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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

拠

03

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

平成18年度採択

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

可欠です。多様化する社会ニーズを的確に解決していくために、従来のア
たな知を生み出していく世界的な拠点を形成することを目的として先端融
合領域イノベーション創出拠点形成プログラムは始まりました。

平成 18 年に開始した本事業は、
企業が事業に積極的にコミットするマッ

チングファンド形式による拠点形成や、選択と集中を図るために採択拠点
の再審査を実施する ( ステージゲート方式 ) など、現在も産学連携事業に
おいて多く用いられるスキームを先駆的に取り入れてきました。

こうしたスキームの特長を生かしつつ、大学等が有する先端的なコア技

術と企業の開発力をベースに、10 年間という長期に渡るイノベーション

創出への取組は、革新的な研究成果のみならず、大学のシステム改革や、
次代を担う人材育成等の多様な成果を生み出してきました。この 10 年の

間に、社会の抱える課題や産業構造の変化、科学技術や情報通信技術の進
歩等、産学連携を取り巻く環境が大きく変わってきた中にあって、各拠点
は実用化を見据えた研究を進め、工学・医学・薬学・理学・ＩＴ等の異分
野融合による新領域においてそれぞれ先端的な地位にあります。

本事業の開始から 10 年が経過し、初年度に採択された拠点は支援期間

満了を迎えたということもあり、本冊子ではそれらの取組の一部を御紹介
します。

本事業が目指す「10 ～ 15 年先を見通した大きな社会的・経済的インパ

クトのあるイノベーション創出」に向けて、今後も各拠点がそれぞれの領
域を牽引し、世界を先導するイノベーションを創出していくことを期待し
ています。
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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
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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
2006

2007

点
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未来創薬・医療イノベーション拠点形成

産学協働で基礎的段階からの

国立大学法人 北海道大学

研究開発を行う拠点を形成し、
死の谷の克服を目指す。

H27 終了

［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

光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点
国立研究開発法人 産業技術総合研究所

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、企業とのマッ

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

［ 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㈱

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グラム。

1. 5 年程度の比較的短期的な実用化を目指すのではなく、概ね 10 年～ 15 年先を見通

し、革新的な技術開発並びに新産業の創出などの大きな社会・経済的なインパクト
をもたらす可能性がある先端融合領域において、世界的な研究拠点を形成する。

拠点形成

国立大学法人

京都大学

H27 終了

再生医療本格化のための
最先端技術融合拠点

［協働機関］キヤノン㈱、大塚製薬㈱

H27 終了

次世代免疫制御を目指す
創薬医学融合拠点
国立大学法人

学校法人 東京女子医科大学

［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㈱

2. 大学等と企業が、計画段階から対等の立場で連携し、将来的に我が国の経済・産業

の国際競争力の強化に寄与するような成果をもたらすことを明確に意識した研究
開発を実施する。

3. 領域におけるイノベーションを担うために、大学等と企業双方の現場において必
要とされる次世代の研究者・技術者等の人材育成を行う。

対象機関

高次生体イメージング
先端テクノハブ

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
H27 終了
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 ㈱

システム疾患生命科学による
先端医療技術開発

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

国立大学法人

（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）

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。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 20 年までに計 21 課題を採択。再審査を経て、12 課題を本
格的実施。平成 27 年度に 4 課題が終了し現在は 8 課題を実施中。

実施規模

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㈱、㈱日立製作所、㈱ニコン、
興和㈱、ソニー㈱

当 初 の 3 年 間 は 拠 点 の 本 格 化 に 向 け た 絞 り 込 み の た め の 期 間 と し て 位 置 付 け、

実施期間

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

再審査までの３年間
本格的実施後

年間３億円程度

年間 5 ～７億円程度

翻訳後修飾プロテオミクス医療研究拠点の形成
公立大学法人

先端融合医療レドックスナビ研究拠点
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］㈱メディカル・プロテオスコープ、ライオン㈱、富士フイルム㈱、
エーザイ㈱、㈱ファンケル、東ソー㈱、富山化学工業㈱、積水メディカル㈱、
㈱セルフリーサイエンス

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㈱、江崎グリコ㈱、㈱カネカ、月桂冠㈱、
㈱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㈱
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京都大学

高次生体イメージング先端テクノハブ
拠点長：湊

協働機関
URL

長博

京都大学

理事・副学長

キヤノン㈱、大塚製薬㈱

成果
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眼底光イメージング技術開発（OCT/SLO）

目の奥の鮮明な画像を撮影することにより、病気を早期発見！

● 予想市場規模 2,000億円(世界市場)
● 予想達成時期 2021年

京都大学大学院 医学研究科
特命教授 吉村 長久

実は目は、体の内部を外から見ることができる、

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

ほぼ唯一の器官です。本事業では、目の奥（眼底）
に現れる体内の血管などの状態を撮影し診断するこ
とで、生活習慣病や失明につながる眼疾患の早期発
見に挑んできました。そして１万人規模の臨床試験

を経て、平成 24 年には、撮像スピードの飛躍的な
向上と高精細化を同時に実現した「光干渉断層イ
メージング装置」を製品化し発売しまし

で見ることのできなかった視細胞や網膜静脈血管壁
の観察にも成功し、加齢との関係、高コレステロー
ル血症や糖尿病などの生活習慣病合併症の所見を検

出する技術を確立しました。その結果、収差補正・
走査型レーザー検眼鏡（AO-SLO）についても、画

像処理ソフトの開発とあわせて、1,000 人規模の臨

床試験を通じて洗練され、製品化が見えてきました。

た（OCT-HS 100）。この装置による検査
は、視力検査とほぼ同じ要領で行うこと

から、検査を受ける人への負担が少なく、
検査時間も短く、安価で高度な眼底の画
像診断法を提供します。

また、光学技術の導入により、これま

成果

光超音波イメージング技術開発（US/PAT）

怖くない！ 痛くない！より気軽に受けられる乳がん検査を実現

病気を超早期に診断する技術が
人々の健康な暮らしを支える！

● 予想市場規模 2,000~4,000億円（世界市場）
● 予想達成時期 2021年

私たちの生活をおびやかす病気には、

京都大学大学院 医学研究科
教授 椎名 毅

最先端の光超音波技術を用いて新しい乳がん診断

がんや生活習慣病など様々なものがあり

ます。それらから身を守るには早期診断

を実現する光超音波マンモグラフィを開発していま

診断のための機器は高額で診療費も高

微弱な超音波を捉えて、血管の 3 次元分布や血液の

す。これは、光を体内に照射し、その吸収で生じた

による病気の発見がとても重要ですが、

一人ひとりに最適な診断と治療を実現し、乳がんに

よる死亡率の著しい低下に貢献することができます。

現在進めている臨床研究では、乳がん周辺の血管の

ど、不便な点が多くあります。

特徴的な走行や振る舞いの変化を見つけることに成

そこで京都大学では、キヤノン㈱およ

功しています。

び大塚製薬㈱と連携し、人体内部を詳

この技術が社会に還元されれば、痛みや被曝の心

しくみることができる革新的な画像診断
技術の創出と製品化に取り組んできまし

配もなく、造影剤も不要な上に検査と並行して結果

成果と、企業の製品化技術との融合によ

します。従来の検診では被曝や乳腺の発達で診断が

が診られるため、患者にやさしい乳がん診断が実現

た。大学がもつ基礎医科学の多様な研究
り、早期に病気を診断できる安全、安心

画像診断装置「OCT/SLO、US/PAT」

功しました。

安い診療費で、より簡単、より正確に病気を診断するため
の画像診断技術を開発しました。この研究から生まれた医
療機器が、健康な暮らしを守ります。

で痛みのない革新的医療機器の開発に成

る統合的な治療ナビゲーションへの展開が期待され、

状態を可視化できる次世代生体イメージング法です。

く、大きな病院でしか診察ができないな

4
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キヤノンライフケアソリューションズ（株）HP より

困難であった 30 ～ 40 歳代の乳がん検診にも適用可
能となります。また、乳がんの成長に関わる血管を
捉えることで、早期発見、診断精度の向上、薬物治

療の効果予測、乳がんの広がりや進行度の評価によ

光超音波マンモグラフィで捉えた乳房内血管
（上：表層、下 : 乳がん腫瘍周囲）における酸素飽和度の分布

5

東京大学

ナノ量子情報エレクトロニクス連携研究拠点
拠点長：荒川

協働機関
URL

泰彦

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

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
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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

高温下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

● 予想市場規模 6億6千万円
● 予想達成時期 2020年

量子ドットレーザは 1982 年に荒川泰彦教授、榊

網膜走査型レーザアイウェア
強い市場競争力を持つ可視光レーザ技術を使って、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します。

裕之名誉教授が提案した東京大学発の究極の半導体
レーザです。3 次元のナノ構造から由来する特徴か

ら、提案時から広い温度範囲での安定動作などが可
能なことを予測していました。以来、その実用化に
向けて一貫して研究開発を進めてきました。

本事業では、量子ドットレーザをさらに高出力

化・高速化・高性能化するため、東京大学、QD レー

東京大学
ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構
教授 荒川 泰彦

も安定的に動作し、低コスト化も図れることから、
環境負荷を低減する力だけでなく強い市場競争力を
もつ技術として注目されています。さらに LSI の信

号遅延のボトルネックを解決する光信号配線技術の
温度安定な光源としての新しい用途開拓でも注目さ
れ、21 世紀のエレクトロニクスを支える中核的な
装置としての活躍が期待されます。

ザ、富士通研究所の 3 者で共同開発を進めました。
通信用途ではマイナス 40℃から 100℃の環境にお
いても安定した動作を実現し、センサとしての用途
では 220℃の高温下でも動作させることができまし
た。並行して部品の小型化にも成功しています。

量子ドットレーザは低消費電力で多様な温度下で

「 量 子ドット」がこれからのI o T
高度情報化社会を切り拓く
量子ドットとは、ナノメートルサイズ

レーザアイウェアの原理

網膜投影

網膜走査型レーザアイウェアの開発

視力を補う、近未来のアイウェア開発に成功！

● 予想市場規模 2,890億円
● 予想達成時期 2020年

のごく小さな半導体のことです。少ない

眼球

駄なく吸収する性質をもっています。

ン * の人を支援するメガネ型の「網膜走査型レーザ

ドットを用いて従来の半導体レーザを

することに成功しました。これはメガネのように装

電力で効率よく光を放出し、また光を無
東京大学では協働機関と連携し、量子

はるかに超える性能をもつ「量子ドット
レーザ」の開発に成功しました。本事業
では、量子ドットレーザをベースに通信
技術の開発や医療機器への応用など、さ
まざまな分野に取り組みました。新技術
の開発を通じて、情報化社会の持続的な
発展を支えるとともに、将来的には地球
環境問題の緩和にも貢献していくことが
できます。

6

02

反射ミラー
RGBレーザビーム

MEMSミラー

成果

量子ドットレーザの製品

レーザの技術を駆使して、視力の弱いロービジョ

アイウェア」を QD レーザが東京大学と共同で開発

着し、内蔵カメラが撮影した周囲の映像を、フレー

株式会社 QD レーザ
代表取締役 菅原 充

２億人ともいわれ、視力を回復させる治療は難しく、
症状は進行性であることが指摘されています。網膜
走査型レーザアイウェアは医療機器としての承認を
取得したのち市販を開始する予定ですが、本製品が
普及することで個々人の QOL

ムの内側に搭載された超小型のレーザプロジェクタ

（生活の質）の向上、ひいては

ものです。可視光レーザ技術を応用することで今ま

大きく貢献していくことがで

が直接網膜に描くことで、視覚の支援を行うという
でにない小型化、軽量化、省電力化を実現すること
ができました。またパソコンやさまざまなデジタル
機器と接続して、映像情報を提供することも可能で
す。

ロービジョンの人は国内で 150 万人、世界では

社会全体の生産性の向上にも
きます。

*WHO の定義で、両眼の矯正視力が 0.05
～ 0.3 未満の状態。視力 0.3 は本が読め
る最低限の水準とされている。

レーザアイウェア装着例
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北海道大学

未来創薬・医療イノベーション拠点形成
拠点長：川端

協働機関
URL

和重

北海道大学

成果

● 予想市場規模 5 ～ 9億ドル
（近年の経口インフルエンザ既存薬の市場規模）
● 予想達成時期 2018年以降

理事・副学長

塩野義製薬株式会社
医薬研究本部長 執行役員
塩田 武司

創薬の取り組みの大きな成果として、世界で初め

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

て１回の投与でインフルエンザウイルスの増殖を抑
非特異的吸着を抑えたプラス
チック製基板表面に多種類の
糖鎖を固定化したマイクロア
レイです。糖鎖と生体物質の
相互作用解析のハイスルー
プット化を実現します。

より安心で患者にとって負担の少な
い、新たな医療体制を構築する
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、より短期

間のうちに低コストで、連続的につくりだす

ための基盤整備を行いました。並行して、
個々
の患者のニーズにあわせた、患者への負担が
少ない「個別化医療」を行うための基盤づく
りにも取り組みました。
ウィルス、
細菌など

これらの成果が社会に還元されれば、病気

【蛍光検出例】

糖鎖

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、病気の容態にあわせ

て身体的にも金銭的にも負担の少ない医療を
基板

受けられるようになる、という医療の新たな
スタンダードを実現することができます。

そこで本事業では、病気に関わる生体分子

をターゲットにして新薬の候補となるさまざ
非特異的吸着を抑えた基板表面により、糖
鎖と生体分子との微弱な相互作用を高感度
に検出可能です。

糖鎖固定化アレイ
これまで時間とコストがかかっていた新薬開発を効率的に
する技術を探ると同時に、患者一人ひとりの病状に合った
医療を提供する基盤を整えました。

H
N

んでした。

まな化合物をつくることや、病気の目安とな
る体内のタンパク質などの異常（バイオマー
カー）を見つけることに取り組み、新規メカ

ニズムの抗インフルエンザ薬の開発や糖鎖結
合分子の解析に活用できるツールの実用化に
つなげることができました。

02

合成の開始
エンドヌクレアーゼ）

膜融合

ゲノム

H

ポリメラーゼ阻害剤
ファビピラビル

ゲノム

の複製

エンドヌクレアーゼ阻害剤

発品の臨床試験を進めています。
成果

（

H N

の伸長

H

現在はグローバルでの承認取得を目指して、本開

粒子形成

N

侵入

えるもので、増殖そのものを抑えることはできませ
ハイブリ
カバー

細胞からのリリース
ノイラミニダーゼ）

吸着

これまで使われてきた治療薬はウイルスの拡散を抑

糖鎖固定化
アレイ

ノイラミニダーゼ阻害剤
タミフル イナビル ラピアクタ
など

インフルエンザ
ウイルス

える、症状改善効果のある飲み薬を開発しました。

糖鎖固定化アレイの製品化

8

新規作用機序の医薬品の開発

１回の服用で効果が期待される、新しい抗インフルエンザ薬を開発！

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㈱

レクチン、抗体、
毒素等のタンパク質

01

1

糖鎖固定化アレイ、糖脂質糖鎖固定化アレイの製品化

「糖鎖」が細胞にもたらす変化を調べ、病気のメカニズムを解析
● 予想市場規模 25億円（糖鎖が関わる相互作用解析に基づく
基礎研究ツール・創薬研究ツール・診断薬全般）
● 予想達成時期 2030年

「糖鎖」とは、いろいろな糖がつながりあった化

合物です。細胞の働きをコントロールし、病気や老
化などの細胞変化の鍵を握ると考えられています。
本事業では、主要技術である糖鎖の解析技術・合

北海道大学大学院
先端生命科学研究院
西村 紳一郎

るメカニズムの研究や、糖鎖と結合したタンパク質
の特異性の解析ができるほか、糖鎖に反応する抗体
を調べることなどもできます。
今後は、製品を活用

成技術について住友ベークライト社と協働して研究

するアプリケーション

レイ」を製品化することができました。これらは糖

結びつくニーズの掘り

を行い、「糖鎖固定化アレイ」「糖脂質糖鎖固定化ア
鎖と生体分子の相互作用を調べるためのものです。
製品を使うことによって、感染症の病原性が発現す
大学院

教授

の開発や、産業創出に

起こしを推進していき
ます。

糖鎖固定化アレイに試料溶液を載せ、
ハイブリカバーをかぶせて反応させます。

医理工学院

創薬と医療に新たな風を吹き込む大学院を整備
本事業の大きな特長として、大学が主体と

院（量子医理工学コース・分子

リスクが大きく踏み出せない分野でも研究を進

医学、工学、理学関係などさま

なった拠点を形成することで、個別の企業では
められることができました。また国内外の若手
研究者を大学で雇用することで、人材育成も行
うことができました。

さらに平成 29 年度より、発展的な拠点とし

て理工系スペシャリストを養成するための大学

医理工学コース）
を設置します。
ざまな研究領域の専門家が集結

し、世界を基準にした最先端の
融合的な「医理工学」教育を行
うことで、未来を担う学生をサ
ポートしていきます。
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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

拠点長：岡野
協働機関
URL

光夫

東京女子医科大学

先端生命医科学研究所

特任教授

大日本印刷㈱、㈱セルシード、 ㈱日立製作所

成果

01

細胞シートを用いた臨床応用とその周辺事業の展開

細胞シートで実際の疾患の治療に成功！ 培養皿の商品化も達成

● 予想市場規模 4億円（温度応答性培養皿）、45億円（角膜）、604億円（食道）、
173億円（歯周）
● 予想達成時期 2019-21年（角膜）、2021-26年（食道）、2021年頃（歯周）

東京女子医科大学
先端生命医科学研究所
特任教授 岡野 光夫

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

次世代型の再生医療を実現する
「細胞シート」
を産業レベルで実用化！
温度応答性培養皿
UpCell® から剥離した
筋芽細胞シート

事故や病気で失った体の組織・器官の

再生や機能回復ができる再生医療は、次
世代型の医療として非常に注目を集めて
います。本事業では、人体から採取した

細胞を薄いシート状にした「細胞シー
ト」を使った再生医療に取り組んできま
した。これは失った組織にその組織の細
胞でつくったシートをはることで、組織
低コストな
再生医療技術の普及を
目指します

を再生するというものです。

この技術を産業化することで、重い疾

患に苦しむ患者の QOL（生活の質）を

大幅に改善することができます。例えば、
目の見えない人が再び視力を取り戻した

温度応答性培養皿と細胞シート
細胞シートは、シールのように患部にはりつけることで、
失った組織や機能を再生させるものです。この事業で生ま
れた技術が、再生医療を次々に実現させています。

10

り、歯周病で歯を失いかけている人の歯
周組織を再生したりということもできま
す。

細胞シート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
などで世界に先駆けてその有効性と安全性を確認し
ました。

細胞シートを産業レベルで実用化し、世界中の患

者を救うためには、安定的に大量生産して社会に普
及させ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。これは体温程度の温

度では水をはじきますが、32℃以下では水に馴染
むようになる性質の化合物です。このポリマーで修

実現し、平成 20 年 11 月より世界的な販売を開始
しました。この様々な培養皿により、現在６つの臓

器に対する細胞シート治療をスタートしています。
特に、食道がん手術後の上皮細胞シートを用いた食
道再生治療は企業治験を準備中で、再生医療新法の
もと、早期に実用化できる見込みです。これらの技
術が普及することで、必要となる培養装置や機器な
ども高い経済的価値を生み出すものと見込んでいま
す。細胞シート医療を産業レベルで実現することに
より、低コストな再生医療技術の普及に貢献してい
きます。

飾した培養皿上では 37℃で細胞を培養でき、シー

ト状になった後に温度を下げてはがすだけで、簡単
に細胞シートを移植することができます。本事業で
は、この温度応答性ポリマーを活用し、30 種以上

のさまざまな温度に対応した高機能な培養皿の開発
に成功しました。また㈱セルシードによる商品化が

医師と工学系研究者・学生が一緒に移植実験を行う
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大阪大学

フォトニクス先端融合研究拠点
拠点長：井上

協働機関
URL

康志

大阪大学大学院

生命機能研究科

成果
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ガスクロマトグラフシステム

あらゆる成分の微量分析が可能になる技術を製品化

● 予想市場規模 83.1億円（国内市場
● 予想達成時期 2018年 4億円

教授

㈱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 ㈱

http://www.parcjp.org/parcproject

レベルの高感度で検出できます。これまでは用途に

事業では、プラズマからの真空紫外光 * を用いるこ

度分析の多くを 1 台でカバーし、シンプルで高感度

とで、従来では検出が難しかった微量成分の分析を
可能にし、製品化にも成功しました。

それがフォトニクス

応じてさまざまな分析機器により対応していた高感
な分析を実現します。

付加価値の高い製品開発や品質維持管理のため

に、高感度、微量分析への要求は日々高まっていま

フォトニクスは物理学、化学、生命科学、電子工学、機械工学など

す。今回開発したガス

多分野におよぶ学問の融合であり、ナノテクノロジー、バイオテクノ

クロマトグラフシステ

ロジー、IT、環境・エネルギーなどの最先端技術の基盤となるもので

ムでは、ヘリウムとネ

もあります。20 世紀を支えたエレクトロニクス技術を継ぎ、21 世紀

Heプラズマ
石英ガラス菅
（誘電体）
カラム

オン以外のあらゆる微

の科学と産業と社会を担う技術として、現在脚光を浴びています。

量 な 有 機 化 合 物・ 無

本事業ではフォトンを使った次世代の産業を開拓することで、イノ

機 化 合 物 を、0.1ppm

ベーションの創出を図りました。具体的には、今までにない革新的な

分析機器やイメージング装置、セキュリティシステム、磁気記録技術、

ガスクロマトグラフシステム分析風景

バイオセンサや太陽電池など、さまざまな技術開発に取り組みました。

成果

02

（ppm は 100 万分の１）

© 島津製作所
微量分析を可能にする革新的なプラズマ技術

小動物用イメージング装置

小動物の体の中を詳しく見られる装置が登場！

©

島
津
製
作
所

シーケンス測定によるICGの体内動態観察

株式会社島津製作所 基盤技術研究所
マイクロ・ナノシステムユニット
MEMS グループ 研究員 品田 恵

「ガスクロマトグラフシステム」とは、気化しや

すい物質の成分を検出するシステムのことです。本

最先端技術のベースにあるもの、

● 予想市場規模 14.5億円（国内市場
● 予想達成時期 2018年 1億円

光イメージング装置

小動物の体内に集積された
蛍光ラベル化プローブを、
非侵襲に多方向から同時に
計測する、従来にない特徴
をもった光イメージング装
置を開発。

© 島津製作所
新機能であるシーケンス測定と試料台の温調化により、長時間におよぶ体内動態測定も可能です。

フォトニクス
フォトン（光子、つまり光の粒子）と物質との相互作用に
ついて研究する学問のこと。光を利用したいろいろな技術
を開発しました。

12

調査機関データ）

調査機関データ）

フォトンを使った半導体レーザーによって、小動

物などの体内を生きたまま観察できる装置を開発し
ました。これはレーザーに反応する特殊な物質（蛍

株式会社島津製作所 基盤技術研究所
マイクロ・ナノシステムユニット
ユニット長 小田 一郎

の基礎研究や、創薬研究の分野で威力を発揮する
ツールとなり得ます。

光剤を用いたプローブ）を生体に投与し、ターゲッ
ト分子や細胞・臓器に集積させて、細胞・臓器の機
能やプローブの動きなどを多方向からモニタリング
するというものです。レーザーは近赤外領域の光を
使っており、深部まで簡単に、高精細に見られるう
え特別な施設や設備も必要ありません。多色蛍光剤

左腹

左横

背中

右横

右腹

を用いれば、多種類のターゲット分子や細胞を同時
観察することもできます。

この技術により、投与した化合物が体内でどう働

くのかやその治療効果などを、空間的・時間的に観
察することができます。がん研究、脳機能解析など

5 方向同時撮影例

© 島津製作所
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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
拠点長：門脇

協働機関
URL

孝

東京大学大学院

医学系研究科

教授

㈱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㈱、㈱日立製作所、
㈱ニコン、興和㈱、ソニー（株）

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

成果
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ヒト多量体アディポネクチン分別測定

生活習慣病を超早期に診断して的確に治す技術が登場！

積水メディカル株式会社 つくば研究所
海老沼 宏幸

● 予想市場規模 10億円
● 予想達成時期 2020年

本事業では生活習慣病に向けた医療として、血管・

動脈硬化の診断法や、生活習慣病そのものの早期診
断・治療法の開発に挑んできました。

大きな成果として、メタボリックシンドロームの

このように、生活習慣病のリスクを的確に診断し、

非常に速い時期から生活習慣病を予防することは、
医療費の軽減にもつながります。

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。ア

ディポネクチンとは脂肪細胞から分泌されるホルモ
ンで、抗糖尿病、抗メタボリックシンドローム作用
があるだけでなく、元気で長生きを助ける「善玉の
ホルモン」であることが知られています。このアディ
ポネクチンの測定は、心血管合併症の早期診断にも
有効であることが証明されています。また、患者に
よってアディポネクチンの受容体を活性化させる必

要があるのか、そうでないのかを見極めることで、

低負荷、低コストで患者思いの

さまざまなタイプの糖尿病に対応した個別化医療を
展開することができます。

医療を提供
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

成果

うものであったり、患者に身体的・金銭
どの問題がありました。

● 予想市場規模 30億（国内市場のみ、海外市場は拡大が予想される）
● 予想達成時期 2020年

東京大学では企業と連携して、体内の

疾患部分のみをピンポイントで診断・治
療する技術や治療薬、医療機器の開発に

もうひとつの成果として、高精度で肉体的負担の

取り組みました。例えば、右図のように

少ない、腹部超音波を用いた脂肪量計測技術の開発

通常の超音波検査で内臓脂肪を正確に測

にも成功しています。この検査は、腹部に機器を当

定することができるようになり、生活習

てるだけで簡単に脂肪の状態を画像的に診断するこ

慣病の早期診断を広く実施することが可

治療が可能になり、生活習慣病に関する治療費の大
幅な削減につながるものと期待されています。
超音波プローブ

臓脂肪の区別も簡単にでき、検査による被曝などの

短時間で効率的に診断や治療が行える、

恐れもなく、繰り返しの測定もできて再現性にも優

副作用が少なくなる、患者のストレスが

れています。

大きく軽減される、治療が安価になるな
超音波を用いた内臓脂肪測定法とヒト多量体アディポネクチン分別測定
体の中の疾患部分だけに集中して診断・治療できる技術の開発に成
功しました。今まで治療にストレスがかかっていた病気が、もっと
楽に治せるように！
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東京大学大学院 医学系研究科
准教授 窪田 直人

とができます。これまで難しかった、皮下脂肪と内

能となりました。これらの研究により、

することができるようになります。

超音波を用いた内臓脂肪測定法

患者への負担が少ない内臓脂肪量の測定法を開発

的に大きなストレスがかかったりするな

ど、安心・安全・思いやりの医療を提供

02

アディポネクチン測定風景

この超音波を用いた内臓脂肪測定法が普及すれ

ば、アディポネクチンの測定法と併せて早期診断に
よる正確な診断や、患者一人ひとりの症例に応じた

超音波測定による脂肪量低侵襲測定
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東北大学

マイクロシステム融合研究開発拠点
拠点長：小野
協働機関

URL

崇人

東北大学大学院

工学研究科

教授

㈱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

成果

01

ロボット用触覚センサシステムとマルチセンサ対応LSI

ロボットが人にやさしくふれるためのセンサを開発

● 予想市場規模 6,600億円 （ロボットシステムとして）
● 予想達成時期 2030年

東北大学
マイクロシステム融合研究開発センター
准教授 室山 真徳

人と協調して作業をする人間型ロボットの力加減

を調節できる、高速・高精度な「触覚センサネット

http://www.rdceim.tohoku.ac.jp/

ワークシステム」の開発に成功しました。

MEMS による 3 軸の力センサと、多数のセンサを

物流ラインの省人化・効率化にも応用でき、産業的
にも新規市場の開拓につ

ながると目されています。

効率よく制御する専用のLS I をひとつのチップに集

積化することで、ロボットの手のひらや指先に多数
の触覚センサを配置することが可能になりました。

人の神経伝達と同じような動作が出来るように

なったために 、これまでは不可能だった微細な動

やさしく触れられ
るよう力加減を調
整できる

高速・高精度な
触覚センサの
ネットワークシステム

作や、人にふれるのにちょうど良い力加減を実現し
ています。

省電力、省配線、小型化といった条件にも配慮し

ており、家事支援や介護など日常生活を支えるライ

フサポートロボットへの実装のほか、工場の生産・

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
大規模な集積回路
（ LS I）にセンサや

アクチュエータを組み合わせることで、
アーム先端部に
感覚センサ

高性能な部品「MEMS」がつくれます。
MEMS 自体は非常に小さな部品ですが、
自動車のエアバッグやスマートフォンな

どに組み込まれており、私たちの生活に
大変役立っています。

東北大学では、社会がより「安全・安

心・快適」となるために、企業と連携し
センサの実装イメージ

て最先端の LS I と MEMS の技術を融合

成果

（微小な電気機械システム）の略。半導体と似ているけれど、
構造が立体的で動く部分があるのが特徴です。

● 予想市場規模 950億円（再生医療関連で）
● 予想達成時期 2020年

東北大学大学院 工学研究科
教授 末永 智一

本事業では、生体内のバイオ分子の動きを電流の

変化から追跡できるセンサ「バイオ LS I チップ」を
開発しました。そしてチップを使って、細胞レベル

の電気化学反応を計測できる「バイオ計測システム」
を構築することに成功しました。同時に、酵素や細

安価で大量生産が可能なので、移植医療や再生医療、
医薬品開発、
遺伝子工学、
安全・安心モニタリングなど、
さまざまな分野の現場へのシステム導入が期待され
ています。

胞分化の高感度な画像化にも成功しています。これら
のシステムを活用する

ことにより、医療や医

させた高度なマイクロシステムの実現に

薬品に対する生体の微

向けた研究を進めました。人々の生活を

細な反応を電流で測っ

計測システム
（製品イメージ）

たり、成分の変化を画

開発のための検査装置など、生活を豊か

像で診断したりできる

にする多様な製品が本事業から生まれる

ようになります。

可能性があります。

バイオLSI チップ
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バイオLSIチップおよびバイオ計測システム

触覚センサの
実装イメージ

医療、医薬品、遺伝子工学…多分野で活躍可能な技術

助けるロボットや安全で快適な車、新薬
MEMS とは、Micro Electro Mechanical Systems

02

マルチセンサ対応 L SI

バイオ LS I チップは

計測システム（機能検証）
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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
拠点長：片山

協働機関
URL

佳樹

九州大学 工学研究院

応用化学部門

機能組織化学

成果

01

レドックススキャナーの開発

医療・創薬の現場で使えるレドックスの観察システムを開発

教授

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㈱

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

● 予想市場規模 15億円
● 予想達成時期 2021年

九州大学 先端融合医療レドックスナビ研究拠点
生体レドックス画像解析グループ
教授 市川 和洋

レドックスナビ研究拠点においては、レドックス

力な創薬ツールとし

度に画像化することができる「レドックススキャ

す。レドックススキャ

状態（酸素代謝・抗酸化状態）を高感度・高解像

ナー」を開発しました。レドックスによって発生す

がんや糖尿病の

回転磁石

早期診断・治療を導く

ます。

この装置を用いることで疾患のメカニズム分析が

ナビゲーション」

大幅に進むほか、今までは見つけにくかった表層が

「レドックス」とは、物

んなどの早期発見にも進展が見込まれます。さらに

質 が 酸 化・ 還 元 さ れ る 現

治療薬開発や抗がん剤の効果予測などにおいて、有

象のことで、私たちの体内

では常にいろいろなところ

成果

でレドックスが起きていま

下図で見えている部分は点
線で囲った部分になります。

す。しかし、レドックスが

うまくいかないと体を傷つ
カル * という物質ができ、
さまざまな疾患を引き起こ

カバーを外した状態

してしまいます。

計測・可視化し、疾患のメ

システムの構築に取り組み
ました。レドックスが関係

する疾患には生活習慣病や

がん、神経疾患などがあり、
これらに対する画期的な診

* 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。
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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
えるようになるので

● 予想市場規模 100億円
● 予想達成時期 2018年より販売開始予定

九州大学 先端融合医療レドックスナビ研究拠点
レドックス内視鏡グループ
准教授 村田 正治

胃カメラに始まる内視鏡の開発は、単純に「体内

ることによって、目には見えない特定の生体成分の

かし本事業で開発した「ハイパースペクトル内視鏡

できます。この結果、これまでの内視鏡で行ってき

析する技術を駆使す

種類や量までも定性的、定量的に可視化することが
た病変部位の形状や色調を見るための形態診断に加
えて、その奥に潜む組織構造の変化や、特定分子の
広がりに関する情報もリアルタイムに取得できるよ
うになりました。

「ハイパースペクトル内視鏡シ

ステム」を用いることにより、こ
れまでは判別が困難であった慢性
的な炎症を前兆とするがんの症例
に対しても有力な診断ができると

期待されています。本システムは、
2 年以内の製品化を目指していま

医療現場で使えるレドックスの観測システムをつくる
私たちの体の中でいつも起こっている「酸化」と「還元」
に注目した研究です。病気の診断から治療薬開発、手術の
支援まで、いろいろな用途が期待されています。

レドックススキャナー

す。

内視鏡

断・治療法の開発が期待さ
れています。

として実用化されれ

見えないものまで見ることができる、高性能の内視鏡！

吸収スペクトルを解
後ろの白い装置は臨床用レ
ドックススキャナー本体。
被験者は、椅子に座り測定
部に手を差し込んで測定し
ます。

ナーが臨床診断機器

内視鏡の開発

システム」は、光の

カニズムを解明して診断や
スナビゲーション」という

02

を見る」ことを目的として進められてきました。し

本事業ではレドックスを

治療につなげる「レドック

ことで、糖尿病・がんなどの生活習慣病で大きく変
化するレドックス状態を詳しく観測することができ

「レドックス

ける活性酸素やフリーラジ

るフリーラジカル分子をターゲットとして観測する

ても期待されていま

内視測定風景

す。

内視鏡システム本体
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京都大学

次世代免疫制御を目指す創薬医学融合拠点
拠点長：成宮

協働機関
URL

周

京都大学 医学研究科

特任教授

アステラス製薬㈱

http://www.ak.med.kyoto-u.ac.jp/
難病の克服
アレルギー・自己免疫病
慢性炎症・がん・感染症
次世代の医療
先制医療・再生医療

ポストゲノム時代の
創薬モデルの構築
Game Changingな
医薬の創製

成果

01

新規関節リウマチ治療薬の創製

手術や感染症の心配なく、関節リウマチを治す薬の候補を発見

● 全 市 場 規 模 患者数 470万人以上（日米欧：関節リウマチ薬
全体で現状2兆円規模）
● 予想達成時期 2020年代前半以降

アステラス製薬株式会社
ＡＫプロジェクト・サブリーダー
江森 崇

関節リウマチとは、全身の関節が腫れ、痛んで骨

造を完了して、安全で実際にヒトに効果があるかど

す病気です。関節の腫脹や痛みを抑える薬が開発さ

ています。承認申請、審査、承認、そして市場展開

破壊が生じ、変形して日常生活に多大な支障をおこ
れていますが、いまだに骨破壊から関節の変形につ

ながる慢性の過程には良い薬がありません。また、

うかを調べる最終的な確認段階（臨床試験）に入っ
を目指して検討を進めています。

現在使われている薬には感染の危険も指摘
されています。本事業では、感染などの心
配もなく、関節リウマチの慢性の進行を抑
え治療する新薬の創出を目指しています。

革新的な新薬は、基礎研究から承認・発

売までに、およそ９～ 17 年の年月が必要

次世代の免疫制御薬を開発し、
今まで治らなかった病気を治す！
日本を含む先進諸国では、アトピー、喘息、花

粉症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。

本事業では、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
戦しました。創薬は時

間のかかる困難な事業
ですが、新薬が誕生す
れば、難治性のアレル

ギーなどに悩む多くの
次世代の免疫制御薬を開発
免疫とは、体内に入ってくる異物を攻撃し、排除する防御
システムのこと。免疫がうまく働かないことが原因で起こ
る、さまざまな疾患を治す薬の創出を目指しています。

20

人を救うことができま
す。

* 免疫系が正常な細胞や組織

を攻撃してしまうことで症状
がでる疾患。

とされています。本薬物については、必要
な非臨床試験をすでに通過し、治験薬の製
成果

02

制御性Ｔ細胞誘導薬の創製

過剰な免疫反応を制御する新薬の種となる物質を発見

● 全 市 場 規 模 検討適応症の一つについて患者数 50万人以上
（日米欧：その適応症全体で現状1000億円規模）
● 予想達成時期 2030年代後半以降

「制御性Ｔ細胞」とは、自己に対する免疫や過剰

な免疫反応を抑制する細胞のことです。本事業では、
自己免疫病やアレルギーなど免疫系のバ

アステラス製薬株式会社
ＡＫプロジェクト・サブリーダー
赤松 政彦

得られたら臨床試験、市場展開に向けて研究を進め
ます。

ランスが崩れて発症する病気を、制御性
Ｔ細胞を誘導し、治療する薬の創出に取
り組みました。

拠点での研究成果に基づいて新薬創製

のために必要な物質を発見するための研

究を行い、スクリーニング（ふるい分け）
にかけることで、優れた作用を持つ新規

物質を得ることができました。現在は、
製品としてさらにふさわしい化合物を得
るため、動物や培養細胞を用いて有効性
と安全性も詳細に調べ、物質の取捨選択
を進めています。最終的な候補化合物が
21

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

拠点長：大野
協働機関
URL

茂男

横浜市立大学

学術院医学群

分子細胞生物学

教授

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

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/〜kyotenpr/

病気の目印となるタンパク質を見つけ、
早期診断や治療薬開発に取り組む
タンパク質は体内で合成されたあと、さまざまな物質で修飾される

ことで、私たちの体を正常に機能させる本来の力を発揮します。この

成果

01

拠点基盤技術の開発、バイオマーカーの開発

卵巣がんの診断で世界初の成果！早期の診断も可能に

● 予想市場規模 国内 約15 億円、海外 約150 億円
● 予想達成時期 国内 2020年、海外2025年

卵巣がんの一種「明細胞がん」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という、やっかいながん
分析し、そのなかから明細胞がんのみに見られる特

有の「診断マーカー」を 13 種類にまで絞り込むこ
とができました。これは

世界で初めてとなる成果
です。

手術室（イメージ）

この成果をもとに、診

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

断薬の開発、がんの再発

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

や転移の目印となるマー

タンパク質、いわゆる「診断マーカー」の発見や治療薬の創出に挑み
を提示できる可能性があります。

に大きく貢献することが期待されています。

新の解析装置で 891 種類にもおよぶタンパク質を

気の原因になると考えられています。

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

法の開発に取り組んでいきます。難治性のがん治療

です。本事業では、明細胞がんの細胞を培養して最

「翻訳後修飾」に異常が起こるとタンパク質の機能に変化が生じ、病

ました。この技術が社会実装されれば、がんや生活習慣病、精神神経

東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部
開発部 技術開発グループ 大竹 則久

開発中の卵巣明細胞がん診断薬キット

成果

02

カーの発見、そして治療

診察風景（イメージ）

脳卒中後の運動機能を回復する新薬の開発

リハビリの効果を高める薬を開発中！
● 予想市場規模 推定患者数国内約40万人、日米欧約150万人
● 予想達成時期 2020年代後半以降（予想上市時期）

診断マーカーを見つける技術を活用して、脳卒中 *

後の回復期にリハビリテーションと併用し、運動機

能回復を促進する新薬の開発に取り組んでいます。
脳機能の一部が失われると、残った部分が代替機能
を発揮することに着目し、その部位の働きをさらに

高める化合物を発見しました。この化合物をもとに、

横浜市立大学 学術院医学群 生理学
教授 高橋 琢哉

り、介護が必要な患者さんがその必要がなくなり、
社会復帰が難しい患者さんの社会復帰が可能になる
等大きな社会的効果が期待できます。

* 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。

リハビリ促進薬の開発
を進めています。現在
は、霊長類を用いた前

臨床試験の段階での有
効性が確認できていま
す。本薬剤が上市され
ると、寝たきりの患者

プロテオーム解析センターの質量分析実験室
がんなどの診断から治療薬・サプリ開発まで、可能性豊富
なプロジェクト。発見が難しかった卵巣がんなどについて
も、早期診断の可能性が見えてきました。
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附属病院

化合物（イメージ）

さんが動けるようにな

先端医科学研究棟
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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

拠点長：並木
協働機関
URL

周

産業技術総合研究所

成果

01

集積光スイッチチップの開発

世界最小のスイッチチップが、次世代のネットワークを実現！

電子光技術研究部門

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㈱

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

● 予想市場規模 500憶円
● 予想達成時期 2022年

NHK放送技術研究所@東京

光送受信機 1FINITY T200
富士通㈱

トランスポンダアグリゲータ
日本電気㈱

これは「ダイナミック光パスネットワーク」といい、

え、巨大容量・超低エネルギーなネットワークを実

高精細映像などを扱う技術の開発に成功しました。
んなに大容量の情報でも全国規模で遅延なく、超低

N x N波長選択スイッチ
産業技術総合研究所、
北日本電線㈱

和浩

クス技術を駆使して、これを世界最小レベルにまで

消費電力でやりとりできる仕組みになっています。
32×32 シリコンフォトニクス スイッチ
産業技術総合研究所

池田

本事業では、従来の 1000 分の 1 以下の電力で超

目的に応じて情報の行き先を切り替えることで、ど

超高精細映像で遠隔共存を可能とする各種スイッチ技術

産業技術総合研究所
電子光技術研究部門

このネットワーク実現の立役者となっているの

小型化しました。これにより、さらに消費電力を抑
現することができました。各種のスイッチ技術は製
品化を進めており、すでに製品化されているものも
あります。

が、「集積光スイッチチップ」です。これは、ネッ
トワークに流れてくる情報の用途に応じて情報の行

き先を切り替える役割を果たすスイッチのことで

産業技術総合研究所@つくば

す。集積光スイッチチップは、光デジタル信号の経
路を自由に選択することで、低消費電力かつ高速で
情報処理が行えるのが特長です。シリコンフォトニ

2014年10月 実施
YouTube リンク
https://www.youtube.com/watch?v=Eh61X3HwMIg

遠隔合奏

遠隔医療

成果

02

ダイナミック光パスネットワークのテストベッド構築

遠く離れていても、まるで同じ場所にいるような臨場感を提供！

● 予想市場規模 1兆円
● 予想達成時期 2022年～ 27年

「ダイナミック光パスネットワーク」に必要な設

ダイナミックノード

備や基本性能についての検討は終えており、実用化
に向けたテストも行いました。津軽三味線演奏者が

ライブ オン デマンド

電気

光信号変換器

高臨場感テレビ会議

究極の映像を手軽に楽しめる時代が到来！
次世代の超省エネなネットワークを構築
近年、通信ネットワークに流れる情報量が急激に増え、消費電力も増えたことで、近い将来に

容量が足りなくなることが予想されます。この危機的な「情報爆発」を乗り越えるため、従来よ
りも超省電力でネットワークを運営する技術の開発に取り組んでいます。

この技術が実用化されれば、情報量が爆発的に増えても消費電力は抑えられ、超高精細な動画

の再生・送受信なども瞬時に行えるようになります。高臨場感のテレビ会議やライブ映像のオン
デマンド視聴の実現、さらには遠隔地にいる医者が手術に立ち会う遠隔医療など、社会に大きな
変化をもたらす可能性を秘めています。
24

世界最小の32×32 光マトリックス スイッチチップ

茨城県つくば市と東京都世田谷区に遠く離れて、こ

産業技術総合研究所
電子光技術研究部門

黒須

隆行

社会・生活に大きな変化が起きると期待されていま
す。その超臨場感を実際に体験できるテストベッド
を東京都内に構築しました。

の新しいネットワークを通じて送られたスーパーハ
イビジョン * の映像や音声をもとにリアルタイムで

合奏を試み、成功しています。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いるかのよ

うな臨場感を味わうことができるようになり、経済・
* 現在のハイビジョンの 16 倍もの画質をもった超高精細な映像。
新しいネットワーク技術を実現
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
ンクしてしまう危険があります。この「情報爆発」を防ぐ、
超省エネのネットワーク開発に挑みました。

東京都内に構築したテストベッドのイメージ
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神戸大学

バイオプロダクション次世代農工連携拠点
拠点長：近藤
協働機関
URL

昭彦

神戸大学大学院

科学技術イノベーション研究科

教授

旭化成㈱、江崎グリコ㈱、㈱カネカ、月桂冠㈱、㈱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㈱

http://www.org.kobe-u.ac.jp/bioproduction/
細胞ダメージを軽
減する効果などが
明らかに！

石油製品群をバイオマス製品に大転換！
低炭素社会をサポートする
持続可能な未来社会を実現する上で、資源・エネルギー問題や環境

問題は、避けて通れないものです。その解決策として、再生可能な資

源バイオマスからさまざまな燃料や化学品を生産する手法が注目され

ています。石油のかわりにバイオマスを利用することで、二酸化炭素
の放出量が減らすことができるほか、エネルギー枯渇問題や大気汚染
問題も緩和できる可能性を秘めています。

本事業では、セルロース系バイオマス * から次世代燃料や化成品原

料などの産業に重要な製品群を高効率に作り出す「バイオプロダク

ション」技術を確立し、
複数の分野で化合物の生産に成功しています。
* 食料と競合しない、間伐材や廃材などのバイオマス。

成果

01

バイオファインケミカル

次世代グリコーゲンでより健康に、美しく

● 予想市場規模 5,000億円（酵素法によるグリコーゲンの世界市場）
● 予想達成時期 2050年

グリコーゲンには古くから病気への抵抗力や治癒

はヒアルロン酸の産生促

ています。江崎グリコ㈱では独自開発した酵素によ

素の蓄積を抑制して細胞

力向上、消毒作用などの優れた効能があると言われ
り、これまで主に動物原料から抽出していたグリ

コーゲンをバイオマス（植物デンプン）から作り出
すことに成功しました。また、新たに肥満や腸炎を
抑制する作用も発見しました。化粧品素材として
成果

02

有用酵素や有用化学品の製品化

● 予想市場規模 6,000億円（産業用酵素の世界市場）
● 予想達成時期 2016年 達成済み

長瀬産業では、数種類の有用酵素や有用化学品の

製品化に成功しました。キチナーゼは甲殻類の外骨

格などから機能性食品 NAG* を作る酵素で、従来よ
り劇的に薬品使用量の少ない NAG の生産工程に貢

ロテアーゼは肉繊維の分解や機能性ペプチドの生産
に用いられています。リン脂質分解酵素はパンや

隆

進、紫外線による活性酸

ダメージを減らす効果な
どが確認され、自社化粧

品ブランド「gg」を立ち

グリコーゲンを配合した化粧品を発売

上げるとともに原料販売を開始しました。

酵素の力で環境にやさしい産業を実現！

献しています。グルカーゼは酵母エキス製造に、プ

化 粧 品 ブ ラ ン ド「gg」
を 立 ち 上 げ 2012 年、
発売を開始！

江崎グリコ株式会社
健康科学研究所 古屋敷

長瀬産業株式会社 ナガセ R＆D センター
研究開発部 曽田 匡洋

酸値の低下などの効果が
ある機能性リン脂質製造
に使われます。

* 変形性膝関節症の予防・治療、
整腸作用、ヒアルロン酸量増加
などの効果がある。

ケーキの改質のほか、メタボ予防、脳機能改善、尿
大学院

科学技術イノベーション研究科

研究から事業化まで、一体化した大学院を開設
神戸大学は、バイオマスの研究で日本をリー

ドする研究拠点です。本事業では独自の６つの

（科学技術イノベーション研究科）を平成 28

農業と工業が連携する研究拠

フラッグシップ研究と位置付ける重点四分野と

点を構築することができまし

た。 ま た 10 以 上 の 海 外 研 究
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 * などが有名です。
* さとうきびのしぼりかすやもみがら、鶏糞など、加工時にごみとして出た物質。
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化までを一体化させた学部卒業生向けの大学院

研究領域「リサーチエンジン」を企業との連

携により発展させ、次世代の

化粧品素材としての原料販売も開始

さらに人材育成の一環として、研究から事業

機関と連携することで、拠点
の国際的な地位を確立しまし
た。

年に開設しました。この大学院は、神戸大学が
事業創造に焦点を当てたアントレプレナーシッ
プとの融合により、社会科学と自然科学を横断
的に学ぶことのできる、日本初の文理融合型の
独立大学院です。
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Creation of Innovation Centers for

Advanced Interdisciplinar y Research

論文・特許・プレス発表について

Areas Program

採択初年度から平成 27 年度までに、本プログラム成果として公表された

特許成立件数

シンポジウムについて

Areas Program

平成 27 年、28 年に開催しています。

特許数

出願件数

Advanced Interdisciplinar y Research

文部科学省主催の先端融合プログラム全体シンポジウムを

累積論文数、特許数、プレス発表数は以下のとおりです。
国内出願数

Creation of Innovation Centers for

～ 組 織・ 部 局 を 超 え た 本 格 的 産 学 連 携 拠 点 形 成 の 秘 訣 ～

国外出願数 （PCT＊
含む）

出願件数

特許成立件数

日程

会場

内容

平成27年12月26日（土）11:00～16:35

東京大学伊藤国際学術研究センタ―

伊藤謝恩ホール

● 基調講演
●講

「拠点形成事業の展開～課題と展望」
政策研究大学院大学

教授

有本 建男氏

演 「文部科学省の産学官連携政策の方向性」
文部科学省

課長

坂本 修一氏

● 初年度採択 4 拠点による口頭発表

● 全 12 拠点代表者参加のパネルディスカッション

Ⅰ .「各拠点の現状、Good Practice の紹介（平成 19 年度、
平成 20 年度採択拠点）」

Ⅱ .「拠点形成の秘訣と発展に必要なこと」

これまで紹介した成果は全体のほんの一部。

＊特許協力条約（PCT）は、ひとつの出願願書を提出す

年々、多くの成果が生み出されているよ。

ることで、加盟国すべての国に同時に出願したこと

国際的にも多くの成果を出している事業なんだね。

と同じ扱いになる制度のことだよ。

～産業界から見た本格的産学連携～先端融合領域で死の谷を越え、イノベーションを創出するまで～
日程

会場

内容

論文数

平成28年11月22日（火）10:00～17:45

東京コンベンションホール

● 基調講演

プレス発表数

●講

「産学連携によるイノベーションの創出 - 先

端融合プログラムの教えるもの」（一般財団
法人キヤノン財団

理事長

生駒 俊明氏）

演 「今求められる大学発イノベーション」
（文部科学省

課長

坂本 修一氏）

● 全 12 拠点による口頭発表及びポスター発表
● パネルディスカッション

産学の参画者代表による

「先端融合プログラムにおける産学連携の実際について」

論文事例

プレス発表事例

DNA を切らずに書き換える新たなゲノム編集技術「Target-AID」の開発に成功

スウェーデン国王および王立科学アカデミーが来訪

農工連携拠点」の西田敬二教授・近藤昭彦教

カール 16 世グスタフ国王、在日スウェーデ

ゲノム編集技術「Target-AID」の開発に成功

産官学代表者 30 数名が、科学技術交流の視

神戸大学「バイオプロダクション次世代

授らは、DNA を切らずに書き換える新たな
しました。

これまでのゲノム編集技術の課題を解決

する手法であり、高度なゲノム編集操作を

2016 年 2 月 17 日（水）スウェーデンの

ン大使および王立科学アカデミー視察団の
察行事として東京女子医科大学先端生命医
科学センター (TWIns) を訪問されました。

翌 2 月 18 日にはグスタフ国王が記者会

可能とし、有用生物の育種から疾患研究、

見を行われ、本学での「再生医療向け細胞

提供すると共に、将来的には新たな遺伝子

と印象を述べられました。

創薬開発などを加速させる強力なツールを
治療手法としての応用も期待されます。

シートを実際に見て非常に感銘を受けた」

東京女子医科大学提供

こ の 研 究 成 果 は、2016 年 8 月 5 日 ( 日 本

時間 ) に「Science」にオンライン掲載され

28

ました。
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Creation of Innovation Centers for
Advanced Interdisciplinary Research
Areas Program

先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム

文部科学省

科学技術・学術政策局

産業連携・地域支援課

先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL.03-5253-4111 FAX.03-6734-4172

http://www.jst.go.jp/shincho/sentanyugo/
2017.01

