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バイオ三昧。

リバネスではバイオ・ヘルスケア分野で研究者兼起業家

を育成するためのプログラム、バイオサイエンスグランプ

リを開始しました。創薬シーズになりそうなものから、ヘ

ルスケア、メディカルデバイスとエントリーしていただいた

タイトルは多岐にわたります。我々もメンターとしてビジネ

スプランのブラッシュアップに加わりながら、一緒に成長

させていただいている感もあります。日本のバイオはもっ

とおもしろくなる、そう実感しながら日々を過ごしておりま

す。
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　オムロンベンチャーズでは、オムロンの技術を活用したアグリベンチャーの立ち上げのスタートアップメンバーを選出す
る、「オムロンアグリベンチャーファウンダーコンテスト」を開催します。新設するベンチャーに対しては、事業投資に加え、
3 年間のインキュベーション期間を設け、事業達成に向けた徹底したサポートを致します。また、将来的には、上場あるい
はオムロンによる事業買収も視野に入れており、アグリ分野でビジネスを育てたい、高い志を持つファウンダーを募集します。 
　12 月 22 日・23 日に東京・京都各会場で実施される説明会をスタートに、約 1 ヶ月のプランニングを行い、その成果
プレゼンテーションによってファウンダーを選出します。

お問い合わせ：株式会社リバネス　地域開発事業部　担当：塚田　tsukada@Lne.st 

オムロンの技術を活かし、アグリ分野で革新的なビジネスを興す

エントリーはこちら http://goo.gl/H4KzOY 

オムロンアグリベンチャー ファウンダーコンテスト
エントリー者募集

※頂いた個人情報は、当該コンテスト
　での目的以外には使用いたしません。

エントリー条件 農業に対して課題意識を持ち、農業分野での起業に興味のある学生・研究者・一般の方。
ベンチャーの運営経験や、農学分野での専門的知識があれば尚良し。

説明会

京都会場：オムロン本社（京都市下京区塩小路通堀川東入 オムロン京都センタービル） 
日時：2014 年 12 月 22 日（月）　19:00 〜 20:30
東京会場：オムロン東京事業所　（東京都港区港南 2-3-13 品川フロントビル 7F）    
日時：2014 年 12 月 24 日（水）  18:00 〜 19:30

最終選考会

日時：2015 年 1 月 20 日（火）　18:00 〜 20:30
場所：オムロン本社（京都市下京区塩小路通堀川東入 オムロン京都センタービル）
内容：課題に対する成果についてプレゼンテーションを実施します。
　　　1 名あたり 15 分〜 20 分程度でプレゼンと質疑応答を行います。

応募締切 2014 年 12 月 16 日 （火）　18：00

● 技術、リソース提供
● 事業投資

●アイデア提供
● 起業

オムロンに
ついて

　オムロン株式会社は、独自のセンシング・コントロール技術をもち、「オートメーショ
ン（自動化）」をコアバリューとする会社です。独自のセンシング・コントロール技術を
中核としたオートメーションのリーディングカンパニーとして、制御機器、電子部品、車
載電装部品、社会インフラ、ヘルスケア、環境など多岐にわたる事業を通じさまざまな分
野で社会の発展に貢献しており、2014 年 7 月にオムロンベンチャーズ株式会社を設立、
多岐にわたる分野を対象に、3 年間で 30 億円規模のベンチャー投資を目指しています。

上場／オムロンでの事業展開を目指す 

YOU
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表紙
「inViaラマンマイクロスコープによる線虫観察像」

提供：レニショー株式会社
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ICT企業が創薬に進出する時代

富士通は2014〜2016年度成長戦略の中で、新たなICT

領域への事業拡大を掲げる。その中に、次世代医療分野

への事業展開がある。松本氏が所属する未来医療開発セ

ンターは、この分野への展開を推進していくための中心的

な組織だ。健康増進、疾患の早期発見、重症化予防、新薬

創出、個別化医療などにおける新規事業の創出をミッショ

ンとし、2013年12月に発足した。「IT創薬、生体組織の活

動のシミュレーション、1細胞分子診断、バイタルセンシング、

次世代電子カルテなどを組み合わせて医療情報活用基盤

を作り上げようとしています」と、松本氏はセンターの事業に

ついて説明する。もともと、富士通は1983年から計算化学

のソフトウェアの輸入販売を始めており、それを使った共同

研究で30年以上の歴史がある。さらに、2004年には富士

通バイオIT事業開発本部が発足。シミュレーションによ

る結合活性予測などに参入し、社内にはIT創薬を推進す

るために必要な人材がそろっているのだ。2011年には先

端研と、製薬企業との間でIT創薬によるシーズ探索の共

同研究も本格的に始まった。また、「京」に代表されるスー

パーコンピューターを利用することで、大規模な演算が必

要な分子動力学（以下、MD）計算などを円滑に行えるレベ

ルにまで処理能力が向上している。自社でもMD用のソフ

トを開発している同社にとっては、IT創薬への参入は当然

の帰結といえるだろう。

バーチャル顕微鏡で化合物を最適化

立体 構造のわかっているタンパク質に対して、自社

で開発したde novo 化合物設計用ソフトウェアOPMF

（Optimum Packing of Molecular Fragments）、高精度

結合活性予測ソフトウェアMAPLE CAFEE（MAssively 

ParalLEl Computation of Absolute binding Free 

Energy with well-Equilibrated states）を活用して、新規

骨格をもった化合物を設計し、実合成の前に高精度な結合

活性予測を行って、ピンポイントに高活性化合物を創出す

るのが、富士通のIT創薬での戦略だ。「2005年には、結合

活性予測で世界最高精度を達成し、論文に掲載されまし

た。さらに、シンガポールのA*STARには、我々のIT創薬

のプラットフォームを評価してもらい、2010年〜2012年で

共同研究を実施しています。また、国内の製薬企業とのブ

ラインドテストでも期待以上の高精度と評価をいただいて

います」と、松本氏は同社の解析プラットフォームに自信を

みせる。これに自社で開発しているスーパーコンピューター

のプラットフォームが加わる事で、その解析力はさらに加速

する。従来は難しかった水分子まで入れたMDの計算は、

今や実用に耐えるレベルで実現できるようになった。ター

ゲット分子と化合物の詳細な結合様式をバーチャルな顕

微鏡で観察できるようになったと松本氏はシミュレーショ

ン映像をみせながら説明してくれた。

製薬企業担当者も驚かせたヒット率

この解析力の有効性が、がんに対する新規化合物のス

クリーニングを、従来のHTSなどをベースにした創薬手法

と並行して実施する中で、明確に示された。それが、冒頭

でふれた富士通、先端研、興和の共同研究成果である、新

規のがん標的候補化合物の創出だ。「従来の手法では、数

百万個の既存化合物からたかだか数個のヒットしか見つ

からなかったのに対して、我々のIT創薬のアプローチでは

148個の候補から1個のヒット化合物が見いだされました。

しかも、従来手法の場合はこれからさらに新規性を創出す

る必要があります。一方、IT創薬で見つかった化合物では

すでに新規性を確認しています」。OPMFでは既存の低

分子化合物の骨格にとらわれずに最適な化合物を提示す

る分、化合物の合成が難しさをともなう事もあるそうだ。し

かし、それが有機合成の常識にとらわれずに分子構造を

提示できるのが自分たちの強みと松本氏は胸を張る。

試される日本の実力

アメリカでは計算科学分野の博士かつ、ヘッジファンド

D.E. Shaw & Co.のファウンダーでもあるD.E. Shaw氏

が、スーパーコンピューターを活用した創薬に乗り出してい

る。同氏らはMD専用の計算機Antonを独自で開発、メ

ガファーマや計算科学のシミュレーションソフト大手のシュ

レーディンガー社と連携し、2013年の段階ですでに2つの

候補化合物をフェーズIIに進めている。さらに、2012年の

結晶構造解析、2013年の分子シミュレーションでのノーベ

ル賞獲得が、アメリカでのIT創薬に拍車をかけていると松

本氏は指摘する。日本では、「京」の開発に続き、エクサコン

ピュータの開発が進められている。さらに、富士通が提供

する解析シミュレーションのクラウド、HPCクラウドを活用

したIT創薬が先端研で始まっている。プラットフォームを

活用して成果を出していく事がいよいよ求められる。

松本氏ら共同研究チームが今回創出した新規活性化

合物は、前臨床を目指して改良研究が進んでいる。今後、

どのような新規化合物が出てくるかも含め、日本のIT創薬

の発展からはますます目が離せなくなるはずだ。

世界に向け本格的に歩みだした
日本発のIT創薬
2014年8月、IT創薬によりがんを標的とした新規活性化合物を創出したという発表がなされた。

東京大学先端科学技術研究センター（以下、先端研）、富士通株式会社（以下、富士通）、興和株式会社（以下、興和）の三者

の共同研究成果だ。今後の国内IT創薬にとって、ひとつのマイルストーンとなることは間違いないだろう。

共同研究の一翼を担っている富士通未来医療開発センターエグゼクティブリサーチャーの松本俊二氏と

同センターバイオＩＴ開発室マネージャーの紙谷希氏から、この研究に用いられた計算プラットフォームの強みと、

課題について伺う事ができた。

Simulation & Fragment Based Drug Design

化合物合成
＆活性測定

タンパク質
立体構造
X線／NMR

OPMF
de novo化合物設計

化合物候補

結合活性○○nM
化合物候補

MAPLE CAFEE
高精度結合活性予測

富士通の IT 創薬のモデル



研究者のキャリアにフォーカスしたトークイベ
ント。多数のゲストを迎え、多様なキャリアパ
スをテーマに議論します。

Tech Planterで支援中のベンチャー企業を
集めたピッチイベント。各社の製品・サービス
を一挙に見ることができます。

回4第 超異分野学会
研究者と企業で新たなチームをつくる ［場所］東京都中央区日本橋本町2-3-11 アステラス製薬旧本社ビル

2015年 3月7日（土） 10:00～17:00
 3月8日（日） 10:00～20:00（18:00～懇親会）

異分野の若手研究者、産業界の研究者が集まって研究発表を行う分野横断型のイベント「超異分野学会」を、今年

も開催いたします。今回から「Career」、「collaboration」をテーマとした２日間のイベントに拡大。異業種コラボレー

ションに興味のある研究者、アントレプレナーシップを持つ学生の方などのご参加をお待ちしております。 

http://rceer.com/conference/ 
■▶ 詳細・当日の参加申込はこちら

Career
7日 Time Schedule

Career Discovery Seminar Tech Planter demo day

Day 1

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

メインホール ポスター・ブース会場

リバネス研究費採択者をはじめとした研究者
の口頭発表およびプレゼンテーション、研究
応援企業によるプレゼンテーション、ブース
展示を行います。

2日間のイベントの総括として、大企業、ベン
チャー、町工場等の多様なゲストスピーカー
によるプレゼンテーションを行います。

collaboration
8日 Time Schedule

プレゼン/ポスターセッション
（研究者＆企業）

イノベーションシンポジウム

Day 2

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

メインホール ポスター会場

Career Discovery
Seminar

Tech Planter
demo day

Tech Planter
チームブース

研究応援企業
ブース

研究費採択者
口頭発表　

企業プレゼン

研究応援
シンポジウム

懇親会

ポスターセッション

研究応援企業
ブース

（～20時）

P i c k u p

［テーマ］　RNAウイルス関連疾患研究の最前線
［日　時］　2014年12月16日（火）　18:30〜20:30
［場　所］　株式会社リバネス知識創業研究センター　東京都新宿区下宮比町1-4飯田橋御幸ビル4階
［申　込］　http://i2k.lne.st/seminars/
［問合せ］　TEL：03-5227-4198 ／E-mail：rs@Lne.st／担当：高橋宏之

第5回 バイオガレージセミナーのご案内
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花岡氏からは、「新規蛍光団の創製から拓く蛍光イ

メージング」と題して、長波長蛍光プローブ母核を基に

研究室で開発したプローブを中心に話題が展開された。

蛍光発光のon/offを制御する機構のひとつとして新しく

発見したPeT （Photoinduced electron Transfer）機

構や、カルシウムイメージング用のプローブなど、生体組

織中の環境を計測するために有用な手法の数々は、今後

の応用への期待を高めてくれるものとなった。

三輪氏には、「近赤外光によるマウス体内の非侵襲イ

メージング」と題して、近赤外蛍光タンパク質iRFPを用

いたイメージングを中心に経験談を含めリアルな話を展

開していただいた。特に、近赤外光を使って非侵襲のイ

メージングの系を立ち上げた際の話は、マウスのエサの

ところから条件を洗い直した経験など、実践してきた方

にしか出せない説得力を持っていた。

田井中氏は、「生体組織透明化技術 CUBIC」と題し

て、組織透明化溶剤の検討の話から、シート顕微鏡、

画像解析と、CUBICを構成するそれぞれの技術につい

て触れていただいた。さらに、2014年11月のCellに掲

載されたマウスの個体全体を透明化して画像解析した最

新の話題まで展開していただき、改めて技術のすごさを

知る機会となった。

今回のセミナーは、イメージング技術の多様性を改め

て感じさせてくれるものとなった。シナジーがある内容を

同じセミナーの中で取り上げるなどして、このセミナーが

研究の発展につながるひとつの場として成長させていき

たいと考えているので、今後の展開に注目していただき

たい。

生体組織の深部を非侵襲で観察する、脳内の神経細胞のネットワーク全体を可視化するために
種々の技術開発が行われ、報告がなされている。
そこで、最新の研究内容の一部について理解を深める機会として、10月29日（水）に化学プローブ
と蛍光タンパク質を利用した生体のイメージングと、透明化溶剤と画像解析を組み合わせたイメー
ジング技術CUBIC法についてセミナーを開催した。
東京大学の花岡健二郎氏、筑波大学の三輪佳宏氏、東京大学の田井中一貴氏の三氏にお話しい
ただく事ができた。

生体・組織イメージングの最先端
■ バイオガレージセミナー

田井中氏の発表の様子。
CUBICの最新の話題について詳細をうかがうことができた。
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生命現象の
実態に迫る
イメージングの最先端

特集

タンパク質の局在、分子動態をより組織の深いところで追

跡する、あるいはより高い空間分解能で詳細な分子動態を

調べるための手法はこの10年ほどで技術革新が進んでいる。

2014年の超解像顕微鏡技術に関するノーベル賞はその象徴

的なできごとのひとつだろう。STEDはライカマイクロシス

テムズから、PALMはカールツァイスマイクロスコピーが独

占的にライセンスを受け製品化されている。国内勢では株式

会社ニコンからは超解像顕微鏡N-SIMが製品化されており、

オリンパス株式会社からは2015年にFV-1200での超解像

撮影を可能にするオプション装置が発売予定だ。PALMは解

像度で他の技術の上を行く代わりに、その特性からライブイ

メージングは不得手。一方で他の3種は解像度ではやや劣る

もののライブセルイメージングへの応用が可能だ。200nm

という光学顕微鏡の検出限界を超える技術によって、より詳

細な細胞内でのタンパク質の挙動が明らかになってくること

が期待される。詳細はp.10-11に譲りたい。

Z軸方向に注目すると、上述の方法では1mmを越えるこ

とは難しさをともなう。一方で、生きたままの状態という条

件を捨てる代わりに、あるタイミングで止めた時の状態を深

部まで解析できる技術が多く現れている。理化学研究所の

宮脇敦史氏らのグループが、2011年に透明化溶剤を利用し

た組織の固定化と透明化を実現する方法Scaleを報告して

以降、透明化法の発表が相次いだ。2013年には理化学研

究所の今井猛氏らから高濃度のフルクトース溶液を利用した

SeeDB、同年の3月には透明化溶剤を用いない方法として

スタンフォード大学のDiesserothらがCLARITYを発表し

ている。さらに、2014年に入ってからは理化学研究所の上

田泰己氏らのグループが透明化溶剤と画像解析パイプライン

を組合せたイメージング技術CUBICを発表し、マウスの脳

だけでなく、個体でも組織透明化を利用した１細胞レベルで

のイメージングを実現している。

酵素反応や組織内部の環境に応答する発光団を持った化

合物の利用は、リアルタイムで生きたままの状態を計測する

手法として有効な手段だ。とくに、変化が起こった瞬間をと

らえられるという意味で、その意義は大きい。蛍光団の場合、

化合物の分子骨格の状態や、分子内での電子の移動の有無

で、蛍光強度や色が大きく変化する。東京大学薬学系研究

科の浦野泰照氏、花岡健二郎氏らはこうした変化を利用する

ことで、カルシウム、NOのイメージング用プローブの開発に

成功している。

また、核酸のイメージングでも新たな手法が出てきてい

る。RNAの検出は蛍光 in situ ハイブリダイゼーションが一

般的だが、従来法よりも感度が高い検出試薬RNA scope

が株式会社医学生物学研究所から出ている。1コピーから

でも検出できることを特徴としてあげているため、コピー

数の少ないRNAをターゲットとしている方にとっては、新

たな選択肢となる可能性がある。また、メルク株式会社か

らは、別のコンセプトの製品が発売されている。製品名は

SmartFlare™。エンドサイトーシスで細胞内に取り込まれ

るため、RNAのライブセルイメージングを可能にする。検出

プローブがターゲットRNAと結合するとクエンチ状態が解

除され、蛍光を発するというシンプルなメカニズムで検出を

行う。この手法についてはp.14-15でも取り上げているので、

参照されたい。

プローブ無しで検出できる装置も製品化が進んでいる。代

表的なものとして、ラマン顕微鏡があげられる。タンパク質

より深く、より詳しいレベルでの
分子局在・動態の理解

低分子を利用して情報を得る

染色無しで
内部状態を調べる製品の登場

観察は生命科学において最も強力な研究手法だが、空間分解能の問題や、

時間分解能の問題、さらには生体組織内部での光の内部散乱による観察

の困難さなど、様々な問題が多くの研究者の前に立ちはだかってきた。

こうした問題に対して幾多の工夫と技術革新が行われてきた。

光学顕微鏡はその物理的な限界を越える観察法が開発され、深部の観察

も徐々にその到達深度を深めつつある。

ようやく研究者にその間口が拓かれてきた新たなイメージング手法につ

いて、その一端を取り上げる。

中のアミド結合、C-H結合など、タンパク質・核酸・脂質といっ

た生体組織内の成分ごとに、固有のラマン散乱スペクトルが

得られることを利用する。例えば、同じ組織でも正常細胞と

がん細胞では細胞を構成している成分や、組織の状態が異

なってくるため、ラマン顕微鏡で計測することで、その違い

を区別することができる。レニショー株式会社やナノフォトン

株式会社などから製品が出ている。レニショー株式会社の製

品については、p12-13で取り上げた。

また、その他の検出技術として、光音響顕微鏡がある。光

を生体に照射すると、その光吸収で生体内特定分子が励起状

態となって熱が発生する。この熱によって分子が振動して光

音響波が生じる。これを検出する方法だ。光音響波効果は生

体内赤血球中のヘモグロビンやメラニンなどに効果的に発生

することが知られており、こうした分野を中心に開発が進ん

できた。コーンズテクノロジー株式会社が市場に製品を投入

し始めたところで、現状の装置でXY方向が5µm、Z方向が

15µmという分解能を持っている。

このように、少しの例をあげただけでも多様な技術がこの

数年で登場してきている。これまでやり慣れた手法に、新た

な方法を加えることで、研究の幅がさらに広がる方もいるの

ではないかだろうか。
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通常、光学顕微鏡の分解能（接近している2点を区別でき

る最小距離）は、以下の式で決定される （係数0.61は実際

に観察する光によって異なるが、ここではレイリーの式を採

用した）。

δ ＝ 0.61λ／NA

NA = n sinθ

　NA：開口数

　n：媒質の屈折率

　θ：開口角（軸上の1点から対物レンズに入る光のう

ち最も外側の角度）

通常の蛍光顕微鏡観察であれば、n は油浸レンズの場合で

今年のノーベル化学賞が、超解像顕微鏡を開発した
Eric Betzig氏、Stefan W. Hell氏、William E. Moerner氏の3名に授与されたことは記憶に新しい。
細胞内外の微細構造を捉えるべく、いま超解像イメージングは多様な技術が出揃ってきている。

光学の限界を超える
超解像イメージング

蛍光観察の分解能を決める
光学の壁

1.515、sinθの最大は0.95であり、NA の最大値は1.45程度

となる。そのため、例えば波長550nmの緑色光では分解能

は

δ = 0.61 × 550nm / 1.45 ≒ 231 nm

となり、これ以上に近接した2点を区別することはできない。

しかし、実際の細胞の中では、タンパク質や核酸はもっと近

接し合っている。光学の限界にしばられる限り、このような

詳細な位置関係を解析することはできなかった。

この光学上の限界をクリアしたのが、超解像顕微鏡であ

る。Hell氏 が 開 発 し たSTED （Stimulated Emission 

Depletion)は、「見たい部分以外を光らせない」というア

プローチを取った。励起光のレーザーを照射した後、励起

領域の中心部を除くドーナツ状の領域にSTED光を当てる。

STED光は、励起した蛍光分子を強制的に基底状態に落と

すためのもので、結果として中心部だけが本来の蛍光を発

するようになるのだ。ただし、原理的に分解能が高くなる

のはXY平面のみであり、Z軸方向への分解能は通常のレー

ザー共焦点顕微鏡と変わらない（約500〜700nm程度）。

STED顕微鏡はすでにライカマイクロシステムズ社から販売

されており、同社サイトでその取得像を確認することができ

る。

一方、Betzig氏とMoerner氏が開発したPALM（Photo 

activated Localization Microscopy）のアプローチは

「分解能以上に近接した蛍光分子を同時には見ない」という

ものだ。この技術では、紫外光照射によって蛍光のオン/オ

フ切り替えが可能な色素を用いる。まず観察領域全体に弱い

紫外光を当て、蛍光分子を確率的に励起させる。つまり、こ

の時点で、励起光を当てると光る分子と、光らない分子が出

てくるわけだ。そこに励起光を照射し、撮像する。また全体

の蛍光分子をオフにしてから、同様のことを繰り返す。こうし

て大量の画像を取得した後で重ね合わせることで、高解像度

の1枚の画像にしている。PALMの強みは、STEDに勝る分

解能（XY平面で30nm程度、Z軸で150〜最小20nm程度）

である。一方、利用できる色素が限られていること、また蛍

光のオン/オフ切り替えに使用する光として近接場光を利用し

ているため、底面から離れた部分は観察できないこと、数十

枚の画像の重ねあわせが必要なために撮像に時間がかかると

いう弱みもある。この技術が用いられた顕微鏡がカールツァ

イス社から、また同様の技術であるSTORM（Stochastic 

optical reconstruction microscopy）が用いられた顕

微鏡がニコンから販売されている。

ノーベル賞が授与されたのは以上2つの超解像技術である

が、他にも従来の光学顕微鏡の限界を超えるものが市販さ

れている。そのひとつが、オリンパス独自の超解像技術FV-

OSRだ。レーザー共焦点顕微鏡の場合、先ほどの分解能を

求める式の係数 （0.61）がピンホール径によって変化し、ピ

ンホール径が無限小の場合に0.37となる。共焦点顕微鏡像

には分解能200nmを超える画像成分が含まれているわけだ

が、そのままではコントラストが弱く、観察することができ

ない。そこで、FV-OSRでは、ピンホールを通常より絞り込

むことでこの超解像成分のコントラストを上げ、強調処理す

ることで、XY平面で約120nmの分解能を実現している。

また、 ニコンが採 用するSIM （Structured Illumina 

tion Microscopy）は、縞模様の光を観察対象に照射する。

サンプル内に通常の光学分解能以下のサイズの蛍光パターン

（細胞骨格やオルガネラ構造など）があった場合、照射した縞

模様と干渉を起こし、モアレ効果と呼ばれる荒いパターンを

観察できる。このモアレパターンには元の蛍光パターンの情

報を含むため、照射する縞模様の角度を変えて複数枚撮像

し、重ねあわせた上で数学的な処理をすることで、超解像観

察ができるのだ。この技術はPALMと同じく重ねあわせが

必要であるが、その枚数は少なくで済むため、1.67フレーム

/秒でのライブイメージングも可能となっている。

顕微鏡メーカー各社からアプリケーションが提供されてき

たことは、共局在など解像度が求められる解析を行うユー

ザーにとっては朗報と言えるだろう。

選択肢が多様化する
超解像観察

STED ※ PALM SIM FV-OSR

XY 平面解像度 20-100nm 20-50nm <	115nm 120nm

Z 軸解像度 560nm 20-100nm 250nm 未公開

使用できる蛍光分子 多くの蛍光分子を
使用可能

蛍光 /消光モード切り替え
が可能である必要がある

多くの蛍光分子を使用可能
（退色が遅い物が望ましい） 通常の蛍光分子が使える

時間分解能 数十msec sec-min 数百msec 未公開

※STEDはパルス光でなく可視領域の連続波を使用するContinious	Wave(CW)-STEDの性能を示した

表 1

(a)	STED顕微鏡では、通常のレーザー共焦点顕微鏡と同様に蛍光分子を励起（上、紫の円が励起光）した後、ドーナツ状のSTED光（下、オレンジ）で周辺部を消光することで、狭い範囲だ
けが励起されるようにしている。
(b)	PALMでは、まず弱い紫外光で蛍光分子をオン（励起光により励起される状態）にしてから、励起光を当てて観察する。どこにある蛍光分子がオンになるかは確率的に決まるため、近
接した2点が同時に光る（分解能の限界により区別できない）という現象が起こる可能性は少ない。これを数十回繰り返して画像を重ね、1枚の像をつくる。

図 1　STED 顕微鏡、PALM のしくみ

(a) (b)

ノーベル賞を受賞した
2つの技術



図１  inVia ラマン
 マイクロスコープ
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inViaラマンマイクロスコープ（図１）は、深紫外から近赤外

までの励起光源による分子の結合振動を測定することで、サ

ンプルの化学構造と構成を分析し高速でケミカルイメージを

生成することができるラマン分光分析装置である。バイオ分

野では聞きなれない「ラマン分光」とは、そもそも何だろうか。

物質に光が衝突すると一部が散乱され、その散乱光にはご

くわずかながら入射光とは異なる波長が含まれている。チャ

ンドラセカール・ラマン博士が、この散乱光は物質に含まれる

分子ごとに固有の振動数を持つことを発見し、「ラマン効果」

と名付け（図2）、この発見で1930年にノーベル物理学賞を受

ラマン分光分析、
材料科学からバイオへ

賞している。ラマン散乱光には物質に含まれる分子の情報が

詰まっており、これを波長ごとに分け横軸を入射光との波数

の差、縦軸を強度としたものをラマンスペクトルと呼ぶ。こ

のスペクトルから化学結合の種類や物質の同定、結晶化の程

度、分子の濃度などの情報を読み取ることができる。例えば、

結晶シリコン太陽電池パネルのラマンスペクトルのシフトを

見ることで、シリコン基板のどこにストレスがかかって結晶

構造に歪みが生じているのかが分かる。この情報を位置情報

とあわせた画像データとして表すことで、劣化位置を特定す

ることができる。

生体試料でラマンスペクトルをとると、チミン、ウラシル、

フェニルアラニン、脂質、核酸など、細胞に含まれる物質固有

のピークパターンが合計されたスペクトルが得られる（図3）。

これまでの組織や細胞の顕微鏡による観察は、
抗体でターゲットタンパク質などを検出したり、
透明標本であれば位相差顕微鏡や電子顕微鏡などで詳細な形を観察することが主流で、
生体試料の深部まで非破壊かつ非染色で観察することは困難であった。
しかし、2014 年度英国女王賞（Queen's Award for Enterprise）の革新部門賞を受賞した
inViaラマンマイクロスコープは、ラマン分光分析の技術とStreamLine™ 技術によりこれらの課題をクリアし、
今まで見ていたものとは異なる新しいバイオイメージングの世界をもたらそうとしている。 各物質の固有ピークパターンは既知なので、多変量解析を行

うことで、細胞の種類の判別や、病変による組織の変化を識別

できるというわけだ。

ラマン分光分析で生体試料の解析を行う時のひとつの問題

がレーザーを照射しなければならない点だ。スペクトルをと

る時に長時間レーザーを照射すると、サンプルへのダメージ

が大きくなる。その課題を回避できるようにしたのが、レニ

ショー独自の高速イメージング技術StreamLine™ 技術だ。

サンプルステージを高速かつ正確に制御しながらサンプルに

レーザー光を当て、その散乱光を複数ヶ所で同時に検出でき

る。そのため照射時間が短くなりサンプルダメージを低減で

きた。1μm以下という高い空間分解能でのイメージングを

可能にしている。

ラマンイメージングにおいて特筆すべき点は、透明な細胞や

複数の細胞種が混在している組織の観察を簡単な前処理の

みで始められ、細胞の内部構造や細胞の種類の判別を行うこ

とができることだ。

図4はinViaラマンマイクロスコープでマウスの凍結脳切片

を水で洗浄後測定し、主成分分析（PCA）により可視化したも

のである。神経細胞のスペクトルの特徴をもつ細胞群を明る

い水色に、グリア細胞のスペクトルの特徴をもつ細胞群を緑

色、神経突起のスペクトルの特徴をも部分を紫色に示してい

る。これらをそれぞれ蛍光染色像と比較してみると、細胞の

分布に高い相関がみられた。これまでの抗体を用いた組織染

色による細胞の判別に比べ、ラマンイメージングでは簡便に

細胞の種類を判別できるので、非破壊・非染色で解析する必要

のある研究でその力を大いに発揮するはずだ。また、図4の

実験では、ラマン顕微鏡で観察した後に蛍光組織染色を実施

している。このように、観察後、他の実験を継続して行える点

も大きな特徴だ。

水溶液中のサンプルも観察できるため、培養中の細胞を

シャーレに入れたままの状態での細胞内部の観察や、経時的

な変化が追跡できる。発展的な使い方として、高い空間分解

能を活かした、細胞内の薬剤動態を観察した事例もある。図

5は乳がん細胞に抗がん剤paclitaxelを添加した時の細胞内

分布を経時変化をみているが、薬剤の分布が徐々に変化して

いることがみてとれる。さらに個体での薬物動態でも事例が

蓄積されつつある。評価レベルの実験ではあるが、in vivoで

マウス体内に注入したサンプルの状態を観察することに成功

している。

医療の臨床分野での応用では、すでにがん状態、前がん状

態、正常組織の識別、分類もできており、これは迅速性が求め

られる医療現場で大きな意味を持ってくる。従来の顕微鏡に

加えてラマン分光顕微鏡を選択肢に入れることは、基礎研究

から臨床などの応用の現場まで、生体観察の可能性をさらに

広げてくれるはずだ。

ラマン分光顕微鏡で実現する
非破壊・非染色・溶液中の
高速イメージング

非染色でみる脳組織の
ラマンイメージ

さらに広がるアプリケーション

●レニショー株式会社　ラマンシステムグループ 
［	所 在 地	］	東京都新宿区四谷4-29-8
［	T E L	］	03-5366-5316
［	U R L	］	www.renishaw.jp

入射光

レイリー散乱

ラマン散乱

ラマン散乱

線条体海馬

ラマン顕微鏡像

蛍光顕微鏡像

入射光と同じ波長のレイリー散乱光と異なる波長のラマン散乱光とがある

図 2 物質に光が照射された時に見られる散乱光の様子

蛍光顕微鏡像での神経細胞（緑）とグリア細胞（赤）は、ラマン顕微鏡像の神経細胞（水
色）とグリア細胞（緑）に対応しているのがわかる。海馬の傾向顕微鏡像の四角の枠が
ラマン顕微鏡像の全視野に相当する。ラマン顕微鏡像の紫色は神経突起。

図４ 海馬と線条体における蛍光顕微鏡像とラマン顕微鏡像の比較
時間経過により分散状況が変化していることが分かる。10分後には細胞内に顆粒（赤
矢印）が現れ、4時間後には細胞膜に突起物（青矢印）が観察された。これらからアポ
トーシスの初期段階でみられる細胞内顆粒と膜ブレブ形成が示唆された。

図５ 抗がん剤 paclitaxel の細胞内分布のタイムラプス

図３ ヒト ES 細胞のラマンスペクトル
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これまで、目的とする細胞を単離して次のアッセイに使う

ためには、細胞表面抗原やGFPを検出してセルソーターなど

により分取してきた。内在性因子を検出するためには固定

化や膜透過処理が必要になるため、ライブセルの状態で回収

し次のアッセイを行うのは非常に困難だったのだ。しかし、

SmartFlareがターゲットとするのは内在性のRNA。しか

も試薬は数日で細胞から排出され、そのまま培養やアッセイ

を行うことができる。

SmartFlareは、ゴールドナノ粒子とオリゴ二本鎖から構

成されている。オリゴ二本鎖は、ゴールドナノ粒子に直接結

合している捕捉鎖と、それに相補的で蛍光分子が結合してい

るレポーター鎖からなる。蛍光分子はゴールドナノ粒子の

近傍では消光状態であるが、標的 RNAと捕捉鎖との結合に

よりレポーター鎖が放出されると蛍光を発するようになる

（図1）。このようなSmartFlareは、トランスフェクション

試薬を必要とせず培地に添加するだけで翌日にはエンドサイ

トーシスにより細胞内に取り込まれる。細胞内を巡回し標的

RNAと結合すると遊離したレポーター鎖が蛍光を発するの

細胞を傷めず内在性因子を検出 で、これをフローサイトメトリー、蛍光顕微鏡観察、ないしは

プレートリーダーによる蛍光強度解析など、様々な方法で検

出するというわけだ。

SmartFlareによる細胞分取後の解析の一例として、マク

ロファージ分取後の食作用のアッセイを紹介しよう 2), 3)。ヒ

ト急性単球性白血病細胞であるTHP-1細胞に対しphorbol 

12-myristate 13-acetateを作用させると、Mycの発現レ

ベルが低下し、マクロファージへの分化が誘導される。Myc

を標的としたSmartFlareを用いて、Myc高発現の細胞と低

発現の細胞をソーティングにより分取し（図2）、2日間培養

を行った。その後、それぞれ1000個の細胞についてGFPを

発現する大腸菌の捕食を観察するアッセイを行ったところ、

Myc高発現の細胞群では食作用が高まっており、生きたマク

ロファージを分離できていることが確認できた（図3）。さら

に、単球とマクロファージそれぞれの細胞のサイトカイン発

現プロファイルの違いや、LPS刺激への反応の違いについて

も確認することができている。

一方、このような実験を行う際に必ず考えなければなら

2007年にNanoFlareとして理論が確立されて以来、製品化・発売が待ち望まれていたRNA検出プローブ、
それがSmartFlareだ。2013年にメルクより日本国内での販売がはじまり、これまで不可能だった「内在性因子による
セルソーティング」、そして「RNA発現を検出するライブセルイメージング」が可能になった。
The ScientistのTOP 10 innovations1）にも選ばれた今もっとも注目すべき技術のひとつである。

ないのが、コントロールをどう置くかだろう。リアルタイム

PCRでの発現解析を行う場合はβactinやGAPDHなどのハ

ウスキーピング遺伝子をコントロールに置くことが多いはず

だ。同様にSmartFlareでも、ハウスキーピング遺伝子の検

出を行うためのプローブラインナップが用意されている。逆

に細胞内のどのRNAとも反応しないScramble controlも

用意されており、これをバックグラウンド補正に用いること

が必要である。また、実績のない細胞種では、導入すると必ず

光るUptake controlを使用することで、取り込み能を測る

ことができる。

さらに次のような研究にも使われ成果を上げている。理化

学研究所のローニー研究室とプレシ研究室は、リボソームに

結合している翻訳中のRNAを回収し、小脳プルキンエ細胞に

おけるトランスラトームの網羅的解析を行っていた 4)。する

とmRNAとrRNAのシグナルのみが検出されるという予想

に反し、いくつかの遺伝子のnon-coding RNA（ncRNA）の

シグナルも検出された。その中には重要なセロトニンレセプ

ターHTR1Bの遺伝子もあった。そこで、非特異的なシグナ

ル混入の可能性を排除するため、生細胞でのRNA検出能にす

ぐれたSmartFlareを使うことにしたのだ。SmartFlareに

より、プルキンエ細胞のマーカー（Pcp2）のRNAと、HTR1B

遺伝子のncRNA（Htr1bos）とmRNAとが、いずれも生きた

プルキンエ細胞内に存在することが確認できた。また、これ

らの細胞を固定し免疫染色したところ、タンパクレベルで

も同様の結果が得られた（図4）。このことから、検出された

ncRNAシグナルが非特異的なものではないことが確認でき

たので、現在その機能について、さらに解析を進めている。

以上のように、内在性因子によるセルソーティング、RNA

の高感度の検出の他にも、siRNAの効果の検出、タンパク質

とRNAの同時検出などにも応用できる。さらに、より繊細

な操作が必要となるヒト幹細胞の多能性評価についても、

Nanog等をSmartFlareで検出可能であるため、生存率高く

その後のアッセイに用いることができると期待が集まる。豊

富なアプリケーションの可能性を秘めるSmartFlareは、あ

なたの研究にも新しい知見をもたらしてくれるはずだ。

1) The Scientist 『TOP 10 innovations 2013』　短縮URL：http://goo.gl/CjMX3z
2) SmartFlare™ RNA Detection Probesのアプリケーション紹介サイト
 短縮URL：http://goo.gl/FK8lDO
3) アプリケーションノート 「Detectiong gene expression in live monocytes and macrophages using 

flow cytometry」　短縮URL：http://goo.gl/99rBMS
4) Kratz A. et al, Digital expression profiling of the compartmentalized translatome of Purkinje 

neurons. Genome Res. (2014) 24(8):1396-410.

SmartFlare™ RNA検出プローブが
可能にする新しい細胞実験

生細胞単離後のアッセイが可能に

高感度 RNA 検出が
新たな生命現象に光を当てる

SmartFlareプローブは、ゴールドナノ粒子とそ
れに直接結合した捕捉鎖、さらに捕捉鎖の相
補鎖であるレポーター鎖から構成されている。レ
ポーター鎖の蛍光分子はゴールドナノ粒子の近
傍では消光しているが、標的	RNAが捕捉鎖と
結合することによりレポーター鎖が放出され蛍光
を発するようになる。

図 1 
SmartFlare プローブの検出原理

Htr1b	のlocusを示した図（A）。CALB1	（B）、HTR1Bレセプター（C）、さら
にDAPIを重ねた（D）蛍光免疫染色像。また、同じ視野においてSmartFlare	
Pcp2	（E）、SmartFlare	Htr1bos	（F）とさらにこれらを重ねた観察像（G）。
Kratz	A.	et	al,Genome	Research.	（2014）	24（8）:1396-410.のFigure6
より転載。
Creative	Commons	License	（CC	BY	4.0）の下で利用可能です
（ライセンス全文はhttp://creativecom	mons.org/licenses/by/4.0/	）。

図 4 SmartFlare による mRNA と ncRNA の検出

A

B

E

C

F

D

G

分化誘導をしていないTHP-1細胞（A）と	PMA刺激により分化誘導をしたTHP-1細胞（B）のMYC
	SmartFlareによる検出。またMYC	mRNAの低発現細胞と高発現細胞の分画を分取した様子（C）。

図 2 SmartFlare プローブ MYC による THP-1 細胞のセルソーティング

A

B

C

MYC	mRNA高発現細胞（A）と低発現細胞（B）にGFP-E.Coli（緑）を添加した。
MYC	SmartFlare（赤）食作用を測定（C）。

図 3 ソーティング後の GFP-E.Coli 食作用の様子

A B

C

●メルク株式会社 メルクミリポア事業本部バイオサイエンス事業部 
［	所 在 地	］	東京都目黒区下目黒1-8-1	アルコタワー5F
［	T E L	］	0120-633-358
［	U R L	］www.merckmillipore.jp

Thomas,Launey,Ph.D
理化学研究所脳科学総合研究セ
ンター（理研BSI）記憶持続シナプ
ス分子研究チーム	チームリーダー
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iTRAQ
プロテオームマッピングサービス

タンパク質の網羅的な発現解析・同定を考えている方へ

リバネスがiTRAQ、プロテオームマッピングで提携している

Proteomics International社が

12月にオーストラリア証券取引所に上場いたします。

それを記念して2015年1月末までに、

下記サービスをご注文いただいた方は

10%引きでご提供いたします。

研究戦略開発事業部

※ご注文はウェブフォームよりお願いいたします。

担当 ： 高橋良子　　E-mail : rs@Lne.st

株式会社リバネス
http://www.bi-ga.com/proteome/

解析内容と費用

ご注文の流れ

iTRAQ　質量分析による網羅的なタンパク質発現比較

提供額　450,000円（税別）1度の解析で4サンプルまで解析

プロテオームマッピング　網羅的なタンパク質同定

提供額　200,000円（税別）1D-LC（～100個程度のタンパク質を同定）

提供額　400,000円（税別）2D-LC（～1,000個程度のタンパク質を同定）

実施例

•薬剤投与前後のマウスの脳組織サンプル間でのタンパク質発現比較
•刺激で誘導する前後の培養細胞サンプル間でのタンパク質発現比較
•栽培方法を変えた作物間でのタンパク質発現比較
•バイオマーカー探索のためのラフスクリーニング

iTRAQ プロテオームマッピング

•細胞培養液中のタンパク質の網羅的な解析
 （※無血清培地限定）

•血清中のタンパク質の網羅的な解析
•免疫沈降してきた複合体の解析
 （※タンパク質量が必要なので、ご相談下さい）

キャンペーン提供額

キャンペーン提供額

10%OFF!!

トライアル
キャンペーン

1月末まで

問合せ
•サンプルの状態の確認
•解析の目的の確認
•プランの提示と注文内容の決定
•見積の提示

サンプル発送
•リバネスにサンプル送付
•リバネスより
 Proteomics International社に
 サンプル送付。※1

納品
解 析
•サンプル到着後、解析を実施
•サンプル到着後、2～4週間で
 結果報告（期間は解析内容に
 依存します）

※1　オーストラリアへの輸送にはWorld Courierを利用します。
 お一人様のみの発送の場合は費用が16～17万円程度かかります。

※詳細は下記URLにて

1日～数日 約１週間 2～4週間

On-chip Sort
ー ddPCRの液滴ソーティングとターゲットDNAアンプリコンの精製 ー

概要
近年、water-in-oil (油中⽔滴型、W/O) の液滴はその１つ

１つが⼩さな反応系として、デジタルPCR（ddPCR)や次世代シー
ケンス（NGS）などの遺伝⼦解析分野や、創薬スクリーニング、3D
培養システムなど幅広い分野において実⽤化され始めています。

そこで、シース液の代わりにオイルが使⽤出来るというOn-chip
Sortの利点を⽣かし、⽬的の変異配列のみを含むデジタルPCR後
の液滴のソーティングを実施しました (図１)。

その結果、⽬的変異を含む液滴のみを取得し、得られた液滴か
ら増幅DNA（アンプリコン）を精製することが出来ました。これによっ
てOn-chip Sortは遺伝⼦配列の決定など、デジタルPCRの次ス
テップに対して有⽤なソーターであることが⽰唆されました。

まとめ
On-chip Sortを⽤いた液滴のソーティングの実現により、実験プロトコルの標準化や、研究の正確さ、効率化にOn-chip Sortが有⽤なツールであ
ることが⽰唆された。

参考⽂献
1) Mathew Jones et al (2014) Journal of Virological Methods  202, p46-53
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On-chip Sortを⽤いた⽬的変異配列を
含む液滴の検出とソーティング
デジタルPCRの液滴の検出は、⻘レーザー励起で実

施した。TaqMan®FAMは、FL2で検出し、変異型は
TaqMan®FAMポジティブとして検出され、On-chip 
SortでDNAの野⽣型と変異型と９：１で混合した結
果が正確に検出された (図2)。 ddPCRの液滴は、
On-chip Sortに搭載されているソフトウエアで、散布図
やヒストグラムとして表⽰され、⽬的の分布をゲートで囲
み、「Select population」を選択して⽬的の液滴の
ソーティングを実施した。ソーティングした液滴はソーティン
グ回収リザーバーから回収した。図２．On-chip Sortを⽤いたddPCR液滴の検出とソーティング。

TaqMan®FAMプローブは⻘レーザーで励起し、検出はFL2で⾏った。

Wild type 
DNA

90.3%

Mutation
DNA
TaqMan®
FAM 
probe

9.7 %

Emulsion

図.1. On-chip Sortを⽤いたデジタルPCRの液滴回収のワークフロー
シース液にオイルを⽤いる事により、デジタルPCRの液滴を分離可能

2.シースオイル1.サンプル 3.回収

サンプル
リザーバー

シース
リザーバー

1.サンプル準備
デジタルPCRの液滴サンプルは、 Bio-Rad QX200™システム
の⽅法に従ってサンプル作成を実施した。DNAは、野⽣型配列
と変異型配列を9:１の割合で混合し準備した。プライマー、変
異型特異的なTaqMan®プローブ(FAM)とDNAサンプルを２
ｘSuper Mix for probes（BioRad社）に規定量を加えて、
液滴形成およびPCR反応を⾏った。

2.デジタルPCRサンプルとシースオイルの準備
PCR反応後の液滴（40μℓ）をオンチップバイオテクノロジーズ
社の使い捨てマイクロ流路チップの「サンプルリザーバー」にセットし
た。シースにはオイルを使⽤し、「シースリザーバー」にアプライした。
On-chip Sortにより液滴の検出を実施し、⽬的の変異型アン
プリコンが存在する領域を選択し、スタートボタンを押してソーティ
ングを実施した。

3.ソーティングした液滴の回収
ソーティングした液滴は「ソーティング回収リザーバー」から回収し、
⽬的のアンプリコンを精製した。

100μm

株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズ
東京都⼩⾦井市中町2-24-16 農⼯⼤・多摩⼩⾦井ベンチャーポート203

TEL: 042-385-0461 http://www.on-chip.co.jp E-mail: info@on-chip.co.jp

ソーティング回収
リザーバー

マイクロ流路チップ・セルソーター“On-chip Sort”
細胞もエマルジョンも分離できるセルソーターです
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再 生 医 療

［連載］
世 界 的 に 研 究 費 が 重 点 的 に つ き 多 様 な 支 援 も あ る 再 生 医 療 分 野 に つ い て、
BioGARAGE ではシリーズで様々な視点の研究に迫っていく。トップ研究者は今、
どんなことを考え目指しているのだろうか。

フォーラム中にはFIRMの参加企業に
ついても紹介された。数の多さから
業界の注目度の高さを窺い知ること
ができる。

有楽町駅前の東京国際フォーラムには実に1200名弱

の聴講者が集まった。一般向けのフォーラムにおいてこ

の集客力は、再生医療への期待の大きさを物語ってい

る。最初に登壇した岡野光夫氏（日本再生医療学会理

事長・東京女子医科大学特任教授）は、細胞シート工学

の第一人者として再生医療研究の先端を走ってきた経験

を踏まえ、再生医療の普及期に法制度整備が重要とな

る、と語った。安倍晋三内閣総理大臣からもビデオメッ

セージが届き、国家としても大きな予算を付けて実用化

を支援していくことを強調した。また、石井みどり氏（自

民党、参議院議員）からは、普及に向けてコストの問題

など数多くの課題解決が必要である旨に言及し、研究界

を叱咤激励した。

次に山中伸弥氏（京都大学iPS細胞研究所（CiRA）所

長・教授）が登壇した。CiRAが応用を念頭に置いた研

究所であることを強調し、同月初旬に行われた世界初

のiPS細胞を使った臨床研究の後、その経過を見守る気

持ちを 「眠れない日を過ごしている」と表現して世界初

ダー）は、iPS細胞研究をライト兄弟の飛行機の開発に

例えて語り始めた。臨床研究の対象疾患は、高齢者の

失明要因のひとつである加齢黄斑変性症である。色素

上皮細胞の老化が原因で、黄斑部に裏側から血管が入

り込み、重篤な視力低下が起こる。近年開発された抗

VEGF抗体薬により血管新生を抑えることで、早期治療

であれば視力保持も期待できるが、新生血管が小さく

なってもまた生えてくるリスク、瘢痕組織が残るなど課題

も多い。そこで、色素上皮細胞の移植により視力回復の

可能性があるとされる。

品質の良い細胞は、経験豊富なテクニカルスタッフに

よって選定されたあという。その後、CiRAにて細胞の

品質評価が行われ、問題がないとされた細胞を移植。

経過は1年後に報告をすると決めているとのことで全く公

開されなかったが、山中氏が眠れないと語ったことを受

けて、同氏は手術終了後によく眠れていると語って会場

を沸かせた。万事を尽くしたからこその自信の表れであ

ろうと、心強さを感じる一幕であった。

それ以外にも軟骨、心臓、脊髄損傷治療、パーキン

ソン病、血液疾患に対するアプローチが紹介された。特

の臨床試験の重さを語った。同氏が率いるグループは

2006年に世界で初めてマウスiPS細胞を発表し、2007

年に世界で初めてiPS細胞のがん化リスクについて発表

した。iPS細胞の可能性とリスクを最も理解しているのは

自分たちであるとし、その上で細胞の初期化の際にがん

遺伝子であるmyc遺伝子を使わない手法、さらにウイル

スベクターではなくエピソーマルベクターを用いる手法な

どを開発し、がん化リスクを無くす研究が進められてい

ることを語った。更に同氏は、世界初の臨床研究におい

て移植する細胞の品質評価に携わり、徹底的な調査を

行った上で手術に踏み切ったことを語り、万が一の事故

が起こるリスクを取るのが自分ではなく患者さんであるこ

とを最も心配している様子であった。その後、安全性の

評価はこれからが本番であることを強調して壇上を去っ

たが、会場中が、iPS細胞の生みの親として山中氏が抱

えている責任と覚悟の重さをひしひしと感じた時間となっ

た。

1903年、ライト兄弟は初めての有人飛行に成功した。

その日のうちに4回飛行し、4回目は260mのフライトに

成功した。髙橋政代氏（理化学研究所プロジェクトリー

に心臓に関しては、家田真樹氏（慶應義塾大学特任講

師）による心筋直接誘導による心臓再生、清水達也氏

（東京女子医科大学教授）による心臓臓器形成アプロー

チ、澤芳樹氏（大阪大学教授）の細胞シート移植と、3つ

のアプローチが披露され、心臓病への再生医療の期待

の高さを物語ることとなった。

産業化に向けた取り組みと銘打つパートにおいては戸

田雄三氏（FIRM代表理事・会長）が登壇した。産業界

の役割は高品質で、早く、安く再生医療を実現するこ

ととし、FIRMとしては再生医療を安全・安定的に提供

できる社会体制の構築することを念頭に、新たな再生医

療社会へのコンセンサス形成、再生医療事業開発と産業

化のシナリオに基づく課題の整理を行っていくことが語

られた。

会場にはセルシードやJ-TECなどの再生医療企業も自

社技術を紹介するブースを出すなど、実用化の担い手で

ある企業も一丸となって再生医療に取り組んでいる様子

も垣間見えた。本フォーラムは再生医療の実用化が一気

に加速していく契機となったに違いない。

再生医療で患者を救う
～法律改正により本格化する再生医療実用化に向けて～

　再生医療の実用化に向けたフラッグシップともいえる
フォーラムが、去る9月28日（日）に実施された。日本再生医
療学会が主催、再生医療イノベーションフォーラム（FIRM）と
読売新聞が共催となるフォーラムでは、iPS細胞を含む再生
医療研究のフロントランナーが一同に会し、実用化までの道
のりを各々の立場から語られ、会場は熱気に包まれた。

再生医療実用化の狼煙

世界初への挑戦

製品化に向けた課題

安全性という第一関門
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次世代シーケンサーが登場して、すでに10年近くが経つ。もはや次世代というのも使い古された感があるが、競争の中でそれぞれの

機種のキャラも立ってきた。こうした背景を受けて、リバネスでは2014年11月から次世代シーケンスのサービスをリニューアルし、主

要なシーケンサーのプラットフォームへの対応を果たした。サービスの一端を紹介したい。

研 究 活 性 化 計 画

主要プラットフォームに対応し、
ゲノム解析を加速する

グ、SNP解析、CNV解析、SV解析を行ったものを最
終的に納品物として提供するという流れになっている。

　de novoシーケンスやリシーケンスはもちろんのこと、
エピゲノム解析、メタゲノム解析、トランスクリプトームの
ほか、がんにおける体細胞変異のディープシーケンスに
も対応しており、アプリケーションの幅がグッと広くなっ
たことも大きな特徴だ。エピゲノム解析は、DNAのメチ
ル化解析、ChIP-seqを中心に実施している。メチル化
解析はバイサルファイト法ではなく、メチル化DNA結
合タンパク質により、メチル化DNAを濃縮して解析する
方法をメインに行っている。前述の通り、解析を行う時
は相談しながら実施内容に落とし込んでいくため、要
望がある際には相談することも可能だ。トランスクリプ
トームではmRNAはもちろんのこと、small RNAにも

対応する。さらに、PacBio RS IIでの解析が可能になっ
たことで、アイソフォームが存在している遺伝子のトラン
スクリプトーム解析でメリットを提供できるものと考え
ている。また、ロングリードを活かして、リピート配列の
多い遺伝子の解析もより強力にサポートできるように
なった。

　研究者一人ひとりとコミュニケーションをとりながら、
要望にあわせた解析内容でお応えしていく体制で進め
ているため、「こうした解析は可能だろうか」と思った時
は、ぜひお問合せ下さい。

サービスに関するお問合せ
●株式会社リバネス　研究戦略開発事業部（担当：高橋良子）
［	E-mail	］rs@Lne.st
［	T E L	］03–5227–4198	
［	F A X	］03–5227–4199

http://www.bi-ga.com/ngs/

いる。これに関しては、最初の打合せの段階で必要な
データを予め決めておき、それにあわせて必要なデー
タ解析を行うことになる。ただし、エクソーム解析の場
合には、マッピング、SNP解析といったデータ解析が標
準でセットになっている。詳細はWeb（http://www.bi-
ga.com/ngs/）でぜひ確認してほしい。

　今回のリニューアルにともなって、HiSeq X Tenで
の解析にも対応できるようになった。開発元のイルミナ
社は、HiSeq X Tenについて、集団規模のヒト全ゲノム
シーケンスを念頭にデザインされた最強のシーケンスプ
ラットフォームであること。システムが超ハイスループッ
トシーケンサー10台から構成され、年間で18,000ゲノム
を解読できることを、ホームページで公表している。この
プラットフォームを活用して、より迅速な解析に貢献で
きるものと考えている。いただいたサンプルは、150bp
ペアエンドでの解析を行い、1サンプルあたり90Gbの
データを提供する。得られたデータに対して、マッピン

　 リバネスのNGSサービスがさらに強化される。
HiSeq2000、HiSeq2500、MiSeq、Ion PGM、Ion 
Proton、GS-FLX+、GS-FLX Titanium、PacBio RS 
II。いずれのシーケンサーも11月から対応できる体制
を作り、サービス展開を開始している。これにともなっ
て、de novoシーケンス、リシーケンス、エクソーム解
析など、目的や解析量にあわせて、適切な解析プラット
フォームを選びながらのサービスの提供が可能になっ
た。さらに、HiSeqとPacBio RS IIの両方を駆使できる
ようになったことで、ロングリードとショートリードの結
果をあわせてde novoの全ゲノムシーケンスも実施で
きる。解析目的が人によって異なることから、サービス
は解析内容について打合せから始まり、解析内容を決
定した上で実際にサンプルを送っていただき、解析を行
うという流れになる。
　納品形態はraw dataの納品が標準になっており、必
要なデータにあわせて情報解析をオプションでつけて

ニーズにあわせた
プラットフォームを提供

大規模なヒトゲノム解析を促進

エピゲノム、メタゲノム、トランスクリプトーム、
幅広いアプリケーション

※エクソーム解析の場合はSNP解析、マッピングデータも含まれます

NGSの解析フロー

ヒト・マウス　エクソーム解析 キャンペーン価格 120,000 円（税別）
使用機器 HiSeq2000

解析内容 100bp paired end、Agilent SureSelect V5（UTR なし）、データ解析は mapping と SNP 解析

解析データ量 6Gb/sample

データ量指定解析
キャンペーン価格

お問合せ下さい（解析量による）
データ量により決定。
4Gb/sample の場合は 92,000 円（税別）

使用機器 HiSeq2000

解析内容 100bp paired end、DNA と RNA の library 作製含む

解析データ量 ご相談の上決定

ヒトホールゲノム解析 キャンペーン価格 320,000 円（税別）
使用機器 HiSeq X Ten

解析内容 150bp paired end、データ解析は mapping と SNP,CNV,SV 解析

解析データ量 90Gb（coverage 30X）/sample

リニューアルキャンペーン実施中！　
2015年
2月28日
注文分まで

問合せ 打合せ サンプル調製 サンプル送付 解析 データ納品 追加解析

http://www.bi-ga.com/ngs/

◦解析内容の決定 ◦所定の方法で調製 ◦所定の方法で発送 ◦サンプルQC
◦run

◦Raw dataを納品※
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　ヒストンH2A、H2B、H3には、多様なバリアントが
存在しているが、今回の主役はヒストンH3のバリアント
だ。胡桃坂氏の惹き付けるプレゼンテーションは、精巣
で特異的に発現するヒストンH3Tから始まった。ヌクレ
オソーム再構成は世界中で胡桃坂研が一番うまいと
自ら太鼓判を押す実験系だが、これを用いてヒストン
H3.1とH3Tの塩濃度に対する感受性の評価について
結果が示された。H3.1は高塩濃度でも外れにくいが、
H3Tはヌクレオソームが壊れてしまう。どちらも135aa
のタンパク質で、4残基が異なるだけだが、この違いが
大きな性質の違いをもたらす。ヒストンH3Tの構造解析
結果は、H3.1と比べた時に置換されている3つの残基
がヒストンフォールドドメインに存在していることを示
していた。うちM71とV111を、H3.1と同じV71、A111
に置換することで安定性が向上した。このH3Tのモビ
リティーの高さはFRAP観察でも確認された。フォトブ
リーチしてから15分後には蛍光がほぼ回復していた
H3Tに対して、H3.1はほとんど回復していない。ヌクレ
オソームに安定して残り続けるH3.1と、出入りが頻繁な
H3Tというわずかな残基の置換がもたらす機能の違い
が浮き彫りとなった1)。
　講演では他のヒストンH3バリアントや、今まさに進
んでいる木村氏との共同研究についても触れつつ、
最後にセントロメア特異的なヒストンH3バリアント、
CENP-A について2011年にNatureに掲載された研究
成果2)を中心に話が展開された。この研究で、胡桃坂氏

八量体の構成と修飾のパターンで細胞内に多様な変化をもたらすヒストン。

その翻訳後修飾の経時変化観察と立体構造は、エピジェネティックなダイナミクスを理解するための大きなヒントを与えてくれる。

それぞれの分野を牽引する東京工業大学木村宏氏、早稲田大学胡桃坂仁志氏に講演いただいた11月4日開催のセミナーでの話は、

ヒストンをめぐる細胞内の謎解きのおもしろさを改めて実感させてくれた。

研 究 活 性 化 計 画

ヒストンをめぐる
謎解きのおもしろさ

鎖抗体として可変領域を蛍光タンパク質との融合タン
パク質として細胞内で発現させる作戦だ。当時の課題
と、どのように発現ベクターを設計したのかという経験
談を聞けるのは、開発者本人が話すセミナーならではの
楽しさだ。
　こうした背景をふまえた上で紹介されたのが、
FabLEMを利用してヒストンH3K27のアセチル化と
RNAポリメラーゼII（以下、RNAPII）の活性化のプロ
セスを細胞レベルで解析した2014年9月のNatureでの
成果だ3)。RNAPIIのサブユニットRpb1のC末端には
YSPTSPSのリピート配列があり、このうちの2番目と5
番目のセリンのリン酸化が転写開始、伸長のフェーズに
よって変化する。5番目は転写開始時に、2番目は伸長
時に強くリン酸化される。そこで、アセチル化H3K27、リ
ン酸化S5、リン酸化S2の抗体を作り、転写を活性化さ
せた時の変化をFabLEMで観察した。結果を表した蛍
光強度のカーブは、S5のリン酸化、S2のリン酸化と反
応が進んでいることを示しており、また、転写反応速度
はアセチル化H3K27の存在量に依存していた。さらに
分解能を高めることでより詳細な観察ができるようにな
ると、これからの展望をもって木村氏は話を締めくくっ
た。

　このセミナーの中では、シグマアルドリッチ社からも
エピジェネティクス解析のための新しい手法が紹介さ
れた。同社では、定量的な質量分析を実現するための
安定同位体標識合成ペプチドであるAQUAペプチド
と、ターゲット分子どうしが近接するかどうかを高感度
で検出するためのツールDuolinkを扱っている。前者は
リン酸化をはじめとするヒストン修飾を定量的にとらえ
るために、後者は細胞内で修飾されているヒストンを高
感度で検出することに活用できる。
　実に多様なヒストンまわりの解析手法に触れること
のできた今回のセミナー参加者から、新たな発見がも
たらされることに期待したい。

らはCENP-Aを取り込ませたヌクレオソームとDNAの
共結晶構造を明らかにしている。両者の比較から、通
常のヒストン八量体のまわりに巻き付いているDNAの
長さが147塩基程度であるのに対し、CENP-A八量体
の場合は121塩基しか安定して結合していないという、
CENP-Aヌクレオソームの特徴が明らかとなった。その
他CENP-Aに関して進行中の研究内容にもふれ、構造
生物学と生化学の組合せが威力を発揮することを再認
識したところで、話は締めくくられた。

　ChIP-seqが普及したことで、ゲノム全体でヒストン修
飾の位置が容易にとらえられるようになった。その一
方で、発生、分化、細胞老化、環境変化、ストレスのよう
なダイナミックな変化の中でのヒストン修飾の動態を
とらえることは、未だ十分にできているとは言いがた
い。この課題に対して、木村氏はひとつの強力な手段を
持っている。FabLEM（Fab-based live endogenous 
modification labeling）と名付けられたこの方法では、
ヒストン修飾特異的な抗体を利用して、狙ったヒストン
修飾を蛍光ラベリングできる。
　もともとは抗体の抗原結合断片（Fab）を切り出してそ
こに蛍光分子をコンジュゲートしたものを、ヒストン修
飾特異的なプローブとして利用していた。この場合、一
回サンプルに投与した後は、徐々にプローブの濃度が薄
くなっていってしまうという課題があった。そこで、濃度
の低下をクリアするために木村氏らが考えたのが、一本

増え続ける解析ツールで視野が広がる

ヒストンバリアント、巧みな使い分け

時間のスケールの中で
エピジェネティックな変化を追跡

今回は、各演者からヒストンに関係する様々な研究手法とともに研究成果が紹介された。

1. Tachiwana H, Kagawa W, Osakabe A, Kawaguchi K, Shiga T, Hayashi-
Takanaka Y,Kimura H, Kurumizaka H. Structural basis of instability of the 
nucleosome containing a testis-specific histone variant, human H3T. Proc.
Natl.Acad.Sci.USA. 107(23):10454-9. 2010

2. Tachiwana H, Kagawa W, Shiga T, Osakabe A, Miya Y, Saito K, Hayashi-
Takanaka Y,Oda T, Sato M, Park S, Hiroshi Kimura, Kurumizaka H. 
Crystal structure of the human centromeric nucleosome containing 
CENP-A. Nature, 476(7359):232-5. 2011.

3. Stasevich TJ, Hayashi-Takanaka Y, Sato Y, Maehara K, Ohkawa Y, Sakata-
Sogawa K, Tokunaga M, Nagase T, Nozaki N, McNally JG, Kimura H. 
Regulation of RNA polymerase II activation by histone acetylation in single 
living cells. Nature. 2014 Sep 21. doi: 10.1038/nature13714.
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ウ ェ ブ 検 索 で は わ か ら な い

株式会社リバネス入社までの道のり
株式会社リバネスでは、来年度私たちの仲間になってくれる方を募集いたします。
専門分野の知識や研究経験を武器に、未来の社会を自らの手で創っていきたい、
そんな想いを持ったあなたのご応募をお待ちしています。

リバネスキャリアイベント
第7回 Visionary Café

日　時 2015年1月25日（日）11時30分～14時
場　所 株式会社リバネス知識創業研究センター　
 （東京都新宿区下宮比町１－４　飯田橋御幸ビル4階）
 梅酒ダイニング明星（東京都新宿区揚場町2－27）

参加費 1,000円（ランチ代）

定　員 18名

リバネスの役員とランチをしながら、日本をそして世界を変え
るアイデアについて話してみませんか？

個性豊かな役員に自分の意見、ビジネスアイデアをぶつけ
てみましょう。

http://lne.st/visionary-cafe/申し込み

リバネスの人材募集の特徴

日本の産学連携を盛り上げ、研究成果の実用化・事業化を促進したい人、募集！

執行役員CRO
坂本 真一郎（さかもと しんいちろう）

［担当者より］

従来の仕事のほとんどが無くなると言われる将来、今ま
さに私たちが行うべき仕事は「事を仕掛ける」ことでしょ
う。科学技術が予感させる新しい未来への可能性に
敏感に反応し、パートナーを社内外に集めながら、新し
くユニークな事業開発に携わりたい方、ぜひご連絡くだ
さい。

“なにをやっているのか”
我々は、大学や企業で日々生まれる技術や研究成果を、
実用化したり事業化するサポートをしています。

“どうやってやっているのか”
我々は研究者出身ですから、研究成果がラボを飛び出し、世の中を豊かにするというのは
夢でもあります。しかし、大学の研究者が起業支援者や投資家を見つけたり、逆に産業界
がビジネスにインパクトをもたらすような研究をしている研究者を見つけることも難しいです。
私たちは「熱」をもった研究者と産業界を引きつけることで、それらを結びつけるプラット
フォームとなりたいと思っています。

❼
リ
バ
ネ
ス
が
入
社
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者
判
断
す
る

入
社
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望
者
が
リ
バ
ネ
ス
を
判
断
す
る

最後の関門

❻ 代表による
最終面談

❺ 希望社員による
２～5次面談

❹ 社員による
１次面談

❸ 代表を知る

❷リバネスを
体験する

❶リバネスを
知る

全社プレゼン

No! 再挑戦

YES!

リバネスでホントに大丈夫？
楽しい？　やっていける？

こんな代表で大丈夫？
どんなことやりたい？

逆オファー!
会ってみたい!

内定

インターンシップ

代表面談

社員面談

教育開発　人材開発　地域開発
研究戦略開発　情報戦略開発　国際開発

メンター決定

代表面談
内々定

全社会議報告

Visionary
cafè

Career
Discovery

イベント
実験教室見学

リバネス発行
雑誌・書籍

•就職サイトには載っていません。
リバネスと出会う機会は多種多様。大学の講演で、キャリアイ

ベントで、インターンシップで、そしてもちろん『BioGARAGE』

などリバネスが発行する雑誌で。あなたとの運命の出会いを

待っています。

•いつでもアクセスOKです。
「就職活動」という言葉で括られた、期間限定の自分探しでは

本当にやりたいことは見つからない、と考えています。

だからリバネスの採用面談はいつの時期でも受けられます。

気軽に連絡をしてください。

•何度でもチャレンジできます。
採用面談は何回でも受けられます。役員や社員と何度も話し

合う過程を通じて自分の実現したいことが明確になっていき

ます。あきらめたら試合終了。粘り強い科学への想いがある

人がリバネスに参加します。

採用ページはこちら
http://lne.st/recruit/

バイオ・ヘルスケア分野の
ビジネスプランコンテスト

2015年1月25日（日）14:00～　＠三井第二別館（日本橋）

第1回 バイオサイエンスグランプリ

■スケジュール

主催：株式会社リバネス

9/1（月） 11/20（木） 11/26（水） 1/25（日）

エントリー 書類締切 書類選考 最終選考会

バイオサイエンス
グランプリとは？

バイオ・ヘルスケア分野で研究成果の製品化、事業化を進め、この分野を盛り上げていく人材・

チームを発掘し、育成することを目的として開催する、ビジネスプランコンテストです。書類審査を

経て最終選考会に出場したチームは、メンターとともに製品化、事業化に向けたチャレンジを開始

することができます。

バイオサイエンス
グランプリの特徴

●バイオ・ヘルスケア分野限定

●レンタルラボの提供（P1レベルの実験が可能な実験設備のレンタルが可能）

●事業会社との連携の可能性

エントリー内容（一部抜粋） 最終選考会には10チームが出場

最終選考会開催！！

申込 http://techplanter.com/bioscience_gp

最優秀賞 賞金 30万円 企業賞 賞金 20万円

■スポンサー企業

2015年

2014年11月17日現在

●ナノインプリント光デバイスを用いたヘルスケアデバイスの開発　●純国産実用志向型電動義手の実用化　●ドーピング簡易

検査キットの開発　●腸内フローラに基づくヘルスケアサービス　●中国食用油安全問題を対処するための一般家庭向け検出

キットの開発　●非侵襲涙糖値測定器の開発および製造　●簡易薬剤代謝検査キットの開発と実践　●ドラッグリポジショニ

ングによる既存薬の副作用回避　●新栄養学による食事の提供サービス（アンチエイジング）　など

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社 株式会社東京大学エッジキャピタル みやこキャピタル株式会社 株式会社ユーグレナ



『incu・be』は研究応援プロジェクトの一環で制作しています。

「研究応援プロジェクト」は産業界と大学が連携し、未来を担う研究者を支
援する活動です。研究活動の活性化、そして研究キャリアを主体的に選択で
きる若手研究者の育成を通して科学技術の発展に寄与することを目的として
います。

IDACセラノスティクス株式会社 株式会社アイワークス 株式会社ACTOW AZAPA株式会社 アズワン株式会社 アトー株式会社

株式会社アトラク アフィメトリクス・ジャパン株式会社 アルテア技研株式会社 株式会社医学生物学研究所 株式会社池田理化 株式会社インシュアランス・トータル・サービス

ウシオ電機株式会社 株式会社ENERGIZE エルガ・ラボウォーター 株式会社エンバイオ・ホールディングス オムロン株式会社 株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズ

カクタス・コミュニケーションズ株式会社 神畑養魚株式会社 株式会社カヤック 肝付町 KIYO DESIGN株式会社 株式会社キョーリン

クラシコ株式会社 株式会社クレイ沖縄 クレヨンズ 株式会社グローカリンク 株式会社クロスアビリティ 株式会社グローバックス

ケンコーマヨネーズ株式会社 株式会社クラレ サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社 サイエンス・グラフィックス株式会社 株式会社サイバーエージェント 株式会社細胞工学研究所

CSTジャパン株式会社 株式会社ジェイアイエヌ シグマ アルドリッチ ジャパン 株式会社シグレイ JITSUBO株式会社 白鳥製薬株式会社

新日本電工株式会社 セカンドインタラクション株式会社 ゼネラルヘルスケア株式会社 ゼビオプラスト株式会社 SolGent Co., Ltd. 株式会社竹中工務店

株式会社知能情報システム チームラボ株式会社 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン テムリック株式会社 テラベース株式会社 テンプスタッフ株式会社研究開発事業本部

東京バイオテクロノジー専門学校 東レ株式会社 株式会社常磐植物化学研究所 株式会社トミー精工 トミーデジタルバイオロジー株式会社 トムソン・ロイター

株式会社ナノエッグ ナブテスコ株式会社 日軽パネルシステム株式会社 株式会社ニッピ 日本製粉株式会社 日本たばこ産業株式会社

株式会社日本ディスプレイセンター 日本ポール株式会社 日本ユニシス株式会社 株式会社ニチレイ 株式会社ニュートンプレス 株式会社ねこまど

株式会社バイオインパクト バイオインフォビジョン株式会社 バイオコゥマー株式会社 ハクト 株式会社はなまる ハバタク株式会社

株式会社浜野製作所 ビヨンド・パースペクティブ・ソリューションズ株式会社 株式会社フィアラックス 株式会社フォトロン 富士ゼロックス株式会社 Proteomics International Pty Ltd.

プロメガ株式会社 べニックス株式会社 株式会社ベネッセコーポレーション 株式会社マイクロテック・ニチオン メルク株式会社 株式会社安川電機

UHA味覚糖株式会社 株式会社ユーグレナ 株式会社ヨネ・プロダクション ライフイズテック株式会社 株式会社LITALICO 株式会社リブセンス

レボックス株式会社 ロート製薬株式会社 ローム株式会社 和光純薬工業株式会社

応援企業100社（50音順）

※応援企業100社は自治体・NPO法人等を含みます。

運営 ：株式会社リバネス
研究応援企業を募集しています。
http://rceer.com/26  * 23

実験計画を見直して、研究をスピードアップします！

順次ラインナップ追加。まずは下記サイトよりお気軽にお問合せ下さい。

こんなお悩み
   ありませんか？

装置を持っていないので外注したい

自ラボで実施例がない実験計画はあるが人手が足りない

提供するサービス

•生命科学系（NGS、プロテオーム、プラスミド構築、ウェスタンブロット、抗体作製、etc.）

•化学系（NMRスペクトル解析、IRスペクトル解析、元素分析、原子吸光分析、etc.）

•アグリ系（食品機能性評価、ヒト試験、藻類の同定、etc.）

•エンジニアリング系（装置・部品の試作、etc.）

研究のわかる専門スタッフが

希望の実験内容をうかがい、

最適なサービスの

ご提案をいたします

☎03-5227-4198 http://kenmado.com/

『 』は研究応援プロジェクトの一環で制作しています。



募集要項発表!!
意 志 の あ る 一 歩 が 未 来 を 拓 く 研 究 応 援 プ ロ ジ ェ ク ト

第22・23・24 回  リバネス研究費
http://rceer.com/grant/

リバネス研究費の
登録および採択者情報

リバネス研究費とは、研究応援プロジェクトの一環として行われる、

「科学技術の発展と地球貢献の実現」に資する若手研究者に対し、自らの研究に対する

熱い思いを実現し、独創性を持った研究を遂行するための助成を行う研究助成制度です。

この度、リバネス研究費はより多くの研究者にご利用いただくため、

3ヶ月に一度の募集要項発表から毎月発表になりました。

対象分野 	

培養細胞の形状または物性を高速で評価するための
手法開発に関する研究

採択件数 　１名

助成内容 　研究費上限50万円

応募締切 　2015年2月28日（土）24時まで　

対象分野 	

世界で初めての交換型マイクロ流路チップ型セルソー
ター”On-chip Sort”を活用する研究テーマ
採択件数 　1〜２名

助成内容 　研究費上限50万円、およびOn-chip	Sortの無償貸与
	 （貸出期間については要相談です）

応募締切 　2015年3月31日（火）24時まで

対象分野 	

豆乳の機能性成分やその機能性が生体へ
与える効果に関する研究
採択件数 　1名

助成内容 　研究費上限30万円

応募締切 　2014年12月31日（水）24時まで

担当者より

一言
第22回 ◉ ソイミルク賞

豆乳は栄養価が高く、近年ではイソフラボン
をはじめとする機能性成分について注目が集
まっています。本ソイミルク賞では、豆乳の

さらなる価値創造にむけて新たな機能性成分や機能性成分
が生体に与える効果に関する研究を求めています。
※研究費申請時に、ご自身の研究成果が豆乳飲料へどのよ
うに活かすことができるかについて自由に記述していただ
きます（A4 1 枚以内）

再生医療に関わる法律が2014年11月25日に施
行され、これからこの分野が発展していく上で、
細胞の品質を非侵襲で検査するための標準手法

の確立は欠かせません。観察技術、画像処理解析技術など、
非侵襲で細胞の品質を観察するための研究の発展に寄与する
ことが、多くの検査・評価装置を手掛けてきた弊社にも求めら
れていると考えています。半導体検査・光学フイルム検査にお
いて高い評価をいただいてきた弊社の高速センシング技術、画
像処理技術を活用していただきながら、再生医療の可能性を
一緒に広げていける方からの申請をお待ちしております。

On-chip Sort の以下の特長を生かした研究
テーマをご提案ください。
①　細胞に与えるダメージがない（空気圧制

御での分離により、神経細胞・上皮系細胞・幹細胞等の
ダメージレスのソートに成功）。

②　シース液やサンプル液の幅広い選択が可能（海水や培
養液を用いることが可能なので海藻類のソートも可能）。

③　交換型マイクロチップでサンプル間のコンタミがない。
④　安全キャビネット内に設置ができ、エアロゾルの発生

がない。
⑤　光軸・液滴の調整は不要。
⑥　液滴のソーティングなど新しい研究領域に適応。
⑦　試料の全量測定が可能で、微量試料（10ul ～）にも対応。

［URL］http://www.on-chip.co.jp/

担当者より

一言

担当者より

一言

第23回 ◉ レボックス賞

第24回 ◉ オンチップ・バイオテクノロジーズ賞

対象分野 	

JINS MEMEを活用した研究テーマ
研究分野、活用方法は問いません。社会科学系のテーマも対象とします。
審査時には学術的な側面だけでなく将来的な社会への貢献可能性などをも重視し
ます。

採択件数 　4名

助成内容 　JINS	MEME	ACADEMIC	AWARD	本賞	（1名）：	研究費
50万円	＋	JINS	MEME	ACADEMIC	PACKの提供

奨励賞（3名）：	JINS	MEME	ACADEMIC	PACKの提供

応募締切 　2015年2月28日（土）24時まで

対象分野 	

自然科学全般の応用研究および、
応用を視野に入れた基礎研究
採択件数 　1名

助成内容 　研究費上限50万円

応募締切 　2015年3月15日（日）24時まで

担当者より

一言

第24回 ◉ JINS MEME ACADEMIC AWARD

第24回 ◉ テンプR&D賞

JINS MEME は、「自分を見る」をコンセプ
トに開発されたメガネ型のウェアラブルデバ
イスです。産学共同研究を通じて開発され

た、三点式眼電位センサーにより視線移動や瞬きをリアル
タイムでセンシングすることが可能であり、六軸センサー
を通じた、頭部の微細な動きや体軸の変化などのデータも
取得することもできます。「眼は口ほどに物をいう」とい
う諺に代表されるように、五感の 9 割を占める私たちの

「眼」は、まさに「Deep Data」と呼ぶにふさわしい深
く・豊富な情報を秘めています。JINS MEME から取得
できる Deep Data の可能性に対し、すでに様々な研究プ
ロジェクトがスタートしています。今回の JINS MEME 
ACADEMIC AWARD を通じて、その可能性をさらに広
げる研究プロジェクトが生まれたらと期待しています。

テンプスタッフ株式会社 研究開発事業本部
（呼称：テンプ R&D）は、企業や大学、研究
機関の研究支援および、研究経験を活かして

新たな活躍の場を探そうとする方々を応援しています。 
本テンプ R&D 賞では、実用化を目指した研究（応用研究）
及び、社会への還元を目標に取り組まれている研究（基礎
研究）を募集致します。自然科学であれば分野は問いませ
ん。若手研究者の皆様が、リーダーシップを持って進めて
いきたいとお考えのテーマをお待ちしております。

［URL］http://www.tempstaff.co.jp/kmenu52/

担当者より

一言

対象分野 	

θZモータを活用した全ての研究
採択件数 　1名

助成内容 　研究費上限50万円、θZモータの無償貸与（時期、期
間は応相談）

応募締切 　2015年1月31日（土）24時まで　

安川電機は機械装置（メカニズム、Mechanis 
m）と電機品（エレクトロニクス、electronics）
を融合し、より高いパフォーマンスを実現す

ることをコンセプトに「メカトロニクス（Mechatronics）」
という概念を世界に先駆け提唱し、産業用ロボットや各種
機械装に実装することで社会の発展に貢献しております。
今回は、１つのモータで直動と回転ができるθZモータを
活用した研究アイデアを募集します。機械、制御などの従
来の工学分野のみならず、バイオ、アグリなど多様な分野
からの申請をお待ちしております。

担当者より

一言
第24回 ◉ 安川電機メカトロ賞

28 29 * 23 * 23 



リバネス研究費

30 31 * 23 * 23 

ライフデザイン
研究者たちの

研究者にとって研究費の獲得は避けて通れない道だ。
科研費等競争的資金や企業との共同研究費が代表的な研究予算であり、どんな研究予算であっても獲得は容易ではない。
科研費全体では、27万人の登録研究者のうち採択されたのはその1割と報告されている（2013年度）。なかなかの狭き門である。
それではリバネス研究費の申請者、採択者から読み解く、グラント申請のポイントを見てみよう。

研究者の「研究以外の部分」の生き方や考えるべきことを紹介

研究者の積極性が未来を変える3

　御存知の通り、リバネス研究費は民間発の研究費だ。企業の資金を獲得する機会を提供しており、競争的資金と企業との共同研究費
の両方の性質を持っていると言える。その審査には学術的な進歩性の観点だけではなく、それぞれのスポンサーが独自のクライテリアを
持っている。企業がお金を出すからには、そこには目的があるのだ。その目的は実に多様ではあるが、ひとつだけ共通している事がある。
それは、新しいアイデアと積極性を持つ、熱い研究者との出会いを求めているということである。学生にもどんどんチャレンジをして申請
のコツを掴んで頂きたい。リバネス研究費は若手研究者の登竜門として、今後も継続していく。

第4回リバネス研究費東レ賞採択者
古澤之裕さん（当時富山大学大学院博士課程3年）

他に聞きたいテーマがある方は、編集部までご連絡ください。
BioGARAGE編集部▶ rs@Lne.st次回のテーマは「企業の研究者」です。

［テーマ］研究ポジションの話

申請者の内訳1 採択者の内訳2

図1に示したのはリバネス研究費申請者のポジションの内訳である。
　◦ 40歳以下の研究者を対象としていること
　◦ 一口50万円（一部例外あり）の研究費を提供していること
　恐らく上記理由のため、教授、准教授、講師の申請者は少ない。また、
助教21%、ポスドク22%、博士課程学生26%、修士課程学生12%と、
実際に研究現場で手を動かしている若手研究者からの申請が集まっ
ている。
　実際に実験をして生のデータを眺めている若手研究者だからこそ
出せる「地下実験」のアイデアに研究予算を付けたいと考えて始めた
本事業の狙い通りの組成になっている。

　では実際に採択されている研究者を見てみよう。図2に示
したのが採択者のポジションの内訳である。助教とポスドク
がそれぞれ30%を占めており、博士課程学生が18%、修士課
程学生は7%に留まった。申請者数の少ない准教授や講師に
ついては、採択率が高い。やはりグラントの申請においては経
験者に分があるということが示唆された。しかしながら、博士・
修士両課程の学生を足せば採択者全体の25%である。リバ
ネス研究費採択者の4人に1人は学生なのである。

図２  採択者のポジション
教授　1%

准教授　6%
講師　7%

助教 30%

研究員（ポスドク含む） 30%

博士3年以上 10%

博士2年 4%
博士1年 4%

修士1年（博士前期含む） 4%

修士2年（博士前期含む）3%

その他 1%図１  修士課程学生から助教までの申請で8割を超える

教授　1%
准教授　6%

講師　4%

助教 21%

研究員（ポスドク含む） 22%博士3年以上 10%

博士2年 7%

博士1年 9%

修士1年（博士前期含む）7%

修士2年（博士前期含む） 5%

その他 8%

採 択 者 		坂口 哲也（さかぐち	てつや）	氏／東京大学大学院	薬学系研究科	博士課程1年
研究テーマ 		共感の表出を担う神経基盤の解明

脳科学推進賞第19回

［奨励賞］

採 択 者 		加治屋 勝子（かじや	かつこ）	氏
	 鹿児島大学	農学部	講師

研究テーマ 		植物由来香気成分による自律神経調節メカニズムの研究

日本ユニシス賞第20回

採 択 者 		吉見 昭秀（よしみ	あきひで）	氏
	 東京大学血液・腫瘍内科	特任助教

研究テーマ 		Monte Carlo Simulationによる
  白血病幹細胞の動態理解と白血病幹細胞特異的治療法の開発

採 択 者 		田島 陽子（たじま	ようこ）	氏／東京大学大学院　医学系研究科	博士課程3年
研究テーマ 		造血幹細胞の運命決定機構の解析とその可視化

池田理化賞第19回

［奨励賞］

採 択 者 		田中 信行（たなか	のぶゆき）	氏
	 大阪大学	大学院基礎工学研究科	助教

研究テーマ 		表面張力顕微鏡の創成と幹細胞マーカー解析への応用

採 択 者 		小池 博之（こいけ	ひろゆき）	氏
	 Stanford	University	　Postdoctoral	Scholar

研究テーマ 		多種細胞間相互作用によるヒト iPS 細胞由来肝臓原基の高機能化

採 択 者 		関谷 佐智子（せきや	さちこ）	氏
	 東京女子医科大学　先端生命医科学研究所	助教

研究テーマ 		組織工学による機能的腎ユニット再構築法の確立

採 択 者 		吉見 昭秀（よしみ	あきひで）	氏
	 東京大学血液・腫瘍内科	特任助教

研究テーマ 		iPS細胞を用いた顆粒球輸血療法の確立に向けた科学的基盤形成

採択
者

発 表
!



リニュ
ーアル
！

リバネスでは次世代シーケンスのラインナップの見直しをはかり、
サービスをリニューアルいたしました！

HiSeq 2000 HiSeq 2500 MiSeq HiSeq X Ten

PacBio RS II GS-FLX+ Ion PGM Ion Proton

株式会社リバネス　研究戦略開発事業部 担当：高橋良子

オーダー情報、解析情報詳細03-5227-4198  http://www.bi-ga.com/ngs/　

E-mail : rs@Lne.st

みなさまの求めるプラットフォームをそろえてお待ちしております。

その他の解析に関しては、お気軽にお問合せ下さい。

ヒト・マウス　エクソーム解析 120,000円（税別）

［解析内容］ HiSeq2000、100bp paired end、Agilent SureSelect V5（UTRなし）、
  データ解析はmappingとSNP解析。

［データ量］6Gb/sample

データ量指定解析 キャンペーン価格
［解析内容］ HiSeq2000、100bp paired end、
  （DNAとRNAのlibrary作製含む）

［データ量］ 4Gb/sampleの場合は92,000円（税別）

ヒトホールゲノム解析 320,000円（税別）

［解析内容］ HiSeq X、150bp paired end、
  データ解析はmappingとSNP,CNV,SV解析です。

［データ量］ 90Gb（coverage 30X）/sample

キャンペーン価格

お問合せ下さい

キャンペーン価格

（データ量ごとに料金を設定しております）
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