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第１章　研究開発の概要

１－１　研究開発の背景・研究目的及び目標

１－１－１　研究開発の背景

　ライフサイエンスにおいて、生命組織の特にミクロ域でのダイナミックな姿は、生

命現象を き明かす原点である。しかし、意外にもその辺りが必ずしも明確にされて

いない事が多く、これをビデオマイクロスコープなどにより可視化すると今まで分か

らなかった生命現象が様々に見えて来る。これは、ビデオ画像検出器を使った新しい

析法の展開であり、これらの成果による新しい知見の発見や技術ひいては産業の創

生が期待できる。しかし、この可視化 析には一つの問題がある事が我々の 年の研

究で分かってきた。それは、この手法が、生命の「現象論」は明確にしてくれるが、

今後客観化する為に必要不可欠な分子機構までは明確にしてくれないことである。

　我々は現在同時に、ライフサイエンスで強力な武器と われる 量分析法を様々な

生命現象の 析に適用しようとしている。今回のノーベル 受 にも見られるように、

バイオ、ライフサイエンスの進展にとって 量分析法は、その分子種と量、そして、

度な 量分析機は更に構造（例えばタンパク の一次構造など）まで明確にする事

が出来、その貢献の可能性は大である。しかし、その大半が、欧米製品であり、しか

もその価格は３千万円~１億円で、日本では、母国の１．５倍とも われる い価格

で販売されており、 額な研究費や予算がついた研究機関や企業が購入する事のでき

る対象で、日本のライフサイエンスの進歩の減速と国家予算の喪失をもたらしている

と思われる。

　更に、現在までに、ビデオによる生命現象の可視化と、 量分析法は、全く別のも

のとして、それぞれ独立に進められて来ているし、専 家もお互い別の世界に居て、

我々の様に、両者に い研究の歴史を持つ研究室は世界的にも珍しい。また、現在の

量分析器は従来型の真空機器である為に、大きな消費 力で、騒音も大きく、環境
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にとって好ましい存在ではない。この問題も早急に 決されなくてはならない。

１－１－２　研究目的および目標

　そこで、我々は、ビデオで生命現象を しながら、同時に、そのある瞬間瞬間の

分子変化を 量分析法で同時に することで、生命現象を現象論と分子論の両方か

ら同時に 析できないかと考え、世界的に初めての「ビデオマススコープ」（我々の

造 ）の開発に３年前から着手した。これは、ライフサイエンティストのある意味で

「夢の実現」であり、それが、本コンソシアムで研究開発するゴールとして、最も重

要な狙いである。様々な状態で合目的的に応答する細胞の形態変化をビデオで自動

画像 し、形態変化の瞬間、あるいは経時的に、その瞬間毎に細胞内外液

を 量分析 に自動導入し、特異的に発現した分子群の種と量と構造を 析

し生命現象の分子機構を 明する、新ロボット化 測器を開発し、同時にラ

イフサイエンス/バイオ研究の加速と本分野での日本における活発な産業創生

を進める事を目標としている。

　また、本 析装置の省エネ化を図るために、真空関連機器と 量分析装置

の をもう一度見直し、 品作りから改めて、環境にやさしい機器を開発

する。

１－２　成果概要

１－２－１　３重極および４重極 量フィルターおよび 量分析 の開発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（升島研究室、菱明技研、三菱重工業）

　特 である３重極 量フィルターをもつ世界で初めての 量分析 を開発する。そ

の為、今年度は３重極 極と比 の為の４重極 極 量フィルター 、３重極 量フ

ィルター 気回路 も１次開発した。その 気回路開発に必要な 速デジタルオシロ

スコープも購入した。最も重要なその の至適化の為、イオン光学シミュレーショ

ンを繰り した。
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１－２－２　ＴＯＦ（飛行時間）型 量分析 の開発

　　　　　　　　　　　　　　　　（升島研究室、三菱重工業、菱明技研、デューン）

　３重極 極および４重極 極 量フィルター 、これらを保持する真空チェンバー

を 、 作した。また、市販の 量分析参照機を購入し、先行製品の現在の到達点

を精査し、今後は、感度、分 能の参照機として使用し、性能比 の為の対象機とす

る事とした。

１－２－３　イオントラップ-ＴＯＦマススコープの完成

　　　　　　　　　　　　　　　　（升島研究室、三菱重工業、菱明技研、デューン）

　イオントラップ機能のある多重極も 作し、それとＴＯＦの結合により、マススコ

ープ を完成させた。

１－２－４　省エネ型、次世代型 真空ポンプシステムの開発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三菱重工業、升島研究室、平田研究室）

　今回開発する 量分析装置には、省エネで次世代型の新しい 真空ポンプシステム

が必要不可欠である。その為の省エネ型真空ターボポンプを１次 作した。

１－２－５　ビデオ-マス・ロボットインターフェイスの開発（ヒロコン、升島研究室）

　ビデオ顕微 から捉えられる細胞の変化の瞬間、細胞外液を吸入して、マススコー

プ へ自動的に前処理濃縮後送り込むロボット化インターフェイスを開発する。その

為に、 料濃縮用のチップと自動化ロボットアーム を開発した。

１－２－６　循環型外装、 装システムの開発（中央 機、升島研究室、平田研究室）

　内外装も含め、循環の容易な素材として、アルミを選定し、その基台を開発し、一
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次 作の 量分析 の搭載台として完成させた。

１－２－７　プロテオーム、環境分析手法の確立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（杉山研究室、平田研究室、升島研究室）

　杉山研究室と升島研究室では、本装置が完成した場合に必要なプロテオーム技術の

一貫した体制研究を先行して進め、プロテオームカラムの開発を行った。平田研究室

では、環境分析への適用の場合の 量分析機を使った分析プロセスの先行開発を行っ

た。

１－２－８　特 精査　（升島研究室、全企業）

　今までの特 を精査し、今後の事業化へ向けての特 側面と特 基盤の構築を考え

た。

１－２－９　ビデオマススコープの先行開発実験　（升島研究室）

　現有機器を使用して、ビデオマススコープの可能性の検討実験を同時に進めている。

その結果、肥満細胞の刺激後に放出する分子群の検出に成功した。

１－３　事業化に向けた取り組み（今後の展望）

　現在、１次 作がほぼ終わり、事業化を目指した２次３次 作を平成１５年度に進

める。現在１次 作で生じた問題を元に、２次３次 作の を進めている。また、

今後注力する点として、 量分析機側の感度や分 能の向上と、インターフェイスの

自動化、そしてコスト低減の為の製作法の見直し作業が残っている。更に事業化に向

けての大きなハードルはシステム開発であり、特に１５年度は本 析機器のシステム

開発に多くの予算を投入する。既に事業化ベンチャー企業Humanix社の立ち上げも、そ

の企業スペースを広島大学 地区総合研究棟内のベンチャーレンタルラボ内に確保す

る事を決め、平成１６年２月から稼働させる。問題は、コスト管理であり、なかなか

目標コストに届きそうに無く、製造上の改良点を更に検討している。これらの改善点
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や製作改良点の中にも特 性のあるものが存在し、現在も今後も特 戦略を強化した

い。
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１－４　研究体制

（１）研究組織及び管理体制

１）研究組織（全体）　　　　　　　　　再委託

２）管理体制

①プロジェクト管理法人［呉商工会議所］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再委託

管理法人

　呉商工会議所

総括研究代表者

　広島大学大学院医歯薬学総合研究科・教授

　升島　努

副総括研究代表者

　菱明技研（株）取締役装置技術

　末田　穰 産業技術総合研究所中国 平田研究室

広島大学大学院升島研究室

菱明技研（株）

ヒロコン（株）

（株）中央 機

（株）デューン

三菱重工業（株）広島製作所

広島大学大学院杉山研究室

会頭 専務理事 事務局

（管理責任者）

総務

　経理担当

　一般事務作業担当

菱明技研（株）

ヒロコン（株）

（株）中央 機

（株）デューン

三菱重工業（株）

広島製作所

産業技術総合研究所

中国センター平田研究室

広島大学大学院

升島研究室

広島大学大学院

杉山研究室

総括研究代表者
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②（再委託先）

　　　　　（株）中央 機

　　　　　　三菱重工業（株）広島製作所

　　　　　　　ヒロコン（株）

　　　　　　独立行政法人 産業技術総合研究所

代表取締役会

宮本　憲久

代表取締役社 管理

新技術開発グループ

総括企画主幹

経理室 　細川潤

一

生態系環境修復創造研究グループ
主任研究員　平田 子

理事 企画本

産学官連携

財務会

業務管理者

海洋資源環境研究

宮崎　光旗

連携業務室

地域連携室

代表取締役

和田裕幸

本

安田正彦

研究企画

宮脇孝貫

小田忠利

取締役所 ターボ機械技術 真空ポンプ

企画経理総務

広島研究所　応用物理研究室



8

　　　　　　菱明技研（株）

　　　　　　（株）デューン

　　　　　　広島大学大学院医歯薬学総合研究科升島研究室

　　　　　　広島大学大学院医歯薬学総合研究科杉山研究室

広島大学 医歯薬学総合研究

科

医学 管理

分子治療デバイス研究室

教授　升島　努

講師　平川　 之

教務員　新垣　知輝

広島大学 医歯薬学総合研究

科

医学 管理

伝子制御科学研究室

教授　杉山　政則

代表取締役

　冨山　浩

開発

　延東　洋子

開発

　 木　直也

取締役社

　塚本　 彦

装置技術

　末田

業務 経理

　関

装置技術 　装置技術

　山田次

装置技術 　制御技術

　中本主務

　西本主務
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(２)研究者氏名及び人員（役職，研究項目別担当）

（再委託先）

　　　　　株式会社　中央 機

氏名 所属・役職 研究項目

宮本　憲久 代表取締役会 循環型外装 装の開発

山田　和志 取締役技術 循環型外装 装の開発

土佐　敏彦 技術 循環型外装 装の開発

　　　　三菱重工業　株式会社　広島製作所

テーマ名　「環境対応型機器の開発（省エネ・ 音型ターボ分子ポンプの開発）」

研究員氏名 年齢 　 所 属 研究分担

（ 分子 製作）

外山勝久

岡村知明

橋不学

吉宗　徹

稲場敏春

本秀勝

小田和弘

東尾篤史

（3/4 重極分析 共同研

究）

池田哲哉

山下一

40

41

28

21

52

46

26

28

46

43

三菱重工業㈱広島製作所

ターボ機械技術 真空ポンプ

同上

同上

同上

三菱重工業㈱広島製作所

機械工作 組立

同上

同上

三菱重工業㈱広島研究所

　機械 研究推進室

三菱重工業㈱広島研究所

　応物・振動研究室

同上

開発 ／総括

開発

開発

開発 ・ 験

製作

製作・ 験

製作・ 験

開発

開発・製作 験

開発・製作 験

　　　　ヒロコン株式会社

氏名 所属・役職 研究項目

和田　裕幸

宮脇　孝貫

小田　忠利

代表取締役

研究企画 　主任

研究企画 　主任

システム 総括

ビデオ画像 析システム開発

制御システム開発

　　　　独立行政法人　産業技術総合研究所中国センター

氏名 所属・役職 研究項目

平田　 子 生態系環境修復創造

主任研究員

分析機評価、環境分析応用・評

価

　　　　菱明技研（株）

氏名 所属・役職 研究項目

末田　穰
山田　知宏

中本　真

西本　法幸

取締役装置技術

装置技術 装置技術 次

装置技術 制御技術 主務

装置技術 制御技術 主務

源・ 測システムの開発、研究総括

源装置開発

源装置開発

制御システム開発
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　　　　（株）デューン

氏名 所属・役職 研究項目

冨山　浩

延東　洋子

木　直也

代表取締役

開発 測グループ主任

開発 測グループ

真空 、ビーム光学

真空機器

巨大分子イオン先行調査

３重極、４重極 量分析器の開

発に関わる軌道 算

　　　　広島大学大学院医歯薬学総合研究科升島研究室

氏名 所属・役職 研究項目

升島　努

平川　 之

新垣　知輝

教授

講師

教務員

全体 と 統括

　　　　広島大学大学院医歯薬学総合研究科杉山研究室

氏名 所属・役職 研究項目

杉山　政則 教授 本機器によるプロテオーム

析手法の確立

(３)経理担当者及び業務管理者の所属、氏名

（管理法人）

　呉商工会議所

（業務管理者）事務局 　浜田　恒男

（業務担当者）総務 情報推進 補佐　兼田　勝彦

（経理担当者）経理 経理 主任　平上　信之

（再委託先）

　三菱重工業　株式会社　広島製作所

（経理担当者）総務 企画経理 加地 章文

（業務管理者）ターボ機械技術 真空ポンプ 藤 勝

　

　株式会社　中央 機

（経理担当者）管理 　　　　　　宮本　由美子

（業務管理者）代表取締役会 　　宮本　憲久
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ヒロコン　株式会社

（経理担当者）本 　　　　　安田　正彦

（業務管理者）代表取締役　　和田　裕幸

　

　菱明技研　株式会社

（経理担当者）業務 　経理グループ 　兼務営業管理 　　関　　浩

（業務管理者）装置技術 　　　　　　　　　　　　　　　末田　穰

　

　独立行政法人　産業技術総合研究所中国センター

（経理担当者）経理 　　　　　　　　　　　細川　潤一

（業務管理者）海洋資源環境研究 　　　　宮崎　光旗

　

　（株）デューン

（経理担当者）経理 　　　　　尾嶋　宣彦

（業務管理者）代表取締役　　　冨山　浩

　

　広島大学大学院医歯薬学総合研究科升島研究室

（経理担当者）医学 管理 　灰田　 夫

（業務管理者）教授　　升島　努

　

　広島大学大学院医歯薬学総合研究科杉山研究室

（経理担当者）医学 管理 　灰田　 夫

（業務管理者）教授　　杉山　政則
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１－５　研究実施場所一覧表

〔管理法人〕

呉商工会議所（最寄り駅：ＪＲ呉線呉駅）

〒737-0045　広島県呉市本通２丁目６番３号

〔再委託〕

菱明技研（株）（最寄り駅：ＪＲ広島駅）
〒７３３－００３６　広島県広島市西区観音新町１－２０－２４

ヒロコン（株）（最寄り駅：ＪＲ可 線古市橋駅）
〒７３１－０１２１　広島県広島市安佐南区中 １－１６－１０

（株）中央 機（最寄り駅：ＪＲ広島駅）
〒７３４－００２２　広島県広島市南区東 ３－１２－１２

（株）デューン（最寄り駅：ＪＲ郡家駅）
〒６８０－０４６１　 取県八頭郡郡家町郡家２６７

三菱重工業（株）広島製作所（最寄り駅：ＪＲ広島駅）
〒７３３－８５５３　広島県広島市西区観音新町４－６－２２

独立行政法人　産業技術総合研究所中国センター（最寄り駅：ＪＲ呉線広駅）
〒７３７－０１９７　広島県呉市広末広２－２－２

広島大学大学院医歯薬学総合研究科杉山研究室（最寄り駅：ＪＲ広島駅）
〒７３４－８５５１　広島県広島市南区 １－２－３

広島大学大学院医歯薬学総合研究科升島研究室（最寄り駅：ＪＲ広島駅）
〒７３４－８５５１　広島県広島市南区 １－２－３

１－６　工業所有権等の取得状況

＜立ち上げ時、既申請使用特 ＞

（１）特 2002-383　真空容器　　（升島）

（２）特 2002-384　 量分析器の 量フィルター　　（升島）

＜本期間に行った特 申請＞

（１）特 2003-625　 量分析器の 量フィルター　　（升島）
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１－７　対外発表等の状況

　本プロジェクトの開始についての新聞報道などはあったが、具体的な本プロジェク

トの進行内容、成果に関しては、事業化を見据え、一切発表しない事にしている。

１－８　当該プロジェクトの連絡窓口

〔管理法人〕

呉商工会議所　事務局 　浜田　恒男

〒737-0045　広島県呉市本通２丁目６番３号

Tel:0823-21-0151 Fax:0823-25-5544

kurecci@urban.ne.jp

〔再委託者代表〕

広島大学大学院　医歯薬学総合研究科　教授

　　　　　　　　　　　升 島 　努

〒734-8551　広島市南区 １－２－３

Tel:082-257-5301 Fax: 082-257-5304

tsutomu@hiroshima-u.ac.jp


