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現場を訪ねて

華やかに
「新型ばら積運搬船」が進水
神戸工場で「５８型ばら積運搬船」の命名・進水式を挙行
神戸市民ら約２，２００人も新船の誕生を祝福

新製品・新技術

■ＮＯｘ（窒素酸化物）排出値が世界最小レベルの
　ガスタービン燃焼技術を開発
■業界初の“面取りロボット”
　「カワサキ Ｒカッターロボット」を開発

最前線カメラルポ

川に見る・日本の四季◯

利根川水系の「秋」を追う
雲海の絶妙な演出－
赤城山・大沼の秋景。
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●表紙説明●

　病院の研究室のような雰囲気の空間で、ニュッと動い
ているのは産業用ロボットのアーム－（？）。実はこれ、
川崎重工が他の研究機関と共同開発した「ｉＰＳ細胞の
自動培養装置」の内部の一景です。
　将来の“夢の再生医療”を担うと期待されているｉＰＳ
細胞だが、性質がやや不安定で、大量培養は熟練の研
究者でも難しいといわれます。その培養作業を、川崎重
工のクリーンロボットを活用して自動化し、研究に必要な
ｉＰＳ細胞を安定して大量に培養できるようにした画期的
な装置です。
　この装置による実証試験で先ごろ、３か月連続で安定
的に培養できることが確認されましたが、これは世界で初
めてのことです。（詳しくは「最前線カメラルポ」をご覧くだ
さい）

イラストぎじゅつ入門－◯

未利用の低温排熱を
回収して有効利用する、
「グリーンバイナリータービン」のしくみ

80

世界で初めて、
「ｉＰＳ細胞」を自動培養

最

前
線カメラル

ポ

　再生医療は、例えば火傷した皮膚の代わりに
自分の皮膚を培養した再生皮膚を使う治療や、
白血病の患者に骨髄を移植する治療などが知
られている。
　ところで、皮膚の細胞を培養しても皮膚以外
の物にはならないが、細胞の中には、“身体のど
んな部分にでもなれる”細胞がある。理論上は、
その細胞を培養していけば、心臓や肝臓といっ
た臓器、神経などの組織も再生できるわけで、“夢
の再生医療”が実現することになる。創薬研究（新
薬の開発）にも役立つという。この夢を担って
いる細胞のひとつが、最近、マスコミなどで話
題の「ｉＰＳ細胞」（いわゆる万能細胞）である。
だが、その研究はまだ端緒についたばかりだ。

　こうした研究では大量の細胞が必要なため、
細胞の培養が欠かせない。しかし、性質が不安
定などの特性があるｉＰＳ細胞の培養は、熟練し
た研究者が毎日かかりきりで取り組んでも難し
いという。
　このほど、川崎重工と独立行政法人産業技
術総合研究所、独立行政法人国立成育医療研
究センターが共同開発した、世界で初めての
「ｉＰＳ細胞の自動培養装置」は、細胞培養作業
をロボット技術の活用によって自動化し、熟練
者に頼らずにｉＰＳ細胞の大量供給を実現した
画期的な装置である。
※ｉＰＳ細胞（ｉｎｄｕｃｅｄ  Ｐｌｕｒｉ ｐｏｔｅｎｔ  Ｓｔｅｍ  ｃｅｌｌ）は、どんな臓器、組織にもな
　れる可能性を持つ人工多能性幹細胞（万能細胞ともいう）である。

細胞培養作業の自動化に より「ｉＰＳ細胞」の安定的な大量供給が可能で、
“夢の再生医療”や新薬の 研究を強力にサポート
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ｉＰＳ細胞の培養の時間的経過。
左からスタートし、時間を追って
細胞が増殖していくのがわかる。
ほぼ１週間で右端のようにコロニー
（ｉＰＳ細胞が増えて塊になったも
の）になる。これを切り分け、別
のシャーレに分植する作業を「継
代」という。

培養中のｉＰＳ細胞の顕微鏡写真。研究には
“未分化”の細胞が大量に必要である。

独立行政法人産業技術
総合研究所・幹細胞工学
研究センター器官発生研究
チーム長の伊藤弓弦先生。

これまでの細胞培養は、熟練研究者の手作業に支えられているのが実情である。ｉＰＳ細胞など細胞の培養はこのシャーレにセットした培地（培養液）の中で
行ない、増殖させていく。

培養中期

●増殖の段階

培養後期（継代直前）培養初期

●iPS細胞と“夢の再生医療”

遺伝子の導入

樹立
（つくる） iPS細胞 増殖 分化誘導

単層培養

集合体培養 移植に必要な
臓器・組織・細胞

組織形成

　茨城県つくば市。つくば研究学園都
市にある（独）産業技術総合研究所・
幹細胞工学研究センター（センター長：
浅島誠先生）の研究室で、器官発生研
究チーム長の伊藤弓弦先生は、
　「人間のどんな臓器や組織にもなれる
細胞があり、そのひとつがＥＳ細胞と考え
られています」と話す。
　ＥＳ細胞は、人間の発生初期段階で
ある「胚盤胞」という赤ん坊のもとから得
られるので胚性幹細胞という。細胞は、
成長するにつれて特定の役割が決まっ
てくる（例えば肝臓を形成していく）が、
ＥＳ細胞はその役割がまだ決まる以前の
段階、いわば細胞の赤ちゃんなので、何
にでもなれる（どんな臓器や組織にもな
れる）可能性がある。ただし、問題がな
いわけではない。
　ＥＳ細胞の研究には、人工授精時に
予備として取っておかれる余剰胚が使
われる。余剰胚は通常はほとんどが廃棄
されるが、人間の身体に戻せばヒトにな
る可能性があるわけで、そういう物を研
究に使ってよいのかという倫理上の問題
があり、慎重な運用が求められていた。
　この課題をクリアしたのが、「ｉＰＳ細胞」
である。２００６年、京都大学の山中伸弥
教授（現京都大学ｉＰＳ細胞研究所長）
が、ＥＳ細胞と同じように“何にでもなれる
細胞”をつくることに成功したのだ。

　「山中先生は、人間の皮膚の細胞に

４つの遺伝子を導入することで、増殖性
に富み、さまざまに『分化』できる多能性
を持つｉＰＳ細胞をつくることに成功しま
した。『分化』というのは、ひとつの細胞
が脳や肝臓、筋肉などそれぞれの役割
を持った細胞に変化していく過程を言
います。
　ｉＰＳ細胞のもとになったのは、皮膚の
細胞として完全に『分化』した細胞です。
それに４つの遺伝子を導入することで、
ｉＰＳ細胞という『未分化な状態に戻した』、
いわば時間を戻すわけで、それゆえに性
質がやや不安定なところがあります。ただ、
皮膚の細胞からつくるので（現在は血
液や胎盤など他の部位などからもつくら
れている）倫理的な問題は解消しました。
　理論上は可能だった“夢の再生医療”
が、ｉＰＳ細胞によって夢ではなくなった
わけで、山中先生の研究成果は、まさに
この分野における偉大な一歩と言えます。
　ただ、ｉＰＳ細胞は、作製法や培養条件、
多能性を維持する方法などの手法がま
だ完全には確立されていません。ｉＰＳ細
胞の標準化、あるいは規格化といいます

か、その辺をきちんとする必要があります。
ｉＰＳ細胞の規格化・標準化というステッ
プを踏み、次に大量培養と供給技術と
いうステップがあり、その先に再生医療
技術や創薬研究があるという流れになり
ます。
　私どもでは現在、規格化・標準化にか
かわる研究と、『分化』の際、その細胞
の役割を決める因子は何かなどを調べ
る基礎研究を進めています」（伊藤先生）

　ｉＰＳ細胞は新しい医薬品の開発研
究にも有用である。例えば次のようなも
のだ。
　心臓病の薬は、不整脈という副作用
を起こしやすい。当然ながら、動物実験
などの研究を相当に進めた段階でなけ
れば人体での治験は行なえない。これを
早い段階で行なえれば、研究が安全に
的確に進む。
　そこで、ｉＰＳ細胞を大量に培養（増殖）
した上で、拍動する心筋細胞を形成さ

せる。それに開発中の薬剤を投与して
不整脈の有無を調べる。こうすれば、候
補薬剤の選別が安全に的確に行なえ
るというわけだ。
　「ｉＰＳ細胞の登場によって創薬分野
の研究開発が加速化するものと思われ
ます。いずれにしても、これらの研究では
大量のｉＰＳ細胞が必要です」（伊藤先生）

　細胞の培養は一般的に、シャーレと呼
ぶ円形の皿にセットした培地（培養液）
にｉＰＳ細胞を入れると、増殖していく。
「細胞は呼吸もするし、老廃物も出す」
（伊藤先生）ので、培地は毎日交換しな

ければならない。さらに、特殊な顕微鏡
で増殖状況を確認し、増殖がシャーレの
培地の許容限度に達すると、切り分け
て複数のシャーレに分植（継代という）
する、といった手順で殖やしていくが、非
常に人手のかかる作業である。
　「私どもの研究室では現在、５種類の
ｉＰＳ細胞を培養しています。１種類ごと
に５～１０個のシャーレを用い、およそ１週
間に一度、コロニー（ｉＰＳが増えて塊になっ
たもの）を切り分けて分植する継代作業
を行なっています。いずれも熟練を要す
る作業なので、２人の研究員が専任で
行なっています」（伊藤先生）
　一般的に細胞の培養は容易ではな
いが、とりわけｉＰＳ細胞は「分化」しやす
い性質があるため、難度が高い。継代

時には、「分化」してしまった細胞を除外
しなければならない。仮に一度、一連の
作業がうまくいっても、人手の作業では
その再現が非常に難しい。サンプル取り
違えなどのヒューマンエラーもあり得る。
　ｉＰＳ細胞の培養を熟練研究者に頼る
だけでは、安全な大量培養・供給はなか
なか難しい。いつでも一定の条件で大
量培養ができ、ヒューマンエラーなどが
ない自動培養システムが求められている
のである。

役割が決まる前の
“何にでもなれる細胞”

ｉＰＳ細胞で
疾患モデル細胞をつくり新薬開発

熟練者でも難度が高い
ｉＰＳ細胞の培養

人間の皮膚の細胞がもとになった
ｉＰＳ細胞

ゆずる

ゆずる

けいだい
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消耗品・薬剤を装置内の常温保管庫
に入庫する。

組み込まれたクリーンロボットによる培地（培養液）
のハンドリング作業。

クリーン度１００の清浄な装置内の作業はすべて
クリーンロボットが行なう。

継代作業では遠心分離機も活用。細かい作業も
的確に行ない細胞を傷つけない。

細胞回収作業は、増殖した細胞を回収し、研究用
などに出庫できる状態に整える。

川崎重工が新たに開発した「再生医療研究
向け細胞自動培養装置」の試作機。

（独）国立成育医療研究センターの研究員に
よる評価が続く。

（社）日本ロボット学会の「第１５回実用化技術賞」
を受賞した。

クリーン度１００の装置内の汚染防止徹底のた
めにセットされたアルコール噴霧機能。

実証実験でｉＰＳ細胞を３か月連続で安定的に培養できた自動培養装置。

培養状態の確認は画像処理機能により行なわれ、
装置外に細胞を取り出す必要がない。

　川崎重工が、新エネルギー・産業技
術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の支援を受け、
（独）産業技術総合研究所、（独）国立
成育医療研究センターと共同開発した
「ｉＰＳ細胞の自動培養装置」は、熟練者
がいなくてもｉＰＳ細胞の安定的な大量
供給を可能にした画期的な装置である。
　これより先、川崎重工グループが保有
するロボット技術、プラントエンジニアリン
グ技術、画像処理技術、さらには生産技
術などのコア技術を活用する企画として、
川崎重工は独自に「細胞自動培養ロボッ
トシステム」の開発を始めた。
　このシステムは、細胞培養作業を川
崎重工の産業用クリーンロボットが、直
方体の密閉室内で行なうようにシステム
化したものだ。室内には、シャーレを収納

する個室がロッカーのように並び、ロボッ
トが細胞（例えば、人間の骨髄液にわず
かに含まれている間葉系幹細胞）の培
地（培養液）を交換したり、継代を行なっ
たりする。また、細胞の増殖確認は特殊
な顕微鏡でなければできなかったが、こ
のシステムでは、背景を黒に細胞を白く
表示するといった独自の画像処理技術
により、細胞の殖え具合が明確に示され、
研究者の判断をサポートする。
　こうした研究開発は、東京大学や大
阪市立大学、北海道大学、信州大学な
ど多くの教育機関などの協力を得て進
められた。

　今回開発した「ｉＰＳ細胞の自動培養
装置」は、

　「開発済みの創薬研究用製品機（同
時に３０種類の細胞の培養が可能なシ
ステム）をベースに改良を加え、特殊な
照明とレンズを使って撮影した画像から、
細胞の分化状態を判断できるソフトを組
み込むなど“ｉＰＳ細胞の自動培養機能”
を付加したものです」（川崎重工・技術
開発本部  システム技術開発センター
ＭＤプロジェクト室の中嶋勝己室長）
　研究プロジェクトは、（独）産業技術総
合研究所幹細胞工学研究センターの
協力を得て２００９年春にスタート。（独）
国立成育医療研究センターの生殖・細胞
医療研究部がつくったｉＰＳ細胞を用い
て実証試験を重ね、今年に入り３か月連
続で安定的に培養できることを確認した。
つまり、「研究に用いる未分化細胞だけ
を安定増殖させることが可能と確認され
ました」（中嶋室長）
　装置は幅２．２ｍ、高さ２．１ｍ、奥行き
１．４ｍで、一般の研究所などに容易に設
置できるコンパクトタイプである。

　この装置は、多様な細胞に対応でき
るように、さまざまな細胞の培養条件が
予めプログラムされている。また、プログ
ラムされていない細胞にも培養条件の
数値変更で対応できるようになっている。
　培養の流れはまず、人手で入庫した
ｉＰＳ細胞を、クリーンロボットが培養器に
運び、消耗品や薬剤の準備を行なう。
培養スケジュール管理も行なう。また、以
下の装置内の作業は、すべてクリーンロ
ボットが行なう。
　培養が始まると、培養スケジュールに

基づいてシャーレの培地（培養液）を毎日、
自動的に交換する。この装置では、１台
で最大８７枚のシャーレを同時に扱うこと
ができる。培養状態の確認は、画像処
理機能により細胞を装置外に取り出す
ことなく観察できる。観察画像は自動記
録される。
　継代作業では、シャーレの底部に増
殖する性質のあるｉＰＳ細胞を、傷つけず
に剥離するなど非常に細かい作業もで
きる。また、細胞の分化状態を、特殊な
照明とレンズによって撮影した画像の分
析によって自動識別が可能なので、研
究に必要な未分化細胞だけを安定的
に増殖させることもできる。
　細胞の培養は、ＷＨＯ（世界保健機構）
の勧告に基づく基準（Ｇｏｏｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 
Ｐｒａｃｔｉｃｅ：ＧＭＰ）に準拠した清潔な空間
で行なわなければならない。この装置内は、
汚染防止のためにクリーン度１００［１ｆｅｅｔ３※

の空気中に２００万分の１ｍ以上の微粒
子（塵埃）が１００個以下しか含まれてい
ない空間］を維持。また、装置内でのア
ルコール噴霧機能やＵＶ（紫外線）灯に
より汚染防止を徹底させている。
※１ｆｅｅｔ3 ：１辺が１ｆｅｅｔ（１フィートは約０．３ｍ）の立方体。

　「この培養装置は、自動操作で培養
に最適な条件の再現性が高いため、培
養性能や細胞品質が安定しているの
が大きな特長です。また、省力化が実現
し、コストも低減します。研究者が本来の
研究業務に取り組めるのも大きな効果
です」（伊藤先生）
　ｉＰＳ細胞の研究はＮＥＤＯの事業に
組み込まれるなど国を挙げて進められて
いるが、米国の研究機関などとの国際
的な競争が激しくなっている。（独）産業
技術総合研究所・幹細胞工学研究セン
ターの浅島誠センター長は、
　「この装置の開発で日本のｉＰＳ細胞
の研究が大きく加速することになるでしょ
う」と期待を寄せている。
　“夢の再生治療”や創薬研究へ向
けて、この装置がさらなる大きな一歩を
後押ししたといったら言い過ぎだろうか。
　「ｉＰＳ細胞の自動培養装置」は現在、
（独）国立成育医療研究センター（東京
都世田谷区）に設置されてｉＰＳ細胞の
培養を行なっており、同センターの研究
員による評価が続いている。
　さらに、川崎重工では再生医療研究
向けに細胞自動培養装置の新たな試
作機を開発し、評価試験と改良の後、臨
床への適用を目指している。この試作機
は、他の医療機器で実績のある過酸化
水素を使用したガス滅菌を装備している。
　なお、川崎重工が開発した一連の「細
胞自動培養システム」は、社団法人日本
ロボット学会の第１５回実用化技術賞を
受賞し、去る９月２３日、名古屋工業大学
で表彰式が行なわれた。

川崎重工グループの技術を結集して
研究開発

３か月連続で
安定的に培養できることを確認

培地交換も継代も
クリーンロボットが作業

日本のｉＰＳ細胞研究の加速化に
大きく貢献
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