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1. は じ め に

国際ヒトゲノム配列コンソーシアムによるヒトゲノム

計画を契機として多くの遺伝情報が解明されつつある。

これら膨大なデジタル化された生物情報を基に，遺伝子

計測技術を応用した新しい世代の医療が始まろうとして

いる。病院や診療所などでの「個の医療」の実現，さらに

は予防医療なども期待されている。

一方，変化し続ける生活・環境・産業などの分野では，

食の安全，緑や水の保全など，健康な生活や環境衛生への

期待も生まれてきている。

いつの時代でも，生活環境のブレークスルーは技術革

新によりもたらされてきた。近い将来医療革命を起こす

といわれる医療の分野からの現状，そして現在進んでい

る生物情報の産業応用への活用を示し，そこで求められ

る遺伝子計測システムの技術的課題，そしてマイクロ・テ

クノロジーとフォトニクス・テクノロジーを活用した横

河電機の取り組みを紹介する。

2. 遺伝子計測技術の応用と展開

遺伝子計測技術の応用が期待される分野は，大きく分

けて医療応用分野と産業応用分野に分類できる。横河電

機の遺伝子計測システムとして狙う応用分野を図1に示

す。
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図 1　各分野における遺伝子計測システムの応用

2.1 医療応用分野　・・・　「個の医療，予防保全」

医療行為は計測から始まる。医療のスタートは診断で

あるが，診断を行うためには体温，血圧から始まり，生化
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学検査，各種画像検査に至るまで，まずは生体の計測から

始まる。これらをなるべく正確に診断に反映させるべく，

学会がガイドラインを設け診断の標準化を進めている。

このアプローチは，一般的・普遍的解を与える診断方法で

ある。

一方，ヒトゲノム計画によりヒトの全遺伝子が解読さ

れて以降，遺伝子の機能解明が進められ，病気の原因も遺

伝子の分子レベルでの機序解明により明らかになりつつ

ある。遺伝子機能の解明は個人レベルでの遺伝子の違い

を明確にすることとなり「個の医療」という新しい医療を

生み出した。これは，個人の遺伝子型や遺伝子の発現状況

を調べることにより，個人の体質に合った薬剤選択や治

療選択あるいは副作用の少ない治療を実現する医療の取

り組みである。

この「個の医療」 実現のためには，個人の遺伝子解析が

重要なポイントとなる。遺伝子解析を利用した「個の医

療」の実用化は，既に米国では台頭し始めており，治療薬

の効果や副作用を予測するDNA（Deoxyribo Nucleic

Acid）チップが米国食品医薬品局（FDA：Food and Drug

Administration）の認可を受け，医療分野で使用され始め

ている。さらに将来的には発症そのものを防ぐ，あるいは

発症していても顕在化する前に発見して治療する予防医

療のニーズから，状態モニタリングシステムなどの開発

も期待されている。

2.2 産業応用分野　・・・　「食の安全，緑や水の保全」

図1に示すように，産業界における生物の遺伝子情報の

利用は製造物中に混入する微生物の同定やその数量管理

など，単に生産ラインの衛生検査や食品の安全性検査に

留まらず，安心・安全の確保や環境リスクの評価の分野に

及んでいる。

食品，農林水産分野では，食物の安定増産効果を期待し

て，遺伝子組み換え技術を用いた病害虫抵抗性作物の作

出などが進んでいる（1）。それらの改良品種の判別や安全性

評価技術として，安定的な遺伝子計測技術が望まれてい

る。また，重金属などの有害物質を生物に取り込み環境浄

化を目指す際にも，遺伝子組み換え植物や微生物利用の

可能性が高まっている。さらに，これまで病害虫の駆除や

雑草の除去には化学農薬が多く使用されてきたが，化学

物質の環境負荷の低減を目的に，微生物農薬の開発も進

められている。環境調和型農業を支える新技術である微

生物農薬などの使用に関しても，使用環境での量的質的

管理，その効果の把握，他の生物環境への影響評価など，

安全で確実，そして現場の使用者が簡単に操作できる遺

伝子計測システムの構築にかかる期待は高い。

図2には，遺伝子を計測し，生産を制御し，品質情報と

することを必要とする検査や技術を例示した。医療分野

とともにいずれの産業においても，地球に暮らす人類に

とって，安心・安全を担保する重要な用件である。
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図2　産業分野での遺伝子計測の利用

3. 遺伝子計測システム開発への取り組み

当社では，図1に示したアプリケーションに適用可能な

遺伝子計測システムに求められるニーズを調査し，遺伝

子計測システムの試作と，さらなる改善を進めている。

3.1 遺伝子計測システムに求められるニーズと課題

遺伝子計測システムに求められる具体的なニーズは，

用途により重要度は異なるものの，大きく分けて以下の5

つが挙げられる。

1） 正確性：必須であるがまだ標準化されておらず，今後

の推移を見守る必要がある。

2） 安全性：医療分野では感染症の問題から使用済み医療

用器具の焼却処分の流れが定着している。

3） 迅速性：医療分野では，診断結果が1時間以内に出れ

ば，術中診断やポイントオブケア（ベッドサイド検査）

が一気に加速すると言われており，現行の診断手順が

一挙に変わる可能性がある。産業分野では測定時間が

早くなればそれだけタクトタイムの短縮が可能となる。

4） 簡便性：現在の手作業による遺伝子解析は熟練を要し

煩雑で，誰が扱っても簡単に同じ結果が得られるとい

うニーズは高い。

5） 廉価性：医療分野では，医療費抑制から価格抑制圧力

が働いており，特に感染症同定診断では廉価性が重要

となる。産業分野の微生物や種の同定の繰返し測定に

おいては廉価性が必須条件となる。

3.2 遺伝子計測システムの基本概念とその試作

遺伝子計測を，医療分野の臨床現場や検査・研究の現場

で実現するための「遺伝子計測システム」を試作した。

3.2.1 遺伝子計測システムの基本概念

この「遺伝子計測システム」の基本概念を図3に示す。

このシステムでは，患者からの血液・検体や菌，といった

サンプルを測定対象とする。サンプルは，最初に専用の集

積型カートリッジに導入される。このカートリッジ内で，

細胞等は溶解され，DNA等の遺伝子が抽出される。遺伝
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子は専用のバイオチップ読取装置を使用し，DNAチップ

上の蛍光計測を行うことよって検出，解析される。解析結

果は，医師等へフィードバックすることで，診断や治療に

用いる。

この「遺伝子計測システム」により，従来習熟した作業

者と専用ラボが必要だった遺伝子解析作業が，現場で安

全かつ確実に行うことが可能となる。必要に応じてネッ

トワークにアクセスし，最新の医療・遺伝子情報，電子カ

ルテ等とリンクさせることも可能である。
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図 3　遺伝子計測システムの基本概念

3.2.2 遺伝子計測システムの構成

試作した「遺伝子計測システム」は，従来手作業で行わ

れていた遺伝子診断の前処理から検出までの工程を全自

動で行う「集積型カートリッジ」と遺伝子データを読み取

る「バイオチップ読取装置」で構成されている。

3.2.3 集積型カートリッジ　・・・　安全・確実な測定

図4に，カートリッジ内部の流体処理・反応技術を用い

て検体の前処理からDNAチップ上でのDNAの結合まで

のすべてを行う集積型カートリッジでの処理を示す。
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図 4　集積型カートリッジによる処理

DNAチップ（マイクロアレイ）の基板上には，多数種類

の既知のDNA（プローブDNA）が貼り付けてある。検体

サンプルからはDNAを抽出し，蛍光ラベルを付加してお

く。これをDNAチップに混合すると，検体遺伝子（サン

プル液中のDNA）は，チップ上の対応する核酸配列の

DNAと結合し，2本鎖になる。この2本鎖核酸の形成は，

ハイブリダイゼーション（Hybridization）と呼ばれる。こ

のハイブリダイゼーションにより，基板上の特定の場所

が蛍光で光ることになる。これをバイオチップ読取装置

で読みとることによってサンプル内の遺伝子を特定でき

る。

図5に，集積型カートリッジの特徴を示す。あらかじめ

試薬が封入され，また廃液を出さない集積型の構造とす

ることで，外界とカートリッジ内部の処理系との隔離を

実現している。これによって危険な菌やウイルスのカー

トリッジ外への漏出と，ノイズとなる外部の生体分子の

カートリッジ内部への混入が防止できる。また，作業者の

スキルの影響を受けない安定した反応を実現できる。さ

らに測定終了後は，検体や廃液を含む集積型カートリッ

ジ全体を焼却・廃棄可能である。これらによって医療の現

場に普及させるために必要な，安全，確実で簡単な測定が

可能となる。
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図 5　集積型カートリッジの特徴

3.2.4 バイオチップ読取装置　

・・・　高感度・広いダイナミックレンジ

図6にバイオチップ読取装置を示す。本装置は，DNA

チップ上の蛍光をレーザで読みとり，遺伝子を特定する。

その際，一度に複数のレーザ光をDNAチップのプローブ

に当てて同時に読み取るマルチビーム方式を採用したこ

とで，DNAチップを動かさずに計測できる。この結果，

読取装置の振動発生を抑え，医療現場で要求される測定

の安定性を確保できた。

マルチビーム 

DNAチップ 

図 6　バイオチップ読取装置

共焦点スキャナで培った高感度蛍光検出技術を応用す

ることで背景光を低減した。さらに光源と受光系の光学

系・画像処理に改良を加え，高感度かつ16ビットを越え

る広ダイナミックレンジを実現した。

本装置の性能は，研究用途のみならず医療分野や産業
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応用分野で活用可能なものである。

3.3「結核菌・抗酸菌・結核治療薬耐性菌等向け

全自動臨床用遺伝子診断システム」への応用

この研究開発は，独立行政法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO：New Energy and Industrial Tech-

nology Development Organization）技術開発事業（平成14

年～17年）「バイオIT融合機器開発プロジェクト／結核

菌・抗酸菌・結核治療薬耐性菌等向け全自動臨床用遺伝子

診断システムの実用化開発」として実施した。

研究開発は，東京農工大学，国立遺伝学研究所及びバイ

オベンチャーである株式会社プロップジーンとの産官学

連携で行った。当社は臨床用遺伝子診断システムプラッ

トフォーム開発として，全自動集積型カートリッジと読

取・解析装置の開発を担当した。2006年 3月のプロジェ

クト終了時における成果物を図7に示す。
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図7　プロジェクトでの成果物

本プロジェクトは，大腸菌や抗酸菌の生きた菌（108個）

をサンプルとして，抽出から検出までを4時間で達成する

ものであった。図8にその測定結果を示す。図の左側は大

腸菌，右側は抗酸菌の場合の結果であり，いずれも検出に

成功している。このように，生きた菌からDNA抽出し，

DNAチップで検出する集積型カートリッジによるシステ

ムの動作は世界初の成果であった。
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図 8　プロジェクトにおける測定結果

3.4 継続的な改善

NEDOプロジェクト完了後も，改善を継続して実施して

いる。図9に示すように，集積型カートリッジは，2007年

には処理工程を改良することで，遺伝子を解析する処理時

間を2時間程度に短縮することに成功した。また，バイオ

チップ読取装置では，更なる性能向上に向けて，2007年か

ら実際のユーザの研究現場での評価テストを開始した。

生菌から検出までの工程を約2.5hr.で行う 

図 9　結核菌・抗酸菌用カートリッジ

3.5 今後の展開

医療分野において，ここで紹介した読取・解析装置と集

積型カートリッジは，安全・確実で簡単な性能を必要とさ

れるコンテンツと共に普及していくことが想定される。そ

の一例として，近年，世界各地で発生する大地震や暴風雨

などの天変地異による甚大な被害の後，最も不安視される

のが感染症の蔓延である。当社のシステムはこれら感染症

による二次被害の拡大防止に向けた有効な対策を早急に実

施するための解析機能を備えているものと考えられる。

また，食の安全や環境状態の調査など一般産業分野で

も，遺伝子計測技術を用いたモニタリングシステム開発

が進められている。作物，土壌，水質などいずれの産業に

おいても，安心・安全を担保する重要な用件である。本稿

で紹介した遺伝子計測システムは，これらの分野への適

応も可能であり，これらの分野への速やかな進出も今後

の重要課題と考えている。

4. お わ り に

生物情報のデジタル化，産業化の時代を迎え，生物情報

から得られた知恵を，個の医療，健康な生活，食の安全，

緑や水の保全，そして持続可能な社会を支えるエネル

ギー効率改善や医療コストの低減等々に生かすことが求

められている。横河電機は，今まで培ってきたマイクロ・

テクノロジーやフォトニクス・テクノロジーを活用し，持

続可能な地球社会を実現するための社会基盤，産業基盤

を支えるマザーツールの提供という形で社会に貢献して

いきたい。
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