
プロジェクトで開発されたシステムを使って検出
された染色体画像（画像提供：オリンパス）

10cm弱の箱型にまで小型化されたレーザー発
振器

生物のしくみをひもとく、強力なツール レーザー顕微鏡の開発

・共焦点レーザー顕微鏡による全染色体画像解析診断
装置（1998～2002年度）

プロジェクトで培った技術から製品になったレーザー顕微鏡

オリンパス株式会社

生物の体内に存在する様々な物
質のメカニズムを明らかにすること
は、難病の原因を解明し、新しい薬
の開発につなげるために必要不可
欠であるばかりでなく、健康維持に
役立つ作物が開発される可能性も
あります。このような研究を進める
ためには、観察対象に蛍光物質を
付け蛍光検出を行い、顕微鏡で細
胞内の微細な活動を観察し、その画
像を取得する方法がよく用いられま
す。しかし、どんなに小さく微量な
対象を可視化できても、これまでの
顕微鏡による粗い画像では正確な
情報はつかめません。先の蛍光を捉
える「眼」、つまり画像を鮮明に捉え
る事が出来る顕微鏡が、解析の精
度を決める重要な鍵となります。ま
た、従来の顕微鏡は、設置に広いス
ペースが必要なうえ、操作には熟練
した技術や手間が必要で、医療現場
で広く普及させるためには、この2点
の改善が必要でした。特に求められ
たのは、染色体の暗い蛍光像（弱い

光）でも検出できる高い感度でした
が、ミラーの改良など様々な個所に
工夫を施し、感度の向上に成功する
ことができました。さらに、省スペー
スとコストダウンにも成功。成功の
ポイントはレーザー発振機の小型化
で、事務机ほどの大きさの発振機
は、10cm弱の箱型にまで小型化す
ることが出来ました。この成功の裏
には、NEDOプロジェクトの下、多
分野の専門家と技術が集結したこ
とがあげられます。
現在、製品はさらなる進化をとげ

ており、誰でも手軽に使えるという
コンセプトから、すべての装置をワ
ンボックスに収めた共焦点レーザー
顕微鏡が発売されました。機能は
限定されますが、小型で安価、しか
も操作はすべてディスプレイ上で行
うことができるといった特長があり
ます。全国の企業、大学、研究所等
へ多数のシステムが販売され、今後
も市場にあった顕微鏡開発による
事業拡大に、期待がかかります。
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日本発の技術で糖鎖解析の世界スタンダードを目指す

糖鎖プロファイラーで取得されるレクチンアレイ
の蛍光イメージ

細胞を覆う糖鎖と様々な機能

・糖鎖エンジニアリングプロジェクト（糖鎖構造解析技
術開発）（2002～2005年度）

エバネッセント波蛍光励起法による糖鎖プロファイラー

株式会社ＧＰバイオサイエンス

糖鎖は「細胞の顔」とも呼ばれ、
細胞活動に影響を与えています。多
くの疾患や免疫機構、ウイルス感染
に深く関与しており、生体の状態を
知る重要な指標として期待されて
います。
一方、糖鎖は核酸やタンパク質に
比べ複雑な構造を持ち、構造解析
は困難であり、生物学的に意味の
ある構造だけを抽出する手法、糖
鎖プロファイリングが検討されてい
ます。
産業技術総合研究所 糖鎖医工
学研究センターの平林副センター
長のチームは、糖鎖に親和性をもつ
タンパク質、レクチンを利用して、
糖鎖構造の特徴を識別する斬新な
アイデアを提唱しました。
平林さんらは、レクチンアレイの
蛍光を正確に検出できれば、糖鎖
構造の特徴、特徴をもつ度合いが
識別できると考えました。しかし、
当時の装置では、蛍光画像の取得
に試料の洗浄工程が必要で、洗浄

により糖タンパク質がはがれ、正確
な結果が得られませんでした。
そこで平林さんは、GPバイオサイ

エンス（当時、モリテックス・グライ
コミクス研究所）の山田さんらが開
発した、世界で唯一、試料を洗浄せ
ずに蛍光画像を得られる装置
SCANⅢに注目し、糖鎖プロファイ
ラーの開発に着手しました。
試行錯誤の末、安定的にレクチン
アレイの蛍光画像を分析できる装
置が完成し、2006年10月、販売を
開始しました。
バイオで成功するには、デファク
トスタンダードを押さえるべきと考
え、世界的に営業活動を行った結
果、「現在、引き合いの半分は海外
です」と山田さん。2011年4月現
在、全世界の研究所で通算１５台が
活躍しており、糖鎖プロファイラー
を日本発の世界のスタンダードにす
べく、全力で取り組んでいます。

■細胞を覆う糖鎖と様々な機能
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膜タンパク質に作用する医薬品の例

膜タンパク質の形を描き出し、創薬に貢献する電子顕微鏡の開発

最新の極低温電子顕微鏡の自動試料交換装置

・生体高分子立体構造情報解析（2002～2006年度）
・創薬加速に向けたタンパク質構造解析基盤技術 開発
プロジェクト（2007～2011年度）

藤吉教授と日本電子が共同開発した最新世代の電子顕微鏡

日本電子株式会社

かつて医薬品は、経験的に効果
が知られた物質を元に開発されて
いましたが、医学・生物学の進歩と
共に、病気の原因となり得るタンパ
ク質の働きを正常に近づける物質
が薬として開発され、新薬開発は
様変わりしました。
タンパク質の構造解析技術の進
歩により、薬の候補を効率よく見つ
けるため、膜タンパク質の構造には
まり込む物質を探す戦略が現れま
した。ところが、膜タンパク質は解
析用の試料の取得、結晶化が難し
く、構造解析は困難でした。
そこで、NEDOは「生体高分子立
体構造情報解析プロジェクト」で京
都大学大学院の藤吉教授、日本電
子と共に膜タンパク質の構造を調
べられる電子顕微鏡の開発に取り
組みました。藤吉教授は、世界で初
めて電子顕微鏡で1個の原子を完全
に分離して観察出来ることを疑問
の余地なく証明した第一人者です。
タンパク質は、強い電子線を当て

ると壊れてしまいます。損傷を最小
限に止めつつ分解能を上げるため、
極低温かつ無振動の環境で観察可
能な試料台の開発に取り組み、困
難な課題を見事に解決しました。さ
らに、試料を壊さずに氷に閉じこめ
るシステムや試料を電子顕微鏡に
自動で装着できる装置も開発し、
撮像に要する時間を大幅に短縮す
るとともに、測定条件を温度10K、

分解能12Å程度から、1.5K、最高
2.0Åへと大幅に向上し、画像の取
得効率も2%から95%へと飛躍的
に向上させました。
藤吉教授と日本電子が共同開発
した電子顕微鏡は、その優れた性
能が評価され、日本だけでなく、米
国や欧州各国で販売され、2011年
4月現在合計２８台が活躍していま
す。
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糖鎖研究の原料とツールを大量合成、
生命現象の鍵「第3の鎖」の解明と応用を加速

東京化成工業が製造販売する、100mＵ(U=ユ
ニット)入りのEndo-M試薬

単糖原料を混ぜ合わせ、糖鎖を合成しているとこ
ろ

・バイオ・IT融合機器開発プロジェクト／糖鎖研究用試
薬の製品化（2002～2005年度）

人工合成された糖鎖の粉末

東京化成工業株式会社

核酸、タンパク質に続く、「第3の
鎖」として糖鎖が注目を集めていま
す。糖鎖は生体内で多彩な機能を
担っており、生命現象のさらなる解
明や新しい治療薬の開発が期待さ
れていますが、構造解析や合成が
難しく、核酸やタンパク質に比べて
研究が遅れているのが現状です。
京都大学の山本教授は「Endo-M」

と呼ばれる、様々な構造の糖鎖に作
用できる酵素を見つけ、研究開発用
の糖鎖の原材料として利用できる
ようになりました。山本教授は、
Endo-M を用いて、HIV の候補治
療薬であるペプチドが分解されにく
くなる事を見出したり、インフルエ
ンザウイルスの補足型感染阻害ポ
リマーを合成する技術の確立にも
取 り 組 んで い ま す。さ ら に、
「Endo-α」と呼ばれる、特定の二糖
をあらゆる物質に移し替えることの
できる酵素も発見しています。
Endo-Mを多くの人に使って欲し
いとの山本教授の考えに、工業利

用を実現させようと名乗り出たの
が東京化成工業です。
一般的に酵素は、精製しすぎると
活性がなくなってしまいますが、
Endo-Mの安定性と機能性を残す
ためにどの程度精製すればいいか
何回も試験を重ね、均一に精製す
る方法を確立しました。
さらに、東京化成工業では、糖鎖
の大量合成という、切望されている
難題にも取り組み、原料となる単糖
の形に工夫を加えたり、反応の条
件などを変えることで、結晶性を上
げることに成功し、一度に大量の糖
鎖を合成することを可能にしまし
た。現在では例えば、O-157ベロ毒
素と結合する糖鎖、癌細胞に特異
的に発現する糖鎖、ES細胞やiPS細
胞のマーカーとして存在する糖鎖な
どを合成し、販売することで糖鎖の
研究に貢献しています。
今後は、糖鎖の種類を増やすとと
もに、様々なユーザーのニーズに応
えた糖鎖を、迅速かつ大量に合成

し、提供していく予定です。
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ニポウディスクによるマルチビームスキャンの仕
組みとピンホールディスク

生きたまま細胞の姿をとらえる、共焦点レーザースキャナの開発

NEDOプロジェクトで開発したプロトタイプ機で初めて捉
えた酵母細胞ゴルジ体画像
シス槽をmRFP、トランス槽をGFPで標識
画像提供：理化学研究所基幹研究所中野生体膜研究室

東京大学大学院理学系研究科 中野明彦教授

・細胞内ネットワークのダイナミズム解析技術開発
 （2002年～2006年） 

顕微鏡と接続した共焦点レーザースキャナ

横河電機株式会社 

生命現象を解き明かすために、
細胞という生命の単位の中で遺伝
子やタンパク質などの分子の動き
を可視化することが重要ですが、電
子顕微鏡では電子線を使うなどの
ために細胞を生きたまま観察する
ことはできません。従来、細胞の動
きをそのまま観察できる共焦点顕
微鏡がありましたが、NEDOプロ
ジェクト「細胞内ネットワークのダ
イナミズム解析技術開発」を通して
横河電機は従来の「共焦点レーザー
スキャナ」の性能を格段に向上した
新機種の開発に成功しました。高
い三次元での分解能を実現した高
性能なスキャナで撮った細胞の写
真は何度も「Nature」の表紙を飾
りました。
横河電機の開発した共焦点レー
ザースキャナにおけるスキャンの高
速化は、ニポウディスク式の採用に
より実現しました。ニポウディスク
は、外側かららせん状にピンホール
が開いていて、回転する円盤です。

光を円盤にあて、ニポウディスクを
回転させると面全体をスキャンでき
ます。一度に1,000本ものビームを
試料にあてることができるので、単
純計算でも従来の１点ずつスキャン
する方式より1,000倍もの速度に
なります。ただしニポウディスクの
弱点は、光の利用効率が非常に低
いものでした。横河電機では試行
錯誤の末、マイクロレンズを使うこ
とを考え出しました。ピンホール1

個につき、ひとつのマイクロレンズ
をつけるのです。そうすれば、ほと
んどの光を集めることができ、ノイ
ズも減り、明るい画像を得ることが
出来ます。また、細胞を多色や３次
元で観察できるようにしました。
NEDO成果を活用した共焦点レー
ザースキャナは2007年に製品化。
これまでに1,200台以上を販売し、
2012年には上位機を発売し、バイ
オの最先端研究に貢献しています。

64



・福祉用具実用化開発推進事業／新概念　車いすの高
速自動洗浄消毒乾燥ユニットの開発
 （2005～2006年度）
・福祉用具実用化開発推進事業／新概念　高性能・低
公害　マットレス自動洗浄消毒乾燥機の開発
 （2008～2009年度）

アタム技研株式会社

2007年に超高齢化社会を向か
えた我が国では、年々高齢者層が
増加する一方、出生率は低水準を維
持し続けており、今後ますます介護
者の負担が重くなることが危惧さ
れています。そのような介護者の負
担が少しでも軽くなるよう、福祉施
設や病院、在宅介護の現場の仕事
を機械化・自動化することで、その
負担を軽減することが切実に求め
られています。しかしながら、福祉
事業者を対象にした製品展開は、
市場規模が充分ではなく、開発リス
クが大きいため、事業化に向けた
取組は、なかなか進んでいません。
そのような中、アタム技研は自社
の新しい事業の柱として、福祉機器
を視野に入れ、2000年代の初めよ
り基礎検討を開始。NEDOの福祉
用具実用化開発推進事業を活用
し、車いすやマットレス洗浄に係る
負担を軽減出来る製品を開発しま
した。
車いすはレンタルでの利用が多

く、貸し出す際には、新品のように
きれいにしておく必要があります。
またマットレスは、一度水を含む
と、1週間の天日干しでも完全に乾
かすことは不可能でした。アタム技
研ではこれらの課題を、医療関係者
や利用者等の声を反映させなが
ら、様々な試行錯誤を繰り返し、実
用化に結びつけました。
現在、車いすの丸洗い洗浄機（リ

フレッシャー）60台、車いすの車輪
洗浄機（ピッカラー）160台、マット
レス洗浄乾燥機10数台が販売され
ており、全国の介護施設や病院等
で活躍しています。

自動洗浄で介護者の負担を減らす　車椅子洗浄ユニット

車いす洗浄ユニット

マットレス洗浄ユニット
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ゲイトソリューションデザインを着けたままで、ほ
とんどの靴を履くことができる。

ゲイトソリューション
デザインの特長　

くるぶし部分に装備されている小型
油圧ダンパー

歩きやすさを求めて　まったく新しい短下肢装具の開発

・福祉用具実用化開発推進事業／片麻痺者の為の背屈
補助機能付き 短下肢装具の開発
 （2000～2001年度）
・簡便に機能調節ができる短下肢装具 足継手の開発
 （2003～2004年度）

ゲイトソリューションデザイン（Gait Solution Design）

川村義肢株式会社

高齢化に伴い、脳卒中などが原
因で片麻痺を患う人が増えていま
す。今後の高齢化社会を考えると、
片麻痺などで足に不自由を抱える
方のためのより良い装具の開発や
リハビリ方法が必要となるでしょ
う。これまで、片麻痺者の不自由な
足を補助するための装具は、足首
を固定する短下肢装具が一般的で
した。片麻痺があると、歩行の際に
つま先が十分上がらず、地面に引っ
かかってしまうことがしばしば起こ
るため、足を固定することが必要と
考えられてきたのです。しかし最
近、片麻痺者が歩きにくいのは、す
ね（脛）の筋力が上手く使えないた
めとわかってきました。
義肢装具製作会社最大手の川村
義肢は、NEDO「福祉用具実用化
開発推進事業」の助成を受けて、こ
のすねの筋力を補う機能を持つ新
しい短下肢装具"ゲイトソリューショ
ンデザイン（GaitSolutionDesign）"
を開発しました。ゲイト（Gait）と

は、英語で「歩行」の意味です。ゲイ
トソリューションデザインでは、装
具のくるぶし部分に小型の油圧ダ
ンパーを組み込むことで、ブレーキ
力を補う機能を持たせることを実
現。また、装着したままほとんどの
靴を履くことができるというデザイ
ン性の良さも、ユーザーから評価さ
れています。2010年10月現在は、
前モデルであるゲイトソリューショ
ンとゲイトソリューションデザイン
合わせて、月に400個ほどが販売さ
れています。この装具を使うこと
で、これまで難しいとされてきた歩
行の改善ができるのではないかと
注目され始めています。
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意思を読み取り自立動作をサポート福祉の現場で期待を集める 
ロボットスーツＨＡＬ®

ロボットスーツHAL®福祉用の外観

サイバーダインスタジオ ( つくば市）内にあるト
レーニング施設「HAL FIT TM」でのトレーニング
の様子

・次世代ロボット実用化プロジェクト
 （2004～2005年度）
・人間支援型ロボット実用化基盤技術開発
 （2005～2007年度）
・生活支援ロボット実用化プロジェクト
 （2009～2013年度）

ロボットスーツHAL® 福祉用

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社（サイバーダイン）

わが国は、他の国に例を見ない
スピードで超高齢社会へと進んで
います。加齢や病気で体の一部に
不自由を抱えることになっても活き
活きと活動したい、それは誰もが
願っていることでしょう。そこで注
目されているのが、日本の強みであ
るロボット技術です。何らかの理由
で不自由になった身体機能をロ
ボット技術で補助したり、介護者の
負担を軽減したりなど、ロボット技
術の活用に今、熱い期待が寄せら
れています。
筑波大学発のベンチャー企業で
ある「CYBERDYNE(サイバーダイ
ン)」では、少子高齢社会の期待に
応える、「ロボットスーツHAL®福祉
用」を開発しました。「ロボットスー
ツHAL®福祉用」は人の歩こうとす
る意思を読み取り動作を補助する、
世界初の装着型ロボットです。筑波
大学の永年の独自研究成果を元
に、ＮＥＤＯの研究開発プロジェク
トの成果を活用しながら、生体電

位信号から人間の意思を読み取り
思い通りに動く「サイバニック随意
制御システム」と、人間のような動
作を実現することができる「サイバ
ニック自律制御システム」の組み合
わせという独自の制御システムを確
立。ユーザーによる実証試験や安
全・倫理面の検討など、実用化に向
けた課題を１つ１つクリアーし、
2010年、医療機関や介護施設など
へ直レンタル販売を開始し、2012
年3月末時点で、約160施設に導入
され、約350台が稼働しています。
医師や理学療法士等の専門家の指
導のもと、高齢により脚力が低下し
た方や病気・怪我などにより下肢の
運動機能に障がいのある方の歩行
動作支援に使用され、効果を上げ
始めています。
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・「戦略的先端ロボット要素技術開発」プロジェクト
 （2006年～2010年度）

千葉工業大学

地震や津波、洪水、暴風など日本
は自然災害の多い国です。また、最
近では都市化も進み、地下や高層ビ
ルなどでの都市災害、さらには有害
物質を用いたテロなどの脅威も指
摘されています。このような災害へ
の脅威が高まる一方、わが国は世界
有数の高度な技術を持ったロボット
大国でもあります。そこで、倒壊し
た家屋や化学物質が充満した空間
のように、人が立ち入ることが困難
な場所での救出活動や情報収集を
担うロボットの普及に、大きな期待
が寄せられています。NEDOでは、
ロボット産業をわが国における基
幹産業の一つに成長させることを
目的に、「ロボット・新機械イノベー
ションプログラム」の一環として
「戦略的先端ロボット要素技術開
発プロジェクト」を実施しました。
本プロジェクトでは、産業ロボット
や生活支援ロボットなどを含む幅
広いロボット開発を推進する中、災
害対応ロボットの研究開発プロ

ジェクトも実施してきました。千葉
工業大学、東北大学などにより、本
プロジェクトで研究開発された災
害対応ロボット「Quince」は閉鎖
された被災空間でも遠隔活動が可
能で、東日本大震災で事故が発生
した福島第一原子力発電所建屋内
での情報収集にも活用されまし
た。

階段やがれきのある災害現場で
高い走行性能を発揮するレスキューロボット

縦740mm×横493mm×高さ450mm、重さ26kg。
3次元距離センサによる3次元環境計測と地図構築が可能。

福島第一原子力発電所内を想定した階段を登る
「Quince」

「Quince」がレーザスキャナで記録した千葉工業大学校舎内の画像（画像提供：千葉工業大学fuRO）
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