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タイトル 概 要 実施ユニット

１

太陽光発電の長寿命化及
び高信頼性化

新規モジュール部材を用いた太陽電池パネルを試作し、
部材の適合性や劣化要因を系統的に明らかにした。ま
た、加速試験時間の短縮を図る新規試験法を考案し、
有効性を実証した。

太陽光発電研究センター

中期計画【別表1】I- 1-(1)-①

（中期計画3-(1)-②）

整理番号0000002-100

２

太陽電池特性評価法 開発した線形補間法が採用された太陽電池特性の温度
照度補正に関す国際規格IEC60791が発行。

太陽光発電研究センター

中期計画【別表1】I- 1-(1)-②

整理番号0000001-100

３

集積型フレキシブルCIGS
サブモジュールの高性能
化

10cm角フレキシブル基板上に変換効率15.9%という世界
最高効率の集積型サブモジュールの作製に成功した。
また、デザイン性の高さからグッドデザインフロン
ティア賞を受賞した。

太陽光発電研究センター

中期計画【別表1】I- 1-(1)-③

整理番号0000003-100

４

革新的太陽電池技術 量子ドットの多積層化および超格子のミニバンド形成
に世界で初めて成功した。またメカニカルスタック技
術の開発に成功。

太陽光発電研究センター

中期計画【別表1】I- 1-(1)-③

整理番号0000003-100

５

世界最高水準のSiC素子の
試供開始

平成22年度上期に600V、1200V級のショットキーバリア
ダイオードの量産技術開発に目途をつけ、応用企業へ
の試供を開始した。この素子は、高温での低オン抵抗
／高破壊耐量で世界最高値を達成している。

先進パワーエレクトロニクス研
究センター

中期計画【別表1】I- 1-(3)-②

整理番号0000014-100

６

リチウム－空気電池用金属
フリーグラフェン触媒

金属フリーのグラフェンを触媒として利用した実験を
行った結果、良好且つ安定な充・放電サイクル特性と
低い過電圧特性とを有することを確認した。これまで
の金属や金属酸化物を触媒に使用しない安価な空気極
触媒であり、飛躍的な普及が期待できる。

エネルギー技術研究部門

中期計画【別表1】I- 2-(1)-①

整理番号0000019-100

平成２２年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野）
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タイトル 概 要 実施ユニット

７

窒素含有炭素系材料による
水系キャパシタ用電極の開
発

高速充放電と温度特性の向上に着目した電気化学キャ
パシタの開発において、現在広く用いられている活性
炭の容量を大きく超える電極材料を見出した。炭素骨
格（芳香族縮合環）中に窒素原子を導入することによ
り、酸化還元反応による大容量を示すキャパシタ用電
極材料を開発した。

エネルギー技術研究部門

中期計画【別表1】I- 2-(2)-①

整理番号0000028-100

８

燃料電池セル内の酸素イオ
ン分布可視化に成功

固体酸化物形燃料電池(SOFC)実セル・スタックの酸素
イオン化・拡散の活性サイトを、同位体ラベル法を適
用して可視化することに成功した。酸素イオン化抵抗
の発生機構解明につながるほか、劣化機構解明への新
規な解析法として適用できる可能性を示した。

エネルギー技術研究部門

中期計画【別表1】I- 2-(2)-②

整理番号0000032-100

９

高品質バイオディーゼル製
造技術の開発

JST-JICA事業「非食糧系バイオマスの輸送用燃料化基
盤技術」がスタートした。この中で、東アジアサミッ
ト推奨品質のバイオディーゼル燃料製造が可能な高品
質化用触媒技術を組み込んだジャトロファBDF製造パ
イロットプラントを、タイ科学技術研究院に設置し、
実証研究を開始した。

新燃料自動車技術研究センター

中期計画【別表1】I- 1-(2)-①

（中期計画3-(1)-④）

整理番号0000005-100

１０

バイオブタノールの省エネ
ルギー型膜分離濃縮技術を
開発

次世代バイオ液体燃料であるブタノールの分離濃縮に
ついて、選択透過性に優れた無機分離膜を開発した。
この膜は1重量%のブタノールを80重量%以上に濃縮で
き、従来の分離膜と比較してブタノール回収に要する
エネルギーを50～70%削減可能である。

環境化学技術研究部門
中期計画【別表1】I- 3-(1)-①
整理番号0000055-100

１１

多点結合型リンカーを利用
した固定化分子触媒を開発

多点結合型リンカーを利用したナノ空孔固定化分子触
媒を開発し、鈴木カップリング反応における触媒の使
用原単位を従来の33%に低減することに成功した。

環境化学技術研究部門

中期計画【別表1】I- 5-(2)-①

整理番号0000129-100

環境・エネルギー分野

平成２２年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野）
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タイトル 概 要 実施ユニット

１２

空気酸化による機能
性リン化合物の効率
的製造法を開発

安価な非貴金属銅触媒による効率的な空気酸化反応を見
出し、工業的に重要な機能性リン化合物の環境にやさし
い新規製造法の開発に成功した。

環境化学技術研究部門

中期計画【別表1】I- 5-(2)-①

整理番号0000128-100

１３

ＨＤＤ等廃小型製品
中希土類磁石からの
希土類元素の回収

ハードディスクから希土類磁石を選別するための破砕選
別機を開発した。この磁石を焙焼-浸出することにより鉄
の溶解を抑制しつつ希土類のみを浸出し、さらに溶媒抽
出により純度95%以上の塩化ジスプロシウムを得る方法を
開発した。

環境管理技術研究部門

中期計画【別表1】I- 3-(3)-②

整理番号0000085-100

0000086-100

１４

可溶化法や水蒸気ガ
ス化法を用いた使用
済み電子機器からの
資源回収

廃電子機器中のエポキシ基板等をバイオマス由来の安価
な溶媒で可溶化、又は混合炭酸塩共存下で水蒸気ガス化
し、貴金属やレアメタルを回収すると共にプラスチック
をエネルギーや素材資源として利用する技術を開発した。

環境管理技術研究部門

中期計画【別表1】I- 3-(3)-②

整理番号0000087-100

１５
富栄養化内湾堆積物

における革新的物質

代謝機構の発見

東京湾等の富栄養化内湾堆積物において、空間的に大き
く隔たっているH2S 酸化反応とO2 還元反応が共役してい
ること、そしてその機構は異種微生物間長距離細胞外電
子伝達であると考えられることを明らかにした。

環境管理技術研究部門

中期計画【別表1】I- 5-(5)-②

整理番号0000159-100

１６

ナノ材料のリスク評
価書の作成とリスク
ガバナンスの確立

カーボンナノチューブ、フラーレン、二酸化チタンのリ
スク評価書最終を完成させ、産業界や行政からの強い注
目を集めている。また、ナノ材料の安全性評価に関する
二つの新規プロジェクトを立ち上げた。

安全科学研究部門

中期計画【別表1】I- 6-(3)-①

整理番号0000165-100

１７

化学物質の爆発危険
性評価試験の国際標
準化

化学物質の爆発危険性を評価するための国際標準である
国連勧告試験について試験法を検討し、国連専門家委員
会に改定案を提出した。提案は認められ、今後2年間かけ
て検討されることが決まった。

安全科学研究部門

中期計画【別表1】I- 6-(5)-②

整理番号0000170-100

環境・エネルギー分野

平成２２年度の主な研究成果一覧（環境・エネルギー分野）
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太陽光発電の長寿命化及び高信頼性 太陽光発電研究センター

【研究成果の概要】
民間企業33社等と組織した「高信頼性太陽電池モジュー

ル開発・評価コンソーシアム」において、実用サイズに対
応した太陽電池パネル試作ラインを構築するとともに、新
規モジュール部材を用いて試作した太陽電池パネルに対し
てIECで規定された信頼性試験を実施し、モジュール部材
の適合性や劣化要因を系統的に明確化した。また、既存モ
ジュールの劣化要因を熱画像、エレクトロルミネセンス、
電流密度分布測定等で明らかにした。さらに、加速試験時
間を短縮可能な新規試験法を考案し、抵抗値をその場観察
することで有効性を実証した。

【平成２２年度計画との関連】
小項目：【別表1】1-1-(1)-② 太陽光発電の長寿命化及
び高信頼性化
・新規モジュール部材を太陽電池パネルに適用し、適合性
を評価するとともに、劣化要因を明らかにする。既存モジ
ュールの加速試験を行い劣化要因を抽出する。

【開発技術の用途】
・太陽電池パネルの寿命が延びることで、発電コストの大
幅な低減に寄与する。
・加速試験時間を短縮することで、太陽電池パネルの信頼
性を早期に検証し、製造工程にフィードバックできる。

図１ 太陽電池パネルの信頼性・寿命の
支配的要因となるモジュール部材の例

図２ 新規加速試験装置（左）と加速試
験により発現した異常箇所（右）
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平成２２年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）
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太陽電池特性評価法 太陽光発電研究センター

【研究成果の概要】
開発した線形補間法が採用された太陽電池特性の温度照

度補正に関す国際規格IEC60791が発行、CIS太陽電池の測定
技術に関するJIS TSが発行等、太陽電池評価技術に関する
標準化に大きく貢献。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】1-1-(1)-① 太陽光発電の共通基盤技
術の開発及び標準化
・一次及び二次基準セル、基準モジュールの校正を産業界
に供給する。新型太陽電池について評価技術の確立に向け
た取り組みを維持する。超高効率革新型太陽電池の屋内外
比較評価を日米で共同して行う。関連するJISならびにIEC
規格の策定に引き続き参画する。

【開発技術の用途】
・太陽電池開発、生産、流通における国際的整合性の強化、
公平な競争の促進。

図１ 太陽電池特性の照度補正

図２ 太陽電池特性の温度補正
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集積型フレキシブルCIGSサブモジュールの高性能化 太陽光発電研究センター

【研究成果の概要】
新しいNa導入法の開発やパターニング技術の高度化によって、

10cm角フレキシブル基板上に変換効率15.9%という世界最高効率の集
積型サブモジュールの作製に成功した。この研究成果およびデザイ
ン性を評価され、グッドデザイン・フロンティアデザイン賞を受賞
した。
また、フレキシブル太陽電池に関する企業との共同研究において、

プレス発表や国際会議で発表を行うなど、産官連携研究に関して顕
著な成果をあげた。

【平成２２年度計画との関連】

中期計画： 【別表1】1-1-(1)-③ 太陽光発電の高効率化
・化合物薄膜フレキシブル太陽電池の実用化に向けた産学官連携を
強化する。

【開発技術の用途】
・軽量太陽電池
・車載・宇宙用太陽電池
・携行型太陽電池

図１ 集積型フレキシブル
CIGS太陽電池

図２ GOOD DESIGN賞を受賞

平成２２年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）
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革新的太陽電池技術 太陽光発電研究センター

【研究成果の概要】

変換効率60％超が期待される量子ドット太陽電池につ
いて、世界で初めて歪補償技術を用いることなく、100層
以上のIn0.4Ga0.6As量子ドットの多積層化に成功し、量子
ドット超格子のミニバンド構造形成に世界で初めて成功
した。さらに、100層積層量子ドット構造を太陽電池に応
用したところ良好な特性を示し、これは世界に例のない
研究成果である。導電性材料を用いた異種太陽電池張り
合わせ（スマートスタック）技術の開発を行い、結晶シ
リコンと薄膜シリコン太陽電池でその有効性を確認した。

【平成２２年度計画との関連】

小項目： 【別表1】1-1-(1)-③ 太陽光発電の高効率化

・化合物薄膜フレキシブル太陽電池の実用化に向けた産学
官連携を強化する。薄膜シリコンオールジャパン開発体制を
構築し、産総研がハブとして高効率低コスト化に向けた開発
に着手する。新規シリコンゲルマニウム薄膜太陽電池等の効
率を相対値で2%以上向上させる。有機太陽電池の劣化要因
を解明し、耐久性を向上させる。

【開発技術の用途】
・低コスト・超高効率太陽電池
・宇宙用太陽電池

図１ 50層積層量子ドット構造

図２ 多積層量子ドット太陽電池の電流-電圧特性

0

5

10

15

20

0 0.2 0.4 0.6 0.8

100 QD
50 QD
30 QD
20 QD
10 QD
GaAs ref.

C
ur

re
nt

 D
en

si
ty

 (m
A

/c
m

2 )

Voltage (V)

平成２２年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）

7



世界最高水準のSiC素子の試供開始 先進パワーエレクトロニクス研究センター

【研究成果の概要】
西事業所5D棟に完成（3月）したSiCデバイス試作専用

クリーンルームでの素子試作開始（8月）した。また、
600V、1200V級低抵抗SBD（ショットキーバリアダイオー
ド）開発を完了し、応用企業への試供を開始した。高温
での低オン抵抗/高破壊耐量特性を実現した（ベンチマー
ク結果では世界最高値）。高温高湿環境での長期信頼性
（3000時間保障）確保した。さらに、損失▲35%減で、
SiCデバイスの省エネ効果を確認した。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】1-1-(3)-② 電力変換エレクトロニク
ス技術の開発
・1kV級SiCダイオードの量産を開始する。

【開発技術の用途】
・地球温暖化抑制への貢献、省エネルギーの促進による
低炭素社会実現のための高機能電力変換器に活用。
例：電気自動車、産業用モータ駆動インバーター、
電源用力率改善回路、太陽光発電用パワー
コントロールユニット

SiC-SBD適用時のｲﾝﾊﾞｰﾀ発生損失低減効果実証

SiC専用ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ内部概要(面積1480m2)

3”ｳｴﾊｰ試作品外観 ＳＢＤチップ外観

イ
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SiSi--SBDSBD SiCSiC--SBDSBD
1

0.65
損失▲35%低減

平成２２年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）
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リチウム－空気電池用金属フリーグラフェン触媒 エネルギー技術研究部門

【研究成果の概要】
世界で初めてリチウム－空気電池の触媒として金属フ

リーのグラフェンを利用して実験を行った結果、良好且つ
安定な充・放電サイクル特性と過電圧がPt20wt%担持した
触媒に近い低い過電圧特性とを有することを確認した。こ
の結果から、これまでの金属あるいは金属酸化物を触媒に
使用しないため、新規触媒による空気極触媒の低コスト化
が可能となり、電池の飛躍的普及が期待できる。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】1-2-(1)-① 次世代自動車用高エネル
ギー密度蓄電デバイスの開発
・新規蓄電池の開発においては、エネルギー密度で
500Wh/kgを実現するため、ハイブリッド電解液に使ってい
る固体電解質の性能アップや電解液のリサイクルや構造の
最適化など改質技術を検討する。

【開発技術の用途】
・リチウム－空気電池の空気極触媒の低コスト化

図１ グラフェンを使ったリチウム-空気電池

図２ グラフェンを使った充放電曲線
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図１ 開発した電極材料の充放電機構
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窒素含有炭素系材料による水系キャパシタ用電極の開発 エネルギー技術研究部門

【研究成果の概要】
高いパワー密度と良好な温度特性を期待できる

水系（硫酸水溶液）キャパシタ開発において、従
来にない新たな疑似容量を発現する電極材料を見
出した。芳香族縮合環中に配置した窒素原子の酸
化還元（レドックス）反応により、高速充放電特
性とサイクル（寿命）特性を損なうことなく、
608F/gの大容量を実現した（現在広く用いられて
いる活性炭の容量は100～200F/g）。諸特性が有
機系キャパシタより優れているにもかかわらず、
エネルギー密度で劣ることが問題となっている水
系キャパシタの性能を、今後飛躍的に向上させる
ことが可能となった。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】1-2-(2)-① エネルギーマ
ネージメントシステムのための技術開発
・蓄電デバイスの開発においては、二次電池で
250Wh/kg、キャパシタで18Wh/kgを超えるセルを
実現するための電極材料改質技術を検討する。

【開発技術の用途】
・普及型・高速充放電用途での利用
・モバイル情報機器のピークアシスト等

平成２２年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）
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燃料電池セル内の酸素イオン分布可視化に成功 エネルギー技術研究部門

【研究成果の概要】
実用固体酸化物形燃料電池(SOFC)の酸素イオン化、拡散

の活性サイトを世界で初めて視覚化に成功した。同位体酸
素(18O)ラベル法と２次イオン質量分析計(SIMS)分析法を
適用することで、凍結状態の固体中に含まれる18Oの分布
をイメージングし、空気極/中間層/電解質界面付近での酸
素イオン化とイオン電流分布の大小を特定することに成功
した。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】1-2-(2)-② 燃料電池による高効率エ
ネルギー利用技術の開発
・固体酸化物形燃料電池(SOFC)の耐久性・信頼性向上のた
め、スタックメーカーにて耐久試験したサンプルの劣化要
因を解明する。不純物、物質輸送が関わる現象については
、理想界面での拡散実験、熱力学平衡計算などにより、反
応性を検討して長期運転時の劣化予測のための基礎データ
を蓄積する。部材界面での不純物蓄積を、2次イオン質量
分析計(SIMS)を適用してppmレベルで検出し、電圧劣化率
0.3%/1000hを達成するための基礎データを蓄積する。

【開発技術の用途】
・固体酸化物形燃料電池(SOFC)の酸素イオン化における反
応の発生起源を特定できるほか、劣化機構解明にもつなが
る。さらに、スタック内での電流分布なども解明でき、
SOFCの高性能化に寄与する重要な技術である。

図１ 実用固体酸化物形燃料電池(SOFC)スタッ
ク（A,B)のガス、イオン、電子の流れ(C)と酸
素イオン化反応活性サイトの可視化(D)

平成２２年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）
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高品質バイオディーゼル製造技術の開発 新燃料自動車技術研究センター

【研究成果の概要】
高い酸化安定性を有するBDF製造技術の開発を目的として、

BDFの部分水素化技術を開発した。触媒及び反応条件の最適化
により、東アジアサミット推奨品質および世界燃料憲章品質を
クリアするRancimat試験による誘導時間10時間以上の酸化安定
性を有するBDFが製造可能であることを明らかにした。以上の
結果をもとに高品質BDF製造用パイロットプラントを設計、タ
イ科学技術研究院（TISTR）に設置し、日-タイ共同の実証研究
を開始した。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】1-1-(2)-① バイオマスからの液体燃料製
造及び利用技術の開発
・第1世代の脂肪酸メチルエステル型BDFを高品質化するため、
BDFの部分水素化処理技術を構築する。当該BDF部分水素化技術
に関しては、JST-JICA事業「非食糧系バイオマスの輸送用燃料
化基盤技術」の中で、ジャトロファから高品質BDFを製造でき
るパイロットプラント（1.0トン/日）に組み込み、タイ国での
実証研究に展開を図る。

【開発技術の用途】
・東アジアサミット推奨品質および世界燃料憲章品質をクリア
する高品質BDFを提供し、BDFの普及に寄与する。
・APECリーダーズウィークにおける政府展示（JAPAN 
EXPERIENCE）において本技術が紹介され、APEC地域における高
品質BDF製造法普及に寄与する。 図１ 高品質BDF製造用パイロット

プラント

BDF部分水素化反応装置

BDF製造（トランスエステル化）装置

平成２２年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）
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バイオブタノールの省エネルギー型膜分離濃縮技術を開発 環境化学技術研究部門

【研究成果の概要】
発酵ブタノールは濃度が最大でも1.5重量%と小

さく、また共沸混合物を形成するため、その濃縮
に多大なエネルギーが必要であった。そこで、ブ
タノール濃縮に分離膜を用いることを考え、ブタ
ノール選択性の高い膜の開発を行った。
分離膜の合成条件を最適化することにより、1

重量%のブタノール水溶液を一回の操作で80重量%
以上に濃縮可能なシリカライト膜の作製に成功し
た。開発した膜は、従来の分離膜と比較してブタ
ノール回収に要するエネルギーを50～70%低減可
能である。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】1-3-(1)-① バイオマスを利
用する材料及びプロセス技術
・低濃度ブタノールを高度に濃縮できる膜の開発
を行い、製膜条件を最適化する。

【開発技術の用途】
・濃縮発酵ブタノールは、ポストバイオエタノー
ルとして自動車燃料に利用
・溶剤や化成品原料としての展開も可能

図１ 分離膜による低濃度ブタノール水溶

液からのブタノール無水化システム

凝縮

シリカライト膜に
よる浸透気化分離

低濃度ブタノール
水溶液（例：1%）

脱水：浸透気化分離

無水ブタノール

水

：水分子
：ブタノール分子

均一な高濃度ブタ
ノール水溶液（例：

80%）

【シリカライト結晶】 【結晶構造】

平成２２年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）
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多点結合型リンカーを利用した固定化分子触媒を開発 環境化学技術研究部門

【研究成果の概要】
多点結合型リンカーを利用してナノ空孔材料に分

子触媒を均質かつ強固に固定化することにより、鈴
木カップリング反応における触媒のリサイクル使用
において、従来比3倍の触媒活性を実現するとともに、
使用原単位を33%に低減可能な固定化触媒の開発に成
功した。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】1-5-(2)-① 環境負荷物質の排
出を極小化する反応、プロセス技術
・ナノ空孔担体への活性金属の固定化等により、電
子材料等の合成における触媒の使用原単位を現行製
造法の50%以下にする技術を開発する。

【開発技術の用途】
・高付加価値の化学品製造プロセスの効率化と環境
負荷低減
・高価かつ稀少な金属成分の触媒使用量低減

分子触媒

ナノ空孔担体

医薬品中間体 情報・電子材料

ナノ空孔固定化
分子触媒

図１ ナノ空孔固定化分子触媒の概念図
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空気酸化による機能性リン化合物の効率的製造法を開発 環境化学技術研究部門

【研究成果の概要】
安価な非貴金属銅触媒による効率的な空気酸化反応を

見出し、工業的に重要な機能性リン化合物の環境にやさ
しい新規製造法の開発に成功した。従来法と比較して、
毒性・危険性の高い原料を使用しない上、生成物の選択
性にも優れ廃棄物が発生しない特徴がある。また、反応
は空気中で簡単に行えるため、従来法で必須であった無
水・無酸素の反応条件も不要である。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】1-5-(2)-① 環境負荷物質の排出を
極小化する反応、プロセス技術
・銅やニッケル触媒を開発して、アルケニルリン類やP-P
結合P-O-P結合を有する機能性リン類の高効率製造法を開
発する。

【開発技術の用途】
・環境負荷を低減する難燃剤
・医薬中間体やカップリング剤としても利用可能

図１ 開発した新製造法の概要

図２ 従来の製造法
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ＨＤＤ等廃小型製品中希土類磁石からの希土類元素の回収 環境管理技術研究部門

【研究成果の概要】
ハードディスク(HDD)のボイスコイルモーター(VCM)を構
成する希土類磁石を高濃縮するため、民間企業と共同で
HDD破砕選別機(HDD-CS)を開発し、試作機の製造に成功し
た。この磁石を焙焼-浸出することにより鉄の溶解を10%以下に
抑制しつつ希土類のみを90%以上浸出し、さらに溶媒抽出によ
り純度95%以上の塩化ジスプロシウム溶液を得ることにも成功
した。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】1-3-(3)-② レアメタル等金属や化成
品の有効利用、リサイクル、代替技術の開発
・希土類粉体を回収するためのシステムを提案する
・焙焼-浸出-溶媒抽出による希土類磁石からの希土類の
選択分離法を開発する

【開発技術の用途】
・HDD-CSのリサイクル中間処理業への普及による、磁石ト
ラブルの軽減と希土類リサイクル率の向上。

・HDD-CSを足がかりにした、家電用モータ、コンプレッサ
等への発展とHV、EV等自動車用モータへの将来展開。

・磁石含有物からの各希土類酸化物の回収ならびに希土類
リサイクル率の向上。

図１ 新規希土類磁石回収プロセスの中核
をなすHDD-CS試作機の開発に成功

図２ 焙焼-浸出-溶媒抽出による希土類磁石
からの希土類の選択分離法の開発
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可溶化や水蒸気ガス化を用いた使用済み電子機器からの資源回収 環境管理技術研究部門

【研究成果の概要】
使用済み電子機器中のエポキシ基板等をバイオ

マス由来の安価な溶媒中で可溶化（可溶化率は常
圧下250℃で90％以上）することにより、あるいは
混合炭酸塩共存下で水蒸気ガス化することにより、
電子産業に必須な貴金属やレアメタルを効率的に
回収すると共にプラスチックをエネルギー資源
（水素）や素材資源として再利用する技術を開発
した。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】1-3-(3)-② レアメタル等金属
や化成品の有効利用、リサイクル、代替技術の開
発
・使用済み電子機器から貴金属やレアメタルを効
率的に回収する技術を開発する。
・使用済み電子機器中のプラスチックをエネル
ギー資源や素材資源として有効利用できる技術を
開発する。

【開発技術の用途】
・使用済み電子機器からの貴金属・レアメタルの
回収
・廃棄物系バイオマスの高度利用
・有機物系廃棄物からの水素製造
・臭素・塩素を含む廃プラスチックの再資源化

図１ バイオマス由来溶媒を用いた電子基板の可溶化

図２ 水蒸気ガス化による電子基板からの資源回収
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富栄養化内湾堆積物における革新的物質代謝機構の発見 環境管理技術研究部門

【研究成果の概要】
有機汚濁物質が蓄積している富栄養化内湾堆積物を用い

て実験堆積物コアを構築し、酸素 (O2)、硫化水素 (H2S) 
及びpHの鉛直微細濃度プロファイルを解析することにより、
空間的に大きく隔たっているH2S酸化反応とO2還元反応が
共役していること、そしてその機構は固体導電体（鉄含有
鉱物、腐植物質等）、溶存電子運搬体及び導電性微生物ナ
ノワイヤー等により構成される細胞外電子伝達系（EET）
を通じた異種微生物間長距離細胞外電子伝達であると考え
られることを明らかにした。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】1-5-(5)-② 自然浄化能の強化による

環境修復技術の開発
・植物、微生物等の自然界が有する環境浄化能力を促進、
強化することにより、環境負荷が少なく、オンサイトでも
利用可能な土壌、水、空気の環境修復技術を開発する。

【開発技術の用途】
・自然環境下で機能しているH2S除去機構を利用･強化した、
自然環境に調和した効率の良い革新的青潮対策技術（堆積
物からのH2S溶出抑制技術）の開発
・その一環として、新規な製鋼スラグ海域利用技術の開発
・堆積物を微生物燃料電池として利用した新規自然エネル
ギー利用技術の開発

図１のキャプション

図１ 空間的に大きく隔たって存在して

いる異種微生物間の酸化還元反応（上図

の例ではH2S酸化反応とO2還元反応）の

EETによる共役（電子の授受）

微生物ナノワイヤー

5 mm

平成２２年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）
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ナノ材料のリスク評価書の作成とリスクガバナンスの確立 安全科学研究部門

【研究成果の概要】
酸化チタン（TiO2）、カーボンナノチューブ（CNT）、フラーレ

ン（C60）に関するリスク評価書の最終版を完成した（平成23年度
初頭に公表予定）。評価書作成の過程で得られた知見（図１）の
公表や、昨年度に公表したリスク評価書の中間報告版は、これま
で各方面から多大な関心を集めている。中間報告版は、ダウン
ロード数でのべ約3500冊、印刷部数でのべ約4600冊にものぼって
いる。また、諸外国の機関や国際機関の報告書での引用も見られ
るようになった（OECDや米国労働安全衛生研究所など）。
さらに、上記の研究成果をさらに発展･展開させ、新たに二つ

の国家プロジェクを立ち上げた（図２）。一つは、事業者による
自主安全管理技術の確立を目指し、もう一つは、行政的な効率的
な評価を支援する評価技術の確立を目指すものである。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】1-6-(3)-① 先端科学技術のイノベーション
を支える安全性評価手法
・TiO2・CNT・C60について、これまで実施してきた有害性試験の
結果や文献情報を解析して作業環境管理のための目安濃度を提案
するとともに、作業環境での現場計測や模擬排出試験の結果に基
づく暴露評価と組み合わせることにより、リスク評価書を作成す
る。

【開発技術の用途】
・CNT等ナノ材料の最適リスクガバナンスの確立とイノベーショ
ンの促進
・日本主導の安全性評価･管理技術による国際競争力の向上

図１ 肺胞中の多層CNTの光学顕微鏡像
（多層CNTが肺胞マクロファージ内に集積されていく
様子が観察された。Kobayashi et al. 2010）

ナノ材料の
リスク評価
手法の構築

ナノ材料の
リスク評価
手法の構築

事業者による自主安全管理技術
・培養細胞による簡易有害性評価

・簡便な暴露予測モデル

事業者による自主安全管理技術
・培養細胞による簡易有害性評価

・簡便な暴露予測モデル

行政的な効率的評価
・ナノ材料の同等性の判断基準
・簡便な初期有害性評価手法

行政的な効率的評価
・ナノ材料の同等性の判断基準
・簡便な初期有害性評価手法

現実社会
での
実効的な
評価・管
理手法の
構築

H18-22

H22-26

H23-27

リスク評価書

評価および評価手法の
社会的、国際的な発信

発
展
展
開

ナノ材料の安心・
安全な利用の促進

図２ ナノ材料リスク評価研究の展開

3日 1週

1ヶ月 6ヶ月

平成２２年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）
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化学物質の爆発危険性評価試験の国際標準化 安全科学研究部門

【研究成果の概要】
国連が勧告する爆発性評価試験方法を改正するため、経産

省基準認証研究開発事業において、示差走査熱量計(DSC)(図
1)と断熱熱量計(ARC)の測定結果における測定手法の影響や計
測器の機種依存性について、約50種類のモデル化学物質を選
択し比較評価した。その結果、ARCは発熱分解エネルギーを過
小評価する危険性があり、標準測定手法から除外すべきであ
ることがわかった(図2)。またDSCについても、測定容器の種
類や材質が測定結果に大きく影響するため、測定条件を詳細
に指定する必要があることが明らかとなった。
これらの成果を、2010年12月に開催される国連危険物輸送

小委員会において国連勧告の改正案を日本から提出した。こ
の提案は認められ、今後2年間で検討されることが承認された。
この動きと平行して、国内におけるJIS化に向けた準備も同時
に進めている。

【平成２２年度計画との関連】
小項目： 【別表1】1-6-(5)-② 爆発性化学物質の安全管理
技術の開発
・化学物質の発火・爆発危険性の現象解明、危険性評価技術
の開発、安全な取り扱い技術の基準作成を実施する。

【開発技術の用途】
・化学物質の危険性分類の適正化と最適管理手法の提案
・爆発性が懸念されるファインケミカルの評価試験にかかる
負担低減

図１ 示差走査熱量計
（1mg程度のサンプルにより爆発危険性が評価可能）

図２ DSCとARC試験で得られる発熱量比較
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平成２２年度の主な研究成果（環境・エネルギー分野）
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No. タイトル 概 要 実施ユニット

１ 肝疾患病態指標（肝細胞がん）
マーカー開発

肝細胞がん由来細胞株の培養上清、肝細胞がん患者、肝炎
患者、肝硬変患者血清、あるいは肺がん患者、卵巣がん患
者血清をグライコプロテオミクスの手法によって解析し、糖鎖
バイオマーカー候補分子を同定した。特に、肝細胞がんの背
景肝疾患の進行度（線維化）を示すマーカーを確立した。さら
に線維化マーカーについて迅速測定系を確立した。

糖鎖医工学研究センター
中期計画 【別表1】II-1-
(2)-②

整理番号0000214-100

２ 免疫系における糖脂質ポリラク
トサミンの生体機能解析

糖脂質におけるポリラクトサミンの合成酵素であるB3gnt5の
遺伝子欠損マウスを作製し解析した結果、B3gnt5がB細胞
の免疫機能において重要な機能を果たしていることを明らか
にした。糖脂質ポリラクトサミン糖鎖が細胞表面のシグナル
伝達場である細胞構造（糖脂質ラフト）を制御し、過剰な免疫
反応に抑制的に働いていることが示唆された。

糖鎖医工学研究センター
中期計画 【別表1】II-1-
(2)-③

整理番号0000221-100

３ 胆管がんマーカー開発 胆管がんマーカーを検出するアッセイシステムを構築し、血
清サンプルによる検証を行った。国内約300症例について解
析を行った結果、胆管がん患者群はいずれの検体群との比
較においても有意にそのシグナルの上昇が認められた
(P<0.0001)。また、タイの肝内胆管がん症例78検体、コント
ロール群78検体を用いて解析を行った結果、タイの症例でも
がん患者で有意なシグナルの上昇が認められ (P<0.0001)、
さらにその検出力は既存胆管がんマーカーのものを大きく上
回った。

糖鎖医工学研究センター
中期計画 【別表1】II-1-
(2)-②

整理番号0000212-100

４

幹細胞評価技術の開発：iPS化
に伴い細胞表層糖鎖もリプログ
ラムされることを発見

iPS化に伴い細胞表層糖鎖もリプログラムされることを発見し
た。また、幹細胞の未分化度や異種抗原のコンタミを定量的
に測定する技術の開発に成功した。

糖鎖医工学研究センター
中期計画 【別表1】II-1-
(1)-①
整理番号0000180-100

平成２２年度の主な研究成果一覧（ライフサイエンス分野）

ライフサイエンス分野
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No. タイトル 概 要 実施ユニット

５ ギガシークエンスデータの高速
解析技術の開発

ギガシークエンサーの出力配列を、高速にクラスタリングす
るアルゴリズムを開発した。これにより、解析に必要な情報
量を落とすことなく、効果的に解析対象を絞り込むことが可
能となる。得られる生物学的な情報量が飛躍的に増すと期
待できる。

生命情報工学研究セン
ター

中期計画 【別表1】I-3-
(1)-②、I-5-(3)-①

整理番号0000063-100

0000138-100

６ 高速・高精度ゲノム・アラインメ
ント技術の確立

異なるデータ構造の導入により、従来の計算法で対応できな
かった、繰り返し配列やA+T含量の偏りに頑健なゲノム・アラ
インメント技術を開発した。マラリア病原菌ゲノムなどでは業
界標準ソフトウェアより100倍以上の高速化に成功した。

生命情報工学研究セン
ター

中期計画 【別表1】II-1-
(3)-①

整理番号0000241-100

７ ライフサイエンス情報統合基盤
技術開発

生命情報工学研究センター内外のデータベース、ソフトウエ
アを最新の情報技術を用いてシームレスに統合した情報基
盤の構築に取り組んだ。ライフサイエンス研究分野における
複雑化・細分化に合わせて解析ツールやデータベースの多
様化に迅速に対応するためプラットフォームを用いた可変型
ワークフローに関する技術を開発した。

生命情報工学研究セン
ター中期計画 【別表1】
II-1-(3)-③

整理番号0000250-100

８ 免疫モニタリングシステムの開
発と臨床診断への利用

免疫モリタリングとして自己のタンパク質に結合する抗体（自
己抗体）を網羅的に解析するオートイムノーム解析システム
を開発し、疾患との関連を明らかにし、疾患マーカーや臨床
診断指針の開発を行なった。

バイオメディシナル情報
研究センター

中期計画 【別表1】II-１-
(2)-②

整理番号0000217-100

ライフサイエンス分野

平成２２年度の主な研究成果一覧（ライフサイエンス分野）
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ライフサイエンス分野

平成２２年度の主な研究成果一覧（ライフサイエンス分野）

No. タイトル 概 要 実施ユニット

９ 高効率薬物スクリーニング計
算システムの開発

自主開発してきた創薬支援ソフトウェアmyPrestoの改良・機能
追加を行い、標的タンパク質と相互作用する化合物を200万化
合物の中から探索し、従来の10倍以上の効率で医薬品候補
を選び出すことのできる技術を開発した。

バイオメディシナル情報
研究センター
中期計画 【別表1】II-１-
(3)-①
整理番号0000242-100

１０ iPS細胞特異的制御ネットワー
ク(Network Signature)の検出

ＮＥＤＯ「iPS細胞等幹細胞産業応用促進基盤技術開発」プロ
ジェクトで、幹細胞の標準化指標策定に必要なiPS細胞特異的
制御ネットワークの検出に成功した。

幹細胞工学研究センター
中期計画 【別表1】II-１-
(1)-①
整理番号0000187-100

１１ マイクロ組織アレイチップおよ
び医薬品アッセイ装置

イノベーション推進本部ベンチャー開発部のスタートアップ開
発戦略タスクフォースにより、マイクロ組織アレイチップおよび
医薬品アッセイ装置を開発した。

幹細胞工学研究センター
中期計画 【別表1】II-１-
(1)-①
整理番号0000187-100

１２ 良質のiPS細胞の樹立を制御
する新規制御因子の発見

ES細胞やiPS細胞などの幹細胞を制御する新しい因子を発見
し、その因子が、良質のiPS細胞の樹立を制御する新規因子
であることを見出した。 また、この因子が、幹細胞特異的に
発現する転写因子と結合して転写制御領域を活性化するメカ
ニズムを明らかにした。

幹細胞工学研究センター
中期計画 【別表1】II-１-
(1)-③
整理番号0000196-100
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No. タイトル 概 要 実施ユニット

１３ 精神神経疾患に関連する薬剤
の評価系

情報工学の手法から機能異常が予測された神経栄養因子
の一塩基多型ノックインマウスを作製したところ、顕著な抑う
つ行動と第３世代抗うつ薬に対する治療抵抗性を特徴とする
難治性うつ病モデルマウスが樹立できた。さらには、DNAア
レイ、qRT-PCR、免疫組織化学、stereology等の解析から、
抗うつ薬抵抗性に関する病態生理学の研究も進捗した。こ
れらの成果を基に、本年度、製薬企業を含む国内企業２社と
の共同研究を開始した。

健康工学研究部門
中期計画 【別表1】II-1-
(1)-①
整理番号0000184-100

１４ マルチ発光プローブを用いたバ
イオマーカー分子検出システム
開発

マルチ発光システムを駆使し、約300のマーカー遺伝子発現
を20分以内に高精度で計測する化学物質リスク評価系、お
よび組織レベルで2種の生体リズムのマーカー遺伝子の発
現変動を同時検出する発光計測システムの開発に初めて成
功した。

健康工学研究部門
中期計画 【別表1】II-2-
(2)-①
整理番号0000268-100

１５ 量子ドット発光点滅制御に新た
な局面：発光消光するはずの酸
化チタン添加で点滅抑制

従来、発光の消光に寄与することが知られている酸化チタン
を水溶液中の量子ドットに混ぜたところ、驚くべきことに量子
ドットの発光点滅を抑制することを見出した。

健康工学研究部門
中期計画 【別表1】II-1-
(2)-①
整理番号0000204-100

１６ 再生医療実現化に向けた幹細
胞開発と製造工程の国際標準
化

先天性骨代謝疾患治療の実現化に向けて、 皮膚細胞の100
倍以上の高効率で歯胚からiPS細胞を樹立するとともに、移
植用の間葉系幹細胞に正常遺伝子を導入する技術・人工骨
上の培養法を確立した。また、当部門セルプロセッシングセ
ンターで培養した他家間葉系幹細胞を同疾患患者に移植し
て、将来のiPS細胞治療に繋がるような治療効果を得た (厚
労省「ヒト幹指針」承認済臨床研究）。一方、産学官連携の下、
再生医療製品製造用除染接続装置に関する国際標準化活
動も展開した。

健康工学研究部門
中期計画 【別表1】II-1-
(1)-①
整理番号0000181-100

ライフサイエンス分野

平成２２年度の主な研究成果一覧（ライフサイエンス分野）

24



No. タイトル 概 要 実施ユニット

１７ 共生微生物が宿主生物に賦与
する新規生物機能の解明

アブラムシ体内に生息する特定の共生細菌を異種間移植す
ることで、ある種のアブラムシが、これまで餌として利用でき
なかった植物上で生存や繁殖が可能になることを発見した。

生物プロセス研究部門
中期計画 【別表1】I-3-
(1)-②、I-5-(3)-①
整理番号0000065-100

0000140-100

１８ 有用物質高発現用植物ウイル
スベクターシステムの開発

従来の植物ウイルスベクターを用いる遺伝子組換え植物の
作出法は、ウイルスの蓄積量が周期的に増減するサイクリッ
クな増殖を示すことが知られており、一様な目的物質の高発
現ができなかったが、サイレンシングサプレッサーを用いるこ
とにより、目的物質の発現量を約3倍以上増加させることに
成功した。

生物プロセス研究部門
中期計画 【別表1】I-5-
(3)-③
整理番号0000151-100

１９ バイオ電顕と半導体技術の融
合による大気圧電子顕微鏡
(ASEM) の開発

液体中の細胞を直接観察できる大気圧電子顕微鏡(ASEM)
を開発し、マイクロメータ以下の小さなマイコプラズマの迅速
観 察に成功した。また、癌の転移に重要なCD44免疫電顕法
の開発に成功し、本手法を用いてMβCD薬が癌転移を防ぐ
作用を明解に示した。

バイオメディカル研究部
門
中期計画 【別表1】II-1-
(1)-③
整理番号0000195-100

２０ 新規セルソ－ターシステムの開
発

ナノニードルアレイを用い機械的に細胞分離を行う新しいセ
ルソ－ターの開発を行った。機械的に細胞を釣り上げ、細胞
を分離するには、接着力の異なる異種細胞の接着力を等しく
減弱し、同程度に平準化しなければならない。異なる細胞の
接着力を2nN程度に調製する手法の開発に成功した。

バイオメディカル研究部
門
中期計画 【別表1】II-1-
(2)-①
整理番号0000209-100

ライフサイエンス分野

平成２２年度の主な研究成果一覧（ライフサイエンス分野）
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No. タイトル 概 要 実施ユニット

２１ 空港用車椅子の開発と評価に
関する研究

空港用の金属探知機に検知されない非金属製車椅子の開
発において製品化モデルである4号機を試作しJIS走行耐久
性試験をクリアした。本件につき2件特許申請を行った。プレ
ス発表後、空港に配備し顧客サービス用に使われている。

ヒューマンライフテクノロ
ジー研究部門
中期計画 【別表1】II-2-
(3)-②
整理番号0000283-100

２２ 日本発かつ世界初のアクセシ
ブルデザイン国際規格３編を発
行

アクセシブルデザイン技術（高齢者・障害者を含むより多くの
者に適合した製品・環境設計技術）に係るJIS（日本工業規
格）３編の国際標準化を提案し、ISO（国際標準化機構）規格
として発行するに至った。JIS原案の作成から、ISO規格化提
案に向けた国際比較実験、国際規格の原案審議にあたる作
業部会の運営までを一貫して担った。

ヒューマンライフテクノロ
ジー研究部門
中期計画 【別表1】II-2-
(1)-②、IV-3-(1)-③
整理番号0000258-100
0000391-100

２３ ３次元音響を用いた視覚障害
者の聴覚空間認知訓練

視覚障害者の聴覚空間認知の訓練システムの開発を推進し、
実用レベルに到達した。平成22年9月より、視覚障害関係者
へ同システムの試用版の無償提供を開始した。

ヒューマンライフテクノロ
ジー研究部門
中期計画 【別表1】II-2-
(3)-②
整理番号0000281-100

ライフサイエンス分野

平成２２年度の主な研究成果一覧（ライフサイエンス分野）
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肝疾患病態指標（肝細胞がん）マーカー開発 糖鎖医工学研究センター

【研究成果の概要】
肝細胞がん由来細胞株の培養上清、肝細胞がん患者、肝炎
患者、肝硬変患者血清、あるいは肺がん患者、卵巣がん患者
血清をグライコプロテオミクスの手法によって解析し、糖鎖バイ
オマーカー候補分子を同定した。特に、肝細胞がんの背景肝
疾患の進行度（線維化）を示すマーカーを確立した。さらに線
維化マーカーについて迅速測定系を確立した。
【平成２２年度目標との関連】
小項目【別表１】II-１-（２）-② 身体状態の正確な把握
に資する糖鎖やタンパク質等のバイオマーカーの探索・検
知法開発とその実用化
・1)子宮内膜症から続発する明細胞性卵巣がん、子宮体が
ん、中皮腫に対する2つ以上のバイオマーカー候補同定を
行う。
2)肝炎に関連して、肝臓で生じる無症候期から非代償期に
至るまで適切なフォローが可能となるような血清マーカー
を2つ以上同定する。
3)加齢に伴って顕在化する循環器系疾患について、その活
動性や進達度を直接評価できるバイオマーカー探索のため
の開発パイプラインを構築する。
【開発技術の用途】
・先端糖鎖解析技術により、既存マーカーが示す量的変化
だけでなく質的変化も検出することに成功した。
・特異的・高感度、しかも迅速に自動測定する事が可能と
なったので、外来診療前検査として普及すると思われる。

50検体/1.5-day

迅速全自動免疫測定装置
HISCL（シスメックス社）

180検体/3時間の達成
中国への展開

微量

高感度

迅速

高感度検出
技術

高感度検出
技術

高速測定系
技術

高速測定系
技術

バックグラウ
ンド低減化
技術

バックグラウ
ンド低減化
技術

糖鎖バイオマーカーの迅速検出測定に適したシステム

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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免疫系における糖脂質ポリラクトサミン糖鎖の生体機能解析 糖鎖医工学研究センター

【研究成果の概要】

糖脂質におけるポリラクトサミンの合成酵素であるB3gnt5の
遺伝子欠損マウスを作製し解析した結果、 B3gnt5 がB細胞
の免疫機能において重要な機能を果たしていることを明らか
にした。糖脂質ポリラクトサミン糖鎖が細胞表面のシグナル
伝達場である細胞構造（糖脂質ラフト）を制御し、過剰な免疫
反応に抑制的に働いていることが示唆された。

【平成２２年度目標との関連】
小項目【別表１】II-１-（２）-③ 有用生体分子の構造・機能
解析に基づく創薬基盤技術の構築・改良とその分子の高度
生産技術の開発
・糖鎖遺伝子欠損マウスを用いて、糖鎖不全が起因となる疾
患病態をスクリーニングし、疾患における糖鎖機能を分子レ
ベルで解明する。また、グライコプロテオーム的手法を用いて、
それらマウスにおける個々のタンパク質上の糖鎖構造変化を
網羅的に解析する技術基盤を開発し、糖鎖機能解明の基盤
情報とする。

【開発技術の用途】
・生体内における（糖脂質）ポリラクトサミン糖鎖の合
成機構、及び免疫機構における糖鎖機能が明らかとなる
事で、ポリラクトサミン糖鎖による生体機能の制御機構
が明らかとなる。
・過剰な免疫反応を伴うような疾患（自己免疫疾患含
む）のモデルマウスとしての利用・応用。

糖脂質上のポリラクトサミン（ラクト/ネオラクト系列糖脂質）
Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glcβ1-Ceramide

これらのGlcNAc残基がβ3GnT5により転移される

糖脂質ラフト(GEM)の形成異常 (B細胞)
WT B3gnt5-/-

GEMにおけるBCR関連分子の挙動異常

コレラ毒素染色によるGEMの可視化
B3gnt5-/- B細胞ではより多くのGEMが形成される。

GEM内
（赤線枠
の画分）
に局在す
るBCR
関連分
子量が
亢進する。

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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新規胆管がんマーカー開発 糖鎖医工学研究センター

【研究成果の概要】

胆管がんマーカーを検出するアッセイシステムを構築し、
血清サンプルによる検証を行った。国内約300症例につい
て解析を行った結果、胆管がん患者群はいずれの検体群
との比較においても有意にそのシグナルの上昇が認められ
た (P<0.0001)。また、タイの肝内胆管がん症例78検体、コン
トロール群78検体を用いて解析を行った結果、タイの症例
でもがん患者で有意なシグナルの上昇が認められ
(P<0.0001)、さらにその検出力は既存胆管がんマーカーの
ものを大きく上回った。

【平成２２年度目標との関連】
小項目【別表１】II-１-（２）-② 身体状態の正確な
把握に資する糖鎖やタンパク質等のバイオマーカーの
探索・検知法開発とその実用化
・抗体やレクチンを用いて血清などの複雑な生体試料
から特定の糖タンパク質を濃縮（エンリッチ）するた
めの各種プロトコール開発を行い、製造メーカーと共
同して臨床的に応用可能な多検体用自動エンリッチメ
ント装置を構築する。

【開発技術の用途】
・胆管細胞がんの早期発見（肝細胞がんや膵臓がんと
の術前判別）、および成分陽性患者に対する適切な治
療法 （外科手術）の提供。

図１胆管がんマーカー開発の必要性

図２開発したマーカーの検出力

◆予後不良で極めて悪性度が高い
5 年生存率 10% 以下

◆早期診断が困難
初期症状もほとんど見られない

◆早期診断・早期手術が唯一の根
治的治療法で、放射線療法、化
学療法の期待は低い。

早期発見につながる新規マー
カー＆体液測定キットを開発
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幹細胞評価技術の開発：iPS化に伴い細胞表層糖鎖もリプログラムされることを発見
糖鎖医工学研究センター

【研究成果の概要】

９６種類のレクチンを固定化した高密度レクチンアレ
イを用いて、異なる体細胞由来のiPS細胞、計１００種
類以上の糖鎖プロファイリングを実施した。その結果、
異なる糖鎖プロファイルを有する体細胞に山中４因子
を導入してiPS化すると、ES細胞に類似の糖鎖プロファ
イルを獲得することを世界で初めて証明した（図１）。ま
た、iPS化に伴う特徴的な糖鎖プロファイル変化の把握
に成功した。更に、９６種類のレクチンのうち、細胞の
未分化状態（図２）や異種抗原のコンタミを評価するレ
クチンプローブの開発に成功した。

【平成２２年度計画との関連】
小項目【別表１】II-1-(1)-① 幹細胞等を利用した
再生医療等に資する基盤技術及び標準化技術の開
発
・糖鎖プロファイリング技術を活用したiPS細胞等
幹細胞の細胞評価技術の開発と未分化性や分化方
向性に関する糖鎖メカニズムの解明を行う。

【開発技術の用途】
・iPS細胞を含む様々な幹細胞を利用した再生医療
実現化に資する幹細胞の品質管理システムへの実
用化が期待される。

96
 L
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tin

体細胞（分化） iPS/ES細胞
（未分化）

山中４因子山中４因子

異なる糖鎖プロファイルを有す
る体細胞に山中４因子を導入し
てiPS化すると、ES細胞に類似
の糖鎖プロファイルを獲得

異なる糖鎖プロファイルを有す
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従来法

SLIDESORT

高速シークエンサ

様々な解析

メタゲノム

発現解析

エピゲノム

大規模な
計算機資
源が必要

パソコンで
も処理可能

ギガシークエンスデータの高速解析技術の開発 生命情報工学研究センター

【研究成果の概要】
ギガシークエンサーの出力配列を、高速にクラスタリン

グするアルゴリズムを開発した。本手法は、既存類似手法
と比較して格段にメモリ消費量が少なく、特別な計算機が
なくとも実行可能である。本手法により、解析に必要な情
報量を落とすことなく、効果的に解析対象を絞り込むこと
が可能となる。得られる生物学的な情報量が飛躍的に増す
と期待できる。

【平成２２年度目標との関連】
小項目【別表１】I-3-(1)-②および5-(3)-①微生物資源や
有用遺伝子の探索と機能解明
微生物資源や有用遺伝子の探索と機能解明

・麹菌2次代謝関連遺伝子の網羅的予測と発現情報解析か
ら、予測2次代謝遺伝子の機能解析のための基盤技術を開
発する：
1)麹菌ゲノムから2次代謝関連遺伝子を網羅的に予測する。
2)予測遺伝子の発現情報解析を行い、遺伝子制御ネット
ワークを推定する。

【開発技術の用途】
・高速シークエンス解析における基本ツールとして幅広い
用途への応用が期待できる：メタゲノム解析、発現解析
(RNA-seq)、エピゲノム解析(ChIP-seq)など、あらゆる解
析に応用可能な重要ツール。

図１高速シークエンス解析のコストを下
げ、より多くの研究室で実施可能とする
基盤技術

図２ GUIで使いやすさも工夫

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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高速・高精度ゲノム・アラインメント技術の確立 生命情報工学研究センター

【研究成果の概要】
ゲノム・アラインメントは遺伝子の同定、機能推定と制

御メカニズムの解明に不可欠な問題であり、数年前から大
規模なゲノム・アラインメントは行われてきた。しかし、
従来の技術は繰り返し配列とA+T含量の偏りに弱く、ヒト
ゲノムの半分ほどの領域や(A+Tに富んだ)マラリア病源菌
などに対応できていなかった。そこで、当該センターは従
来のデータ構造(固定長文字列のハッシュ表)と異なる
suffix arrayの導入により、繰り返し配列やA+T含量の偏
りに頑健なゲノム・アラインメント技術の開発に成功した。
業界標準ソフトウェアと比較した結果、マラリア病源菌の
ゲノムでは同じ計算精度で100倍以上の高速化が実現でき
てた(図1)。

【平成２２年度計画との関連】
小項目【別表１】II-1-(3)-① 配列情報と分子構造情報
を用いた創薬支援技術開発
・ヒトの癌細胞や病原菌などの正確なゲノム比較により、
遺伝子の機能と発現に重要な領域が分かり、新薬とバイオ
マーカーの新しい標的の同定に貢献する。

【開発技術の用途】
・癌細胞におけるゲノム変化と抗癌剤の相性が明らかにな
り、より的確な治療と予後予測が期待できる。

精
度
(最
大
ス
コ
ア
の
回
答
率
)

計算時間 (分、対数スケール)
図1) 開発した手法(○)と競合するBLAST
とLASTZの比較。

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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ライフサイエンス情報統合基盤技術開発 生命情報工学研究センター

図1.CBRC統合ＤＢ情報基盤サイト

図２プラットフォームによる解析例

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）

33



免疫モニタリングシステムの開発と臨床診断への利用
バイオメディシナル情報研究センター

【研究成果の概要】
平成22年度の関東地域イノベーション事業に採択され、

産学官の連携によって北里大学医学部の肺がんおよび膀胱
がん患者の血清中に存在する自己抗体解析（オートイム
ノーム解析）を行い、初期がんの診断を行うための疾患
マーカーとしての自己抗体を探索した。肺腺がん（AD）の
初期段階で50％以上の患者において検出可能な自己抗体
マーカーを複数発見した。
また、疾患治療に対する治療指針として、拡張型心筋症の
免疫吸着療法やがんワクチン治療の患者の治療前と治療後
の自己抗体の変化を調べ、治療効果の指標として自己抗体
プロファイルが利用できることを発見した。

【平成２２年度目標との関連】
小項目【別表１】II-１-(2)-②身体状態の正確な把握に資
する糖鎖やタンパク質等のバイオマーカーの探索、検知法
開発とその実用化
・血清中の自己抗体を網羅的に調べる免疫モニタリングシ
ステムを開発し、バイオマーカーの探索および免疫吸着療
法やがんワクチン治療の治療方法の選択、評価に寄与する。

【開発技術の用途】
・疾患マーカーの開発として研究機関の使用、がん初期診
断法、疾患の総合診断法として各医療機関で実用化
・免疫吸着、がんワクチンの治療指針として実用化 肺腺がんと健常人の血清中自己抗体の比較肺腺がんと健常人の血清中自己抗体の比較

免疫モニタリングシステムによる早期診断免疫モニタリングシステムによる早期診断

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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高効率薬物スクリーニング計算システムの開発 バイオメディシナル情報研究センター

【研究成果の概要】
自主開発してきた創薬支援ソフトウェアmyPrestoのタン

パク質ー化合物ドッキングソフトの改良、化合物データ
ベース作成機能の改良、薬物スクリーニング情報処理機能
の改良・機能追加などを行い、市販化合物約500万件の3次
元モデル化・データベース化を行い、標的タンパク質と相
互作用する化合物を200万化合物の中から探索し、従来の
10倍以上の効率で医薬品候補を選び出すことのできる技術
を開発した。

【平成２２年度計画との関連】
小項目【別表１】II-１-(3)-① 配列情報と分子構造情報
を用いた創薬支援技術開発
・遺伝子やタンパク質の機能予測及び特定のタンパク質や
糖鎖と相互作用する化合物の探索等、膨大な化合物の中か
ら従来（平成20年基準）の 10倍程度の効率で医薬品候補
を選び出すことのできる技術を開発する。また、薬物の物
性予測による薬らしさの向上や合成展開による改善の余地
の検討を行う。

【開発技術の用途】
・医薬品候補物質の探索
・医薬品開発における化合物展開の支援

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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iPS細胞特異的制御ネットワーク(Network Signature)の検出 幹細胞工学研究センター

【研究成果の概要】
ＮＥＤＯ「iPS細胞等幹細胞産業応用促進基盤技術開

発」プロジェクトで網羅的なオミクス解析を行い、さら
にバイオインフォマティクスの手法を導入してネット
ワーク解析を行うことにより、良質なiPS細胞標準化指標
策定に必要なiPS細胞特異的制御ネットワークの検出に成
功した。

【平成２２年度目標との関連】

小項目【別表１】II-１-(1)-① 幹細胞等を利用した再

生医療等に資する基盤技術及び標準化技術の開発
・ヒトES細胞の遺伝子発現パターンをポジティブコント
ロールとし、良質のiPS細胞を評価するための新規遺伝子
マーカー候補を絞り込む。また、遺伝子発現パターンか
ら分類したiPS細胞の幾つかを用いて、それぞれの分化指
向性を判定するための解析研究に着手する。

【開発技術の用途】
・Glycan Biosynthesisの制御ネットワーク操作により
iPS細胞の選別技術を開発
・Cancerの制御ネットワーク操作によりiPS細胞のがん化
を抑制
・創薬スクリーニング、病因解明、再生医療それぞれに
適した幹細胞国際標準化を行い、幹細胞市場の成熟を加
速化 図２ 山中４因子を中心とした、

iPS細胞特異的制御ネットワーク

図１網羅的解析より
検出された、iPS細
胞特異的シグナルパ
スウェイ

Pathway
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平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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マイクロ組織アレイチップおよび医薬品アッセイ装置 幹細胞工学研究センター

【研究成果の概要】
光照射によって細胞の精密共培養、選抜および殺傷が可

能な、光マニピュレーションチップを開発した。また、液
を流しながら細胞を長期間培養できる灌流培養チャンバー
と、チップ上で任意の薬剤濃度系列を調製できるグラジエ
ントミキサーをチップ上に組み込むことにより、IC50を自
動的にアッセイできる灌流培養チャンバーアレイチップを
開発した。

【平成２２年度目標との関連】
小項目【別表１】II-１-(1)-① 幹細胞等を利用した再生
医療等に資する基盤技術及び標準化技術の開発
・医薬品開発のスピードアップとコスト削減に資する、新
規細胞アッセイ技術として、普及をはかる。

【開発技術の用途】
・ヒト由来細胞を用いたリード化合物のスクリーニング技
術としてなる。
・幹細胞の効率的分化誘導条件探索への応用が期待されて
いる。

図２ 灌流培養チャンバーアレイチップ

Cell culture
microchamber
array

Serial dilution
microfluidic network

Enlargement of microchamber array unit

Cells

Media
Drug solution

図１ 光細胞殺傷技術によって作製
した細胞パターンの一例
緑色に光っている細胞は生きているが、赤色の
ものは完全に死んでいる。観察している領域の細
胞を個々かつ同時に殺傷することができる。

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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良質のiPS細胞の樹立を制御する新規制御因子の発見 幹細胞工学研究センター

【研究成果の概要】
ES細胞やiPS細胞などの幹細胞を制御する新しい因子を発見

し、その因子が良質のiPS細胞の樹立を制御する新規因子であ
ることを見出した。また、この因子が、幹細胞特異的に発現
する転写因子と結合して転写制御領域を活性化するメカニズ
ムを明らかにした。

【平成２２年度目標との関連】
小項目【別表１】II-１-(1)-① 幹細胞等を利用した再生医
療等に資する基盤技術及び標準化技術の開発
・ベッドサイド/テーラーメード投薬への応用を目指し、iPS
細胞から誘導された疾患モデル細胞を用いた細胞アレイチッ
プによる薬理効果アッセイ技術の開発を行う。平成22年度は、
癌細胞由来の株化細胞を用いて、制癌剤の効果を確認し、本
技術の有用性を実証する。

【開発技術の用途】
・良質のiPS細胞を樹立可能な因子として応用が期待される。
・ヒトiPS細胞での効果を確認することで、ヒト幹細胞を標準
化する際の新たなマーカーとしても期待される。

図２ TIF1βはクロマチン複合体をリクルートして
良質のiPS細胞の樹立を容易にする。

図１ 活性化型TIF1βは均一な幹細胞マーカーを
発現するiPS細胞の樹立を促進する。

平成２２年度の主な研究成果（ライフサイエンス分野）
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