈱アルネアラボラトリ、住友電気工業㈱、北日本
電線㈱

グラム。

次世代を担う
大学、大学共同利用機関、国立試験研究機関及び独立行政法人

研 究 者・技 術 者 の 育 成
先端的な
（産業界との共同提案を義務化し、産業界にも応分の負担を求めることとしている）
コア技術（大学）

高次生体イメージング
先端テクノハブ
国立大学法人

国立大学法人

イノベーションを推進する
本格的実施に移行する課題はその後７年間継続実施。平成
18 年から開始し、平成

要素 技 術
（企業、大 学 ）の
参画

実施規模

他先端領域
との連携

再審査までの３年間

年間３億円程度

本格的実施後

年間 5 〜７億円程度

2
ER1 R
N
B
R3

［協働機関］大日本印刷㈱、㈱セル
シード、㈱日立製作所

京都大学

［協働機関］アステラス製薬㈱

拠点を形成

20 年までに計 21 課題を採択。現在は 12 課題を実施中。

学校法人 東京女子医科大学

次世代免疫制御を目指す
創薬医学融合拠点

産学協働で
協働体制の構築
３年目（２年半後及び３年半後）に再審査を行い、１/ ３程度に絞り込みを行う。
社 会・経 済 的 イ ン パ ク ト の あ る

開発力（企業）

再生医療本格化のための
最先端技術融合拠点

京都大学

［協働機関］キヤノン㈱、大塚製薬㈱

先の
端期融間合と拠
当初の３年間は拠点の本格化に向けた絞り込みのため
し点
て形
位成
置 付 け、
実施期間

東北大学

［協働機関］㈱リコー、㈱トッパン・テクニカル・デザインセン
ター、㈱メムス・コア、㈱北川鉄工所、住友精密工業㈱、トヨ
タ自動車㈱、日本信号㈱、日本電産コパル電子㈱、日本電波工
業㈱、メムザス㈱、㈱豊田中央研究所、ニッコー㈱、日本航空
電子工業㈱、古河電気工業㈱、㈱デンソー、㈱クレステック

イノベーションの創出のために特に重要と考えられる先端的な融合領域において、

対象機関

点

C

Y
N R4

フォトニクス
先端融合研究拠点
国立大学法人

ナノ量子情報エレクトロニクス
連携研究拠点

大阪大学

国立大学法人

［協働機関］㈱島津製作所、シャープ㈱、
日東電工㈱、㈱三菱化学科学技術研究
センター、IDEC ㈱

東京大学

［協働機関］シャープ㈱、日本電気㈱、㈱日立製作所、
㈱富士通研究所、㈱ QD レーザ

先端融合領域において、大学等のシーズを核にイノベーションを実現するシステムを産学協働で実現
システム疾患生命科学による
先端医療技術開発

先端融合拠点形成

国立大学法人

産学協働で社会・経済的インパクトのある
イノベーションを推進する拠点を形成
先端的な
コ ア 技 術（ 大 学 ）

2
ER1 R
N
B
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次世代を担う
研究者・技術者の
育成

C

Y
N R4

要素技術
（ 企 業 、大 学 ）の
参画

翻訳後修飾プロテオミクス医療研究拠点の形成

他先端領域
との連携

公立大学法人

協働体制の構築
開発力（企業）

国立大学法人

九州大学

［協働機関］日本電子㈱、㈱島津
製 作 所、 田 辺 三 菱 製 薬 ㈱、 大 鵬
薬 品 工 業 ㈱、HOYA ㈱、 富 士 電
機㈱、日油㈱、九州電力㈱

横浜市立大学

［協働機関］エーザイ㈱、積水メディカル㈱、㈱セルフリーサイエンス、東
ソー㈱、富山化学工業㈱、㈱ファンケル、富士フイルム㈱、㈱メディカル・
プロテオスコープ、ライオン㈱

先端融合医療レドックスナビ研究拠点

2

東京大学

［協働機関］㈱未来創薬研究所、オリンパス㈱、積水メディ
カル㈱、東レ㈱、田辺三菱製薬㈱、日立アロカメディカル㈱、
㈱ニコン、興和㈱、ソニー（株）

Innovative Bioproduction KOBE

バイオプロダクション次世代農工連携拠点
国立大学法人

神戸大学

［協働機関］旭化成ケミカルズ㈱、江崎グリコ㈱、㈱カネカ、
月桂冠㈱、
コ ス モ 石 油 ㈱、 ㈱ ダ イ セ ル、 帝 人 ㈱、 長 瀬 産 業 ㈱、 日 東 電 工 ㈱、
㈱日本触媒、日本製紙㈱、Bio-energy ㈱、フジッコ㈱、三井化学㈱

3

安い診療費で、正確に病気の
診断をしてもらえたら安心だね！

京都大学
高次生体イメージング先端テクノハブ

http://ckpj.t.kyoto-u.ac.jp/

キヤノン㈱、大塚製薬㈱

協働機関

革新的な超早期診断技術が、
がんや生活習慣病から人々を
守り、健康社会を実現する。

成果目標

1

目の奥を調べることで、いろいろな病気を早期発見できる!?

眼底光イメージング技術開発

実は目は、体の内部を外から見ることができる、ほぼ唯
一の器官です。本事業では、撮像スピードの大幅な向上と
高精細化を同時に実現した「眼底光イメージング装置」を

分子プローブ開発

開発して、眼底に現れる体内の血管などの状態を調べるこ

より安心で低コストな人体内部の
画像診断技術を開発する

画像の撮影技術と診断技術、
その
両輪が研究を加速させる

私たちの生活をおびやかす病気には、がんや生活

現在進めている研究は、眼底の撮影画像から異常を

習慣病などさまざまなものがあります。これらから

みつける「眼底光イメージング」
、超音波で体内を撮

身を守るには早期診断による発見が重要です。しか

影する「超音波イメージング」
、磁気で体内を撮影する

し PET * などの機器は高額で診療費も高く、大きな

「原子磁気センサイメージング」です。並行して画像

病院でしか診察ができないなど、不便な点も多くあ

診断を支援するシステムの開発と、診断精度を飛躍的

ります。

に上げる新たな「分子プローブ」の開発も進んでいま

そこで京都大学では、キヤノン㈱や、大塚製薬㈱

す。
「眼底光イメージング」
では試作機で臨床試験をし、

とで、失明につながる眼疾患や生活習慣病合併症の早期発
見をめざしています。
「眼底光イメージング装置」は視力検
査を行うような要領で使うもので、検査を受ける人への負
れるようになります。

新規光干渉断層計（OCT-HS100）

［予想市場規模］800億円（世界市場規模）［予想達成時期］実施期間終了後4年後

成果目標

2

痛くない、気軽に受けられる乳がん検査を将来のスタンダードに

超音波イメージング技術開発

従来よりも小型で、短時間で検査ができる超音波の新

と連携し、人体内部をくわしくみられる革新的な画

生活習慣病による血管の病変や、眼疾患の初期変化を

像診断技術の創出と製品化に取り組んでいます。京

発見できる可能性を明らかにしました。事業終了まで

都大学がもつ基礎医科学の多様な研究成果と、企業

には画像診断を支援するシステムも組み込んで製品化

の製品化技術とを融合することで、より早期に確実

をめざします。
「超音波」ではより鮮明な画像を得る

取り組んでいます。この技術が実用化されれば、痛みな

に病気を診断できる、安価な医療機器の開発をめざ

技術を開発し、乳がんに関連する血管撮影に成功しま

く簡便に、しかも被爆なしに鮮明な画像で、乳がんを診

しているのです。

した。事業終了時には、乳がんの画期的な画像診断装

断できるようになります。また、高齢者だけでなく、30

同時に、新しい医療機器の開発と臨床研究の拠点、

置の製品化をめざします。
「原子磁気センサ」では世

若手研究者を育てる拠点を構築し、最先端の医工融

界トップレベルの高感度化・小型化を実現し、低磁場

合分野をリードする人材を社会に輩出していきます。

でも正確に磁気信号を感知して、心臓や脳の活動計測

*陽電子放出断層撮影。核医学
検査のひとつで全身を一度に
調べることができる。X 線や
MRI（磁気共鳴イメージング）
が形の異常を診るのに対し、
PET では代謝にもとづく
機能の異常を診断する。

輝幸

技術を確立し、体内の組織の状態やくわしい機能情報が
得られるような装置の開発を進めています。さらに、光
と超音波を融合した、画期的な画像化技術の実用化にも

〜 40 歳代の若年層の診断精度が飛躍的に上がることも
期待できます。

新規乳がん検査イメージ

［予想市場規模］8,000億円（世界市場規模）［予想達成時期］実施期間終了後4年後

に成功しました。今後は超高感度化をめざします。

融合が目指す未来

キヤノン㈱

京都大学

大塚製薬㈱
吉村

近藤

□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□

担が少なく、検査時間も短く、安価に高度な医療を受けら

新しい
画像診断
装置を作る

長久

（大学院医学研究科 教授）

（学際融合教育研究推進
センター 先端医工学研究
ユニット 教授）

眼底光イメージング
4

超音波イメージング

原子磁気センサ

分子プローブ
5

便利で安心なだけでなく、省電力化で
地球環境にも配慮した
グリーンイノベーションを目指すよ。

東京大学
ナノ量子情報エレクトロニクス連携研究拠点
協働機関

シャープ㈱、日本電気㈱、㈱日立製作所、㈱富士通研究所、㈱ QDレーザ

http://www.nanoquine.iis.u-tokyo.ac.jp

多様な人材による
議論が研究を進化

光通信から太陽電池まで、
「量子ドット」が21世紀を支える
IoT高度情報化社会を創る

現在、さらなる高出力化・高速化・高性能化に向けて開発を進め
ています。通信用途では 20℃から 70℃の環境においても安定した
動作を実現し、地中探査向けの用途では 220℃の高温下でも動作さ

量子ドットとは、ナノメートルサイズのごく小さ

量子ドットレーザを基盤として、超大容量で消費電

な半導体のことです。電子の量子力学的性質の制御

力が少なく、光通信ネットワークや、LSI 技術と光技

により、少ない電力で効率よく光を放出するなどの

術を融合する光インターコネクション、および「フレ

性質をもっています。

キシブルエレクトロニクス」の研究開発が順調に進ん

せることができました。また、シリコンフォトニクスの光源として
も高温動作、高い反射雑音耐性などが実証されました。
量子ドットレーザは低消費電力で多様な温度下でも安定動作し、
低コスト化も図れることから、強い市場競争力をもつ技術として注
目されています。今後、通信をはじめ、さまざまな分野にイノベーショ
ンをもたらすとともに、環境負荷の低減への貢献も期待されます。
量子ドットレーザ デバイス構造概念図（上）製品例（下）

［予想市場規模］1,000億円（世界）［予想達成時期］実施期間終了後5年後

東京大学では協働機関と連携し、量子ドットを用い

でいます。また、第三者による盗聴が不可能な「量子

て従来の半導体レーザをはるかに超える性能をもつ

暗号通信」や「量子計算」に取り組んでいるほか、超

成果目標

「量子ドットレーザ」の開発に成功しました。本事業

高変換効率の実現が期待される「量子ドット太陽電池」

2

では、量子ドットレーザをベースに光通信や暗号通

の研究開発も推進しています。

信、太陽電池などのさまざまな技術開発に取り組ん

事業終了時までには、量子ドットレーザの市場拡大

でいます。そして新技術の開発を通じて、情報化社会

を図るとともに、単一光子源を用いた量子暗号通信の

の持続的な発展や地球環境問題の緩和に貢献します。

基盤技術も確立していきます。また、量子ドット太陽

大学内のナノ技術、量子科学、IT の知を結集して

電池においては高効率化の可能性を検証し、再生可能

研究開発を進めるとともに、国内外の有力研究者や機

エネルギー技術にイノベーションをもたらすことを目

関とも連携して、国際的な拠点づくりを行っていま

標としています。

す。また視野の広い人材育成に努め、協働機関間で

最終的には「量子ドット」を中核にして、21 世紀

知的財産権の契約を統一するなどの改革を進め、か

の新たなエレクトロニクスの創出による、大きな事業

つ優秀

展開をめざしています。

な人材の確保に成功しています。

量子ドットレーザの技術開発とそのイノベーション展開

1

次世代型ネットワークや量子暗号通
信、太陽電池などの開発が進行中

ナノ・量子・ITの融合を生み出す
「量子ドット」

高温でも安定した性能を発揮！多様な分野での活躍が期待される

成果目標

絶対的に安全な通信を実現する「量子暗号通信」が期待される

通信波長帯単一光子源を用いた量子暗号通信の技術開発

情報通信には漏洩の危険がつきものです。そこで情報を暗号
化し、解読するための「鍵」を絶対安全に送ることで盗聴を防
ぐ「量子暗号通信」の技術を開発しています。量子暗号通信で
は光子（光の粒子）を使って鍵を送信機から受信機に送ります。
送られる鍵は盗聴されると形が変わり、盗聴されたことに気づ
くことができるため常に安全に鍵を共有できることが特長です。
本事業では（独）情報通信研究機構と連携して、盗聴の要因と
なる複数の光子の発生率を従来の 500 分の 1 に抑えた世界最高
水準の単一光子生成を実現し、100km 超離れた距離から鍵の送
信に成功しました。

通信波長帯単一光子源による量子暗号鍵配付技術

［予想市場規模］400億円（世界）［予想達成時期］実施期間終了後5年後
融合が目指す未来

岩本

荒川

敏

清悟 （ナノ量子
情報エレクトロニクス研
究機構 副機構長・教授）

情報エレクトロニクス研
究機構 機構長・教授）

（ナノ量子情報エレクトロ
ニクス研究機構 准教授）

量子ドット
太陽電池・検出器

樽茶

泰彦 （ナノ量子

シャープ㈱

男澤 宏也 （ナノ量子情

東京大学

量子ドットレーザ

㈱富士通研究所

日本電気㈱

㈱QDレーザ

量子暗号通信・量子計算

フレキシブルエレクトロニクス

グリーン
イノベーション

報エレクトロニクス研究機
構 特任研究員 広報担当）

高橋

明

（シャープ（株）
基盤技術研究所長 ）

日本電気㈱
田原

修一

（日本電気（株）
中央研究所理事 ）

6

鈴木

教洋

（（株）日立製作所
中央研究所長 ）

矢野

映

（（株）富士通研究所
取締役 ）

菅原

充

（（株）QD レーザ
代表取締役社長 ）

㈱日立製作所

㈱富士通研究所

シャープ㈱
日本電気㈱
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創薬と医療機器の両方がんばってるよ！

北海道大学
未来創薬・医療イノベーション拠点形成
協働機関

塩野義製薬㈱、㈱日立製作所、住友ベークライト㈱、日本メジフィジックス㈱、三菱重工業㈱

効率的な新薬開発の基盤と、
患者一人一人を見つめる
個別化医療の基盤を築く

成果目標

1

北海道大学では企業と連携して、新薬の候補とな
る「創薬候補化合物群」をつくりだすための基盤整
備を行っています。新薬づくりには通常膨大な時間

をつくることを推進しています。2010 年に発売された抗
インフルエンザ薬の開発に貢献することができたほか、感

療の双方にイノベーションを起こす拠点を整備して

染症や生活習慣病などの３つの治療薬の重点テーマも進行

いきます。

中です。2009 年には米国に「エゾースサイエンス」とい

個別化医療を推進する機器を協働
機関とともに開発
本事業の特筆すべき成果として、世界初の半導体

構造生物学などについての研究データを生かして、

検出器を使った画像診断装置「PET ／ SPECT」の

より短期間のうちに低コストで、連続的に創薬候補

開発に成功しました。がんの診断・治療には、正確

化合物群をつくりだす技術を研究しています。並行

にがんの場所や大きさ・形などの状態を知ることが

担が少ない「個別化医療」を行うための基盤づくり
も進めています。
これらが実用化されれば、病気にかかってもより
安価にさまざまな治療薬を手に入れることができ、

2

世界初の技術を組み込んだ「PET ／ SPECT」

半導体検出器技術を用いた高精度PET／SPECTの開発と臨床への応用

る装置です。脳などの組織の血流量や代謝機能を断面図

新たなスタンダードを実現することができます。

装置を融合させた、診断画像を見ながら治療ができ

を大学で雇用することで人材育成も行い、創薬と医

成果目標

係のある低酸素細胞の可視化に役立つ新しい放射性

成されたものです。さらに、X 線治療器と画像診断
る機器の製品化に向けた計画も進んでいます。
事業終了時には、開発した技術や機器をもとに、

エゾースサイエンス社のホームページ

［予想市場規模］最大5,000億円 ［予想達成時期］実施期間終了後8 ～12年後

開発の検査薬の分布状況を、特殊な半導体を利用して見

少ない医療を受けられるようになる、という医療の

とが本事業の大きな特長です。国内外の若手研究者

を連続的につくりだす体制の確立をめざしています。

援する医療機器です。あわせて、がんの悪性度と関
物質「RI プローブ」を開発しました。これらの成果は、

□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□

した。現場のニーズにあった、次世代医薬品の候補化合物

画像診断装置「PET ／ SPECT」は、体内に注入した新

大学の英知と協働機関の技術を融合させることで達

が大きく踏み出せない分野でも研究を進められるこ

う企業を設立し、バイオマーカーを探索する事業を始めま

必要であり、「PET ／ SPECT」はその画像診断を支

病気の容態にあわせて身体的にも金銭的にも負担の

大学が主体となることで、個別の企業ではリスク

新規作用機序の医薬品の開発

カー）を見つけたり、新薬の候補となる創薬候補化合物群

とコストがかかりますが、大学のもつ脂質・糖鎖・

して、個々の患者のニーズにあわせた、患者への負

インフルエンザの治療薬開発に貢献！

病気の目印となる体内のタンパク質異常（バイオマー

北大と日立製作所の研究者が一緒にがんばってる！

創薬と医療に新たな風を吹き込む
ための拠点を整備

http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris/innovahome/

で精細に観測でき、脳血管障害や心疾患、がんなどの診
断にすぐれた能力を発揮します。従来は難しかった頭頸
部がんの低酸素領域の診断なども可能になり、放射線治
療計画への応用も期待されています。
波及効果として、半導体検出器や部品が市販化でき、東
日本大震災後の放射線測定にも貢献することができました。

PET（陽電子放射断層撮影）装置

［予想市場規模］最大2,300億円 ［予想達成時期］2030年

患者にやさしい医療の実現をめざします。
融合が目指す未来

北海道大学

㈱日立製作所

塩野義製薬㈱
玉木

長良

（医学研究科 教授）

髙山

大

（創成研究機構 特任教授）
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川端

日本メジフィジックス㈱

住友ベークライト㈱

和重

（理事・副学長 教授）

五十嵐

靖之

創 薬

新しい薬、
新しい医療機器
を作る

医療機器

三菱重工業㈱

（先端生命科学研究院
特任教授）
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細胞シートは、シールみたいに
はることで組織を再生できるんだよ！

東京女子医科大学
再生医療本格化のための最先端技術融合拠点
大日本印刷㈱、㈱セルシード、㈱日立製作所

協働機関

http://www.twmu.ac.jp/ABMES/CSTEC/

革新的な新技術
「細胞シート」が切り拓く、
再生医療の明日

成果目標

1

細胞シートを用いた治療開発と関連装置・事業の展開

細胞シート（図 1）はさまざまな疾患に
臨床応用され、角膜の再生による視力の向
上や、食道の潰瘍治療と狭窄（食道が狭く

大学・企業の研究者が集う研究風景

再生医療が実用化すれば、患者の
QOLが飛躍的に改善できる

さまざまな細胞から安全で効率よく細胞シートをつくる培養皿を商品化

患者の疾患治療に成功、
さらなる研
究発展と普及を見据える

事故や病気によって失われた体の組織・器官の再生

本事業ではすでに、細胞シートの有効性と安全性

や機能回復ができる再生医療は、次世代型の医療とし

を動物実験で確認したのち、実際の患者の疾患を治

て、現在非常に注目を集めています。

すことに成功しています。角膜・心筋・食道・歯周

なってしまうこと）の防止、歯周組織の再
生による骨レベルの改善・歯周病の再発予
防など、一定レベルの成果をあげています。
今後より多くの患者を救うためには、細
胞シートを安定して大量に生産し、社会に
普及していく必要があります。その鍵とな
るのが「温度応答性ポリマー」です。これ

本事業では、人体細胞を薄いシート状にした「細胞

組織・軟骨・中耳の各領域では、その安全性と有効

は高温では水に混ざりにくく、32℃以下

シート」
を使った再生医療に挑んでいます。これは、
失っ

性が示されつつあります。ほかにも、創薬評価のた

で水に混ざりやすくなる性質をもった化合

た組織にその組織の細胞でつくった細胞シートをはり

めの心筋チューブ、糖尿病や血友病などを治療する

物です。高温状態の温度応答性ポリマーの

つけることで、再生させるというものです。この技術

ための膵島・肝細胞シートの作製法や移植法の研究

があれば、重い疾患に苦しむ人の QOL（生活の質）を

も進めています。あわせて、細胞シートを安全かつ

大幅に改善できます。例えば、目の見えない人が再び

効率的に生産し、利用するための培養装置や移植用

見えるようになったり、歯周病で歯を失いかけている

機器なども開発中です。

図１細胞シートのさまざまな疾患への臨床応用

上で細胞を培養すれば、最後に温度を下げるだけで、簡単に
細胞シートを作製できるのです。本事業では、この温度応答
性ポリマーを使った高機能な細胞培養皿の開発に成功してい
ます。培養皿は協働機関である㈱セルシードにより商品化さ
れ、平成 20 年 11 月より海外販売が開始されました ( 図２)。

事業終了時までには、各組織や臓器に対する細胞

さらに、細胞シートの作製や移植を安全で効率的に行うた

社会的にも医学的にも前例のないこの治療法は、多

シート再生医療の臨床研究・治験を進め、技術を世

めの自動培養装置、細胞シートの移植用機器なども開発して

くの領域の研究者と医師の知識・技術が融合していま

界へ普及させていきます。同時に臓器再生の基盤技

います。これらの技術により細胞シート医療を産業レベルで

す。そこに企業の力をかけあわせることでシステムの

術を確立し、細胞シートによる再生医療社会の実現

実現し、低コストな再生医療技術を飛躍的に普及させること

汎用化と大量生産などによる産業化を進め、国際競争

と産業の創出をめざします。これらの技術が普及す

力と人材育成力をもった拠点づくりを進めます。

るとともに、広く必要とされる装置や機器などがも

人の歯周組織を再生したりということもできるのです。

たらす経済的価値も高いものと期待されています。

を目標としています。
［予想市場規模（世界）
/予想達成時期］

図２細胞シート作製用細胞培養皿 UpCell

角膜：45億円/3 〜 5年後、食道：604億円/5 〜 10年後、歯周：173億円/凡そ5年後
融合が目指す未来

細胞シート作製用
細胞培養皿製造

再生医療を
加速する

東京女子医科大学

㈱セルシード

清水

大和
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雅之

（先端生命医科学研究所
所長・教授）

達也

（先端生命医科学研究所
教授）

岡野

光夫

（先端生命医科学研究所
特任教授）

江上

美芽

（先端生命医科学研究所
客員教授）

細胞シート作製用
細胞培養皿大量製造

自動培養技術

大日本印刷㈱

㈱日立製作所
11

先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム TOPICS

京都大学

高次生体イメージング先端テクノハブ

このプログラムは、実績のある多くの企業と大学等が連携をし、社会・経済の変化に対応しながら、
イノベーションを生み出す試みです。そのプログラムからあたらしい価値が続々と生まれています。

北海道大学

未来創薬・医療イノベーション拠点形成

革新的な医療機器と分子プローブの創出により
がんおよび生活習慣病から人々を守る

生命科学や医学の研究チームが診断・治療効果判定・
治療法に関する世界トップレベルの研究開発を遂行中

名前：吉村
名前：近藤

名前：篠原

長久（執行責任者、京都大学大学院医学研究科 教授）
輝幸（執行責任者、京都大学学際融合教育研究推進センター先端医工学研究ユニット 教授）

① 眼底光イメージング 光干渉断層計 / 共焦点レーザー検眼鏡
a. 眼底に現れる生活習慣病合併症や失明に繋がる眼科疾患の早期診断。患者の QOL 向上
b. 横分解能 5μmの高速広画角光干渉断層計と収差補正を搭載した高分解能共焦点レーザー検眼鏡を開発し、

康郎

所属：北海道大学大学院先端生命科学研究院 特任教授

細胞や個体の発生・分化・疾患等の過程で糖鎖が大きく変動することが知られていますが、私たちは細胞や組織
に存在する糖鎖を包括的に解析する技術を世界に先駆けて確立し、糖鎖の発現動態の全貌を俯瞰できるようにしま
した。本法は創薬研究における基盤技術として糖鎖関連マーカーを系統的に探索する革新的な手段となるとともに、
治療効果の評価や糖鎖発現ネットワークの異常を正常化するという新たな治療法の開発につながると考えています。

眼底疾患の初期変化を検出
c. 高速広画角光干渉断層計、および高分解能補償光学－共焦点レーザー検眼鏡
② 超音波イメージング 超音波／光音響トモグラフィ―
a. 高齢者に加え、若年層の乳がん診断精度の飛躍的向上
b. 光超音波マンモグラフィ（PAM）の臨床研究を開始。乳がん部の血管のヘモグロビン酸素飽和度の画像化
に成功

名前：志賀

哲

所属：北海道大学大学院医学研究科病態情報学講座核医学分野 准教授

私たちの研究グループでは、半導体検出器を使った画像診断装置 PET と SPECT という機器
の研究開発を、日立製作所と共同で行っています。現在までに、世界でもトップレベルの高
精細な脳の画像を撮影することができていて、頭頸部のがんや脳の病気の診断や、それを元
にした治療計画の作成に有用なことがわかりました。今後とも半導体検出器を使った機器が

③光超音波マンモグラフィ（PAM）高機能化のための分子プローブ開発

社会で実用化されることを目指して、大学と企業の研究者で力を合わせて頑張っていきます。

東京大学

東京女子医科大学 再生医療本格化のための最先端技術融合拠点

ナノ量子情報エレクトロニクス連携研究拠点

ナノテク、量子科学を基礎に、「量子ドット」の
キー技術で、実社会の社会変革に貢献

医師や産学研究者、実用化推進者全員が“るつぼ”状態で
世界初の再生医療開発を牽引する真のグローバル拠点です

名前：荒川 泰彦
所属：東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構 機構長・教授 生産技術研究所 教授

名前：江上 美芽
所属：東京女子医科大学先端生命医科学研究所 客員教授 チーフメディカルイノベーションオフィサー

当拠点では、ナノテクと量子科学、IT を融合し、IoT（Internet of Things）に代表される社会変革に貢献

私たち CSTEC 拠点では、細胞シート工学という科学技術“ドメイン”を共有する多様な研究者や医師、

するイノベーションの創出を目指しています。センサネットワーキングと膨大な計算能力が結びついて、

開発推進者が縦横に連携し、お互いに学びつつ先端融合サイエンスの解明と治療開発、実用化活動に邁進し

CPS(Cyber Physical System) といわれる、将来を一変するような社会を実現できるのではと期待しています。

ています。細胞シート工学の強みは、角膜、心筋、食道、歯根膜、軟骨、中耳など 6 分野の治療開発を同

約 30 年前に提案した量子ドットレーザは通信分野向けを中心に量産・市場化が進んでおり、それから派

時並行的に展開し、ダイナミックに相乗効果を挙げていること。基礎から臨床開発、産業技術開発から規制

生した技術も着々と生まれています。単一光子発生素子や波長に敏感な赤外センサ、高効率量子ドット太陽

制度評価までも手掛けて、世界の中心研究者や再生医療クラスター、行政と本物の人的ネットワークを形成

電池、電子機器の低消費電力・小型・高速化に不可欠な光信号配線などのシリコンフォトニクス技術も育ち

し、新しい再生医療社会の基盤ビジョンを熱く提唱し続けています。開発推進側も、映画製作現場の俳優・

つつあります。

監督に対してプロデューサーが果たす役目のように、時に俳優や監督と一緒に泣き笑い、時に世界の主要プ

2020 年頃には、量子ドットレーザは通信用途だけでなく、レーザ加工、地中探査用、LSI 光配線光源など
広範な用途に応えているでしょう。量子暗号・量子計算も情報量の爆発的増大の中で高セキュリティ、計算
能力の飛躍的向上の担い手として、必ずや浸透する時代を迎えると考えています。

レーヤーや企業と戦略的に提携し、時に一般市民や世界に向けて自らその作品の価値や将来像を強くアピー
ルするなど融通無碍の努力を心掛けています。

私たちの生活を
もっと便利にしてくれる、
光の利用技術を開発するよ！

大阪大学
フォトニクス先端融合研究拠点
協働機関

㈱島津製作所、シャープ㈱、日東電工㈱、㈱三菱化学科学技術研究センター、IDEC ㈱

21世紀の科学・産業・
社会を支える技術
「フォトニクス」とは

http://www.parcjp.org/parcproject

成果目標

1

さまざまな疾患を高感度で診断するセンサを開発！

生体関連物質の高感度プラズモンセンサの開発

生物（生体）は、分子などを高感度で認識する優秀な機能をもっ
ています。その機能を利用して、がん・メタボ疾患・感染症など

ラマン顕微鏡による
プラズモン増強発光の研究

のさまざまな疾患を診断するバイオセンサの開発を行っていま
す。生体が認識した抗体・遺伝子・細胞などの分子や生体シグナ

最先端技術のベースには、
フォトニ
クスがある
フォトニクスは、フォトン（光子、つまり光の粒子）
の性質や物質との相互作用について研究する学問のこ
とです。物理学、化学、生命科学、電子工学、機械工

躍することのできる国際的な人材を育成するととも

ルは、電子や光などの物理的なシグナルに変換して測定する必要

に、日本の産業や社会にも貢献します。

がありますが、そこで本事業ではプラズモン（自由電子の集団的
な振動）により物理的なシグナルを増強することで、非常に感度

コア技術の開発から、事業化までを
めざす拠点構築へ

学など多分野におよぶ学問の融合であり、ナノテクノ

現在は、イノベーションを創出するためのコアとな

ロジー、バイオテクノロジー、IT、環境・エネルギー

る技術を研究開発し、産業化につなげられるかどうか

などの最先端技術の基盤でもあります。20 世紀を支

の可能性を検証している段階です。
事業終了時までには、実用化・産業化をめざすプロ

産業と社会を担う技術として、脚光をあびています。

ジェクトのなかから、20 件以上を製品化もしくは商

大阪大学では５つの企業と協働してフォトニクスの

品化することをめざします。例えば、非常に微細な物

最先端科学を探究し、フォトンを使った次世代の産業

質をも分析できるナノ分光顕微鏡や、アルツハイマー

を開拓して、イノベーション創出をめざします。具体

や糖尿病などを診断し、一人一人の健康を管理できる

的には、今までにない革新的な分析機器やセキュリ

多機能なバイオセンサなどが候補にあげられます。

ティシステム、磁気記録技術、バイオセンサや太陽電
池などの開発に取り組みます。

プラズモンバイオセンサのプロトタイプ

［予想市場規模］1,000億円 ［予想達成時期］実施期間終了後5年後

成果目標

2

えたエレクトロニクス技術を継ぎ、21 世紀の科学と

事業終了後も研究を進め、世界トップレベルのフォ
トニクス技術の研究開発拠点を形成することをめざし

本事業では、大阪大学フォトニクスセンターを世界

ています。フォトニクスの最先端の研究をリードする

的な拠点として、学問や学会の壁を超えた最先端の融

ことで、世界の科学技術と産業を先導していきます。

□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□

の高い「プラズモンセンサ」をつくることに成功しました。

10ナノメートルの世界を見られる顕微鏡が登場！

先端増強ラマン散乱顕微鏡の製品化

光を使って、従来よりもはるかに小さなものを高精細に見ら
れる顕微鏡の製品化に成功し、商品としてベンチャー企業から
販売を開始しました。見たい物質に光を当てて、特殊な反射光
（ラマン散乱）から物質の構造を読み取るのが「ラマン散乱顕
微鏡」の基本構造です。本事業ではさらに、極小の金属針を光
に当てて光の波長よりも小さな光スポットをつくることで、ラ
マン散乱を 10 ナノメートル単位で読み取ることができます。
扱いの難しい高性能顕微鏡を一般向けに技術移転できたと
いう成果は、ナノ研究の発展に大きく貢献するものと予測さ
れます。

先端増強ラマン散乱顕微鏡

［予想市場規模］20億円 ［予想達成時期］実施期間終了後10年後

合研究を企業と連携して進めていきます。産業界で活

融合が目指す未来

分析機器

大阪大学

㈱島津製作所

太陽電池
河田

井上

康志

（大学院生命機能研究科
教授）

14

聡

（大学院工学研究科 教授）

バルマ プラブハット

（大学院工学研究科 教授）

高原

淳一

（株）三菱化学科学技術研究センター

大容量ストレージ

シャープ㈱

LED

IDEC ㈱

フォトニクス
産業を創る

バイオセンサ

日東電工㈱

（大学院工学研究科 教授）
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体の中の悪い部分だけをねらいうちして
診断・治療できる技術を開発しているよ！

東京大学
システム疾患生命科学による先端医療技術開発
㈱未来創薬研究所、オリンパス㈱、積水メディカル㈱、東レ㈱、田辺三菱製薬㈱、

協働機関

日立アロカメディカル㈱、㈱ニコン、興和㈱、ソニー（株）

先端技術で思いやりの
医療を提供する

成果目標

1

若手融合タスクフォースによる
超音波診断機器の開発

http://www.tsbmi.m.u-tokyo.ac.jp/

治療時間が３分の１以下に！がん細胞を集中的に診断・治療

がんの先端医療技術開発

がんにかかった細胞から、がんの目印となるタンパク質
に対する抗体をつくって、がん細胞に特異的に集中させる

多様な研究成果を、診断・治療法の
実用化につなげていく

という技術開発を行っています。そしてその抗体をターゲッ

本事業はすでに複数の成果が出ており、糖尿病や

での成果としては、マウス由来の大腸がんの抗体からヒト

メタボリックシンドロームの引き金となる細胞や、

型の抗体をつくることに成功しています。この技術により、

り、患者に身体的・金銭的に大きなストレスがかかっ

生活習慣病を防ぐ飲み薬の候補物質を発見できまし

早期に短時間でがんの診断・治療ができれば、治療費も抑

たりするなどの問題がありました。

た。また、糖尿病の発症にかかわるタンパク質の働

制できて患者のストレスが飛躍的に軽減されます。

サイクル型の研究開発で、患者に
やさしい医療体制を構築
従来、がんや生活習慣病などの病気の治療では、
治療薬が強い副作用をともなうものしかなかった

トに、超音波による治療機能をもった内視鏡を使ってがん
を高精度に診断・治療することを目指しています。現在ま

東京大学では企業と連携して、体内の疾患部分の

きやインスリン作用メカニズムを解明し、治療法や

みをピンポイントで診断・治療する治療薬や医療機

治療薬の開発に道が拓けたほか、治療には早期の血

器の開発に取り組んでいます。この技術を活用でき

糖値管理が効果的なことを提唱しました。ほかにも、

成果目標

れば、短時間で効率的に診断や治療が行える、副作

難治性胃がんの治療薬をつくる手がかりとなる遺伝

2

用が少なくなる、患者のストレスが大きく軽減され

子変異の発見や、結石をリアルタイムで監視して再

る、治療が安価になるなど、安心・安全・思いやり

発の危険なく治療する超音波機器の開発、診断機器

の医療を提供することができるようになります。

として活用できる世界最高速の連写カメラの開発な

研究体制においても、今までのような大学と企業

どをなしとげています。

の１対１の関係ではなく、基盤技術・情報をもつ東

事業終了時までには、糖尿病の治療薬については

京大学の複数の研究部門と、世界をリードする複数

臨床試験に入ること、がんを高精度で負担なく診断・

の企業の技術を融合させ、
「臨床→基礎→実用化→

治療できる機器や治療薬についても、実際の患者に

臨床」というサイクル型の研究開発体制を確立して

使ってもらう臨床治験の実施をめざしています。最

いきます。

終的には、これらを実用化し社会に普及することが
目標です。

□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□

抗体を用いた内視鏡技術による低侵襲な診断・治療

［予想市場規模］診断・治療器：世界市場0.9億ドル 治療薬：世界市場19.5億ドル ［予想達成時期］実施期間終了後8年後
メタボを超早期に診断できる技術が登場

生活習慣病の先端医療技術開発

患者への負担が少ない内臓脂肪量の測定法や、血管・
動脈硬化の診断法、さらに生活習慣病の早期診断・治療
法の開発に挑んでいます。これまでに、メタボリックシ
ンドロームの鍵となる分子「アディポネクチン」を測定
して、超早期にメタボ診断をする方法を確立しました。
これは心血管合併症のリスクの早期診断にも有効なこと
を証明しました。さらに高精度で肉体的負担の少ない、
腹部超音波を用いた脂肪量計測技術の開発にも成功して
います。これらの医療技術が実用化すれば、生活習慣病
に関する治療費の削減が期待できます。

アディポネクチン、超音波内蔵脂肪量測定による診断

［予想市場規模］診断器：世界市場7.8億ドル 治療薬：世界市場10.6億ドル［予想達成時期］実施期間終了後8年後
融合が目指す未来

新しい薬、
新しい
医療機器を作る

東京大学
恊働機関

窪田

門脇

直人

（大学院医学系研究科
教授・拠点長）

（大学院医学系研究科
准教授）

小室

一成

（大学院医学系研究科 教授）

16

孝

佐久間

一郎

油谷

（大学院工学系研究科
教授・副拠点長）

浩幸

（先端科学技術研究センター
教授）

酒井

寿郎

（先端科学技術研究センター
教授）

治 療

㈱ニコン

ソニー㈱

興和㈱

オリンパス㈱

積水メディカル㈱

田辺三菱製薬㈱

日立アロカメディカル㈱

㈱未来創薬研究所

東レ㈱

創 薬
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MEMSはMicro Electro
Mechanical Systems（微小な
電気機械システム）の略だよ。

東北大学
マイクロシステム融合研究開発拠点
㈱リコー、㈱トッパン・テクニカル・デザインセンター、㈱メムス・コア、㈱北川鉄工所、住友精密工業㈱、トヨタ自動車㈱、日本信号㈱、

協働機関

日本電産コパル電子㈱、日本電波工業㈱、メムザス㈱、㈱ 豊田中央研究所、ニッコー㈱、日本航空電子工業㈱、古河電気工業㈱、㈱ デンソー、㈱クレステック
http://www.rdceim.tohoku.ac.jp/

小さなMEMSが描く、
大きな夢、
安全・安心・快適な社会

成果目標

1

発・実用化に取り組んでいます。人と接するロボットを開
発する上では、人にやさしくふれられるよう力加減を調節
できる触覚センサの開発が重要です。本研究では、MEMS

義や研究者の海外派遣を実施し、人材育成にも力を入

による力センサと乗り合いウェハでつくった専用の LSI を

れています。

ひとつのチップに集積化し、高速・高精度な触覚センサの

大規模な集積回路 (LSI) にセンサやアクチュエータ

複数企業の技術が一堂に会する
「乗り合いウェハ」
で効率的な開発

を組み合わせることで、高性能な部品「MEMS」が安
価で大量につくれます。MEMS は小さな部品なので直

複数の企業が協働するにあたり、共用設備を整備す

接目にすることはありませんが私たちの生活に大変役

ロボットのための触覚センサの開発

人の生活を助ける人間型のライフサポートロボットの開

集積型マイクロバイオセンサを評価する風景

最先端の技術を融合させ、高度な
マイクロシステムを実現

ロボットと人がやさしくふれ合える日も近い？

ネットワークシステムを開発しました。省電力、省配線、
場の開拓につながると期待されます。

1 本の配線上に並べられた多数の触覚センサ

［予想市場規模/予想達成時期］2017年時は年間1億ドル規模、
2031年には年間800億ドル規模を超える予測

るとともに、
「乗り合いウェハ」によるシステム改革

立っています。たとえば、自動車のエアバッグの機能

を行いました。これは１枚のウェハ * 上に複数企業の

は加速度センサという MEMS によるものですし、ス

試作デバイスを隣り合わせに（乗り合い状態で）つく

マートフォンにも多くの MEMS が使われています。
東北大学では、これからの社会が「より安心・安全・
快適」になるために、企業と連携して最先端の LSI と
MEMS 技術とを融合させた高度なマイクロシステム
の実現をめざしています。人々の生活を助けるロボッ

センサのことです。本研究では同時に多項目を分析できる

ています。いくつかのシステムでは機能を確認し、実

センサ開発や観測結果の画像化に挑戦しており、電流を測

用化の見通しを探っています。例えば電流を検出する

るシステムの構築や、酵素や細胞分化の高感度な画像化に

しました。事業終了時までには、開発した融合技術が

大学と複数の企業が協働することで、情報・技術開

市場競争力のある製品の実用化に使われ、研究開発を

発で開かれた場を築き、国際的な産業競争力を生み出

通して関連産業の国際競争力に貢献することが目標で

す拠点づくりも進めています。MEMS 技術の集中講

集積型マイクロバイオセンサシステムの開発

現在は LSIとMEMS を融合する基盤技術を開発し

したほか、赤外線を高感度で計測できるセンサを作成

ら生まれる可能性があるのです。

2

医療、環境、食品…多分野への応用が期待できる技術

バイオセンサとは、生物の高度な物質認識能力をまねた

なく高感度・高速で計測できる実用システムを作成

私たちの生活を豊かにするさまざまな製品が本研究か

成果目標

る手法で、開発コストの大幅な削減に成功しました。

センサ用 LSI を乗り合いウェハで作成し、これまでに

トや安全で快適な車、新薬開発のための検査装置など、

す。

* 集積回路の製造に使われる、半導体でできた薄い基板。
名称は洋菓子のウエハースに由来している。

成功しています。これらを発展させれば、物質の反応を電
流で測ったり、成分変化を画像で診断できるようになりま
す。水や食品の品質をすばやく安全に確かめたり、薬剤の
開発時に動物実験のかわりに採用したりと、新たな手法を
提案できる可能性があります。

センサ電極と集積化したバイオLSIチップ

［予想市場規模/予想達成時期］2020年には180億ドルに達する予想、2017年からの市場参入を狙う
融合が目指す未来

バイオ・医療システム

㈱トッパン・テクニカル・デザインセンター

光マイクロシステム

東北大学

メムザス㈱

古河電気工業㈱

㈱デンソー

㈱リコー

日本信号㈱

日本航空電子工業㈱

田中

秀治

（大学院工学研究科バイオ
ロボティクス専攻 教授）
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小野

次世代携帯機器

祟人（大学院工学

研究科機械システムデザイ
ン工学専攻 教授）

□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□

小型化といった条件にも配慮しており、産業的にも新規市

江刺

正喜

（マイクロシステム融合研究
開発センター長）

室山

真徳

（ マイクロシステム融合研究
開発センター 准教授）

日本電波工業㈱

製造・検査

ニッコー㈱ ㈱メムス・コア

㈱トッパン・テクニカル・デザインセンター

㈱クレステック

センサネットワーク

トヨタ自動車㈱

日本電産コパル電子㈱
住友精密工業㈱

小さくて
賢い、役に立つ
マイクロシステム
を作り出す

㈱北川鉄工所

㈱豊田中央研究所
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九州大学

九州大学

先端融合医療

レドックスナビ研究拠点

先端融合医療レドックスナビ研究拠点
協働機関

私たちの体の中でいつも起こっている
「酸化」と「還元」に注目した研究だよ！

日本電子㈱、㈱島津製作所、田辺三菱製薬㈱、大鵬薬品工業㈱、HOYA ㈱、富士電機㈱、

「レドックスナビゲーション」で
がんや糖尿病を
早期診断・治療する！

http://redoxnavi.kyushu-u.ac.jp/

成果目標

1

創薬に向けた研究の実施

多様な疾患のキーとなる現象「レ
ドックス」
とは

日油㈱、九州電力㈱

する内視鏡の開発などを行っています。ほかにもレ
ドックスにより発生した物質（バイオマーカー）を高

「レドックス」とは、物質が酸化・還元される現象の

感度で測定し、それをターゲットにしてがんの治療薬

ことです。私たちの体内では常にいろいろなところで

開発や、抗がん剤の効果予測ができないか研究してい

レドックスが起きていますが、これがうまくいかない

ます。

医療現場で使えるレドックスの観察システムをつくる

レドックススキャナーの開発

現在、フリーラジカルを画像化する新型の MRI（核磁
気共鳴画像法）を試作して、体内のレドックス観測に応
用を目指して開発中です。また内視鏡の先端にとりつけ
られる、非常に小さなレドックス画像化装置を製作しま
した。これにより、消化管など細かな部位の診断画像が
得られるようになれば、見つけにくい表層がんの発見率
も向上すると期待されています。そして、将来本システ
ムが実用化されれば、得られたレドックスのデータにも
とづき、より効率的で患者への身体的・金銭的負担が少
ない手術が行えるようになります。

事業終了時までには画像化装置を完成させ、実用化

質ができ、さまざまな疾患につながってしまうのです。

に向けた試験を行うことを視野に入れています。また、

本事業ではレドックスを計測・可視化し、疾患のメ

小型の手術支援システムも作成し、治療システムと融

カニズムを解明して診断や治療につなげる「レドック

合させて実証研究をする予定です。さらにバイオマー

スナビゲーション」というシステムの構築に取り組ん

カー測定の有用性を確立し、開発した治療薬の臨床試

レドックスの分析・診断技術を駆使して、糖尿病の発

でいます。レドックスが関係する疾患には生活習慣病

験をめざします。最終的には本事業から連携研究が発

症や合併症を抑える治療法の開発に挑戦しています。抗

やがん、神経疾患などがあり、これらに対する画期的

展していき、世界的な拠点が構築され、技術の

な診断・治療法の開発が期待されています。

有益な実用化がなされることを目標として

2

糖尿病の人に、生活の質の向上と元気で長生きを提供したい

糖尿病合併症治療薬および糖尿病発症予防薬シーズを創出

酸化が合併症の進展を抑える世界で初めてのエビデンス
を見出し、それを基に、糖尿病性腎症 * 等の合併症を抑
この創薬研究を発展させ、実用化に耐えうる予防薬や
治療薬の創出に貢献することで、患者の生活の質向上を
めざします。

研究を行うとともに、各分野間の連携を推進して人材

さまざまな用途をもつ、
レドックス
ナビゲーションシステム

成果目標

制する創薬研究を開始しました。

います。

医療・製薬・分析機器の各工業界の創造力を結集して
育成を行い、拠点づくりを進めていきます。

レドックススキャナーの試作

［予想市場規模］十数億円 ［予想達成時期］実施期間終了後5年後

と体を傷つける活性酸素やフリーラジカル * という物

九州大学がもつ医学、薬学、農学、工学の英知と、

□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□

* 腎臓の機能が損なわれ、尿がつくれなくなってしまう病気。

井口

（レドックスナビ研究拠点 /
創成センター 教授・副拠点長）

細胞を用いた薬効評価

人工透析を受ける必要があり、悪化すると腎不全や最悪の場合死に至る。

登與志

市川

和洋

［予想市場規模］数兆円 ［予想達成時期］創薬シーズのため上市時期は未定

（レドックスナビ研究拠点 /
創成センター 教授・副拠点長）

融合が目指す未来

イメージング

現在、レドックスナビゲーションシステムについて

九州大学

内視鏡

は、複数の観点から研究開発を進めています。レドッ

日本電子㈱

HOYA ㈱

クスを画像化して疾患の早期診断をする装置や、

富士電機㈱

富士電機㈱

新しい薬、
新しい
医療機器を作る

レドックスナビゲーションによる手術を支援

* 物質を酸化させる力が強い
分子のこと。がんの発生を
促進するといわれる。

バイオマーカー
内海

英雄

（レドックスナビ研究拠点
研究統括者）
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片山

佳樹

（工学研究院 教授・拠点長）

㈱島津製作所

創
IT産業

九州電力 ㈱

薬

田辺三菱製薬㈱
大鵬薬品工業㈱
日油 ㈱
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免疫がうまく働かないことが
原因となって起こるさまざまな疾患を
治す薬を開発しているよ！

京都大学
次世代免疫制御を目指す創薬医学融合拠点
協働機関

アステラス製薬㈱

http://www.ak.med.kyoto-u.ac.jp/

治らなかった病気を治すー
次世代の免疫制御薬を
開発する

成果目標

1

腫れ、持続的な炎症や痛み、関節の変形などの症状があらわれ
ます。投薬や手術などの治療法はありますが効果はまだ不十分
で、治療時に全身の免疫を抑制するため、感染症を誘発する危

多く人を悩ませるアレルギーなどを
治す、革新的な免疫制御薬をつくる

福祉に貢献し、優秀な研究者を養成して製薬産業の国
際競争力の強化、創薬事業の推進に寄与していきます。

る治療薬を開発しています。関節リウマチにかかった滑膜組織

日本を含む先進諸国では、アトピー、喘息、花粉症

* 通常は体内の異物を排除するはずの免疫系が、正常な細

から抗体を発見することに成功し、動物実験で有用性を確認し

などのアレルギーに悩む患者は全人口の 3 分の 1 を
超えています。さらに自己免疫病 *、慢性炎症疾患、
感染症、がん、移植の問題など、免疫の不全が原因と
なって起きる疾患に苦しむ人も多く、これらを克服す
るための免疫制御薬の開発が急務となっています。
そこで、京都大学の基礎・臨床研究とアステラス製
薬㈱の創薬技術を融合し、次世代の免疫制御薬の開発
に挑戦します。創薬事業は膨大な時間と経費がかか
り、最終的に安全で効果的な新薬がつくれる確率は非
常に小さいという困難なものですが、大学内に融合ラ
ボをつくることで、基礎及び臨床現場からの視点をオ
ンサイトで迅速に、創薬に反映させる効率的な創薬シ
ステムを確立しています。このシステムはより短期間
のうちに、安全で効き目の
ある安価な薬をたくさん開
発できる可能性を秘めてい
ます。
本事業では国民の健康と

一朗

（アステラス製薬（株）
ＡＫプロジェクトリーダー
大学院医学研究科 特任教授）
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新規関節リウマチ薬の創製

関 節 リ ウ マ チ は 関 節 を 包 み 込 む 滑 膜 に 炎 症 が 起 こ る 病 気 で、

電気泳動による蛋白質分析

荒森

手術や感染症の心配なく、関節リウマチを治す薬を開発中

胞や組織を攻撃してしまうことで症状がでる疾患。

険性もあります。本事業では、滑膜に直接作用して症状を抑え

ました。抗体から治療薬を開発できれば手術の必要が減り、医
療費を抑える効果も期待できます。

現在は創薬プログラムが着々と進行中、
次々と市場に新薬を出すことをめざす
これまでに融合ラボを設立したほか、創薬の手がか
りとなる分子を 25 個特定しました。これらの分子に
ついては、有用性の確認や既存薬との差別化なども検
討し、うち 10 個は創薬プログラムへと進んでいます。
事業終了時には、実用化が見込める３つ以上の候補
薬の創出と、可能ならば臨床試験の実施をめざしてい
ます。同時に 20 名以上の研究者を大学・企業・官庁
などに輩出することを目標としています。ゆくゆくは、

間接リウマチでの滑膜の肥厚

［予想市場規模］2,687億円/年（日米欧）［予想達成時期］実施期間終了後10年後

成果目標

2

アトピーに苦しむ人が、健康的な生活を送れるようになるかも！

新規アトピー性皮膚炎治療薬の創製

本来皮膚は異物の侵入に対してバリア機能をもっていますが、アトピー性皮膚炎ではその機能が破
たんを起こしています。治療としては、ステロイド薬などで
症状を抑える対症療法が行われてきました。
本事業では、バリア機能そのものを修復する化合物をつく
りだして、アトピー性皮膚炎を本質的に治す薬の創出をめざ
します。これまでにバリア機能に大きくかかわる「フィラグ
リン分子」を増やす化合物を見出し、マウスの皮膚炎の改善

抗アレルギー薬や免疫抑制薬など３つ以上の薬を市場

に成功しています。今後は成果をもとに、より効果的な化合

に送り出し、本拠点をモデルとして大学発の創薬開発

物の大規模な探索を進めます。

研究センターが設立さ
れ、国際競争力が強化

アトピー性皮膚炎の健常者（左）と罹患者（右）

［予想市場規模］1,068億円/年（日米欧）［予想達成時期］実施期間終了後11年後
融合が目指す未来

されることまでを視野
に入れています。

アステラス製薬㈱

成宮

京都大学

新しい薬を作る

周

（ＡＫプロジェクト拠点執行
責任者
大学院医学研究科 特任教授）

新規関節リウマチ薬の
創製

新規全身性エリテマトーデス(SLE)
治療薬の創製

新規アトピー性皮膚炎
治療薬の創製
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先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム TOPICS

大阪大学

フォトニクス先端融合研究拠点

大学等と企業の間に橋渡しし、それぞれの強みを最大限に活かすことで、
イノベーションを創出できる環境の整備を進め、多くの成果をあげることができました。

東北大学
・

・

マイクロシステム融合研究開発拠点

・

新しい光学顕微鏡の開発

ほくろ型センサがロボットの触覚に
マイクロシステム融合技術でロボットにやさしさを

名前：藤田 克昌
所属：大阪大学大学院工学研究科 精密科学・応用物理専攻 准教授

名前：田中 秀治
所属：東北大学 大学院工学研究科バイオロボティクス専攻 教授
マイクロシステム融合研究開発センター 教授 マイクロ・ナノマシニング研究教育センター センター長
・

・

・

顕微鏡は人間の目で観ることができない世界を明らかにしてくれます。新しい顕微鏡ができれば、新し

ロボットのほくろが 3 軸触覚センサになる、そんな先端融合技術を開発しています。人と一緒に活動す

い世界を観ることができる。これが光学顕微鏡の観察の一番の醍醐味です。顕微鏡には、電子顕微鏡やプ

るロボットには触覚が欲しい。これを叶えるほくろ型触覚センサは、力を受けると「神経パルス」を発しま

ローブ顕微鏡等、沢山の種類の顕微鏡がありますが、光を使った光学顕微鏡は非常に多くの種類があり、

す。私達生物の触覚のように、ある力以下には感じなかったり、ずっと同じ力だと反応が緩慢になったりし

多様な世界を見せてくれます。これまで分子を分析できるラマン顕微鏡の開発研究を行ってきました。開

ます。「神経パルス」は実はデジタルデータのパケットです。数μ s ～数十μ s のパルスを拡大すると、

発した技術を実用化し、それが新しい市場を作りだす様子を目にしてきました。基礎研究から、その成果

センサの ID、触覚データ、エラー検出符号などからなっていることがわかります。

を世に出し、その価値を認めていただくまでには、非常に多くの苦労があり、計画通りに進むことはまず

・ ・

・

「神経パルス」はバス、言い換えると多数のセンサが共用する配線を通って制御
・

・

・

ありません。短い期間でも計画を見直しながら、試行錯誤を加え、様々な方からの協力が必須でした。現

システムに集められます。このようにすれば、多数のほくろをロボットの皮膚に

在は、光の限界を超える解像力をもたらす超解像顕微鏡の製品化を目指しています。2014 年のノーベル

付けても配線数は増えません。この小さなほくろは、MEMS と LSI とを一体化

化学賞の内容とは異なる方法で、多くの研究者の手に届く高性能顕微鏡を、今から２～３年後に世に送り

する「マイクロシステム融合技術」の結晶です。将来、皆さんのご家庭に

出したいと思います。

ロボットがやってきたら、ほくろが付いていないか見てみて下さい。

東京大学

九州大学

システム疾患生命科学による先端医療技術開発

・

・

・

・ ・

・

先端融合医療レドックスナビ研究拠点

マウスでの基礎研究とヒトでの臨床研究を並行して進め
医師の立場からシーズ の探索とその実用化を図る

先端技術の粋を結集した生体レドックス内視鏡ロボットで
直接患部を「視る」

名前：笹子 敬洋
所属：東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科

名前：村田 正治
所属：生体レドックス内視鏡グループ（副グループ長／准教授）

なぜ糖尿病になるかは患者さんによって様々ですが、そのメカニズムにはまだ不明な点も多く、またよ

生命体の恒常性維持には、様々なレドックス反応が重要な役割を果たしていますが、一方で、このレドッ

く効く治療薬が乏しい場合もあります。私はまず肝臓に着目し、肥満・糖尿病のマウスではとあるストレ

クスバランスの破綻により、がんや生活習慣病を引き起こす可能性が指摘されています。九州大学では「生

スへの反応が低下し、血糖を下げるホルモン、インスリンの効きが悪くなっていることに気づきました。

体レドックスを詳細に評価し、自在に操ることを可能とする統合技術」としてレドックスナビゲーションの

糖尿病の患者さん（自分の外来に通われている方にもご協力いただきました）の肝臓でも同様の現象が見
られることも分かり、このストレスへの反応を改善できれば、新しい治療につながる可能性があります。
また代謝を考える上では筋肉も重要ですが、この筋肉でインスリンの効きを良くする薬剤が、マウスでは
既に見つかっていました。これがヒトにも効くかどうかを確かめる臨床試験が進行しており、研究計画の
立て方や参加いただく方への配慮について相談をしたり、外来で患者さんに対して試験への協力を呼び掛
けたりもしています。マウスで分かったことのうち、ヒトにも当てはまるのはごく僅かですが、これを見
つけることができれば実用化にも大きく近づくので、それを目指して日々研究を進めています。

概念を提唱し、人々の健康の維持に大きく寄与すべく、レドックス関連疾患の早期診断・治療法の確立、治
療薬の開発を指向したイノベーション創出を目指し研究を実施しています。その中で、我々の生体レドック
ス内視鏡グループでは、レドックスを「視る」ため、生体レドックス内視鏡システム、高機能スペクトルカ
メラ、共焦点内視鏡システム、磁場対応穿刺支援ロボット等の開発を協働機関・HOYA 株式会社や他のグルー
プとの共同で行っています。本プログラム終了時の 2016 年度には、ハイパースペクトルカメラやスネア型
内視鏡用検出コイル等すでにいくつかの機器が上市される予定です。企業研究者との協働研究は、製品化を
通じた責任と社会貢献を常に意識することができ、大学では味わえない大きな刺激となっています。

がんなどの診断薬から治療薬・
機能性食品開発まで、
可能性がいっぱいのプロジェクト

横浜市立大学
翻訳後修飾プロテオミクス医療研究拠点の形成
エーザイ㈱、積水メディカル㈱、㈱セルフリーサイエンス、東ソー㈱、富山化学工業㈱、

協働機関

㈱ファンケル、富士フイルム㈱、㈱メディカル・プロテオスコープ、ライオン㈱
http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/〜 kyotenpr/

新研究棟に整備された施設で研究に取り組む若手研究者たち

病気発見の鍵はタンパク質
の異常？ 先端技術で
早期発見・治療薬開発に挑む

成果目標

1

がんの一種「卵巣明細胞腺がん」は、抗がん剤が効き
にくい上に再発率も高く、ほかの卵巣がんの診断マーカー
では発見が難しいやっかいながんです。本事業では、卵

病気の目印となるタンパク質を見つ
け、早期に診断する技術を開発

大学での最先端の研究成果を、企業の力で実用化、製

種類のタンパク質を分析し、卵巣明細胞腺がん特有の診

品化し、社会に送り出すことを目標としています。同

断マーカー候補を絞り込むことができました。この世界

タンパク質は体内で合成されたあと、さまざまな物

時に研究拠点の建設、バイオインフォマティクスやタ

初の成果をもとに、診断薬の開発、がんの再発や転移の

質で修飾されることにより、私たちの体を正常に機能

ンパク質に関わる研究室の創設、若手研究チームの支

させる本来の力を発揮します。この「翻訳後修飾」に異

援やシンポジウムなどの開催も行い、新しい拠点の形

常が起こるとタンパク質の機能に変化が生じ、病気の

成を進めていきます。

そこで、どんな病気のときにどんなタンパク質が異
常を起こすのかを分子レベルで大規模・包括的に分析
することで、病気の目印となる「診断マーカー」の発
見や治療薬の創出に挑んでいます。この技術が実用化
されれば、がんや生活習慣病、精神神経疾患などの多
くの人を悩ませる病気に対して、新たな診断法や治療
法を提示できる可能性があります。
本事業では、プロテオミクス（タンパク質の総合的
な研究）
・医学・工学の研究チームからなる横浜市立
大学と、製薬・機能性食品・分析技術系の多様な企業
が連携して、研究を進めて
います。

現在までの成果として、がんの一種で難治性の「卵

研究戦略部会長（学術院医
学群分子細胞生物学 教授）

組んでいきます。

開発中の卵巣明細胞腺がん診断薬キット

成果目標

2

リハビリの効果を高める薬を開発中！

がん、
精神疾患、
免疫疾患診断薬、
治療薬の開発

これまで整備された拠点の基盤技術を活用して、脳卒

巣明細胞腺がん」の診断マーカーとなるタンパク質の

中 * 後のリハビリ効果を促進する薬の開発に取り組んで

特定に世界で初めて成功しており、病気の早期発見に

います。脳機能の一部が失われると、残った部分がかわ

つながる診断薬の開発を進めています。

りに代替機能を発揮することに着目し、その働きを高め

修飾異常を効率的に見つけられる分析装置の技術の
開発を推進し、事業終了時までには、臨床検査につな
がる技術の開発をめざします。またタンパク質の立体
構造を解析し、治療薬の設計を試みるほか、病気の早
期発見、修飾異常の度合いと病態との関係、開発した
薬剤の治療効果予測の可能性などを明らかにしていき

る化合物を発見しました。この化合物をもとに、リハビ
リ効果促進薬の開発を進めています。すでに動物実験の
段階では有望な結果が出つつあり、期待を集めています。
* 脳の血管がつまったり破れたりしてしまう病気。脳の神経細胞が傷つくこ
とで手足のまひや言葉の不自由などの後遺症が出る場合も多く、元の生活
に戻るためにはリハビリが重要となる。

新しい概念を産み出したリハビリ効果促進薬

［予想市場規模］3,036億円 ［予想達成時期］実施期間終了後10年後

ます。

融合が目指す未来

診断マーカー

横浜市立大学

積水メディカル㈱

治療薬

東ソー㈱

エーザイ㈱

㈱メディカル・プロテオスコープ

㈱セルフフリーサイエンス

新しい薬、
新しい機能性
食品を作る

富山化学工業㈱

大竹 則久（東ソー（株）
茂男

□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□

目印となるマーカーの発見、そして治療法の開発に取り

［予想市場規模］23.4億円 ［予想達成時期］実施期間終了後10年後

卵巣がんの診断で世界初の成果！
応用研究も順調に進行中

ついてはまだ解明されていない部分も多くあります。
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基盤技術の開発、
バイオマーカーの開発

巣明細胞腺がんの細胞を培養して最新の解析装置で 891

原因になります。ですが、修飾異常と病気との関係に

大野

見つけにくい種類のがんも、早期に診断できるように！

バイオサイエンス事業部
開発部 システム G）

高橋 琢哉 「精神神経
疾患」領域チームリーダー
（学術院医学群生理学 教授）
平野 久 拠点長（先端医科
学研究センター／学術院国際総
合科学群プロテオーム科学 教授）

江頭

健二

（ライオン（株）研究開発
本部 生命科学研究所）

機能性食品

㈱ファンケル

富士フイルム㈱

ライオン㈱
27

通信データがどんどん増えると、
いつかネットワークがパンクしちゃう！
どんな対策があるの？

産業技術総合研究所
光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点
協働機関

日本電信電話㈱、㈱富士通研究所、古河電気工業㈱、㈱トリマティス、日本電気㈱、富士通㈱、

データ量は増えても電気代は
そのまま、究極の映像を
各個人へ配信する！

http://www.aist-victories.org/

巨大容量・超低エネルギーなネットワークを実現！

成果目標

集積光スイッチチップの開発

1

本事業において、ネットワーク実現の立役者となっているのが、
「集積光スイッチチップ」です。これは、

協働研究チームによる
テストベッドの立ち上げ

ネットワークに流れてくる巨大情報の行き先を効

1000 分の１の省電力化を達成！実
用化に向けたデモも成功

持続的に発展していける情報化社
会を実現するために

㈱フジクラ、㈱アルネアラボラトリ、住友電気工業㈱、北日本電線㈱

率良く切り替える役割を果たすスイッチのことで
す。集積光スイッチチップは、光を使ってデジタ
ル信号を生成・変換・遮断・選択することで、低

現時点で、従来の 1000 分の 1 以下の電力で超高

消費電力かつ高速で情報処理が行えるのが特長で

近年、通信ネットワークに流れる情報量が急激に増

精細映像などを扱う技術の開発に成功しています。

す。これを小型・高集積化することでさらに消費

え、消費電力も増えたので、近い将来に電力量が足りな

これは「ダイナミック光パスネットワーク」といい、

くなることが予想されます。この危機的な「情報爆発」

効率良く情報の行き先を切り替えることで消費電力

時代の情報化社会の持続的発展を保つには、より少な

を大幅に抑える仕組みになっています。

電力を抑え、巨大容量・超低エネルギーなネット
ワークを実現することができました。

世界最小の 32×32 光マトリックス スイッチチップ

［予想市場規模］500億円 ［予想達成時期］実施期間終了後5年後

この新ネットワークの実証実験システムを作り、

い電力で動く新しいネットワーク技術が必要です。

遠く離れていても、その場に居るような臨場感を提供！

成果目標

そこで、従来よりも超省電力でネットワークを運営

すでに実用化に向けたテストも行いました。茨城県

する技術の開発に取り組んでいます。この技術が実用

つくば市と東京都世田谷区に離れた津軽三味線の演

化されれば、今後情報量が加速度的に増えても消費電

奏者同士が、新ネットワークを通じて送られたお互

すでにダイナミック光パスネットワークに必要な設備や

力は抑えられ、例えば超高精細な動画の送受信もより

いのスーパーハイビジョン映像や音声を使って合奏

基本性能についての検討は終えており、産業技術総合研究

スピーディに行えるようになります。

を試み、ピッタリ息の合った演奏ができています。

産業技術総合研究所では、企業 10 社と力をあわせ

事業終了時までには、開発した技術の高度化とネッ

ダイナミック光パスネットワークのテストベッド構築

2

所内で実用化テストを行っています。現在のハイビジョン
の 16 倍もの画素数をもった超高精細なスーパーハイビジョ
ン映像を、リアルタイムで伝送する実験にも成功していま

てネットワーク機器と情報の制御方式などの先端技術

トワークの切り替えスイッチの製品化を行うことを、

を融合するための研究開発拠点をつくりました。ネッ

視野に入れています。さらに広域のフィールドでの

トワークに関連する機器からシステムの在り方までを

実証試験により、その利便性と実用性を実証します。

いるかのような臨場感が味わうことができるようになり、

広く俯瞰できる国際的な研究者の育成も行い、情報化

その後は実ネットワークへの普及と、本事業で培っ

経済・社会・生活に大きな変化が起きると期待されています。

社会を支える拠点形成を進めています。

た技術を土台にさらなる通信技術の研究開発を推進
していきます。

す。スーパーハイビジョンとそれを扱うネットワーク技術
が社会に浸透すれば、離れた場所にいてもまるでその場に
スーパーハイビジョン映像による津軽三味線の遠隔合奏デモ

［予想市場規模］1兆円 ［予想達成時期］実施期間終了後5〜10年後
融合が目指す未来

日本電信電話㈱ ㈱富士通研究所
古河電気工業㈱

㈱トリマティス

富士通㈱
産業技術総合研究所

日本電気㈱

並木

周

工藤

佐藤
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紀代

（ネットワークフォトニクス
研究センター 研究員）

省エネルギーな
ネットワークを
実現する

遠隔診断

知宏

（情報技術研究部門 研究部門
長）

健一

（ネットワークフォトニクス
研究センター 特定フェロー）

石井

㈱アルネアラボラトリ
住友電気工業㈱ 北日本電線㈱

グリーン・データセンター
（ネットワークフォトニクス研
究センター 研究センター長）

㈱フジクラ

谷澤

健

（ネットワークフォトニクス
研究センター 研究員）

超高精細映像遠隔会議

パブリック
ビューイング
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バイオマスは、エネルギー源として
利用できる生物体のこと。廃材や農産物の
加工残さ*などが有名だよ。

神戸大学
バイオプロダクション次世代農工連携拠点
協働機関

Innovative Bioproduction KOBE

旭化成ケミカルズ㈱、江崎グリコ㈱、㈱カネカ、月桂冠㈱、コスモ石油㈱、㈱ダイセル、帝人㈱、

※さとうきびのしぼりかすや稲わらなど、加工時にごみとして出た物質。

長瀬産業㈱、日東電工㈱、㈱日本触媒、日本製紙㈱、Bio-energy ㈱、フジッコ㈱、三井化学㈱
http://www.org.kobe-u.ac.jp/bioproduction/

資源・エネルギー問題と
環境問題を一挙に解決！
バイオマス製品が地球を救う

成果目標

1

現代の私たちにふりかかる資源・エネルギー問題、

に人材を育てていきます。次世代の農業と工業が連携
できる研究拠点を築き、低炭素社会の実現に貢献しま
す。

環境問題は、持続可能な未来社会を実現する上で、避

ゆくゆくは、石油製品をバイオマス
製品に大転換！

けて通れないものです。これらの問題の解決策として、
再生可能な資源バイオマスからさまざまな燃料や化学

バイオコンビナートの創設

石油コンビナートには、石油の精製や貯蔵施設、それ
らを原料として化成品を生産する工場が集まっており、

教員と若手研究員が一体となって最先端の研究に取り組む

低炭素社会をサポートするバイオ
プロダクション技術を開発

石油コンビナートから、次世代のバイオコンビナートへ

日本の化学工業に重要な役割を果たしています。本事業
では、石油コンビナートの利点・強みを生かして「バイ
オコンビナート」を新しくつくることをめざしています。
バイオマスの前処理や貯蔵、分解、そして微生物を用い
た物質生産までを、それぞれの工程に強みをもつ企業が
役割分担しつつ協力することで、ガソリンなどの燃料、
プラスチックなどの化成品を、バイオマスからつくりだ
すプロセスを開発します。
［予想市場規模］国内市場6,255億円

バイオプロダクションについては、現在複数の分野

にバイオマスを利用することで、二酸化炭素の放出量

で化合物の生産に成功しています。事業終了時には協

を減らすことができるほか、エネルギー枯渇問題や大

働機関 14 社すべてで物質生産ができること、10 以上

気汚染問題も緩和できる可能性を秘めています。

の海外研究機関と連携し、本研究拠点の国際的な地位

グリコーゲンには病気に対する抵抗力や治癒力を高める

本事業では、食料と競合しない間伐材や廃材などの

を確立することをめざします。最終的には、化学工場

作用や、食物繊維的な作用などのすぐれた効能があります。

セルロース系バイオマスから、次世代燃料・化成品原

で製造している石油製品群をバイオマス製品に大転換

本事業では、これまでは食品からしか抽出できなかったグリ

料、バイオプラスチック・バイオ繊維などの産業に重

することでパラダイムシフトを起こし、持続可能な発

要な製品群を高効率に作り出す「バイオプロダクショ

展に大きく貢献することを目標としています。
また、健康に暮らせる社会の実現に向けて、健康食

ン」技術の確立に挑戦しています。
神戸大学はバイオマスの研究で日本をリードする研

品（機能性食品）の安全性・機能性を調べる「ヒト腸

究拠点であり、独自の６つの研究領域「リサーチエン

内再現モデル」も開発しています。これは食品が本当

ジン」を企業との連携により「バイオコンビナート」

に期待された機能を発揮するのか、また副作用の有無

に発展させ、製品の実用化をめざすととも

などを、人を使わずに調べることができるものです。

2

バイオコンビナートのイメージ

世界市場23兆3,620億円 ［予想達成時期］2030年

品を生産する手法が注目されています。石油のかわり

成果目標

□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□

次世代グリコーゲンで健康に！

バイオファインケミカル

コーゲンを、バイオマスを原料に酵素を用いて大量生産する
ことに成功しました。さらに細胞や動物、ヒトを用いてグリ
コーゲンの健康増進機能を調べたところ、抗肥満効果や保湿
効果や細胞活性化作用をもつことも明らかになり、グリコー
ゲンを配合した化粧品の販売も実現しました。ほかにもさま
ざまな機能性食品や化合物の開発を進めています。
［予想市場規模］国内市場465億円

世界市場4,370億円

研究を通じて実用化された新しい化粧品”グリコ gg”

［予想達成時期］2020年
融合が目指す未来

神戸大学
バイオ
ファインケミカル

朗（食の安全・安心
科学センター長
大学院農学研究科 教授）
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吉田

健一

（大学院農学研究科 教授）

㈱カネカ

月桂冠㈱

フジッコ㈱

コスモ石油㈱

長瀬産業㈱

江崎グリコ㈱

㈱ダイセル

㈱日本触媒
芦田

均

（大学院農学研究科 教授）

松山

秀人

（先端膜工学センター長
大学院工学研究科 教授）

石油依存から
脱却する

帝人㈱

三井化学㈱

燃料・原料

近藤 昭彦（統合バイオ
リファイナリーセンター長
大学院工学研究科 教授）
大澤

バイオ
プラスチック・繊維

旭化成ケミカルズ㈱

日本製紙㈱

Bio-energy㈱

日東電工㈱
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先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム TOPICS

京都大学

次世代免疫制御を目指す創薬医学融合拠点

企業の事業化の力と大学等の知の力を融合し新産業創出を目指す。
その取組から生まれた成果と、それを支える仕組みについてお伝えします。

産業技術総合研究所 光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点

知的財産マネジメントを通じて、産学連携による
創薬のオープンイノベーションに貢献したい

最先端の半導体加工技術で、世界最小サイズの
光スイッチチップを実現

名前：早乙女 周子
所属：京都大学大学院医学研究科次世代免疫制御を目指す創薬医学融合拠点（AK プロジェクト）

名前：鈴木 恵治郎
所属：独立行政法人産業技術総合研究所 ネットワークフォトニクス研究センター 光パスプロセッサ研究チーム

AK プロジェクトでは、同じラボの中で京都大学とアステラス製薬 ㈱ の研究者が融合して創薬医学研究を

通信ネットワークを流れる情報量は年々増加を続けており、それに伴って通信ネットワークが使用する

行い、医学研究の成果をいち速く患者さんに届けることを目指しています。私は AK プロジェクト専任の知

電力も急激に増加し続けています。将来にわたって通信ネットワークを持続的に発展させていくために、

財マネージャーの一人として、融合ラボで知財マネジメントを行っています。大学の研究者にとって研究成

私達は消費電力が格段に小さいダイナミック光パスネットワークの開発に取り組んでいます。このネット

果の公表は重要ですが、治療薬の開発には多額の費用がかかるため、実用化には知的財産権（特許）の確保

ワークの大容量・低遅延性を生かして、超高精細映像を遅延なくやり取りできる高臨場感遠隔医療、遠隔

が重要です。私達はアステラス製薬 ㈱ の方々と議論を重ねながら、特許出願と公表の承認手続き等の知財

教育などの遠隔共存イノベーションの創出も期待されています。ダイナミック光パスネットワークのキー・

ルールを作成し、
産学の枠にとらわれない知財マネジメントシステムを構築してきました。また、AK プロジェ

デバイスは光の経路を自在に切り替える光スイッチです。私達は、最先端の半導体加工技術を駆使して、

クト参加時から研究者に知財ルールを説明して周知徹底を図っています。特許出願、公表、契約などの日々

32 × 32 などの多数の光入出力ポートを切り替えられる世界最小のシリコン光スイッチを実現してきまし

の業務では、研究者が円滑に研究を遂行できるよう心がけています。これからも、知財マネジメントを通じ

た。今後、制御回路への実装技術を含め、さらに完成度を高めることで、光スイッチの製品化およびダイ

て大学と企業の橋渡しをし、お互いの知恵や技術を融合することで、イノベーティブな薬の創出に貢献して

ナミック光パスネットワークの実現が期待されます。

いきたいと思っています。

横浜市立大学 翻訳後修飾プロテオミクス医療研究拠点の形成

神戸大学

バイオプロダクション次世代農工連携拠点
Innovative Bioproduction KOBE

産学連携研究拠点の形成に向けて！ ～タンパク質の翻訳後
修飾異常の解明による診断、治療、予防技術の開発研究～

企業間連携を推進してバイオマスを余すことなく有効利用。
化学品原料と機能性食品成分を上手く並行して生産！

名前：大野 茂男
所属：公立大学法人横浜市立大学 学術院医学群分子細胞生物学 教授

名前：近藤 昭彦
所属：神戸大学統合バイオリファイナリーセンター長・大学院工学研究科 教授（本拠点副拠点長）

本拠点は、新しい薬や機能性食品の開発を行っている企業と、高度な基盤技術を保有している大学が「協

本拠点は、植物バイオマスを原料に、現在では石油資源から生産されている化学品原料や燃料のほか、近

働」し、病気の診断と治療、さらには将来に向けた予防法の開発を継続的に進められる拠点の形成を目指

年注目を集める機能性食品成分の生産を効率的に行う「バイオマスコンビナート」の形成を目指しています。

しています。その大きな特徴は、プロテオミクスという手法によって、生命活動のなかで起きているタン

その実現には原料から生産、評価までを一貫して行うことが重要であるとの考えの下、本学の「農学」「工

パク質分子の変化を調べる技術の確立にあります。また、附属病院の臨床現場やバイオバンクとの密接な

学」の独創的先端技術に「医学」の知見も統合して６つの「リサーチエンジン」、①優良植物バイオマスの

連携により、さらなる研究の促進が図られていることも特徴の一つです。

育種 ②バイオマス分解促進のための前処理 ③「細胞工場」と命名したスーパー微生物の育種 ④発酵装置の

本拠点では、研究推進・知的財産・産学連携コーディネーターを配置し、研究開発の指揮をとる研究者
や最前線で従事する若手研究者による研究成果をより早く確実に社会に還元することを目指しています。
そして、医療の向上と健康の増進への貢献を目指す様々な企業が次から次へと参画する、そのような拠
点が形成されています。

開発 ⑤発酵産物の効率的分離 ⑥最終製品の機能性・安全性評価を創成し、これらを密接に連携させつつ広
範な技術開発を積極的に進めています。
世界では、石油資源の枯渇への懸念や環境負荷の問題に呼応して、バイオマス有効利用の動きが広まりつ
つあります。私は、本拠点において産産学における企業間連携の強化を主導し、バイオマスの豊富な国々と
の連携も深め、複数企業群から構成される「バイオマスコンビナート」の設立を主導します。

