
CRDS-FY2016-FR-06

　研究開発の俯瞰報告書

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年）

国立研究開発法人科学技術振興機構　研究開発戦略センター
,

Panoramic View of the Life Science and 
Clinical Research Field (2017)



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

研究開発の俯瞰報告書概要研究開発の俯瞰報告書（２０１７） 環境分野の概要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフサイエンス・臨床医学分野（２０１７年）

技術革新の潮流

国内外の動向

今後推進すべき方向性

戦略②：デジタル統合アグリバイオ技術（IoAT）による
超スマート生産
【 Precision Agriculture and Bio-Production 】

定義：土壌／環境条件等、微生物叢／昆虫／寄生虫等のセンシング・統合的情
報解析によって、作物の成育環境を定量的に評価する。成育環境や生育状況
を適切に監視・制御する技術を開発し、農作物／生産物の品質および生産効率
の最大化を目指す研究、ならびにその基盤となる植物・微生物科学研究。

概要

日
本

・2015年に日本医療研究開発機構（AMED）が発足し、再生医療、がん、
感染症、脳、ゲノム、医薬品、医療機器など、9つの重点プロジェクトに
対し、年1,000億円を越える研究開発投資を実施（H29予算要求：1,528
億円）
・健康・医療関連で目立つ動向は、ヘルスケアサービス市場創出支援、
伊勢志摩サミット等の国際活動への関与、人工知能技術への対応
（データプラットフォーム形成含む）等
・植物・微生物関連で目立つ動向は、出口を強く意識した「知の集積と
活用の場」（農水省）、「スマートセルインダストリー」（経産省）等

米
国

・他国を圧倒する巨額の投資（例：NIH（33.1B））
・NIHの大型プロジェクト：「Precision Medicine Initiative（2015～）」
「Cancer Moonshot（2016～）」「BRAIN Initiative（2013～）」
・2014年に「Accelerating Medicines Partnership」が発足し、NIH/FDA/
製薬企業が協働し、様々な疾患研究・医療技術開発を推進
・一般向け遺伝子解析産業が活性化

欧
州

・FP7の後継のHorizon2020が開始
・Social Challengesの１つとして「Personalized Medicine（2014～）」、
Excellent Scienceの一つで「Human Brain Project」を推進
・2014年に「Innovative Medicine Initiative 2」が発足し、産学官で基礎～
医療応用を推進

中
国

・「科学技術イノベーション 2030」の一環でライフ臨床分野系では「脳科
学と類脳研究」「育種技術」「環境保全技術」「健康福祉技術」が推進
・精密医療に関連する取り組みも見られる
・クライオ電子顕微鏡、次世代シークエンサー等、最先端の大型機器が
大量に導入
・米国等より帰国した研究者が世界トップレベルの研究成果を発表

韓
国

・第2次バイオテクノロジー育成基本計画（BIO-Vision 2016）で、国内の
臨床試験の活性化、オープンイノベーションの支援等に対し投資
・遺伝子治療・幹細胞治療関連研究、医療機器開発、精密医療・再生
医療関連産業の国家産業化に向けた支援が実施
・臨床試験の環境が充実し大規模臨床試験が推進

Ⅰ）精緻化・先鋭化：生命の時空間観
察および操作／創成

Ⅱ）多様化・複雑化：研究対象の拡
大および複雑系の解析へ

Ⅲ）統合化・システム化：統合ビッ
グデータに基づく個別化／予測へ

①クライオ電子顕微鏡技術（単粒子解析）、
②ゲノム編集技術、③個体透明化技術、④
ライブイメージング技術（超解像技術、8Kイ
メージング技術、⑤一細胞解析技術、⑥シ
ミュレーション技術（分子、細胞環境、臓器、
個体）、⑦人工分子・人工生命技術、⑧オプ
トジェネティクス技術、⑨実験のロボット化

①ヒトin vitro実験技術（オルガノイド技術、

臓器チップ技術等）、②微生物培養技術、
③微生物叢解析技術（メタゲノム、メタト
ランスクリプトーム等）、④アグリフィール
ド解析技術、⑤オミクス解析技術（ｹﾞﾉﾑ
等）、⑥非モデル生物の改変技術（作物・
家畜、ヒト）

①多階層オミクス／臨床情報解析技術、
②マルチスケール解析技術（分子～個
体）、③マルチモダリティ解析技術、④モ
ニタリング・ウェアラブル技術、⑤植え込
み型医療機器技術、⑥ビッグデータ解
析技術（人工知能含む）

仮説の設定

課題の抽出

検証・評価

社会からのフィードバック

・臨床試験/治験
・農作物やバイオマス植物
での評価/圃場試験

レギュラトリーサイエンス

メカニズムの解明
～生命・病気の理解～

理論から実用化へ
～トランスレーショナル
リサーチ（橋渡し研究）～

小規模な実践
～先進医療、

特区における栽培等～

社会（集団）
における実践

ELSI
社会との
協働

ビッグデータの
活用による加

速

新たに注目
すべき研究

従来の研究

従来の研究

分野俯瞰図 “技術”と“学術”で、ライフ・臨床分野の研究開発を構造化し、
技術革新の潮流の調査および今後推進すべき方向性を検討。

近年の注目すべき技術を、Ⅰ）精緻化・先鋭化、Ⅱ）多様化・複雑化、Ⅲ）統合化・システム化の3つに整理。
これら革新的技術によって、様々な事象の高精度な記述にとどまらず、「予測」が可能となってきた。

社会ニーズ

◆国連の持続可能な開発目標（SDGs）の
うち、次の2項目がライフ・臨床分野と極
めて密接に関係
「２．飢餓をゼロに」
「３．すべての人に健康と福祉を」
◆わが国における主な社会ニーズと、科
学技術への期待
○高齢化による医療・健康ニーズ多様
化・増大
→治療から疾病管理への転換
○経済性、安全性、有効性の高い医療技
術へのニーズ
→対象群の個別化・層別化
○食料自給率低迷
→新品種開発、農作業の最適化技術
○研究不正（臨床研究、基礎研究）
→研究者教育、臨床研究の支援等
○研究結果の再現性の確保
→実験手法の標準化等

データ駆動型の研究開発の推進および研究プラットフォーム、社会システムの整備

社会ニーズを充足しうる
研究開発戦略が必要。

米国が世界をリードしつつ、日欧中が追随。
「Precision Medicine」関連の施策が各国で開始

図．研究開発の循環。基礎研究の成果が社会へ実装
され、新たに設定された課題を元に再度基礎研究が推
進される。これら一連の循環構造の加速がこれから重
要であり、データ科学の適切な推進がカギとなる。

戦略①：データ統合医学（IoMT）による個別予見医療
【Precision Medicine】

定義：個々人のバイオマーカー（遺伝子、生体内分子、脈拍・血圧等）とライフロ
グ等を統合的に解析し、疾患の発生・進行を予見する。費用対効果を考慮した
上で対象を層別化・個別化し、予防的な介入を実施することで疾患の重症化／
再発を予防する医療、およびその基盤となる生命科学／医科学研究。

図．具体的な研究開発事項および体制・制度面の重要事項

図．ライフサイエンス・臨床医学分野の俯瞰図

JST研究開発戦略センター
ライフサイエンス・臨床医学ユニット研究開発の俯瞰報告書概要
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エグゼクティブサマリー 

 

本報告書は、JST-CRDS が、国内外の最先端で活躍する研究者の協力を得て、ライフサイ

エンス・臨床医学分野の全体像を俯瞰的に調査した結果をまとめたものである（200 名以上

の有識者ヒアリング、10 回以上の議論の場（ワークショップ）の設定、120 名以上の有識者

の協力による本報告書の作成など）。結論を述べると、俯瞰調査活動全般を通じ、わが国のラ

イフサイエンス・臨床医学分野のあるべき方向性として、次の 2 点が重要であると考えられ

た。 

戦略① データ統合医学（IoMT）・個別予見医療：【Precision Medicine】 

戦略② デジタル統合アグリバイオ技術（IoAT）による超スマート生産： 

【Precision Agriculture and Bio-Production】 

＜社会動向＞ 

健康・医療、食料・環境のいずれにおいても世界は大きな問題を抱えている。例えば、「持

続可能な開発目標（SDGs）」として 17 項目が示され、その中には「健康と福祉」「食料確保」

など、ライフサイエンス・臨床医学分野との関連の深い項目も掲げられている。わが国およ

び世界が抱える問題を科学技術で解決するための研究開発戦略が必要である。 

＜俯瞰対象の設定＞ 

ライフサイエンス・臨床医学分野は、研究対象はミクロ（原子、生体分子）からマクロ（集

団、社会）まで多岐に亘り、様々なかたちで社会実装（医薬品、医療機器、新品種など）が

なされている。俯瞰にあたって、技術がどのような対象（ヒトを含む動物、植物、微生物、

それらと関連するデータ群等）に、どのような目的（形態・構造解析、機能解析（Wet、Dry）、

治療・介入（Wet、Dry））で使われるか、さらに技術のフェーズ（基礎～応用）およびレギ

ュラトリーサイエンス領域、そして関係する主な学術領域を抽出し整理した。以上を踏まえ

て作成した俯瞰図を図 1 に示す。同図中には、JST-CRDS が俯瞰対象とした 5 つの区分など

も掲載している。 
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図１ ライフサイエンス・臨床医学分野の俯瞰図 

＜技術革新の潮流＞ 

俯瞰対象とした 5 つの区分について調査を実施したところ、近年特筆すべき技術の潮流と

して次の 3 点が見出された。 

Ⅰ）技術の精緻化・先鋭化：生命の時空間観察および操作／創成 

生命を「見る」そして「操作」するという観点で、きわめて大きなブレイクスルーが近

年次々と起こっている。まず 1 点は、ゲノムの自由自在かつ簡便な操作を可能とした、「ゲ

ノム編集」技術の登場である。当該技術は、基礎研究のツールとして爆発的に普及するの

みならず、治療応用においても目覚しい展開が見られている。続いて、タンパク質等の構

造解析に新たな展開をもたらした「クライオ電子顕微鏡（単粒子解析）」技術である。当該

技術は、結晶化困難なサンプルであっても精緻な構造解析を可能とするもので、基礎研究

および産業応用の両面から世界中で注目されている。他にも、個体透明化技術、ライブイ

メージング技術、一細胞解析技術、分子～個体シミュレーション技術、光制御技術、人工

分子・生命関連技術など開発が見られる。 

Ⅱ）対象の多様化・複雑化：研究対象の拡大および複雑系の解析へ 

従来、モデル生物（マウス、シロイヌナズナなど）を中心に研究がなされてきたが、社

会実装を加速させるためにはヒトや実用作物などとの種差の壁を乗り越えなければなら

ない。そのアプローチの 1 つとして、例えばヒト in vitro 実験系としてオルガノイド技術、

臓器チップ技術などが大きな進展を見せている。先述のゲノム編集技術を、ヒトを含め

様々な生物種においても実践可能とする技術改良の動きも活発である。従来は個別の分子

や生命現象に限定した研究が中心であったが、解析技術の高度化によって、より複雑な系

を解析可能となっている。近年進展著しいのが、メタゲノム解析やメタトランスクリプト

ーム解析をはじめとした微生物叢（マイクロバイオーム）解析技術である。このような、

複雑な対象を、実験技術およびインフォマティクス技術の融合によって複雑なまま全体像

を捉えようとする方向性が活性化している。 

Ⅲ）データの統合化・システム化：統合ビッグデータに基づく個別化／予測へ 

「精緻化・先鋭化」「多様化・複雑化」によって生み出されるデータは膨大であるが、そ
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れらデータ群の解析技術の進展も目覚しい。まず、複数の計測技術から得られるデータを

統合解析（マルチモダリティ解析）しようとする潮流が挙げられる。例えば、従来は単独

のオミクス（ゲノム、メタボローム）の解析が中心であったが、近年ではそれらを統合し

た解析技術の開発が大きく進展している。また、分子レベルの情報から個体レベルの情報

まで、全てを統合解析しようとする動きも見られる。ウェアラブルデバイスなどの進展に

よって、様々な時系列データの収集が可能となり、データ解析に時間軸の概念が積極的に

取り込まれつつある。統合ビッグデータ解析によって、生命現象を精緻に記述するのみな

らず、高精度な「予測」も可能となりつつあることは、これからのライフサイエンス・臨

床医学分野の大きな方向性を示す、注目すべき動向である。 

＜国内外の政策動向＞ 

米国は、NIH 単独で 3 兆円を越える投資を行なうなど、他国を圧倒する予算規模となって

いる。近年重点化している研究開発の方向性としては、精密医療の推進に係る「Precision 

Medicine Initiative（2015～）」、がん研究の大幅な加速を目指した「Cancer Moonshot（2016

～）」、脳機能の全貌解明を目指した「BRAIN Initiative（2013～）」が挙げられる。また

NIH/FDA/製薬企業が協働した取り組み「Accelerating Medicines Partnership（2014～）」

が発足した。 

欧州は、Hoirizon2020 の枠組みの中で、例えば Social Challenge の 1 つとして個別化医

療の推進に係る「Personalized Medicine（2014～）」、Excellent Science の 1 つとして脳科

学研究に係る「Human Brain Project（2013～）」などの大型プロジェクトが進められてい

る。 

中国では、「科学技術イノベーション 2030」の一環として、「脳科学と類脳研究」「育種技

術」「環境保全技術」「健康福祉技術」などが推進されている。また、「精密医療」に着目した

取り組みも始まっている。中国のライフサイエンス臨床医学分野への投資はもはや日本を越

える規模となっている。 

韓国は、第 2 次バイオテクノロジー育成基本計画（BIO-Vision 2016）の一環として、国

内の臨床試験の活性化、オープンイノベーション支援等に対し活発な投資がされている。ま

た、遺伝子治療・幹細胞治療関連研究、医療機器開発、精密医療・再生医療関連産業の国家

産業化に向けた支援も進められている。 

日本の動向としては、2015 年に AMED が発足し、再生医療、がんなど、9 つの重点プロ

ジェクトに対し、年 1,000 億円を越える研究開発投資が実施されている点が注目される（H29

予算要求：1,528 億円）。 

＜これからのライフサイエンス・臨床医学分野の方向性＞ 

健康・医療における課題は、治療から疾病管理への転換、対象の個別化・層別化を通じた

安全性・有効性・経済性の向上、医療費・介護費の最適化などと考えられる。また、食料・

環境における課題は、世界の食料問題への対応、国内の自給率向上、農作業等における省労

力・省コスト・省資源投入化の推進等が挙げられる。一方で、前述の 3 つの潮流に集約され

る近年の目覚ましい技術革新によって、生命現象等の「理解」にとどまらず、「予測」と「予

測に基づく制御」が可能となってきており、これら社会的課題の解決に科学技術が大きく貢

献可能な時代となっている。推進すべき研究開発戦略の要素は次の通りである。 

（１） 精緻かつ膨大な実験データの取得、ビッグデータ解析、実験系における検証の一
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連のサイクルの構築、加速を通じた、高精度な理解と予測 

（２） 予測に応じた、適切な介入による事象の制御 

（３） 推進にあたっての研究基盤整備（設備／情報／人材／規制等） 

また、これからのライフサイエンス・臨床医学研究を推進するにあたって、「研究開発の循

環」を強く意識する必要がある（本文 6 頁図 2-3 参照）。基礎研究の成果が小規模な集団で検

証され、社会で実際に使用されたデータに基づき技術が評価・検証された後、新たな仮説が

見出され、再度基礎研究が推進される。この循環構造を加速させる駆動力がビッグデータに

基づくデータ科学であり。以上を踏まえ、わが国において健康・医療、食料・環境の観点か

ら推進すべき中長期戦略として、次の 2 点を提案する。（図２参照） 

 

戦略①：データ統合医学（IoMT）による個別予見医療：【Precision Medicine】 

→個々人のバイオマーカー（遺伝子、生体内分子、脈拍・血圧等）とライフログ等

を統合的に解析し、疾患の発生・進行を予見する。費用対効果を考慮した上で対

象（患者など）を層別化・個別化し、予防的な介入を実施することで疾患の重症

化／再発を予防する医療、およびその基盤となる生命科学／医科学研究。 

戦略②：デジタル統合アグリバイオ技術（IoAT）による超スマート生産：【Precision Agriculture 

and Bio-Production】 

→土壌／環境条件等、微生物叢／昆虫／寄生虫等のセンシング・統合的情報解析に

よって、作物の成育環境を定量的に評価する。成育環境や生育状況を適切に監視・

制御する技術を開発し、農作物／生産物の品質および生産効率の最大化を目指す

研究、ならびにその基盤となる植物・微生物科学研究。 

 

戦略①、②は、それぞれ、これからのわが国の健康医療研究開発、および食料環境研究開

発の大きな方向性を示すものであり、その具体的な構想については次年度以降、JST-CRDS

において検討を予定しているが、概観のみ下図に示す。 

 

図２ 健康・医療分野および食・環境分野におけるデータ駆動型科学の推進と、具体的な研

究開発課題イメージ 
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Executive Summary 

 

The life science and clinical research field contributes to the formation of a wide range 

of social issues, including health, medical care, foods and environments. Its strategic 

promotion has a large impact on Japan's national policies relating to that of health and 

medical care, and that of agriculture, forestry, and fisheries. It thus would be beneficial 

to understand panoramically the latest Research and Development (R&D) trends in this 

field both globally and domestically for the future formulation of a significant policy of 

R&D strategies. Under such background, the JST-CRDS, in corporation with many ex-

perts who are active at the front line of academia and industries, summarized a report 

compiling the results of the panoramic view survey on this field. Throughout the survey, 

we found out the following two strategies are important for future directions of this field’s 

R&D in Japan. 

Strategy ① Precision Medicine based on data-integrated medical-and life science 

(Internet of Medical Things, IoMT) 

Strategy ② Precision Agriculture and Bio-production based on data-integrated agri-

cultural- and life science (Internet of Agricultural Things, IoAT) 

  

<Panoramic view of the field> 

The life science and clinical research field is wide, diverse and complex. It, for example, 

ranges from microscopic scale (e.g., atoms and molecules) to macroscopic scale (e.g., 

communities and societies). It also handles various issues on social implementation such 

as launches of new pharmaceuticals, medical devices and new crop varieties. Therefore, 

at the beginning of the survey, several major areas of science and engineering in this field 

were mapped into a framework organized based on the perspectives of subjects (e.g., 

animals including humans, plants, microorganisms, and data relating to them), purposes 

(morphological and structural analysis, functional analysis (wet/dry), or therapy and in-

tervention (wet/dry)) and phases (from basic to applied research) of study as shown in 

Figure1. Then, according to this panoramic view map, the major areas were categorized 

into five segments, and the panoramic view survey was carried out. The five segments 

are as follows: Segment 1, Life, health, disease science; Segment 2, Basic technology for 

drug discovery and development, and pharmaceutical; Segment 3, Biometrics analysis 

technology, and medical equipment; Segment 4, Food production and biorefinery; and 

Segment 5, Health, medical, agricultural data science. 
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Fig. 1 Panoramic view of the life science and clinical research field  

 

<Trend of technological innovation> 

As a result of the survey, the following three major topics were found out as the inter-

disciplinary technological trends in this filed. 

I) Precise and novel methods: Spatio-temporal observation, manipulation, and creation of 

life 

In terms of observation and manipulation of life, significant breakthroughs have been 

achieved one after another. The first example is the emergence of genome editing tech-

nology, which allows us to manipulate genomes more freely and easily than before. This 

technology not only has become widespread as a tool for basic research, but also has 

made remarkable progress in applied therapy. The second one is cryo-electron microscopy 

(single particle analysis) technology, which has brought about new progress in the 

structural analysis of proteins. This technology, which allows us to conduct elaborate 

structural analysis even on samples that are difficult to crystallize, has received world-

wide attention from both sides of basic research and industrial applications. In addition, 

tissue-decolorization technology, live-imaging technology, single cell technology, simula-

tion of the organ/cell/molecule structure and function, light-control technology (e.g., 

optogenetics) and artificial cell technology are noteworthy trends. 

Ⅱ) Diverse and complex research subjects: Expansion of the research subjects and 

analysis of complex systems 

Model organisms such as mouse and Arabidopsis thaliana have been being used as 

essential materials for basic lifescience and medical science at early stages. However, 

knowledge obtained from model organisms is not always applicable to other organisms in 

a real world including humans and crops, so efforts to bridge the gap between those are 

demanded. Under such circumstances, new approaches such as organoid and organ chip 
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technologies are expected to be developed as an in vitro experimental systems for human. 

There are also active efforts for the technological improvement allowing genome editing 

technology to apply various species including humans. Traditionally, a scientific research 

in this field is carried out in a reductionist way focusing on individual molecules and 

single biological phenomena. However, sophistication in analysis technology has enabled 

us to analyze more complex systems. In recent years, microbiota (microbiome) analysis 

technologies, including metagenome analysis and metatranscriptome analysis, have 

made remarkable progress. Such directions trying to capture the overview of complex 

subjects through amalgamating experimental techniques and informatics technologies 

have been actively promoted. 

Ⅲ) Data integration and systematization: Personalization and prediction based on inte-

grated big data 

Technologies for data are remarkably being developed. Integrative analysis of data 

obtained from several different analytical instruments (multimodalities) is one of trends 

in this area. For example, the conventional omics study such as genome or metabolome is 

mainly focused on a single omics, whereas recent advancement of technologies for data 

analysis enables to integrate different types of omics data. There is also another attempt 

to conduct integrated analysis on everything from molecular-level information to indi-

vidual-level information. Wearable devices allow us to collect time-series data more eas-

ily, and thus temporal changes are getting familiar as subjects of analysis. The fact that 

integrated big data analysis is paving the way not only for elaborate description of bio-

logical phenomena but also for precise prediction is a noteworthy trend and is clearly 

future direction of the life science and clinical research field. 

 

<Trends of policies in Japan and foreign countries> 

The U.S. has allocated a huge budget to the life science and clinical research field and 

its amount is overwhelming other countries. The investment, for example, is about more 

than 3-trillion yen even only for NIH. There are several major national initiatives in-

cluding the Precision Medicine Initiative (2015-), promoting precision medicine, Cancer 

Moonshot (2016-), aiming at drastically accelerating cancer research, and the BRAIN 

Initiative (2013-), aiming at unlocking all of the secrets of cerebral functions. The Accel-

erating Medicines Partnership (2014-) also has been started  as an initiative under 

which NIH, FDA, and pharmaceutical companies are working together.  

In the European Union, research in the life science and clinical research field has been 

conducted in the Horizon 2020 framework, and several large projects are underway, in-

cluding Personalized Medicine (2014-), promoting personalized medicine as one of the 

Social Challenge programs, and the Human Brain Project (2013-), studying brain science 

as one of the Excellent Science programs. Innovative Medicine Initiative 2 (2014-) also 

has been started as Europe’s largest public-private initiative. In addition to such initia-

tives by the EU, various R&D activities are also underway in each country.  
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In China, as part of Science and Technology Innovation 2030, several projects includ-

ing Brain Science, Breeding Technology, Environmental Protection Technology, and 

Health and Welfare Technology have been promoted in the life science and clinical re-

search field. Initiatives focusing on precision medicine have also started.  

In South Korea, active investments have been made in the promotion of clinical trials 

and the support of open innovations as part of the Second Biotechnology Development 

Master Plan (BIO-Vision 2016). Support for researches associated with gene therapy or 

stem cell therapy, development of medical equipment, and nurturing industries associ-

ated with precision medicine and regenerative medicine into key industries for South 

Korea has also been provided.  

Recent major trends in Japan is the establishment of the Japan Agency for Medical 

Research and Development (AMED) in 2015. AMED invests in R&D basing on nine key 

projects, such as regeneration medicine, cancer, infection, brain, genome, pharmaceuti-

cals, and medical equipment (2019 budget request: 152.8billion yen). 

 

<Future directions of the life science and clinical research field> 

As a result of scientific and technological initiatives among industry, government, and 

academia in countries, remarkable technological advancements have been made. This 

advancement allows us not only to understand biological phenomena and diseases more 

deeply, but also to predict them and even control them based on the prediction by using 

big data. Furthermore, these advanced scientific knowledge and technologies would 

contribute to tackling various social problems, including the Sustainable Development 

Goals (SDGs) adopted in the United Nations. Therefore, it is expected to consider results 

of this panoramic view survey and further study as necessary when a policy for R&D 

strategies is discussed. The three elements of the research and development strategies 

Japan should promote are as follows. 

(1) High-accuracy understanding and prediction through the acquisition of elaborate, 

enormous experimental data, big data analysis, and the formulation and acceleration 

of a series of verification cycles in experimental systems 

(2) Event control through appropriate prediction-based interventions 

(3) Enhancement of research and development platforms at the start of promotion (e.g., 

data infrastructure (accumulation, management, and utilization), equipment infra-

structure, utilization of university hospitals, human resources, regulatory science, 

and ELSI) 

In order to promote future R&D activities in this field with integrating the three ele-

ments mentioned above, it is crucial to be intensely aware of an idea of a circulation of 

R&D. This idea means that new research hypothesis should be extracted from a society 

where new technologies were implemented, and it should lead to further promotion of 

basic research; the new technologies were developed based on a basic research and then 

evaluated and verified in a society. In order to accelerate this chains of circulation, taking 
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data science effectively into the field would be a key driver.  

Lastly, based on this survey, we propose the following two strategies as the mid-to-long 

term strategy Japan should promote although its details are to be studied in near future. 

 

Strategy ①: Precision Medicine based on data-integrated medical-and life science (In-

ternet of Medical Things, IoMT) 

→ Analyze biomarkers such as genes, biomolecules, pulses, blood pressures etc., lifelogs, 

and environmental factors for each person in an integrated way to foresee the occur-

rence and progress of diseases. Avoid disease severity and recurrence by stratify-

ing/individualizing patients with taking account of cost-effectiveness and implement-

ing preventive intervention. Promote medical- and life science relating to this area. 

 

Strategy ②: Precision Agriculture and Bio-production based on data-integrated agri-

cultural- and life science (Internet of Agricultural Things, IoAT) 

→ Evaluate growing environments of crops quantitatively by sensing soil, environmen-

tal conditions, microbiota, insects, and parasites to analyze the information in an in-

tegrated way. Research to develop techniques to monitor and control the growing en-

vironment and status appropriately, aiming at maximizing the quality and production 

efficiency of agricultural crops and products. Promote plant science and microbiological 

research relating to this area.  
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目
的
と
構
成 １．目的と構成 

１.１ 「研究開発の俯瞰報告書」作成の目的 

JST 研究開発戦略センター（CRDS）は、国内外の社会や科学技術イノベーションの動向

及びそれらに関する政策動向を把握・俯瞰・分析することにより、科学技術イノベーション

政策や研究開発戦略を提言し、その実現に向けた取組を行っている。 

「研究開発の俯瞰報告書」（以降、俯瞰報告書）は、CRDS が政策立案コミュニティーおよ

び研究開発コミュニティーとの継続的な対話を通じて把握している当該分野の研究開発状況

に関して、研究開発戦略立案の基礎資料とすることを目的として、CRDS 独自の視点でまと

めたものである。 

CRDS は 2003 年の設立以来、科学技術分野を広く俯瞰し、重要な研究開発戦略を立案す

る能力を高めるべく、その土台となる分野俯瞰の活動に取り組んできた。この背景には、科

学の細分化により全体像が見えにくくなっていることがある。社会的な期待と科学との関係

を検討し、科学的価値を社会的価値へつなげるための施策を設計する政策立案コミュニティ

ーにあっても、科学の全体像を捉えることが困難になってきている。このような現状をふま

えると、研究開発コミュニティーを含めた社会のさまざまなステークホルダーと対話し分野

を広く俯瞰することは、研究開発の戦略を立てるうえでは必須の取り組みである。 

俯瞰報告書は、科学技術に関わるステークホルダーと情報を広く共有することを意図して

作られた知的資産である。すでに多くの機関から公表されているデータも収録しているが、

単なるデータレポートではなく、当該分野における研究開発状況の潮流を把握するために役

立つものとして作成している。政策立案コミュニティーでの活用だけでなく、研究者が自分

の研究の位置を知ることや、他領域・他分野の研究者が専門外の科学技術の状況を理解し連

携の可能性を探ることにも活用されることを期待する。また、当該分野の動向を深く知りた

いと考える政治家、行政官、企業人、教職員、学生などにも大いに活用していただきたい。 

 

１.２ 俯瞰対象分野設定 

CRDS では、研究開発が行われているコミュニティー全体を 5 つの分野（エネルギー分野、

環境分野、システム・情報科学技術分野、ナノテクノロジー・材料分野、ライフサイエンス・

臨床医学分野）に分け、その分野ごとに俯瞰報告書を作成した。俯瞰報告書は、2 年ごとを

目途に改訂している。 
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１.３ 構成 

第 2 章「俯瞰対象分野の全体像」では、CRDS が俯瞰の対象とする分野をどのように設定

し、俯瞰の枠組をどう設定しているかの構造を示す。CRDS の活動の土俵を定め、それに対

する認識を明らかにしている。また対象分野の歴史、現状、および今後の方向性について、

いくつかの観点から全体像を明らかにする。この章は、その後の章のコンテンツすべての総

括としての位置づけをもつ。 

第 3 章「俯瞰区分と研究開発領域」では、俯瞰対象分野の捉え方を示す俯瞰区分とそこに

存在する主要な研究開発領域の現状を概説する。専門家との意見交換やワークショップを通

じて、研究開発現場で認識されている情報をできるだけ具体的に記載する。領域ごとに国際

比較も行う。 

なお、研究開発戦略を立案する際に参考になる重要な主要国の研究開発戦略については、

「主要国の研究開発戦略」として別冊で作成した。「主要国の研究開発戦略」では、主要国の

政府機関が公表する文書等の中から、日本の研究開発戦略を作る上で最低限知っておくべき

重要な文書等を抽出し概説する。 
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２．俯瞰対象分野の全体像 

２.１ 俯瞰の範囲と構造 

２.１.１ 俯瞰調査実施区分、及び具体的な俯瞰対象領域 

＜俯瞰に関する基本的な考え方＞ 

ライフサイエンス・臨床医学分野は、医学、自然科学のみならず工学や人文社会系科学の

諸領域をも包含する極めて広範な分野である。研究対象はミクロなスケール（原子、生体分

子）からマクロなスケール（集団、社会）まで多岐に亘り、基礎研究の成果は健康・医療、

食料、環境などの社会基盤の形成に広く役立てられる。 

こうした多次元的な構造および広がりをもつ本分野で研究開発の俯瞰を行うためには、社

会実装あるいは研究活動において活用される技術単位で俯瞰することが有意義である。その

技術がどのような対象（ヒトを含む動物、植物、微生物等）に対してどのような目的で使わ

れるかに基づき分類・整理することにより各々の研究開発動向の概観を把握することができ

る。ただし、技術に関する研究開発にはその基盤となる学術も確固として存在し、極めて大

きな広がりがある。そのため学術も技術とは区別した形で俯瞰に含める必要がある。 

 

＜俯瞰の枠組みと俯瞰区分＞ 

上述の俯瞰に関する基本的な考え方に基づいて、本検討ではライフサイエンス・臨床医学

分野の俯瞰の枠組み、および各俯瞰区分を図 2-1 のように設定することとした。具体的な説

明を後段で示す。 

 

図 2-1 ライフサイエンス・臨床医学分野の俯瞰図。技術を単位とした俯瞰を中心としつつ

も、その基盤となる学術も俯瞰の枠組みに含めた。対象とする俯瞰区分は５つに整理した。 
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俯瞰の枠組みは、まず大枠として「技術」と、それを横断的に支える「学術」を設定した。

この「技術」には「基礎」段階の研究開発に用いられるものから「臨床・応用」段階に用い

られるものまで幅広く含まれる。 

次に「技術」は「解析」と「治療・介入」に大別した。「解析」には「形態・構造」の解

析と「機能」の解析があり、「機能」の解析には「Wet」（生体分子、細胞、組織などを扱う

研究開発）と「Dry」（デバイスなどのハードウェア開発、シミュレーションなどのソフトウ

ェア開発）がある。同様にして「Wet」と「Dry」は「治療・介入」にもある。 

一方、「解析」と「治療・介入」は主にヒトやその他の動物が対象として想定されるが、そ

の他にも「植物」や、動植物と「共生」する生物（微生物など）が重要な対象として存在す

る。また対象横断的な各種の「情報」や、研究開発成果が社会実装されるにあたっての「規

制」に関連した研究開発も重要な枠組みとなる。 

以上を踏まえて設計された俯瞰の枠組みに対し、主要な個別技術や、個別技術を包含する

上位技術概念、あるいは学術的なまとまりをマッピングすると、結果的に以下に示す５つの

区分に大きく分けられた。そのためこれらを本俯瞰調査における「俯瞰区分」として設定す

ることとし、それぞれに含まれるべき「研究開発領域」を設計した。研究開発領域の一覧は

後段で示す。 

 

 ・区分１ 生命・健康・疾患科学 

 ・区分２ 創薬基盤技術・医薬品 

 ・区分３ 生体計測分析技術・医療機器 

 ・区分４ 食料・バイオリファイナリー 

 ・区分５ 健康・医療・農業データ科学 

 

なお過去に実施した俯瞰調査（2013 年、2015 年にそれぞれ取りまとめ）における俯瞰区

分の構成と今回の構成を比較すると図 2-2 のようになる。2017 年版俯瞰調査の特徴は、「健

康・医療・農業データ科学」を区分として独立させた点である。これは、様々なデータの活

用が技術的に可能になると同時に、これからのライフサイエンス・臨床医学分野を考える上

で必須の取り組みとなってきた昨今の状況を踏まえるものであり、区分として独立させるこ

とでその研究開発動向を横断的かつ重点的に把握することを意図している。 
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図 2-2 俯瞰区分の変遷。今回は新たに「健康・医療・農業データ科学」を俯瞰区分として

独立させた。 

 

＜研究開発領域＞ 

各俯瞰区分の下で設定した各研究開発領域は表 2-1 のとおりである。これらの概要につい

ては 2.2（2）、および第 3 章を参照されたい。 

 

表 2-1 研究開発領域名 
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２.１.２ 研究開発の循環 

以上のように整理されたライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発は、本来、基礎研究

から見出された知見や技術シーズが実用化と小規模な実践を経て社会へ実装されたのち、改

めて社会の中でその意義や効果が評価・検証され、新たな課題の抽出、仮説の設定へとつな

がり、それらが再び基礎研究へと還元されるような循環構造を持っている（図 2-3）。しかし

これまでは、基礎研究における知識の発見が全ての始まりであり、そこから見出された知見

や技術が実用化され、社会へと実装されることで研究開発は完結していた。また残りは市場

が経済原理等に従って知識や技術を淘汰するという、リニアモデル的な発想が一般的であっ

た。そのため社会への実装に続いて行なわれる社会からのフィードバック、およびそこから

の課題の抽出や仮説の設定を将来の基礎研究へと活かす部分は十分に考慮されてこなかった。 

しかしながら ICT 技術の進展や計算機の性能向上などによって、社会の中に存在する多種

多様なデータ―ビッグデータ―の活用が現実的になりつつある昨今は、社会からのフィー

ドバックを将来の研究のきっかけとして活用することが技術的にも可能となり、改めて研究

開発の循環を回す重要性が認識されつつある。 

以上から今後のライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発は、この「研究開発の循環」

をこれまで以上に強く意識し立案・実施されることが必要である。本俯瞰報告書においても

これを前提としている。 

 

 

図 2-3 研究開発の循環。本来、ライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発は、基礎研究

の成果が社会へ実装されたのち、その結果が再び基礎研究のきっかけとなって新たに研究開

発を駆動させるような循環構造を持っている。 
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２.２ 分野における研究開発の歴史・変遷 

本項では、分野全体の研究開発の歴史・変遷等の概観、および各区分の概観を簡潔に述べ

る。（区分ごとの詳細は第３章参照） 

（１）分野全体の概観 

ライフサイエンス・臨床医学分野の研究は、はるか紀元前からの、ヒトを含む動植物を対

象とする観察型アプローチから始まった。その後の顕微鏡等の観察技術や実験技術の発達し、

20 世紀中頃の DNA 二重螺旋構造の発見を皮切りに世界中の研究者が分子生物学研究を強

力に推進し、飛躍的な進化を遂げた。2000 年代以降、次世代シークエンサーをはじめとした

計測・解析技術の急速な進展によって、膨大なデータが日々と生み出されるようになった。

そして、それらビッグデータの解析を通じて、複雑な生命現象を明らかにし、医療技術の開

発を加速させようとする研究アプローチの重要性が、ライフサイエンス臨床医学分野の研究

全体において強く認識されている。 

本項では、そのような背景も含め、ライフサイエンス・臨床医学分野全体を通じて注目す

べき技術革新の潮流として、【精緻化・先鋭化】【多様化・複雑化】【統合化・システム化】の

3 つに整理した（図 2-4）。それぞれに含まれる技術名は次の通りである（詳細は「2－3－2

（１）」参照）。 

これら 3 つの技術群を高度化し活用することで、生命現象等の現象の精緻な「理解」のみ

ならず、高精度な「予測」までも可能なレベルへと達しつつある点は注目すべきである。こ

れからのライフサイエンス・臨床医学分野は精緻な「理解」と「予測」が大きな方向性にな

るものと考えられる。 

 

【精緻化・先鋭化】生命を時間的、空間的に極めて精緻に観察、操作する技術 

→クライオ電子顕微鏡技術（単粒子解析）／個体透明化技術／ライブイメージング技術

（①超解像技術、②8K イメージング技術）／一細胞解析技術／シミュレーション技術

（①分子レベル、②細胞レベル、③臓器・個体レベル）／実験のロボット化／ゲノム編

集技術／光制御技術／人工分子・人工生命技術 

 

【多様化・複雑化】モデル生物のみならず様々な生物種への適用可能な技術や分子～個体複

雑系の解析を可能とする技術 

→ヒト in vitro 実験技術（①オルガノイド技術、②臓器チップ技術）／微生物培養技術

／微生物叢解析技術（メタノゲム解析、メタトランスクリプトーム解析等）／アグリ

フィールド解析技術／オミクス解析技術（ゲノム解析等）／非モデル生物の改変技術

（①作物・家畜、②ヒト・動物） 

 

【統合化・システム化】ビッグデータを統合・解析し様々な事象（医療、農業ほか）の対象

を個別化し、予測する技術 

→多階層オミクス・臨床情報解析技術／マルチスケール解析技術（分子～個体）／マル

チモダリティ解析技術／モニタリング・ウェアラブル技術／植え込み型医療機器技術

／ビッグデータ解析技術（人工知能含む） 
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図 2-4 ライフサイエンス・臨床医学分野 技術革新の３つの潮流： 

【精緻化・先鋭化】、【多様化・複雑化】、【統合化・システム化】 

 

これら技術革新の潮流を、研究分野全体の活性化、そして社会ニーズの充足へとつなげて

いくためには、研究環境の整備も必要である。例えば、データを有効活用し研究開発を一層

推進させるために、データの共有（データシェアリング）の重要性が日本を含む各国で強く

認識されており、国内外で議論が始まっている。既にゲノム、タンパク質構造等のデータは

データベース上で全世界に公開・共有されている。今後さらに共有対象として追加すべきデ

ータの種類、データベースのあり方、共有にあたってのデータ提供者のモチベーション確保

など、様々な観点からの議論の活性化が求められる。さらに、ライフサイエンス研究を通じ

て得られるデータに加え、保健医療行政で収集されている医療系データ（電子カルテ、レセ

プト等）や、農林水産関連の生産活動を通じて得られるデータなど、実社会における様々な

ビッグデータを活用する機運も大きく高まっている。これらデータ群には個人情報に該当す

るものも多く含まれることから、データの保護と活用のバランスを踏まえた国全体での基準、

ガイドライン等の整備を進め、研究者や企業が適切なルールの下でデータにアクセス可能な

枠組みを構築することが求められる。 

 

また、上記【統合化・システム化】の潮流の重要テーマの 1 つとして述べた人工知能（AI）

技術については、平成 28 年度に入って次々とプロジェクトの構想が立ち上がっている。産

業界からも AI への期待感は高く、第 3 次 AI ブームとも称されている。第 5 期科学技術基本

計画（2016～）1)でもこれらを背景に、世界に先駆けた「超スマート社会」の実現（Society 

5.0）を基本方針の１つに定めており、そのための戦略的強化対象となる基盤技術としてビッ

グデータ解析技術、AI 技術などを挙げている。今後も益々、ビッグデータ・AI 活用は盛ん

になり、ライフサイエンス・臨床医学分野においても、医療現場や農作物生産現場等への活

用をはじめ、社会実装への期待がさらに高まっていく。ただし、ライフサイエンス・臨床医
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学で扱うデータは膨大かつ複雑で、ノイズも多い。現時点の AI の技術水準を把握し、AI を

真に活用すべき研究領域は何なのか、冷静な見極めが今後重要となる。 

「2.1」で述べた通り、医療関連技術は、市場原理による淘汰を必ずしも受けないという特

徴を有し、研究成果を社会実装するだけでは完結せず、社会からのフィードバックを経て検

証を続けながら、技術の評価や、新たな課題の抽出による基礎研究の展開という、循環型の

研究開発の進め方が今後、一層重要となっていく。そのような循環を加速させるためにも、

データ解析のスキルと生命科学の知識を併せ持つバイオインフォマティシャンに期待される

役割は以前にも増して大きくなっているが、わが国では人材、キャリアパスの整備とも未だ

不足しており、その育成、確保が大きな課題となっている。 

 

（２）俯瞰対象区分（全５区分）ごとの概観 

【区分①：生命・健康・疾患科学】 

（Ａ）区分の歴史 

遥か紀元前より 19 世紀に至るまで、例えば生物の系統分類学、比較生物学、ヒトや動物

の生理学・解剖学などの観察型アプローチによって、生物に関する様々な知識が涵養されて

きた。20 世紀に入り、生命現象を分子レベルで理解しようとする分子生物学が勃興し、細胞・

生化学的技術、計測技術（光学顕微鏡）、その他様々なバイオテクノロジーの急速な進展と相

俟って、生命現象および疾患に関する知見は飛躍的に増大した。21 世紀に入り、計測・分析

機器より得られた膨大なデータを元に「仮説」を構築し、様々な実験を通じて検証を重ね、

生命現象や疾患の理解を深める「データ駆動型」の研究アプローチの広がりを見せ、生命現

象の理解、そして疾患の理解が加速度的に進んでいる状況にある。 

 

（Ｂ）区分の現状と今後の方向性 

区分に含まれる調査対象領域（全 11 領域）について、現状と今後の方向性を簡潔に述

べる（詳細は第 3 章を参照）。 

１）「生体分子の科学（RNA、糖鎖、エクソソーム等）」 

膨大な ncRNA（non-coding RNA）が多様な生命現象・疾患と関係することが示唆

され注目を集めている。糖鎖技術はわが国が長年の取り組みを通じて強みを有し、技

術の更なる高度化と多様な生命現象・疾患との関係解明が期待。エクソソームは、細

胞間情報伝達機構として注目を集めている。 

２）「生体機能の科学（時間科学、性差医学・生物学等）」 

生体リズム形成の新たなメカニズムが発見され、時間軸の観点から生命・健康・疾

患科学の新展開が期待される。性差のメカニズム解明が進み、男女について新たな概

念が提唱され、性差の観点から様々な生命現象、疾患、創薬などを見直すことで、多

くの発見と健康・医療技術創出が期待される。 

３）「免疫科学」 

わが国は免疫科学領域において世界トップレベルの強みを有している。基礎免疫学

の成果が、近年インパクトの大きい医療技術として結実（例：抗 PD-1 抗体、オプジ

ーボ）した事例も存在する。免疫機構は様々な疾患の基盤にあると考えられるが、わ

が国では免疫領域の支援が近年減少傾向にある。さらにわが国はヒト免疫研究・臨床
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応用で遅れが見られ戦略的対応が必要。 

４）「脳・神経科学」 

わが国では脳プロを中心に大型の研究支援が長年に亘って実施されてきた。オプト

ジェネティクス、オミクス解析などの強力な実験技術を背景に、数理科学的アプロー

チも取り込まれ、分子からシステムに至る多階層統合的な機能解明が進展している。

日米欧がそれぞれ脳機能の全容解明を目指した大型プロジェクトを推進中である。 

５）「老化科学」 

老化のメカニズム研究では、日本人研究者も重要な成果を多く上げており、老化関

連分子のフェーズ１試験が国内で開始されるなど、臨床応用も展開中である。わが国

は世界に先駆けた超高齢社会であるが、老化関連疾患への投資は見られるものの共通

基盤メカニズム解明への投資は手薄であった。老化と関連する多様な生命・疾患科学

領域を結集した、基礎－応用－疾患研究を一気通貫で推進する戦略的な取り組みが喫

緊の課題である。 

６）「微生物叢（マイクロバイオーム）の科学」 

わが国は微生物叢の操作・解析において技術的な強みを有する。近年、メタゲノム

解析の普及・展開を踏まえ国内外で微生物叢を対象とした研究が大きく加速しており、

わが国においても戦略的な取り組みが喫緊の課題である（平成 28 年度、JST-CRDS

戦略プロポーザル「微生物叢（マイクロバイオーム）研究の統合的推進～生命、健康・

医療の新展開～」をきっかけに、複数の大型プロジェクトが国内で開始された）。微生

物叢関連の臨床試験（わが国の研究者が開発した微生物カクテルほか）が国内外で開

始しており、今後の創薬シーズ源としても期待される。 

７）「数理科学」 

様々な生命現象を担う、多数の生体分子の相互作用によって構成される複雑なネッ

トワークを数理的手法で紐解く研究が近年活性化している。一方、数理科学研究者の

人材不足はきわめて深刻で、教育環境にまで踏み込んだ対応が必要である。 

８）「生活習慣病」 

遺伝素因と環境要因の蓄積に発症に至る疾患群を生活習慣病とし、わが国では様々

な基礎研究、医療技術開発が推進されている。がんは、免疫チェックポイントに注目

した治療技術が近年大きく注目されている。代謝疾患は、個々の臓器研究に加え、全

身臓器のネットワーク（臓器連関）の視点も近年注目されている。腎疾患は、近年腎

臓病に共通する素過程の理解が進んでいることから、治療技術開発に弾みがつくこと

が期待される。 

９）「精神・神経疾患」 

脳・神経科学研究の成果を活用した医療技術開発が進むが、未充足の医療ニーズは

大きく、ブレイクスルーとなる基盤的知見創出への期待は大きい。神経疾患は、認知

症、パーキンソン病などにおいて臨床試験が進むが、現状は対症療法にとどまる。精

神疾患は、発症メカニズムの解明が大きく遅れており、バイオマーカーの確立が現在

も大きな課題である。 

１０）「免疫疾患」 

免疫科学の成果を活用した医療技術開発が進むが、未充足の医療ニーズは大きく、
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ブレイクスルーとなる基盤的知見創出への期待は大きい。国民病とも言える罹患率と

なっているアレルギーは、2015 年にアレルギー疾患対策基本法が施行され、研究開発

の加速も期待される。自己免疫疾患は、関節リウマチについて治療技術開発が大きく

進展している。 

１１）「感染症」 

近年猛威を振るったエボラ出血熱、ジカ熱など、新興再興感染症は今も人類の脅威

である。高病原性ウイルスのワクチン・治療薬開発のため、わが国においても BSL-4

の稼動が重要課題であると考えられる。わが国のワクチン開発は徐々に活性化してお

り、規格作りも含めた高品質なワクチン・アジュバント開発が期待される。 

 

【区分② 次世代基盤技術、医薬品等】 

（Ａ）区分の歴史 

「区分① 生命・健康・疾患科学」の発展の背景には、常に新たな技術（バイオテクノロ

ジー）の存在が有る。革新的なバイオテクノロジーの開発・普及が生命現象や疾患の理解

を深化させ、新たな学問領域を築くベースとなっている。本区分では、特に注目すべき次

世代基盤技術について取り上げることで、今後勃興しうる学問領域を見出すヒントとした

い。 

一方で、医学･薬学は、古代における宗教や呪術とともに、動植物・鉱物の利用にはじま

り、経験知として各コミュニティーに蓄積された。18 世紀には科学的に分析して「有効成

分を抽出する」という現在の創薬の基礎が確立された。19 世紀は病因を科学的に明らかに

し、それに対する治療法・予防法の探索へと進んだ。20 世紀には、生物学や化学、工学な

どが発展し、合成医薬品・抗生物質・ワクチンなど、現在も使用されている多くの剤形が

開発された。21 世紀に入り、計測・分析機器の性能が急速に向上し、疾患発症メカニズム

の解明が大きく進展した結果、分子標的薬（抗体医薬等）が一般的な治療薬として確立さ

れた。そして現在、膨大なデータの解析から、治療対象となる患者群の層別化など、新た

なアプローチが始まっている。本区分では、現在主流となっている医薬品、今後大きな展

開が予想される新しいタイプの医薬品等を取り上げる。 

 

（Ｂ）区分の現状と今後の方向性 

区分に含まれる調査対象領域（全 13 領域）について、現状と今後の方向性を簡潔に述

べる（詳細は第 3 章を参照）。 

＜次世代基盤技術＞ 

１）「ゲノム解析・オミクス解析」 

オミクスは生命・健康・疾患科学における不可欠の研究要素である。主に、ゲノム、

トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボロームなどの解析技術が大きく進展し、

それらを一細胞レベルで解析しようとする一細胞解析技術も進展している。データ解

析手法として、これらオミクスデータを統合的に解析するマルチオミクス解析への期

待が高まっている。 

２）「生体再現技術Ⅰ（臓器チップ）」 

人体の臓器の生理学的機能を人工チップ上に再現する、高い生理学性を持つ新しい
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細胞培養系である。欧米では、国の大型研究プロジェクトが近年スタートし、主に創

薬のアッセイ系として臓器チップの開発が進められている。実際の臓器と臓器チップ

の間に存在すると思われる差異を克服するため、オミクスや数理科学との融合、 

in vitro-in vivo 相関の証明など、今後の展開が期待される。 

３）「生体再現技術Ⅱ（オルガノイド）」 

3 次元組織の形成過程を in vitro で再現する技術である。様々な臓器について成功

例が報告されており、わが国の研究者も世界トップレベルの位置にある。オルガノイ

ドと実際の臓器の間には差があると考えられるものの、オルガノイドを活用すること

で生命現象や疾患の理解が大きく進むものと考えられる。特に、ヒトの幹細胞を活用

することでヒトオルガノイドの構築が可能であり、そこから得られる知見は human 

biology の理解において極めて重要である。 

４）「モデル動物」 

生命・健康・疾患科学研究、創薬研究を進めるにあたって不可欠な実験系であり、

歴史は長い。後述の“ゲノム編集”技術により、様々なモデル動物で遺伝子改変が迅

速化・簡便化したことから、より幅広い研究テーマにおいてモデル動物の柔軟な活用

が期待される。創薬にあたっては、ヒトとモデル動物の種差（生理的特性、薬物代謝

などの違い）が未だ問題となっており、ヒト化動物の開発等が期待される。 

５）「ゲノム編集」 

CRISPR/Cas9 に代表される、生命・健康・疾患科学研究や創薬研究全体に対し、

近年大きな影響を与えた革新的な技術である。コスト、時間、正確性など、従来の遺

伝子改変技術と比べて飛躍的に高い性能を有する。様々な基礎研究の推進のみならず、

臨床応用もはじまっている。技術開発のスピードが極めて速いことから、安全性評価

や生命倫理の観点などからの継続的な議論とルール作りがこれからの課題である。 

６）「構造解析技術Ⅰ（Wet）」 

生命・健康・疾患科学研究や創薬研究において、生体分子の立体構造情報の有無が

大きく影響する。クライオ電子顕微鏡（単粒子解析）をはじめとした解析技術の革新

により、従来技術では解析が困難とされた立体構造が近年次々と解明されている。わ

が国には、立体構造解析の設備面、人材面の両方で強みを有し、新たな大型設備・機

器の適切な導入による更なる強化が期待される。 

７）「構造解析技術Ⅱ（Dry）」 

Wet 実験では得られない、生体分子の立体構造と機能の関係を予測でき、アカデミ

アのみならず製薬企業を中心とした産業界でも広く利用されている。Dry 技術に基づ

く立体構造の動的変化の予測と、Wet 実験による生化学的な検証というサイクルを加

速させることで、実際の生体内で起こっているタンパク質等の立体構造の動的変化を

高精度に再現することが可能となる。わが国では、Wet 人材の層が厚い一方で、Dry

については研究者が少なく、人材育成が課題である。 

８）「創薬・育薬技術（バイオマーカー、ドラッグリポジショニング等）」 

バイオマーカーは、創薬の効率化（安全性マーカー等）、診断技術（疾患マーカーに

基づく特定の医療技術が有効な群の絞込み）等に重要であり、国内外で活発に研究が

進められている。また、創薬の効率化の 1 つの方向性であるドラッグリポジショニン
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グにおいては、体系的な分子プロファイリング技術の基盤構築が重要である。 

＜医薬品等＞ 

９）「バイオ医薬（抗体医薬等）」 

大型バイオ医薬品の特許切れを受け、バイオシミラーに加え、バイオベター（親和

性・安定性の向上、低分子化など改良した医薬品）、第三世代バイオ医薬（核酸医薬等）

の開発が急務である。人工核酸、人工ペプチド、ADC など、わが国が優位性を持つ技

術が存在する。 

１０）「核酸医薬」 

低分子化合物や抗体医薬品では作用できない標的に対してもアタック可能な剤形と

して期待されている。実用化にあたっては、標的部位へのデリバリー法の開発、安全

性・毒性の低減・予測等が課題となっている。我が国は核酸合成化学においては世界

をリードしている。 

１１）「中分子医薬」 

未開拓の創薬標的としてタンパク質間相互作用（PPI）が注目され、細胞内 PPI に

対する中分子量（分子量 500～3,000）の化合物による創薬が期待されている。抗体の

一部構造の模倣による低分子化、中分子化合物ライブラリの構築等、中分子創薬に向

けた取り組みが進められている。また、中分子医薬として歴史のある天然物化合物に

ついても、バイオ医薬の隆盛に伴って存在感が低下していたが、近年見直しを図る動

きが進められつつある。 

１２）「細胞治療」 

体細胞だけでなく、幹細胞（ES、iPS、体性幹細胞）の利用検討も進められている。

皮膚、軟骨の再生に加え、心疾患、中枢神経疾患、眼疾患など、様々な領域に対する

再生医療技術の開発が進んでいる。再生医療等製品の審査体制が 2015 年に整い、同

年に国内初の他家由来細胞の再生医療等製品が承認された。研究開発の更なる加速が

期待される一方、再生医療等製品は一般に高価であることから、医療費が圧迫される

可能性が否定できず、低コスト化に向けた取り組み等が期待される。 

１３）「遺伝子治療」 

遺伝子治療の臨床開発の成功が欧米で相次いで報告され、実用化の段階である。造

血幹細胞研究、アデノ随伴ウイルスベクターの開発、ゲノム編集技術の応用、がん遺

伝子治療（CAR-T、TCR-T、腫瘍溶解性ウイルス療法）など新しい技術開発が進んで

いる。研究開発の更なる加速が期待される一方、遺伝子治療技術は一般に高価である

ことから、医療費が圧迫される可能性が否定できず、低コスト化に向けた取り組み等

が期待される。 

 

【区分③：生体計測分析技術・医療機器】 

（Ａ）区分の歴史 

科学や医療の基本は観察にあり、「みる」・「はかる」ための技術が科学や医療を大きく進展

させてきたことは過去の自然科学分野のノーベル賞受賞事例を見ても明らかである。医療機

器では 1895 年にレントゲンが X 線を発見し、医療用レントゲン装置が開発され、それが胸

部撮影に使用されるようになって医療技術が飛躍的に進歩したことはよく知られている。他
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方、科学や医療の進展が「みる」・「はかる」ための技術に対して新たな課題を提示し、それ

らの克服を通じて技術がより一層高度なものになってきたこともまた真実である。両者は関

連しあいながら共進化を続けている。 

また、本区分で対象としている医療機器には「みる」・「はかる」といったいわゆる診断系

のみならず、「なおす」ための治療系の機器も含まれる。これらもまた、医療および医学の進

歩を支える不可欠な存在であり、古来より人類の歴史とともに進化を続けている。 

 

（Ｂ）区分の現状と今後の方向性 

医療の質向上や医療費抑制が求められる中、機器から得られる各種データの活用の重要性

が増している。とりわけ IoT 化が進み、画像診断機器や生体情報計測機器等の複数の機器（マ

ルチモダリティ）から得られる多次元（マルチスケール・マルチディメンジョン）なデータ

を、その他の健康・医療関連データとも組み合わせながら統合的に解析して実際の診断・治

療や予防に役立てようとする方向性が顕著になっている。またそうした技術やシステムの臨

床応用にむけた競争も世界中の企業や研究機関等の間で活発化している。データ解析では人

工知能技術の活用・導入も積極的に試みられている。しかしその反面、多様なデータを統合

的に解析するためにデータの標準化が目下最大の課題となっている。データの標準化は国際

的にも課題となっている。 

個別機器の先鋭化も活発に進められている。例えば高感度化や高解像度化等、時空間的に

より精緻なデータを得る方向性での技術開発が進められている。また計測・分析プロセスの

迅速化や装置の複合化・多機能化・自動化、低コスト化、患者の QOL 向上につなげる性能

向上（例：治療機器・技術における低侵襲化、及び 3D プリンタによる患者個別の人工臓器・

バイオマテリアル作製）などを通じてユーザニーズに応える方向性での技術開発なども進め

られている。 

他方、主としてライフサイエンス研究や、基礎研究段階の技術開発等で用いられる各種イ

メージングや計測・分析のための機器・技術の開発でも先端的な取り組みが行われている。

一例として自由行動下での脳の深部観察や光操作技術との併用による神経活動計測、脳の機

能および微細構造の解明、がんの外科手術時における微小転移浸潤巣の検出、診断と治療の

融合（セラノスティクス）研究などが挙げられる。また近年では新しい科学技術を用いた生

命科学の革新が注目されていることから、それらの科学的知見も新たな医療機器・技術を生

み出す可能性を秘めている。その重要性は、第５期科学技術基本計画や平成 28 年 5 月 31 日

に閣議決定された「国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促

進に関する基本計画」においても指摘されており、わが国が保有する量子ビームなど大型研

究施設・機能を更に生命科学や医療分野で利活用することも大いに期待されている。 

その他、本区分の研究開発を取り巻く環境に関しては、わが国では研究開発のインセンテ

ィブ、連携、人材育成が横断的課題として度々指摘されている。 

まず研究開発のインセンティブに関して、新規性の高い医療機器ではその開発及び承認審

査段階での安全性と有効性の評価に係る指針（ガイドライン）が予め示されていることが、

開発の迅速化及び承認審査の円滑化に資する。そのため積極的な策定が望まれており、現在

は厚生労働省や経済産業省の関連事業を通じて産学官が一体的にガイドライン策定に取り組

む状況ができている。 
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次に連携に関しては、日本は大学や公的研究機関による要素技術の研究開発成果が、機器

メーカーによる実用化・事業化に結びついておらず、一貫した研究開発体制が欧米と比較し

て弱いことが指摘されている。また個別機器の専門家と医学・生物学の専門家の交流が少な

いためシーズとしての多様な先端技術と応用分野でのニーズを結びつける機会も少ないと言

われている。こうした基礎～応用～実用化～事業化の連携や異分野・異業種の連携の促進が

望まれている中で、現在は国の産学官連携や医工連携施策を通じた支援が行われている。例

えば大企業が取り組みにくい研究開発の初期段階を担う医療系ベンチャーや中小企業に対す

る振興、支援の取り組みも関連府省で行われている。自治体レベルでも東京都が医工連携を

橋渡しする組織を設立するなど連携支援の取り組みが改めて盛り上がりを見せ始めている。

さらに異分野融合の促進という点でも、ライフサイエンス・臨床医学分野への応用が期待さ

れている量子科学技術の発展を担う新法人の設立を契機として様々な連携が盛んに形成され

始めている。 

最後に人材育成に関しては、医療機器開発を担う人材の不足が懸念されている。そのため

医工連携による大学院教育の展開や、医学部・大学院を通じて新たな医療機器等の研究開発

に挑む人材の育成拠点形成などにより、分野横断的な研究人材や実践的な人材の育成に向け

た取り組みが進められている。またその中ではスタンフォード大学で開発された医療機器人

材育成プログラム（バイオデザインプログラム）の日本への導入、実施に向けた取り組みも

行なわれるなど新たな試みも見られる。 

以上の現状及び今後の方向性のほか、本区分で取り上げた各研究開発領域の状況に関して

は、以下に概要を示す。その詳細は第 3 章を参照されたい。 

１）「診断機器・技術」 

・ PET や MRI 等の個別機器では感度、空間分解能、計測時間、機能性等で一層の

進展。 

・ ベッドサイドや健診等での利用可能性、高い時空間分解能、多用途活用等での優

位性から、既存技術の組み合わせにより構成されるマルチモーダル機器や光学系

機器の臨床応用への期待がさらに増大。 

・ 医用画像の定量化・情報化が進展する一方で、データ標準化や、大容量データ、

大規模データの解析・活用に係るニーズが増大。 

２）「臨床検査機器・技術」 

・ 患者の傍らでリアルタイムに検査し、診断・治療に有益な情報を得る技術である

POCT（Point of Care Testing）が近年急速に広まっており、様々なタイプの機

器の開発が進められている。院内のみならず、災害医療の現場や在宅医療におけ

る迅速な検査、診断での利用も期待されている。 

・ ゲノム解析技術の進展を背景に、医療周辺領域での個人向けサービスとして消費

者向け（Direct-to-Customer）遺伝子検査サービスが広まりつつある。 

・ 個別の機器の開発では自動化、検査迅速化、装置複合化、多機能化等が主な傾向

として見られる。また、がん、認知症、精神疾患などの疾患の早期診断やストレ

ス評価などに用いるバイオマーカーの探索・実用化や、血液などの体液中に含ま

れるマイクロ RNA など血中循環腫瘍 DNA や血中循環腫瘍細胞（CTC）の検出・

解析技術の開発に向けた取り組みも進んでいる。 
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３）「治療機器・技術（手術支援システム、ロボット・デバイス）」 

・ 外科手術は安全性、効率性をより高めるため高度な画像情報やナビゲーション技

術を駆使し低侵襲化、複雑化の傾向。 

・ 手術支援ロボット・デバイスでは内視鏡における高解像化や立体視化、次世代 da 

Vinci を見据えた低侵襲化、小型化、コスト削減等が進む。 

・ その他にも血管手術用のカテーテル挿入支援ロボットシステム実用化や非接触で

ロボットを駆動する研究等も進む。 

４）「治療機器・技術（人工臓器、生体機能補助・代行装置）」 

・ バイオマテリアル・人工臓器の作成では各患者の CT、MRI 等の画像情報を基に

したオーダーメード化や、3D プリンタの活用が進む。 

・ 長期成績の延伸に向けて、人工臓器周辺の感染巣化や、バイオマテリアルの経時

的性能劣化等への対策が課題に。 

・ バイオマテリアル・人工臓器と再生医療の協奏は今後目指すべき方向性。 

５）「介護福祉・リハビリテーション支援機器」 

・ 国内の複数の大企業がリハビリテーション支援ロボットの研究・開発・商品化に

本格的に乗り出しており、今後の展開が注目されている。 

・ リハビリテーション支援機器に応用可能な基盤研究として、CI（Constraint 

Induced）療法、HANDS（Hybrid Assistive Neuromuscular Dynamic Stimu-

lation）療法、BMI（Brain Machine Interface）技術などの新たなニューロリハ

ビリテーション治療の基盤構築に関する研究や、運動機能を効率的に改善させる

ための運動学習に関する研究が進められている。 

・ 機器開発に関わるステークホルダーを巻き込み、開発から利活用までのサイクル

を効率よく駆動させるための基盤構築に関する研究が進められている。例えば当

事者参加による機器開発の方法論の構築などが進められている。 

６）「健康・予防医学関連機器」 

・ 健康維持及び疾病予防のためにユーザーが自ら利用することを前提とした機器は

医療機器およびヘルスケア機器として世界的な市場規模を持って研究開発が加速

中。 

・ 特に各種情報端末や ICT の発展・普及を背景に多様なウエラブル端末や生体情報

計測機器の開発が進む。 

・ 機器開発では素材開発、バッテリー問題克服、通信規格 BAN の普及、化学成分

分析のためのバイオセンサ開発、社会実装のためのレギュラトリーサイエンス等

が重要に。 

７）「医療技術評価（医療機器）」 

・ 革新的な医療機器であるほど、安全性と期待される有効性の評価法は、既存の方

法では十分でない場合があり、機器開発自体とともに、承認前の、実臨床での使

用環境を模した非臨床性能試験法の開発、および治験による評価の適正化が重要。

承認前の非臨床性能試験法としては生体のモデリングシミュレーション技術など。 

・ また承認後に関しても、実臨床におけるリスクを迅速に抽出する方法、リスクの

要因を迅速に評価する方法、効果的な使用法やより効果を発揮する適用を迅速に
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評価する方法論の構築が、患者への先進的医療機器及び医療技術の迅速なアクセ

スを健全に普及させていく上で重要。 

・ 高度な医療技術が増加し、高い治療効果や安全性が期待できる一方、これらの中

で費用の大きな医療技術が増加することにより医療保険財政への影響が懸念され

るとの指摘がある。わが国においては平成 28 年度から費用対効果評価の試行的

導入が開始されることとなり、現時点では中医協の費用対効果評価専門組織にお

いて既に保険適用されている医療機器のうち財政影響、革新性・有用性が大きい

と考えられた６品目において試行がなされている。 

８）「生体イメージング機器・技術」 

・ 個々には高解像、高感度、高分解能、低侵襲、高速、深部観察、広視野等の飛躍

的向上を目指した開発が進む。 

・ 脳やがんを対象としたイメージングのための技術開発が進む。脳関連では光操作

技術の活用による計測と操作を統合した研究が増加傾向。 

・ 今後はイメージングと各種生理機能計測を組合わせた多元的な計測技術、および

ミクロ～マクロを横断的に観察するマルチスケールなイメージング機器・技術の

開発が 1 つの方向性。 

・ 膨大かつ多様なイメージングデータを取得・保存・解析するためのインフォマテ

ィクス技術に関する研究開発も必要性が高まっている。 

９）「生体分子計測技術」 

・ オミクス研究によって既知となった分子は、予想される全体像に対してごく一部

に留まっているのが現状であり、未知分子の分析（分子の絞込みや同定）を進め

ることが本領域の課題。 

・ とりわけ質量分析はできるが核磁気共鳴装置（NMR）で分子内構造を決定するこ

とが難しい大きさの生体分子の分析が課題となっている。 

・ 質量分析関連の機器や技術に関しては高感度化、高分解能化を目指した開発が進

められる他、新規の分離技術、フラグメンテーション技術、質量分析イメージン

グのような新しい概念に基づく技術の開発が進められている。局所操作と分析の

連携も新たな動向。 

１０）「プロファイリング・解析技術」 

・ 分析装置の高精度化・高感度化や通信技術の発達などによりデータの蓄積が膨大

化しており、これらをいかに取り扱い、そこから有益な情報を取り出すかが課題

となっている。そうした背景の下、画像解析や生体分子計測（飛行時間型二次イ

オン質量分析法：TOF-SIMS など）でも解析技術の進展が見られる。 

・ 医用画像処理研究関連の国際会議（MICCAI2016）では、脳の MRI 画像を解析

する研究、具体的には特定の領域を同定するセグメンテーションや、皮質の形状

変化、あるいは神経束の追跡を行なう研究が多く、とりわけ米国発の研究が盛ん。 

・ また機械学習、とくに深層学習を用いた医用画像処理研究が、従来の機械学習ア

ルゴリズムを用いた研究を大きく上回り、ここでも欧米発の研究が中心。 

・ 画像処理研究においては良質な画像データベースを構築することが極めて重要で

あり、米国の ADNI データベースのような、大規模かつオープンなデータベース
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の整備が望まれている。 

 

【区分④：食料・バイオリファイナリー】 

（Ａ）区分の歴史 

農業とは、有用な植物の栽培（および有用な動物の飼育）による、食料生産である。紀元

前から 21 世紀の今日に至るまで、農業、特に農作物に関わる技術革新、あるいは農業上の

問題（病虫害、異常気象による飢饉など）が社会に与えるインパクトは甚大である。技術革

新による収量の向上などは、社会に対して正の影響を与えるが、付随した負の側面も往々に

して現れる。ここでは 20 世紀以降の食料・バイオリファイナリー区分の歴史をそれぞれの

技術革新の代表例ついて述べるとともに、それに伴って起こった社会的影響について正負の

両面から概観する。 

20 世紀以降の農業には、経験のみに基づく技術に加えて科学技術が大きく貢献し、育種技

術と肥料技術をもとにした「緑の革命」、遺伝子工学および植物細胞培養技術などをもとにし

た「遺伝子組換え作物」などの大きな技術革新があった。また、20 世紀後半以降には、微生

物学およびバイオテクノロジーを中心に、農業生産性を向上させる技術、および多発する環

境への悪影響を軽減するための技術が発展した。それに続き、21 世紀以降は、再生可能エネ

ルギーとして穀物由来の「バイオ燃料」生産技術が確立され、化石燃料依存からの脱却をめ

ざすバイオリファイナリー技術のさきがけとなった。 

しかしこれらの技術開発と社会実装に伴い、負のインパクトもそれぞれについて発生した。

例を挙げれば、遺伝子組み換え作物は、商業栽培が開始して 20 年足らずで、世界での栽培

面積が 1 億 8000 万 ha と急拡大したものの、わが国を含む複数の国では未だ充分な社会受容

が進んでいない。もう一例は、「バイオ燃料」生産の拡大により、2008 年に穀物価格および

リン肥料価格が世界的に高騰し、途上国に大打撃を与えたことである。またさらに、1950

年代以降の「緑の革命」により、それまで危惧されていた食糧危機が回避された一方で、環

境中への肥料成分の放出とそれに伴う富栄養化などの悪影響が、今まさに農業の持続性を脅

かしている。こういった過去の教訓を受けて、「バイオ燃料」などは非可食性バイオマス由来

の技術開発にシフトするなど軌道修正が行われている。一方、既に地球の限界を超えるまで

になった窒素とリンの環境放出については未だ修正の方針すら立っていないものもある。 

 

（Ｂ）区分の現状と今後の方向性 

21 世紀以降の特筆すべき技術革新は、次世代シーケンサーの登場による核酸配列決定技術

の劇的な向上である。以下に、関連した二つの技術開発の流れについて述べる。一つ目は、

作物・微生物デザイン技術である。ゲノムの解析が進展し、メタボロミクス解析の発展とあ

いまって、作物をより精緻にデザインする育種開発、微生物の有用物質生産能力の劇的な向

上が可能になってきている。今後はさらにゲノム編集技術によってこれらのデザイン技術は

加速すると予想される。作物や微生物の精緻なデザインが自由自在に行えるようになれば、

高付加価値の作物や、機能性成分を多く含む食品原料の効率的かつ安価な製造につながるだ

ろう。環境中に放出されたリンやレアメタルを回収する技術への応用も期待される。二つ目

は、メタゲノム解析が一般化し、土壌、根圏、植物内生の微生物叢の群集構造解析が可能か

つ容易になった。それにより、作物－微生物ホロゲノム把握、環境制御・予測技術との統合
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による、栽培環境全体のデザインという新たな方向性も提唱されつつある。これまでは、植

物や微生物の一種に着目し、個々の遺伝子の機能解明や改変といった研究開発が主流であっ

たが、今後は、宿主－微生物叢共生体（holobiont）を理解し制御するという新たな潮流とな

るだろう。 

区分に含まれる調査対象領域（全７領域）について、現状と今後の方向性を簡潔に述べる

（詳細は第 3 章を参照）。 

 

１）「グリーンバイオ関連基礎科学」 

微生物学、植物科学、生態学を基盤にし、食料生産、物質生産、環境リノベーション

などを目標とした、基礎基盤研究領域。近年の、次世代シーケンサーの性能向上や質量

分析装置の高度化などにより、これまで取り扱うことが難しかった生物間相互作用研究

の進展が期待されている。食料生産、物質生産、環境リノベーションの技術開発にはい

ずれも、微生物学、植物科学、生態学の異分野融合研究が必要である。 

２）「バイオリファイナリー」 

化石資源の代わりに植物の光合成などによって生産される再生可能な資源を、マテリ

アルまたはエネルギーに利活用する技術。木本（木質）、草本、藻類など様々なバイオマ

スを原料に技術開発が進展している。現在欧米では、バイオマスやバイオリファイナリ

ーの上位概念である「バイオエコノミー」に関する研究とイノベーションに対して重点

的にサポートを行っている。 

木本（木質）、草本は主に、非可食性のセルロース系バイオマスを材料にした技術開発

が中心となっている。藻類バイオマスについては、食料や色素生産などの産業応用から

入り、付加価値の低い燃料へと技術をシフトする方向性となっている。 

３）「作物増産技術」 

「遺伝的能力の改善」あるいは「栽培環境の改善」を通して、穀物、野菜、果樹の増産

および生産性の安定を図るための技術および素材開発に関する研究領域。 

育種的アプローチ（遺伝的能力の改善）、耕種的アプローチ（栽培環境の改善）、ライ

フサイクルの倍速化、機械化による規模拡大、ICT を用いた精密農業などの要素技術を

組み合わせ、作物ごとに研究開発が進められている。 

４）「持続型農業」 

人類が生存を続けていくために必要な食糧生産を、地球環境に不可逆的な負の影響を

与えずに持続的に継続していくための研究開発領域。おもに窒素・リン肥料の土壌への

多投入およびその後の環境放出の低減、あるいは土壌・根圏微生物による肥料低減のた

めの要素技術群を含む。例えば、少ない肥料で充分な高収量を得るための品種改良、肥

料に含まれる化合物を水に溶けにくくする技術、肥料成分を作物に供給する微生物と作

物の共生の利用、などがある。研究開発の結果を社会実装する際、コスト高となること

が多く、市場での競争力を弱くしている。 

５）「高機能高付加価値作物」 

ヒトの健康を維持・増進させることが期待される栄養・健康機能性を有する農林水産

物の研究開発。ヒトを対象にした一次機能（栄養機能）、二次機能（感覚・嗜好機能）、

三次機能（生態調節機能）の解明や検証を通して、高機能・高付加価値であることを担
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保することも、機能性成分の種類によっては必要となる。2015 年 4 月から機能性表示

食品制度が施行され、生鮮食品としてはウンシュウミカンと大豆もやし、単一の農林水

産物のみが原材料である加工食品（農産物）として、べにふうき緑茶、大麦、米、蒸し

雑穀、トマトジュースが受理、販売されている。 

６）「食品原料（機能性成分）」 

食品原料に含まれる機能性成分、特に抗酸化成分やアミノ酸など、QOL の向上に役立

つ可能性のある物質の生産・抽出・評価に関する研究開発。抗酸化成分については、そ

の評価基準の妥当性の検証および標準化に向けて、現在も研究開発および国レベルでの

検討が進行中である。 

７）「リン・レアメタル回収」 

有限かつ代替することが難しい天然資源を生物学的反応を主に利用して回収するため

の研究開発。リン資源は有限かつ代替不可な資源であり、農業および各種産業に必須の

元素である。また、レアメタルはわが国はほぼ 100％を輸入に頼っており、産業界のア

キレス腱となっている。 

リンについては環境へ放出が既に地球の限界を超えているとされ、回収や再利用の技

術開発は進んでいる。プロセスの最適化により良質で低価格のリサイクル品も作り出さ

れている。しかし欧州のように国レベルでの規制を含めた取り組みがなされず、ひろく

社会実装されるには至っていない。 

レアメタルは、国際価格が数倍から 10 倍程度に跳ね上がっており、廃棄された製品

や排水中などから効率よく回収してリサイクルできるような技術の確立が急務となって

いる。 

 

【区分⑤：健康・医療・農業データ科学】 

（Ａ）区分の歴史 

分野全体の概観でも述べた通り、20 世紀中頃の分子生物学の勃興により、ライフサイエ

ンス・臨床医学は飛躍的な進化を遂げ、それに伴って研究成果である各種データの発生も増

加を続けてきた。今世紀初頭に入るまでは、例えば 90 年代に解読作業が始まったヒトゲノ

ム計画では全配列が解読されるまで何年もかかっている（2003 年、全ゲノムの精密配列決定）

など、ゲノム解析には多くの時間と資金を必要としていたが、2000 年代に次世代シークエン

サーが開発されて以降、解析の高速化、低コスト化は目覚ましく、現在ではヒトに限らず各

種微生物や動物、農作物等の植物のゲノム解析、さらにはメタゲノム解析等の成果により、

爆発的な量のデータが発生する時代となってきている。 

近年は米国の Precision Medicine Initiative（2015 年～）2)のように、個人毎のデータを

大規模に収集・統合・解析し、個人毎に（あるいは集団を層別化して）より有効な医療を提

供しようという動きや、それに関連して個人データの保護・活用に関する制度見直しの動き

が活発化している。農業分野においても、データを活用して作物の生産性や収益性を向上す

る取り組みが活発に行なわれてきている。 

 

（Ｂ）区分の現状と今後の方向性 

本区分は、分野全体におけるデータ科学の知識基盤となる領域（生命科学データベース）、
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基盤技術に関する領域（医療データ活用基盤技術）、長期・大規模臨床データ取得のインフラ

となる領域（疫学・コホート）、コンテンツであるデータの整備などを扱う領域（健康・医療・

介護情報）、データに基づいた医療や農業への社会実装に関する領域（AI 医療応用、予防・

個別化医療、医療資源配分、スマート農業）の各調査対象領域（全 8 領域）で構成している。 

各領域毎に、以下に概観を簡潔に述べる（詳細は第 3 章を参照）。なお、各領域でほぼ共

通していることとして、様々なビッグデータを統合・活用して、個人や層別化した対象、あ

るいは作物・フィールド（圃場）毎に、より精密に解析、予測を行ない医療や農業等に応用

していく方向性があり、またそのために必要なデータ整備（データの統合や標準化）、継続的

な研究インフラの支援体制や人材育成などが課題として現れている。 

１）「生命科学データベース」 

・ データベース拠点はデータ量の爆発的増大に直面。データの圧縮技術開発や標準化が

課題 

・ ゲノム・遺伝子情報の集積は、登録者が塩基配列に機能注釈を付与するというモデル

から DB 側で機械的に機能注釈を実施するというパラダイムシフトが起きつつある 

・ ゲノム情報や臨床情報を世界的に共有するための動きが活発化 

２）「医療データ活用基盤技術」 

・ 自然言語処理関係では、比較的構造化されたデータ（健診データ等）から、ソーシャ

ルメディアを含む、より大規模かつ非構造化されたデータを扱う方向へ発展しつつあ

る 

・ データの保護・加工に関してはここ数年、医療関連情報を用いたプライバシー保護技

術の研究が盛んになってきている 

３）「疫学・コホート」 

・ 主要疾病の要因の寄与度の解析が進められており、特にがんの原因の寄与度に関する

推計が多く報告されている 

・ 超高齢社会の中で、運動器疾患（骨粗鬆症等）のコホート研究も重要度が増している 

・ 世界的に国際コホート連合の形成が活発化しているが、日本は大規模コホートやバイ

オバンクを研究基盤として長期維持・運営するための支援が遅れている 

４）「健康・医療・介護情報」 

・ 大量の臨床データから表現型抽出(phenotyping)する技術の開発や、診断支援システム

の開発が活発化 

・ 介護情報については現場での情報共有、情報を活用した介護機器開発が期待されてい

る 

・ わが国には豊富な臨床データベースは存在するが、現時点ではデータの統合や標準化

が不十分。データ解析の人材育成も課題 

５）「AI 医療応用」 

・ 人工知能技術の医療への応用が注目され、画像解析、カルテ解析などの検討が進めら

れている 

・ 創薬の効率化、オーダーメイド医療の提供、パーソナル化された健康管理、ロボット

開発への展開も期待されている 

６）「予防・個別化医療」 
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・ ゲノム情報を、個人毎の癌などの発症予測に用いる動きが加速している。また、

Precision Medicine Initiative（米国）のように、ゲノム情報に限らず膨大な臨床デー

タ（ビッグデータ）を統合的に活用する医療の実現に向けた研究開発が各国で活発化

してきている 

・ 臨床データだけでなく文献データも活用して、AI で診断・治療法選択の支援を行なう

システムも注目されている 

・ 単純な疾患罹患性に関連するゲノム情報はかなり報告されているが、今後はメタボロ

ーム解析等の多階層にわたる複合的解析による、より精度の高いバイオマーカー群の

同定から予測アルゴリズムの開発へとフェーズが移行していくと考えられる 

７）「医療資源配分」 

・ 医薬品を中心に医療技術評価研究は活発化。ただし費用データ、健康関連 QOL の調

査データなど、医療技術評価研究に必要なデータの整備はまだ不十分 

・ 様々な行政統計の利用体制の整備や、異なる DB 間の個人レベルでのデータ統合も今

後の課題 

・ 医療ビッグデータを解析する基本的技術の開発は進んできているが、こうしたデータ

を用いた医療経済・政策研究はまだ少ないのが現状 

８）「スマート農業」 

・ 作物栽培に関する様々なデータを収集・活用して、作物の生産性向上、高付加価値新

品種の育種を目指した基盤技術開発が行われている 

・ さらに、生産性や収益性を同時に追及する農業マネジメント技術である精密農業

（Precision Agriculture）が、南米も含め世界各国の未来型農業として取り組まれて

いる 

 

 

1) http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html 

2) https://www.whitehouse.gov/precision-medicine 
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２.３ 分野の研究開発を取り巻く状況 

２.３.１ 社会・経済の動向 

本項では、社会ニーズ、産業ニーズと特に関係の深い、（Ａ）健康・医療、（Ｂ）食・環境

の２つの観点から社会・経済の動向を述べる。 

（Ａ）健康・医療 

近代医学の勃興以来、医療はその歩みを止めることなく、人類の well being（よりよい生

き方）というニーズや社会的生産性の向上といったニーズに対する貢献は大きい。 

 

近年、医療を取り巻く世界的な環境の変化として、グローバル化による人々の大規模な移

動の日常化、国家間あるいは国内における経済格差の拡大、先進国を中心とした高齢化の進

展、地球規模の気候変動、ビッグデータ関連技術の進展による産業構造や生活の変化、世界

的な経済低成長、などが見られている。これらを背景に、2016 年の G7 首脳宣言付属文書「国

際保健のための G7 伊勢志摩ビジョン」1)では、以下の取り組み等が必要であるとしている。 

- 公衆衛生上の緊急事態への対応強化のための国際保健の枠組み強化：パンデミックに

対する備え及びその予防等 

- UHC（ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ）の達成：全ての人々に対する生涯を通じ

た保健サービスの確保、健康で活動的な高齢化に向けた取り組みの推進等 

- 薬剤耐性（AMR）：国際協調、分野協調による抗微生物剤の適切かつ適正な活用、対

抗手段へのアクセス改善等 

- 研究開発とイノベーション： ニーズは高いが市場原理のみでは十分な対処がされない

疾患の対策、保健データの活用促進等 

また、2015 年に採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」2)で掲げる 17 の

「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）」の中には、「あらゆる年齢

のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」、「すべての人々の水と衛生の利

用可能性と持続可能な管理を確保する」、「飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実

現し、持続可能な農業を促進する」、「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講

じる」等の目標が含まれており、これらはライフサイエンス・臨床医学分野が大きく貢献し

うる目標である。 

国内外で研究開発へのニーズの高い疾患として、WHO の集計 3)では Non Communicable 

Diseases（NCDs： がん、糖尿病、循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患（COPD）に代表される

呼吸器疾患などの非感染性疾患）が挙げられている。これらは世界の全死亡原因の 68％を占

めていることから、国内外の適切な連携も含め、戦略的な取り組みが必要であると言える。 

近年、健康・医療分野に大きな転換をもたらしている技術として、ビッグデータ関連技術

が挙げられる。例えば AI による診断支援システムの開発、新薬候補化合物の探索などが各

国で活発化しており、、米国の Precision Medicine Initiative もこれらの技術の発達を反映し

ている。ただし、AI を含むビッグデータ関連技術の急激な発達は、雇用や個人のプライバシ

ーなど、人々の生活や価値観に大きく影響を及ぼす可能性もあり、不安感も増大しているこ

とに留意していく必要がある。 

 

続いて、わが国の社会動向で注目すべき傾向としては、少子高齢化のますますの進展のみ
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ならず、人口減少、特に生産年齢人口の減少や、高齢者の割合の増加などが見込まれている。

わが国の医療保障制度の持続性確保や、産業競争力の維持・向上などの観点から、早急な対

応が求められているところである（表 2-2）。 

 

表 2-2 日本の少子高齢化・社会保障に関連する主なデータ（※） 

  2010年 
予測値（2025年或いは

2040年） 
予測値（2060年） 

総人口 約 12,800万人 約 10,700万人（2040） 約 8,700万人 

生産年齢人口（15～64歳） 約 8,100万人 約 5,800万人（2040） 約 4,400万人 

高齢者（65歳以上）の割合） 23.0％ 36.1％（2040） 39.9％ 

1人の高齢者を支える 
生産年齢人口 

約 2.8人 約 1.5人（2040） 約 1.3人 

死亡数 約 120万人 約 167万人（2040） 約 154万人 

出生数 約 107万人 約 67万人（2040） 約 48万人 

医療費 約 36.6兆円 約 54.0兆円（2025） - 

介護費 約 7.9兆円 約 19.8兆円（2025） - 

（※）「高齢社会白書（内閣府）」、「医療費の動向（厚生労働省）」、「介護費等の動向（国民健康保険中央会）」 

  などの資料をもとに作成 

 

医療費・介護費の高騰は特に大きな課題である。2014 年度の医療費は 40.8 兆円となって

いる。このうち 10.5 兆円は国庫、5.3 兆円は地方自治体の負担であり、こうした医療費補助

をはじめとする医療保障費の増大が国の歳出や GDP に占める額・割合は近年大きく伸びて

おり、他の財政支出項目、例えば学術活動に必要な科学振興費を圧迫する要因ともなってい

る（図 2-5）。 

 

 

図 2-5  国の一般歳出に占める項目別指数（平成 12年度を 100とした場合）の推移 
（中央社会保険医療協議会 総会（第 341 回）参考資料を一部改変） 
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このような社会的状況や、AI を含むビッグデータ関連技術の発達という技術的状況を背景

に、国の成長戦略の基本方針である「日本再興戦略 2016」4)では、IoT、ビッグデータ、AI、

ロボット・センサーの技術的ブレークスルーを活用する「第４次産業革命」に向けた数々の

施策を打ち出している。このうち世界最先端の健康立国へ向けた鍵となる施策として、ビッ

グデータ等の活用による診療支援・革新的創薬・医療機器開発や、IoT 等の活用による個別

化健康サービスなどを定めている。 

このほか社会的に大きな課題として、臨床研究や基礎研究に関わるデータの不適切な取り

扱いや操作等の、研究不正への対策も求められている。近年もそのような事案がいくつか発

生しており、国は研究不正対応のガイドライン策定 5)、医学研究に関連する指針の策定や見

直し 6)、臨床研究法案の国会提出 7)等の対策を実施中である。また、ライフサイエンス・臨

床医学の研究では論文に発表された内容の再現性の低さが世界的に問題となっており 8)、実

験手法の標準化、ロボット化などの、再現性確保に向けた方策も求められている。 

 

経済面では、世界の医薬品市場は増加を続け、2014 年には１兆ドルを超えており 9)、極め

て大きな産業である。日本の医療産業に目を向けると、自動車、電気・情報通信機器、化学

工業などに比べると医薬品製造業の産業規模は大きくないが、各産業が創出する一人当たり

付加価値額と出荷額に対する付加価値比率では、主要産業の中で医薬品製造業が群を抜いて

いる。また、景気に左右されにくいという安定性も医療産業の特性である。つまり、医療産

業は患者やその家族への医療上の貢献にとどまらず、日本経済全体にも非常に重要な役割を

果たし得る。この点からも、わが国の成長戦略に欠かせない産業として、ライフサイエンス・

臨床医学研究の成果の社会実装に必要なプロセスの改善を図り、医薬品・医療機器をはじめ

とした医療技術に関連する産業振興につながる施策を打ち出していくことは重要である。 

なお、医療産業は景気に左右されにくいという安定性がある一方で、製品化までの開発プ

ロセスには極めて多額の研究開発費と長期の研究開発期間がかかるという性格をもつ。平成

28 年科学技術研究調査（総務省）10)によると、売上高に対する研究費（自己負担研究費）の

比率が医薬品製造業は 15.45％で、製造業全体（平均 4.90％）の中で最も高い（表 2-3）。ま

た、多額の研究開発費を投入しても新しい医薬品、医療機器として承認に至る成功率は低い

という実態があり、研究開発費の負担は企業にとって非常に大きい。 

表 2-3 国内主要製造業の売上高に対する自己負担研究費の比率（※） 

業種 A:売上高（億円） B:研究費（億円） B/A（％） 

医薬品製造業 122,160 18,871 15.45 

化学工業 205,476 8,644 4.21 

石油製品･石炭製品製造業 169,011 434 0.26 

鉄鋼業 102,765 1,527 1.49 

生産用機械器具製造業 122,628 4,919 4.01 

業務用機械器具製造業 125,969 12,033 9.55 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 116,437 5,886 5.05 

電気機械器具製造業 192,284 12,186 6.34 

情報通信機械器具製造業 245,864 15,451 6.28 

輸送用機械器具製造業 573,212 39,561 6.90 

【製造業全体】 2,754,615 135,034 4.90 

（※）「平成 28 年科学技術研究調査（平成 27 年度実績）」（総務省）をもとに作成 

各業種とも、研究を行なっている企業の総売上高、自己負担研究費（社外支出含む）総額を集計 
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これに関連した企業の経営面での動きとして、研究開発にともなうリスク回避などのため、

医療産業において M&A が近年活性化している。製薬企業同士の M&A のみならず、医療機

器や試薬を含む医療関連産業全体でも活発化しており、2016 年は医療関連 M&A（日本企業

が関わるもの）が過去最高の件数 11)となっている。最近の傾向として、様々な業種から M&A

によって医療関連産業に参入する動きや、海外企業との間の M&A も活発になっている（表

2-4）。 

 

表 2-4 様々な業種や国内外企業が関わる、最近の医療関連 M&Aの例 

買収実施企業 被買収企業 実施時期（※1） 

日本写真印刷 Graphic Controls（医療機器（米国）） 2016年 9月 5日 

富士フイルム 和光純薬工業（試薬・臨床検査薬） 2016年 12月 15日 

キヤノン 東芝メディカルシステムズ（医療機器） 2016年 12月 19日 

旭硝子（※2） CMC Biologics（バイオ医薬品開発製造受託 

（デンマーク）） 

2016年 12月 20日 

アステラス製薬 Ganymed Pharmaceuticals（バイオ医薬品 

（ドイツ）） 

2016年 12月 21日 

（※1）実施時期は、企業のニュースリリース（買収完了等）の日付を記載 

（※2）旭硝子は、同年 8 月にもドイツの Biomeva 社を買収している 

 

また最近は AI への注目が大きくなっている。AI が今後どの程度の成果を挙げるかは注視

する必要があるが、例えば AI を活用した新薬候補化合物探索、AI を活用した画像診断機器

の開発など新規医療技術の創出などが予想される。AI 創薬については国内の製薬企業・IT

企業 50 社と理化学研究所等が共同でコンソーシアムを形成し、データプラットフォーム構

築、AI 開発を目指す動きも出始めている 12)。 

なお、多額の研究開発費を薬剤の販売価格に反映させると価格の高騰にもつながるが、医

療費の増大は社会保障制度の持続にも関わってくる問題である。一部の高額で市場規模が大

きい薬剤に対しては緊急に薬価を改定し、価格を抑えるとともに、薬価制度の抜本改革の動

きも始まっている 13)。 

 

最後に、国内の健康・医療関連の業界団体の例を表 2-5 に示す。業界団体は健康・医療関

連だけでも極めて数が多いが、このうち業界団体を束ねる団体（団体が加盟する上部団体）

を中心に、研究開発に関連する提言・報告書発行や標準化などの対外活動を実施している団

体を抜粋したものである。企業はこれらの団体からの提言などを通じて国や社会、業界に様々

な情報発信を行なっている。  
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表 2-5 健康・医療関連の業界団体 

 
各団体 HP の情報等をもとに作成。（*）の団体は医機連にも加盟している。加盟団体・企業数は、正会員・

賛助会員の区別をつけて HP に記載している場合は正会員をカウント（2017 年 1 月調査） 

 

1) 国際保健のための G7 伊勢志摩ビジョン

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_001562.html 

2) 持続可能な開発のための 2030 アジェンダ 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/doukou/page23_000779.html 

3) WHO Global Health Observatory (GHO) data  http://www.who.int/gho/en/ 

4) 日本再興戦略2016 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/zentaihombun_160602.pdf 

5) 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm 

6) 研究に関する指針について 

名称 略称 加盟団体・企業数 補足（提言・報告書、標準化活動などの例）

日本製薬団体連合会
日薬連
FPMAJ

下記2団体を含む31団体
「薬価制度の抜本改革に向けて」（2016）
「「医薬品産業強化総合戦略」について」（2015）

・日本製薬工業協会
製薬協
JPMA

72社
「製薬協 産業ビジョン2025」（2016）
「DATA BOOK 2016」

・再生医療イノベーションフォーラム FIRM 189社
「再生医療等に用いられる細胞加工物等の輸送上の留意点に関す
る FIRM ガイド」（2016）

日本医療機器産業連合会
医機連
JFMDA

下記1団体を含む21団体（約
4,280社）

「医機連 産業ビジョン」（2013）

・日本医療機器工業会 Jamdi 146社
「日医工ビジョン」（2009）、「治療機器・施設関連機器に関す
る安全管理実態調査報告書」（2011）

ヘルスソフトウェア推進協議会 GHS 下記3団体を含む6団体 「ヘルスソフトウェア開発ガイドライン」（2014）

・電子情報技術産業協会（*） JEITA 265社
各種JEITA規格制定、「医療機器調査報告書～世界49ヵ国の輸出入
統計～（2009年～2013年）」ほか各分野の統計資料・報告書等

・日本画像医療システム工業会（*） JIRA 186社
「第13回 医療システム等の導入状況及び安全性確保状況に関する
調査報告書」（2016）

・保健医療福祉情報システム工業会 JAHIS 376社
「国際標準化総覧 」（2015）
各種規約（JAHIS生理検査データ交換規約等）

医療情報標準化推進協議会
HELICS協

議会
10団体（上記JIRA、JAHISを含

む）
医療情報分野の標準化活動： 厚生労働省標準規格への推奨等

日本光学工業協会
日光協
JOIA

下記2団体を含む7団体
光学関係の標準化活動： ISO/TC172(光学及びフォトニクス）の国
内審議、対応するJIS規格原案作成委員会事務局

・日本顕微鏡工業会 JMMA 23社 日本顕微鏡工業会規格（MIS）制定

・日本医用光学機器工業会（*） JMOIA 26社 TC172/SC7（眼光学及び眼科、眼鏡機器）の国内審議

日本科学機器協会
日科協
JSIA

10団体（約1,000社） 「科学・分析機器総覧」（毎年発行）、WEB科学機器総覧

日本機械工業連合会
日機連
JMF

下記2団体含む49団体、法人会
員50社

機械工業生産額見通し調査（毎年2回）、「ロボット産業・技術の
振興に関する調査研究報告書」（2015）、「我が国のエネルギー
政策・地球温暖化対策に関する要望」（2015）

・日本分析機器工業会（*） JAIMA 188社
統計データ（分析機器生産高・輸出高）、WEB分析総覧
「循環型社会の構築を促進する分析技術／機器の動向調査（3Rの
推進と評価のための計測・分析技術）」（2010）

・日本ロボット工業会 JARA 32社
各種統計データ
「ロボット産業需給動向 2016年版」

バイオインダストリー協会 JBA
特別・協賛会員86社、一般会
員76社、ベンチャー会員68社

「2015年バイオベンチャー統計・動向調査報告書」
「生物多様性条約・名古屋議定書に関する要請書」（2014）

産業競争力懇談会 COCN 38社
「2015年度プロジェクト最終報告【健康チェック/マイデータによ
る健康管理】」ほか、各分野の提言多数

日本経済団体連合会 経団連
企業会員1,341社、団体会員

156、特別会員32団体
「医療・介護制度改革に関する経団連の考え方 ―当面の具体的改
革項目に対する意見―」（2016）ほか、各分野の提言多数

経済同友会 － 1,428名
「デジタルヘルス ― システムレベルでのイノベーションによる
医療・介護改革を」（2015）ほか、各分野の提言多数

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_001562.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/doukou/page23_000779.html
http://www.who.int/gho/en/
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/zentaihombun_160602.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu 

7) 臨床研究法案（第 190 回国会提出）

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html 

8) http://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970 

9) 日本製薬工業協会「DATA BOOK 2016」 http://www.jpma.or.jp/about/issue/gratis/databook/ 

10) 平成 28 年科学技術研究調査  http://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/index.htm 

11) 日本経済新聞「医療 M&A 件数 最高に -今年 100 件超、業種越え参入-」（2016 年 12 月 18 日） 

12) 医薬プロセス最適化統合プラットフォーム（文部科学省ライフサイエンス委員会資料） 

http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n1816_01.pdf 

13) 中央社会保険医療協議会 

・平成 28 年度緊急薬価改定について http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000142573.html 

・薬価制度の抜本改革について http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146235.html 

 

 

（Ｂ）食・環境 

食・環境についての社会・経済の動向を、世界と国内それぞれについて述べる。 

【食に関する社会的動向】 

世界規模の食に関する社会的な問題の最も注目すべきものとして、人口増加、地球温暖化

の影響を取り上げる。 

世界人口が 2050 年には 90 億人を突破すると予想される一方で、世界の穀物増産速度は人

口増加速度に満たないことから、将来的な食料不足が懸念されている（図 2-6）。人口増加は

主にアジア、アフリカで起こるが、これらの国々での中間層人口の増加に伴う食パターンの

変化（すなわち動物性タンパク質の需要の増加）も、さらなる穀物需要の逼迫を誘発するの

ではないかと危惧されている。 

農業・森林利用・および他の土地利用由来の温室効果ガスの排出は、実に経済部門の排出

量の 2 位であり（約 25％）1)、農業に関わる温室効果ガスの低減・緩和策は、世界的には非

常に重要な課題である。また、気候変動、特に熱波や旱魃による農業生産への甚大な影響が

懸念されるため 2)、適応策も非常に重要である。 

これらの背景を受けた国際社会の動きとして近年の代表的なものは、国連の持続可能な開

発目標（SDGs）である 3)。17 の開発目標のうち４つが食料生産に関わる（「目標２：飢餓を

ゼロに」「目標１４：海の豊かさを守ろう」「目標１５：陸の豊かさも守ろう」「目標１３：気

候変動に具体的な対策を」）。 

  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html
http://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970
http://www.jpma.or.jp/about/issue/gratis/databook/
http://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/index.htm
http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n1816_01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000142573.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146235.html
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国内の食に関する社会的な問題は、就農人口の減少、食料自給率の低迷である。 

就農者の高齢化と離農に伴い農業就業人口はついに平成 28 年度の概数値で 200 万人を割り

こみ 4)、新規就業者数は平成 26 年度から増加に転じたものの、全体数の減少には歯止めがか

からない状況となっている。それに伴い、全国的に耕作放棄地が増加しており、平成 27 年

度には 42.3 万 ha に達し 5)富山県と同程度の面積となっている。カロリーベースでの食料自給

率が 39%と低迷を続け、生産額ベースでもこの 10 年 65〜70%の間を小幅で推移している 6)。 

【環境についての社会的動向】 

世界規模の環境に関する社会的な問題の最も注目するものとして、温室効果ガスによる温

暖化の進行、窒素やリンの環境への放出と影響、生物多様性の減少などである。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、2013 年から 2014 年にかけて、第 5 次評価

報告書（AR5）の作成を行い、2014 年 11 月に統合報告書を公表した。温室効果ガスの継続

的な排出は、更なる温暖化と気候システムに長期にわたる変化をもたらし、人々や生態系に

とって深刻で広範囲にわたる不可逆的な影響を生じる可能性が高まるとしている 7)。これら

を受けて、地球温暖化対策の新しい国際ルールとしてのパリ協定が 2015 年 12 月の COP21

で採択され、2016 年 11 月に発効した。新たな法的枠組みとなるパリ協定は、京都議定書に

変わる 2020 年以降の温室効果ガス排出削減などのための新たな国際的枠組みであり、歴史

上はじめてすべての国が参加する公平な合意と位置づけられる。パリ協定で盛り込まれた主

な要素は、①世界の平均気温上昇を、産業革命から 2℃未満、できれば 1.5℃に抑える、②今

世紀後半には温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする、③主要排出国を含むすべての国が削

減目標を 5 年ごとに提出・更新する、④森林等の吸収源の保全・強化、および途上国の森林

減少・劣化由来の排出抑制の仕組みの促進、⑤非市場性の活動だけでなく、市場メカニズム

（二国間クレジット制度（JCM）を含む）も活用する、⑥適応策に対する努力の強化、⑦極

端な気象や海面上昇などによる損失や損害に対する支援の強化、⑧途上国に対する資金支援

を先進国に義務づける、などである 8)。安倍首相は COP21 首脳会合で、2020 年に約 1.3 兆

円の資金支援を発表している 9)。地球温暖化対策については、前述の持続可能な開発目標

（SDGs）でも、「目標１３：気候変動に具体的な対策を」として取り上げられている。 

図 2-6 世界の人口（億人、青、）と世界の穀物生産量（億トン）の推移 

United Nations, Population Division, World Population Prospects 2015（https://esa.un.org/unpd/wpp/）お

よび The World Bank（http://data.worldbank.org/indicator/AG.PRD.CREL.MT）のデータをもとに CRDS が作成。 

The World Bank（http://data.worldbank.org/indicator/AG.PRD.CREL.MT）のデータをもとに CRDS が作成。 

https://esa.un.org/unpd/wpp/
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「地球の限界：プラネタリーバウンダリー（Planetary Boundaries）」は人間の生き残りに

不可欠な 9 つのシステムについて「境界値」「閾値」があると仮定して定量と評価を試みる

ものであり 2009 年に Johan Rockström らにより発表された。「窒素」と「生物多様性の減

少」が 2009 年の初回の発表時点で、「地球の限界」を超えていると指摘され 10)、2015 年の

改訂版で「リン」も追加された 11)。窒素とリンの農地への投入が現在の食料生産を支えてい

るが、今後の抜本的な見直しおよび対応を迫られている。 

WWF により 2 年ごとに更新される“Living Planet Report（邦題：「生きている地球レポ

ート」）”の最新版によれば、1970 年から 2012 年までの 40 年あまりで、代表的な脊椎動物

種の個体数は 58％減少した（陸上の脊椎動物で 38％減、淡水の脊椎動物で 81％減、海洋の

脊椎動物で 36％減）12)。前回のレポートとの比較から、特に淡水の脊椎動物の減少が著しい

（前回 2014 年版では、1970-2010 年で 76%減 13)）。また今回のレポートでは、健全な生態系

は人間の生存、幸福、繁栄にとって不可欠であると位置づけ、人間が環境にかける負荷が増

大すればするほど、自然は再生速度が追いつかずに減少すると警鐘を鳴らしている。さらに、

解決策を見つけるには、生態系への圧力となっているものは何か、促進要因は何か、根本原

因は何か、といったことに対する深い考察と、システムの力学に関する洞察が必要であると

している。また今回のレポートで特徴的なのは、「世界経済システムを変える」、という一歩

踏み込んだ提案をしていることである。自然資本の保全、公平な資源管理、金融投資の流れ

の改革、生産と消費のための回復力のある市場、エネルギーおよび食料システムの変革、と

いった、具体的な目標についても言及していることである。 

【食に関する経済的動向】 

世界規模での食に関する経済的動向について述べる。穀物価格の動向は、2016 年 12 月現

在、米、大豆、小麦、とうもろこしとも、2000 年に比べて数割増しのやや高めの水準にある

（1 トンあたり、それぞれ 386 ドル、381 ドル、150 ドル、140 ドル）。いずれの品目につい

ても 2008 年以降に過去最高値を記録しており、（米：1038 ドル（2008 年 5 月）、大豆：651 ド

ル（2012 年 9 月）、小麦：470 ドル（2008 年 2 月）、とうもろこし：327 ドル（2012 年 8 月））

14)、食料価格の大きな変動期の到来を告げる警告かもしれないとの意見もある 15)。世界の生

鮮食品市場については、2015 年～2019 年にかけて大幅な成長を遂げ、22.6 億トン（かりに

1kg あたり＄1 と概算すると約 2 兆米ドル）の規模に達すると予想されている 16)。年平均成

長率も増加傾向で 2019 年には 3.2％に達すると予想されている。主要な市場ドライバーの一

つとして、アジア-太平洋諸国の経済成長が挙げられる 16)。企業動向として特筆すべきは、

農薬と種苗を両方扱う農業関連の巨大企業 6 社、いわゆるバイオメジャー（BASF、Bayer、

Dow、DuPont、Monsanto、Syngenta）のビッグ６体制がこの 15 年ほど続いたが、2015

〜2016 年にかけて合併再編が進み、中国も参入しての４社体制となったことである。その背

景には、遺伝子組み換え作物の開発および規制コストの増加、化学農薬開発コストの増加 17)、

気候変動による不作のリスクの上昇、などの要因がある。また、欧州での化学農薬規制の強

化も、新規農薬開発への圧迫材料となっていることも大きく影響したとみられる 18)。 

国内での食に関する経済的動向について述べる。米価の動向を農産物類年次別価格指数か

ら考察すると、不作や震災の影響で急上昇する年があるものの、1990 年代以降漸減の傾向で

推移しており、1996 年比で 2015 年は 4 割減の値である（145：1996 年、89：2015 年（2010

年を 100 とした指数））19)。一方、食品製造業の生産額指数は 2011 年以降一貫して上昇して
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推移している 20)。環太平洋パートナーシップ（TPP）交渉は、2015 年 10 月に大筋合意され、

2016 年 2 月に署名した 21)。署名の時点では、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブ

ルネイ、米国、豪州、ペルー、ベトナム、マレーシア、メキシコ、カナダ、日本の 12 カ国

が参加したが、米国大統領トランプ氏が TPP からの離脱の大統領令に署名し、今後の動向は

流動的である。世界規模での企業の合併再編について前項で述べたが、国内でも農薬や肥料

関連企業において、有機肥料を扱う企業と化学肥料を扱う企業の合併 22)、化学農薬とバイオ

ラショナル（生物農薬含む生物系の農業資材ソリューション）の一体運営の強化など 23)、複

数の動きがあった。 

【環境に関する経済的動向】 

世界規模での環境に関する経済的動向の顕著なものとして、環境投資およびバイオエコノ

ミーについて述べる。 

パリ協定においては、CO2排出削減行動にインセンティブを付与する取り組みの重要性が

謳われており、環境投資は世界的に拡大している傾向にある 24)。世界経済フォーラム（WEF）

が毎年１月に開催する世界賢人会議（ダボス会議）においても近年、気候変動に関するリス

クが「発生の可能性が高い」ものとして継続的に挙げられている 24)。これは金融界および企

業も、地球温暖化を恒常的なリスク要因として捉えていることを示唆している。近年、既存

の化石燃料資産への投資が、気候変動政策によって回収できない「座礁資産（stranded 

assets）」になるのではと注目されている 25)。またこういった変化を先読みし、海外ではこ

れらの座礁資産から投融資を引き揚げたり（ダイベストメント）、保有株式等に付随する権利

を行使することなどによって投融資先の企業の取り組みに影響を及ぼす活動（エンゲージメ

ント）が見られ始めている 24)。 

欧米では「化石資源に依存しない再生可能なバイオ資源の有効な活用にもとづく経済活動」

（Bioeconomy、バイオエコノミー）確立への動きが顕著にみられる。2011 年以降、バイオエ

コノミー戦略が各国政府および EU 主導で掲げられている 26-29)。具体的な取り組みの先駆例

として特に注目される動向として、フランスでの取り組みを紹介する。同国は 2015 年のパ

リ協定のホスト国であったことを受けて、気候変動に関する取り組みを他の先進国の手本と

なるべく積極的に推進し、2016 年７月にはプラスチック製のレジ袋の使用を禁止した。さら

に同国は、石油系プラスチック製の使い捨て食器（皿、カップ、カトラリー）を禁止する法

律を世界で初めて制定した（2020 年１月施行予定）30-32)。法律施行後は、使い捨て食器類は

家庭用コンポストで堆肥にできる、バイオ由来の素材を 50％使用することを義務付け、この

割合を 2025 年までには 60％に引き上げるとしている。 

国内での環境に関する経済動向について述べる。 

前述したパリ協定では、わが国が提案した、二国間オフセット・クレジット制度（JCM、

Joint Crediting Mechanism:JCM）を含め、市場メカニズムの活用が位置づけられた 33)。ま

たさらにパリ協定では、途上国における森林減少及び森林劣化による排出量を減少させる取

り組み等（REDD+、Reduction of Emission from Deforestation and forest Degradation）

について、実施及び支援を奨励している 33)。日本では、この JCM による REDD+の取り組

みに期待が集まっており 33)、環境省による補助事業も開始されている 34)。 
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1) Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change: Summary for Policymaker 

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers.pdf 

2) http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7584/full/nature16467.html 

3) 国連の持続可能な開発アジェンダ 17 の開発目標 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

4) 農業労働力に関する統計：農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html 

5) 荒廃農地の現状と対策について：農林水産省 平成 28 年 4 月

http://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/pdf/2804_genjo.pdf 

6) 平成 27 年度食料自給率等について：農林水産省 平成 28 年 8 月

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/attach/pdf/160802-3.pdf 

7) 地球温暖化対策計画 平成 28 年 5 月 13 日 閣議決定

https://www.env.go.jp/press/files/jp/102816.pdf 

8) http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-agreemen 

9) COP21 の成果と今後 環境小地球環境局国際地球温暖化対策室

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cop21_paris/paris_conv-c.pdf 

10) “Beyond the boundary” http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/fig_tab/461472a_F1.html 

11) http://science.sciencemag.org/content/347/6223/1259855 

12) 「生きている地球レポート 2016」要約版

http://www.wwf.or.jp/activities/upfiles/201610LPR2016_jpn_sum.pdf 

13) 生きている地球レポート 2014」要約版

https://www.wwf.or.jp/activities/lib/lpr/WWF_LPRsm_2014j.pdf 

14) 穀物等の国際価格の動向（ドル/トン）

http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_zyukyu_kakaku/attach/pdf/index-30.pdf 

15) あなたが知らない日本と世界の「食と農業」の姿 マッキンゼー・エクセレンス

http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/262112/120400007/ 

16) Global Fresh Food Market 2015-2019 :TechNavio (Infiniti Research Ltd.) 

http://www.technavio.com/report/global-food-fresh-food-market 

17) http://191hmt1pr08amfq62276etw2.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/04/P

hillips-McDougall-Final-Report_4.6.16.pdf 

18) 農薬の持続可能な使用に向けて ─2009 年 EU 農薬指令制定をめぐって─ 

海外立法情報調査室 植月 献二 http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/pdf/02470001.pdf 

19) 農産物類別年次別価格指数 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001157727 

20) 食品産業動態調査 http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_doutai/pdf/h27_dotai_no1.pdf 

21) 平成 27 年度 食料・農業・農村の動向 http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h27/pdf/zentai.pdf 

22) 肥料２社、10 月合併を発表 コープケミカルと片倉チッカリン 

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ17HOF_X10C15A2TJ1000/ 

23) 住友化学 プレスリリース 「グローバル農薬事業の一体運営の一層の強化」 

https://www.sumitomo-chem.co.jp/newsreleases/docs/20160331.pdf 

24) 平成２８年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 第 1 部 パート１ 第１章第１節 

第 1 項 「パリ協定の概要」 第 5 項 「世界の地球温暖化対策の主な動向」 

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/ 

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7584/full/nature16467.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/pdf/2804_genjo.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/attach/pdf/160802-3.pdf
https://www.env.go.jp/press/files/jp/102816.pdf
http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-agreemen
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cop21_paris/paris_conv-c.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/fig_tab/461472a_F1.html
http://science.sciencemag.org/content/347/6223/1259855
http://www.wwf.or.jp/activities/upfiles/201610LPR2016_jpn_sum.pdf
https://www.wwf.or.jp/activities/lib/lpr/WWF_LPRsm_2014j.pdf
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_zyukyu_kakaku/attach/pdf/index-30.pdf
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/262112/120400007/
http://www.technavio.com/report/global-food-fresh-food-market
http://191hmt1pr08amfq62276etw2.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/04/Phillips-McDougall-Final-Report_4.6.16.pdf
http://191hmt1pr08amfq62276etw2.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/04/Phillips-McDougall-Final-Report_4.6.16.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/pdf/02470001.pdf
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001157727
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_doutai/pdf/h27_dotai_no1.pdf
http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h27/pdf/zentai.pdf
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ17HOF_X10C15A2TJ1000/
https://www.sumitomo-chem.co.jp/newsreleases/docs/20160331.pdf
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/


研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

33 

俯
瞰
対
象
分
野
の
全
体
像 

25) 座礁資産（Stranded Asset） https://sustainablejapan.jp/2016/05/22/strandedasset/18377 

26) 「バイオテクノロジーが生み出す新たな潮流」スマートセルインダストリーの幕開け 中間報告

書（案）、経済産業省 産業構造審議会 商務流通情報分科会 バイオ小委員会 

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/bio/pdf/007_03_00.pdf 

27) National Bioeconomy Blueprint, The White House, 2012 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/national_bioeconomy_blueprin

t_april_2012.pdf 

28) Innovation for Sustainable Growth – A Bioeconomy for Europe, European Commission 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf 

29) Building a High Value Bioeconomy: Opportunities from Waste, Department for Business, 

Innovation & Skills, UK,2015 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408940/BIS-15

-146_Bioeconomy_report_-_opportunities_from_waste.pdf 

30) National Research Strategy BioEconomy 2030 – Our route towards a biobased economy, 

Federal Ministry of Education and Research, Germany, 2011 

31) France becomes the first country to ban plastic plates and cutlery. The Washington Post 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/09/19/france-bans-plastic-plates-

and-cutlery/?utm_term=.e650a7f52bee 

32) フランス、プラスチック製の使い捨て食器を禁止へ 世界初 

http://www.cnn.co.jp/world/35089279.html 

33) 「REDD+とは」「森から世界を変える REDD+プラットフォーム」 

http://www.reddplus-platform.jp/about/#redd-5 

34) 平成 28 年度「二国間クレジット制度を利用した REDD+プロジェクト補助事業」の公募につい

て（お知らせ） http://www.env.go.jp/press/102373.html 

  

https://sustainablejapan.jp/2016/05/22/strandedasset/18377
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/bio/pdf/007_03_00.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/national_bioeconomy_blueprint_april_2012.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/national_bioeconomy_blueprint_april_2012.pdf
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408940/BIS-15-146_Bioeconomy_report_-_opportunities_from_waste.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408940/BIS-15-146_Bioeconomy_report_-_opportunities_from_waste.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/09/19/france-bans-plastic-plates-and-cutlery/?utm_term=.e650a7f52bee
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/09/19/france-bans-plastic-plates-and-cutlery/?utm_term=.e650a7f52bee
http://www.cnn.co.jp/world/35089279.html
http://www.reddplus-platform.jp/about/#redd-5
http://www.env.go.jp/press/102373.html
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２.３.２ 研究開発・研究コミュニティーの動向 

本項では主に、ライフサイエンス・臨床医学分野の技術革新の３つの潮流：「精緻化・先鋭

化」、「多様化・複雑化」、「統合化・システム化」に関連した世界および日本の研究開発のト

レンド・トピックスと国際比較、およびアカデミア・研究コミュニティーの状況について述

べる。 

 

（１）世界および日本のトレンド・トピックスと国際比較 

① ライフサイエンス・臨床医学分野の技術革新の潮流 

ライフサイエンス・臨床医学分野の俯瞰調査活動を通じて見出された注目すべき技術革新

の潮流を、【精緻化・先鋭化】【複雑化・多様化】【統合化・システム化】の 3 つに整理した

（図 2-4、再掲）。それぞれの概要は次の通りである。いずれの技術も国内外の研究者が鎬を

削っている状況にあるが、総じて、米国は上記 3 つ全てに強みを有し、わが国は【精緻化・

先鋭化】および【多様化・複雑化】技術においては米国をリードする技術分野も有するもの

のビッグデータの解析技術全般において後塵を拝している。 

 

【精緻化・先鋭化】生命を時間的、空間的に極めて精緻に観察、操作する技術 

生命を時間的・空間的な観点から「見る」、「操作する」技術において、きわめて大きなブ

レイクスルーが近年次々と起こっている。特筆すべき技術を 2 点紹介する。1 つ目は、ゲノ

ムの自由自在かつ簡便な操作を可能とした、「ゲノム編集」技術の登場である。特に、「ゲノ

ム編集」技術を代表する CRISPR/Cas9 は、基礎研究のツールとして全世界の研究者へ爆発

的に普及するのみならず、2016 年には臨床応用も開始され、一方でトマトやジャガイモなど

の有用品種作出に活用されるなど、ライフサイエンス・臨床医学分野全体を大きく変革させ

る技術となっている。2 つ目は、タンパク質等の構造解析に新たな展開をもたらした「クラ

イオ電子顕微鏡（単粒子解析）」技術である。長年に亘って、X 線結晶構造解析などによって

タンパク質等の立体構造が解き明かされ、生命科学研究や創薬研究の原動力となってきた。

ただし、結晶化するタンパク質等しか構造がわからない点が課題であった。当該技術は、結

晶化困難なサンプルの立体構造を精緻に解析可能とするもので、基礎研究および産業応用の

両面において新たな可能性を切り開く革新的な技術として、世界中で注目されている。 

他にも、マウス個体を丸ごと透明化し様々な視点からの解析を可能とする個体透明化技術、

生体を生きたまま観察可能とするライブイメージング技術、一細胞レベルでの生命現象の観

察を可能とする一細胞解析技術、スパコン等を活用し生体を分子～細胞～個体レベルそれぞ

れ再現し予測するシミュレーション技術、光で遺伝子やタンパク質等を制御する光制御技術、

人工的に生体分子や生命を合成する人工分子・生命関連技術、高い再現性かつ精緻な実験を

可能とする実験ロボット技術なども、それぞれ注目すべき技術群である。 

 

【多様化・複雑化】モデル生物のみならず様々な生物種への適用可能な技術や分子～個体複雑

系の解析を可能とする技術 

ライフサイエンス・臨床医学分野の研究対象となる生物種が、近年拡大している。従来、

ライフサイエンス・臨床医学研究の大半はモデル生物（マウス、シロイヌナズナなど）が研

究対象であったが、社会実装を加速させるためにはヒトや実用作物などとの種差の壁を乗り
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越えなければならない。その突破口の 1 つとして、例えばヒト in vitro 実験系としてオルガ

ノイド技術、臓器チップ技術などの進展が近年目覚しい。また、先述のゲノム編集技術をは

じめとして、多くの技術はモデル生物（マウス、シロイヌナズナ）を対象に開発されたもの

だが、それら技術群を様々な生物種においても使用可能とする技術改良の動きが活発である。

対象拡大の方向性としては、ヒトや実用作物（トマト、ジャガイモ、トウモロコシなど）な

どの産業応用を強く意識したものだけでなく、ハダカデバネズミ等の特殊な生理学的特徴を

有する動物も注目を集めている。 

従来は個別の分子や単独の生命現象に限定した研究が中心であったが、解析技術の高度化

によって、より複雑な系を解析可能となっている。近年、進展が目覚しいのが、メタゲノム

解析やメタトランスクリプトーム解析などの微生物叢（マイクロバイオーム）解析技術であ

る。同技術の登場によって、膨大な種類・量のマイクロバイオームを網羅的に捉えることが

可能となった。また、全身の臓器間、組織間、細胞集団間のネットワークを解析する技術開

発も進んでいる。農場などのフィールドの環境および動植物の状態等、多様な因子をモニタ

リングするデバイス（センシング機能と通信機能が一体化したフィールドサーバー）など、

アグリフィールド解析技術が普及しつつある。トランスクリプトームによるフィールドオミ

クスは、イネ圃場を使い研究規模を拡大して膨大なデータを蓄積しつつある。複雑な対象（群）

を、実験技術およびインフォマティクス技術の融合によって複雑なまま全体像を捉えようと

する取り組みが活性化している。 

 

【統合化・システム化】ビッグデータを統合・解析し様々な事象（医療、農業ほか）の対象を

個別化し、予測する技術 

ライフサイエンス・臨床医学分野の研究で生み出されるデータは近年飛躍的に増大してい

る。データの増大速度が先行し、解析が追随できていない面も見られるが、人工知能（AI）

を含む解析技術も急速に進展しており、データ科学の大きな潮流を生み出している。 

方向性の 1 つとして、複数の計測技術から得られるデータの統合解析（マルチモダリティ

解析）が挙げられる。従来は単独の計測データの解析が中心であったが、近年では複数の計

測データを統合解析する技術が大きく注目を集めている。例えば、ゲノム／メタボローム／

プロテオームなど複数のオミクスデータを統合するマルチオミクス解析、クライオ電顕／X

線構造解析／NMR／シミュレーション（スパコン活用）など wet と dry を融合した動的立

体構造解析等が行なわれている。また、ウェアラブルデバイスなどの進展によって、様々な

時系列データの収集が可能となり、データ解析に時間軸の概念が積極的に取り込まれつつあ

る。これらビッグデータの統合解析を支える技術（セキュリティ、データ通信、大型計算機

開発等）も着実に進展している。健康・医療産業および農業関連企業のいずれにおいても、

質の高いデータを大量に集め生産性向上を進める動きが見られつつあり、「統合化・システム

化」の潮流は産業界のトレンドともなっている。 
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図 2-4（再掲） ライフサイエンス・臨床医学分野 技術革新の３つの潮流： 

【精緻化・先鋭化】、【多様化・複雑化】、【統合化・システム化】 

 

さらに、これらの技術の潮流に関する俯瞰調査と並行して、CRDS では国内の研究開発支

援に関わる施策の動向や、各国の大学での医療研究推進体制に関する調査を行なっている。

これらの調査から得られたトレンド・トピックスについて以下に述べる。 

 

＜研究開発支援の動向から見たトレンド＞ 

わが国のライフサイエンス・臨床医学研究への支援は主に文部科学省、経済産業省（NEDO

を含む）、厚生労働省の各事業で実施されている。ファンディング機関による支援で研究費配

分額が比較的大きいものとしては JST（CREST・さきがけ・ERATO 等）、JSPS（新学術領

域、特別推進研究）の各事業が主に挙げられる。これら三省・JST・JSPS の各事業・研究

領域について専門分野別の支援額の推移を調査した（図 2-7～図 2-9）。（調査方法の詳細は付

録 1.2 を参照） 

このデータのみで判断できることには限界があるが、三省の事業ではその時代のライフ系

研究の大きな潮流や社会の要請に沿って重点分野の構成も移り変っていることがある程度伺

える。例えば 2006 年度頃には、ヒトゲノム研究の潮流の後の“ポストゲノム”時代の研究成

果の実用化を加速する事業の開始（「ゲノム創薬加速化支援バイオ基盤技術開発」等）があっ

たが本データにもそれが反映されており、近年では橋渡し関連や、再生医療等の操作技術関

連の支援拡充が反映されている。また JST 事業では特定の分野に集中し過ぎず、ある程度資

金配分が分散されて推移しているが、生命現象の解明だけでなく病態解明や創薬にもつなが

る可能性のある領域、さらに生体計測・解析に関する技術を含む領域も途切れることなく続

くなどの特徴も示している。JSPS 事業は、調査対象期間が新規研究助成事業の開始時期と

重なっていたため全体的に増加傾向を見せているが、一細胞・オミクス解析など操作・解析
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技術の進展に伴い、関連する研究のボトムアップによる提案が活発化していることを示唆す

る傾向も現れている。 

 

 

図 2-7 三省（文科省・経産省・厚労省）事業の予算総額上位 10分野 

 

図 2-8 JST事業の予算総額上位 10分野 
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図 2-9 JSPS事業の予算総額上位 10分野 

 

補足（図 2-7～図 2-9 共）： 

・ ライフ系研究開発関連事業について、事業・領域毎の支援対象分野や予算額を

CRDS で調査（調査時期：2016 年 8 月） 

・ 各 HP の公開資料等から、事業・領域単位の予算額が調査時点で確認可能であった

ものを集計 

・ 2015 年の AMED 発足時には、三省・JST から AMED に一部事業の移管が行なわ

れている。2015 年度以降については AMED も調査対象に含める 

・ 分野は事業・領域あたり最大４つまで付与可とし、予算額は付与した分野それぞれ

に重複して集計されるため、それらを足し合わせると実際の予算総額を上回る。よ

って結果の解釈には注意が必要 

※調査方法の詳細は付録 1.2 を参照 

＜各国の医療研究推進体制に関するトピックス＞ 

「2.1.2 研究開発の循環」で述べた通り、これからの医療分野の研究開発は、基礎研究から

橋渡し研究（TR）、臨床現場から社会の中での検証、課題の抽出、そして新たな基礎研究へ

と流れる「循環型研究開発」が重要となる。そのためには、研究開発の循環を効果的・効率

的に推進する体制（医療研究開発プラットフォーム）の整備が必要であり、これはわが国に

限らず諸外国でも重要なトピックとなっている。本項では、体制整備の示唆が得られる国を

中心に、各国の状況について具体例とともに述べる。 

日本 

健康・医療戦略推進本部設置（2013 年）、AMED 設立（2015 年）等により、医療分野の

総合的な研究開発戦略の策定や財源一本化の面では進展が見られるが、研究開発の現場と

なる大学病院については、大学に附属し財政面・人材面の独立性が薄いなど、医療研究開

発プラットフォームの実現には課題が多く残されている。 
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米国 

スタンフォード大学は米国では比較的大学の統制力が強いといわれるが、医学部と大学病

院群で構成される Stanford University Medical Center は財政面で大学から一定の独立性

を有している（図 2-10）。複数の人事パスのうち「Clinician Educator」と呼ばれる 1200

名の病院勤務医師の人事は、医学部（Vice Dean）と病院によって統制されている。また、

外部研究費から教員の給与を支出することも一般的である。 

ただし、外部研究費の間接経費は相当の割合に及んでいる。 

・スタンフォード大学では 28.5～57%（資金全額から必要経費として認められる金額を差

し引いた MTDC (Modified Total Direct Cost Base)に対する割合）が大学に納められる。

獲得した外部研究費は大学全体でおよそ 10 億ドル（うち医学部 6.6 億ドル）、そのうち

間接経費は約 2.5 億ドル（2015 年） 

・ハーバード大学では、間接経費の割合は 26～69.5%にも及ぶ 

また、医学部・大学病院に関わる研究者・医師数は、我が国とは規模が異なる。たとえば、

スタンフォード大学では、大学教授会に所属する教員（講師以上）の Academic Council 

Professoriate に 500 名弱、大学教授会には所属しないが、医学部教授会には所属する

Medical Center Line に 500 名、これ以外に教員外ポジションとして Clinician Educator 

Line に 1200 名の医師または PhD が存在している。一方、東京大学医学部とその附属病

院では、医学部所属の教員（講師以上）が約 180 名、附属病院所属の教員（一部は前記と

重複）が約 730 名、非常勤医師が約 780 名である。 

オランダ 

1990 年代から医学部と大学病院（教育病院）の統合（University Medical Centre＝UMC、

大学とは別法人）を進め、2008 年までに国内すべての医学部が UMC になっている。診療

報酬（保険）、保健・福祉・スポーツ省、教育・文化・科学省（大学経由）からの予算は全

額まとめて UMC に供給され、用途は UMC に任されている。 

ドイツ 

大学（州）により差があるが、大学病院（あるいは医学部と大学病院）の予算は大学とは

独立している。ただ、人事は病院の理事会と大学の学長によって統制されており、財務面

を除くと大学からの影響力が一定程度存在するケースもある。 

ドイツではむしろ州による影響力が大きく、国家レベルでの戦略的研究開発を実施するた

めには必ずしも好ましい環境ではないと考えられていた。そのため、連邦政府の戦略を実

行できる環境として、2013 年にシャリテ（ベルリン医科大学：フンボルト大学とベルリン

自由大学と提携関係）とマックス・デルブリュック分子医学センター（MDC：ヘルムホル

ツ協会傘下）が共同でベルリン医学研究所（BIH）を設立した。 

韓国 

韓国では 2012 年に、ソウル大学が国立大学として初めて独立行政法人化されたが、それ

より 30年以上前の 1978年に附属病院は特殊法人ソウル大学病院として独立法人化されて

いる。韓国における大学病院は基本的に赤字か、黒字があってもごく少ないが、別法人で

あるためもちろん財務的に大学から分離されている。 

もうひとつの有力大学である、延世大学と延世大学セブランス病院も、医学・歯学・看護

学部（大学）と附属病院群によって構成される延世大学校医療院（Yonsei University 
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Health System）は、大学と財務的にほぼ分離されている。 

韓国における附属病院の独立性は、たとえばソウル大学校（1946 年に医学専門学校を含む

9 つの専門学校が統合）、延世大学校の設立（1957 年に延禧大学校とセブランス医科大学

が統合）に見られるように、歴史的な背景に影響を受けている。 

 

これら諸外国の事例では、大学病院、ないし大学医学部と大学病院が、大学から財政面で独

立しているという点で共通している。事例によって程度・対象は異なるが、人事権も大学病院

（もしくは医学部と大学病院）が有している。それらから得られる示唆として、例えばわが国

においても間接経費割合を戦略的に（高く）設定するとともに、直接経費の規制緩和を行うこ

とが、特に研究実績・資金獲得能力の高い学部が自律性・競争力を発揮するためには効果的と

なる可能性が挙げられる。また中長期的には、大学附属病院の規模・機能を拡大し、柔軟な病

院人事、官民研究資金獲得、博士人材雇用を可能とすることも重要と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10：スタンフォード大学医学部・病院における研究開発制度・環境を作るメカニズム 

② 国際比較 

本項では論文動向から見た国際比較や、俯瞰調査活動を通じて得た主要国（日・米・欧・

中・韓）の研究開発力の主な特徴について述べる。なお個別の研究開発領域に関する詳細な

国際比較は第３章を、各国の科学技術政策の動向については、「2.3.3 科学技術政策・研究開

発戦略の動向」を参照いただきたい。 
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＜論文動向から見た国際比較＞ 

ライフサイエンス・臨床医学分野の論文発表動向（図 2-11）を見ると、米国・欧州が他を

圧倒する件数の発表を続けており、特に欧州は、歴史的に基礎研究の強みが現れている。近

年の傾向としては中国の伸びが非常に著しく、欧米に迫っていく勢いを見せている。日本は

近年、論文発表数は頭打ち傾向が続いており、世界全体の論文発表数に占める相対的地位も

低下傾向にある。韓国の論文発表数は近年増加傾向にあり、その伸び率も比較的高く推移し

ており、相対的地位が徐々に高くなってきている。 

図 2-11 国別発表論文数の推移（2005～2014年） 
エルゼビア社の Scopus データベースをもとに CRDS で作成。件数は分数カウント（所属国が異な

る 2 名の研究者の共著の場合、それぞれの国で 1/2 件 とする） 

 

被引用数 TOP10％論文の国別件数の推移（図 2-12）では、やはり米国・欧州が他を圧倒

しており、特に欧州は伸びも大きく、米国をも凌ぐ勢いにある。欧州主要国の中では英国が

上位を維持し続けており、基礎研究の伝統的な強さを見せている。中国は発表件数の大幅な

伸びと比較して、TOP10％論文数は相対的には大きくはなかったが、近年になって伸びが大

きくなる傾向を見せてきている。日本は論文発表数と同様、TOP10％論文についても頭打ち

傾向が続いており、世界全体の TOP10％論文数に占める割合も低下傾向にある。韓国の

TOP10％論文数は現時点では比較的少ないが、論文発表数と同様に増加傾向を続けている。 
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図 2-12 被引用数 TOP10％論文数の国別推移（2005～2014年） 
エルゼビア社の Scopus データベースをもとに CRDS で作成。件数は分数カウント 

＜各国の主な特徴＞ 

論文動向の全体的な傾向のみでは各国の研究開発力の特徴が明確には現れないが、俯瞰調

査活動を通じて得られてきた内容も総合すると、各国の主な特徴は概ね以下の通りとなる。

（各国の科学技術政策については「2.3.3 科学技術政策・研究開発戦略の動向」を参照） 

 

日本 

・ 基礎研究は、全般的には米国、欧州とともに三極を形成する国際競争力を維持してきた。

しかし論文発表数などの量的指標では欧米をかなり下回っており、相対的に低下傾向が続

いている 

・ 学術の個別領域では免疫科学、植物科学、分子・細胞生物学などが特に強みがある。また、

技術面では iPS 細胞技術、イメージング技術、培養技術などに特に強みがある 

・ 一方、ビッグデータ解析科学（生物／臨床統計学等）、ヒトを対象とした研究、農業科学

や、技術面ではバイオインフォマティクス技術に遅れが見られ、弱みとなっている 

・ 人材面では新技術開発が可能な人材が豊富に存在し、研究ノウハウも継承されてきたが、

バイオインフォマティクスの人材については不足が続いている。また若手研究者は近年、

減少する傾向を示してきている 

・ 体制面では、全般的に大型機器／研究拠点の集中と分散のバランス、橋渡し研究、研究者

のキャリアパスの面で不足が見られ、研究開発の循環を効果的・効率的に推進する体制（研

究開発プラットフォーム）の整備が不十分である。データ活用の点では世界有数規模の臨

床情報が存在するのは強みであるが、現時点では各データベースのデータが統合されてお

らず、研究に利用しやすい状況にはなっていない 
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米国 

・ ほぼすべての研究開発領域に関して、基礎研究、応用研究ともに世界のトップに位置して

いる。論文発表数などの量的指標では近年、伸びがやや鈍化している傾向も見られるが、

依然として、ライフサイエンスの多くの潮流が米国から生み出されている 

・ 圧倒的な資金力と豊富な人材によって最先端の研究が行われており、基礎研究成果を速や

かに臨床で試用する体制も整っている 

・ 例えば民間のゲノム情報産業が盛んになっているなど、ベンチャーが起業しやすい環境も

整っている 

欧州 

・ 英・独・仏を中心に、歴史的に基礎研究は強く、米国と比肩している。欧州全体では、論

文発表数などの量的指標も米国を上回っている 

・ 産業化に関しても、米国と同等か若干劣る程度の、高い競争力を有している 

・ 多数のグローバル製薬企業も存在し、臨床開発においては、日本はもちろん米国よりも行

いやすい環境にある 

中国 

・ 欧米、日本に比して基礎研究の競争力はこれまで劣っていたが、近年の進展は目覚しい。

論文発表数では既に日本を大きく上回っており、近年の増加傾向も著しい。なお、欧米よ

り帰国した中国人研究者が増加したこともあり、近年、研究者数が著しい増加を示してお

り（次項「アカデミア・研究コミュニティーの状況」参照）、これらの研究者を中心に世

界をリードする研究成果を挙げつつある 

・ 多くのグローバル製薬企業が研究開発拠点・製造拠点を上海をはじめとする中国国内に持

ち、臨床研究を行う環境整備も進んでいる 

・ 欧米と共同で大規模コホート研究が活発に行なわれているなど、ヒトを対象とする研究に

ついては高いポテンシャルを有している 

韓国 

・ 欧米、日本と比して、基礎研究、応用研究とも概ね途上段階にあるが、近年着実な進展を

見せており、論文発表数などの量的指標も比較的高い伸び率を示している 

・ 臨床試験の整備は充実しており、外資系の製薬企業による臨床研究も積極的に進められて

いる 

・ 医療の IT 化も日本と同様かそれ以上に進んでいる 

 

（２）アカデミア・研究コミュニティーの状況 

ライフサイエンス・臨床医学分野に関連する学会等の研究コミュニティーは極めて範囲が

広く、その数も非常に多い。国内の関連学協会だけでも、学会名鑑データベース 1)に登録さ

れている「生命科学」分野の学協会だけで 842 団体が存在する（2016 年 12 月時点）。この

中には複数の学会で構成する学会連合もいくつかあり、ライフサイエンス・臨床医学分野の

学会連合を表 2-6 で示す。これらの学会連合では、加盟学会で連携しながら提言・情報発信

等の活動を行なっている。 
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表 2-6 ライフサイエンス・臨床医学分野 学会連合一覧 

 
※ 学会名鑑データベース等を情報源として調査。加盟団体数は各学会連合HP に記載の加盟学術団体をカウ

ント（2017 年 1 月調査） 

 

研究者数に関しては、学術誌にライフサイエンス・臨床医学分野の論文を発表した研究者

数の推移を図 2-13 に示す。データベースに収録されている論文数全体が増え続けていること

もあり、各国ともほぼ増加を続けているが、日本は全体の増加傾向と比較すると伸びが少な

い。一方中国は、欧米で成果を挙げた中国人研究者を中国に呼び戻す政策が行われているこ

ともあり、近年の研究者数の増加は特に顕著である。韓国も絶対数はまだ多くはないが着実

な伸びを示している。 

 

図 2-13 論文発表研究者数の国別推移（2005～2014年） 
エルゼビア社の Scopus データベースをもとに CRDS で作成。各年ごとにデータベース収録誌に

１件以上論文を発表した研究者をカウント 

  

名称 加盟団体数 加盟団体の例

日本医学会 126 日本癌学会、日本外科学会、日本細菌学会、日本生化学会、日本内分泌学会、日本薬理学会

日本歯科医学会 43 歯科基礎医学会、日本口腔外科学会、日本口腔衛生学会、日本歯周病学会

日本心理学諸学会連合 53 日本心理学会、日本行動科学学会、日本認知・行動療法学会、日本臨床心理学会

日本脳科学関連学会連合 23 日本神経化学会、日本神経学会、日本生理学会、日本脳神経外科学会

生物科学学会連合 30 日本細胞生物学会、日本農芸化学会、日本分子生物学会、日本免疫学会

日本農学会 50 日本育種学会、日本作物学会、日本植物病理学会、日本土壌微生物学会

日本地球惑星科学連合 50 生態工学会、土壌物理学会 、日本農業気象学会 、日本リモートセンシング学会 

自然史学会連合 39 日本遺伝学会、日本菌学会、日本植物学会、日本動物学会

日本分類学会連合 25 日本昆虫学会、日本植物分類学会、日本動物分類学会、日本土壌動物学会

日本微生物学連盟 24 日本ウイルス学会、日本感染症学会、応用微生物学研究協議会、日本微生物資源学会

日本昆虫科学連合 17 日本昆虫学会、日本農芸化学会、日本応用動物昆虫学会、日本比較生理生化学会

日本化学連合 16 高分子学会、日本化学会、日本薬学会、日本分析化学会

横断型基幹科学技術研究団体連合 37 応用統計学会、日本生物工学会、日本生体医工学会、日本ロボット学会
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最後に、国内外のアカデミア・研究コミュニティーに関する近年の注目すべきトピックス

を挙げる。これらは、ライフサイエンス・臨床医学分野全体の今後の方向性に密接に関わる、

データの流通・取り扱いに関係するトピックス、あるいはライフサイエンス・臨床医学と社

会との関わり、生命倫理に関わるトピックスであるという点から特に取り上げたものである。 

・ ゲノム情報や臨床情報を世界的に共有するための国際的なコミュニティーGlobal Alli-

ance for Genomics and Health (GA4GH) 3)が 2013 年に発足。2016 年 10 月時点で、42

か国から 439 機関が参加し、データシェアリング（データ共有）のためのルールや方法

について話し合い等を続けている。 

なおデータシェアリングの流れは世界的に、アカデミアに限らずファンディング機関や

学術誌出版社を含め活発になっている。2016 年には日本学術会議が「オープンイノベー

ションに資するオープンサイエンスのあり方に関する提言」3)を出しており、AMED は

「ゲノム医療実現のためのデータシェアリングポリシー」4)を策定している。学術誌で

は Nature を発行する Springer Nature 社が論文のコンテンツ・シェアリングに従来か

ら積極的に取組んでおり、データそのものを詳細に紹介するオープンアクセス誌

Scientific Data5)も発行している。 

・ 個人情報保護法が 2015 年に改正され（全面施行日は 2017 年 5 月 30 日）、病歴等を「要

配慮個人情報」と定めたほか、ゲノム情報等の個人識別符号が含まれる情報も個人情報

としている。これに対しては学術研究への過剰な制約とならないよう、指針見直しへの

申し入れや提言が学会等から出されている 6)。 

・ 2015 年 4 月、ヒト受精卵に対してゲノム編集技術を用い遺伝子改変を試みた研究が、

中国の研究者から発表された。これに対して、国内外の学会等より相次いで声明が発表

された。日本遺伝子細胞治療学会など関連 4 学会は、ヒト生殖細胞や胚に対するゲノム

編集の臨床応用を禁止するよう求める内容等を共同提言し 7)、国際幹細胞学会（ISSCR）

もヒト生殖細胞系への臨床応用については一時停止を求める声明を出している 8)。その

後2015年12月に開催された国際会議（International Summit on Human Gene Editing）

には日本を含む約 20 か国から多数の研究者等が参加、ヒト生殖細胞系への臨床応用に

は安全面や倫理面でいくつもの課題があることを指摘し、それらが未解決のままでの臨

床応用はすべきでない旨の声明を出している 9)。 

 

1) 学会名鑑データベース  https://gakkai.jst.go.jp/gakkai/ 

2) Global Alliance for Genomics and Health (GA4GH)  http://genomicsandhealth.org/ 

3) オープンイノベーションに資するオープンサイエンスのあり方に関する提言 

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t230.pdf 

4) ゲノム医療実現のためのデータシェアリングポリシー 

http://www.amed.go.jp/content/files/jp/program/0401_datasharing-policy.pdf 

5) Scientific Data  http://www.natureasia.com/ja-jp/scientificdata/ 

6) 日本医師会・日本医学会「医学研究等における倫理指針の見直しについて」 

http://jams.med.or.jp/news/044.pdf 

全国医学部長病院長会議「個人情報保護法改定に伴う医学研究等に関する各種指針改定に関する

要望」 https://www.ajmc.jp/pdf/20161121_1.pdf 

https://gakkai.jst.go.jp/gakkai/
http://genomicsandhealth.org/
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t230.pdf
http://www.amed.go.jp/content/files/jp/program/0401_datasharing-policy.pdf
http://www.natureasia.com/ja-jp/scientificdata/
http://jams.med.or.jp/news/044.pdf
https://www.ajmc.jp/pdf/20161121_1.pdf
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日本バイオインフォマティクス学会「ゲノム情報の個人情報保護法改正法における取扱いについ

ての提言」 http://www.jsbi.org/about/press_release/proposal 

7) 人のゲノム編集に関する関連 4 学会からの提言 http://jsgt.jp/INFORMATION/statement.htm 

8) The ISSCR Statement on Human Germline Genome Modification 

http://www.isscr.org/home/about-us/news-press-releases/2015/2015/03/19/statement-on-huma

n-germline-genome-modification 

9) On Human Gene Editing:International Summit Statement  

http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=12032015a 

 

 

 

http://www.jsbi.org/about/press_release/proposal
http://jsgt.jp/INFORMATION/statement.htm
http://www.isscr.org/home/about-us/news-press-releases/2015/2015/03/19/statement-on-human-germline-genome-modification
http://www.isscr.org/home/about-us/news-press-releases/2015/2015/03/19/statement-on-human-germline-genome-modification
http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=12032015a
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２.３.３ 科学技術政策・研究開発戦略の動向 

 

（１）日本の科学技術政策・研究開発戦略 

＜ライフサイエンス全般＞ 

第５期科学技術基本計画を踏まえ、文部科学省の科学技術・学術審議会研究計画・評価分

科会は、同省における今後５年間の研究開発計画の策定を開始した。2017 年 2 月頃の決定

を目指し、主に第５期科学技術基本計画の第２章及び第３章に係る事項のフォローアップを

念頭に置いた検討がなされている。 

研究開発計画の第３章「健康・医療・ライフサイエンスに関する課題への対応」はライフ

サイエンス委員会が主担当となり、脳科学委員会等と連携して検討を進めている。その内容

は 2016 年 12 月時点では未だ暫定版であるが、大目標は、後述する健康・医療戦略及び医療

分野研究開発推進計画に基づく推進を柱としている。また横断的な事項に関する記載部分で

は、オープンサイエンスの推進に向けて「正確な臨床・健診情報が付加されたゲノム情報、

脳イメージング情報、バイオマーカー情報等を、データシェアリングにより利活用し研究を

推進する」と書かれている 1)。これは「超スマート社会」の実現には「多種多様なデータを

収集・解析」して「横断的に活用できるようになる」ことが重要とする第５期科学技術基本

計画の考え方に即している。 

もう１つの主要動向には、平成 29 年度から新規に開始する事業に関する事前評価が挙げ

られる。文部科学省は、平成 29 年度の新規事業の 1 つとして、ライフ・健康・医療、ナノ・

材料、防災の各分野で中核となるデータプラットフォームを今後５年間で構築することを目

指した「データプラットフォーム拠点形成事業」（要求・要望額：5,734 百万円）を検討して

いる。ライフ・健康・医療分野については理化学研究所を中心とした「健康・医療及びライ

フサイエンス統合型プラットフォーム」（要求・要望額：2,500 百万円）が検討されている。

第 83 回のライフサイエンス委員会資料によれば、医療機関の医療データに匿名化等を施し、

さらにこれまでのライフサイエンス等で蓄積されたデータと合わせて統合的に活用すること

を通じて、疾患の予測、介入の最適化、生命現象の本質的な理解に取り組むためのプラット

フォーム構築に取り組むとしている。 

 

＜医療分野＞ 

医療分野に関しては、第５期科学技術基本計画において「世界最先端の医療技術の実現」

により「健康長寿社会の形成」を目指すこととされている。またこれを可能とするために、

健康・医療戦略推進本部が健康・医療戦略及び医療分野研究開発推進計画を策定し、これに

基づき日本医療研究開発機構（AMED）が医療分野の研究開発を以下９つの項目を柱にして

推進している。 

 

（1）オールジャパンでの医薬品創出 

（2）オールジャパンでの医療機器開発 

（3）革新的医療技術創出拠点プロジェクト 

（4）再生医療の実現化ハイウェイ構想 

（5）疾病克服に向けたゲノム医療実現化プロジェクト 



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

48 

（6）ジャパン・キャンサーリサーチ・プロジェクト 

（7）脳とこころの健康大国実現プロジェクト 

（8）新興・再興感染症制御プロジェクト 

（9）難病克服プロジェクト 

 

これらの他、最近の比較的顕著な動向としては、次の３件を挙げることができる。前者２

件は健康・医療戦略及び医療分野研究開発推進計画の「実行状況と今後の取組方針 2016」に

も示されている 2)。 

 

（1）ヘルスケアサービス市場創出支援 

（2）国際的な活動へのコミットメント 

（3）人工知能技術に係る動向 

 

まずヘルスケアに関しては、健康・医療戦略で掲げられた「健康・医療に関する新産業創

出及び国際展開の促進等に関する施策」に基づく動向と位置づけられる。地域包括ケア（在

宅医療と介護の連携）システムの構築に向けた取り組み、「健康経営銘柄 2016」の選定によ

る健康経営の推進・健康投資基盤の整備、官民ファンドによるヘルスケア産業の創出・育成

に向けた支援、あるいは「医療機器開発支援ネットワーク」の実施や「全国医療機器開発会

議」の開催等によるベンチャー・中小企業の医療機器産業への参入支援等が行なわれている。 

次に国際的な活動に関しては、前述の「健康・医療に関する新産業創出及び国際展開の促

進等に関する施策」でも位置づけられているユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC：全

ての人が適切な予防、治療、リハビリ等の保健医療サービスを、必要な時に支払い可能な費

用で受けられる状態）の実現に向けた国際的取り組みに対して日本は積極的なコミットメン

トを示している。2016 年６月の G7 伊勢志摩サミットでは「国際保健のための G7 伊勢志摩

ビジョン」を発出し、UHC 推進についてコミットするとともに、国際保健分野での日本と

しての支援方針も打ち出した。具体的には感染症対策や保健システム強化による UHC 推進

に加え、予防接種の推進や日本企業による創薬推進を進めるために国際的な保健機関（グロ

ーバルファンド、Gavi ワクチンアライアンス、GHIT 等）に対して総額約 11 億ドルの支援

を表明した。これ以外にも同年８月の TICAD VI 及び同年９月の G7 神戸保健大臣会合でも

UHC に関する議論を行っている。なお UHC の達成は国連の 2030 年までに達成すべき持続

可能な開発目標（SDGs）の目標 3 としても取り上げられている 3)。 

なお、現在、健康・医療戦略及び医療分野研究開発推進計画は改訂が検討されている 4)。

2016 年 12 月時点の改訂案では、「異なる研究者や医療機関で、臨床試料を包括的に解析す

ることによって得られるデータや、これと紐付けられた所見・症状、経過に関するデータ等

を共有・広域連携を強化し、協働してデータを収集、突合、解析、意味づけをして、提供者

である患者の診断・治療の質の向上に反映させる体制を整備する」（健康・医療戦略改訂案）、

あるいは健康・医療・介護分野への ICT の利活用について「患者・国民がメリットを実感で

きる ICT インフラを、2020 年からの本格稼働に向けて整備していくべき」（健康・医療戦略

改訂案）等の環境整備に係る記述や、「医療・介護・健康分野における人工知能技術の研究開

発・実用化」（医療分野研究開発推進計画改訂案）等の研究開発に係る記述が見られ、医療等
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データ利活用及び ICT 利活用に関する大幅加筆がなされている点が特徴的である。 

人工知能技術に関しては、第５期科学技術基本計画でも「超スマート社会」の実現に向け

た基盤技術として位置づけているほか、2016 年４月に創設された人工知能技術戦略会議が、

2017 年度からの本格始動に向けて、研究開発及び成果の社会実装の加速に向けた検討を始め

ている 5)。同会議は 2016 年度中に「人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップ」を

策定する予定としている。なお同原案では「当面の検討課題」として４テーマが選定されて

おり、そのうちの１つが「健康、医療・介護」である 6)。 

 

＜植物分野＞ 

ここでは研究開発の主要な出口である農業分野への展開について農林水産省の動向、及び

農業・工業・医療バイオテクノロジー全般への展開について経済産業省の動向を紹介する。 

まず農林水産省農林水産技術会議は、農林水産研究基本計画を策定し、５年ごとに見直し

ている。最新のものは 2015 年 3 月 31 日に決定されており 7)、2016 年度は「農林水産研究

基本計画に基づく研究開発ロードマップ」（平成 28 年５月）を作成、公表した 8)。ロードマ

ップは今後 10 年を見据えた研究開発の重点目標およびそれを実現するための推進施策をと

りまとめたものである。背景となる社会認識には、世界的な人口増加や気候変動の影響によ

る国際的な食糧需給の不安定性の増大、及び農業の担い手不足による生産基盤の脆弱化への

懸念が挙げられている 9)。生産現場が直面する課題を速やかに解決するための研究開発が最

優先とされ、ICT やロボット技術の導入、国産農林水産物のバリューチェーンの効率化、新

たな産学連携研究の仕組みの創設が掲げられている。基本方針は、研究開発マネジメントの

改革（ニーズに直結した研究開発の戦略的な展開）、技術移転の加速化、多様な「知」の創出

のための環境整備である。効率的かつ安定的な農業経営の姿の実現や分野・品目別の生産・

流通上の課題等の速やかな解決に向け、21 の重点目標を掲げて今後５年間での技術開発及び

実用化、その後の速やかな生産現場への普及を目指す。 

また農林水産技術会議は、「食料・農業・農村基本計画」（平成 27 年３月閣議決定）を踏

まえ、産学連携研究を推進する新たな仕組みである「『知』の集積と活用の場」に関する検討

を 2015 年に開始し、2016 年度はその本格展開に注力している 10)。この取り組みは、前述の

農林水産研究基本計画に基づく研究開発ロードマップで掲げられた、「ニーズに直結した研究

開発の戦略的な展開と技術移転の加速化」を具体的に実行・推進するための重要な枠組みで

ある。「産学官連携協議会」、「研究開発プラットフォーム」、「研究コンソーシアム」の３層構

造から構成され、その上で「人」、「情報（場）」、「資金」の３つをオープンにし、多様な参加

者による「協創」を促進して農林水産・食品分野と異分野の融合を進めることで、農林水産・

食品産業の競争力強化等を図り、国民が真に豊かさを実感できる社会の構築に「貢献」でき

る場にすることを目指している。 

研究開発支援として「『知』の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業」（2016 年度

予算は 17 億円）11)があり、その中で「『知』の集積と活用の場による研究開発モデル事業」

が行なわれているが、ここで特筆すべきは、同省として初のマッチングファンド方式での研

究開発費支援を取り入れるなど、従来よりも出口を強く志向した研究開発推進体制を敷いて

いる点である。 

「『知』の集積と活用の場」の本格展開は始まったばかりであるが、農林水産物・食品の輸
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出拡大への貢献も大いに期待されるため、今後の展開を注視すべき施策の１つである。 

次に経済産業省では、産業構造審議会商務流通情報分科会バイオ小委員会が 2016 年 7 月

に公表した「バイオテクノロジーが生み出す新たな潮流（スマートセルインダストリー時代

の幕開け）」と題する中間報告書 12)を受け、2016 年度から「植物等の生物を用いた高機能品

生産技術の開発」事業が新規に開始された 13)。大学や民間企業などに対し、5 年間の実施期

間で事業費総額 86 億円の配分が見込まれている。同事業で柱となる３つの要素技術は、核

酸配列決定装置の性能向上、最先端 IT 技術を活用した生体ビッグデータの解析、ゲノム編

集である。これら最先端の情報処理技術とバイオ技術の活用によって機能がデザイン・作成

された“賢い生物細胞”（「スマートセル」）が創出する新たな産業群を「スマートセルインダ

ストリー」と定義し、バイオテクノロジーの新たな時代を担うものと位置づけている。研究

開発の内容は、①植物の生産性制御に係る共通基盤技術、②植物による高機能品生産技術開

発、③高生産性微生物創成に資する情報解析システムの開発、④微生物による高機能品生産

技術開発、の４つから構成されている。現在のバイオテクノロジーは「健康や医療」分野へ

の活用が依然として多いが、本事業を通じ、今後は「食料や農林畜水産」「環境・エネルギー」

「物質生産」といった非常に広範な分野へもより大きなインパクトを及ぼすことが期待される。 

 

（２）各国・地域の科学技術政策・研究開発戦略 

本項では 2015 年度以降の変化を中心に、米国、欧州連合、韓国、中国におけるライフサ

イエンス・臨床医学分野の政策的動向を扱う。 

 

２－１）米国  

＜研究開発関連予算全体の中での本分野の位置付け＞  

米国・行政管理局（Office of Management and Budget、OMB）14)、15)によれば、オバマ

大統領が発表した 2017 年の米国の研究開発予算要求総額は前年比 4%（60 億ドル）増の 1520

億ドルであり、そのうち前年比 6%（40 億ドル）増の 730 億ドルを基礎研究に充てるとして

いる。また前年度から引き続き、これらの研究開発投資を通じて新たな知識や技術をより迅

速に社会の利益につなげていく、またはビジネスや雇用の創出につなげていくことを目指し

ている。主要な優先事項は表 2-7 のとおりである。 
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表 2-7 米国の研究開発関連予算における優先事項 

優先事項 概要 

クリーンエネルギー 気候変動対策および国のエネルギー戦略の一環としてクリーンエネルギー技術

の開発に注力。主にエネルギー省（Department of Energy、DOE）へ配分。 

水の供給・利用関連技術 水の供給・利用に係る費用、エネルギーインプット、CO2 排出量を低減させるた

めの技術開発に注力。主に DOE、農務省（Department of Agriculture、DA）、国

立科学財団（National Science Foundation、NSF）へ配分。 

気候科学 気候変動の理解、評価、予測、対応に係る研究に注力。主に U.S. Global Change 

Research Program（USGCRP）へ配分。 

基礎研究 NSF に 80 億ドル、DOE の Office of Science に 57 億ドルを配分。またこれらに

比べると一桁落ちるものの国立標準技術研究所（ National Institute of 

Standards and Technology）に 8.26億ドル配分。 

先進製造 基礎研究レベルの新技術の開発やスケールアップ、小規模な製造業者の新技術取

り込み、産業界への新技術の早期移転を支援。National Strategic Plan for 

Advanced Manufacturing の一環でもある。主に NSF、国防総省（Department of 

Defense、DOD）、DOE、商務省（Department of Commerce、DOC）などへ配分。 

健康研究 331 億ドルを国立衛生研究所（National Institutes of Health、NIH）の生物医

学研究へ配分。バイデン副大統領による Cancer Moonshotへの 6.8億ドル、BRAIN 

Initiativeへの 2億ドル、Precision Medicine Initiativeへの 3億ドルが含ま

れる。 

農業研究開発 DAの主要競争的資金である Agriculture and Food Research Initiative（AFRI）

に 7億ドル、DAのインハウス研究に 11.6億ドルを配分。USDAのインハウス研究

には抗微生物薬耐性、気候変動、海外動物疾患と高病原性鳥インフルエンザ、水

資源に係る主要なイニシアチブが含まれる。 

高性能コンピューティング エクサスケールのコンピューティングシステムの開発、モデリングとデータ解析

コンピューティングのシナジー増大機会の探索、次世代コンピューティング技術

の開発、国内における高性能コンピューティングのエコシステム構築、などを目

指す。DOE 経由の 2.9 億ドルと NSF 経由の 3300 万ドルが National Strategic 

Computing Initiative（NSCI）に含まれる各研究機関へ配分される。 

民間部門の研究開発支援 試験研究費税額控除の簡素化・拡大による支援。 

 

＜3 大イニシアチブ＞ 

現在、米国が国を挙げて推進しているライフサイエンス・臨床医学分野関連のイニシアチ

ブは Precision Medicine Initiative（2015 年～）、BRAIN Initiative（2013 年～）、Cancer 

Moonshot（2016 年～）の 3 つである。これらのイニシアチブには複数の関係府省や研究機

関が関わっており、各々への予算配分は下表のとおりである。 
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表 2-8 ライフサイエンス・臨床医学分野の主要イニシアチブ及びその予算額（単位：百万ドル） 

主要イニシアチブ 2016年度 2017年度 

Precision Medicine Initiative16) NIH：130 

NCI：70 

FDA：10 

ONC：5 

NIH（NCI含む）：300 

FDA：4 

ONC：5 

BRAIN Initiative17)、18) NIH：135 

NSF：72 

DARPA：95 

IARPA：- 

FDA：- 

NIH：190 

NSF：74 

DARPA：118 

DOE：9 

IARPA：43 

FDA：- 

Cancer Moonshot19) NIH：195 NIH：680 

FDA：75 
※NCI：National Cancer Institute、国立がん研究所 

※FDA：Food and Drug Administration、食品医薬品局 

※ONC: Office of the National Coordinator for Health Information Technology、国家医療情報技術調整室 

（保健福祉省） 

※IARPA: Intelligence Advanced Research Projects Activity、インテリジェンス高等研究計画活動 

※「-」は金額不明箇所を示す。 

 

Precision Medicine Initiative は、遺伝子、環境、ライフスタイル等に関する個人ごとの

違いを考慮した予防や治療法の確立を目指すイニシアチブであり、オバマ大統領が 2015 年

の一般教書演説において立ち上げを宣言した。現在は NIH が中心となって百万人規模のコ

ホート構築、がんの新規診断・治療法の開発、健康・医療情報の共有システム構築などが進

められている。この他には、大統領の直轄機関である OSTP が同イニシアチブの具体化にあ

たってプライバシーや個人情報保護の枠組み策定に中心的に関わった。 

BRAIN initiative は、個々の脳細胞と神経回路の相互作用を通じて脳が機能する様子を解

明するための新技術の開発・応用を進め、さらに大量の情報の記録・処理・利用・貯蔵・引

出を可能にする脳と行動の複雑な関係解明を目指すイニシアチブであり、既に多数の科学的

成果を着実に上げている。研究のロードマップは BRAIN 2025 としてまとめられており、こ

れを支える予算は 2019 年度時点で 5 億ドルに達するよう年々増やしつつ、2025 年度までの

12 年間で総額 45 億ドルが必要としている 20)。ここ１，２年は国際連携のためのワークショ

ップを重ねており 21)、研究等を通じて得られる各種データを世界で共有する仕組みの可能性

を議論するなど同イニシアチブのグローバルな展開が模索されている。またこうした動きに

対して日本は文部科学省のライフサイエンス委員会が動向を把握しつつ対応について検討を

行っている 22)。 

Cancer Moonshot は、バイデン副大統領によるイニシアチブであり、がんの予防、診断、

治療に係る 10 年スケールの研究開発を今後５年間で達成することを目指す。2016 年 10 月

にはその具体方策が公表され、DOD が保管しているがんレジストリデータベースと生体サ

ンプルコレクションの解析、およびそれらと EPA が所有するデータベースとの関連付けに

よる環境因子の解析や、Lyft 社や Uber 社によるがん患者搬送サービス等の官民双方のコミ

ットメントが示された 23)。 
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＜国立衛生研究所（NIH）の今後の方向性＞ 

米国のライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発を牽引する NIH の 2017 年度予算要求

額は前年度から 8.25 億ドル増の 331 億ドルであり、計画の大きな柱は前述の 3 つのイニシ

アチブの推進にある 24)。 

より長期の計画としては 2015 年 12 月に公表された「NIH-Wide Strategic Plan, Fiscal 

Years 2016-2020: Turning Discovery Into Health」25)がある。NIH 傘下の 27 研究所が共有

するこの先５年間の活動方針が示されており、掲げられた４つの目標および目標に係る記載

事項概要は表 2-9 のとおりである。 

 

表2-9「NIH-Wide Strategic Plan, Fiscal Years 2016-2020: Turning Discovery Into Health」の概要 

項目名 概要 

目標１．生物医学研究における機会の拡大 

基盤的な科学の探索 BRAIN Initiative、分子免疫学、構造生物学、細胞生物学、“tissue- and 

organ-on-a-chip“ 

治療法の発見 Precision Medicine Initiative、臨床研究の迅速化・効率化につながる方法

論の探索（pragmatic trials）、異なる疾病間での分子レベルの共通性の探索、

“死の谷”克服への支援、痛みの研究 

健康促進・疾病予防の促進への 

投資 

健常者を対象とする長期研究、早期発見・診断・予防のための技術開発

（Precision Medicine Initiativeコホート、DNAシーケンス、分子・細胞の

解析技術、イメージング技術、モバイル機器、データの統合的解析、

Patient-Reported Outcome Measurement Information System: PROMIS、ワク

チン開発、行動科学・社会科学）、健康格差低減のための客観的根拠に基づく

介入法の開発（社会的な決定因子の探索、人種・民族や経済的・社会的地位

ごとの健康格差決定因子の探索、健康促進方法の普及） 

目標２．優先順位付けによるイノベーションの促進 

優先順位付けの観点 最良の科学によってもたらされる機会、公衆衛生上のニーズ、およびヒトの

健康に係る充足されていないニーズのうち NIH が指定する事項、の３つのバ

ランス 

透明かつ客観的根拠に基づく 

決定過程 

優先順位付けのプロセスの透明性、客観性 

即応性の向上 予想外の科学的ブレイクスルーの出現、新興の科学的機会や公衆衛生上のニ

ーズ等への迅速な対応 

疾病負荷の考慮 疾病負荷に関する高品質で解析に使えるデータの収集強化、疾病負荷の将来

的な変化予測等 

希少疾患研究から生まれる 

新しい研究機会の支援 

希少疾患に関する研究、希少疾患に関する研究から得られた新知見の他疾患

への応用研究 

疾病根絶の価値の考慮 HIV/AIDSの根絶に向けた研究 

目標３．科学活動の管理の向上 

優秀な生物医学研究従事者の 

確保 

次世代研究者や臨床医科学者の育成プログラム、熟練研究者と若手研究者間

でのグラント採択率の標準化 

多様性の拡大 人種・民族、ジェンダー、社会的・経済的地位、地理的、障害の程度の多様

性の確保 

厳密性、再現性の確保 学術誌のエディターとの対話、前臨床試験の報告書ガイドラインの策定、前

臨床試験時の性差バランスの考慮の重要性強調、再現性ある研究を行うため

の若手研究者向け教育プログラムの開発、公開データへのオープンアクセス

に係るコンプライアンス確保、ClinicalTrials.gov へのデータ蓄積・利用推

進 

事務負担の軽減 成果報告プロセスの改善 
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資源配分情報へのアクセス 

最適化 

ピアレビューシステムのたゆまぬ改善 

イノベーションの奨励 複数のハイリスク研究向けプログラムの設定、FDA等の協力に基づく革新的な

臨床研究の計画やデータ共有活動の支援 

機関連携による支援成果の 

最大化 

FDA、CDC、AHRQ 等の他の公的機関との連携、健康関連産業との官民パートナ

ーシップ推進、Accelerating Medicines Partnership（AMP、後述）の活用 

積極的なリスク管理の実践 事務処理プロセス、各種手続き、プログラム等の体系的なアセスメント 

目標４．成果に向けた管理運営による連邦政府科学機関としての卓越 

“科学の科学”の開発 科学への投資を評価する方法論の開発（標準化された引用指数、ビブリオメ

トリクス以外の方法論、ポートフォリオの見直し等） 

アウトカムとアウトプットの 

バランス 

複雑であること・時間がかかることに配慮した上でのアウトカム評価への試

み 

生物医学研究従事者の分析 NIHがサポートするのに適正な人的規模の予測 

ピアレビューシステムの 

たゆまぬ改善 

分野融合・分野横断的な研究の評価 

厳密性・再現性向上のための 

取り組みの評価 

進行中のイニシアチブの評価 

事務負荷の軽減 法律改正も視野に含めた検討 

意思決定におけるリスク管理 

の効果の追跡 

リスク管理からの学びの活用 

 

＜NIH の取り組み＞ 

現在 NIH が進めている主要なイニシアチブのうち、前述の３件以外で注目のイニシアチ

ブについて、概要を以下に紹介する。 
 

（１）Accelerating Medicines Partnership（AMP）26) 

AMP は 2014 年２月に発足した官民パートナーシップ（PPP）であり、診断や治療、疾病

の発症や重症化の遅延に役立つ生物学的標的の同定・評価を目指す。NIH、FDA、10 のバ

イオ系企業（日本企業としては Takeda）、12 の NPO が参加しており、現在はアルツハイマ

ー病、２型糖尿病、関節リュウマチや全身性エリマトーデスといった自己免疫疾患、の３疾

患を対象にパイロットプログラムを開始している。各機関のコミットメントは表 2-10 のとお

りである。 
 

表 2-10 現在の AMP関連出資額（5年間）（単位は百万ドル） 

疾患 合計出資額 NIH出資額 産業界出資額 NPO出資額 

アルツハイマー病 92.5（＋資金以外で 40相当） 69.6 21.9（＋資金以外で 40相当） 1.0 

２型糖尿病 52.8（＋資金以外で6.5相当） 31 21.5（＋資金以外で6.5相当） 0.3 

自己免疫疾患 41.9 20.9 20.7 0.3 

合計 187.2（＋資金以外で46.5相当） 121.5 64.1（＋資金以外で46.5相当） 1.6 

※NIH ホームページ内の AMP に関するページを参考にして CRDS にて表作成 

 

（２）Common Fund（CF）27) 

CF は 2006 年の NIH 改革法の際に所長室（Office of Director、OD）の権限強化および分

野横断型の研究支援の一環として創設された。OD 直轄の戦略室（Office of Strategic Co-

ordination、OSC）が監督する。生物医学研究や行動研究に変革を起こし、社会に大きなイ

ンパクトを与え、NIH 内のセンターや研究所を横断するような領域設定を目指している。
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2016 年 12 月時点で表 2-11 に示す 28 のプログラムが進行中である。既に終了しているプロ

グラムは下表以外に 13 ある。 
 

表 2-11 CFに採択された現在進行中のプログラムの名称（2016年 12月時点） 

1. 4D Nucleome 

2. Big Data to Knowledge 

3. Enhancing the Diver-

sity of the NIH-Funded 

Workforce 

4. Epigenomics 

5. Extracellular RNA 

Communication 

6. Gabriella Miller Kids 

First Pediatric Re-

search Program 

7. Genotype-Tissue Ex-

pression (GTEx) 

8. Global Health 

9. Glycoscience 

10. HCS Research Col-

laboratory 

11. Health Economics 

12-15. HIGH-RISK RE-

SEARCH: 

- NIH Director’s 

Early Independence 

Award (EIA) 

- NIH Director’s New 

Innovator Award 

- NIH Director’s 

Pioneer Award 

- NIH Director’s  

Transformative Re-

search Awards 

16. Human Microbiome 

Project (HMP) 

17. Illuminating the 

Druggable Genome 

18. Knock out Mouse 

Phenotyping (KOMP2) 

19. Library of Inte-

grated Net-

work-Based Cellular 

Signatures (LINCS) 

20. Metabolomics 

21. Molecular Trans-

ducers of Physical 

Activity in Humans 

22. Protein Capture 

Reagents 

23. Regenerative Medi-

cine Program (RMP) 

 

24. Regulatory Science 

Science of Behavior 

Change 

25. Single Cell Analysis 

26. Stimulating Periph-

eral Activity to 

Relieve Conditions 

(SPARC) 

27. Strengthening the 

Biomedical Research 

Workforce 

28. Undiagnosed Diseases 

Network 
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（３）Data Science at NIH28) 

2012 年のアドバイザリ委員会データと情報科学 WG による報告に基づき、NIH 内に「デ

ータ科学のための副長官」（Associate Director for Data Science、ADDS）というポストが

創設された。そして初代副長官には UC サンディエゴ校にある Innovation and Industry 

Alliances の准副総長（Associate Vice Chancellor）だった Dr. Philip Bourne 氏が 2014 年

３月に着任した。 

現在、ADDS は前述の CF 下で 2012 年にスタートした Big Data to Knowledge (BD2K) 

Initiative を推進している。BD2K は生物医学研究におけるデジタルアセットの蓄積・利用

拡大やそれらの活用に係るツールや手法の開発等を推進している。 

加えて ADDS は The NIH Commons と呼ぶ生物医学研究のためのバーチャルな共有スペ

ースの構築も進めている。同 Commons は、研究者がデータ、ソフトウェア、メタデータ、

ワークフローを探索・管理・共有・利用・再利用できるシステムとなることを目指し、クラ

ウド環境、高性能コンピューティング環境、公的データ、各種ソフトウェア、デジタルオブ

ジェクトの利用規定などを整備予定である。現在は試験的に整備された環境に限られた研究

者がアクセス可能な状況にある他、前述の CF に採択された BD2K や Human Microbiome 

Project (HMP)、NCI の Genomic Data Commons （GDC）など既存イニシアチブ内での試

験的な環境整備に取り組んでいる。これらを通じて ADDS は今後の NIH 内のデータ科学推

進の中核となる可能性がある。 

 

＜国立科学財団（NSF）の今後の方向性＞ 

NSF 全体の 2017 年度予算要求額は約 80 億ドル（2016 年度は約 75 億ドル）だがそのう

ち当該分野と関係の深い生物科学局（Biological Science、BIO）は約 7.9 億ドルである 29)。

以下では BIO を構成する 5 部局の取り組みについて概要をそれぞれ紹介する（表 2-12）。 

 

表 2-12 生物科学局（BIO）を構成する５部局の取り組み概要 

（括弧内は 2017年度予算で単位は 10億ドル） 

項目名 概要 

（１）Division of Molecular and Cellular Biosciences(1.4) 

分子～細胞レベルでの生命現象の理解を目指した研究を推進。主に次の 4つの領域に対する支援を実施。 

細胞動態と機能 モデル系および実験系の統合を通じた生細胞の動態の予測的理解、

一分子から全細胞に至る時空間スケールでの細胞機能の統合的理

解、細胞・オルガネラ・その他微小構造の起源・進化・機能 

遺伝メカニズム エピジェネティクス及び RNAの関与を含む遺伝子発現機構、染色体

のダイナミクス（DNA 複製・修復・組換え・遺伝）、遺伝子・ゲノ

ムの進化 

分子生物物理学 生体分子の構造・動態・機能の関係性について一般的な原理の理解、

生体原子の相互作用とメカニズムについての基本原理の理解 

システムズ生物学、合成生物学 理論駆動型の制御系・シグナル系・代謝系のネットワークの理解、

生命の起源・最小細胞・複雑系における相互作用・生命の頑強性な

どの根源的な謎に迫る合成生物学研究、システム生物学と合成生物

学を加速させるツール開発 

（２）Division of Environmental Biology(1.5) 

集団、種、コミュニティー、エコシステムなどについて、その起源、相互関係、進化の歴史などの理解を目指

した研究を推進。主に次の 4つの領域に対する支援を実施。 
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生態系科学 生態系における物質やエネルギーの流れと変換、生態系全体の構

造・機能と個別構成要素の役割や関係性、生態系のダイナミクス・

レジリエンス・経時変化の軌跡、生態系の時空間レベルの連鎖 

進化プロセス 遺伝的進化、生態学的進化 

個体群生態学・群集生態学 個々の種・個体群・生態系の相互作用のダイナミクス及び関連する

集団・コミュニティー・環境への影響、より幅広い生息地・分類群

を対象とした時空間スケールの研究 

系統分類学、生物多様性科学 生物多様性の発見と解析、系統分類学 

（３）Division of Integrative Organismal Systems(2.2) 

生物（植物、動物、微生物）そのものあるいは生体組織・臓器の統合的な観点からの理解を目指した研究を推

進。主に次の 5つの領域に対する支援を実施。 

行動システム 動物の行動科学研究 

発生システム 植物・真菌・微生物の発生メカニズム研究、動物の発生メカニズム

研究、発生メカニズムと進化（種内或いは種を越えた表現型の多様

性など） 

神経システム 神経システムの発生、様々な環境要因に対する神経システムの応

答、神経システムの制御機構 

生理・構造システム 共生機構、防御機構、自己認識機構、生理学的なメカニズム、バイ

オメカニクス、様々な環境下における生理反応の統合的理解 

（４）Division of Emerging Frontiers(1.6) 

分野横断的な研究を推進。現在は次の 3領域に対する支援を実施。 

神経科学のための次世代ネットワーク 

（Next Generation Networks For Neu-

roscience、NeuroNex） 

革新的な研究リソース・機器・技術の開発、ヒトを含む幅広い生物

種において個体レベルで脳の機能を理解するための論理的なフレ

ームワーク構築 

生物のマクロシステムズ生物学、早期

NEON科学 

地域～大陸規模での生物のマクロシステムを解明、NEON プロジェ

クト（全米に多くの観察拠点を構築し、30 年以上に亘って環境変

化の影響を見るプロジェクト）への貢献 

生命の起源アイデア・ラボ NSF-Geoscience（GEO）や NASA との共同による生命起源に迫る

transformative研究 

生物学における先進的な理論 生命の共通原理や生体システムを理解する上での新しい概念・理論

の研究 

嗅覚信号解読 NSF-Mathematical and Physical Sciences（MPS）との共同による

（脳における働きも含めた）嗅覚機能の原理解明のための数理モデ

ル・新たな実験技術・工学的手法等の統合的な研究 

生体イメージング、可視化技術の革新 様々なスケール・方法論を対象とした革新的なイメージング技術の

開発 

光合成の効率向上に向けた 

transformative研究 

英 BBSRCとの共同による多分野の研究者の共同研究支援 

（５）Division of Biological Infrastructure（1.4） 

人的リソース - 

研究リソース - 
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＜NSF における BRAIN Initiative への取り組み＞ 

NSF は次の５つを柱にして BRAIN Initiative に取り組んでいる 30)。 

 

・脳のダイナミックな活動及び構造のマルチスケールな統合 

・脳・神経関連の操作・制御技術と研究インフラの構築 

・脳機能の理解に向けた定量的な理論・モデルの構築 

・脳・神経研究で得られた知見に基づく新規コンセプトや革新的技術の創出 

・研究人材の育成、キャリアパス構築 

 

＜国防高等研究計画局（DARPA）＞ 

国防総省内部にある国防高等研究計画局（Defence Advance Research Projects Agency、

DARPA）は、米国の国防にとって重要な研究開発に対し資源配分を行なっている機関であ

り、2017 年度予算は約 30 億ドルである。７つの室（Office）から構成され、そのうちの一

つが生物技術室（Biological Technologies Office、BTO）である。 

BTO はニューロテクノロジー、ヒューマン・マシン・インタフェース、ヒューマン・パフ

ォーマンス、感染症、合成生物学などに関わるプログラムを扱っており現行のプログラムは

28 件ある。このうち、BRAIN Initiative 関連のプログラムは以下の５件である（表 2-13）。 

 

表 2-13 DARPAの BTOで推進されている BRAIN Initiative関連プログラム 

プログラム名 概要 

Neural Engineering System Design（NESD） 脳内の情報処理機構と外部の電子機器とを接続するインターフェー

スに関する研究開発 

Neuro Function, Activity, Structure, 

and Technology（Neuro-FAST） 

脳活動の細胞・回路・情報処理レベルでの可視化、及び多数の神経

細胞から構成される脳内情報処理のモデル化等 

Restoring Active Memory（RAM） 外傷性脳損傷によって生じる記憶障害への対応に係る研究および機

器開発 

Systems-Based Neurotechnology for 

Emerging Therapies（SUBNETS） 

神経心理学的な障害に対する診断・治療技術開発 

Targeted Neuroplasticity Training（TNT） 末梢神経への刺激に基づく迅速かつ効率的な学習（とくに認知機能

訓練）を可能にする技術の開発 

 

＜インテリジェンス高等研究計画活動（IARPA）＞ 

DARPA の独自な管理運営モデルは米国政府内で水平展開されている。国家情報長官

（Office of Director of National Intelligence、ODNI）所管の資源配分機関であるインテリジ

ェンス高等研究計画活動（Intelligence Advanced Research Projects Activity、IARPA）が

その一つであり、情報科学技術関連の研究開発が推進されている。現行のプログラムは 32

件あり、その中には以下に示すように BRAIN Initiative 関連のプログラムが含まれる（表

2-14）。 
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表 2-14 IARPAで推進されている BRAIN Initiative関連プログラム 

プログラム名 概要 

Knowledge Representation in Neural Systems（KRNS） 概念的な知識の習得・活用に係る神経活動の計測

およびその機構に関する理論構築 

Machine Intelligence from Cortical Networks（MICrONS） 脳の神経細胞間で行なわれている情報処理の仕

組み解明、及び機械学習アルゴリズムへの応用 

Strengthening Human Adaptive Reasoning and Prob-

lem-solving（SHARP） 

高度な推論や問題解決力を強化させるための介

入法開発 

Integrated Cognitive- Neuroscience Architectures for 

Understanding Sensemaking（ICArUS） 

情勢判断に係る脳内プロセスのモデル化 

 

＜エネルギー省科学局（Office of Science）＞ 

科学局は、上述のとおり米国政府による基礎研究への投資で NSF に次ぐ規模を有してい

る。６つの科学研究プログラムを推進しており、そのうちの一つに Biological and Envi-

ronmental Research（BER）がある。科学局全体の 2017 年度予算 57 億ドルのうち、6.6

億ドルが BER 予算である。 

BER は、①微生物及び植物のゲノム情報から新たな機能を引き出して持続可能なバイオ燃

料生産や CO2 貯蔵、環境浄化につなげるための研究と、②数十年あるいは数世紀に亘る気

候変化の予測を将来のエネルギー需要や資源需要に係る計画策定に利用するための生物地球

化学的システムの理解に関する研究、を支援している。 

2017 年度は従来通りゲノム科学と３つのバイオエネルギー研究センター（DOE Bioen-

ergy Research Centers、BRC）を支援する一方で、多様な環境下での微生物叢（マイクロ

バイオーム）相互作用の解明研究を強化予定としている。また気候と関連する大気及び生態

系プロセスの解明研究を引き続き支援する一方で、物理環境、生物地球化学プロセス、微生

物、植物間での動的な相互作用の解明を目指した野外研究やモデリングの支援を強化予定と

している。さらに大型共同利用施設である DOE 共同ゲノム研究所（Joint Genome Insti-

tute）、環境分子科学研究所（Environmental Molecular Sciences Laboratory、EMSL）、大

気中の放射線測定気候研究施設（Atmospheric Radiation Measurement Climate Research 

Facility）の運営支援も継続予定としている。 

 

＜農務省（DA）＞ 

DA の 2017 年度の研究、教育、その他外部活動に関わる予算要求額は 29 億ドルであり、

うち 7 億ドル が農業および食品研究イニシアチブ（Agriculture and Food Research Initi-

ative、AFRI) を通した競争的資金に、また 3.25 億ドルが AFRI の研究基盤に充てられてい

る 31）。 

より長期の計画としては 2014 年 1 月に公表された「USDA Strategic Plan, Fiscal Years 

2014-2018」がある。2014 年から 5 年間の活動方針が示されており、掲げられた 5 つの戦略

目標と項目は表 2-15 のとおりである。 
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表 2-15 USDA Strategic Plan, Fiscal Years 2014-2018で掲げられている５つの戦略目標と

項目 

戦略目標１ 農村地域コミュニティーの支

援（自立、人口増、経済的繁

栄） 

①資本市場の活用、政府による農村投資 

②強力なセーフティネットの確保、新市場開拓、競争的農業システ

ム支援 

③再生可能エネルギーとバイオベース製品の開発、生産、消費形

態の支援 

戦略目標 2 国有林・私有地の保全、気候

変動へのレジリエンスと水資

源の強化 

①自然資源管理による、国有林、草原、作業地の保全 

②農業および林業における、気候変動、干ばつ、極端な気象への

適応策の取り組み 

③国有林や耕作地の水資源保護および強化を通した、清潔かつ豊

富な水の確保 

④壊滅的な山火事のリスクの削減 

戦略目標３ 食料安全保障強化のため

の、農業生産性向上とバイオ

テクノロジーの輸出 

①米国の農業資源による世界の食糧安全保障の強化 

②新規技術による農産物の開発と貿易力の強化 

戦略目標４ 安全で高栄養価かつバラン

スのとれた食事を米国の全て

の子供たちに 

①栄養価の高い食品へのアクセスを改善する 

②健康的な食事と身体活動の奨励 

③食品の安全確保と公衆衛生保護 

④病虫害によるリスクを減らすことで農業の健全性を維持し、豊富な

安全で栄養価の高い食品へのアクセスを確保する 

戦略目標５ 高いパフォーマンス、効率

性、高い適応性を持った 21

世紀の DA のための研究基

盤 

①顧客中心かつ包括的な高度人材を育成し、サービス提供を向上

させる。 

②組織の枠組みを超えて、テクノロジーや解決法の共有することよ

り、安全かつ効率的な雇用の場を構築する 

③プログラムの集中的な評価により、DA への納税による投資のリタ

ーンを最大化・最適化する 

 

その他、現在 DA が進めている主要なイニシアチブのうち、上述の Strategic Plan でも言

及されている AFRI の概要を以下に紹介する。AFRI は 2008 年の農業法案で創設され、2014

年の農業法案で再認可された。AFRI の研究助成は NIFA（National Institute of Food and 

Agriculture）によって執行され、研究、教育、その他の外部活動に対して配分されている。

農業法案では次の６つの優先領域が設定されており、AFRI の研究助成はこの 6 領域に沿っ

て行われている：①植物の健康と生産性および植物の生産物、②動物の健康と生産性および

動物の生産物、③食品安全と栄養および健康、④バイオエネルギー・自然資源・環境、⑤農

業システムとテクノロジー、⑥農業経済と農村。さらにこれらに加え、世界人口が 2050 年

に 90 億人を超えると見られていることを踏まえ、食料、繊維、燃料の需要に対応する科学

技術も支援している。 
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＜PCAST レポート＞ 

大統領の諮問機関である PCAST は例年調査レポートを発行しており、ライフサイエン

ス・臨床医学分野と関連が深いと思われるレポートとしては直近では次の 2 件が公開されて

いる（表 2-16）32)。 

 

表 2-16 最近公表されたライフサイエンス・臨床医学分野関連レポート 

プログラム名 概要 

Report on Independence, Technology, 

and Connection in Older Age（2016年） 

高齢者の社会参画、精神衛生、認知機能、身体機能、住環境を支える

技術をまとめている。当該分野関連ではロボティクス、移動のための

先進的技術、緊急時に使えるコミュニケーション技術、認知機能訓練、

在宅モニタリング等に係る研究開発の必要性を指摘。 

Report on Federal information 

Technology R&D（2015年） 

今後の IT 関連研究開発の方向性、人材育成、機関連携等について全

般的にまとめている。当該分野関連では患者のモニタリング・コーチ

ングに用いるモバイルデバイスや計測機器、人間の身体的・知的能力

の拡張につながるスマートデバイス、疾病の診断・予測を高度化する

モデル手法、データの複雑性軽減手法、実行性のある意思決定支援等

に係る研究開発の推進、及び健康・医療関連データへのアクセシビリ

ティの問題解消、データ互換性に関する基準不在の問題解消等の必要

性を指摘。 

 

＜科学技術政策局（OSTP）の動向＞ 

アメリカ合衆国科学技術政策局（Office of Science and Technology Policy、OSTP）は、

大統領行政府内に設置されている事務局の一つで、その任務の一つは、政府機関の間での科

学技術政策と予算の策定、および実施への取り組みを指示することである。OSTP が、連邦

政府機関および民間セクターのステークホルダーと協調して発表されたイニシアチブのうち、

ライフサイエンス・臨床医学分野に深く関連するものとして、2016 年 5 月にアナウンスさ

れた National Microbiome Initiative について紹介する。 

National Microbiome Initiative は、多様な生態系における統合的なマイクロバイオーム

研究を推進する。マイクロバイオームは、ヒト、植物、土壌、海洋、大気に棲む微生物集団

であり、地球上のさまざまな生態系の健常な機能を維持し、ヒトの健康、気候変動、食料安

全保障などに影響する。National Microbiome Initiative は、マイクロバイオームの動態の

理解を深め、健常なマイクロバイオームの機能回復や機能不全予防のための方法論の確立を

目指す。 

連邦政府機関、アカデミア、民間部門の科学者が 1 年をかけて調査を行い、National 

Microbiome Initiative の以下の３つの目標が掲げられた。 

1. 異分野融合研究を支援し、多様な生態系におけるマイクロバイオームに関して、基本

的・根源的な問題に解決を与える 

2．多様な生態系におけるマイクロバイオームの知見を共有し、マイクロバイオームデー

タへのアクセスを容易に行うための、プラットフォーム技術を開発する 

3．市民科学や国民関与（パブリック・エンゲージメント）、および教育の機会を通して、

マイクロバイオーム研究に関わる人口を増やす 

  



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

62 

表 2-17 National Microbiome Initiativeの予算額（単位：百万ドル） 

2016年度 2017年度 

NASA：12.5 

NIH ：20 

DOE ：10 

NASA ：12.5 

NIH  ：20 

NSF  ：16 

DA ：15.9 

ARS  ：8 

その他の外部機関によるマイクロバイオームへの研究サポート 

Bill and Melinda Gates Foundation：100 (4年間) 

JDRF： 10 (5年間) 

One Codex ：(金額不明) 

The BioCollective, LLC（Health Ministries Networkと協同）： 0.25 

ミシガン大学： 3.5 

 

＜政権移行関連動向＞ 

2017 年 1 月 20 日に就任したトランプ大統領は NIH について批判的ともとれる発言をし

た過去があり、現在 NIH が主導する BRAIN Initiative、Precision Medicine Initiative、

Cancer Moonshot の行く末をはじめ、NIH がこれまでと同程度に予算を獲得できるかにつ

いては不透明な状況である。同氏はまた気候変動関連の科学についても懐疑的と見られて

いる。そのため生物医学研究や基礎科学研究の関係者らは今後の政府の対応を不安視して

いる 33)、34)、35)。一方、そうした中で同氏の政権移行チームは 2016 年 11 月 29 日に NIH

や FDA を所管する保健福祉省（Department of Health and human Services）の長官にジ

ョージア州選出の下院議員で整形外科医のトム・プライス氏を指名すると発表した 36)。プラ

イス氏は科学についての意見をあまり公に発言していないため憶測先行の状況があるが、下

院予算委員会の委員長を務めていた頃にオバマケアや Cancer Moonshot に反対した人物で

もあるため長官就任後の対応が注目されている 37)、38)。 

 

２－２）欧州連合（EU） 

＜欧州 2020（Europe 2020）＞ 

EU は現在、経済・社会全体を包括した 10 ヵ年経済成長戦略「欧州 2020」（2010～2020

年）下にある。同戦略の優先事項の１つである「知的な経済成長」に関するフラッグシップ

イニシアチブの１つに「Innovation Union」があるが、その実現方策として資金助成プログ

ラム「ホライズン 2020（Horizon 2020）」（2014-20 年）や、橋渡し支援を行うプラットフ

ォーム「欧州イノベーション・パートナーシップ（EIP）」があり、これらを通じてライフサ

イエンス・臨床医学分野への支援が行われている。 

 

＜ホライズン 2020（Horizon 2020）＞ 

ホライズン 2020 は、資金助成プログラムである「Framework Programme、FP」の第 7

次（2007～2013 年）の後継にあたる。2014 年からの７年間の予算全体は第 7 次 FP（FP7）
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（532 億ユーロ）に比べて大幅な増額（770 億ユーロ）となった。「卓越した科学（Excellent 

Science）」、「産業リーダーシップ（Industrial Leadership）」、「社会的課題(Social Challenges)」

の 3 つの柱を優先事項として掲げ、その下で健康・医療、モノづくり、環境・エネルギー、

農林水産業・食糧分野等に資源配分を行っている。 

 

（ａ）卓越した科学（244 億ユーロ） 

基礎研究支援や研究者のキャリア開発支援、インフラ整備支援などを通じて欧州の研究力

を高めることを目的としたプログラム群である。ここには欧州研究会議（ERC）を通した最

先端研究支援（130 億 9,500 万ユーロ）、マリー・スクウォドフスカ＝キュリー・アクション

ズ事業（MS-C）による研究者育成（61 億 6,200 万ユーロ）、そして「Future and Emerging 

Technologies, FET」プログラムによる将来の新技術確立支援（26 億 9,600 万ユーロ）が含

まれる。 

FET には３つのタイプがあるが、そのうち FET  Flagships は、1 プロジェクトあたり 10

年間で 10 億ユーロという大規模な資金提供を行うとして、2013 年の発足時には注目を集め

た。現在は脳科学（Human Brain Project）及びグラフェン研究（Graphene Flagship）が

進行中である。 

Human Brain Project（HBP）では、脳研究、認知神経科学などの脳関連科学のための欧

州インフラの整備・運用、脳（疾患）に関するこれまでの研究データなどの情報を収集・整

理・共有化、スーパーコンピューターを用いた脳のモデル化・シミュレーションの構築が進

められている。そして、得られた成果による脳をモチーフとした計算科学やロボット工学の

技術発展や、ヒトの脳や疾患の解明へと展開していく予定である。現在は、ICT を中心とし

たプラットフォーム構築のための６つのプロジェクトと、認知神経科学、理論的神経化学、

倫理などのデータリソースの生成・収集のための６プロジェクトがある。Research Roadmap

によると 2013-2016 年は Ramp-Up Phase であり、特にニューロインフォマティクス、脳シ

ミュレーション、ハイパフォーマンスコンピューティング、医療情報学、ニューロモルフィ

ックコンピューティング、ニューロロボティクスに特化した 6 つの IT プラットフォームの

開発が進められてきた。今後はマウスからヒトの脳のモデル作成を進めていく予定とされて

いる。 

 

（ｂ）産業リーダーシップ（165 億ユーロ） 

産業実現技術研究の支援、リスクファイナンスの提供、中小企業の技術革新支援などを通

じて技術開発・評価及び産業展開を推進するプログラム群である。技術開発支援では情報通

信技術（ICT）に最も比重を置いているが、バイオテクノロジーをはじめナノテクノロジー、

新材料、フォトニクス、新製造加工技術も、欧州産業の基幹実現技術（KET）と位置づけて

集中投資し、成果を得ようと試みている。以下ではライフサイエンス・臨床医学分野に関係

する２分野について概要を記載する。 

 

①ヘルスケアのための先端材料、ナノテクノロジー 

組織工学製品の生体材料、標的薬物送達や診断、分子イメージングで用いるナノシステム

およびナノデバイスなど、ナノ医療の広範囲な適用を模索し、“lab-to-bedside”の橋渡し課
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題を推進。 

 

2016～2017 年の研究テーマ： 

・ 中枢神経性脱髄性疾患 の診断と治療のための生体材料 

・ 生物製剤のナノ製剤化 

・ ナノ医療における ERA-NET（国際的な研究開発活動の連携体制作り、コンソーシアム） 

・ 先端医療医薬品／先端医療機器における、工学的な生体材料のよりよいリスクマネージ

メントのための信頼できる危険性・有効性の評価方法論の開発 

・ ポイント・オブ・ケア(患者身辺での検査、ベッドサイドでの検査)診断のためのマイク

ロナノバイオ融合システム（MNBS）の実用化 

・ ナノ医療（医薬品）、生体材料のリスクと有効性を評価するレギュラトリーサイエンス 

・ 細胞移植、組織再生のプロセスの in vivo イメージングするナノテクノロジー技術 

・ 欧州にナノ-バイオ-医療融合エコシステムの導入 

 

②バイオテクノロジー 

健康、製薬、化学産業、植物育種などの様々な経済部門において、長期的に持続可能な成

長と促進を可能にする注目の技術として次の観点から推進。 

 

2016～2017 年の研究主題： 

・ 「バイオテクノロジーベースの競争力ある持続可能な産業プロセス」 

１）市場と研究室のギャップを埋める橋渡し（新しい原料資源（例：再生可能物、廃棄

物、副生成物）の価格安定化への取り組み、既存技術を超えるバイオプロセスの効

率向上など） 

２）イノベーションの促進（新しいバイオプロセスコンセプトの展開、データ統合およ

び新規生産技術の推進） 

・ 「将来のイノベーションのドライバー（牽引力）となる最先端バイオテクノロジー」 

及び「革新的で競争力のある基盤技術」 

１）生体触媒やバイオデザインの新しい技術基盤の開発によるヘルスケア、ケミカル、

農業などの市場へのさらなる貢献 

 

上記を踏まえた 2016～2017 年の研究テーマ 

・ バイオテクノロジーにおける ERA-NET Cofund（国際的な共同出資コンソーシアム） 

・ 生物転換産業の応用（非農業部門の廃棄物から工業用生体分子への転換利用） 

・ システムバイオロジーを用いた代謝経路の最適化による産業的革新に向けた微生物基

盤の構築 

・ 欧州の基盤技術となりえるバイオテクノロジーへの取り組み 

・ 低炭素エコノミーにおける CO2再利用プロセスのための微生物プラットフォーム 

・ バイオ触媒や周辺プロセスの最適化（高付加価値な化学物質の持続可能な生産） 

・ 分子農業の New Plant Breeding Techniquies（NPBT）（全作物を対象） 

・ KET バイオテクノロジープロジェクトの成果の推進、実装支援 
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（ｃ）社会的課題（286 億ユーロ） 

このプログラム群では、以下に示す 7 つの優先課題を設定し、その解決に向けた研究・イ

ノベーション（R&I）を支援する。課題解決に主眼が置かれているため、より市場に近い取

り組みを重視し、研究はあくまでもその解決手段と位置づけている。ライフサイエンス・臨

床医学分野に関係する２課題を中心に各優先課題の概要及び助成額（7 年間の総額）を以下

に示す（表 2-18）。 

 

表 2-18 ホライズン 2020「社会的課題」の優先課題概要及び助成額（７年間の総額） 

①健康、老齢化及び福祉（74億 7,200万ユーロ） 

ここでは全ての人のより良い健康のため、高齢者が長期に亘って活発かつ自立的に生活し続けられるこ

とを目指す。またそのために、新たなより安全で効果的な介入法の開発を支援する。2014年からの最初の

4年間で 20億ユーロを支出予定である。全体をカバーする主題は個別医療であるが、以下に示す中項目、

さらにその下の小項目にまで社会的課題を細分化し、個別に研究・イノベーションのプロポーザルを募集

している 39)。 

 

「個別化医療」 

１）健康、福祉及び疾病の理解 

・免疫系疾患に対する個別化治療にむけたマルチオミクス 

・患者の層別化における新しいコンセプト 

・希少疾患の診断分類付け 

・EUレベルでの一般人と患者のコホートの活用をネットワーク化および最適化 

２）疾病の予防 

・欧州ヒトバイオモニタリングイニシアティブ 

・ワクチン開発（マラリア、顧みられない熱帯病（Neglected Tropical Diseases）） 

・若者の精神的健康と福祉の推進 

３）疾病の治療・管理 

・希少疾患の新規治療法 

・生活習慣病の新規治療法 

・成人集団における既存の治療介入の有効性比較 

・再生医療の臨床研究 

・中南米でのジカウイルスなどの新たな脅威に対する差し迫った問題への取り組み 

４）アクティブエイジングと自己健康管理 

・PCP－患者を力づける eHealthイノベーション 

・PPI－活発で健康な老化・加齢のための ICTソリューションの整備と展開 

・EU-日本の連携（自宅または介護施設での、活発で健康な老化・加齢のための新規 ICTロボットを 

ベースとするソリューション） 

・加齢に伴う年齢とともに行う福祉とケア介護の個別に適した指導 

５）手法とデータ 

・バイオ医薬品の開発や評価のための in silico 試験 

・福祉での個別のコンピューターモデルと in silicoシステム 

・公衆衛生政策を支えるビッグデータ 

・PPI－デジタル医療記録のやり取りのための基準設定 

・医療経済評価の調査手法 

６）ヘルスケア提供と統合的ケア 

・欧州と低・中所得国での技術革新や良好実績を拡大する実施研究(Implementation Research ) 

  ※ Public procurement of innovation（PPI）：イノベーションを促進するための公共調達 

 

②食糧安全保障、持続可能な農林・海洋・沿岸・陸水研究及びバイオ経済（38億 5,100万ユーロ） 
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ここでは、気候変動下での食糧及び栄養的安全保障を効率的な資源消費と併せて実践すること、海洋・

沿岸資源の持続的な利用を実践すること、地方経済や沿岸部経済の動員を通じた活発な陸地開発を促進す

ること、バイオ経済を通じて EUに投資・雇用・経済成長を呼び込むことを目指す。以下に示す４主題か

ら構成され、その下の中項目、さらにその下の小項目にまで社会的課題を細分化し、個別に研究・イノベ

ーションのプロポーザルを募集している 40)。 

 

「持続安納な食糧安全保障－レジリエントかつ資源効率のよいバリューチェーン」 

１）よりレジリエントかつ資源効率のよいバリューチェーン 

２）環境スマート、気候スマートな一次生産 

３）競争力のある食品産業 

４）全ての人にとって健康で安全な食品及び食事 

５）食糧及び栄養的安全保障と持続可能農業に関する EU-アフリカパートナーシップの実行支援 

６）EU-中国 FABフラッグシップイニシアチブの実行 

 

「青い成長－機会の海の実証」 

１）青い成長実現のためのイノベーション促進 

２）健康な人々と健康な海洋の関連付け 

３）極域 

４）地中海盆地の価値推定 

 

「地方ルネッサンス－イノベーションとビジネス機会の養成」 

１）政策とガバナンスへの新たなアプローチ 

２）新たなバリューチェーンとビジネスモデル 

３）イノベーションとスキル開発 

 

「持続的な商品及びサービスのためのバイオベース・イノベーション－欧州バイオ経済開発の支援」 

１）バイオベースな商品及びサービスのための持続的なバイオマス供給の確保 

２）“将来のバイオベース市場”構築－ステークホルダーの巻き込み 

 

③安全で環境負荷が少なく効率的なエネルギー（59億 3,100万ユーロ） 

④スマートで環境負荷が少なく統合的な交通システム（63億 3,900万ユーロ） 

⑤気候変動対策、環境、資源の効率化及び原材料（30億 8,100万ユーロ） 

⑥変化社会における欧州－包括的、革新的、思慮深い社会（13億 900万ユーロ） 

⑦安全な社会－自由の保護及び欧州とその市民の安全保障（16億 9,500万ユーロ） 

 

＜欧州イノベーション・パートナーシップ（EIP）＞ 

欧州 2020 の「Innovation Union」では、橋渡し支援を行うプラットフォームとして欧州

イノベーション・パートナーシップ（European Innovation Partnerships 、EIP）を推進し

ている。EIP は、社会的課題に基づき、関連の産業分野や市場の速やかな改善を通じて社会

に便益をもたらすことを目的とした官民連携組織である。特定の課題に対する革新的なソリ

ューションを考案し、実現する活動に取り組む。具体的には、各国の研究開発の取り組みを

糾合し、実証やパイロットテストのための投資を調整し、必要な規制・標準を先駆けて検討

し、ブレイクスルーを迅速に市場に届けるために公共調達を通じて需要を結集する。 

各 EIP は戦略的実施プラン（Strategic Implementation Plan）を策定し、それに基づき

活動を行っている。資金助成は Horizon2020 を含めた課題ごとの関連機関による持ち寄りに

よって運営されている。現在は 5 つの EIP があり、ライフサイエンス・臨床医学分野に関連

する 2 件の概要を以下に示す（表 2-19）。 
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表 2-19 現行の EIPのうちライフサイエンス・臨床医学分野に関連する２課題の概要 

課題名 概要 

Active and Healthy Ageing（EPI on AHA） 健康長寿に向けたソリューションの提供を目指す。助成元は

Horizon2020、Innovative Medicines Initiative (IMI、後述）、

European Structural and Investment Funds (ESIF)等。 

Agricultural Sustainability and 

Productivity（EPI-AGRI） 

競争力があり持続可能な農林業手法の養成を目指す。助成元は

Horizon2020、European Rural Development policy等。 

 

＜その他の EU の取り組み：共同技術開発イニシアチブ（JTI）＞ 

欧州委員会による科学技術・イノベーション政策の一部分は、イニシアチブと呼ばれる官

民連携組織または官官連携組織によって推進されている。近年複数のイニシアチブが導入さ

れ、その重要性が増している。法的位置付け、運営資金の出自、対象領域等は様々であるが、

欧州委員会外部のリソースを活用しつつ欧州委員会による投資のレバレッジ効果を引き出す

という基本思想は共通している。 

こうしたイニシアチブのうち共同技術開発イニシアティブ（Join Technology Initiative 、

JTI）は、Horizon 2020 とは独自の公募プログラムをもち、独自の戦略のもと研究プロジェ

クトに資金配分を行っている。運営資金の約半分は欧州委員会からの出資だが残りの半分は

会員企業や各国のファンディング機関等が負担する。FP7 がスタートした 2007 年に導入さ

れた仕組みである。重要な技術分野の研究開発を推進するという基本的な位置づけは当初か

ら変わらず、現在は 5 つの JTI が実施され、ライフサイエンス分野が関わるのは以下の 2 テ

ーマである。 

 

（ａ）革新的医薬品イニシアチブ 2（IMI2) 

革新的医薬品イニシアチブ（Innovative Medicine Initiative 、IMI）は、とりわけ未充足

な医療ニーズや社会ニーズのある領域を対象に、革新的な医薬品の開発や患者アクセスの加

速を目指し、多数の研究開発プロジェクトに助成を行っている。支援の範囲は創薬と医薬品

開発に関連する幅広い領域に及び、疾患の根本原因の理解、候補薬と薬物標的の特定、候補

薬の安全性と有効性に関する試験、臨床試験デザイン、使用開始後の医薬品とワクチンのリ

スク・ベネフィットのモニタリングまで網羅する。 

現在は FP7 下で行われていた第一期に続いて、Horizon2020 下で第二期の IMI2 が進めら

れている。基盤的な研究開発に重点を置いていた第一期の活動範囲を拡大し、第二期は治療

法の開発も活動内容に含めている。具体的には、医薬品開発プロセス（薬効、安全性、品質

の評価手法の開発、標準化、情報提供）の改善、臨床試験・診断マーカーの開発、臨床プル

ーフ・オブ・コンセプトまでの時間短縮、Priority Medicine の臨床試験の成功率向上、アン

メット・メディカル・ニーズ（アルツハイマー病や抗菌剤耐性など）の解決、評価マーカー

開発による phaseⅢでのワクチン候補の脱落減、が挙げられている。IMI2 の予算は 2014 ～

2024 年の 10 年間で約 33 億ユーロである。内訳は、Horizon 2020 から 16 億 3800 万ユー

ロ（50%）、欧州製薬団体連合会（EFPIA）関連企業から 14 億 2500 万ユーロ（43%）、その

他のライフサイエンス関連企業や団体からの研究委託による資金が 2 億 1300 万ユーロ（7%）

である。 
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IMI プロジェクトのポートフォリオはアンメット・メディカル・ニーズの疾患及び公衆衛

生への影響を重視している。そのため第一期の予算の 3 分の１以上が感染症（抗菌薬耐性や

ワクチンの安全性と有効性など）の研究に充てられ、加えて IMI2 では新たに「Ebola+」を

立ち上げ、エボラとその関連疾患に関する研究を進めている。これ以外の優先課題には創薬 

(医薬品の開発と有効性に関するプロジェクト)、脳障害 (アルツハイマー病、統合失調症、う

つ病、慢性疼痛、自閉症など)、代謝異常（糖尿病など）、がんが挙げられている。 

 

（ｂ）バイオベースの再生可能資源を用いた産業構築（BBI） 

Horizon 2020 下で新たに立ち上がったイニシアチブである。予算は 2014 ～2020 年で約

37 億ユーロであり、その内訳は Horizon2020 からの 9 億 7500 万ユーロと、Bio-based 

Industries Consortium（BIC）関連企業から の 27 億 3000 万ユーロである。 

BBI（Bio-based Industries）は、化石燃料に基づいた欧州の産業を低炭素、高効率な持続

可能な方向へ転換させることを目指している。従来の産業プロセスや製品を環境負荷の少な

いバイオベースなものへと転換させるため、バイオ精製所システムの建設やバイオ製品市場

の開拓等を推進している。主な注目分野は表 2-20 のとおり。 

 

表 2-20 BBIの主な注目分野 

分野 内容 

原料 生産性の向上と新しいサプライチェーンの構築による持続可能なバイオマス供給

の促進 

バイオリファイナリー R&Dを通じた効率的な精製過程の最適化、その効率性と経済性の大規模デモ及び

旗艦的バイオ精製所システムにおける実証 

市場、製品及び政策 バイオベースな製品市場の構築、政策的枠組みの最適化 

 

＜その他の EU の取り組み：第 3 次保健プログラム（Health Programme）＞ 

EU における医療・健康分野の戦略は、「Together for Health: A Strategic Approach for the 

EU 2008 -2013」（2008～2013 年）が欧州 2020 に全般的に引き継がれた形となっている。 

そのうち、欧州委員会が EU での保健衛生方策を推進するためのファンディングの枠組み

が「保健プログラム」であり、改訂が続けられて現在は第 3 次の保健プログラム期間内にあ

る。加盟国間の保健、衛生、医療の水準の格差是正、持続可能な衛生システムの普及、EU

全体が抱える健康問題への対処を中心とした取り組みを目指しており、期間内の予算枠をあ

らかじめ設定した上で、地域の公衆衛生水準の向上、疾病予防・福祉の増強等を推進するプ

ロジェクトに助成が行われる。各プロジェクトは、優先的分野や資金拠出基準が毎年度ワー

クプランとして設定され、加盟国政府、地方自治体、NGO 等が中心となって実施される。。 

第 2 次の年次報告による活動実績を見ると、感染症対策（移民世帯へのワクチン接種の促

進など）、 健康増進（自治体による HIV 検査機会の提供、自殺防止のための相談サービス

の提供等）、 啓発・情報提供（自閉症に係る社会啓発のためのシンポジウムの開催等）等の

分野で プロジェクト助成が行われた。2014～2020 年の総予算は 4.49 億ユーロである。 
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２－３）韓国  

＜ライフサイエンス・臨床医学分野の位置づけ＞ 

韓国は、現在は第３次科学技術基本計画期間内（2013～2017 年）にある。同基本計画で

特定された研究開発投資の「５大推進分野」の１つが「健康長寿時代の実現」であり、これ

に紐づけされる「重点国家戦略技術」には「幹細胞技術（分化・培養・治療）」、「ニーズに即

した新薬技術」、「疾病診断バイオチップ技術」などの技術が含まれている。 

ライフサイエンス・臨床医学分野への注力姿勢はその他の動向からもうかがい知ることが

できる。例えば大統領が議長を務める国家科学技術諮問会議（PCAST）は、2014 年に、2020

年までに韓国がバイオ分野で世界上位７位以内に入ることを目指して２つの戦略と６つの課

題からなる「バイオ未来戦略」を策定した。一つ目の戦略はグローバル市場進出戦略であり、

ニッチ市場先行獲得支援（ベンチャー海外進出支援等）、イノベーション市場先導分野育成（幹

細胞産業課支援、遺伝子治療開発対象疾患拡大等）、ICT 融合新市場開拓（ICT 融合医療・

診断新製品の臨床試験のための基盤整備等）の３つを課題としている。二つ目の戦略は事業

化連携基盤拡充であり、民間主導研究開発促進、仲介研究活性化（グローバル水準の研究委

託企業（CRO）育成）、バイオ・ビッグデータ・プラットフォーム構築（省庁横断型のデー

タ集積管理体系整備、バイオ戦略委員会（仮称）設立等）の３つを課題としている。 

また 2016 年９月には「保健産業総合発展戦略（2016～2020 年）」を発表した 41)。医薬品、

化粧品、医療機器などの医療産業を集中的に育成して 2020 年までに韓国経済の主要産業に

するとともに、雇用を 76 万人（2015 年）から 94 万人へ、輸出規模を 9 兆ウォンから 20 兆

ウォンへと引き上げることを目指す。その他にも韓国メーカーのグローバル新薬を現在の３

つから 17 へ、韓国製バイオ後続品（バイオシミラー）を現在の５つから 10 へそれぞれ増や

す計画となっている。また医療サービスでは遺伝子や環境、生活習慣など個人の特性に合わ

せた最適な治療への取り組みも始めるとし、その基盤作りとして遺伝子情報のデータベース

化や医療ビッグデータ解析などを行なうプラットフォーム開発などを進めるとしている。 

 

＜バイオテクノロジー関連政策＞ 

一方、韓国は、「バイオテクノロジー支援法」（1983 年施行）以来、バイオテクノロジーを

継続的に支援・推進してきている。直近では 2006 年に策定された「第 2 次バイオテクノロ

ジー育成基本計画」（BIO-Vision 2016）の下、バイオ大国として世界上位７位（論文や特許

技術水準）に入ることを目指して研究開発投資や橋渡し施策等を進めてきた。 

BIO-Vision2016 は保健福祉部(Ministry of Health and Welfare) が未来創造科学部

（Ministry of Science, ICT and Future Planning）と連携して推進している 42)。その下、医

薬品、医療機器、化粧品業界の韓国企業の海内における臨床試験や M&A、オープンイノベ

ーション等を支援する新たな機関 Global Healthcare Fund の設立に 150B ウォンを出資し

ている。その他にも基礎研究成果の実用化に向けた橋渡し関連施策や、遺伝子治療・幹細胞

治療関連の研究開発への投資、精密医療・再生医療関連産業の国家産業化に向けた支援（研

究開発支援やバイオバンクの統合支援等）、医療機器開発への投資を表明している。 

なお現在は後継の「第 3 次バイオテクノロジー育成基本計画」（2017～2026 年）の策定に

着手しており、政権の状況と合わせて今後の動向が注目される。 
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２－４）中国  

＜ライフサイエンス・臨床医学分野の位置づけ＞ 

中国における科学技術政策の根幹となる「国家中長期科学技術発展計画綱要（2006～2020

年）」では、2020 年までに実現すべきライフサイエンス分野における科学技術上の重要な発

展目標として次の２点を掲げている 43)。 

 

・ 農業分野での科学技術の総合力が世界のトップレベル入りを果たし、農業生産力の向上

を促進して効果的に国の食糧安全を保障する。 

・ 重大な疾病の予防と治療レベルを飛躍的に向上させる。エイズ、肝炎等の重大な疾病が

抑制され、新薬の開発と重要な医療器械の開発に関して飛躍的な進歩を達成し、産業と

して発展するよう技術力を備える。 

 

一方で 2016 年は、中国の全体計画である「中華人民共和国国民経済・社会発展の第 13 次

五カ年計画綱要（2016～2020 年）」が３月に発表され、続けて、そのうちの科学技術イノベ

ーションに関する計画である「中国科学技術イノベーション第 13 次五カ年計画（2016～2020

年）」が８月に発表された。これらの中では、以下に示すように、「科学技術イノベーション

2030」として国が推進する優先課題が特定されており、脳科学関連、育種関連、及び健康福

祉関連の課題が含まれている。 

 

①「重大科学プログラム」 

・ 大型航空機エンジン及びガスタービンの研究開発 

・ 深海ステーション 

・ 量子通信と量子コンピュータ 

・ 脳科学と類脳研究（Brain Science and Brain-Inspired Intelligence Technology）：脳の

認知原理、脳を模した計算、脳／コンピュータ・インターフェース・インテリジェンス、

脳疾患研究 

・ 国家サイバー・セキュリティ 

・ 宇宙探査と軌道上保全システム 

 

②「重大技術プログラム」 

・ 自主的な育種技術：食糧確保のための農業、林業、動物、微生物の育種を中心とした雑

種強勢の分子レベルの研究、分子細胞育種研究の要素技術開発 

・ 石炭のクリーン・高効率利用技術 

・ スマートグリッド技術 

・ 天地一体化通信網技術（衛生通信と地上通信一体化） 

・ ビッグデータ技術 

・ インテリジェント製造とロボット 

・ 新素材の研究開発と応用 

・ 京津冀地域総合的環境保全 

・ 健康福祉技術：精密医療、生活習慣病対策、生殖医療・出生前診断等 

  



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

71 

俯
瞰
対
象
分
野
の
全
体
像 

1) ライフサイエンス委員会（第 83 回）、資料 2-1、 

http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n1816_02.pdf 

2) 第 14 回 健康・医療戦略推進本部 決定資料、 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/ketteisiryou/dai14/index.html 

3) http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/ 

4) 定案は第 13 回健康・医療戦略参与会合資料や第 13 回健康・医療戦略推進専門調査会資料で確認

できる。 

5) AI ポータル、http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100064.html 

6) 第 3 回人工知能技術戦略会議、資料２、http://www.nedo.go.jp/content/100799732.pdf 

7) 新たな農林水産研究基本計画について 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/kihonkeikaku/new_keikaku.htm 

8) 農林水産研究基本計画に基づく研究開発ロードマップ 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/kihonkeikaku/attach/pdf/index-1.pdf 

9) 新たな農林水産研究基本計画のポイント 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/kihonkeikaku/pdf/point.pdf 

10) 「知」の集積と活用の場の構築について、http://www.s.affrc.go.jp/docs/knowledge/knowledge/ 

11) https://www.s.affrc.go.jp/docs/yosan/pdf/h28_160105.pdf 

12) 中間報告書「バイオテクノロジーが生み出す新たな潮流〔スマートセルインダストリー時代の幕

開け〕」、http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160714001/20160714001.html 

13) スマートセルインダストリー（生物による物質生産）の可能性、 

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/bio/pdf/003_08_00.pdf 

14) Investing in American Innovation, The President’s Budget: Fact Sheets on Key Issues, 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2017/assets/fact_sheets/Investin

g%20in%20American%20Innovation.pdf 

15) Meeting Our Greatest Challenges: Innovation to Forge A Better Future  

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2017/assets/innovation.pdf 

16) FACT SHEET: President Obama’s Precision Medicine Initiative,  

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/30/fact-sheet-president-obama-s-precisi

on-medicine-initiative 

17) BRAIN Initiative Fiscal Year 2016 Fact Sheet,  

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/brain_initiative_fy16_fact_she

et_ostp.pdf 

18) BRAIN Initiative Fiscal Year 2017 Fact Sheet, 

19) FACT SHEET: Investing in the National Cancer Moonshot,  

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/02/01/fact-sheet-investing-national-cancer-

moonshot 

20) The NIH BRAIN Initiative, NIH https://www.braininitiative.nih.gov/funding/initiatives.htm 

21) Coordinating Global Brain Projects  

http://www.rockefeller.edu/research/intercenter/globalbrain 

22) 第 35 回脳科学委員会、文部科学省 科学技術・学術審議会  
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http://www.lifescience.mext.go.jp/2016/10/3528104.html 

23) FACT SHEET: Vice President Biden Delivers Cancer Moonshot Report, Announces Public 

and Private Sector  

Actions to Advance Cancer Moonshot Goals 

24) Presentation on the NIH FY2017 Budget Roll-Out  

https://www.nih.gov/sites/default/files/about-nih/nih-director/testimonies/fy17-budget-rollout

-slides-20160209.pdf 

25) https://www.nih.gov/sites/default/files/about-nih/strategic-plan-fy2016-2020-508.pdf 

26) https://www.nih.gov/research-training/accelerating-medicines-partnership-amp 

27) https://commonfund.nih.gov/index 

28) https://datascience.nih.gov/adds/about 

29) FY2017 Budget Request to Congress, https://www.nsf.gov/pubs/2016/nsf16034/nsf16034.pdf 

30) https://www.nsf.gov/news/special_reports/brain/initiative/ 

31) http://www.obpa.usda.gov/budsum/fy17budsum.pdf  

32) https://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/pcast/docsreports 

33) MIT Technology Review, 16 Nov, 2016,  

https://www.technologyreview.com/s/602856/whats-trumps-plan-for-us-biomedical-research/ 
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２.４ 分野の今後の展開と日本の研究開発戦略の方向性 

＜健康・医療分野に関連したこれまでの社会の方向性＞ 

先進国での高齢化、新興国での経済成長に伴う生活習慣の変化によって、健康・医療ニー

ズは多様化しかつ増大し続けている（表 2-21）。とりわけ慢性疾患（高血圧、糖尿病、心臓

病、脳卒中、がんなどの、いわゆる生活習慣病）は依然として成人の死因の大部分を占めて

おり、SDGs のターゲットの 1 つにも掲げられている 1)。また慢性疾患は多因子疾患である

ことが多く、状態が急変する。さらに治療が長期間に亘るため、医療費高騰の大きな要因の

１つである。そのため、医療の質を向上させ、これらの疾病に対して経済性・安全性・有効

性に優れたより適切な診断・治療や予防的介入を実現することで、慢性疾患に起因する大幅

な QOL 低下（寝たきりなど）や死亡を低減させ、さらには医療費・介護費の最適化にも貢

献することが求められている。 

こうした背景の下、世界の大きな流れとして着目すべきは、より適切な診断・治療や予防

的介入の実現に向けた「個別化」・「精密化」の方法論の進展である。従来は、汎用性の高い

診断・治療技術および予防的介入技術が患者に対して適用されてきた。しかし疾患の状態や

治療効果には１人１人の間に差があり、ある人に効果のある治療法が別の人には全く奏功せ

ず、場合によっては副作用が生じることもあった。これを踏まえて近年は、医療技術の対象

とする集団を絞り込み、各々の集団のタイプに最適な診断・治療技術や予防的介入技術の提

供を目指す方向性へと移行しつつある。これにより医療コストの無駄を減らし、更なる医療

の質の向上を図ろうとする機運が高まっている。かつて、1990 年代以降のヒトゲノム解読に

伴って発展したのは、ゲノム情報に基づく 1 人 1 人に最適な診断・治療法の提供を目指すと

いう医療の方向性（Personalized Medicine／Individualized Medicine）であった。しかし、

1 人 1 人のゲノムの違いによって生じる個人差に対応した治療やケアは、単一遺伝子疾患で

あれば極めて有意義な方法であるが、多因子が関わる疾患の場合には不十分である。そのた

め現在は、ゲノム情報に加えてあらゆる健康・医療データを統合的に活用することにより、

集団の中に潜む多因子の時間変動も含めたパターンを見出し、これに基づき集団を層別化・

小集団化し、それらに対してより適切な診断・治療技術や予防的介入技術を提供することを

目指す医療の方向性が台頭してきている。米国が推進している Precision Medicine Initiative

がその代表的な事例である。 

「個別化」・「精密化」に向かう流れを後押しするもう一つの社会的変化は、モバイルヘルス

（スマートフォンやタブレット端末などを医療活動に利用する方法）の急速な成長である。

ICT を活用するための様々な情報端末、ウェアラブルデバイス、臨床現場で利用可能な計測・

分析機器および装置などが開発されており、関連市場が急速に拡大している。こうしたデバ

イス群の普及は、それらを通じて得られる多様な生体関連データや健康・医療関連データの

増大に拍車をかける。さらにそのデータは、飛躍的に性能が向上している計算機や計算手法

を通じて蓄積・解析される。そして、新たな知的基盤の構築、集団の層別化に関する手法の

開発、層別化された小集団に対するより適切な診断・治療の提供、あるいは予防的介入の推

進による健康増進や地域における在宅医療・介護に活用されることが期待されている。 

なお、こうした社会の動向は過去５年ほどの間でも既に萌芽が見られていたが、関連科学

技術分野の変化や進展を追い風として、この１、２年でより顕著な盛り上がりを見せている。
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そのため今後もこの傾向が続くと考えられる。しかし、これをわが国の健康・医療システム

における確固としたものとし、社会における実際の変革や便益の享受を加速度的に進めてい

くためには、国および産業界、アカデミアが一体となった戦略的な取り組みが極めて重要で

ある。 

 

＜科学技術の方向性＞ 

前述の社会の方向性は、ここで述べる科学技術の方向性と相互に関連している。とりわけ

イメージングや計測・分析に係る様々な機器・装置・技術の進展は、多様かつ膨大なデータ

の取得に重要な役割を果たしている。例えば、種々の機器・装置の精緻化が一層進んできた

ことにより、より微細な時空間スケールで、特定の生命現象や、疾患に関わる分子などの動

きや構造を、科学的に記述することが可能になってきた。また、ゲノム編集技術や光操作技

術によって生体内に任意の摂動を発生させ、それらに対する反応を観察する技術が確立して

きた。さらに、次世代シーケンサーに代表される網羅的な生体分子情報の取得・解析技術が

以前よりも安価かつ迅速に行えるようになってきた。その他にも各種の機器・装置を使って

生体の日常的なバイタルデータ（血圧や血糖値など）の継続的な取得・記録が可能になり、

また電子カルテをはじめとした医療現場の様々な情報のデジタル化も進んでいる。 

他方、得られた多様なデータの流通・蓄積・処理・活用に係る技術にも大幅な進展が見ら

れる。IoT の進展は社会全体でみられるが、医療分野でもスマートフォンやタブレット等の

モバイル端末を現場で利用する動きが始まっている。また、ネットワークの高速化によって

高容量の画像データでも送受信が可能になり、クラウド上での医療情報の蓄積・共有も実現

しつつある。さらに、ハードウエアとしての計算機の性能向上が大量なデータの蓄積・処理・

活用を可能かつ容易にした。ソフトウェアに関しても、人工知能関連技術が当該分野の様々

な画像データ、非画像データの解析に活用され始めている。人工知能関連技術を用いること

で、多様なデータの中からこれまで見逃しがちであった重要だが稀な事象を見出すことも可

能になるため、今後の「個別化」、「精密化」という医療の方向性において極めて重要な役割

を果たすと目されている。実際、すでに in silico スクリーニングによる既存薬の再開発や、

画像診断・病理診断支援システム、遠隔医療、疾患バイオマーカーの同定・実用化などへの

応用等、様々な用途開発の試みが国内外で進められている。同技術に対する昨今の盛り上が

りを過度な期待であるとする指摘も存在するが、大きな駆動力になりうることは概ね見方が

一致するところである。そのため、その特性や実力を冷静に評価した上で、戦略的に活用す

ることが重要である。 

健康・医療研究がビッグデータを活用するのは、科学研究の考え方の変化にもよる。その

１つは、生命現象理解の枠組みや方法が変化したためである。従来は、部分的な因果関係や

相関関係を調べ、それらを特定の生命現象全体の仕組み解明に敷衍する要素還元的なアプロ

ーチが主流であった。これ自体は今後も必要であるが、近年は、膨大なデータを基に生命現

象を数理科学的な方法で解析し、システム全体の挙動を調べることによって特定の生命現象

を統合的に理解するアプローチの重要性が強く認識されるようになった。システムバイオロ

ジーを代表に、こうした考え方に則した研究が着実に進められていることは、データの多様

化、膨大化の方向性とよく呼応する科学技術上の一つの重要な潮流である。 

もう１つは、統計思想の変化によるものである。計算機の性能向上や統計学に用いられる
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アルゴリズムの開発および多様なデータの蓄積が進んだことによって、従来の科学研究で用

いられてきた記述統計学や推測統計学に加え、それらとは前提となる考え方が異なるベイズ

統計学が台頭してきた。またこれに基づき、膨大なデータを活用して、事象を理解するため

の「後向き推論」や、未来を予測する「前向き推論」を行う計算手法が開発されてきた。こ

れにより機械学習技術などの人工知能関連技術を使ったビッグデータ解析が広く利用される

ようになった。ただし、こうした新たな解析では、得られるデータの信頼性や品質、さらに

事前確率などの前提条件が解析の結果を左右する可能性もあるため、医療分野への応用に際

しては、不適切な結果が含まれる危険性を懸念する声がある。従って今後は、こうした“影”

の部分への対応も含めた技術開発や研究が行なわれると予想される。 

 

＜食・環境分野に関連したこれまでの方向性＞ 

健康・医療分野で見られる「個別化」・「精密化」、及び「ビッグデータ化」の方向性は食・

環境分野においても同様に見られる。2.3.1（B）「食・環境」の項目でも述べたように、社会

の方向性については、将来の膨大な人口 2)を賄うための農作物生産が世界的な課題となって

いる。しかし地球規模の気候変動、特に熱波や干ばつによる農業生産への甚大な影響が懸念

されるため、従来の慣行的な農作物栽培法を維持するだけでは対応が困難である。また他方

では、農薬と化学肥料の大量使用による悪影響（土壌や水圏の汚染、土壌からの温室効果ガ

スの排出、蜂群の崩落）といった環境面での問題も強まっている。さらに、途上国では中間

層人口の増加に伴う食パターンの変化、また、先進国では人々の健康志向の高まりも背景に

ある。これらの観点から従来の慣行的な農作物栽培に対する抜本的な見直しのニーズが高ま

っている。 

こうした世界状況に加え、国内では農業従事者の高齢化と後継者不在による将来の農業の

担い手不足が一層深刻になっている。また耕地面積も減少の一途を辿っている。そのため熟

練者の技能や暗黙知（ノウハウ）を後世に引き継ぎつつ、如何に効率的に農作物栽培を行う

かが課題である。 

以上の国内外の状況を踏まえると、今後は、生産地ごとの気象条件をより精密に把握・予

測し、また土地ごとに残存窒素肥料量や水分量、および土壌微生物叢を把握することで、農

薬や化学肥料に過度に頼らず、省コスト、省資源、省労力で、増収や品質の向上を実現する

作物栽培技術基盤の確立およびその実践が求められると考えられる。 

また現在の農作物栽培に関する科学技術上の流れも、健康・医療分野と同様、ICT 技術を

駆使したビッグデータを利活用する方向に向かっている。例えば各種センサーを用いたリモ

ートセンシングにより農作物を取り巻く環境データが網羅的かつ経時的に大量に入手可能に

なりつつある。農業従事者の行動をデータ化して分析する試みも行われている。また、農作

物に含まれる機能性成分のデータベース化が、動物組織での遺伝子発現を網羅解析するトラ

ンスクリプトミクスデータとともに整備されはじめている 3)。さらに、こうして得られた多

様かつ膨大なデータを流通・蓄積・処理・活用するための技術の進展についても、前述の健

康・医療分野と共通点が多い。微生物の活用など、生物間の相互作用に関する知見を駆使す

ることにより、農薬や化学肥料の利用を低減させる新たな栽培方法の導出に向けた基礎基盤

研究も端緒につきつつある。これらを通じ、より精密で、効率的かつ環境負荷が少なく、栄

養性・機能性・安全性といった品質も担保しながらの農作物栽培および生産が実現される可
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能性が高まっている。また、それらから派生する農作物および食品を摂取することで、ライ

フステージ別の健康維持・増進につなげるといった、高機能作物の活用法が開発される可能

性も高まっている。 

 

表 2-21 健康・医療分野及び食・環境分野の方向性まとめ 

 健康・医療分野 食・環境分野 

社会の 

方向性 

（世界） 

 新興国の成長と先進国の高齢化による医療・健康ニー

ズ多様化・増大（急性疾患に加え、慢性疾患患者の増

加：治療から疾病管理へ） 

 適切な診断・治療へのニーズ（個別化、診断と治療の

一体化等） 

 ヘルスケアの拡大（QOL 向上、医療費・介護費最適化

等） 

 1人 1人の生体情報・臨床情報活用の社会受容性向上 

 2050年までに世界人口 90億人 

 気候変動 

 欧州における農薬規制強化 

 健康志向の意識向上 

 新興国の食生活変化 

 バイオエコノミーの推進（バイオマス

資源で既存の化石資源依存経済活動

を置き換えようとする動き） 

社会の 

方向性 

（国内） 

 高齢化による医療・健康ニーズ多様化・増大（慢性疾

患患者の増加：治療から疾病管理へ） 

 適切な診断・治療へのニーズ（個別化、診断と治療の

一体化） 

 地域包括ケアの進展（在宅での検査・ケア・リハビリ

の拡大） 

 ヘルスケアの拡大（QOL向上、医療費・介護費最適化） 

 個々人の生体情報・臨床情報活用の社会受容性向上 

 農業担い手不足（高齢化） 

 耕作放棄地の増加 

 人口減少 

 食料自給率低迷 

 食を通じた健康長寿への意識への高

まり 

 

科学 

技術の 

方向性 

＜データ＞ 

 生体の微細なスケール（原子・分子～細胞）の精緻な

データの増加（細胞内の一分子解析、操作と測定） 

 網羅的な生命科学データの増加（オミクス解析） 

 日常的なデータの増加（ウェアラブル、POCT、DTC、電

子カルテ等臨床情報） 

 解析・計測機器の高性能化、多様化（次世代シークエ

ンサ、各種機器） 

＜データ通信・活用システム＞ 

 デバイス間での情報通信ネットワークの形成（IoT、

mHealth、スマート治療室） 

 計算機の性能向上（高性能コンピューティング） 

 データの蓄積・共有拠点の形成 

 機械学習や高性能コンピューティングによる統合的な

解析の高度化 

 既存データの再活用（インシリコスクリーニング、ド

ラッグリポジショニング） 

 病理診断支援の普及 

 疾患バイオマーカーの同定、実用化 

 発症・重症化予見技術の開発、実用化（がん、認知症、

脳卒中、心臓発作等） 

＜その他＞ 

 非臨床・臨床試験プロセスの変革（オルガノイド、臓

器チップ、疾患 iPSを用いたスクリーニング） 

＜データ＞ 

 網羅的なデータ（作物ゲノム、微生物

メタゲノム、トランスクリプトーム、

環境データ、土壌データなど） 

 経時的なデータ（光合成量、成長量、

遺伝子発現、メタボローム、降水量、

気温、水温、水田水位、土壌水分、土

壌肥料成分量） 

 レガシーデータ（過去の統計データか

らの収量と環境データ） 

 解析・計測機器の高性能化、多様化

（NGS、リモートセンシング機器、フ

ィールドサーバー、作業支援機器、ド

ローン等） 

 食品・農産物の機能性成分データ 

＜データ通信・活用システム＞ 

 解析・予測の重要性（温暖化対策） 

 接種・圃場試験の効率・迅速化 
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＜予想される科学技術の今後の方向性：データ駆動型科学の推進＞ 

以上をまとめると、ライフサイエンス・臨床医学分野で今後予想される科学技術上の方向

性は健康・医療分野と食・環境分野で共通している。すなわち、多様なデータを入手できる

機器・装置や技術の開発が進み、利用可能なデータがビッグデータ化していく中で、それら

から価値ある情報を効率的に抽出し、その情報を有効に活用する方向性である。これは言わ

ば IoT（Internet of Things）の健康・医療分野と食・環境分野への適用拡大である。また、

これを科学研究の中に取り入れたデータ駆動型の科学は、「データ統合医学（IoMT、Internet 

of Medical Things）」および「デジタル統合アグリバイオ技術（IoAT、Internet of Agri/Bio 

Things）」とも呼べるものである。 

こうした方向性の中で、今後とくに大きく増加するデータは実社会データ（臨床データや

作物成育環境データ等）であろう。これらデータ群が蓄積され解析されることによりことに

より、実社会データが「社会からのフィードバック」として機能し、新たな「仮説の設定」

へとつながっていくと期待される。すなわちこれは、2.1.2 で述べた「研究開発の循環」のう

ちこれまで不足していた部分の研究開発が進むことを意味する（図 2-14）。従って本分野に

おけるデータ駆動型科学の推進は、研究開発の循環をこれまで以上に加速させることに寄与

すると期待される。 

図 2-14 ライフサイエンス・臨床医学分野における 

データ駆動型科学の推進による研究開発の循環の加速 

 

＜データ駆動型科学の推進を通じた社会イメージ＞ 

健康・医療分野と食・環境分野において、データ駆動型科学の推進の先にある、目指すべ

き社会イメージは、それぞれ「個別予見医学・医療」および「デジタル統合農学・農業」で

ある。その詳細については今後さらなる検討を実施予定であるが、本報告書では暫定的な概

観を以下に示す。 

 

（１）データ統合による個別予見医学・医療 

データ統合による個別予見医学・医療（以下では「個別予見医療」と略する。）は、1 人 1

人のバイタルデータ、遺伝子情報などの分子生物学的情報、ライフログ、環境因子等のデー

タを統合的に収集・蓄積・活用し、疾患の発生や進行を予見して適切に対処することにより、

疾患の発症、重症化、再発の予防を目指すとともに、個々人に最適の治療を提供する医療の

あり方である。 
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個別予見医療の概念は、既存のいくつかの概念と基本的な方向性は同じであるが、それぞ

れの特徴は表 2-22 のようにまとめられる。本来、先制医療はあらゆる臨床経過を予見するこ

とを想定しているが、現実には集団の予防医療に重点が置かれてきた（図 2-15）。個別化医

療は1990年代以降のヒトゲノム解読とともに発展してきたが、単一遺伝子疾患はともかく、

多因子性疾患については成功していない｡これに対し、データ統合による個別予見医療は層別

化された小集団あるいは個人の臨床経過を予測し、予防と最適な治療を行う（図 2-16）。例

えば、薬剤治療における Responder と Nonresponder の鑑別、ゲノム変異に応じた最適の抗

がん剤の選択、心臓発作や脳卒中などの重篤な臨床イベントの予測と適切な治療などである。

これは米国の Precision Medicine Initiative（2015 年～）が推進する Precision Medicine お

よび Hood らが進める P4 Medicine (Prediction, Prevention, Personalization, Participa-

tion)と同一の概念である。なお Precision Medicine はしばしば「精密医療」と訳されるが、

“Precise Medicine”ではない。Precision が情報学でいう適合性、あるいは陽性的中率である

ことを考えると、Precision Medicine とは、同一疾患名であってもこれを層別化・個別化し、

かつ臨床経過を予測して最適の医療を行うこと、すなわち本稿で用いる「データ統合による

個別予見医療」が日本語表現として適切と考えられる。 

なお先制医療においては、ランダム化無作為試験をはじめとする介入試験のデータをもっ

とも重視し、観察研究による臨床データの位置づけは介入試験よりも低い。個別予見医療で

は層別化や個別化して診断・治療を決定するため、介入試験のみのデータでは対応できない。

そこで観察研究や現実のビッグデータからも様々な分析を行い、これに基づいて層別・個別

に対する医療判断を積極的に行う。観察から得られたデータは、現実世界の患者集団を表す

という点では、ランダム化無作為試験で対象とする集団よりも優れている。すなわちデータ

統合による個別予見医療（Precision Medicine）はデータサイエンスを活用する点で大きな

特徴があり、先制医療を包括した概念ということもできる。 

現実世界のビッグデータを用いて個別予見医療を行おうとする背景には、コンピュータの

発達とベイズ推計を用いた情報科学の進歩がある。これにより、母集団を実体として想定し

その母数を調査標本のデータをもとに後ろ向きに推定するだけでなく、現実のデータから臨

床予後を前向きに推定するいわばプラグマティックな技術が注目されるようになった。しか

しながらこうした解析は不確実さを伴うことも事実であり、どのような状況の分析に適して

いるのか、今後、現実の医療における意義についてエビデンスの集積が必要である。 
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表 2-22 データ統合による個別予見医療、先制医療、個別化医療の特徴比較 
名称 データ統合による個別予見医療 

Precision Medicine 

先制医療 

Preemptive Medicine 

個別化医療 

Personalized Medicine 

／Individualized Medicine 

対象となる予

防の段階 

主に重症化・重篤な発作・再発の予

防と発症後の治療 

主に、健康づくり・早期 

予防 

重症化予防～発作・再発予防 

目指す対応の

あり方 

層別化・個別化した対象ごとに適切

な予防・診断・治療介入を行う。個

別患者の予後予測も積極的に試行。 

層別化した集団ごとに適切

な診断・治療・予防介入を

行う。また、主に発症前の

適切な介入を重視する。 

1人 1人にあった適切な診

断・治療を行う。（＝単因子

疾患におけるゲノム医療と

同様） 

利用するデー

タと統計手法 

介入試験だけでなく、現実世界の臨

床情報、ゲノム情報、環境情報など

の観察データも活用。 

ベイズ推計による予測も積極的に

行う。 

介入試験のデータを重視す

るが、疫学データなどの観

察データも利用。 

主にゲノム情報 

概念の由来 本報告書における新たな定義付け 

米国の Precision Medicine Ini-

tiative（2015年～） 

JST-CRDS（2011年発刊）4) ヒトゲノム解読とともに発

展したトレンド(1990年代 

以降) 

 

 

図 2-15 個別予見医療の対象 

 

 

 

図 2-16 個別予見医療のプロセスイメージ 
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（２）デジタル統合アグリバイオ技術（IoAT）による超スマート生産 

デジタル統合農学・農業（以下では「デジタル統合農業」と略する。）は、作物や生産地に

よって異なる１つ１つの農業生産の過程に付随する大量のデータを収集・蓄積・統合解析す

る。そして、生産量や品質、収穫時期などを予測し、適切な農作業を行う農業生産法・技術

である。これにより、労力や資源といったインプットおよび環境への負荷を抑制しつつ、生

産物の価値を最大化させることが可能となる。その要素技術群は、大まかにデータ収集技術、

データ統合解析技術、評価・再設計技術に分類できる（表 2-23、図 2-17）。 

 

表 2-23 デジタル統合アグリバイオ技術（IoAT）を構成する要素技術群 

① データ収集技術 データの種類は、農業生産の過程に付随するものとして、地上環境データ（光、

温度、湿度、二酸化炭素濃度など）、土壌環境データ（物理的性状、化学的性状、

生物学的性状）、作物データ（ゲノム、トランスクリプトーム、フェノームなど）、

作業データ、資源投入量データ、病虫害発生データなど。農業生産の結果に付

随するものとしては、収量・収益、栄養価・機能性、安全性、食味、嗜好・ニ

ーズ、環境負荷など。 

② データ統合解析技術 生産過程のデータを統合解析し、生産物の価値および労力や資源の投入量と紐

付ける。 

③ 評価と再設計 ①、②により、環境への負荷を抑制しつつ、適時・適地・適作を実現し、収益

の最大化、品質（栄養価や機能性成分量、安全性、食味）の向上を可能にする。 

 

 

 
図 2-17 デジタル統合農業のプロセスイメージ 
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＜まとめ＞ 

以上（１）および（２）をまとめると、ライフサイエンス・臨床医学分野において予想さ

れる今後の方向性は、健康・医療分野では「データ統合医学（IoMT）による個別予見医療」

すなわち「Precision Medicine」であり、食・環境分野では「デジタル統合アグリバイオ技

術（IoAT）による超スマート生産」すなわち「Precision Agriculture and Bio-production」

である（図 2-18）。 

 

 

図 2-18 健康・医療分野および食・環境分野におけるデータ駆動型科学の推進と、具体的な

研究開発課題イメージ （注：ここで示す研究開発課題イメージは今回の俯瞰調査検討を踏

まえて当面想定される課題イメージであり、その構成および内容は今後更新される可能性が

ある） 

 

健康・医療、食・環境に関するこれら２つの大きな方向性には、構成要素として個別具体

的な研究開発テーマ、推進体制に関する課題群が包含される。以下、それらのイメージを示

す。なお、これらは今回の俯瞰調査を踏まえて当面想定されるイメージであり、平成 29 年

度以降、更に具体的な研究開発戦略を調査検討し、関連府省等に対して提案予定である。 

 

① 生体計測技術の開発 

一分子レベルから個体レベルに至る、生体の様々な状態の精緻な観察を可能とする計

測技術を開発する。例えば、極微量の体液等の生体サンプルから体調の変化や疾病の進

行等を早期に検知する装置・技術の開発、生体分子や細胞内環境の 3 次元構造および動

的変化を計測する技術の開発、生命現象や疾患の発症・進行メカニズム等を可視化する
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ライブイメージング機器・技術の開発、および必要な周辺機器・装置・システムの開発

等。 

 

② アグリフィールド計測技術の開発 

アグリフィールド（実際の作物生産現場）における、植物の一個体から集団の様々な

状態、或いは成育環境条件を精緻に計測・観察する技術を開発する。例えば、植物の成

育状態を非破壊で計測するリモートセンシング技術の開発、ドローンの活用等による圃

場・耕作地全体の微小環境計測技術（温度や光環境の 3 次元空間分布、土壌の保水状態、

土壌中の微生物叢の活性状況等）の開発、および必要な周辺機器・装置・システムの開

発等。 

③ データの蓄積・管理・共有化の加速 

計測を通じて得られる各種データ群を迅速かつ効率的に蓄積・管理し、共有可能な形

で保管することを可能にする技術・システムを開発する。例えば、次世代シークエンサ

ーで得られるゲノム情報、イメージング機器から得られる分子～細胞～組織～器官等の

画像情報、クライオ電子顕微鏡で得られる画像情報等のビッグデータを共有可能とする

技術基盤の開発（大容量データ通信技術など）、実社会への実装が今後大きく進むと思わ

れるウェアラブルデバイスで得られるデータ群を集約し管理する技術、データからノイ

ズを除去するキュレーション技術（クレンジング、前処理など）、データの標準化技術、

セキュリティの向上技術、匿名化技術等の開発、データの再現性確保に関する技術開発

等。また、データ関連インフラの整備（データベースの構築（集約／分散）、管理・活用

体制の整備等）も推進する。 

 

④ データ解析技術（人工知能含む）の開発、インフォマティクス人材の育成 

人工知能を含む、ビッグデータを統合的に解析する技術・システムを開発する。。例え

ば、画像データと非画像データの統合解析技術、マルチスケール（分子～細胞～個体）

解析技術、、臨床データ（電子カルテ、レセプト、生活データ等）とライフサイエンス研

究のデータ（画像、オミクスなど）との統合解析技術等の開発、膨大なデータから効率

的かつ有益なサンプリングを行い有意義な情報を抽出・解析する技術の開発、数理モデ

ル研究の推進等。これらの担い手となる人材の確保と育成の推進。 

 

⑤ 恒常性の理解および制御研究の推進 

ヒトの健康維持および疾患発症に至る過程やその背景に存在する生体ネットワークの

全貌解明と制御を目指した研究。例えば、老化関連疾患に共通するメカニズム解明を目

指す加齢・寿命メカニズム研究、生体分子（群）の動的立体構造ベースで生命現象や疾

患の理解を深化させる構造生物学／医科学研究、合成生物学的な技術（ゲノム編集／ゲ

ノム合成／人工生命／オルガノイド／臓器チップなど）そのものの開発および技術を活

用した生命科学・疾患科学研究、生体組織の修復機構（炎症・再生、繊維化治療等）、細

胞集団内／組織間／臓器間の各段階における動的恒常性の維持機構解明研究等。 
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⑥ 植物・微生物のダイナミクスの理解および制御研究の推進 

作物の生育や病気の理解及び制御に基づく、作物や微生物を用いた高付加価値な食料

や有用物質生産を目指した研究。例えば、作物の生育に関連した植物個体内での現象解

明（植物全身シグナリング機構）、病虫害耐性獲得機構、植物・微生物相互作用機構等の

研究、合成生物学（有用物質生産）、実フィールドや生産現場の環境に適した新品種の確

立等。 

 

⑦ 個別予見医療技術の開発 

健康・医療ビッグデータの統合解析等を通じて疾病発症・発作等を予見し、適切な診

断・治療・予防介入を可能とする技術を開発する。例えば、予見・診断に用いるバイオ

マーカー探索・同定、経済性・安全性・有効性の観点から予見・診断および介入の対象

とする個人（群）を絞り込む層別化・個別化技術の開発、革新的診断・治療・介護・福

祉・リハビリテーション機器・技術の開発等。また、これら医療技術開発にかかるプロ

セスを効率化する取り組み（ICT を導入した開発プロセス最適化、治験デザインの最適

化） 

 

⑧ 超スマート生産（作物、有用物質）生産技術の開発 

作物・環境ビッグデータの統合解析等を通じた作物や微生物の成育および最終産物（収

穫物、有用物質など）の品質を予測し、適切な介入を可能とする技術を開発する。例え

ば、耕作地・品種ベストマッチング技術の開発、微生物叢コントロールによる病虫害耐

性型栽培環境構築技術の開発等。 

 

⑨ 研究基盤の整備、体制・制度改革 

研究開発にかかるインフラ（基盤、体制、制度等）の整備を実施する。例えば、持続

的な研究開発を可能にする資金や人材確保の仕組み（大学病院改革等）、経済性・安全性・

有効性に優れた医療技術開発（診断技術、医療機器、医薬品など）のための仕組み、実

験結果の再現性を確保する仕組み（研究のルール作り、推進体制整備等）、研究拠点の集

中と分散のあり方、ELSI への対応（とくにビッグデータの蓄積・管理・共有化・統合

活用に関連する問題等）等。 

 

1) World Health Statistics 2016: Monitoring health for the SDGs,  

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/en/ 

2) 世界の統計 2016、総務省統計局、http://www.stat.go.jp/data/sekai/0116.htm#h2-01 

3) ニュートリゲノミクス機能性データベース、農研機構、食品総合研究所 

4) 戦略イニシアティブ 超高齢社会における先制医療の推進、2011 年 3 月、JST-CRDS 
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３．俯瞰区分と研究開発領域 

３.１ 生命・健康・疾患科学 

＜区分の俯瞰全体像＞ 

他の区分（区分２～５）では「技術」に重きを置いた領域を対象に俯瞰を実施するのに対

し、本区分（区分１）では「学術」を対象とした俯瞰を実施した。「技術」の進展に呼応して、

「学術」の研究対象は大きな広がりを見せている。本項では、その全てを網羅的に取り上げる

のではなく、今後わが国にとって重要性が高いと考えられる「学術」分野を中心に取りまと

めることとした。領域の設定にあたっては、“近年、特に新しい展開が見られる領域”、“わが

国が世界をリードする領域”、“わが国において推進することに大きな意義のある領域”のい

ずれか或いは複数を満たすことを強く意識した。その結果、今回の俯瞰においては次の 11

領域を設定した。 

 

表. 「生命・健康・疾患科学」区分領域一覧 

領域名 領域設定の観点 

生体分子の科学 RNA、糖鎖、エクソソーム研究 

生体機能の科学 時間科学、性差医学・生物学研究 

免疫科学 免疫の基礎～応用研究 

脳・神経科学 脳・神経科学の基礎～応用研究 

老化科学 老化の基礎研究 

微生物叢（マイクロバイオーム）

の科学 
ヒトおよび動物の微生物叢の基礎研究、健康・医療技術開発研究 

数理科学 数理モデル研究 

生活習慣病 がん、代謝疾患（臓器連関）、腎疾患の基礎研究、診断・治療研究 

精神・神経疾患 精神疾患、神経疾患の基礎研究、予防・診断・治療研究 

免疫疾患 アレルギー、自己免疫疾患の基礎研究、診断・治療研究 

感染症 病原性微生物の基礎研究、予防・診断・治療研究 

 

本区分で取り上げた全 11領域は、“生命の理解の本質に迫る領域”、“疾患の理解および

それに立脚した予防・診断・治療法の開発を目指す領域”の２つに大別される。それぞれの

概要は次の通りである。 

① 生命の理解の本質に迫る領域 

あらゆる生命現象に共通する事象として、「生体分子の科学」領域、「生体機能の科学」領

域、「老化科学」領域を設定した。「生体分子の科学」領域では、生命の基本構成単位である

生体分子のうち、特に近年大きな展開が見られるテーマして、RNA（膨大な ncRNA が多様

な生命現象・疾患と関係することが示唆）、糖鎖（わが国が長年の取り組みを通じた強みを有

し、生命現象を紐とく切り口として期待）、エクソソーム（細胞間情報伝達機構として近年世

界中で大きく注目）の３つを取り上げた。「生体機能の科学」領域では、時間科学（生体リズ

ム形成の理解が飛躍的に進展）、性差医学・生物学（性差構築のメカニズム解明が進み男女に
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ついて新たな概念も提唱）を取り上げた。また、老化関連疾患に対するブレイクスルーが期

待される中で、個々の老化関連疾患研究ではなく共通する老化基礎メカニズム研究への期待

が国内外で大きく高まっていることから、「老化科学」を独立した領域として取り上げた。 

外部刺激への生体応答、および生体の恒常性維持や疾患発症機序とも関連する事象として

「免疫科学」領域、「微生物叢（マイクロバイオーム）の科学」領域を設定した。「免疫科学」

領域は、わが国が伝統的に強みを有し、近年、日本発の基礎免疫学の成果が極めてインパク

トの大きな医療技術として結実（例：オブジーボ）するが、ヒト免疫研究では出遅れており

戦略的対応が求められる。免疫研究のこれからの大きな方向性の 1 つが「微生物叢（マイク

ロバイオーム）の科学」領域である。免疫研究のみならずわが国の強みを有する技術群が多

く存在し、戦略的な推進によって生命科学、健康・医療技術の創出に大きなインパクトをも

たらすと考えられる。JST-CRDS ライフサイエンス臨床医学ユニットにて戦略プロポーザル

「微生物叢（マイクロバイオーム）研究の統合的推進」（平成 28 年３月刊行）を刊行したと

ころ、AMED をはじめ、複数の大型研究支援・企業活動が開始（平成 28 年度～）し、大き

な潮流となりつつある。 

身体の個別臓器に着目した研究として、「脳・神経科学」領域を設定した。脳・神経に対し、

国内外で巨額の研究費が投資され、様々な研究が進められているが、全容解明にはまだ長い

時間が必要であると考えられる。国内外の状況を整理しつつ、わが国の進むべき方向性を見

出すため、今回の俯瞰調査対象として取り上げた。 

本区分の全ての領域に共通する研究アプローチとして、「数理科学」領域を設定した。近年、

生命現象や疾患を個別分子のみで説明するにとどまらず、その全体像をシステムとして理解

するアプローチがますます重要性を増していることから、俯瞰調査の対象として取り上げた。 

② 疾患の理解およびそれに立脚した予防・診断・治療法の開発を目指す領域 

わが国、および世界で克服すべき対象となっている疾患群は多岐にわたる。前回版の俯瞰

報告書（ライフサイエンス・臨床医学分野の俯瞰（2015 年））では、全 10 領域を設定した

が、今回は研究開発の飛躍が特に期待される疾患として次の４領域を設定した。 

多くの国民が罹患し国民病とも言える「生活習慣病」領域を設定した。がん（免疫チェッ

クポイントに注目した治療技術の進展が目覚しい）、代謝疾患（個々の臓器研究に加え、脳も

含めた臓器連関の視点が近年注目）、腎疾患（近年腎臓病に共通する素過程の理解が進み治療

技術開発が期待）の３つを取り上げた。 

数多くの医療技術開発が試みられているが、未だ十分な治療法が確立していない疾患とし

て「精神・神経疾患」を設定した。神経疾患としては認知症、パーキンソン病などの医療技

術開発が進むが、現状は対症療法である。精神疾患は、バイオマーカーの確立が未だに大き

な課題となっている。これら状況を打破するためには、疾患研究と上述の「脳・神経科学」

基礎研究の一体となった取り組みが必要である。 

患者数が増大し、ニーズが大きく高まっている疾患として「免疫疾患」を設定した。アレ

ルギーの罹患率は高く、2015 年にアレルギー疾患対策基本法が施行され、研究開発の加速が

期待されている。自己免疫疾患は、関節リウマチの治療技術開発が大きく進展するものの、

総じてメカニズム解明、治療法の開発は遅れている。いずれにおいても、上述の「免疫科学」

をベースとする、基礎～応用が一体となった研究が必要である。 

現代でも世界の公衆衛生上の大きな課題となっている「感染症」を設定した。例えば、近
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年猛威を振るったエボラ、ジカ熱など、新興再興感染症は今も人類の脅威である。高病原性

ウイルスのワクチン・治療薬開発のため、わが国においても BSL-4 の稼動が重要課題である。 
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３.１.１ 生体分子の科学（RNA、糖鎖、エクソソーム等） 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

生体分子（タンパク質、核酸、脂質、糖鎖、アミノ酸など）は生体内で様々な役割を担い、

個体を形成している。近年では、多くの生命現象や疾患発症・重症化の機序が生体分子レベ

ルで記述されつつある。これは、生命体を一つのシステムとして理解しようとするアプロー

チと相補的な位置付けにあり、今後もますます分子レベルでのサイエンスの重要性は高まる

と考えられる。注目すべき生体分子は多岐にわたるが、本項では特に、海外および国内の研

究動向を踏まえ、今後わが国においてさらに取り組むことが期待される生体分子として

「RNA」、「糖鎖」、「エクソソーム」を取り上げ、俯瞰を行なう。 

なお、本項で取り上げていない生体分子のうち、例えば「タンパク質」については第３章

の“3.2.6 構造解析技術Ⅰ（WET）”および“3.2.7 構造解析技術Ⅱ（Dry）”、「核酸」など

は“3.2.1 ゲノム解析、オミクス解析”において記載があるため参照頂きたい。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

（Ａ）RNA 

RNA はセントラルドグマ（DNA（転写）→RNA（翻訳）→タンパク質）を担う根源的な

位置付けにあり、様々な生命現象を理解する上で極めて重要な生体分子であると同時に、が

んを初めとする様々な疾患に深く関与している。古典的な RNA としては、mRNA、rRNA、 

tRNA、スプライソソームの構成因子である Small nuclear RNA（snRNA）、rRNA の修

飾やプロセッシングなどに働く small nucleolar RNA（snoRNA）などが古くからよく研究

されている 1)。一方、近年、ゲノムの広大な「ジャンク」領域から膨大な数の ncRNA が転

写されていることが明らかになり、セントラルドグマの各段階を緻密かつ特異的に制御する

生体分子群として大きく注目され、その作用機序と生理機能の解明は重要なテーマである。

ncRNA は「タンパク質をコードしない」と定義された、極めて多様性に富む生体分子群で

あるが、大別すると、数十塩基程度の small RNA と、数百塩基を超える long ncRNA の２

つのグループに分けられる 1, 2)。20 世紀末から現在に至るまで、RNA に関する知見は爆発的

に増加しており、本領域では我が国の研究者も重要な役割を果たしている。 

【small RNA に着目した生命・医科学研究】 

1998 年の RNA 干渉の発見に端を発し、RNA サイレンシングと総称される small RNA に

よる遺伝子発現抑制機構の分子メカニズムの理解は急速に進みつつある 2)。また、small 

interfering RNA（siRNA）や microRNA（miRNA）の医療応用研究も世界中で進められて

おり、siRNA の糖鎖（GalNAc）修飾などの基盤技術が整えられつつあるが、依然として高

効率な DDS や、生体内での高効率化のための化学修飾デザインなど複数の技術的ボトルネ

ックが顕在化している。生殖細胞のゲノムをトランスポゾンから守る PIWI-interacting 

RNA（piRNA）の経路が破綻すると、卵・精子形成に異常が起こり不妊となることが知られ

ている 3)が、siRNA や microRNA と比較して分子メカニズムが複雑で理解が遅れており、今

後の基礎研究の積み重ねが期待される。体液に含まれるエクソソーム中の microRNA のプロ

ファイリングをバイオマーカーに用いようとする試みも、我が国で大規模に進められている。
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また、「原核生物における RNA 干渉」とも言える、CRISPR/Cas9 も RNA 生物学としては

非常に大きなトピックである（詳細は第３章“3.2.5 ゲノム編集”を参照）。 

【long ncRNA に着目した生命・医科学研究】 

数百塩基を超える long ncRNA については、ヒトのゲノムから少なくとも 15,000 種類を

超える膨大な種類が転写されていると言われている。タンパク質をコードする遺伝子の種差

はほとんど無いが、ncRNA は種差が大きく、進化における生物の複雑性や種特異的機能の

獲得に重要な役割を果たしていると考えられている。また、近年の疾患シーケンスの結果か

ら、様々な疾患において long ncRNA に特異的な変異が入っており、それに伴うエピゲノム

の変化が異常な遺伝子発現制御の原因になっていることが示唆されている。「アルゴノート」

と呼ばれる共通のタンパク質群を介して働く small RNA とは異なり、long ncRNA はすでに

知られているエピゲノム制御や細胞内構造体形成のみならず、多彩な生命現象と関係してい

るものと予想される。膨大な種類の long ncRNA による生体制御機構の全体像を理解し、医

療応用への道筋をつけるためには、個々の long ncRNA 分子の機能を分子・細胞・個体レベ

ルで丁寧に解析し、その特性に応じて分類・整理した上で、体系的に研究を推進するための

戦略が必要である 2)。 

【新旧 RNA 研究の融合】 

先述の ncRNA についての最新の知見が蓄積していく中で、わが国が伝統的な強みを持つ

翻訳やスプライシングといった古典的な RNA 生物学が、再び大きな脚光を集めている。例

えば、ncRNA の１つである microRNA は、標的 mRNA からの翻訳開始過程を阻害すると

同時に、標的 mRNA の poly(A)鎖を分解しその安定性を下げるという２重の作用様式によっ

て、標的 mRNA からのタンパク質合成を抑制することが知られている。このように、ncRNA

の働きを解明するためには、翻訳をはじめとした古典的な RNA が関与する様々な過程を軽

視することなく、最新の知見をふまえて正しく理解することが不可欠であると言える。また、

コドンの新たな意味づけ（mRNA 安定化に関係）、リボソーム品質管理、RNA 修飾など、古

典的な RNA が関与する様々な過程において新たな発見がなされており、リボソームプロフ

ァイリングといった革新的な解析技術は新旧 RNA 研究を大きく加速させている。 

なお、ncRNA と mRNA の境界は極めて曖昧である。例えば、long ncRNA として同定さ

れていたものが、実は非常に短いペプチドをコードしており、そのペプチドが生理活性を有

している例がいくつも報告されている 4, 5)。一方、タンパク質をコードする mRNA 遺伝子の

イントロン部分には、多数の microRNA が含まれていることもよく知られている。また、

mRNA のスプライシング異常によって「ncRNA 化」した異常な mRNA は、リボソームの

品質管理機構によって速やかに排除されるが、long ncRNA には品質管理機構による分解を

免れているものも多い。さらに特殊なスプライシングを受けて環状化し安定化した long 

ncRNA が、microRNA を効率よくトラップする「スポンジ」として働いている例も知られ

ている 6)。したがって、mRNA か ncRNA か、あるいは small RNA か long ncRNA か、と

いう様な画一的な区分けにとらわれず、それらの複雑で巧妙な関係を正しく理解することが

重要である。 

 

（Ｂ）糖鎖 

糖鎖は、核酸、タンパク質と並ぶ第３の生命鎖と呼ばれ、タンパク質、脂質に付加され、
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これら分子に圧倒的な多様性と個性を与え、様々な生命現象、疾患発症・重症化と関係する

重要な生体分子である。例えば、糖鎖の付加によってタンパク質には 104～105倍もの多様性

が賦与される。この多様性によってタンパク質にはその機能に強弱が与えられ、あるいは、

元来とは異なる新たな機能が与えられる。生命にとってこうした分子の多様性は必須であり、

糖鎖の違いはヒトの 60 兆個の細胞にも個性を与えている。糖鎖は様々な研究分野と関連す

る領域と言え、他領域との融合研究により発生、再生など基本的な生命現象の理解の深化と、

希少疾患、感染症、がん、神経変性疾患、生活習慣病など多くの疾病の予知、診断、治療に

貢献することが可能である。 

一方で、ゲノミクス、プロテオミクスなどの急速な発展に比較してグライコミクスの展開

は遅々としており、それら各種オミクス研究のデータをもとに生命を統合的に理解しようと

する際に不都合が生じてきた。生命科学研究者たちの間ではこの危機感が背景となって、糖

鎖科学への注力を支援する動きが強くなってきた。特に、米国 National Academy of Science

の諮問機関がまとめた”Transforming glycoscience”は、糖鎖の生物学、化学、分析学、イン

フォマティクスなどの総合的かつ戦略的な推進を謳っており 7)、また次世代研究者育成の必

要性が声高に説かれている 8)。 

糖鎖科学は我が国が世界をリードしてきた学術分野であり、他国と比して、我が国は糖鎖

研究の技術革新を牽引する最も強い力を有している。例えば、現在世界で使用されている標

準的な糖鎖解析法は日本発であり、60%以上の糖鎖遺伝子のクローニングやその機能解析が

我が国の研究者によってなされた。しかし、近年、糖鎖の重要性を重視した欧米およびアジ

ア諸国では政策的な糖鎖研究への支援が厚くなり、特に米国では研究費投入と同期して分野

間の共同研究が盛んとなり、台頭が著しい。一方、我が国では 2009 年で終了した CREST

の「糖鎖の生物機能の解明と利用技術」以降の系統的な支援は見受けられない。 

【糖鎖に着目した生命・医科学研究、臨床応用研究】 

糖鎖の作動原理の解明が進み、病態解明と治療法開発につながっている。例えば、インフ

ルエンザなどのウイルス、ピロリ菌などの細菌が組織・細胞に侵入する際に最初に結合する

のが糖鎖であり、この感染過程を阻害する目的で抗インフルエンザ薬タミフルなどが開発さ

れた。最近、我が国の糖鎖研究者によって解明された福山型筋ジストロフィー、NGly1 欠損

症などの希少疾患・難病の発症機序は、糖鎖が関わる生理的機能と直結したものであり、治

療法の開発が進行中である 9-11)。 

糖鎖工学を利用し、品質・有効性・安全性をさらに高めた次世代糖タンパク質バイオ医薬

品の開発が進んでいる。我が国で開発されたポテリジェント技術は、抗体の抗腫瘍活性を糖

鎖改変によって 100 倍以上に向上させるものであり、タンパク質工学では成しえなかった革

新的技術と言え、抗体医薬に使われている。そのほか糖鎖ワクチンが開発され、また最近接

着分子セレクチンと結合する化合物により白血病などの治療薬開発が行われている。 

一方で、トランスジェニック動植物由来の糖タンパク質、バイオシミラー開発の進展に伴

い、糖鎖解析・管理技術の開発が課題となっている。また、我が国で開発され臨床応用され

ている肝がんのフコシル化 AFP や肝繊症化の Mac2 結合蛋白など、がん関連バイオマーカ

ーの多くは糖タンパク質であり、コンパニオン診断薬を含む新たな糖鎖関連分子マーカーの

開発が期待される。 
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【糖鎖研究の基盤技術開発（構造解析・化学合成など）】 

糖鎖科学は糖および糖鎖の構造決定技術に伴って発達してきた。近年では HPLC、質量分

析器、薄層クロマトグラフィーなどを駆使した解析法が一般に用いられ、個別の糖鎖構造解

析については様々な技術開発が進んでいる。しかしながら、糖鎖構造を網羅的に迅速かつ高

い信頼性で同定する決定的な方法はまだ存在しない。今後、クライオ電顕、NMR、X 線結晶

構造解析、細胞イメージング、MRI などで糖鎖構造を調べることで多くの知見の創出が期待

され、これらの関連する解析技術、バイオテクノロジー分野との融合研究が必要である。 

糖鎖研究を進める上で、目的の糖鎖や糖タンパク質を合成する技術も重要となる。近年、

いくつかの有望な技術が見受けられる。例えば、天然資源（鶏卵）などから高純度のヒト型

糖鎖が生産可能となり、ペグ鎖（ポリエチレングリコール鎖）に代わる分子として期待され

ている。ヒト型糖鎖はヒト体内で抗原性を示さないので非常に有用である。また、糖タンパ

ク質合成では、有機化学的に合成したタンパク質に上記のような方法で生成したヒト型糖鎖

を付加可能であり、すでにエリスロポエチンをはじめとする中分子医薬品の開発が始まろう

としている。これらのように、細胞を用いた糖鎖の大量合成と共に、中分子創薬ならびにタ

ンパク質製剤を修飾する創薬事業が可能になる時代に突入している。つまり、アミノ酸 200

残基程度の糖タンパク質製剤は、純度、品質の維持が困難な動物細胞による調製から離脱す

ることが可能となる。世界的には、スイスのバッケム社と（株）糖鎖工学研究所（京都）が

世界で最初に実用可能であることを発表した。今後、有機合成化学、ケミカルバイオロジー

領域の専門家の糖鎖研究への参画が必要である。 

【インフォマティクスと分子ダイナミックスの融合研究】 

糖鎖のインフォマティクス研究者は、他の生命鎖のインフォマティクスとの協調を図る必

要性を認識し、国際的取り組みが主流となってきた。JST ライフサイエンスデータベース統

合推進事業の推進で開発された国際糖鎖構造リポジトリーGlyTouCan12)が、国際的に中核と

なって糖鎖関連の情報統合が進められている。また計算科学を導入した分子ダイナミックス

によるモデリングは今や糖鎖研究を進める上で必須の技術となっており、糖鎖の分子モデリ

ングによる生命現象の理解も今後の大きな課題である。 

 

（Ｃ）エクソソーム 

エクソソームは様々な細胞が分泌する小型（直径 30～100 nm 程度）の膜小胞で、殆どの

体液（血液や尿、髄液など）や細胞培養液中に存在している。従来は不要な細胞内容物の放

出に関与すると考えられていた。しかしながら、近年では生体内で脂質・蛋白質・RNA な

どを運ぶ新たな細胞間情報伝達媒体として注目されており、ほぼ全ての研究領域（免疫、神

経、癌、内分泌、循環器など）に跨り研究が進められている。例えば、免疫系では、免疫細

胞間での抗原情報の交換や、免疫細胞の活性化・不活性化など様々な免疫応答を制御する可

能性が示されている 13)。神経系では、様々な神経変性疾患の原因蛋白質がエクソソームによ

って細胞外へ放出され他細胞へと伝播される事が明らかとなり、病態の進展に深く関与する

可能性が示されている 14)。癌細胞が放出するエクソソームには、血管新生や転移、免疫逃避

に関連する分子が含まれており、癌細胞の成長に適した微小環境を構築するのに関与してい

ると考えられている 15)。これら研究を推進するにあたっては、臨床研究、バイオインフォマ

ティクス、公衆衛生、ナノテクノロジー、検出技術開発など様々な分野の研究者の参入が必
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須である。 

【エクソソームに着目した生命科学研究、基盤技術整備】  

１つのエクソソームに含まれる蛋白質は数万種類、mRNA、miRNA は数千種類以上ある

と想定されているが、その構成は由来細胞ごとで異なるとともに、その細胞の状態によって

も変化する。また、エクソソームにおけるこれらの構成は、分泌細胞内での構成と異なって

おり、エクソソームに特異的な蛋白質や mRNA、miRNA が選択的に内包化される機構が存

在する。このような特性からエクソソーム内の RNA はバイオマーカーとして、さらに治療

開発の標的として注目されており、2012 年から米国 NIH による戦略的大型プロジェクト

（Extracellular RNA Communication, https://commonfund.nih.gov/Exrna/index）が開始さ

れている。一方、エクソソーム中の mRNA は標的細胞に取り込まれるとその細胞内で機能

性蛋白質の発現を引き起こすが、エクソソーム中の miRNA の多くが、機能性 miRNA では

なく前駆体であり、どのような生理的意義をもつかが研究されている。また、エクソソーム

には多種多様な蛋白質や RNA、脂質が含まれているため、細胞ごとに分類してのデータベ

ース化（ExoCarta）がオーストラリア La Trobe University を中心に世界共通で進められて

いる。さらに、プロテオミクスやトランスクリプトミクス、システムバイオロジーを駆使し

た大規模解析が世界各地で個別に行われているが、解析法の共通化を目指した解析ツールと

して FunRich が公開されている。 

【エクソソームに着目した治療法の開発】 

エクソソームの機能が明らかになるにつれ、近年ではその機能を応用した治療法の開発が

行われている。例えば、血中の線維細胞（間葉系前駆細胞の一種）から放出されたエクソソ

ームは角化細胞の遊走と増殖、血管新生を促進することで、創傷治癒を促進する。この過程

でエクソソーム内の血管新生促進性 miRNA（miR-126, miR-130a, miR-132）や抗炎症性

miRNA（miR-124a, miR-125b）、コラーゲン沈着促進性 miRNA（miR-21）などが関与す

ると報告されている 16)。また、癌患者の樹状細胞から放出されたエクソソームには、様々な

癌細胞由来の蛋白質が含まれており、癌細胞特異的な細胞傷害性 T 細胞の強い活性化を引き

起こす。この機構を用いた抗腫瘍免疫療法の開発が初期臨床研究の段階である 17)。 

一方、病態発症に関与するエクソソームの機能を抑制する試みもなされている。例えば、

関節リウマチ患者の滑膜繊維芽細胞から放出されるエクソソームには、細胞死を誘導する

TNF-αが高濃度に集積しており、関節リウマチの病態を増悪させている 18)。また上述の通

り、癌細胞由来エクソソームには癌進展関連分子、神経細胞由来エクソソームには神経変性

疾患関連分子が含まれており、これらのエクソソームを阻害または除去することにより、病

態の発症を抑制できる可能性がある。 

さらに、エクソソームを用いて、siRNA や抗癌剤などの薬剤を目的の細胞に運ぶ試みがな

されている。エクソソーム膜表面には様々な細胞接着分子が発現しており、その様式によっ

てエクソソームがどの細胞へと運ばれるかが明らかになりつつある。この特性を応用した新

規 DDS の開発が期待されている 19)。 

【エクソソームに着目した診断法の開発】 

エクソソームは体液中で非常に安定であるとともに、小胞内に含まれる蛋白質や RNA は

エクソソームの脂質二重膜に守られており分解されない。また、採取後長期間保存された体

液中においてもエクソソームは比較的安定である為、エクソソームは臨床検査における新た
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な疾患バイオマーカーとして有望視されている。様々な疾患との相関が調べられているが、

特に血中に放出された癌細胞由来エクソソームは、健常細胞由来エクソソームと構成分子の違

いが注目されており、癌の早期診断のツールとして癌進展との相関関係が調べられている 20)。

さらに、尿中のエクソソームは腎臓や前立腺、膀胱疾患の新たな診断マーカーとして、髄液

中のエクソソームは脳内の腫瘍や神経変性疾患のマーカーとして期待されている。 

（３）注目動向 

・ RNA 研究の新展開が期待される研究動向が見受けられる。近年開発された「リボソー

ムプロファイリング」という生化学と次世代シーケンスを組み合わせた手法 21)によって、

生体内の各 mRNA の翻訳状態を定量的かつ網羅的に解析することが可能となり、国際

的にも大きな研究潮流が生まれている。また、翻訳と共役して mRNA の安定性を規定

する新たな役割がコドンにあり、例えば胚発生を始めとした多彩な生命現象に大きく関

係していることが、様々な生物種で相次いで報告されている 22, 23)。さらに、終始コドン

を欠いた mRNA などの異常な mRNA を翻訳中のリボソームが検出し、異常 mRNA お

よび未完成の新生ポリペプチド鎖の速やかな分解を誘導する「リボソーム品質管理」と

呼ばれる現象も、世界的に大きな注目を集めている 24)。mRNA が m6A （N6-メチルア

デノシン）を初めとする様々な化学修飾を広範囲に受けており、スプライシングや翻訳

などを緻密に制御していることも最近の大きな話題である 24)。スプライシングの異常が

種々の遺伝病の原因になっており、それを補正することによって実際の治療につながる

可能性のあることが、我が国の複数の研究者から報告されている 25, 26)。正常な状態にお

いても選択的スプライシングは遺伝子機能の多様性獲得に極めて重要であり、現在も活

発に研究が進んでいる。また、RNA はほとんどの場合、対応するタンパク質と特異的

な複合体を形成して初めて機能する。近年のクライオ電子顕微鏡の大幅な性能向上によ

って、リボソームやスプライソソームなど、巨大 RNA-タンパク質複合体（直径数十 nm

程度）の構造解析が急速に進んでいる。ただし、残念ながら我が国は世界的な潮流に立

ち後れており、早急な対策が急務である。一方で、超解像顕微鏡を用いた細胞内 RNA-

タンパク質構造体（直径数百 nm 程度）の解析 27, 28)や、一分子顕微鏡を用いた RNA-

タンパク質複合体形成や作用の分子動態の 1 分子レベルでの解析 29, 30)は、現在のところ

我が国は世界の先頭集団に位置しており、継続的な支援によるさらなる発展が期待され

る。 

・ 糖鎖研究の注目すべき新しい動向が見受けられる。外界とのコミュニケ－ションを担う

「細胞外糖鎖の新しい役割」が次々と明らかになっている。例えば、シナプス可塑性に

コンドロイチン硫酸の硫酸化が重要であること 31)や関節炎を惹起する IgG 糖鎖にシア

ル酸を付加することで、関節炎を抑えることが報告された 32)。「細胞内糖鎖の新しい役

割」も大きな潮流を作っている。例えば、糖鎖の合成や分解の異常を起因とする新たな

遺伝疾患が見つかった 33-35)。細胞内タンパク質の O-GlcNAc 修飾は、転写調節 36)やオー

トファジー37)、糖尿病 38)など様々な生命現象や疾患発症・重症化に関連が深いことが判

明し大きな流れのひとつになっている。一方、細胞外 O-GlcNAc 修飾は日本人によって

初めて見いだされ、細胞外マトリクスとの相互作用に重要である 39)。「新規な糖鎖構造、
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作動原理の発見」も注目すべき動向を示している。例えば、ジストログリカン糖鎖構造

の全容解明に成功し、哺乳類で初めて見いだされた新しい糖を含むことや 40)、新たな神

経軸索ガイダンス分子として新奇糖脂質リゾ体が発見された 41)。新しい作動原理として、

糖鎖－糖鎖の相互作用が機能的な意味を持つことが証明された 42-45)。また、糖鎖が主役

となって細胞内にシグナルを入れ、タンパク質はむしろスキャホールドとして働くとい

う作動原理も示された 46, 47)。「腸内細菌など微生物・宿主間クロストークでの新しい糖

鎖機能」も見つかっている。例えば、腸管上皮細胞が発現するα1, 2-フコースが、宿主

と腸内細菌間の共生因子であり、病原性細菌の感染を防御していること 48, 49)やミルクオ

リゴ糖の腸内細菌叢への影響が報告された 50, 51)。「糖鎖や糖タンパク質の大量化学合成」

については、糖鎖構造が均一な糖タンパク質の化学合成が可能となり 52, 53)、大腸菌によ

る糖タンパク質の発現も可能となった 54)。そして糖鎖改変によるバイオ医薬品の高機能

化 55)や糖鎖の自動合成法の開発が報告された 56)。「新しい技術開発をめざした糖鎖解析

法（網羅的解析、異性体、計算科学）」も大きく展開している。例えば、糖鎖の異性体

の判別がイオンモビリティ質量分析で可能となり 57)、糖脂質蛍光プローブと一分子観測

による細胞膜上のラフトドメインの可視化 58)やクリックケミストリーによる糖鎖イメ

ージングも可能となった 59)。 

・ エクソソーム研究の更なる拡がり、期待される研究成果が次々と挙げられつつある。例

えば、癌細胞由来エクソソーム上の接着分子の発現様式により、どの臓器へと癌が転移

するかが決められていることが明らかになった 60)。また、多くのウイルスが、エクソソ

ームの産生経路を利用して産生されることが示されており、両者の関連性が注目されて

いる 61)。細胞に感染した細菌や寄生虫が、エクソソームを介して他細胞に感染している

細菌・寄生虫の活動を制御する可能性が示された 62)。好中球由来のエクソソームが関節

炎などの炎症に保護的に働くことが示されている 63)。基盤技術の観点から、エクソソー

ム研究の技術的ボトルネックである精製技術について、高純度かつ簡便なエクソソーム

精製法が和光純薬から開発され市販化された。また、癌細胞が放出するエクソソームの

簡易検出法が開発された 64)。これら基盤技術の普及によって、本分野の研究は大きく加

速するものと期待される。 

（４）科学技術的課題 

・ 本稿で取り上げた生体分子（RNA、糖鎖、エクソソーム）は、いずれも様々な生命現象、

疾患と関係するものであり、また解析技術などのブレイクスルーによって大きな進展が

見られた、あるいは今後期待される領域である。したがって、これら研究の今後の新た

な展開に向けて、より多くの研究者が簡便にこれら生体分子を解析することが出来る

「技術革新」、当該技術が全ての研究室に浸透するための「技術支援体制・人材育成」、

それら技術的基盤に基づく「各生体分子研究の深堀り」が挙げられる。これらすべてに

おいて、該当する生体分子の専門家を含む様々な分野の研究者による融合研究によって

様々な技術的ブレイクスルー、そして革新的な知見が得られるものと考えられる。また、

いずれも将来的には医療応用へとつながりうる領域であり、早い段階で企業との協働を

開始し、真に有用な医療技術の創出へとつなげていくことが期待される。 
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・ ncRNA 研究の注目すべき研究課題としては、small RNA に着目した研究として「生化

学と一分子解析を駆使した siRNA、microRNA の作用機序の詳細なメカニズムの理解」

「piRNA の生合成および作用過程における各タンパク質因子の分子機能の解明」などが

挙げられる。long ncRNA に着目した研究として、「遺伝学を活用した各 long ncRNA の

生理機能の理解」「long ncRNA が形成する細胞内 RNA-タンパク質複合体の構成要素の

同定と作用機序の理解および複合体の超解像顕微鏡解析」「各種疾患シーケンスにおけ

る ncRNA 変異の同定」などが挙げられる。古典的 RNA の分野で注目すべき研究課題

としては、「リボソームプロファイリングを利用した翻訳の定量的かつ網羅的な解析」

「リボソームをハブとした mRNA および新生鎖ペプチドの運命決定・品質管理機構の

理解」「m6A をはじめとした様々な RNA 修飾の同定とその機能解析」「スプラインシン

グによる遺伝子機能の多様性獲得および疾患治療への応用」「様々な特殊顕微鏡を利用

した生物物理学的手法の活用」などが挙げられる。 

・ RNA 研究の医療応用の観点から、siRNA や microRNA に着目した研究が世界中で進め

られているが、DDS や、生体内での高効率化のための化学修飾デザインなど複数の技

術的ボトルネックが顕在化している。それらボトルネックを真に解決しうる基盤技術開

発と、それを力強く支えるためのさらなる基礎的知見の蓄積が重要である。 

・ 糖鎖に関する注目すべき技術的課題としては、「糖鎖シークエンサーの開発（現状は一

部の研究者が糖鎖の構造解析を担っており、誰でも簡単にできる解析技術へのニーズは

大きい）」「糖鎖自動合成機の開発（糖鎖の有機合成には一般的に多くの時間を有する）」

「糖鎖修飾をテーラーメイドにした糖タンパク質の調製（一般的に糖鎖の構造は不揃い

であり、制御することが困難）」「少量のサンプルでできる糖鎖解析（糖鎖構造決定の感

度が低く、現状ではμg オーダーの精製糖タンパク質もしくは 106 オーダーの細胞数が

必要。加えて、糖鎖一分子観察法、糖鎖イメージング、糖ヌクレオチド１分子の測定技

術へのニーズは大きい」」「自由自在な糖鎖改変（あるタンパク質のあるアミノ酸に結合

している糖鎖だけを選択的に制御する手法が現状はない）」「新しい簡便な検出ツール

（例えば新たな抗体作製、遺伝子工学によるネオレクチン、クリックケミストリーに使

える新しい糖アナログなど）」 

・ 糖鎖に関する注目すべき研究課題としては、「疾病解明への貢献：糖鎖はあらゆる疾病

に関与しうるものであり、脳・神経、がん、代謝、発生・再生などの基礎研究はわが国

が強みを有する。細胞内糖鎖分解不全による遺伝性疾患研究もわが国が強みを有するト

ランスポーター、腸内細菌、ミルクオリゴ糖、糖ヌクレオチドなどに着目した研究もホ

ットである。」「細胞内糖鎖：細胞内での糖鎖合成・分解の機構についてはわが国が世界

をリード。細胞内タンパク質の O-GlcNAc 修飾は近年注目されつつある。」「新しい作動

原理と新しい構造：糖鎖・糖鎖相互作用、糖鎖が主役でシグナルを伝える機構などの分

野はわが国が世界をリード。例えば、リビトールを含む新しい糖鎖構造、細胞外

O-GlcNAc 修飾などの発見はわが国から発信され、国際競争が激しい領域でもある」 

・ エクソソームの技術的課題として、第一に、多くのエクソソーム内容物が汎用検出器の

検出感度以下であることが挙げられる。超遠心法など現在汎用化されているエクソソー

ム精製法では、多くの夾雑物が混入し、エクソソームの真の機能と呼べるのか不明であ

り、新たな技術的ブレイクスルーが期待されている。また、血中のエクソソームは、様々
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な細胞が放出したエクソソームの総和であり、特異的なエクソソームの解析や、１細胞

レベル／１小胞レベルでのエクソソームの解析法の開発が期待される。 

・ エクソソームの研究課題として、エクソソームの放出機構の解明が挙げられる。これに

よってエクソソームを特異的に欠損させ、その機能解明へとつなげることが期待される。

また、生体内におけるエクソソームの移動（どのエクソソームがどこへ行くのか）も今

後の研究開発において取組むべき重要な基盤的テーマである。 

（５）政策的課題 

・ 本稿で取り上げた生体分子（RNA、糖鎖、エクソソーム）に関する論文発表は、当該分

子の専門誌のみならず様々な分野（例えば発生、免疫、がん、感染症）の専門誌におい

て為されており、被引用件数の多い論文も多く含まれる。つまり、生体分子研究と他分

野との融合が進んでいると言え、今後もこの方向は続くと予想される。これら生体分子

の研究は、わが国が強みを有する分野であると言えるが、今後さらに多くの成果を創出

するためには、分野を越えた融合研究を加速させる枠組みを次々と設定することが重要

になると考えられる。 

・ RNA、糖鎖、エクソソームともに、真の医療応用に向けた「本気の」基盤技術開発、そ

れらを力強く支える地道な基礎研究（分子、細胞、個体レベル）の継続的な発展に向け

た支援が必要である。また、中国などの急速な追い上げが見られる中、マンパワーだけ

ではなく独創的な研究の一層の推進が求められ、何よりも次世代を担う若手を積極的に

育成することが急務である。 

・ RNA 研究は次世代シーケンス技術との相性が非常に良く、近年の特筆すべき研究成果

は同技術を利用した網羅的解析によるところが大きい。解析にあたっては、生物学と情

報工学の両方をきちんと理解し、使いこなすことの出来る研究者の需要はますます高ま

っているが、そのような人材は世界的にも不足している。我が国においてもバイオイン

フォマティシャンの戦略的な人材育成の枠組みが望まれる。また、近年世界的な脚光を

集めている翻訳やスプライシングなどの古典的な RNA 生物学は、我が国が伝統的な強

みを有しており、新技術の有効活用も含めた積極的な支援が必要である。また、mRNA 

vs. ncRNA、small RNA vs. long ncRNA、DNA vs. RNA vs. タンパク質といった短絡

的な区分ではなく、その境界領域や相互作用をも含めた支援の枠組みが必要である。 

・ RNA の研究環境整備、インフラ整備の観点として、中国科学院の Key Laboratory of 

RNA Biology、韓国 Institute for Basic Science の Center for RNA Research、オース

トリア科学院の IMBA など、諸外国において政府機関直轄の RNA 基礎研究拠点が設立

され、特に重要な研究領域として強力に推進されている。米国においても、ニューヨー

ク州立大学の The RNA Institute、コロラド大学の RNA Biology Initiative、マサチュ

ーセッツ州立大学のThe RNA Therapeutics Institute、オハイオ州立大にもThe Center 

for RNA Biology など、RNA 研究に特化した研究拠点が次々に設立されており、重厚な

基礎研究をさらに発展させながら、応用に向けてスムーズにつなげるための積極的な動

きが見られる。 

・ 糖鎖科学については、現在のところ我が国は世界の先頭集団に位置しているが、個別研
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究の奨励だけでは限界があり、このままでは我が国の優位は保てないと危惧される。何

故なら、諸外国では糖鎖科学への戦略的投資がなされ、その成果が出つつある。中国で

は上海、無錫、済南の 3 研究拠点に投資され、台湾では Academia Sinica が中心となり

研究が力強く推進され、韓国では Glycosylation Network Research Center が延世大学

中心に設立されている。米国は、ジョージア大学に Complex Carbohydrate Research 

Center を設置し、先述の”Transforming glycoscience”の発表以来、大型研究費投資が

なされ、疾患・治療を中核にした研究が異分野融合で進められている。欧州でも The 

FibeBiotics Consortium をはじめとする共同研究プロジェクトが盛んである。このよう

な国家レベルの系統的戦略的支援は、例えば、糖鎖認識構造の解明が端緒となる薬剤開

発に繋がるなどの可能性が高く、社会的インパクトも大きい。 

・ 糖鎖研究については、研究コンサルテーション・人材育成（人材の育成、糖鎖試料提供、

解析技術の講習）、基盤技術の革新、糖鎖生命科学の深掘りの３つの柱を設定し、我が

国が世界をリードする糖鎖分野と他分野との積極的融合を図り、次々と成果を創出しう

る研究の枠組み、拠点作りなどが必要である。また、糖鎖インフォマティクスのデータ

ベース開発において最も重要なのはキュレータの育成であり、データベースが開発され

た後の維持・更新・検証の仕組みも必要である（例：米国の National Center for Bio-

technology Information のような国立バイオデータベース機関）。 

・ エクソソーム研究は、世界中で爆発的な広がりを見せており、欧州の研究者を中心とし

て国際細胞外小胞学会が設立された。その支部として日本細胞外小胞学会が近年設立さ

れた。現時点でエクソソームを専門的に研究する日本人研究者は限定的だが、同学会の

設立を機に研究者コミュニティーの形成がなされつつあり、今後本分野のさらなる活性

化が期待される。 

・ エクソソームの検出や単離の難しさ、さらには種々の分類方法があるため、どの細胞外

小胞をエクソソームと呼ぶのかは、未だに世界中でコンセンサスが得られておらず混乱

している。国際基準に沿ったガイドラインの普及が求められる。 

（６）キーワード 

ncRNA、miRNA、RNA-タンパク質複合体、次世代シーケンス、核酸医薬、糖鎖、レクチ

ン、メディシナルケミストリー、クリックケミストリー、データベース、エクソソーム、バ

イオマーカー、バイオインフォマティクス、 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 

現 

状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ → 

・古典的なRNA生物学には伝統的な強みがあり、それを生かした近年の

ncRNA研究についても多くの独創的な研究が高く評価されている。一方、

中国や韓国などの驚異的な追い上げが見られる 

・基礎研究の裾野の広さは世界をリードしている（日本糖質学会の会員数

は国際組織であるSociety for Glycobiologyの会員数を凌駕する）。また、

BiologyとChesmitry両面での研究にわが国は強みを有する。 

・糖鎖の構造決定、生合成・代謝酵素の同定および機能解析、糖タンパク

質の精密化学合成において世界をリードしている。マウスES／iPS細胞

や神経幹細胞などでの糖鎖機能の解析、ヒトiPS細胞の幹細胞マーカーの

開発、糖鎖構造解析のための数理モデルや理論的アルゴリズムの開発な

どが精力的になされている。 

・脂質、RNA、生体膜などの研究においてわが国は強みを有するが、エク

ソソーム研究に本格的に参画している研究者数は限定的である。現在、

多くの臨床系のラボで、バイオマーカーとしてのエクソソーム研究が盛

んに行われている。 

応用研究・

開発 
○ → 

・リボザイム（触媒機能を持つ）やアプタマー（特異的な結合能を持つ）、

スプライシング病などの分野では独創的な応用研究が成功を収めつつあ

る。臨床応用を目指す複数のベンチャー企業（ペプチドリーム、リボミ

ックなど）が注目を集めている。 

・わが国の製薬企業の中にはRNA創薬に独自の視点から真摯に取り組んで

いる例もあり、大学での優れた基礎研究と企業との産学連携の強化も望

まれる。 

・化学合成した小型糖ペプチドの第一相臨床試験が開始された。糖鎖の異

常に起因する疾患研究（筋ジストロフィー、アルツハイマー、がん）で

も臨床応用に繋がる可能性がある。疾患マーカー研究は長年の歴史があ

り、国際的にも広く認知されている。 

・JSTライフサイエンスデータベース統合推進事業の推進で開発された国

際糖鎖構造リポジトリーGlyTouCan12)が国際的に認められている。同事

業においてJCGGDB（Japan Consortium for Glycobiology and Gly-

cotechnology Database）65)とACGGDB (Asian Community of Glyco-

science and Glycotechnology Database)66)も開発されてきた。これらに

おいて、日本とアジアにおける糖鎖関連データを統合化し、横断検索で

きるように開発が進められている。 

・わが国の企業がポテリジェント技術を開発し、モガムリズマブ上市につ

なげるなど、糖鎖工学分野では先駆的立場にあった。バイオ医薬品開発

では欧米が、およびバイオ後続品/シミラー開発では韓国が優位であるが、

抗PD-１抗体（ニボルマブ）の成功に見られるように、今後の進展が期待

される。 

・国立がんセンターを中心に、エクソソームを用いた診断法の開発が行わ

れている。和光純薬などが、高純度エクソソームの精製法の開発に成功

している。多くの製薬企業が、エクソソーム創薬の将来性について重要

視している。 

・三重大学において、エクソソームを癌免疫療法に用いる試みがなされて

いる。ナノレベルでの検出機器の開発は得意分野であり、多くの企業が

参入している。 
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米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・RNA研究において、世界中から一流の研究者が集まり、依然として世界

の最先端を走っている。ニューヨーク州立大学のThe RNA Institute、コ

ロラド大学のRNA Biology Initiative、マサチューセッツ州立大学のThe 

RNA Therapeutics Institute、オハイオ州立大にもThe Center for RNA 

Biologyなど、RNA研究に特化した研究拠点が次々に設立されており、重

厚な基礎研究をさらに発展させながら、応用に向けてスムーズにつなげ

るための積極的な動きが見られる。 

・糖鎖の機能研究では日本に立ち遅れている。マウスES／iPS細胞におけ

る糖鎖機能解析は、日本やヨーロッパに遅れを取ったが、ヒトES／iPS

細胞におけるポリシアル酸、GAGの解析など、今後ヒトを中心とした研

究の展開があると考えられる。 

・米国科学アカデミー（ NAS ）の委員会が 2012年にNASリポー

ト”Transforming glycoscience”7)をまとめて出版し、糖鎖科学の統合的戦

略的推進を謳った。この影響があり、様々な糖鎖科学へのグラントが始

まった。 

・CCRCを中心とした、糖鎖科学の基盤技術は国策として整備が進められ

ている。一部の研究者が糖タンパク質の精密化学合成を実施している。

N型糖鎖合成経路の数理モデルを最初に提唱した。 

・エクソソーム分野をリードする研究者はあまり認められないが、近年多

くの研究者が参入しており、競争が激しくなっている。Gordon会議など

著名な学会において、エクソソームを主題とした会議が開催されている。

NIHから大型のグラントがサポートされている（特にがん由来のエクソ

ソーム）。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・RNAの基礎研究で生まれた研究シーズを、速やかにベンチャー企業など

に委譲し、全速力で実用化を目指す枠組みがうまく機能している。 

・Genzyme社はゴーシェ病の治療薬として、グルコシルセラミド分解酵素

およびグルコシルセラミド生合成阻害剤研究をリードしてきている。

NGLY1をはじめとした糖鎖疾患に対して、患者サイドの要求により巨額

なグラントが投じられている。 

・疾患マーカー、研究ツールの充実、分析手法に重点をおいている。新規

バイオ医薬品開発や、GlycoMab技術などの糖鎖改変技術開発が進んでお

り、関連分野の研究開発で先行。 

・バイオシミラー開発では遅れていたが、2015年に関連ガイドラインを発

出し、今後の動向が注目されている。 

・エクソソーム創薬を目的とした臨床研究が多数行われている。多くの試

薬企業がエクソソームの精製法・解析法を開発しているが、未だ技術革

新の余地がある。 

・エクソソームを用いた診断や治療法の開発を目指したベンチャー会社が

幾つか設立されている。 

欧州 基礎研究 ◎ ↗ 

・RNA研究、糖鎖研究とも、伝統的に基礎研究に強みがある。 

・若手の優秀なRNA研究者を世界中から集め、研究を強力に加速させる仕

組みがうまく機能している（例えばオーストリア科学院の元に設置され

たIMBAなど）。 

・マウスES／iPS細胞における糖鎖機能解析は、HS（ヘパラン硫酸）を中

心に、複数の研究室で盛んに行われている。 

・フィンランドの赤十字は、グライコミクス解析、ヒト幹細胞の調整にお

ける他動種糖鎖の混入の問題、ヒトES／iPS細胞のマーカー開発などを

独自に行っている。 

・一部の研究者が糖タンパク質の精密化学合成を実施している。糖鎖の自

動合成法の開発が進んでいる。 

・エクソソーム研究を支えてきた研究者がフランスやスウェーデンなどに

おり、主導的位置にある。EMBLなどを中心に技術の普及にも力を入れ

ている。 
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欧州 
応用研究・

開発 
○ ↗ 

・RNA研究について、米国ほどではないが、大手製薬企業による研究費の

サポートなど、応用研究に向けた取り組みが高まっている。 

・糖鎖研究について、フランスSanofi Aventisと米国Genzyme社が合併し、

ゴーシェ病の治療薬としてグルコシルセラミド生合成阻害剤が医薬とし

て、昨年認可を受けている。 

・大腸菌発現系を用いた糖タンパク質の調製法の開発を行っており、安価

なバイオ医薬品を開発できる基盤がある。マイクロファイバー上へのHS

の固定など、足場材料の開発も開始されている。また、修飾したキトサ

ンの足場材料への応用も行われている。フィンランドの赤十字は、その

成果を販売へとつなげている。バイオテクノロジー関係、企業との連携

を模索する研究が多く見受けられる。 

・糖鎖研究の土台作りのサポートも広く行われている。糖鎖実験の報告基

準を提案する団体MIRAGE67)はドイツのBeilstein Institutの支援をもと

に活動している。2011年設立からの５年間、糖鎖の質量分析、資料の処

理プロトコルと糖鎖アレイ実験の３つのガイドラインを提案した68)。現

在はMolecular and Cellular Proteomics誌が質量分析のガイドラインを

取り入れている。 

・GlycoExpress技術などの糖鎖改変技術を開発し、新しいタイプのバイオ

医薬品が導出される可能性がある。バイオ後続品/シミラー開発で先行し

ている。 

・エクソソーム研究について、米国と比較して顕著な活動は認められない

が、臨床応用や創薬開発は着実に行われている。 

中国 

基礎研究 ○ ↗ 

・欧米で優れた研究実績のある若い優秀な研究者を呼び戻し、研究費や研

究環境を手厚く支援することで、世界トップレベルの研究成果が驚異的

なペースで生み出されている。 

・RNA研究において、次世代シーケンサーやクライオ電子顕微鏡などの新

しい技術と豊富なマンパワーを人海戦術的に活用した研究については、

発展がめざましい。また、中国科学院にKey Laboratory of RNA Biology

を設置し、気鋭の研究者を結集させてRNA生物学を強力に推進している。 

・糖鎖研究は最近まであまり盛んではなかったが、上海（Fudan Univ）、

無錫（Jiangnan Univ）、済南（Shandong Univ）を中心に研究拠点を置

くなど力を入れており、今後脅威になる可能性がある。 

・エクソソーム研究に多くの研究者が参入しており、論文数も日本の２倍

ある。特許の申請も盛んに行われているようである。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・臨床応用への敷居が低く、豊富な資金が投入されており、今後RNA応用

研究が加速していくものと思われる。 

・糖鎖については、生理活性複合糖質の製造、感染症やがんに対する糖鎖

ワクチンなどの開発に力を注いでいる。 

・エクソソームを標的とした創薬、診断法の開発にも熱心であり、存在感

を増している。独自技術による産業化はまだあまり認められない。 

韓国 基礎研究 ○ ↗ 

・研究者数は多くないが、世界トップレベルの研究成果をコンスタントに

挙げている著名なRNA研究者が何人も存在する。また、基礎研究に特化

したInstitute for Basic Scienceという国家プロジェクトの中でCenter 

for RNA Researchが設立され、RNAの基礎研究が大きな柱として強力に

支援されており、今後研究者の層はますます厚くなるものと予想される。 

・次世代シーケンスや一分子観察などの新手法の取り入れにも積極的であ

り、mRNAのpoly(A)の長さの定量的・網羅的計測など、韓国発の有用な

手法も生み出されつつある。 

・O-GlcNAcの機能解析がES細胞で活発に行われている。 

・エクソソームを扱う研究者数はまだ少ないが、インパクトのある研究成

果も出ている。わが国と同様、バイオマーカーなど臨床研究が中心のよ

うである。 
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応用研究・

開発 
○ ↗ 

・RNA生物学と生物物理学やナノテクノロジーを融合させようとする試み

が盛んであり、今後独自の技術を用いた応用研究が進んでいくものと予

想される。 

・糖鎖と大きく関係する、バイオ医薬品の開発に力を入れており、特に、

バイオシミラー原薬製造では欧州企業に迫る勢いである。 

・エクソソームの応用・開発研究は特に見受けられない。 

台湾 

基礎研究 ○ → 

・RNAの分野では、特にウイルスと関連した研究について、質の高い基礎

研究が継続的に行われている。 

・Academia SnicaにGlycoCoreとして糖鎖研究拠点が形成されている。 

・ヒトES細胞の糖脂質の解析、がん幹細胞の糖鎖解析などが精力的に行わ

れている。 

応用研究・

開発 
○ → ・糖鎖に着目したがん幹細胞マーカーの医療応用が開始されている。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.１.２ 生体機能の科学（時間科学、性差医学・生物学等） 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

種を越えて、生命に共通する仕組みは数多く知られている。そのような生態機能の中で、

本項では、研究分野として現時点では必ずしも大きくないが、今後さらなる取り組みが重要

と考えられる分野として、「時間科学」、「性差医学」の２点に着目し、それぞれについて俯瞰

を行なう。 

「時間科学」：生体リズム形成において従来から知られていた時計遺伝子の作る古典的な転

写クロックに加えて、新たにメタボリッククロック（レドックス、メチル化、cAMP、カル

シウムイオンなどのリズム）が発見され、時間研究はパラダイムシフトを迎えている。この

両者は、転写・翻訳後制御・蛋白質修飾のレベルでインターロックして基本代謝を動的に管

理し、生命機構に根源的な時間秩序を与えている。この新しい理解の基で、睡眠、生活習慣

病、老化、ストレス、社会行動の時間軸からの新たな理解が進行している。 

「性差医学・生物学」：ヒトを含む多くの生物は有性生殖を通じ、世代を継承するとともに

進化を遂げてきた。したがって雌雄の確立は極めて重要な生物学的イベントと捉えることが

できる。遺伝的に決定された雌雄は、性ホルモンによる内分泌制御系を構築し、遺伝的制御

とともに個体、組織、細胞レベルで多彩な性差を誘導する。性差構築のステップは巧妙なメ

カニズムによって支配されており、その乱れや破綻が様々な疾患の発症頻度に性差を誘発す

る。また脳機能、行動や情動にも性差が認められることを考慮すれば、成熟した社会の構築

には男女が適材適所にかつ相互補完的に役割を分担することが求められる。以上の観点から、

性差を意識した研究は重要な意味を持つ。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

【時間科学】 

時計遺伝子は、細胞の中で転写・翻訳のフィードバックループを形成し、細胞代謝に基本

的な時間秩序を与えている。ところが、この時計遺伝子の自律的な発振機構だけでは、生理

的に有効なリズムは形成されず、細胞外からのシグナルがリズム形成・維持に必須である 1)。

最近のゲノムワイドのトランスクリプトーム解析では転写レベルでの制御は全遺伝子の１～

２％に過ぎず 2)、RNA レベルで５～10％、そしてメタボライトでは約 40％もの分子がリズ

ム制御されていることが判明した 3)。すなわち、転写によるリズム制御はほんの一部に過ぎ

ず、大部分が非転写レベルでの制御だったのである。これにより、生体リズムは、細胞の活

動、細胞間のシグナル伝津、さらに脳のリズム活動を介した行動科学にまで達する広い現象

を、物質レベルで支える時間機構である事が明らかとなってきた。 

従って、現在、生体リズムは分子から社会行動まで、広汎な生命現象（睡眠覚醒、老化、

疾病、ストレス）を時間軸に沿って解析するハブとしての研究領域に育ってきている。 

（２－１）時間発振機構の分子機構 

生体リズムは転写、翻訳後修飾、タンパク質修飾の各々のレベルで分子機構の解明が進行

している。とりわけ注目されるのは、RNA 塩基であるアデニンの窒素に化学修飾（メチル

化）が付加される m6A メチル化修飾である。今までの生物学の考えでは、mRNA は DNA
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の遺伝情報の忠実な運び屋に過ぎないと考えられてきたが、リズムは mRNA の化学修飾が

生物学的に有効な役割を示した初めての現象となった 4)。現在、RNA メチル化修飾は、スト

レス応答など多くの細胞現象での転写後修飾の本丸として注目されている 5)。 

（２－２）環境シグナルによるリズムの同調、その出力異常による疾病形成 

生体リズムにより生み出される時間は、明暗・温度環境の周期的変動にも同調する 6)。さ

らに転写クロックとメタボリッククロックによって生み出される時間は、糖・脂質・核酸な

どの基本代謝を動的に管理し、時間とともに動く動的細胞内ネットワークを形成し、細胞の

増殖、分化、老化、ストレス応答などの基本的な生命機構に時間秩序を与えている。例えば、

細胞は侵襲を受けたとき解糖系を主体とする代謝に切り替わるが、クロノメタボリックシス

テムは同時に脂質や蛋白代謝も調節し、細胞の肥大や形質変化へのスウィッチングを行う。

また、ステロイド代謝の障害は食塩感受性高血圧の原因ともなる 7)。 

（２－３）ヒト日常生活における生体情報の時間解析 

食事、睡眠などの定期的日常行動は安全な社会生活や健康な生活の基盤である。しかし、

シフトワーク勤務の広がりや、スマホ・タブレットの浸透によりソーシャル・ジェットラグ 8)

とも言われる生体リズムの破綻の状況になり、ヒトの生体リズムを根本的に調査する動きが

出てきた。ヒトの活動リズムには個人差があり、活動ピークが朝にある「朝型」と、夜にあ

る「夜型」というクロノタイプに分かれる。ごく最近、クロノタイプに関する 10 万人規模

の GWAS 研究が相次いで発表され 9, 10)、いずれも、Ｇタンパク質制御物質として知られる

RGS16 の遺伝子多型が朝型と非常に強い相関があると報告されている。RGS16 はすでに、

マウスの時計中枢である視床下部の視交叉上核（suprachiasmatic nucleus：SCN）におけ

る cAMP のリズムを司る主要制御物質として単離されている 11)。このことから、cAMP とい

うメタボリック制御機構が、ヒトでも時計発振機構を担っていることが明らかとなった。ま

た、共通の分子が明らかになったことで、今後の、ヒト・マウスの双方向研究の加速が期待

される。 

睡眠は、ストレスや加齢とともに変化し、精神神経状態を表す重要な指標であるが、これ

までは非日常の病院のデータであり、家庭や日常生活での測定が望まれてきた。しかし、現

在多くのウェエアラブル端末が開発されており、新端末を利用したヒトの行動リズムのフィ

ールド研究の試みが始まっている。 

（２―４）時間科学研究の臨床的意義 

運動や睡眠などの行動パターンや、血圧や心拍数などの生理機能には概日リズムが存在し

体内に内在する体内時計により調節されている。生理機能に概日リズムがあることに起因し

て、様々な疾患には好発時間帯があることが知られている。体内時計は本来環境により良く

適応するために獲得されたものである。しかし、現代社会は概日リズムを撹乱する環境に満

ちているために体内時計は乱れ、それに伴う睡眠障害が生活習慣病の発症、進展の要因とな

ることが懸念されている。実際、疫学研究において、夜間シフトワーカで虚血性心疾患や一

部の癌のリスクが増加することが多数報告されている。また心不全や高血圧などの動物モデ

ルで、24 時間周期の明暗の環境を撹乱すると疾患が増悪することも明らかにされている。さ

らに、時計遺伝子を変異させたマウスの解析により、時計遺伝子が糖代謝、脂質代謝、血圧

や血管機能、腸管吸収、免疫機能など多彩な生体機能に関与していることが明らかになって

いる。このようにして生活習慣病の発症、進展における体内時計の意義が臨床面からも注目
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されている。疾患の概日リズムを考慮した治療は『時間治療』と呼ばれる。疾患の好発時間

を意識した投薬時間の選択はすでに広く行われているが、今後、位相が撹乱され、外界と乖

離した体内時計を修飾するような治療法につながる創薬研究が期待されている。 

（２－５）時間制御物質の研究から創薬への展開 

覚醒物質として同定されたオレキシンに対する拮抗薬スボレキサントが、2015 年新規睡眠

剤として投入された。さらに、新たなタイプの睡眠リズム調整薬として、時計の分子機構を

元にした創薬も進展している。ヒト培養細胞が示す概日リズムを、ルシフェラーゼレポータ

ーを用いてハイスループットで測定する系より、時計遺伝子であるカゼインキナーゼ I や

CRY に結合する低分子化合物が同定された 12)。ただ、時計遺伝子は全身の細胞に存在する

ので、薬物として利用するには、その特異性が問題となる。この難点を解消する、生体リズ

ムの中枢である SCN での特異的神経伝達に着目した、時差に対する治療薬の開発は注目さ

れる 13)。今後、SCN に存在する未だリガンドの同定されていないオーファン受容体は 14)、

睡眠リズムの重要な創薬ターゲットになるであろう。 

 

【性差医学・生物学】 

1980 年代の米国では健康診断で異常が認められなかった女性が、受診後に虚血性心疾患を

発症する事例が頻回に報告された。このことは、疾患の発症頻度が高い米国では重く受け止

められるに至り、男女における発症過程を調べた結果、性差の存在が明らかになった。この

事例は性を意識した医療の必要性を示すものである。これを受け、1990 年には NIH に女性

健康局（Office of Research on Women's Health）が設置、引き続き多くの大学に National 

Centers of Excellence in Women's Health が開設されることとなった。2001 年ならびに

2010 年に公表された女性健康局からの提言には、性差を念頭に置いた基礎研究と臨床研究を

推進するための研究拠点を構築し、基礎、臨床、技術・機器開発を発展させる必要性が述べ

られている 15)。 

わが国においては、2001 年に鹿児島大学に女性外来が設置、2002 年に性差医療・医学研

究会が発足（後に日本性差医学・医療学会）、また 2003 年には厚労省より「医療提供体制の

改革ビジョン 16)」、2005 年に「第 2 次男女共同参画基本計画 17)」、2010 年には「第 3 次男女

共同参画基本計画 18)」が策定され、内閣府男女共同参画会議より、性差に応じた医療の推進

に向けた提言がなされている。しかしながら、わが国の提言には、米国との比較において、

基礎研究を基盤とした性差医療や成熟した社会を目指す方向性が希薄な点が指摘される。 

性に焦点を当てた基礎研究は、1991 年の英国のグループによる哺乳類の性決定遺伝子（精

巣決定遺伝子）の同定によって幕を開けた 19)。その後、精巣・卵巣分化のメカニズムの解明

へと進んできた。また同時期に、性ホルモンをリガンドとする核内受容体（男性ホルモン受

容体と女性ホルモン受容体）の研究が進展し、遺伝子発現を介した性ホルモンの作用機序の

理解が進んだ。このような基礎研究領域における我が国の貢献は大きい。中でも、哺乳類以

外の種々の生物種における性決定遺伝子の同定からは、性決定の動物種間での多様性の実体

を示したことで、性分化の基本原理の理解が大きく進展した 20-24)。また同時に、性腺（精巣

と卵巣）の性分化に不可欠な遺伝子 25-28)や性分化疾患の責任遺伝子 29-31)が同定され、性分化

メカニズムの解明へ大きく貢献することで、基礎研究においては米国、欧州と並ぶ一極を形

成するに至っている。 
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以上のように、わが国では性腺の性決定、性分化に焦点を当てた研究は大きく進展したが、

残念ながら性腺以外の臓器、細胞の性差を対象とする研究は大きく立ち遅れている。これに

対し世界的には、各種の臓器や細胞を対象とし、同時に種々の刺激が性差に与える影響を考

慮した研究が急速に展開されており、性差研究の主流となりつつある。 

なお、性差を有する現象や疾患として、動脈硬化、ストレス、恐怖、ホルモン分泌、linc RNA、

血管、ワクチン、パーキンソン、脂質代謝、薬物代謝、摂食行動、骨、冠状動脈上皮細胞、

心筋細胞の代謝、筋肉有酸素運動、成長、母体栄養の影響、血中 microRNA、ステロイド代

謝、脳神経系への性ホルモンの影響、発がん物質に対する応答、社会行動、カフェインの影

響、薬物の作用、などが論文発表されている。また、性差エピゲノムの観点から、女性ホル

モン受容体の標的遺伝子、統合失調症、肝機能、免疫系、初期発生、DNA メチル化の性差、

脳のオス化とエピゲノム、胎盤、母体栄養の影響、環境によるエピゲノムプログラム、経世

代的エピゲノム制御、性染色体によるエピゲノム制御、ストレス制御、などに関する論文が

発表されている。論文数の観点からは米国が全体の 30-40％、日本、英国、ドイツ、フラン

スが５-10％程度、中国の論文は明らかに増加傾向、韓国の論文は極めて少ない状況にある。 

（３）注目動向 

【時間科学】 

・ ヒトの分子から行動への時間軸のハブとしての生体リズム研究と、時間という未知の生命

現象解明のための、ヒトゲノムの研究成果を基盤とした新たなゲノム創薬への展開が注目

動向として挙げられる。 

・ ヒトの健康時間生活を目指す生命情報の大規模時間データベースの構築が進んでいる。時

計遺伝子の発見と時計の分子機構の解明により、生体の時間は客観的に把握できるように

なった。また、半導体技術の進展によりウェアラブル生体センサーの開発が急速に進み、

ヒトの生体情報の数量化が可能となり、その情報の収集も、Web 上で可能になった。すな

わち、ウェアラブルセンサーとビックデータの解析技術が進展し、ヒトの生体情報を時系

列で解析できる時代が来たと言える。経時的解析（時系列解析）は、睡眠覚醒のような周

期的な変動を繰り返すが、未だ実体が分かっていない現象の解析にはきわめて有効である。

また、齧歯類と異なり、ヒトを含む霊長類がなぜ昼行性なのか、未だに明らかになってお

らず今後の重要課題である。この命題に対しても、ヒトの生体情報とフィールドの環境情

報（位置・光・光波長・温度）の集積によるビックデータの時系列解析が有効となろう。

ヒトの時間ビックデータは、近未来の「人工環境」構築の基礎資料として有用で、将来の、

ヒトを対象とした環境・健康・医療技術の開発を大きく加速すると考えられる。 

 

【性差医学・生物学】 

・ 性差研究では、従来、個体の性差は胎児期の性腺の性決定・性分化が遺伝的制御のもとに

進み、その後、精巣と卵巣で生合成される性ホルモンによる内分泌制御によって個体の性

差が構築されると考えられてきた。これに対し近年の研究成果からは、遺伝的制御は一生

に渡って継続することが示され、内分泌制御の成立後は、遺伝的制御に内分泌制御が重層

する形で性差構築が進むと考えられるようになった。このような観点から、近年のビッグ



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

108 

データ解析技術が性差の包括的な理解に向けた、新たな研究を推し進めている。 

・ 遺伝的制御と内分泌制御の相互作用が性差構築を制御するとの観点から、これら二つの制

御系の相互作用点をクロマチン上に求める試みがなされている。これらの研究は、相互作

用の結果として、雌雄に特異的なエピゲノム（性差エピゲノム）を蓄積し、性差構築の基

盤となるという視点を有する。 

・ 外環境（温度、栄養、薬物、外来異物、腸内細菌、母体環境）に着目し、これらの刺激を

上記の遺伝的制御系と内分泌制御系が受容し、細胞内代謝系の制御を介して応答すること

が性差構築に不可欠である。同時にこの刺激が遺伝的制御系に記憶されるとの視点からの

研究は、今後推進されるべき内容と考えられる。 

・ これまでの基礎研究ならびに臨床研究の成果は、独立した二つの性（男女）が存在すると

いう従来の概念から、男女は連続する表現型スペクトラムと捉える新たな概念（性スペク

トラム）への変更を促している 32) 。連続する表現型スペクトラムの実態を個体、臓器、

細胞レベルで明らかにすることが求められている。 

・ 女性の健康、疾患に焦点を当てた女性健康局が NIH に設立されたことは、女性が軽視さ

れてきた歴史的経緯の結果であった。しかしながら、女性をターゲットにする医学・医療

と性差の医学・医療は本来異なるものである。近年では十分な基礎研究を基にした性差の

理解（女性の理解と男性の理解）から臨床へとつながる性差医学・医療への転換がはから

れている。 

・ 2017 年度の OSSD（Organization for the Study of Sex Differences；性差学会）学術総

会のタイトルが Sex Differences across the Lifespan となっており、胎児期から思春期、

成熟期を経て老年期に至るまで、すなわち生涯を通した性差研究の重要性が認識されつつ

ある。 

（４）科学技術的課題 

・ 時計の分子機構の発見により、生体時間が客観的に記載できる状況となった。これに、生

体情報をキャッチする最先端の安価なウェアラブルセンサーを組み合わせ、Web で収集し

た個人の時系列大規模生体情報の解析により多くの知見の創出が期待される 

・ 胎児期から、思春期、成人期、老年期の、種々の細胞種における性差エピゲノム情報は性

差研究の基盤情報と位置付けられる。これらの情報を体系的に取得するためには組織的な

取り組みが必要である。国際ヒトエピゲノムコンソーシアムはヒト細胞を対象とするエピ

ゲノム情報を蓄積しているが 33)、この解析に性差の視点が加わった情報の蓄積が、今後の

性差研究には不可欠である。 

・ 性ステロイドとその代謝産物の網羅的な定量検出系は、性差研究を強力にサポートするは

ずである。性ステロイド産生経路や生理的機能を有する性ステロイドの同定はすでに終了

し、教科書に記載されている。しかし、古典的な産生系以外にも、バックドアーパスウェ

イと呼ばれる新たな経路の発見や 34)、分解代謝産物と思われていたステロイドの新たな生

理機能の発見 35-37)などがあり、未だその全貌が明らかになっているとは言い難い。性ステ

ロイドとその代謝産物の網羅的な定量検出系を有する組織は世界的にも少なく、国内での

支援体制の構築が必要である。 
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（５）政策的課題 

・ 時間科学分野は、他の研究分野と異なり、分子に注目した研究と、行動リズムという社会

基盤と直結した脳機能との研究が、同一平面で展開しているという特徴がある。しかし、

このような研究を支援する制度の整備が遅れている。ヒト社会行動の根源を表す霊長類研

究を合わせて実施することも重要である。 

・ 我が国におけるこれまでの性差研究では、基礎研究に重心を置く文科省が支援する研究と

性差医療の実現に向けた厚労省（最近では日本医療開発機構）の施作との間に接点がなか

ったため、基礎研究と臨床研究の連携が不足していた。米国においては NIH の女性健康

局がこの連携の役割を担っていると思われる。日本にもこのような機能を有し、さらに「（4）

科学技術的課題」に記した研究支援機能を有する、性差医学・生物学研究センターのよう

な組織が求められる。また、これまでの性差医学は、心疾患の性差に端を発したこともあ

り、世界的にも循環器系の臨床医・研究者が中心的役割を担ってきた。しかしながら、性

差を有する生命現象、疾患は循環器系にとどまるものではない。そのため、基礎生命科学、

臨床医学、薬学などの広範な領域からの性差医学研究への参入が求められる。 

（６）キーワード 

生体リズム、時計遺伝子、睡眠障害、生活習慣病、行動リズム、昼行性、ソーシャル・ジ

ェットラグ、ウェアラブルセンサー、ビッグデータ、創薬、精巣、卵巣、男性ホルモン、女

性ホルモン、男性ホルモン受容体、女性ホルモン受容体、核内受容体、性差エピゲノム、性

差医学、性決定遺伝子、性分化、性分化疾患 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ ↗ 

・ 哺乳類のリズムセンターである視交叉上核（SCN）の発見と分子機構、

哺乳類時計遺伝子 Per の発見、時計タンパク質レベルでの 24 時間生成

機構など、基礎研究では世界の最先端を走ってきた。自律的に 24 時間

周期を形成する時計タンパク質の基礎研究分野でも世界をリードしてい

る。また、時間科学に関連する睡眠研究において、睡眠・覚醒物質の探

求研究のレベルは世界的である。オレキシンの発見と神経機構の解明で

は、世界をリードする成果をあげている。霊長類を用いた昼行性動物の

概日リズム観察施設が整いつつあり、世界をリードする可能性がある。 

・ 性腺以外の各種臓器、細胞レベルでの性差研究は米国と比べ遅れている

ものの、脳機能の性差ならびに行動に関する研究、性差エピゲノム研究

など徐々に進展している。 

応用研究・

開発 
○ → 

・ 光制御機器（照明）、生体情報センシング技術（脳波、血流など）は世界

トップレベルで先行している。 

・ 健康診断の仕組みが整備され、都道府県や企業の健康保険組合などは膨

大なデータベースを有し、世界屈指である。さらに、ゲノムデータベー

スもすでに多く存在している。 

・ 睡眠リズムの臨床研究の歴史は長く、国際的にもレベルは高い。 

・ わが国の強みとなる要素の有機的な結合が不十分であるため、臨床応用

を加速するための戦略が必要である。 
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・ 睡眠導入薬として脳内時計中枢に作用するメラトニン受容体作動薬が武

田薬品により上市された。 

・女性のみならず、男性の更年期に着目した研究、医療提供などが進めら

れている。 

・循環器医療において、性差医療に関するガイドラインが設定された38)。

また、AMEDより「女性の健康の包括的支援実用化研究事業」の公募

（2015年度）がなされた。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・ 時計遺伝子の発見、哺乳類だけでなくショウジョウバエ、植物、の生体

リズムの分子機構レベルでの解明で世界をリードしている。 

・ 光だけで無く、温度による時計のリセット機構の解明が始まっている。

睡眠に関しても、分子レベルでの解明が、世界を先導している。人材も

豊富で有り、あらゆる領域で最先端を牽引する。 

・ 性腺以外の性差に焦点を当て、個体、臓器、細胞レベルでの性差研究（性

差と免疫機能、肥満、腸内細菌など）が急速に進められている。 

・ 遺伝的制御と内分泌制御が相互作用する場としてのクロマチンを意識し

つつ、特に性差のエピジェネティック制御に関する研究が顕著であると

ともに、これら研究を米国が強く牽引している。 

・性差に関する基礎・臨床研究者が参加する学会（Organization for the 

study of sex differences）が発足し、Official journalが刊行された。NIH

女性健康局ならびに多くの大学に設置されたNational Center of Ex-

cellence in Women's Healthにより性差研究が進められている。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・ ヒトを対象にした、睡眠リズム研究は、世界で他に並ぶものは無く、非

常にアクティブである。 

・ 疾患への応用研究に対し、様々な企業が研究費をサポートし、開発研究

が進められている。 

・ 不眠症治療薬としてオレキシン受容体拮抗薬がメルク社により上市する

など、大手製薬企業が新規製剤の開発を積極的に進めている。 

・ 更年期障害の緩和に向けた女性ホルモン様製剤が開発された。 

・ 女性のみならず、男性の更年期に着目した研究、医療提供などが進めら

れている。 

欧州 

基礎研究 ○ ↗ 

・ 時計遺伝子の初期研究は米国・日本に遅れを取ったが、その展開におい

て、独創的かつレベルの高い成果をあげている。伝統ある睡眠研究も強

く、独創的な研究が行なわれている。 

・ 伝統あるメラトニン研究を元にしたリズム生理学を基盤として、EU の

リズム研究を推進する組織が統合され、米国に次ぐ規模となり、世界の

リズム研究を先導する一角となった。 

・ 昼行性のげっ歯類に特化した動物繁殖施設があり、ユニークだか、遺伝

子操作に難がある。 

・ ヒトの行動リズムのフィールド研究の重要性についても、いち早く提唱

し研究を進めている。 

・ 英国において哺乳類の性決定遺伝子が初めて同定され、性分化研究に貢

献した。その後、欧州各国で性腺以外の各種臓器、細胞レベルでの性差

研究への転換が徐々に計られている。 

・ ドイツにおいて Institute of Gender in Medicine at Charite が設置さ

れ、性差に焦点を当てた研究が推進されている。スウェーデンのカロリ

ンスカ研究所に Center for Gender Medicine が設置され、性差に焦点を

当てた研究が推進されている。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・ 疾患への応用研究に対し、欧州各国のみならず様々な大手製薬企業が研

究費をサポートし、開発研究が進められている。世界的に強い影響力を

もつ大手製薬企業が、睡眠リズムの治療法開発を積極的に進めている。 

・ 性差医学の観点からは、更年期障害の緩和に向けた女性ホルモン様製剤

が開発された。 

中国 基礎研究 △ ↗ 
・ 主要大学内に睡眠やリズムに関する Key Laboratory を設置し、国家的

規模で積極的に基礎研究への投資が行われている。 
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・ 睡眠やリズムに関する中国の研究を統合する学会が発足・展開されるよ

うになっている。また、欧米で研鑽を積んだ優秀な研究者を、国家的な

強力サポートのもと中国内に招へいし、彼らが帰国して、精力的に基礎

研究が行われている。欧米の国際的組織のアジアのハブ組織を、国家戦

略によって、積極的に獲得している。 

・ 性差医学研究はこれまで大きく立ち遅れていたが、近年推進されている。 

応用研究・

開発 
× ↗ 

・ 時間科学に関する応用研究は欧米に比べると進んでいないが、国家戦略

で応用研究に対しても大型支援が行われている。今後応用研究が進んで

いくものと予想される。 

・ 性差医学について、現時点で目立った成果は見受けられない。 

韓国 

基礎研究 △ → 

・ 時間科学に関する基礎研究者の層はまだ日欧米に比べると薄いものの、

欧米からの帰国研究者の中には、一流の研究成果を発表しているものも

いる。 

・ 性差医学研究はこれまで大きく立ち遅れていたが、近年推進されている。 

応用研究・

開発 
△ ↗ 

・ 時間科学に関する応用研究は欧米に比べると進んでいないが、主要大学

に大型予算が投じられており、今後応用研究が進んでいくものと予想さ

れる。 

・ 性差医学として、韓国科学技術院にステロイドホルモンならびにその代

謝産物の質量分析センターが稼働した。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.１.３ 免疫科学 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

免疫疾患および感染症、がん、移植などにおける免疫システムの理解が飛躍的に進み、さ

らに抗体療法（生物製剤療法）の推進によって炎症性疾患と腫瘍分野において現実の医療に

活用されつつある。これらは免疫学科学が常に現実の疾患治療と密接に結びついていること

を如実に示す輝かしい成果である。さらに神経疾患、代謝性疾患、情動などこれまで免疫と

の関連が十分理解されていなかった領域においても免疫応答の重要性が認識されつつある。

これら研究が十分に進められていなかった分野の中でも、腸内細菌などの常在菌を含めて『生

体環境と免疫との相互関連』という視点の研究が推進されているところである。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

感染症を免れるため病原微生物を非自己として認識し排除する免疫システムは、がん細胞

や移植片も非自己として認識するため、感染症のみならず、がん免疫、移植免疫の観点でも

免疫系を理解することが必要である。さらには、免疫システムの暴走により、自己免疫疾患、

自己炎症疾患、アレルギー性疾患など様々な疾患が発症することからも、免疫系の理解が、

社会的にも大きなインパクトを持つ課題であるといえる。現に、生物製剤による抗炎症、抗

サイトカイン療法は疾患治療に多大な効果をあげてきた。今後はバイオシミラー（ジェネリ

ック製剤）の普及が期待されており、安価で効率のよい抗体（あるいは生物製剤）を産み出

す免疫工学がさらに発展するものと思われる 1)。さらに腸内細菌や食物と様々な免疫系との

関係が注目を集めている 2, 3)。腸内細菌をはじめとする常在菌と免疫系、あるいは常在菌と

疾患群の関係はより明確に理解されるようになり始めており、現在治療への応用をめざした

研究が進められている。 

一方で、多発性硬化症のような自己免疫疾患のみならずアルツハイマー病、脳梗塞、自閉

症などの精神・神経疾患と免疫系との関係が明らかにされつつある 4)。また心筋梗塞や動脈

硬化、肥満や糖尿病などの心血管系疾患、代謝性疾患においても免疫系の関与が指摘されて

いる。このような慢性炎症においては、マクロファージのサブセットやサイトカインを産生

する自然リンパ球の関与にも関心が集まっている。 

制御性 T 細胞（Treg）の研究は今も活発である。特に Treg の発生と安定化に重要なエピ

ジェネテック制御の研究が盛んに行なわれている 5)。Treg は自己免疫疾患やアレルギー疾患

の治療に根本的な解決法をもたらすと期待されている 6)。既に体外での Treg を増幅して臓器

移植の拒絶反応の抑制を目指した臨床研究も行なわれている。また癌においては抗腫瘍免疫

を増強するために、Treg をなくしたり、性質を変えたりする方法の開発が行なわれている。 

さらに近年の動向として特に注目を集めているのは腫瘍免疫の分野である。これまでも進

められてきた腫瘍細胞が抗原性を獲得するメカニズムの研究に加え、免疫チェックポイント

阻害の研究から大きな成果が得られている。その結果として免疫チェックポイント阻害に作

用する抗体が臨床現場で大きな注目を集めているが、それ以外にも、様々な抗腫瘍免疫賦活

化剤の開発が進められている。一方で免疫チェックポイント阻害剤の効果が見られない患者

群の存在も明らかになり、免疫チェックポイント阻害剤に対する抵抗性のメカニズムの解明、
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効果事前判定・予想のバイオマーカー探索および新たな免疫チェックポイント分子の研究も

進められている。また CART など人工的に免疫細胞を改変して治療に応用する試みも実用化

に向けて進んでいる。国内では残念ながら腫瘍免疫研究は活発化しているものの世界的なレ

ベルからはやや遠く、実用研究でもオプジーボ（抗 PD-1 抗体）およびモガムリズマブ（抗

CCR4 抗体）以外の開発は極めて遅れていることが指摘されている 7)。 

（３）注目動向 

（３－１）炎症性疾患に対する生物製剤治療の発展 

これまで抗 TNFαや抗 IL-6 抗体などが関節リウマチや炎症性腸疾患などの炎症性疾患に

治療効果があり、臨床上極めて有効であることが示されてきた。これに加えて次々に新たな

抗サイトカイン抗体製剤が開発されている。例えば、乾癬に対する抗 IL-17 抗体療法はすで

に認可されており、難治性喘息に対する抗 IL-5 抗体、クローン病に対する抗 IL-12/23 抗体

なども有効とされている。これら以外にも抗インテグリン抗体や CTLA4-Ig キメラ分子（共

刺激分子阻害）などで治験が行なわれ、一部は承認されている 8)。今後も抗サイトカイン療

法は慢性疾患を含めて増々その範囲を広げるであろう。このためにモデル動物による基礎研

究がこれまで以上に重視されるが、同時にヒト免疫学研究を積極的に推進して基礎と臨床を

強くタイアップさせる必要がある。 

 

（３－２）腫瘍免疫 

腫瘍免疫分野において、T 細胞による免疫応答を負に制御する CTLA-4 や PD-1 の作用を

抑制することで免疫応答のブレーキを解除するという概念（免疫チェックポイント阻害）に

より、抗 CTLA-4 抗体や抗 PD-1 抗体が臨床試験で著効を示している。現在では抗 CTLA4

抗体と抗 PD-1 抗体との併用療法や制御性 T 細胞の除去抗体、抗 CCR4 抗体との併用をはじ

めとした様々な抗体との併用あるいは他の抗がん剤との併用療法の効果が検討されている。

「免疫応答の負の制御を解除」という観点では、制御性 T 細胞の除去も有効である事が動物

実験で示され、種々の腫瘍への応用開発が進められている 9)。また様々な抗がん剤や生理活

性物質への干渉（例えば COX 阻害剤）との組み合せが調べられている 10)。一方でチェック

ポイント阻害に抵抗性の腫瘍や抵抗性を示す患者群の存在も明らかになり、抵抗性の分子機

構の解明と解除方法の研究が盛んに進められている。さらに、免疫チェックポイント抗体を

使用の際、致死的な副作用が発生するケースがあることが重大な問題となっており、その機

序の解析に基づく阻害・防止方法の開発は喫緊の課題である。しかしマウスモデルでは限界

があり、免疫ヒト化マウスなどを活用したヒト腫瘍とヒト免疫系を効率よく研究する手法の

開発が求められている。さらにフォスファターゼや SOCS などの細胞内シグナル伝達阻害分

子や制御性T細胞のマスター遺伝子であるFoxp3なども広義でのチェックポイント分子とい

える。今後は細胞表面分子に加え、細胞内分子や転写因子もチェックポイント阻害の対象と

して研究が拡大すると思われる。 

 

（３－３）抗体新技術 

次世代型抗体技術として ADCC 活性を高めた抗体、リサイクリング抗体、スイーピング抗
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体などの開発が進んでいる 11)。一方、抗体製剤の代表される生物製剤は高価であり、医療経

済上の問題点も数多く指摘されている。そこで、バイオシミラーと呼ばれる次世代の生物製

剤の開発が進んでいる。例えばモノクローナル抗体産生技術の改良や single-chain antibody、

あるいは生物製剤の低、中分子化が進められている。人工リンパ節や完全ヒト化モノクロー

ナル抗体を産生する免疫ヒト化マウスの改良も進められている 12)。 

 

（３－４）常在微生物叢と腸管免疫 

腸内に共生する特定の細菌や食物成分の代謝産物が IgA産生やT細胞の分化を制御するこ

とが明らかになり、常在微生物叢が免疫系の発達に関与することが証明された。また、腸内

に共生する常在微生物叢が、炎症性腸疾患のみならず、消化管以外の免疫疾患、さらには代

謝疾患や精神・神経疾患とも深く関わることが明らかになりつつある。腸管に比べると数は

少ないものの、皮膚や気道などの粘膜組織にも常在微生物叢は存在しており、これら組織に

おける環境因子と免疫系の関連性についても解析が進んでいる。（本項目については、第３章

「微生物叢（マイクロバイオーム）の科学」を参照） 

 

（３－５）神経免疫 

神経系と免疫系の密接な相互関係も解明が進みつつある。多発性硬化症のような自己免疫

疾患はもとより、ミクログリアを介した様々な自然免疫反応が疼痛、神経伝達やアルツハイ

マー病と関連することが報告されている。例えばアルツハイマー病のモデルマウスでは

IL-23 を欠損させるとβアミロイドの沈着が減少することが報告されている 13)。また、脳内

のインターフェロンγが社会行動を促進させることや 4)、インフラマゾームの活性化が加齢

による学習能力の低下と関連することなども報告されている 14)。これらの詳細なメカニズム

の解明はこれからであるが、免疫系と神経系の相互作用に関する研究はますます展開されて

ゆくであろう。 

 

（３－６）多様な疾患と免疫系 

肥満、糖尿病、癌、アルツハイマー病など、多様な疾患に「慢性炎症」が関与することが

明らかにされてきている。しかし慢性炎症を実験的に研究するシステムが不足しておりこの

分野は必ずしも必要とされている程に進んでいない。マクロファージに様々なサブセットが

存在することや新しいサイトカイン産生性自然リンパ球（innate-lymphoid cell; ILC）の発

見は、線維化や組織修復に関する研究に新たな方向性を与えており、研究が進みつつある 15)。 
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（３－７）制御性 T 細胞 

制御性 T 細胞（Treg）の分化や維持にエピジェネテックス制御が関係することが明らかに

された。Treg を自己免疫疾患や臓器移植の拒絶反応の緩和に応用しようという試みも盛んに

なされている。また逆に Treg が抗腫瘍免疫を弱めていることも明らかにされており Treg の

除去を介した癌治療の可能性に注目が集まっている 16)。 

 

（３－８）次世代シークエンサーとバイオインフォマテックスを活用した免疫疾患関連遺伝

子研究 

これまで行われてきた GWAS は多くの疾患と関連する遺伝子多型を同定し、さらに疾患

関連遺伝子の同定も進んでいる 17)。すでに多くの国際的な共同研究の成果が発表されており、

疾患関連多型はほぼ同定され尽くしてきたと思われる。現在では全ゲノム解析や希少な変異

や多型の解析に向かっている。このようなゲノム解析と並行して、ヒト自己免疫疾患などで

患者由来の末梢血などからリンパ球や骨髄系細胞のサブセットを分画して RNA-seq を行な

うことで細胞種ごとの遺伝子発現パターンを研究する方法、全ゲノムレベルでの ChIP シー

クエンスによって細胞ごとのエピジェネテックス修飾を比較する方法、あるいは１細胞に分

画して発現解析を行なう手法も確立されつつある。これらの大規模データを処理して有意義

な情報を引き出すためのバイオインフォマテックスの手法が次々に開発されている。しかし

一方で、特にわが国ではバイオインフォマテックスの専門家の不足が問題となっている。 

（４）科学技術的課題 

・ 自己免疫の抑制による抗腫瘍効果の引き出し法、抗原性の低い癌への対処方法、免疫チェ

ックポイント阻害剤の低分子化、細胞内チェックポイント分子に対する阻害剤の開発、抗

がん剤との組み合わせ、iPS の応用やステムセルメモリーT 細胞（Tscm）の利用、CART

療法との組み合わせ、などを進めていく必要がある。 

・ ヒトの免疫系を実験的に理解するためにヒト免疫を再現するシステムが必要である。免疫

関連遺伝子をヒト型に置き換えた免疫ヒト化マウスの作製技術を向上させ、共同利用を可

能にする拠点の整備が必要。 

・ ヒトの腸内常在微生物叢の網羅的解析を大規模に行うことのできる拠点の整備が進めら

れているが、菌の解析だけではなくノトバイオートの技術も含めて研究者が広く安価に利

用出来る共同利用研究施設の整備が必要。 

・ 常在微生物叢のみならず、様々な環境因子が免疫系を制御していることが明らかになって

いる。環境因子を網羅的に解析することのできるメタボロミクス解析を大規模に行う拠点

の整備が必要。このような大規模な試料収集と解析、データベース化を個別研究において

行うことは非現実的であり、拠点を整備して行うことが適当と考えられる。拠点整備によ

って個別研究が飛躍的に加速され、様々な疾患に対する微生物叢に着目した新機軸の診

断・予防・治療法の開発の加速に繋がると期待される。 

・ 生物製剤のエンジニアリングにおいて結晶構造から中低分子をデザインできる『構造解析

に立脚した創薬』をさらに発展させる必要がある。この点に関しては AI（Artificial In-

telligence）技術の応用が期待される。 
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・ 特にT細胞を中心に人工的な腫瘍攻撃性の細胞の作製やエピゲノム改変技術や iPS技術を

活用した免疫細胞のリプログラミング方法の開発が重要である。 

・ AI 技術を免疫学に取り入れて生体免疫シミュレーションによるワクチン効果予測や疾患

に対する最適治療法の提示などを行なう。この際には、多くの患者情報を収集して患者の

層別化に貢献するバイオマーカー探索などが有効なアプローチであろう。 

・ 免疫記憶の解明、老化と免疫、炎症の収束、脳神経系と免疫に関する新たな研究手法の確

立。ゲノム編集技術やオプトジェネテックスの導入が試みられている。 

（５）政策的課題 

・ 他の基礎研究分野と異なり、免疫学はこれまでにない新規の治療法を産み出し、すでに臨

床的にも大きな効果を上げている。これは長年にわたる基礎研究の蓄積の結果であること

は明白であり、基礎と応用が共存し相互展開する免疫学の特徴でもある。我が国から抗

IL-6 受容体抗体（トシリズマブ）や抗 PD-1 抗体（ニボルマブ）に続く次のブレイクスル

ーを発信するには基礎研究に大規模な先行投資が必要である。しかし基礎免疫学分野に対

する投資は薄い。現在、戦略目標に取り上げられて JST で研究が進められているものはな

い。また、ボトムアップ研究の入り口として重要な「新学術領域研究」などでは免疫学は

『応用に近い』とされてほとんど採択されていない。一方で、AMED ではマウスの基礎的

な実験では研究費を獲得することが難しいとされている。免疫学は、「神経免疫学」、「骨

免疫学」、「免疫代謝学」など、様々な研究分野との融合をいち早く実現させているが、現

在このような融合研究分野を発展させるためのファンディング制度の整備が遅れている。

わが国の研究投資は「戦力の逐次投入」型で効果が限定的である。例えば iPS 研究のよう

に、基礎研究から応用研究までを戦略的に推進する仕組みが、引き続き免疫学研究に基づ

く医療技術のブレイクスルーを生み出し続けるには必要である。 

・ 免疫学に限ったことではないが、ある研究分野（例えば免疫学）に特化したバイオインフ

ォマティシャンや AI 技術者が不足している。バイオインフォマティシャンや AI 技術者の

養成にはオンザジョブトレーニングが重要であると思われるが、これらの人材育成を図る

ために、例えば修士課程や博士課程卒業者が入学出来る大学院大学を整備するなど、ウェ

ット研究者にドライ技術を身につけさせる教育システムを導入すべきである。 

・ 免疫科学を含む広範囲の分野で基礎研究を志向する若者が著しく減っている。工学系の大

学院で博士課程進学者の大半が外国人になったという声を聞いて久しいが、多くの医学系

大学では基礎系の分野が壊滅的な状況である。免疫学は臨床的にも近く重要な基礎分野で

あるにもかかわらず、基礎免疫学を志向する医学部出身者は著減している。MD－PhD コ

ースなどの充実とともに、免疫科学に特化した対策なども必要と思われる。 

・ ヒト免疫学を推進するためには、基礎研究者と臨床医学者との連携が必須であるが、その

ためのプラットフォームの整備が大幅に遅れている。ヒト免疫学の推進のため、例えば健

常人の白血球を献血検体からルーチンで確保するシステムの構築や患者由来の様々なサ

ンプルを全国から集め保存し、研究者が利用できるリソースセンターの整備も重要と思わ

れる。また動物モデルを中心とする免疫学者とヒト臨床研究を行なう研究者を束ねる組織

や枠組み（研究班など）の構築が必要である。 
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（６）キーワード 

抗腫瘍免疫、免疫チェックポイント、抗体療法、生物製剤、神経免疫学、免疫代謝、ヒト

免疫学、常在細菌、慢性炎症 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ ↘ 

・ 基礎免疫学をめざす若手が減少している。 

・ 新学術領域での免疫学関係中心の課題の採択がない。 

・ 免疫学におけるバイオインフォマティシャンの不足。 

・ 若手研究者への基盤的な支援の不足。安定的なポジションの減少。 

・ 2016年のトムソンロイターの調査18)では免疫学は論文引用率で世界５位

であり、これは日本の全生命科学領域で最も高く、材料科学や化学と同

率である。免疫学の日本の科学における貢献度は依然として高いが、若

者の免疫離れや研究資金の不足を考えるとトレンドとしては低下傾向に

ある。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

・ 生物製剤の拡大によりこれまで炎症分野を開発対象としてこなかった

製薬企業が炎症分野に参画した。しかし、RORγt阻害剤などcompetitive

な領域への参加で独自のシーズやオリジナリティが不足し、多くが撤退

している。 

・ 腸内細菌の応用開発は進みつつある。 

・ 基礎研究の成果を社会応用するための方策が乏しい。 

・ アクテムラ、ノボルマブなどに続く生物製剤がない。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・ 従前のように、世界の基礎免疫学研究をリードしている。 

・ 新たな免疫細胞サブセットの同定・機能解析、腸内細菌による免疫制御

機構などの基礎研究分野でも世界をリードしている。 

・ ヒト免疫学の研究の重要性についても、いち早く提唱し研究を進めている。 

・ 基礎研究から応用までシームレスで支援される体制が出来ている。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・ アプタマー製剤などベンチャー企業による新規創薬が盛んである。 

・ 世界的に強い影響力をもつ大企業が、製剤の開発を積極的に進めてい

る。例えばブリストルマイヤーズスクイブ社はイピリムマブ、アパタセ

プト、ニボルマブ（日本以外）など主要な生物製剤の世界的な販売権を

一手に握っている。 

・ ゲノム情報を免疫応用研究に取り入れており、国家戦略的に免疫疾患の

診断治療に関する新しい方向性を模索している。 

・ 応用研究に対して国からも大型支援が行われており、今後応用研究が進

んでいくものと予想される。 

欧州 

基礎研究 ◎ → 

・ 伝統ある免疫学の基礎研究を着実に展開しており、独創性のあるレベル

の高い成果をあげている。 

・ トレンドを追わずトレンドを造る姿勢が顕著。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・ 疾患への応用研究に対し、欧州各国のみならず様々な企業が研究費をサ

ポートし、開発研究が進められている。世界的に強い影響力をもつ大企

業が、新規製剤の開発を積極的に進めている。 

中国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・ Nature Indexが選ぶ、2016年「現在上昇中  (Rising Star)」の機関

top10019)のうち上位９位までを占め、さらに40機関が中国から選ばれて

いる。日本はゼロである。 

・ 米国から著名な中国出身免疫学者を高額な研究費や給与で呼び戻している。 

・ 研究者の人口が多く、論文の量も多い。これまで問題であった質も急速

に上がりつつある。 

・ ヒトの検体を使った研究が多い。質はともかく、この点は他の追従を許

さない。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・ チャレンジング（ある意味危険とも言えるような）ヒトへの応用研究が

迅速に行なわれている。例えばiTregを利用した拒絶反応抑制の試みも

実際になされている。 
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韓国 

基礎研究 ○ ↗ 

・ Institute for Basic Science (IBS)はNatureが選ぶ「現在上昇中 (Rising 

Star)」の機関で11位に選出された。IBSの免疫学部門ではアメリカから

半独立の若手研究者を多数招聘している。 

・ これまで臨床研究に主眼が置かれていたためか、基礎研究者の層はまだ

日欧米に比べると薄いものの、近年論文の質も飛躍的に上昇している。 

応用研究・ 

開発 
△ → 

・ 応用研究は欧米に比べると進んでいないものの、主要大学に大型予算が

投じられ、世界的に著明な研究者が招聘され、研究を展開しており、今

後応用研究が進んでいくものと予想される 

・ 大学内にベンチャー企業の研究室を設置する大学があるなど、産業化に

向けた取り組みが積極的に行われている。今後独自の技術を用いた産業

化が加速するものと予想される。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）引用資料 

1) Chiu ML, Gilliland GL.“Engineering antibody therapeutics.”Curr Opin Struct Biol. 38, 

163-173 (2016) 

2) Honda K, Littman DR.“The microbiota in adaptive immune homeostasis and disease.”

Nature. 535, 7610, 75-84 (2016)  

3) Youm YH, et al.，“The ketone metabolite β-hydroxybutyrate blocks NLRP3 inflam-

masome-mediated inflammatory disease.”Nat Med. 21, 3, 263-9 (2015)  

4) Filiano AJ, et al.，“Unexpected role of interferon-γ in regulating neuronal connectivity and 

social behaviour.” Nature. 535, 7612, 425-9 (2016) 

5) Morikawa H, Sakaguchi S.“Genetic and epigenetic basis of Treg cell development and 
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３.１.４ 脳・神経科学 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

脳科学は、生命科学のみならず数理科学、人文社会科学の要素を持つ学際分野である。分

子からシステムに至る多階層での機能を統合的に理解するための技術革新と集約的な研究シ

ステムの整備が進みつつある。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

脳機能の全容の解明には、生物学的な研究の方法論によってその物質的な基盤を明らかに

することがまず必要である。それに加えて情報処理システムとしての脳を理解するための新

しい理論の構築を行う必要がある。さらに、このような脳機能の理解を基盤として、進化お

よびヒトの歴史によって作り上げられてきた社会集団の特性や言語・文化といったヒトに固

有の特徴を科学的に理解することもその目標に含まれる。従って脳科学は自然科学にその軸

足を置きつつも、数理科学や人文社会学とも密接に関連する巨大な学際領域を形成している。

一方で現代社会の喫緊の課題である高齢社会での認知症の問題、社会的ストレスとうつの問

題など、脳科学を基盤とした精神・神経疾患の克服に向けたトランスレーショナル・リサー

チはその重要性が増大しており、リソースの有効な活用による脳科学の効率的な推進が求め

られている。 

脳は高い階層性を持った構造であり、その研究も歴史的に分子細胞レベルから回路機能の

レベルを経て、最終的にヒトと動物の行動の理解を目指したシステム神経科学に至る階層別

に研究が行われてきた。したがって、ここでは（２－１）分子細胞神経科学、（２－２）神経

回路研究、（２－３）システム神経科学という三つの階層に分けて現在の研究状況を記載する

こととした。一方で脳科学分野における急速な技術革新により、脳神経回路の全容を網羅的

に解析し、局所回路の機能を動物個体の行動に結びつけようとする野心的な試みも提案され、

2013～2014 年に開始された日本、米国、EU におけるブレインプロジェクトの研究計画の中

に取り込まれている。このような新しい脳研究の流れについて（２－４）脳機能の全容解明

を目指した大規模プロジェクトとして別に項目を設けて記述した。 

 

（２－１）分子細胞神経科学 

脳の機能を解明するには、多階層での研究を融合的に展開する必要があり、システム神経

科学や神経回路研究と有機的な連携を行いつつ、より分子・細胞レベルでの脳の動作原理を

理解する試みが近年重要になってきている。 

分子・遺伝子レベルでの研究としては、シナプスや軸索・樹状突起の興奮性を制御するチ

ャネルや受容体の構造・機能連関を原子レベルの解像度で理解することが、クライオ電子顕

微鏡技術の高度化によって可能となった。同技術は、特に分子量が大きく、膜に埋め込まれ

ているチャネル・受容体分子の解析に適しており 1, 2)、今後も分子情報の加速度的な増加が

期待される。機能分子の構造・機能連関の理解が深化したことで、これらの分子を直接的に

操作する技術においても飛躍的な進歩が認められる。従来の光遺伝学は細胞の興奮性を制御

していたのに対して、遺伝子発現、ゲノム編集、膜輸送、モーター分子活性、スパイン形態
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などの様々な神経細胞内事象を制御する手法が開発されつつあり 3, 4)、特に日本の研究者の

本分野での貢献は大きい。 

脳の機能はその発生・発達過程での遺伝子と外部環境の複雑な相互作用によって決定され

る。その過程では遺伝子発現のエピジェネティクスによる制御が極めて重要であり、神経活

動とエピゲノム制御の間の関係性、さらにその発生・発達、記憶・学習との関連性が活発に

研究されている 5)。また、線虫、ショウジョウバエ、小型魚類などのモデル動物を用いた研

究は、ゲノム編集技術などを活用して高効率に遺伝子変異動物を作成・解析することによっ

て脳科学に貢献してきた。特に最近はこれらのモデル動物での神経回路の構造と神経活動を

網羅的に記録・解析する試みが活発になり 6)、全脳レベルでの機能理解に向けた新しい試み

として注目されている。 

脳機能発現の基盤である神経回路の形成の鍵となるのはシナプスの特異的結合とその活動

依存的な調節である。シナプスの形成を制御する、いわゆる「シナプスオーガナイザー」と

呼ばれる分子群については、近年の研究の進展が著しく、多様な分子群によるシナプス構造

の誘導と機能発現についての詳細な説明が可能となった 7)。この分野において日本の研究者

の果たしてきた役割は大きい。さらに神経回路の形成とリモデリングの過程に関する細胞生

物学的研究と個体レベルでの研究も大きく進展し、特に二光子顕微鏡により生きた動物個体

内でのシナプスリモデリングの解析が可能となったことが研究の進展に拍車をかけた。また

このような回路の形成やリモデリングにおいて、グリア細胞が大きな役割を果たすことも明

らかとなった 8)。グリア細胞の機能障害は精神・神経疾患の病態形成においても中核となる

変化であることが示されつつある 9)。グリア細胞以外にも脳内には血管系の形成に必要な細

胞が存在し、さらに末梢器官との機能連携を実現するための様々な分子機構が存在する。中

枢と末梢の機能連関を支える分子シグナリングの同定も進展し、免疫系や代謝系との関連性

についての研究も進展している。 

神経細胞の機能を理解するには機能情報を高い時間・空間分解能で読みだす必要がある。

特に空間分解能を向上させることはシナプスなどの微細構造の変化を検出する上で必須であ

り、STED、PALM/STORM、SIM などの新しい超解像顕微鏡技術の開発によりこれまで解

析不可能であったシナプス内部構造の変化が捉えられつつある 10)。 

 

（２－２）神経回路研究 

マウス、ラット、マーモセットなどの小動物への遺伝子導入技術と脳活動計測技術を組み

合わせた神経回路研究が急速に発展している。特に、脳機能（感覚、運動、記憶学習、意思

決定など）に関与する大域的な情報伝達を解明する研究手法の重要性は高まっている。 

まず遺伝子導入に関連しては、逆行性ウイルス・トレーサーを利用した特定の投射経路や

プレシナプス細胞への遺伝子導入技術が、日欧米の研究室で開発が進み普及しつつある 11)。

さらに、CRISPR-Cas9 によるゲノム編集でのモデル動物の作製も進展が見込まれる。 

次にイメージング関連技術として、まず脳の透明化技術では日本が健闘している 12)。一方

で、電子顕微鏡の自動撮像技術は、米国では ATUMtome と Multi SEM によるコネクトー

ム研究が進み 13)、ドイツでは SBEM と Multi SEM によるマウス全脳の再構築が試みられて

いる 14)。これらの装置は日本にも導入されており（東京大学、慶応大学、生理学研究所、OIST）、

今後の活用推進が必要である。 
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個体レベルでの顕微鏡イメージングでは、米国やスイスで数～10 ミリ四方の広範囲や離れ

た２視野を同時に観察できる二光子レーザー顕微鏡が開発され 15)、日本でも同様の試みがな

されている。米国では超音波レンズを使ったボリューム二光子レーザー顕微鏡などの技術革

新も起こっている 16)。米国の Inscopix 社からは、自由行動下の小動物の脳深部からのイメ

ージングが可能な超小型の内視鏡システムが販売されている 17)。Ca2+感受性タンパクは日本

でも改良が進んでいるが、米国（Janelia 研究キャンパス）の GENIE 計画は組織的開発と

して注目に値する 18)。一方、膜電位感受性タンパクは時間分解能が活動電位に近づきつつあ

るが、まだ in vivo 実験には実用的でない（米国）19)。 

光を用いた神経活動の操作を可能とする光遺伝学技術については、米国（スタンフォード

大学など）を中心として、さまざまな波長、興奮抑制、機序、応答性を示す分子が次々に開

発されている 20)。光遺伝学的な G タンパク共役型分子（ドイツ）や Ca2+チャンネル（日本、

韓国）も報告されている。霊長類では化学遺伝学的な DREADD 法が選択されることが多い。 

多点電極による多細胞記録、ホールセル記録、傍細胞記録などの電気生理学的技術は、ス

パイクを検出する時間分解能では断然優位であるものの、技術革新が滞っていることは否め

ない。ただ、米国 Intan 社の安価で良質な多チャンネル増幅チップが出現し 21)、スパイクデ

ータの解析リソースも規格統一され 22)、多細胞記録が普及しやすい環境が整ってきた。 

光と電極以外の脳機能読み出し技術としては、MRI・PET の高度化が求められる。小動物

の MRI に関しては、米国では 15～21 テスラの超高磁場 MRI を利用した多核種（13C, 17O, 

23Na, 31P）の脳代謝イメージング 23)、ドーパミンなどの神経伝達物質イメージング 24)、超時

空間分解能（50 ms、50 μm）の脳機能イメージング 25)、神経トレーシング 26)など、高精度

に脳活動や神経結合を可視化する新技術が出現している。欧州も超高磁場 MRI を有し、フ

ランスでは神経活動の直接的な計測法 27)、ドイツでは毛細血管レベルでの脳機能イメージン

グの開発を進めている 28)。日本でも小動物用に沖縄科学技術大学院大学（OIST）の 11 テス

ラ装置、霊長類用に理化学研究所 脳科学総合研究センター（BSI）の 9.4 テスラ装置など

が導入され、高精度脳機能イメージングが開始されつつある 29)。中国では超高磁場装置の研

究例は少ないが、香港大学では７テスラ装置を使った研究が活発である 30)。韓国では最先端

の超高磁場装置を有する研究所が設立された 31)。 

一方、小動物の PET については、米国では空間分解能の理論的限界（0.6 mm）に近づき 32)、

アルツハイマー病や脱髄疾患などの診断を目指したプローブの開発が進んでいる 33)。ドイツ

では MRI と PET の同時計測装置が開発されている 34)。日本でも理化学研究所など複数の研

究機関で、マウス・ラットやマーモセットを使用し、精神神経疾患の診断に向けた分子プロ

ーブを開発する PET 研究が進んでいる 35)。中国では高エネルギー物理研究所が PET 装置を

開発し、中国の 10 以上の大学に設置されている 36)。韓国も MRI と PET の融合装置の開発

を進めている 37)。 

 

（２－３）システム神経科学 

システム神経科学研究は、各脳部位の情報表現様式を明らかにしようとする主にマカクザ

ルを用いた電気生理学的研究と、その情報表現と動物の行動との因果関係を解明しようとす

る神経活動の介入・操作研究によって発展してきた。近年は、この因果関係を調べるための

光遺伝学や化学遺伝学の手法がげっ歯類を中心に開発された。例えば、特定の細胞種や神経
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路をターゲットにした神経回路選択的な活動操作が可能になった。特にこれまでは、運動機

能や恐怖条件づけなど、比較的単純なげっ歯類の行動をターゲットにした神経回路活動操作

実験が行われ、これらの行動を制御する神経回路基盤が明らかにされてきた。最近は、より

高次な認知機能（行動抑制 38)や注意 39)など）をターゲットにした研究も見られるようになっ

た。 

上述した光遺伝学・化学遺伝学的手法を用いた研究のほとんどは、げっ歯類を対象に行わ

れてきた。近年は、ヒトと同じ霊長類であるマカクザルでもこれらの手法の開発が進んでお

り、光遺伝学による細胞種特異的 40)・神経路特異的 41)な活動操作が可能になりつつある。現

在のところ、これらの手法の適用は眼球運動系や視覚系に限られているが、今後、霊長類で

特に発達した前頭前野や大脳基底核が担う高次脳機能（意思決定や作業記憶など）をターゲ

ットにした神経回路活動操作研究が進むものと推測される。 

脳の情報表現を明らかにしようとする電気生理学的研究でも新しい展開が見られる。ここ

数年来、報酬価値や意思決定に関わる脳内情報表現についての研究が多く行なわれている。

その中でも、近年、霊長類が持つ“社会性”をターゲットにした研究が注目されている。こ

れらの研究では、他個体と共に社会的行動を行なっているマカクザルの脳から神経活動を記

録し、社会性に関わる脳内情報表現の理解が進みつつある 42-44)。 

ヒトを対象にしたイメージング研究では、従来から行なわれている脳機能局在や情報表現

についての研究とは異なり、安静時脳活動計測やグレンジャー因果解析などを用いて、非侵

襲的にヒトの神経回路機能を理解しようと試みられている 45)。 

 

（２－４）脳機能の全容解明を目指した大規模プロジェクト 

2013-2014 年より、米国においては The Brain Research through Advancing Innovative 

Neurotechnologies (BRAIN) Initiative46)、EU においては Human Brain Project (HBP)47)、

日本においては Brain Mapping by Integrated Neurotechnologies for Disease Studies 

(Brain/MINDS)29, 48)と呼ばれる脳科学研究の大型プロジェクトが相次いで開始された。これ

らのプロジェクトの共通する特徴は、（１）脳情報の読み出しや制御に関係する革新的な技術

の開発を目指すこと、（２）脳全体の構造や機能のマップを作成することで、全脳レベルでの

脳機能の解明を目指すこと、（３）脳の理論や計算機科学を活用した融合型研究を目指すこと、

（４）得られた脳に関するデータを公開し、精神・神経疾患の克服に活用すること、といった

点にある。個々の研究者のボトムアップ的な努力のみでは脳という複雑な臓器全体の機能解

明は難しく、ヒトゲノムプロジェクトの発想に近い、トップダウン型で国際連携にも重点を

置いたプロジェクトを実施することが、脳の理解を飛躍的に進めるためには不可欠である、と

いう共通の認識に基づいている。米国の BRAIN Initiative は技術開発、EU の HBP は計算論

に基づいた脳のモデル化、日本のBrain /MINDSは霊長類モデルを活用したマップ作成 49, 50)、

というそれぞれの特色を生かしつつ、これらのプロジェクトが緊密な国際連携を行うことが、

このような大型研究の成功には不可欠であり、現在そのような努力が行われている。 

（３）注目動向 

・ グリア細胞、血管、末梢神経系などを含む生体環境という観点から捉えた脳の研究、脳
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と他臓器の相互作用の研究は多くの研究者の注目を集め、新規の学際領域として発展し

つつある。 

・ 脳内の機能分子の機能・構造連関を解くためにはクライオ電子顕微鏡による分子構造解

析が必須であり、極めて激しい国際競争が行われている。 

・ 個体深部イメージング、超解像顕微鏡技術の開発、さらに計測範囲の広域化・多領域化、

計測装置の小型化など、脳の構造と機能のイメージングに関連した技術開発が活発に行

われ、注目を集めている。 

・ Ca2+プローブ、光遺伝学、ゲノム編集、ウイルスベクターなどの分子生物学的ツールの

開発は、今後も急速に発展する見込みである。国際競争は極めて熾烈であり、裾野への

普及も早い。 

・ 小動物用の MRI や PET のイメージング技術は欧米アジアともに政策的な支援のもとで

多様な新技術が開発されている。 

・ 光遺伝学技術によるマウスの海馬や周辺領域の神経回路活動操作により、記憶の神経メ

カニズムについての理解が大きく進展した 51-54)。 

・ ヒトと同じ霊長類であるマカクザルを対象にした光遺伝学・化学遺伝学技術の開発が進

展しつつあり 40, 41, 55)、霊長類が持つ高次脳機能の神経回路基盤についての理解が進むも

のと期待される。 

・ 他個体と共に社会的行動を行なっているマカクザルから神経活動を記録し、霊長類が持

つ社会性の神経基盤を明らかにしようとする試みが進んでいる 42-44)。 

・ 主要先進国で脳機能の全容解明を目指した大型の脳研究プロジェクトが次々と立ち上

がり、さらにこのような国家プロジェクト間の連携を強化することも提唱されつつある。 

（４）科学技術的課題 

・脳とそれを含む個体の内部環境の相互作用を解析する研究の重要性は認識されている

が、このような研究を可能にする計測技術はまだ発展段階にある。光音響技術などの新

しい計測モダリティーが必要とされる。 

・ 神経回路の構造と機能を調べる計測技術は日進月歩の進化を遂げているが、肝心の小動

物の行動実験系の開発が世界的に遅れている状況である。小動物の行動課題は厳密性に

欠ける例が少なくない。神経科学と動物心理学や動物行動学との学際的協働が必要であ

ろう。 

・ 日本が得意とし、神経科学の主流にあった電気生理学は停滞気味である。しかし潜在的

な研究者数は保たれており、各機関に実験設備や環境が十分に整備されている。生理学

のビッグデータ化と人工知能（深層学習）が組み合わさると、脳情報の解読技術にブレ

イクスルーが生じる可能性がある。 

・ マカクザルを含む霊長類動物モデルにおいても光遺伝学・化学遺伝学技術の開発が進展

しつつある。しかし、げっ歯類に比べて利用可能なツールは極めて少なく、霊長類が持

つ高次脳機能の神経回路基盤についての理解は遅れている。霊長類動物モデルにおける

神経回路活動操作技術の早急な開発が望まれる。 

・ うつや統合失調症などの精神疾患モデル動物がげっ歯類を中心に作成されているが、ヒ
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トに近縁な霊長類動物モデルの作成は大きく遅れている。精神疾患の霊長類動物モデル

を作成し、基礎研究から臨床研究への橋渡しをおこなう拠点の整備が望まれる。 

・ 脳機能の全容解明を実現するには大規模なデータを蓄積し、その効率的な利用を行うた

めのデータハンドリングの技術が必要とされるが、まだ要素技術の開発の段階にある。 

（５）政策的課題 

・ 神経科学は学際的研究の成否がカギとなるため、実験生物学者を中心として心理学研究

者と理論系研究者が対等に参加する共同研究を実現することが望ましい。そのためには、

同一研究機関や同一研究室に異分野の研究者が共存し、学際的な人材育成が可能な研究

制度の整備が理想的である。 

・ 近年、人工知能研究が急速に進展し、自動車の自動運転技術など、我々の生活を大きく

変える新たな技術の開発が進んでいる。その中で、ヒトが持つ“知能”を生み出す脳を

対象にした神経科学研究は、たとえば視覚皮質階層構造のディープラーニングへの応用

など、人工知能研究に大きな刺激を与えてきた。人工知能研究と神経科学研究の融合を

さらに進め、大きなイノベーションを生み出すためにも、新たなファンディング制度や

産官学連携の枠組みの確立が待たれる。 

・ ヒトの経済行動を神経科学的視点から理解しようとする神経経済学が欧米を中心に進

んでおり、マーケティング分野などへの応用が期待されている。しかし、我が国では、

このような産業応用に近い神経科学関連研究分野を発展させるためのファンディング

制度の整備が遅れている。 

・ 脳機能の全容解明を実現するには大規模データの保管、処理、公開を行うためのインフ

ラが必要とされる。我が国では多くの大規模プロジェクトが５年程度の時限付きのもの

であり、恒久的なデータの蓄積、処理、公開を行うための仕組みが存在しない点は大き

な問題となっている。 

（６）キーワード 

チャネル、受容体、シナプス、神経回路、認知機能、行動実験、光遺伝学、カルシウムプ

ローブ、ウイルスベクター、可塑性、記憶、学習、報酬価値、意思決定 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 基礎研究 ◎ → 

・大学と研究機関に人材と研究リソースがバランスよく配置され、他国で

は維持しにくい脳科学研究に必須の生理学的解析技術などが高い水準に

ある。これに比例して、脳機能生理学的研究は世界をリードしている。 

・融合的研究の展開に必要な研究グループの形成が日本独自の班研究制度

（特定領域研究、新学術領域研究）によって培われてきた。 

・脳の重要な機能分子のノックアウト動物に関する多面的な解析によっ

て、顕著な業績が多数出ている。 
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・脳の全容解明プロジェクトが立ち上がり、霊長類の脳神経回路に重点を

置いた研究プロジェクトとして国際的に認知されている。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

・脳の基礎研究を基にした精神・神経疾患の診断や治療の新規手法開発に

は、脳機能の理解がまだ不十分である。日本に限らず基礎と臨床の間の

「死の谷」を埋めるための戦略が不十分である。 

・一方で国内の製薬企業は脳関連の創薬に対して欧米の企業よりも積極的

であり、産官学の連携を強化することで今後の展開が期待できる。 

米国 

基礎研究 ◎ → 

・分子細胞レベルからシステムレベルの研究まで層の厚い研究が実施され

ており、新技術の開発とそれを活用した研究の展開をきわめて効率よく

実現する体制が整備されている。 

・公的な研究資金に加えて、財団などからの多額の出資によって作られた

脳研究に特化した研究所(Allen Institute, Janelia Farmなど)が、技術開

発やデータベース作成のハブ機関として機能している。 

応用研究・ 

開発 
◎ → 

・製薬会社自体が持つ研究所が大規模かつ能力が高く、基礎研究からその

応用までの過程が円滑に進むシステムが整備されている。 

・研究環境が整備されている一方で、脳関連の創薬は成功する確率が低く、

中枢神経系の創薬を企業の研究開発の項目に入れることが企業の投資家

からの評価を下げる傾向にある。このような市場からの圧力を受けやす

い点は脳関連の創薬を推進する上で負の効果を与えている。 

欧州 

基礎研究 ○ → 

・神経系の研究については伝統ある研究室が多く、高い研究レベルが維持

されている。 

・ドイツでは研究の主力が大学から研究所に移ってしまい、国際的な研究

と若手育成の間に乖離が生じている。 

・ 社会的な要因から霊長類を用いた脳研究を行うことが困難になりつつある。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

・世界的に大きな影響力を持つ製薬企業が存在し、脳関連の創薬について

も実績を持つ。一方でアメリカと同様に脳関連の創薬については市場か

らのネガティブな評価が存在する。 

中国 

基礎研究 △ ↗ 

・基礎脳研究については大型の投資が行われ、上海などに脳研究のハブと

なる研究所を設置、米国などから優れた研究者の引き入れを積極的に行

っている。その結果、インパクトの大きな研究成果が発信される例が急

増している。 

・霊長類の遺伝子組み換え技術を活用して、ヒトの精神・神経疾患のモデ

ルを霊長類で作成する試みが積極的に行われており、成果も出つつある。 

応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

・人口の多さを活用して、精神・神経疾患のゲノム研究においては圧倒的

な強みを発揮している。臨床研究や治験においても同様に臨床データを

効率良く短期間で集める試みが開始されており、今後の急速な発展が予

想される。 

韓国 

基礎研究 △ ↗ 

・脳の基礎研究は特定の分野で世界的な成果を挙げているが限定的であ

り、研究者の層は比較的薄い。 

・大型の脳研究プロジェクト（総額約340億円）の立ち上げが2016年５月

に発表された。 

応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

・精神・神経疾患の診断治療法への展開を目指した研究開発は積極的に行

われ、国からの支援も得られている。 

・研究者の層が薄いために、全体としての生産性は高いとは言えない。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.１.５ 老化科学 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

老化・寿命の機構ならびに制御の基本メカニズムの解明を目指した研究の推進、および、

加齢に伴う生理機能の減退ならびに老化関連疾患の発症機構の解明を目指した研究を推進す

る。これらにより老化に伴う機能障害、ならびに加齢疾患の発症を予防、あるいは遅延する、

すなわち、健康長寿の実現を目指す研究領域である。我が国は世界に冠たる長寿国を達成し

たが、健康長寿の達成には至っていない。その背景として我が国では、これまで臨床応用を

指向した老化疾患研究は行われてきたが、基礎老化研究の振興とその成果に根ざした応用研

究を総合的に支援するプロジェクトが行われて来なかったことが挙げられる。結果として、

我が国の老化・寿命研究は大きく立ち遅れ、科学的な応用開発も滞り、さらに老化研究者を

育成する機会も得られなかった。よって、我が国の老化研究を発展させるには、本領域を牽

引する研究者を育成しつつ、老化・寿命制御の基本メカニズムの解明を目指した基礎老化研

究を推進することが肝要である。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の動向 

老化は高齢者の機能障害や疾病発症の最大のリスクファクターである。老化の進行には遺

伝的背景と共に生活習慣や環境因子が大きく関わる。言葉を変えれば、老化や疾患の制御が

可能であることを示している。少子高齢化は先進国のみならず、途上国においても急速に進

むと推定されている。加齢関連疾患の治療、高齢者の介護支援は国家にとって大きな経済的

負担を招く。よって、老化を遅延し、健康寿命の延伸を目指す研究は 21 世紀の最重要課題

である。最近の進展、世界の動向を記載する。 

 

（２－１）老化、寿命制御の基本メカニズムの研究 

１）食餌制限による寿命制御研究  

1930 年代から、食餌制限の代表的手法としての摂取カロリーの制限（カロリー制限）がほ

乳類の加齢に伴う疾患発症頻度を低下させ、寿命を延伸することが知られていた。その後、

米国を中心としてげっ歯類を用いた研究が続けられていたが、1980 年代後半からアカゲザル

を用いた長期研究が開始され、カロリー制限は、サルにおいても、マウスと同じような生理

学的変化を引き起すと報告された。次いで、2009 年、2012 年の中間報告において、Wisconsin

大学国立霊長類研究所 1)は、カロリー制限はサルの寿命を延伸し、脳の萎縮や糖尿病などを

軽減すると報告し、一方、米国国立老化研究所 (NIA)2)は、カロリー制限によって癌や糖尿病

の発症を遅延できるが寿命は延伸しないと報告した（研究条件の相違が指摘されている）3)。

重要な点は、両者共、カロリー制限が加齢に伴う老化を基盤とした疾患を抑制できることを

示唆したことである。この点に関しては、最近様々なマウスの系統におけるカロリー制限効

果の詳細な解析から、カロリー制限が必ずしも寿命を延長させるとは限らないこと 4)、しか

し、マウスの系統や性別を超えて加齢に伴う健康状態の改善はもたらすこと 5)、が明らかに

なってきており、カロリー制限の効果がこれまで考えられてきたよりも複雑であり、ヒトへ

の応用がそう単純にはいかないことが指摘されつつある。また、食餌制限の他の手法である
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断続的飢餓（断続的絶食）が、様々な生物種で老化の遅延と健康寿命の延伸を引き起こすこ

とが示されている 6)。なお、カロリー制限並びに断続的飢餓の有益な効果に関わる遺伝子群

は、下等動物からヒトに至るまで保存されている（後述）。 

２）進化的に保存された長寿遺伝子の研究 

1980 年代末から、老化、寿命の分子遺伝学的研究が始まり、酵母や線虫、ショウジョウバ

エのみならず、マウスやラットにおいても単一遺伝子の変異による寿命の延伸が報告された

（長寿命遺伝子）。この発見を契機として米英を中心に、その分子メカニズムが解明され、イ

ンスリン／インスリン様成長因子シグナル伝達系、mTOR シグナル伝達系、そしてサーチュ

インの３つが、進化的に保存された重要な老化・寿命制御系として確立されるに到っている。

なお、最近の線虫における研究から、老化・寿命の制御におけるオートファジーの重要性、

さらにはタンパク質の安定性に関わるシグナル伝達機構に関心が集まりつつある。また、臓

器•組織間の連関による老化・寿命制御の基本メカニズムの解明を目指した研究が非常な勢い

で進展している。 

３）老化・長寿遺伝子と食餌制限に共通するシグナル 

実験モデル動物を用いて、食餌制限効果の分子メカニズムの解明が進められ、インスリン

やインスリン様成長因子シグナル、その下流に位置するフォークヘッド型転写因子やストレ

ス応答に関連する転写因子が浮かび上がり、さらに SIRT1 による FOXO1 の脱アセチル化を

介した活性化、AMP キナーゼによる mTOR の抑制なども見いだされ、食餌制限シグナルと

長寿命遺伝子シグナルの重複が明らかにされた。また、これらの分子は、ヒトの寿命との相

関も指摘され、現在では、酵母や線虫からヒトまで、進化的に保存された老化・寿命制御機

構が存在すると考えられている。この可能性を確認するために、NIA は米国内の３施設で、

非肥満者に対して 25％カロリー制限を行なう第２相臨床試験を開始している 7,8)。 

４）老化制御の中枢、統合的な老化を担う機構 

老化は個体の統合的な現象であり、その統合的制御を担う機構の解明が次の課題であった

が 2013 年に Dongsheng Cai9)、Shin-ichiro Imai10,11)のグループが、哺乳類における老化・

寿命の制御中枢が、脳、さらに言うならば視床下部に存在すると報告し、老化・寿命制御研

究に新たな突破口を開いた。今後は老化・寿命の制御に関わる神経ネットワーク、ホルモン

や分泌性因子を巡ってしのぎを削ることになるであろう。 

５）老化•寿命研究のための新しい動物モデル 

老化•寿命研究においてこれまで用いられてきた、酵母、線虫、ショウジョウバエといった

モデル生物は、上記のような進化的に保存された老化•寿命制御系の同定を可能にし、研究の

進展に大きな役割を果たしてきた。しかしながら、これらのモデル生物では、ヒトの老化•

寿命の特徴、また老化関連疾患の特徴を完全には捉えきれない、という明らかな難点がある。

一方、マウスやゼブラフィッシュといった脊椎動物モデルでは、実験期間の長さ、また研究

にかかるコストの問題（特にマウス）が指摘されていた。これらの問題を解決していくため

に、新たにモデル生物として開発されたのが、African Turquoise killifish（Nothobranchius 

furzeri）という、アフリカ原産の魚である。Killifish の寿命は、研究室内で飼育されている

もので、４～６ケ月と短く、さらにヒトに見られるような老化形質、また老化関連病理を示

すことが知られている。この killifish を老化の新しい動物モデルとして開発し、全ゲノムの

解析、遺伝子操作の技術などを樹立したのが、スタンフォード大学の Anne Brunet のグルー
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プである 12)。 

一方、naked mole rat（ハダカデバネズミ）と呼ばれるげっ歯類も、地下に巣穴を掘り、

社会生活を営むという特異な生活形態、また最長で 30 年以上という長寿から、老化•寿命研

究のユニークなモデル生物として注目を集めている。例えば、ハダカデバネズミの fibroblast

は、高分子量のヒアルロン酸を分泌し、これがハダカデバネズミのがん耐性を担っているこ

とが明らかにされている 13)。 

 

（２－２）老化に伴う変化、加齢疾患の要因 

我が国における老化研究の大部分は、老化現象、老化疾患に関する研究である。なお、最

近では、老化そのものを老化関連疾患の基盤として捉え、新たな突破口を見いだそうとする

動きが世界的に強まってきている。 

１）酸化ストレスと老化、老化疾患 

国内外の長年にわたる研究によって酸素による細胞、分子レベルにおける傷害が老化や疾

患の発症の重要な要因であることが示されてきた（特に米国では、1980 年代から酸化ストレ

ス防御に対する多額の研究費が投入された）。下等動物では、活性酸素による障害の増強は寿

命を短縮し、抗酸化能力を上げれば寿命が延長する。一方、高等動物では、酸化ストレス障

害を増強しても典型的な老化疾患様症状を示さない。また、抗酸化能力を増強しても（健康）

寿命を延伸できない。つまり、抗酸化ストレスによって高等動物の老化遅延や健康寿命の延

伸をもたらす戦略は再考の必要がある。とはいえ、酸化ストレスが各種臓器の慢性炎症をも

たらし、様々な加齢疾患の基盤となっていることを示す多くの事実がある。活性酸素の発生

にともなう防御機構の増強（ホルミシス効果）、活性酸素種のシグナル伝達物質としての重要

性、慢性炎症、SASP との関連など新たな視点から酸化ストレスの意義を捉え直す必要があ

る。 

２）細胞老化、老化細胞研究の新展開 

細胞は一定の分裂増殖後、不可逆的に分裂を停止する。この分裂寿命を規定している因子

の解明は細胞老化研究の中心課題であったが、テロメア長の短縮が分裂停止の要因であるこ

とが明らかにされた。老化細胞の蓄積が個体老化の要因と考える細胞老化仮説については、

テロメア長を維持する酵素のノックアウトマウスの解析結果など紆余曲折があったが、テロ

メアによる細胞老化シグナルを担う p53 の持続的活性化マウスが早老症を示すことや、テロ

メア長、p53 の機能とヒト加齢関連疾患の発症との相関解析から、個体老化における細胞老

化の寄与が見直されている。 

一方、老化細胞を巡って大きな進展があった。細胞に過度な DNA 損傷が起こり、修復不

可能な状態が生じるとアポトーシス、あるいは細胞老化をおこす。最近、老化細胞は生体内

で長期間存在し続け、加齢と共に体内に蓄積すること、老化細胞は炎症性サイトカイン、ケ

モカイン、増殖因子などを分泌していることが明らかになった。この現象を

Senescence-Associated Secretory Phenotype (SASP)とよぶ。加齢に伴い蓄積する老化細胞

は SASP 因子を介して周囲の細胞の傷害、発がんなど多様な加齢性変化をもたらす可能性が

考えられている。さらに最近、老化細胞を体内から除去することによって、少なくとも中間

寿命を延長させることができることが報告された 14)。 

３）慢性炎症と老化、老化疾患 
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酸化ストレス、DNA 損傷、炎症性サイトカインなどをはじめとする様々なストレスの蓄

積によって細胞老化が誘導され、生じた軽微な炎症が組織の維持に悪影響を及ぼし、さらに

老化を促進し、炎症が遷延、慢性炎症が生じ、さらに老化を促進させるという悪循環がおこ

り、老化、加齢変化が進行する。この炎症と老化の関係から『Inflammaging』の概念が生

まれた。炎症は、本来、外的、内的ストレスに対する基本的な防御機構であるが、老化に伴

って持続遷延する Inflammaging の分子機構の解明は今後の課題である。 

 

（２－３）老化を遅らせ、寿命をのばす創薬研究 

１）カロリー制限模倣物質、長寿遺伝子活性化物質 

米国を中心にカロリー制限の効果を模倣する物質の探索、老化や寿命制御の鍵となる分子

を活性化し、ヒトの健康寿命を延伸する化合物の探索が進められている。既存の薬剤を含む

化合物、植物などからの抽出物、新規化合物を対象に、NIA が研究者から提案された化合物

についてマウスの寿命を延伸するかどうかを試験している 15)。Rapamycin（免疫抑制剤）、

Acarbose（糖尿病治療薬）などがマウスの寿命を有意に延長するが（第２相臨床試験実施中）、

注目の Resveratorol は延長効果がなかった。 

２）抗老化創薬ベンチャーの活発な動き 

米国では抗老化創薬を目指したベンチャー企業が相次いで設立されている。中でも、

Google の出資によって設立された California Life Company（Calico）16,17)、Craig Venter

らによって設立された Human Longevity Inc.（HLI）18)が注目される。設立されて間がない

ため、方向性は明らかでない。 

一方、従来からの応用・創薬ベンチャーの活動も精力的に継続されている。例えば、サー

チュイン、特に SIRT1 の small chemical activator の開発、また哺乳類において寿命延長効

果を示すラパマイシンの誘導体（ラパローグ）の開発、さらにはミトコンドリア由来、ある

いは特定の組織由来の新規ペプチド性分泌因子を抗老化創薬のターゲットとするベンチャー

企業、また老化過程で減退する NAD 合成を補正しうる NAD 合成中間体を用いた抗老化創

薬を目指すベンチャーなどが注目されるところである。 

 

（２－４）最近の注目すべき動向 

米国において、Targeting Aging with Metformin (TAME) trial と呼ばれる臨床研究が開

始された 19,20)。これは、糖尿病治療薬として 60 年以上使われてきているメトフォルミンを

用いて、がん、心血管疾患、ならびにアルツハイマー病のような神経変性疾患などの老化関

連疾患の発症を遅らせることができるかどうか、また、健康寿命を延伸させることができる

かどうか、を調べるための研究である。この研究は、米国 FDA に老化そのものが創薬の標

的となることの考慮を促すために計画され、Albert Einstein College of Medicine の Dr. Nir 

Barzilai によって統括されている。American Federation for Aging Research（AFAR）が、

この臨床研究を支援している。TAME によって、老化過程そのものが薬物によってコントロ

ールできる可能性が開かれるかもしれない、として大きな期待を集めている。 

一方、日本においては、こうした創薬を追求する方向性とは若干異なり、食品中に含まれ

ている、あるいは体内に内在している物質を用いて、老化過程をコントロールする試みが開

始されている。2016 年７月より、慶應義塾大学医学部と米国ワシンントン大学医学部（セン
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トルイス）の国際共同研究プロジェクトとして、NAD 合成中間体の一つである nicotinamide 

mononucleotide （NMN）の第１相臨床研究が開始される。この試みは、日本における老化

研究の重要性に対する認識の高まりと相まって、省庁からもその成果が注目されている。

NMN は将来的に、創薬として開発される可能性もあると同時に、機能性表示食品のような

非創薬の形で、一般に供給されるようになる可能性が期待されている 21)。 

日本では長らく NIA のような国家的ファンディングによる大規模な取り組みは行なわれ

てこなかった。すなわち、健康寿命の延伸を掲げているにもかかわらず、それに向けた研究

開発への投資は限定的で、応用・創薬研究においても、日本は最先端から大きく水をあけら

れているのが現状である。しかし、2016 年５月 23 日付で、文科省の基礎•横断研究戦略作

業部会において、日本における「老化研究の方向性について」大局的な方針が打ち出され、

さらに６月２日には「ニッポン一億総活躍プラン」と「日本再興戦略２０１６」における閣

議決定において、「老化メカニズムの解明等を進める」こと、また「高齢社に特有の疾患の解

明や老化•加齢の制御についての基礎研究の推進」を行うことが閣議決定となった。また、

2017 年度より、我が国においても AMED を中心に老化関連の大型プロジェクトの開始が予

定されている。今後、日本において、老化•寿命研究が大きく進展していくことが期待される。 

（３）科学技術的課題 

１）基礎老化研究の重点化 

我が国においては、従来、酵母、線虫、ショウジョウバエなどの下等モデル生物を用いた

老化研究は人間の老化を反映するものではないとして軽視されてきた。しかし、米国におけ

る老化研究の成功はこれらのモデル生物を用いた研究に端を発しており、その成果に立って、

現在、マウス、サル、ヒトなどを用いた研究に重点がシフトしつつある。我が国においては、

これらの研究を総合的に進め、早急に研究基盤を確立し、世界の老化・寿命研究に太刀打ち

できる体制を確立すべきである。日本は世界に冠たる長寿大国であるにもかかわらず、老化・

寿命の基本メカニズムの解明にほとんど貢献していない。我が国が迎える超高齢化・少子化

社会の問題を考えれば、老化・寿命研究を推進し、健康長寿社会を世界に先駆けて実現する

ことは焦眉の急であり、最先端の老化・寿命研究に立脚した抗老化方法論を開発しなければ

ならない。また、高齢者を対象とする精神科学的・社会科学的アプローチも欠かせない。よ

って、特に、(a) 老化・寿命の基礎的研究の推進、(b) 加齢疾患の発症を抑え、あるいは遅延

する先制医療研究、(c)基礎研究の成果を新しい治療法開発に結び付ける橋渡し研究、併せて

(d)老化生命科学研究と連携した高齢者の行動・社会心理科学的研究の推進を重点課題として

設定すべきである。 

２）次世代の老化・寿命研究者、リーダーの育成を目指す革新的プログラムの推進 

我が国においては、老化・寿命研究の最先端において世界的なリーダーシップを取れる次

世代研究者の育成が、何をおいても重要であり、直ちに取りかからねばならない。現在の日

本では、「アンチエイジング」というキャッチフレーズのもとに一般の人々を惑わす言説ある

いは出版が横行している。こうした状況を改善するには、世界的なリーダーシップを発揮で

きる老化・寿命の研究者が、緻密な科学研究に基づいた正しい情報を社会に発信していくこ

とが重要である。世界的なリーダーシップをもった一流の、かつ科学者としての正しい倫理
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観をもった研究者を、例えば大型のプロジェクト研究を通じ、早急に育成し、対処しなけれ

ばならない。 

３）研究施設の設立 

世界は競って老化研究所を設立、重点化を加速している（下記、国際比較参照）。上記１）、

２）の目的を達成するには、内外の有為の人材を集めて一流の基礎老化・寿命研究を行うた

めの研究拠点（研究所）を設ける必要がある。なお、これまでの我が国の研究施策の影響に

より、本領域のリーダーシップをとれる人材は限られている。よって、思い切った関連分野

の研究者の登用と海外で活躍しているリーダー研究者の招聘によって、研究推進と若手研究

者の育成を推進しなければならない。また、世界の老化・寿命研究拠点との密接な提携、人

材交流を活発化し、最先端の情報を常に共有する体制を築く必要がある。さらに、設立した

研究拠点を中心に国際学会などを定期的に開催し、学生、大学院生、若手研究者が、世界最

先端の老化・寿命研究にふれる機会を増やす必要がある。一方、超高齢化社会を目前にした

我が国にとっては、設立した研究拠点に産官学の共同研究を推進する部門を設けて、科学的

基盤に立脚した抗老化研究・開発を推進することも重要である。 

（４）政策的課題 

１）老化・寿命研究予算の飛躍的拡大 

当該領域の研究費については米国が突出している。2013 年、NIH はその総研究費（約 2

兆円）の４％にあたる約 870 million ドル（約 880 億円）を NIA2) を介して老化・寿命研究

を対象に支援し、採択された総研究プロジェクトは 1,785 件にのぼった。我が国は長らく老

化・寿命研究に特化した大型プロジェクトが行なわれてこなかったが、2017 年度より AMED

を中心に大型プロジェクトの開始が予定されている。当該プロジェクトの進捗を精査しつつ、

適宜、より多くの研究者を巻き込むかたちで研究規模の拡大を図るべきであると考えられる。 

２）老化研究の特徴を考慮したファンディングシステム、多施設共同研究体制の確立 

老化・寿命研究、老化疾患の研究は長期的解析、個体レベルの解析を必用とする。また、

施設毎の実験環境の影響を受け易い。よって、これらを考慮した研究支援体制、すなわち、

線虫、ショウジョウバエなどの短寿命モデルを用いた研究からマウス、サル、ヒトによる研

究までを一貫して長期的、統合的に支援・推進する体制を確立しなければならない。その理

由は次の通りである。 

（i）サル、ヒトなどの老化研究には国家戦略による長期的、継続的サポートは不可欠 

（ii）NIA のサル、ヒトのカロリー制限研究のように複数の機関による同時解析が必須 

（iii）抗老化創薬には、シーズ開発を推進する多様な老化研究プロジェクトが必要であり、

マウスなどの個体老化／加齢関連症状の長期的解析を可能とする研究支援が不可欠 

（５）注目動向 

１）注目すべき科学的動向 

・ 酵母や線虫からヒトまで、進化学的に保存された老化や寿命制御機構の存在が示唆され

た。この可能性をヒトで確認するために、米国３施設で、25％カロリー制限を行なう第
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２相臨床試験を開始した 7)。 

・ 哺乳類における老化・寿命の制御中枢が脳、視床下部に存在するとの２つの独立した報

告があった。 

・ ミトコンドリアの呼吸機能制御遺伝子の適度の機能・発現制御が長寿命化をもたらすこ

とが報告された。つまり、ミトコンドリアに特異的に作用し、呼吸鎖を制御する分子は、

抗老化物質として期待できる。 

・ 老化細胞から分泌される SASP 因子によるがん化、加齢関連疾患の発症が示唆された。

また老化細胞の除去によって、中間寿命が延長されることが報告された。 

・ 軽微慢性炎症と老化、加齢関連疾患の関連を示す Inflammaging の概念が提案された。 

・ 米国において Targeting Aging with Metformin（TAME） trial が、また日本において

は、nicotinamide mononucleotide（NMN）の第１相臨床研究が開始された。 

・ African turquoise killifish などの、老化•寿命研究のための新しい動物モデルが注目さ

れつつある。 

・ 老化・寿命研究に特化した技術ではないが、最近の開発、発達した技術として、（1）コ

ンピュータ技術、（2）ゲノムシークエンス技術、（3）質量分析技術、（4）分子の超微構

造解析技術、（5）個体イメージング技術、（6）組織・臓器の超微３次元構造解析技術、

（7）iPS 技術、（8）オルガノイド形成技術、（9）遺伝子改変マウス作成の簡易技術、（10）

人工ウイルス、（11）人工細菌作成技術、（12）宇宙開発による無重力環境下での実験技

術、などの進歩が老化研究全体を加速するものと期待される。 

２）学会、コンファレンスの開催など 

・ 2013 年に韓国で国際老年学会が開催され 4,000 名が参加。開会式に副大統領し、国を

挙げて推進。 

・ 2012 年に東京で初めて老化・寿命研究に特化した Keystone Symposium が開催され、

２回目の開催が企画されている。 

・ 2015 年には、サーチュインの生物学をトピックとした Keystone Symposium、老化・

寿命研究に焦点をあてた Gordon Conference を開催。 

・ 日本抗加齢医学会は 2013 年時点で 7,810 人まで急増、アンチエイジングが喧伝されて

いる 22-24)。 

・ 日本の基礎系、臨床系の学会を通して、老化・寿命研究に対する興味は近年非常に高ま

っている。 

・ 老化・寿命のサイエンスにフォーカスした総説集 25)、基礎老化研究の成果がまとめられ

た 26)。 

・ 2017 年５月に横浜において、Keystone Symposium on Aging and Aging-Related 

Disease が、また７月にはスイスにおいて Gordon Research Conference on Biology of 

Aging が開催される。 

３）研究所の設立 

・ 米国で Google の出資によって Calico が設立され、Craig Venter らにより HLI が設立

された 17, 18)。 

・韓国でサムスンが大規模な老化研究所を設立 27)。国立老化研究所の設立を予定している。 

・ 蘇州に Cold Spring Harbor Conference Asia が設立され、基礎研究のシンポジウム
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「Molecular Basis of Aging and Disease」が 2013 年 9 月に開催され 28)、基礎老化シン

ポジウムが隔年開催の予定である。 

・ 2007 年、マックスプランク老化研究所が設立され、高名な３名のディレクター、Linda 

Partridge, Adam Antebi (Baylor College of Medicine, Houston, TX) , Nils-Göran 

Larsson (Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital, Stockholm)が基

礎研究を推進 29)。 

（６）キーワード 

カロリー制限、食餌制限、寿命遺伝子、インスリン様成長因子、サーチュイン、視床下部、

酸化ストレス、SASP、Inflammaging、アンチエイジング、抗加齢医学、健康寿命、老化関

連疾患、TAME、NMN 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ ↗ 

・ 老化研究を標榜する機関としては国立長寿医療研究センター、東京都健

康長寿医療センター研究所、東北大学加齢医学研究所がある。疾患研究

が中心であり、規模は十分でない。新規老化研究拠点の設立、既存の研

究機関の抜本的な改革が不可欠。 

・ 老化の基礎研究を支える財政サポートが極端に乏しい現状（文部科学省

科研費、厚生労働科学研究費ともに「老化の基礎研究」が柱として存在

しない）では研究レベルの維持も困難な状況にある。 

・ 1981 年に発足した日本基礎老化学会の規模は小さい 22）。一方、1997

年以来、日本分子生物学会、生化学会などにおいて、個体老化、細胞老

化に関連するシンポジウムなどが毎年開催され、多数の聴衆を集めてい

る 23)。さらに 2012 年に東京で初めて老化・寿命研究に特化した

Keystone Symposium が開催され、大成功を収め、２回目が企画されて

いる。また、昨年、日本で初めて老化・寿命のサイエンスにフォーカス

した総説集が発行され、非常に高い売れ行きを示した。これらは研究者

の潜在的興味の高さを示している。 

応用研究・
開発 

○ ↗ 

・ 認知症関連の研究開発は高い社会ニーズ、政策対応の必要性から、複数

の企業が国研、大学などと連携して研究を進めているが、その研究支援

の不確実性を含め、米国、欧州と比較して十分な研究体制とは言えない。 

・ 日本抗加齢医学会は急速に拡大しているが、実験研究者とは言えない業

界関係者が多く含まれており、科学的事実に基づく抗老化研究の担い手

となりうるかかが課題。 

・ 認知症などの創薬研究については上記。一方、「アンチエイジング」と

いうキャッチフレーズのもとに、一個人の体験を敷衍しただけのよう

な、科学的基盤に全く立脚していない方法論など、一般の人々を惑わす

言質、出版が横行している。 
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米国 基礎研究  ○ ↗ 

・ 1974 年に設立された NIA、大学（フロリダ、ルイジアナ、シアトル）

の老化研究センターが老化研究を展開。40 年前に組織された南カリフ

ォルニア大学老化研究教育センターが米国で最初に「老年学」の学位を

出し、「老年学」が独立分野として認識された。我が国では病院に「老

年科」は存在するが、基礎系では「老化学」が独立して定着していない。 

・ NIA によって研究所内プログラム、所外プログラムに分けて研究費を配

分するファンディング制度が確立している。NIA の年間予算は、約１千

億円でこの数年間は推移している。研究予算は 900 億円程度。人件費も

含まれており、単純比較はできないが、日本や欧州各国に比較して格段

に大きい。基礎研究の重視、黎明期の研究を支える体制は素晴らしく、

出口主義を基礎研究にも課している我が国とは明らかに異なる。 

・ Ellison Medical Foundation30）は多年にわたり、米国の主だった老化・

寿命研究者を援助してきた。Glenn Foundation For Medical Research

は老化・寿命研究へ資金援助、代表的な大学・研究機関に Paul F. Glenn 

Laboratories31）を設置し集中的な支援を行っている。 

 
応用研究・
開発 

◎ ↗ 

・ NIA が 2004 年より研究者から提案された各種薬剤、化合物のマウスの

寿命の延伸効果を解析する Interventions Testing Program を主導して

いる。 

・ サル、ヒトにおけるカロリー制限研究が長期にわたり行なわれている。 

・ 基礎研究から臨床応用研究への橋渡し研究が政策的に支援されている。 

・ 関連する法律や規制の対応も、社会の理解、周知レベルの迅速化をもた

らし、アルツハイマー関連、寿命分野で着実な成果を上げている。 

・ 生活習慣病予防の延長線上で健康寿命の延伸を見据えた栄養食品開発

を活発化させている。社会への普及に伴い、開発の賛否両論が顕在化し

ている。 

・ 抗老化創薬を目指したベンチャー企業の相次ぐ設立。中でも Google が

設立した Calico、Craig Venter らによって設立された HLI は注目すべ

きである。ただし、設立されて間がなく、研究・開発の方向性は明らか

でない。しかし、Calico は老化・寿命のサイエンスにおける”Bell La-

boratories”を実現することを目指しているとのことであり、今後注目度

の高い会社になると思われる。 

欧州 

基礎研究 ◎ ↗ 

・ 英仏独には先進的な老化研究者が多い。ロンドン大学 Health Aging 研

究所は David Gems を筆頭に極めて高水準の老化・寿命研究を続けてい

る。オランダのライデン大学の老化研究組織が高齢者の脳イメージング

など、多角的に老化脳研究を牽引。アムステルダムの自由大学では１万

人を超す長期縦断研究を展開。イタリアのボローニャ大学の Prof. An-

tonello Lorenzini はサマースクール形式で欧州各国からの若手研究者

への系統的な老化研究指導を始めている。 

・ 有力専門誌；Aging Cell は英国解剖学会誌。古典的、伝統的な学会が老

化研究を推進している。 

・ Max Planck Institute for Biology of Ageing が 2007 年設立され、国際

的に評価が高い３名の研究者がディレクターとして就任し、基礎研究を

牽引している 29）。 

・ 英国、ドイツ、イタリアにおけるミトコンドリア（エネルギー代謝）、

認知症や免疫老化、細胞老化とがん抑制分野の研究は他の欧米諸国に比

べても顕著であり、成果も高い。とりわけ基礎老化研究の根幹を支える

細胞から個体レベルの研究水準が極めて高い。 

応用研究・
開発 

○ → 

・ 製薬企業、栄養関係の臨床応用開発は上昇傾向にある。 

・ ネスレ食品、アボット関連の開発研究は規模も研究支援も我が国より遥

かに大きい。 

・ 腸管免疫系（感染予防）、創傷治癒、サルコペニア予防などに対する栄

養介入研究に特に秀でた活動があり、成果につながると期待される。 

産業化 ○ → 
・ 国研、大学において基礎老化研究を中心に成果をあげた研究者の企業側

の受け入れ態勢が充実している。 
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中国 

基礎研究  ○ ↗ 

・ 全体のレベルは低いが、Zhongjun Zhou の早老症研究 32)、Jing-Dong 

Jackie Han のシステムバイオロジー33)などの高いレベルの研究者がい

る。 

・ 蘇州に建設された Cold Spring Harbor Conference of Asia では、基礎

研究のシンポジウム「Molecular Basis of Aging and Disease」が 2013

年 9 月に開催され、隔年開催の予定 28）。 

・ 国を挙げて、欧米の優れた研究者を主要大学の「教授」として招聘し、

インパクトを上げる戦略を進めており、アジアにおける基礎研究のイニ

シアチブを得ようとする意気込みはここ数年目立つ。基礎老化研究にお

いても日本、韓国、さらには台湾も含めたコンソーシアムの中で自国の

研究水準を高めようとしている。東京都健康長寿医療センターや長崎大

学を中心に積極的な交流を図っている。 

応用研究・
開発 

△ ↗ 

・ 成果面から判断するのは困難。しかし、大学、研究所関連での積極的な

海外人材登用の積極性からも上昇傾向であると考えるべき。 

・ 中国企業から日本の研究者に対して、漢方薬成分の分析と臨床応用など

の提案（研究費）があるが、実体が不明である。 

・ 産業化に向けた企業の動きは、外資系企業の積極的誘致を含めた計画が

進み始めたが、まだ成果に結びついていない。 

韓国 

基礎研究  ○ ↗ 

・ 1990 年代に老化学会が組織され、酸化ストレス、細胞老化などの研究

が行なわれてきた。研究水準は活動・成果とも顕著とは言えない。しか

し、学部や大学院を米国で過ごす若手が多く、成功した研究者が帰国し、

独立しており、全体の底上げ感が強い。 

・ 国立老化研究所を設立する計画が進んでおり、老化の基礎研究が進むと

予測される。 

・ 老年学会では社会科学系、基礎生物学系を組織し、国家重点研究領域に

設定。 

・ 2013 年、国際老年学会が開催され 4,000 名の参加者があった。開会式

の来賓には大統領が参列、サムスンが大きな支援をし、国を挙げて老化

研究を推進している 34）。 

・ 日韓の基礎老化学会が毎年、相互の年会に交互参加して情報交換をして

いる。 

応用研究・
開発 

○ ↗ 

・ 研究開発面では美容面（皮膚、酸化ストレスなど）に偏った傾向がみら

れる。 

・ 認知症を含め神経変性疾患についての研究も国際学会などで散見され

るが、臨床応用への道は現在のところ、活発な活動としては見えてこな

い。 

・ サムスン老化研究所は IT-aging を掲げており、生物学的な老化研究に

留まらず、サムスンの本業である IT 関連技術の活用を目指している 27)。 

・ 老化の基礎研究をシーズとした産業が国家レベルで進んでいる印象は

乏しい。 

 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

産業化フェーズ ：量産技術・製品展開力のレベル 

（註2）現状  

※我が国の現状を基準にした相対評価ではなく、絶対評価である。 

◎：他国に比べて顕著な活動・成果が見えている、 ○：ある程度の活動・成果が見えている 

△：他国に比べて顕著な活動・成果が見えていない、×：特筆すべき活動・成果が見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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31) Glenn Foundation For Medical Research,“THE GLENN CENTERS FOR RESEARCH IN 

AGING”http://glennfoundation.org/ (2017 年 2 月アクセス) 

32) The University of Hong Kong,“Principal Investigators: Professor Zhou, Zhongjun”,  

http://www.biochem.hku.hk/research/zzhou/ (2017 年 2 月アクセス) 

33) Shanghai Institutes for Biological Sciences,“Han, Jingdong”,  

http://sourcedb.cas.cn/sourcedb_sibs_cas/yw/rck/201105/t20110509_3129696.html (2017 年 2

月アクセス) 

34) International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG),“2013 Seoul Congress”, 

http://www.iagg.info/sub06_01_2013%20Seoul%20Congress.php (2017 年 2 月アクセス) 
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３.１.６ 微生物叢（マイクロバイオーム）の科学 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

常在細菌叢（フローラ）の組成とそれが持つ遺伝子を解析し、その破綻がいかなる疾患・

健康被害をもたらすかを理解することで、健康維持や疾患治療に応用する研究領域。フロー

ラに含まれる有用微生物の可能性を探索するとともに、従来のプロバイオティクスの利用可

能性拡大も目指す。フローラの差異に着目することで、より精緻な疾患のサブグループ化の

実現も期待できる。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

【研究開発領域の概要】 

ヒトゲノムプロジェクト開始前には、ヒトは 10 万個以上の遺伝子を持つと予想されたが、

実際にはショウジョウバエとほとんど変わらない２万個しか持たないことが明らかになった。

しかし、ヒトマイクロバイオームプロジェクトが進むと、ヒトは 10 万個よりももっと多く

の遺伝子を実は体内に有することが分かってきた。すなわち、腸内細菌の遺伝子である。腸

管における細菌数だけでもヒトの細胞数を超えており、それらが持つ遺伝子数は 10 万個を

上回ることが明らかになっている。常在するファージなどのウイルスを含めると、この数は

さらに多いと予想される。腸内細菌は全体として、腸内細菌叢（マイクロバイオータ：gut 

microbiota）あるいは腸内フローラ（gut microflora）と呼ばれ、通常ヒトでは約 1,000 種類

の細菌種（species）が含まれている。マイクロバイオータやフローラが、菌叢に含まれる様々

な「細菌種」を意識した言葉であるのに対し、マイクロバイオーム（Microbiome）は、菌叢

が全体として保有する「遺伝子」あるいは「機能」を意識して用いられる用語である。腸内

フローラはビタミンや必須アミノ酸の生成、難分解性多糖の代謝、有害代謝産物の解毒、病

原体に対する生物学的防御バリア、腸管の分化誘導など、宿主の生理や健康維持に対して非

常に大きな役割を果たしている。すなわち宿主は、腸内フローラの働きに大きく依存する形

で進化してきたと考えられ、ノーベル賞受賞者である Joshua Lederberg は、宿主と腸内フ

ローラは１つの超有機体（superorganism）であると提唱した 1)。 

腸内フローラの理解のため、2008 年から米国で開始されたヒトマイクロバイオームプロジ

ェクト（Human Microbiome Project : HMP）と、欧州中心の MetaHIT プロジェクト

（Metagenomics of the Human Intestinal Tract）は、特筆すべき成果をあげた。これらのプ

ロジェクトでは、ヒト腸内フローラから細菌 DNA を抽出し、フローラに含まれるすべての

細菌のゲノム塩基配列を次世代シークエンサーで直接解読する、いわゆる「メタゲノム解析」

が行われた。その結果、腸内フローラが保有する遺伝子数は、全体で数十万〜数百万個とヒ

トの約２万個を遥かに超えることが明らかとなり、予想を大きく上回る多彩な機能をもつと

想定された。 

腸内フローラは一つの「臓器」として働いており、その不全は、様々な慢性疾患の原因・

増悪因子となりうることがわかってきた。実際、メタゲノム解析から、腸内フローラの異常

（菌の構成異常）が、慢性炎症性腸疾患（IBD）、慢性関節リウマチ、喘息、２型糖尿病、肥

満、非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）、移植片対宿主病、肝硬変、自閉症など様々な全身
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性疾患において観察されている。また、ワシントン大学の Jeffrey Gordon らが、肥満のヒト

の便を無菌マウスに投与し、肥満が腸内フローラによって伝搬することを報告している 2)な

ど、異常フローラが疾患と単に「相関」するだけではなく、「原因」となることも明らかにさ

れてきた。こうした疾患に関連する異常フローラは「dysbiosis」と呼ばれ、構成菌種の「多

様性の減少・単純化」「炎症誘発性細菌の定着・増加」「菌叢構成の不安定」などが特徴であ

り、腸内フローラ全体として機能的に劣った細菌構成になっている。それに対し、健常者の

糞便投与（便移植）が、dysbiosis を起こしたフローラを改善し、難治性偽膜性腸炎が極めて

効果的に改善・治癒したという無作為抽出試験が発表された 3)。この便移植の有効性は、

「dysbiosis がある種の疾患の原因となる」ことを示すと同時に、「腸内フローラは操作可能で

ある」と明確に示した proof of principle と言える。こうした事例から、ヒト腸内フローラに

関する研究は大きな注目を集める生物学的研究分野へと急成長している。 

 

【研究開発領域の詳細な説明】 

腸内フローラの研究は、1950 年代、嫌気培養法を用いた培養研究から本格的に始まった。

腸内細菌の嫌気性培養技術の発展には、わが国の細菌学者の大きな貢献があった。しかし、

腸内細菌の多くはゲノムサイズが小さく、増殖にあたっては宿主に大きく依存しているため、

in vitro での培養が非常に困難な「難培養菌」である。また、菌の単離培養に基づく生化学

的性状による分類だけでは、腸内フローラ全体を俯瞰するには至らず、その解析には限界が

あった。これに対して 1980 年代に、PCR 法などの分子生物学的手法を用いた、培養に依存

しない研究手法が導入された。すべての細菌は 16S リボソーム RNA 遺伝子（16S rRNA 遺

伝子）というタンパク質合成に関わる必須遺伝子を持つ。16S rRNA 遺伝子には、ほとんど

の細菌がもつ共通配列領域が有り、この領域にプライマーを設定し、菌種によって多様な領

域を挟む形で PCR を行い、増幅された PCR 産物をシークエンスすることで、サンプル内に

いかなる菌種が存在していたのかがわかる。これを「16S 解析」と言い、今日最もよく用い

られている細菌叢解析法である。さらに培養法、16S 解析に続く第 3 の方法として 1998 年

頃から提唱されたのが、「メタゲノム解析」である 4)。メタゲノムとはサンプル中の全細菌集

団からその DNA プールを抽出・純化し、細菌叢に含まれるすべての細菌のゲノム塩基配列

を直接読むものである。すなわち、細菌叢全体の「遺伝子情報」を収集する解析法である。

しかし、当時のシークエンサーではあまりにも時間と費用を要し、腸内フローラの細菌種の

構成、個人差、年齢差、具体的な遺伝子数とその機能、などの基本的な疑問に答えることも

困難であった。その後、ロッシュ 454 GSFLX、イルミナ GA、MiSeq、HiSeq、PacBio な

どの次世代シークエンサーが相次いで開発され、シーケンシングコストの低下、long read

解析が可能、解析スピードの圧倒的な向上などにより、メタゲノム解析研究は急速な広がり

をみせた。 

健常者あるいは疾患に関連する細菌叢をメタゲノム解析し比較するには、効率良く多数の

被験者からサンプルを収集し、データ解析を行う必要がある。それには多施設共同の大規模

共同研究が必要である。そこで、2004 年頃から世界で議論が開始され、米国においてヒトマ

イクロバイオームプロジェクト（HMP）が、そして欧州においては MetaHIT が、2008 年

にそれぞれ開始された。 

米国 HMP は、米国 NIH（National Institute of Health）主導で総額約２億ドル、８カ年
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計画として 2008 年に立ち上がった 5)。第一期 HMP（2008 年～2012 年）では、健常者成人

の、気道、皮膚、口腔、消化器系および膣からサンプルを採取し、マイクロバイオームゲノ

ムリファレンスデータセットを収集し、最大級の「健康な遺伝子カタログ」作成を目標とし

た 16S 解析およびメタゲノム解析が進められた。HMP では単にシーケンス解析を行うだけ

ではなく、パイプラインとよばれる計算機ツールの開発も進められた。このために、データ

解析・調整センター（Data Analysis and Coordination Center：DACC）6)が設立され、解

析ソフト・サンプリングプロトコル・リファレンスゲノムを HMP メンバーで共有し、配列

解読・データ取り込み・統計解析を「中央化」する体制が整えられた。また DACC はマイク

ロバイオームのデータをグループ共通の情報源とするため、倫理的・法的関連事項を整備し、

得られた統合データセットを、即座に公共のデータベースに公開する方針をとっている。こ

れまでに、健常者成人 300 名の 15（男性）あるいは 18（女性）の部位から採取されたサン

プルのマイクロバイオーム解析が行われ、非常に大きなゲノムリソースが構築され、約 500

万個の遺伝子が「カタログ化」された 7)。この解析で明らかとなった１つの主要な結果は、

構成細菌種は個人差が大きいが、フローラ全体としてもつ遺伝子の潜在的な代謝能力に個人

差はあまりないということである。さらに第二期 HMP（2013 年～2016 年）では、クロー

ン病、潰傷性大腸炎、小児炎症性腸症候群、新生児壊死性腸炎、食道腺がん、肥満、などの

各疾患に関連づけられたマイクロバイオームの特性を評価するため、フローラと宿主の両方に

関する生理学的特徴の「統合的データセット」作製を目指した研究が進められた。HMP の最

終年度である 2016 年、米国ホワイトハウスは、「National Microbiome Initiative（NMI）」8)

と題して、約 120 億円を 2016 年と 2017 年の国費から支出し、さらに大学・企業に対して

合計約 400 億円をマイクロバイオームに関する研究に支出するよう要請した。すなわち合計

500 億円以上がマイクロバイオーム研究に投入されることになり、まさに国家を挙げての体

制がとられている。 

欧州では MetaHIT（Metagenomics of Human Intestinal Tract）が 2008 年に発足し、4

年半で公的資金（European Commission）1,140 万ユーロを含む計 2,120 万ユーロ（28 億

円）を投資し、比較的小規模な研究体制でありながら、多くの成果をあげている 9)。このプ

ロジェクトでは中国と欧州の協力体制のもと、８カ国の 14 研究・産業機関からの 50 名以上

の研究者からなるコンソーシアムが形成され、特に腸内フローラに関するマイクロバイオー

ム解析が推進された。この結果、124 名の欧州人からの糞便 DNA サンプルをシークエンス

し、アセンブルし、330 万の遺伝子カタログを得ている 10)。また、定量的メタゲノム解析法

を開発し、例えば、ヒト集団が腸内フローラ組成に基づいて３つのグループ（エンテロタイ

プと名付けた）に分類できることを報告している 11)。エンテロタイプは、Baeteroides タイ

プ、Prevotella タイプ、Ruminococcus タイプに分けられ、この３タイプは地域に依存せず

存在することが示されている。また MetaHIT では、炎症性腸疾患、２型糖尿病、肥満、肝

硬変などの疾患患者の便サンプルをメタゲノム解析し、遺伝子カタログを作成している。い

ずれの疾患においても dysbiosis が観察され、全体として保有する遺伝子数が減少し、機能

的に劣った菌の構成となっていることが示された。疾患それぞれにdysbiosisの特徴が有り、

関連する細菌種と遺伝子が存在することが明らかとなり、それら遺伝子の将来的なバイオマ

ーカーとしての活用が期待されている。現在、MetaHIT はフランス政府によってサポート

される MetaGenoPoliS プログラムへ引き継がれ、健康と疾患に関連するマイクロバイオー
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ム解析が継続して行われている 12)。 

国際協力の取り組みとしては、2008 年に The International Human Microbiome Con-

sortium（IHMC）13)が設立された。これは、腸内細菌研究を各国で散発的に行うのではなく、

一定の基準、条件の下でデータ取得を行い、共通データベースを構築することで、国際協力

による研究の効率化を高めることを目的としている。わが国からは、服部正平氏（早稲田大

学）が中心となって設立した Human MetaGemone Consortium Japan (HMGJ)14)が参加し

ており、さらに、服部正平氏（早稲田大学）、大野博司氏（理化学研究所）、Todd Taylor 氏

（理化学研究所）が IHMC の steering committee member となっている。 

この様な世界的大規模プロジェクトの成果もあり、世界経済フォーラムが 2014 年の「新

興技術トップ 10」の１つに、「ヒトマイクロバオーム治療薬」を挙げている 15)。マイクロバ

イオーム研究は、健康・医療戦略の観点からも非常に注目されていると言える。腸内フロー

ラ改善としては、乳酸菌やビフィズス菌と言ったいわゆるプロバイオティクスが古くから用

いられてきた。しかしプロバイオティクスとして用いられている細菌種は、ヒト腸内フロー

ラから単離されたわけではない、または腸管ではマイナーな存在である場合が多く、通過菌

であるため一時的にしか定着しない。さらにその「単独」投与では dysbiosis の特徴である

多様性の減少・単純化を補うには至らず、臨床上の有効性が十分に確認されたものは少ない。

こうした状況下で有望視されたのは、健康なヒトの便をそのまま投与する「便移植」である。

難治性偽膜性腸炎のように、無作為抽出試験によって便移植の有効性が明らかになった疾患

もあり 16)、便移植関連の学術論文数および登録臨床試験数はここ最近、急増している。2012

年には、米国マサチューセッツ工科大学（MIT）の研究者らが非営利組織 OpenBiome を設

立し 17)、簡便に、安く、安全に、便移植を行えるよう糞便バンク構築を目指しており、現場

での体制は整いつつある。dysbiosis の特徴が多様性の減少であるため、多様な菌が大量に含

まれる便そのものを用いることは、ある意味理にかなっていると言える。しかし便移植は、

病原体が含まれる危険性が有り、長期的には別の疾患（特に感染症）の発症を高めるかもし

れないというリスクがある。このため米国食品医薬局（Food and Drug Administration：FDA）

は、「便」は「New drug」と捉えるべきであり、便移植の実施には、新薬治験許可申請

（Investigational New Drug Application：IND）が必要であると勧告している。FDA は、よ

り好ましい方法として、便の中で中心的な役割を担っている有効な菌種、もしくはそれに由

来する生理活性物質を同定し、便移植に代わるような治療法の開発を推奨している。 

こうした状況を受けて、米国 Seres 社は、健常人糞便をエタノール処理した SER-109 を開

発した。SER-109は、第一相臨床試験において、Clostridium difficile菌感染による腸炎に

対して極めて高い治療効果を示し、FDAの「Break through therapy」として期待された。し

かし SER-109 は、第二相試験において効果が見られず、その開発は現在中断されている。そ

の原因は、SER-109 が結局は便移植と大きく変わらず、その中身を十分コントロール出来な

い（ドナーとなる便の状況に大きく依存しており、それを確実にコントロールする方法がな

い）ことによると考えられる。 

米国 Synlogic 社は、独自の技術を用いて、細菌が周囲のアンモニアやフェニルアラニン濃

度を検出して遺伝子の発現が誘導される様に仕掛けをした細菌の作製に成功している。それ

らを高アンモニア血症や高フェニルアラニン血症治療に、臨床応用しようとしているが、そ

れらはやはり遺伝子組換細菌と言うことから、ヒトへの応用にはハードルが高いと考えられる。 
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以上のように、世界的な大規模マイクロバイオーム研究が進められているにも関わらず、

病態悪化の原因となる菌種や、逆に病態改善へとつながる causative な菌種を同定できた例

は殆どなく、菌株として治療へ応用出来ている例は見当たらない。それは、細菌の単離・培

養研究が進んでいないことに大きな要因があると考えられる。すなわち、メタゲノム解析に

よってマイクロバイオーム全体を俯瞰する大規模研究を、データ駆動型のトップダウン戦略

とすれば、個々の細菌種を単離し、培養やマウスへの投与によってその実験データを一つ一

つ獲得して行くボトムアップ戦略が不足していると考えられる。例えば、感染症で原因微生

物を特定する際には、病巣から微生物を分離し、分離した微生物を動物に感染させて同じ病

気を起こせるかどうかを検討するのが定石である。一方、腸内細菌叢研究は、情報収集が先

行し、構成する菌種の多くは未分離未培養のまま取り残されており、それぞれの特徴付けが

なされておらず、「Cause and Effect 関係」が明確ではない状況にある。しかも、わずか１

種類の病原菌で発症する感染症とは異なり、腸内細菌叢の生理機能は複数の細菌種からなる

コミュニティーとして発序されることが多い。それにも関わらず、どの細菌種の組み合わせ

が機能的コミュニティーとしての最小単位を構成しているのかは、いまだほとんどわかって

いない。さらに、糞便中の菌群は容易に検体を採取できるため比較的解析が進んでいるが、

小腸などの生体内部や粘膜表層のようにサンプル採取自体が難しい部位の菌叢はほとんど手

付かずである。病態悪化の原因となる菌種や、逆に病態改善へとつながる鍵となる働きをす

る菌種を同定し、機能的腸内細菌菌株コミュニティーを理解して行けば、新たな疾病対策・

治療開発に結びつく可能性が高いといえる。 

 

【国内の動向】 

潰瘍性大腸炎、クローン病、多発性硬化症、肥満、糖尿病、高脂血症、喘息、アトピー性

皮膚炎、はすべて右肩上がりで患者数が増加している疾患である。特に、潰瘍性大腸炎、ク

ローン病、多発性硬化症は、厚生労働省の難病指定となっており、医療費助成の対象となっ

ているが、今後このまま患者数が増加すれば、助成基準の厳密化や難病指定からの除外を考

慮せざるを得ない状況も考えられ、社会問題となっている。ここ数年来、ゲノムワイド関連

解析（Genome Wide Association Study: GWAS）が盛んに行われ、疾患に関連する多数の遺

伝子 SNPs が明らかになっている。しかしこのような罹患者数の漸増が、遺伝的要因が増加

したためとは考えにくく、外的要因、とくに腸内フローラの変化の関与が強く疑われている。

実際、海外の大規模メタゲノム解析によって、上記いずれの疾患にも、dysbiosis が見られる

ことが報告されている。腸内フローラは、食生活によって容易に変化する。近年の生活習慣・

食生活の変化によって日本人のフローラが大きく変化し、疾患感受性に影響を与えている可

能性が示唆されている。 

日本人の腸内フローラは、例えば乳酸菌やビフィズス菌が多く、また海藻の多糖類を分解

する酵素を保有する細菌種が存在するなど、独特の特徴があることが知られている。その為、

マイクロバイオーム研究を医療や健康科学に応用する際、欧米のデータをそのまま利用でき

ない事が予想され、海外プロジェクトとは一線を画した、わが国独自のマイクロバイオーム

研究が必要である。しかしマイクロバイオーム領域において、特にメタゲノム解析において、

わが国は欧米に大きく遅れを取っている。わが国でも 2005 年当時、黒川顕（東工大、現遺

伝研）、服部正平（東大、現早大）、林哲也（宮崎大、現九大）らが中心となって Human 
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Metagenome Consortium Japan（HMGJ）が立ち上がり、日本人 13 人の腸内マイクロバイ

オーム解析が行われ、その結果が 2007 年に報告されている 18)。その後、個々の研究者が個

別にサンプル収集と解析を行っている状況が続いた。そのような中、2016 年 3 月に

JST-CRDS から戦略プロポーザル「微生物叢（マイクロバイオーム）研究の統合的推進～生

命、健康･医療の新展開」19)が刊行され、わが国がトップダウンで推進すべき、マイクロバイ

オーム分野の研究開発戦略のあるべき姿が提言された。その後、2016 年 4 月に AMED の新

規 CREST／PRIME／LEAP 領域「微生物叢と宿主の相互作用・共生の理解と、それに基づ

く疾患発症のメカニズム解明」（平成 28～34 年）が開始され、他にも大型のファンディング

が官民ではじまっている。さらに、このような動きと協調する形で、製薬企業を中心とした

企業コンソーシアムの設立も進んでおり、解析の標準化および成果の応用展開における役割

が期待されている。 

わが国の「菌の単離培養技術」は世界的な定評がある。腸内フローラ研究の主体が「菌の

単離培養に基づく生化学的性状による分類」であった時代より、光岡知足博士らによる先駆

的培養法の確立など、わが国における腸内フローラ研究は世界をリードしていた。それら培

養技術は、大学・研究所あるいは企業において、分散した比較的小さな研究コミュニティー

として受け継がれており、全体として充実した単離菌株ストックライブラリが存在している。

また、1968 年に日本無菌生物ノートバイオロジー学会が発足しているように、わが国には無

菌マウス、ノトバイオートマウス作成維持における長年の技術蓄積がある。理化学研究所・

統合生命医化学研究センターには現在約 50 台の無菌アイソレーターが設置され、活発な研

究が展開されている。海外でも大学や企業で無菌マウス飼育施設が配備されているが、微生

物の混入事故がしばしば起こるなど、無菌マウスの維持が容易でない。これに対し、わが国

の施設では、そのような事故はほとんど見受けられず、高い技術水準にある。 

微生物叢と宿主（ヒト）の「相関関係」解析からさらに踏み込んで、詳細な「因果関係」

の理解を進め、微生物叢の制御・治療技術を開発する取り組みがみられる。これまでの研究

から、微生物叢は多種多様であるが、例えば宿主（ヒト）相互作用において鍵となる微生物

や生理活性物質はある程度絞られることがわかっている。このことから、ある表現型を指標

として、関連性が強く示唆される微生物集団をノトバイオート技術によって絞り込み、その

菌の培養へ挑戦する、というアプローチが非常に有効である。そして、わが国はこのアプロ

ーチにおいて、独自の手順を確立した世界トップレベルの技術を有するといえる。例えば、

本田賢也氏（慶應義塾大・教授）は、ノトバイオート技術を用いたスクリーニングにより、

インターロイキン-17 を高産生する Th17 細胞を特異的に誘導するマウス腸内細菌としてセ

グメント細菌を同定した 20)。セグメント細菌は、世界でもわが国のヤクルト中央研究所とフ

ランスのパスツール研究所だけが単離していた菌であった。また、同様の技術を用い、免疫

系恒常性維持に重要な役割を果たしている制御性 T 細胞（Treg 細胞）を特異的に誘導する、

クロストリジア属細菌種をマウスおよびヒトで同定することに成功している 21, 22)。この Treg

細胞誘導性ヒト便由来クロストリジア属 17 菌株カクテル（VE202）に関する特許は、2015

年に Vedanta Bioscience 社を介して Janssen Biotech, Inc.へ総額 2 億 4100 万ドルで導出さ

れた。今後 Janssen Biotech によって、潰瘍性大腸炎に対して VE202 に関する臨床試験が

行われる予定である。本臨床試験が成功した場合、特定の生理機能を指標として単離した菌

株による初めての臨床応用例となり、上述の SER-109 よりも優れた Transformative med-
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icine として世界的にも注目されている。一方、理研・大野らは、同研究を発展させ、Treg

細胞誘導性クロストリジアが定着したマウスの腸内容物をメタボローム解析し、酪酸が大腸

Treg 細胞の分化を誘導する分子であることを報告している 23)。先述の AMED の CREST／

PRIME／PRIME のマイクロバイオーム領域では、このようなわが国独自のマイクロバイオ

ーム研究が多く推進され、世界をリードする研究成果の創出が強く期待される。 

＜プロバイオティクス＞ 

現在の最も一般的なプロバイオティクスの定義は、「適正な量を摂取することにより宿主に

有用な作用を発揮する生きた微生物」である 24, 25)。「有用な作用」として、整腸作用（便秘

や下痢の軽減など）、感染症、アレルギー、自己免疫疾患、あるいはさまざまな生活習慣病の

予防や症状の軽減が期待されている。プロバイオティクスは主にこれを含有する食品やサプリ

メントとして広く世界の一般生活者に普及してきた。近年では腸内フローラと健康に関する世

界的な関心の急激な高まりの中で、プロバイオティクス市場はさらに拡大を続けている 26)。多

岐にわたるプロバイオティクスの作用やその作用メカニズムの多くは製品に用いられる菌株

特異的に示されており、科学的証拠のレベルも異なる 27)。それゆえに、プロバイオティクス

の有用性に関する統一的な見解を得ることを困難にしている。将来的に同様の作用メカニズ

ムを有する複数のプロバイオティクス菌株のカテゴリー化も予想されるが、これを達成する

ための課題は多い 25)。 

わが国では、保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品（ビタミン、ミネラル）、機能

性表示食品（平成 27 年４月より制度施行））といった枠組みにおいて、食品の保健機能を個々

の製品について謳うことが可能である。プロバイオティクスについても同様であり、さまざ

まなプロバイオティクス菌株を用いた食品やサプリメントが上市されている。一方、諸外国

における食品の健康強調表示に関する行政の規制は異なる。EU 域では、食品の健康機能を

謳うことは許可制とされており、欧州食品安全機関（EFSA）により個別の許可申請が審査

される。プロバイオティクスについてもすでに多くの申請がなされているが、これまでに

EFSA の審査をクリアしたものは 1 件もない。EFSA の審査基準（ガイドライン）において

強調されている主な点は、適切に実施された複数のヒト臨床研究の証拠が明確に示されるこ

と、および臨床的な効果を説明する作用メカニズム（cause-effect-relationship）が明解に示

されること、である 28)。より最近の改訂版では、いわゆる”disease risk factor reduction”の

考え方が取り入れられている。例えば、疾患と因果関係の明確な risk factor（例えば、抗生

物質誘導下痢症と C. difficile、細菌性膣症と病原菌 Gardnerella など）については、これが

低減されることのみ（すなわち臨床症状の改善を必ずしも示さなくとも良い）での証拠の提

示が受け入れられる、と記述されている 29)。また、米国では、食品の構造・機能に関する作

用を標榜するためのヒト臨床試験実施の際にも、IND（Investigational New Drug：新薬臨

床試験開始届）の申請が必要となっている（FDA のガイダンス：2013 年 9 月）30)。このた

め、本来食品やサプリメントを意図して開発されるプロバイオティクスにおける臨床研究の

実施を極めて困難にしている。これについても、最近の public opinion の調査を受けた改訂

版では、一部食品についての IND 申請の必要性に関する記述が“STAY”（凍結）とされたが、

プロバイオティクスがこの範囲に含まれるか明確に記載されていないところである 31)。この

ように、国際的な規制の状況はさまざまであるが、プロバイオティクスの食品としての有効

性およびその作用メカニズムを適切に訴求するためのさらなる科学的証拠の蓄積は世界的に

共通する今後の重要な課題である。 
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（３）注目動向 

・食とマイクロバイオーム 

食事は腸内フローラに大きく影響を与えていることが明らかになっている。例えば、高

脂肪食や低繊維食、単一の食事は容易に腸内フローラを変化させ、多様性を減少させるこ

とが明らかになっている。また、アフリカ原住民とヨーロッパの子どもでは、食事の違い

（繊維摂取量の違い）によって腸内フローラに大きな違いが見られ 32)、それによってアレ

ルギーなどに対する感受性が異なることが示唆されている。別の研究では、高齢者のマイ

クロバイオームが解析され、特に施設に入所している高齢者において dysbiosis が見られ

ることが報告されている。これは、おそらく毎日似た食事の繰り返しによって、細菌叢の

多様性が失われるためと考えられる。dysbiosis はバリア機能を低下させ、施設入所高齢者

では感染症リスクが高まっていると考えられる。また、バングラデッシュやアフリカにお

ける飢餓・低栄養も、腸内フローラを大きく変化させ、この場合も腸バリア機能を低下さ

せ、感染症リスクが非常に高くなることが報告されている 33)。正しい食事・食糧支援が、

単に栄養問題を解決するだけではなく、フローラ正常化に繋がり、様々な意味で重要であ

ると言うことが再認識され、社会的・公衆衛生的にも非常に重要である。今後、どのよう

な食品・食生活がフローラの機能を向上させ、健康・長寿・疾患治癒に役立つのか、詳細

な検討がなされていくものと考えられる。 

・マイクロバイオームと多臓器連関（メタボローム解析の重要性） 

腸内マイクロバイオームは、腸管局所だけでなく、全身臓器に影響を与えている。例え

ば、腸内マイクロバイオームは全身性免疫系に影響を与えており、遠隔臓器におけるアレ

ルギーや自己免疫疾患に対する感受性を変えることが知られている。喘息、アトピー性皮膚

炎、関節リウマチ、多発性硬化症、I 型糖尿病などにおける dysbiosis も報告されている 34)。

また乳幼児期の抗生物質の使用や食事が、成人してからのマイクロバイオームにも影響す

ることで、免疫疾患に対する感受性を決定することが示唆されている 35)。免疫系以外にも、

脂質代謝や耐糖能制御、精神・脳機能など、宿主の生理活動や健康維持において広く影響

を与えていることが明らかになってきている。例えば自閉症と腸内マイクロバイオーム異

常との関係が報告されている 36)。また、腸内マイクロバイオームは、腸以外の発がんにも

影響を与えることが知られている。例えば、原英二氏（がん研究所）は、高脂肪食とそれ

に伴う肥満が腸内マイクロバイオームを変化させ、二次胆汁酸の一つであるデオキシコー

ル酸の産生能の高い細菌種の増殖を促し、産生されたデオキシコール酸が肝臓における発

がんを促進することを報告している 37)。このような腸内マイクロバイオームの全身への影

響は、多くの場合腸内マイクロバイオームが生み出す代謝産物が重要な働きをする。腸内

マイクロバイオームによって生み出される生理活性を持つ代謝産物を明らかにする目的で、

次世代シーケンサーによるメタゲノム解析と、質量分析機によるメタボローム解析を組み

合わせた、いわゆるオミクス解析による代謝物の網羅的解析が用いられている。メタボロ

ミクスは世界的にも黎明期にあるが、機器の高性能化と優れたパイプラインによって、腸

内マイクロバイオームが生み出す代謝産物カタログが増えつつある。 

・疾患と関連するマイクロバイオーム、疾患バイオマーカーの探索 

疾患と関連するマイクロバイオーム解析から、構成菌種の変化と同時に、特に相関して

変動する菌種と遺伝子が明らかになっている。炎症性腸疾患では、健常者と比べて著しく
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多様性が減少する特徴があり、Faecalibacterium prausnitzii など炎症抑制に関わる菌種 38)

や Coprococcus comes など酪酸産生遺伝子を持つ菌種の減少が見られる。つまり、単一菌

が原因となるのではなく、全体の菌叢構造異常が関与すると考えられている 39)。2 型糖尿

病では、菌種の多様性の減少はそれほど顕著ではないが、菌叢全体の遺伝子において機能

的な dysbiosis が起きることが知られている 40)。肝硬変では、Streptococcus や Veillonella

など通常口腔に定着する細菌種が腸管内で増加しており、膜輸送系の遺伝子やアンモニア

産生に関わる遺伝子の増加が見られる 41)。慢性関節リウマチでは、Prevotella copri の増

加が観察される 42)。この様に疾患と連動して増減する細菌種や遺伝子は疾患バイオマーカ

ーとなるため、その同定とその応用に関する研究が、アカデミアはもちろんのこと企業単

位でも精力的に進められている。また、疾患と関連するマイクロバイオーム研究は、当該

コホートのサイズが大きいほど正確になるため、今後、ますます大規模化していくものと

考えられる。 

・機能細菌の同定とその疾患治療への応用 

宿主に対して特定の機能を有するヒト常在菌種を探索する研究である。たとえばこれま

でに、腸管 Treg 細胞の分化を誘導するクロストリジア属菌 43)や、大腸菌 O157 に由来す

る志賀毒素の上皮障害作用を抑制するビフィズス菌 44)など、宿主にとって有益と考えられ

る菌種が同定されている。一方で、大腸がん粘膜に特徴的に存在する Fusobacterium 

nucleatum45)や Bacteroides fragilis46)など、悪影響を及ぼす細菌種が同定されている。先

の国内動向の項でも述べた様に、機能細菌の同定には、ノトバイオート技術と嫌気性菌培

養技術を組み合わせた解析システムが極めて有効である。すなわち、メタゲノム解析など

データ駆動型のトップダウン的戦略に対して、個々の細菌種を単離培養し、マウスへの投

与によってその実験データを一つ一つ獲得して行くボトムアップ型の研究である。同定さ

れた機能的細菌種・その遺伝子・代謝産物は、疾患と細菌叢の関係や発症メカニズムの解

明、さらには疾患の予防や治療法の開発につながると期待される。 

・バイローム（Virome） 

マイクロバイオームが細菌のゲノム解析を行うのに対して、Virome は常在ウイルスに

関するメタゲノム解析を指す。常在する細菌には、とくにバクテリオファージが多数感染

しており、それらが有する遺伝子は細菌の 10 倍とも言われている。ファージの存在は、

細菌叢の構造を変え、多様性を増加させると考えられる。米国ワシントン大学のグループ

が、双子の子どもとその母親の腸内細菌に寄生しているウイルスのメタゲノム解析を行い、

Virome は遺伝的なつながりに関わらず一人ひとりでユニークなパターンをとっており、

環境によってもほとんど変化せず安定である事を報告している 47)。米サンディエゴ州立大

学のグループは、12 人の被験者から提供された便サンプルに含まれる DNA を解析し、

Bacteroides 属菌に寄生しているウイルスを発見し、「crAssphage（クラスファージ）」と

名付けている 48)。また宿主細胞に潜伏感染するノロウイルスやロタウイルス、アデノウイ

ルスやヘルペスウイルスなどが宿主の常在菌に対する応答性を変化させることも報告され

ており、今後、常在ウイルスと宿主の生理機能や疾患との関連についてさらに研究が進む

ものと考えられる。 

・年代に応じた腸内フローラ制御 

“Developmental Origins of Health and Disease（DOHaD）”（胎芽期・胎生期から出
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生後の発達期における種々の環境因子が、成長後の健康や種々の疾病発症リスクに影響を

及ぼすという概念）が提唱されている 49)。この「環境因子」としての腸内フローラの重要

性が増している。例えば、胎盤や羊水における細菌叢の存在が報告されている 50)。また、

腸内常在性のビフィズス菌が母子間で垂直伝播することも報告されている 51)。乳児におけ

る腸内フローラの形成は生後直後から始まり、いわゆる成人型に安定する３歳ころまで、

急激な変化を遂げる 52, 53)。生後直後の腸内フローラをよりよく制御することが、児のその

後の健康な成長に重要であることは想像に難くない。特に、乳児期間の主たる栄養である

母乳に含有される母乳オリゴ糖の種類の利用能によって腸内に生着するビフィズス菌の種

類が遷移することもわかってきた 54)。プロバイオティクスの介入研究として、2001 年に

Kalliomäki らが、アトピー性皮膚炎の家族歴を有する妊婦による周産期のプロバイオティ

クスの摂取により児のアトピーの発症率が有意に減じた、と報告 55)して以来、同様の多く

の臨床研究が実施されている 56)。 

（４）科学技術的課題 

内在性微生物の応用開発においては、解決すべき技術的課題が多い。 

・ 常在の腸内フローラ構成菌群の主体は偏性嫌気性菌であり、このすべてを単離培養するこ

とは現在に至っても可能ではない 57)。腸内における多様な菌群の相互依存性（共生関係）

などの要素も考慮しなければならない。現在、環境微生物学領域などでは、土壌や海洋な

どに生息する微生物群のシングルゲノム解析のための微生物単離法（マイクロマニピュレ

ーション、マイクロ流路、セルソーターなどを用いる）が工夫されている 58)。腸内微生物

においてすでに確立されている嫌気培養法にこのような技術を付加していくことが、難培

養微生物の単離培養の効率化のために肝心であろう。 

・ 内在性微生物の有効性を示すバイオマーカー（宿主因子および微生物因子）の確立が重要

である。例えば、すでに唱えられている腸内環境改善、腸管運動亢進、腸管バリアの維持、

腸管免疫の調整、などに加えて、新規な有効性訴求ポイントの検討が重要である。微生物

因子においては、菌体の代謝のみならず、菌体構造や成分、さらにはこれに関連する遺伝

的な要素の詳細な解析も必要となる（metabolo-genomics はこの意味で極めて有望な研究

領域である）。加えて、高分子化学領域の技術を用いた有効な菌体構造の再構築や成分合

成なども発展性が高いと考える。宿主因子として、特に発展の目覚しい免疫学的な因子（例

えば自然免疫：自然免疫リンパ球系（ILC1~3）も注目される）の特定が肝心である。腸

管神経系に及ぼす作用の的確なマーカー（例えば、有機酸レセプターなど 59, 60)）も重要と

考える。 

・ 臨床領域でのホットトピックである糞便微生物移植（FMT）の将来像がある。最初に、

C. difficile を病原とする反復性下痢症（CDAD）に対する顕著な有効性が報告 61)されて以

来、FMT は極めて短期間に世界中に広まった。CDAD にとどまらず、現在では腸内フロ

ーラの dysbiosis が関与すると考えられている様々な慢性疾患に対する FMT の有効性が

検証されている。現状は症例ごとにドナーが異なるのが通例であるが、将来的には、個別

の便（正しくは、便懸濁液上清）⇒ 共通便 ⇒ 共通する有効な菌群を含む精製画分 ⇒ 単

離された多種の有効微生物のカクテル、といった方向で移植法が進化するものと考えられ
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る。最終段階で単離された有効微生物の安全性が確立されれば、新規なプロバイオティク

スとして受け入れられる可能性がある。もっと先には、健常な状態でさまざまな疾病予防

のための予防的な腸内フローラ制御法（腸内フローラワクチン）まで進めることが可能か

もしれない。 

（５）政策的課題 

・日本人の正常状態の常在微生物叢データの必要性 

今後の研究において大きな障壁となることが予想されるのは、日本人の正常状態の常在

微生物叢の組成・機能情報を集積した標準データベースの欠落である。個別の疾患研究（特

定の疾患と常在菌の関係の解析）の際、健常人のデータベースとの比較参照が必須となる。

このために、各疾患の発症年齢の違いおよび菌叢が年齢に沿って変化すると言う常在菌叢

の性質から乳幼児から超高齢者にいたる各年代別の、一定数の健常人試料を収集し、解析

する必要がある。日本人独自のマイクロバイオーム解析の必要性を考えると、わが国でも

１万人単位での健常者のレファレンスデータベースの構築が必要である。試料収集では施

設ごとの差異を最小とし、高品質のデータベースを健康診断情報と共に蓄積することが重

要である。また、微生物の個別のレファレンスゲノムデータも重要となり、難培養性微生

物の培養法の確立、微生物バンクの整備も並行して行う必要がある。日本人由来の個別細

菌株のゲノム情報はレファレンスゲノムデータ以外に、外国人由来の同一菌種との比較か

ら水平伝播による日本人に特徴的な機能遺伝子を見つける上にも有効である。例えば、海

苔やワカメの多糖類分解酵素の遺伝子は欧米人よりも日本人に多く所有されており、食文

化が腸内細菌叢の機能獲得と維持に大きく関係することが示唆されている。この際、メタ

ゲノム解析のみならず、一分子リアルタイムシークエンサーを用いた長鎖 DNA 解析法の

開発とそれによる個別の高精度・高品質の微生物ゲノム解析や細菌叢のメチローム解析、

およびそれらのデータベース化も重要である。このような大規模な試料収集と解析、デー

タベース化を個別研究において行うことは非現実的であり、拠点を整備して行うことが適

当と考えられる。 

・長期的視点での支援、研究組織、拠点化、 

マイクロバイオーム研究では、新型シーケンサーを用いた大量の配列データとそのバイ

オインフォマティクス解析、各種の無菌化・ノトバイオートマウスなど一般的には利用さ

れていない特殊な実験動物の作成維持、質量分析器を用いたメタボローム解析などが必要

である。また、解析データ共有のため、サンプル採取、その後のシーケンス解析やサンプ

ル保存法などのプロトコルを統一し、標準化を図る必要がある。HMP の DACCと同様に、

倫理的・法的関連事項も整備する必要もある。これらを我が国として効果的・効率的に推

進するためには、実験型や解析法を「中央化」し研究を加速する、強力で長期的な視点に

立った支援・ファンディングが必要だと考える。そして、微生物学、免疫学、ゲノム科学、

バイオインフォマティクス、メタボロミクス、公衆衛生の研究者、ならびに医師、法律家

などが集結し、先導的なマイクロバイオーム研究組織を立ち上げることが必要である。一

方で、当領域研究で必要な設備を拠点化・整備することで、個別研究が飛躍的に加速され、

様々な疾患に対する微生物叢に着目した新機軸の診断・予防・治療法の開発の加速につな
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がると期待される。 

さらに、このような拠点の整備と新規解析法の開発は、疾患研究の加速のみではなく、

家畜微生物叢の解析は畜産領域、魚類や海水の微生物叢の解析は水産や環境領域、土壌や

植物の微生物叢の解析は農業領域へとつながり、大きな波及効果が見込まれる。また、海

洋環境、極限環境（海底の熱水、極地など）などの解析は貴重な知財を生み出す蓋然性も

高い。このような理由から、微生物ゲノムの包括的・網羅的解析拠点ならびにデータベー

ス拠点の整備事業はライフサイエンスの基盤となる事業であり、国が主導して進めるべき

施策である。 

・食とマイクロバイオーム 

前項で述べた通り、食による腸内マイクロバイオームへの影響は腸内に限らず多岐にわ

たる。食文化や生活科学的側面からの研究も含む多様な切り口からの、マイクロバイオー

ム解析に対する支援も行い、研究領域の裾野を広げることも必要である。2016 年に発足し

た AMED－CREST／PRIME／LEAP「微生物叢と宿主の相互作用・共生の理解と、それ

に基づく疾患発症のメカニズム解明」領域、さらに AMED の「医と食」に関する研究プ

ロジェクト 62)をはじめとした様々なファンディングプログラムを通じ、わが国独自の研究

推進が期待される。 

・プロバイオティクスの有効性に関する科学的証拠の蓄積 

食品の有効性訴求においても、プラセボ対照の２重盲検試験のような高いレベルの証拠

を提供する必要性が認知されている。このため、多数の臨床研究の結果の systematic re-

view やメタアナリシスによる有効性の検証が、いわゆる evidence-based medicine ならぬ

evidence-based application of probiotics のために重要と考えられる。このために、プロ

バイオティクスの基本作用と認識されている腸内フローラや腸内環境の維持・改善

（resilience の維持・改善）について、複数の再現性のある臨床研究の証拠の蓄積が今後の

重要課題である。加えて、臨床的有効性を説明するためのさまざまなプロバイオティクス

菌株の作用メカニズムについての証拠も必要である。また、プロバイオティクスに関する

多くの学術機関が設立されており 63, 64)、これらの科学団体がより緊密な連携の下にグロー

バルな影響力を発揮することが重要である。 

（６）キーワード 

医療、微生物叢、常在菌、ゲノム、感染症、免疫、食事、肥満、代謝、飢餓、dysbiosis、

マイクロバイオーム、フローラ、プロバイオティクス、 メタゲノム、16S、メタボローム 

  



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

157 

俯
瞰
区
分
と
研
究
開
発
領
域 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ ↗ 
・マイクロバイオームと免疫系・発がんに関する研究においては、本文中の

通り、特筆すべき成果が出ている。20-23, 37) 

応用研究・

開発 
△ → 

・便移植の治験が開始されたが、乳酸菌・ビフィズス菌などのプロバイオ

ティックス研究から脱却できていない。 

・企業は乳酸菌・ビフィズス菌などのプロバイオティックスに依然として

大きく依存している。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・NIH Human Microbiome Project によるメタゲノム解析がすすみ、腸内

フローラの全貌が明らかになってきている。 

・国家戦略としてのマイクロバイオーム研究が発展しており、毎週の様に

一流紙にその成果が発表されている。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・機能性細菌種探索やバイオマーカー探索に関するベンチャー企業が多く

立ち上がっている。Seres Health 社（2011 年設立）は重要な微生物群を

選抜する独自アルゴリズム、難治性 C . difficile 感染・代謝疾患・炎症性

疾患に向けた研究開発。Vedanta Biosciences 社（2010 年設立）は Johnson 

& Johnson 社と連携、本田らが同定した微生物カクテルの開発。Second 

Genome 社（2009 年設立）は、Pfizer 社・Johnson & Johnson 社と提携

し、腸内細菌叢と肥満や代謝疾患の関係を検討 65, 66)。 

欧州 

基礎研究 ◎ ↗ 

・MetaHIT プロジェクトの成功のあと、その後継プロジェクトとして

MetaGenoPolis 計画がフランス政府によってサポートされ、2012-2019

年の予定で開始されている 12)。MetaHIT の中心研究者 D. Ehrlich 

(INRA)による研究チームが、健康と疾患に関連するマイクロバイオーム

遺伝子カタログ作製を進めている。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・Enterome67)や Metabogen68)など、MetaHIT プロジェクトに貢献した研

究者によって、機能性細菌種探索やバイオマーカー探索に関するベンチ

ャー企業が多く立ち上がり、10 億ユーロ以上の資金が集まっている。 

・Janssen 社や DANONE 社など、大企業がマイクロバイオーム研究に投

資し、その成果を臨床応用する取り組みが進んでいる。 

中国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・中国BGI（Beijing Genomics Institute）は、欧州MetaHITプロジェクト

に参画し、124名の炎症性腸疾患を含む欧州人のマイクロバイオーム結果

を報告している69)。また、Zhejiang Universityのグループは、IHMCの主

要メンバーとして活動しており、最近、肝硬変に関するマイクロバイオー

ム研究をNatureに報告している70) 

応用研究・

開発 
- -  特記事項なし 

韓国 

基礎研究 ○ ↗ 

・National Research Foundation は、2010 年から５年計画、約２億円で

GwangPyo Ko（Seoul National University）を中心に、韓国双子コホ

ートを利用した、韓国人の上皮に存在する健康と疾患に関連するマイク

ロバイオーム解析が行われている 

応用研究・

開発 
- -  特記事項なし 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.１.７ 数理科学 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

様々な生命現象において、多数の生体分子が相互作用し、複雑なネットワークを構成して

いること、そのシステム全体のダイナミクスから生命機能が生まれることが見出されてきた。

複雑な生命現象に対し、数学や計算機シミュレーションなどの数理的手法を用いて解明に挑

む研究が、ここ 10年活発に行われている。数理的方法は、生命科学において増え続ける分子

的知見やデータに対し、統合的理解や包括的視点を与えるものと期待されている。生命現象

に対する数理的手法は、大きく「モデル」的アプローチと「データ解析」的アプローチとに

分けられる。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

生命科学における数理モデル研究は、一般に次のように進められる。 

① 未知の生命機構に対して仮説を立て、仮説に基づき数理モデルを構築する。 

② 数理モデルの振る舞いを数値シミュレーションや数学解析により解析し、仮説に対

する帰結として示す。 

③ 対象とする生命現象とモデルの振る舞いの比較により、仮説の妥当性を議論する。 

③’ 数理解析の結果、現象を説明し再現するだけでなく、未観測の振る舞いに関する帰結

が得られることがある。そのような場合には、実験的に検証可能な予測が得られる。 

盛んに行なわれている研究としては、遺伝子ネットワークや化学反応系などのネットワー

クシステムのダイナミクスの解明、細胞の移動や組織変形に対する力学シミュレーションや

形態形成研究、時空間解像度の高いイメージングデータを背景にした定量的解析などが挙げ

られる。用いられる数学的手法は、常微分方程式、偏微分方程式、粒子シミュレーション、

連続体力学、統計学など、応用数学の広い範囲にまたがる。 

生命科学において研究の対象として注目を集める現象の多くは、メカニズムが不明ではあ

るが興味深い振る舞いを示すブラックボックスの系として捉えられている。これに対して、

数理科学は「既知の情報から未知の機構の可能性を絞り込む」ことで貢献している。この絞

り込みのために、仮説としてのモデルをトップダウンに提案して整合性を議論するのが「モ

デル」的手法、膨大な実験データからボトムアップに可能性を絞り込んでゆくのが「データ

解析」的手法だといえる。③（仮説の妥当性の検定）や③’（予測の導出）が、数理モデル研

究から得られる最も分かりやすい効果であるが、一方で数式を用いて仮説を表現することで

暗黙の前提や仮説の本質が明示されることも、数理モデルを用いる重要な効果である。 

生命科学における現在の数理モデル研究は、様々な分野から参入した理論系研究者によっ

て担われており、そのバックグラウンドは、数学、物理学、工学、情報科学、生物学など多

岐にわたる。研究者ごとに得意とする手法が異なり、高い多様性を保持している一方で、統

一的な活動が十分行なわれていない側面がある。このことは、数理モデル研究の主要学会で

ある“数理生物学会”の他に、“生物物理学会”、“システムバイオロジー学会”、“定量生物学の

会”など多彩な学会活動でも見受けられる。なお、日本におけるシステムバイオロジーは、実

験的研究、特に網羅的研究による実験データを用いた「データ解析」的研究が活発であるが、
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欧米では数理「モデル」的研究が中心的役割を占めている傾向である。 

生命の数理モデル研究は、応用数学のフロンティアとして数学分野からも期待されている。

例えば文部科学省委託事業「数学協働プログラム」は、自然科学や産業への数学の活用を推

進する活動であるが、この中で生命の数理科学は主要課題の一つとして挙げられている。 

Evidence Based Medicine ではランダム化比較対象試験と統計解析を組み合わせて多様な

個人からなる集団の平均を求めることで科学的な再現性を担保してきた。しかしこの平均化

された概念を多様な個人に適応することに関しては科学的な方法は確立していない。米国で

2015 年に提唱された Precision Medicine では現在の根拠に基づく医療を、「これまでの医学

は「平均的な患者（average）」に基づきデザインされてきた。それは one-size-fits-all-approach

という画一的な治療を生み出してきた。この問題を克服するために個人の様々な違いを反映

した個別のケア（individual care）を実現する必要がある。」という表現によって批判した。 

しかし個別ケアを実現するための方法論は確立していない。米国では 100 万人コホートを

とおしてゲノム、バイオマーカー（プロテオーム、メタボローム）などを計測し個別化を実

現しょうとしている。欧州ではルクセンブルグ大学の Luxembourg Centre for Systems 

Biomedicine やドイツのチュービンゲン大学病院では南ドイツの医療データとプロテオーム、

メタボロームなどのデータを統合する試みが行われている。しかしこれらの研究からもまだ

個人レベルでの推論を行うための方法論は確立していない。 

身体状態の変化を予測するためには Forecasting（未来予測）と Nowcasting（現状表現）

二つの推論を確立する必要がある。Forecasting とは前向きの予測アルゴリズムであり、

Nowcasting は予測対象の現在の状態を正確に表現する技術である。前向きのアルゴリズム

としては機能に基づくシミュレーションとパターンに基づく幾何学的な方法に分けられる。

機能的方法と幾何学的方法では現状表現の仕方は異なる。これまでの生命科学、医学の体系

は機能の概念によって構築されてきたが、機能に基づきシミュレーションを行うための変数

を実世界で計測することは難しい。また言語によって表現された機能を自然言語処理によっ

て体系化することも行われているが、再現性のない論文が多い現状ではそれがノイズとなり

適切な推論のアルゴリズムを構築するのは容易ではないと推定される。このような背景から

幾何学的な方法による推論が今後重要な役割を担うと考えられる。 

幾何学的な分析を行う場合は次元数の非常に大きな多次元データが形成されるために、こ

のような多次元データの次元を圧縮することが必要となる。この部分にこれまでの医学の知

識体系が導入される。これまで個別ケアは多様性の面だけが強調されてきたために産業界か

らはあまり注目されてこなかった。多様性を次元の圧縮という縮約を適切に行うことで個別

ケアの産業化が促進されると考えられる。 

病気の問題を解決するには予測精度をあげるだけでは十分ではない。パターン変化の原因

をあきらかにし、原因に基づくソリューションを開発する必要がある。実世界のデータでは

厳密な対照研究を行うことはできないので、要素間の相関しか明らかにすることはできない。

様々なレベルでの相関のなかから因果を数理的に明らかにすることは今後の個別ケアの産業

化に重要な役割を示すと考えられる。また要素間のネットワーク構造からシステムの挙動を

予測する関数フリーの解析方法も重要な役割を果たすと考えられる。これらの一連の研究は

理化学研究所の医科学イノベーションハブプログラムのなかで実施されている。 
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（３）注目動向 

・ メカニクスに基づく形態形成：細胞内骨格分子（のイメージング）や物理的な力（の計測）

をもとに、細胞の変形や組織の形態形成を解明する、実験と理論を組み合わせた研究が近

年盛んにおこなわれている。例えば、肢芽形成や眼杯形成に対して、細胞の挙動から組織

形成を実現するシミュレーションがなされており、工学系研究者が活躍している。特に変

形のダイナミクスをシミュレーションで実現する方法として、Vertex model が脚光を浴び

ている。これは本多久夫らが 1980 年代に提案したものであったが、高い計算機能力を必

要とすることを弱点とみなす考え方もあった。近年の計算機能力の向上により計算が容易

になっただけでなく、形態形成を扱う他のモデルと比べて高い表現力を持つことから、大

きく注目されている。 

・ ネットワークダイナミクス：実験的に得られた遺伝子ネットワークや化学反応系に対し、

その力学的性質を数理的に決定する研究は、かねてから盛んに行われている。それらの多

くの研究は、転写制御や化学反応などの関数形やパラメータの値について、多くの仮定を

置いたうえで数理モデルを構築し解析を行う研究であり、得られた帰結に対し仮定が間違

っている可能性を無視できない欠点があった。これに対して、ネットワークの形の情報の

みを用い、仮定を置かずに力学的性質を導き出す数理理論が近年発表された。この理論に

より、システム全体の挙動を捉え、操作できる一部の分子を、ネットワークの構造だけか

ら決定できる。実際の遺伝子ネットワークに適用し、一部の遺伝子でシステムを制御する

検証実験が行われつつある。 

・ 実験データのスナップショットでのイメージング画像を数理解析し、画像間の時間的動き

を埋めることで連続的イメージを構築する研究が、近年、Alex van Oudenaarden（オラ

ンダ、ユトレヒト大学）などの欧米研究者より多数報告されている。 

・ 機械学習やベイズ統計を用いた数理解析手法の開発が注目されている。 

・ 注目すべき海外の施策米国 Precision Medicine：米国オバマ大統領が 2015 年の教書演説

で精密医療の実現に向けたプロジェクトの立ち上げを宣言し、2016 年 2 月からプロジェ

クトがスタートした。その中核が 100 万人コホートと、Cancer Moon Shot の二つである。

これら一連の研究から個別医療の実現に必要なデータ取得法や解析法が開発されると考

えられる。 

（４）科学技術的課題 

・ 身体状態の変化を予測するには Forecasting と Nowcasting の二つの推論を確立する必要

がある。このときに生物をどのように表現するかで計測方法や推論方法が大きく異なる。

表現方法には機械のアナロジーを用いたモデル化に加えて、幾何学的で非言語的なパター

ンによって表現する方法がある。今後はこの二つの異なる方法の関係を具体的なデータを

用いて明らかにすることが必要である。そのためには多変量解析という機械論的解析と、

機械学習という幾何学的解析を比較し統合する研究が重要である。 

・ 一方、上記の予測推論技術を開発するには実世界の様々なデータを正確に計測するシステ

ムを開発することが必要である。ウエアラブセンサーや小型の高感度診断装置の開発など

の工学的な研究が必要となる。 
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（５）政策的課題 

・ 最も大きな政策的課題は、人材不足である。先述のように、この分野における人材供給の

ほとんどは、生命科学以外の理論系分野からの参入に頼っている。生命科学における理論

的手法を学べる研究室は、いくつか存在するが多くはない。現在、生命科学の広い分野で

実験と数理モデルとの共同研究が奨励されているが、人材供給が十分でないために、人材

の取り合いとなっている。 

・ 実験生物学者と理論生物学者との間の相互理解が不十分である。実験生物学者の中には、

期待するストーリーに沿うようにシミュレーションを描像することが、数理モデルの目的

だと誤解するケースも少なくない。また理論生物学者の中にも、生物学的な問題意識を理

解せず、生物に名目を借りただけの単なる数学研究となっているケースもある。 

・ これら人材不足、実験－理論の相互理解不足という問題は、生命科学と数理科学の両方を

学ぶ環境が不十分であることに起因しており、いずれも教育の問題という意味で共通であ

る。 

・ 個人情報を扱うための標準的な手順を早急に確立することで、データの集積と解析に関す

る基盤技術の開発が進むとともに社会実装も加速される。 

・ わが国における生命の数理科学研究に対するファンディングサポートは、ここ７、８年継

続して行われている。例えば、JST の CREST「生命システムの動作原理と基盤技術」「生

命動態の理解と制御のための基盤技術の創出」「生体恒常性維持・変容・破綻機構のネッ

トワーク的理解に基づく最適医療実現のための技術創出」では、数理的手法の促進や活用

を目標としている。また生命系の多くの新学術領域では、実験と数理モデルの連携をうた

っている。他国においても、生命の数理科学研究に対するサポートは活発に行われている。

米国では、生命の数理科学研究の拠点となる研究所が複数存在している。 

（６）キーワード 

数理生物学、生物物理学、システムバイオロジー、数理モデル、計算機シミュレーション、

微分方程式、弾性体力学、粒子シミュレーション、遺伝子ネットワーク、化学反応ネットワ

ーク、Vertex model、多次元データ、情報幾何学 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ → 

・基礎生物学、基礎医学分野における数理的手法への理解と期待は、国際

的に見ても高い。特に発生、形態形成分野では、実験生物学者が高いレ

ベルで数理的研究を理解している。 

・一方で大学、大学院教育としては、生命の数理科学を学べる機関が少な

い。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・数理を用いたデータ解析研究は本年度からスタートした。高品質の医療

データの取得が課題となる。理化学研究所医科学イノベーションハブプ

ログラムで実施している。 
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米国 

基礎研究 ◎ → 

・生命科学者と数理科学者との協力が、より活発に行われている。 

・規模の大きいシミュレーション研究と、より解析的な数理的研究との障

壁が小さい。 

・スタンフォード大学、ハーバード大学医学大学院、ハワード・ヒューズ

医学研究所（ジャネリア・ファーム・リサーチ・キャンパス）、

Mathematical Bioscience Institute （Ohio State University）などに、

生命の数理科学の拠点となる研究機関が存在する。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・Precision Medicine Initiativeのなかで、100万人コホートやCancer 

Moon Shot Projectによって膨大なデータを解析するための数理手法の

開発が加速すると考えられる。 

欧州 

基礎研究 ○ → 

・ドイツには優れた数理科学者が存在し、研究レベルが高い。 
一方でそれ以外の多くの国では、研究テーマがやや古典的に向かう傾向

がある。 

・オランダは数理科学（生物）での論文引用数がトップである。また、数

理モデル構築で有名なAlex van Oudenaardenが現在はユトレヒト大学

に在籍（以前はMIT所属）。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・ドイツ、ルクセンブルグなどで個別医療の実現に向けたデータの統合と

数理解析手法の解析がスタート。ルクセンブルグ大学 Luxemborg 

Center of Systems Medicine、ドイツTubingen大学医学部付属病院によ

る医療データ統合 

中国 

基礎研究 △ ↗ 

・特に香港出身で優れた研究を展開する研究者が現れており、米国などで

活躍している。 

・海外留学から中国と米国両方に研究室を有する研究者が見受けられる。 

応用研究・

開発 
  不明 

韓国 

基礎研究 △ → ・英語圏で活躍している研究者は多いが、研究内容は特段目新しくない。 

応用研究・

開発 
  不明 

インド 

基礎研究 △ ↗ 
・NCBIにSimons foundationから資金援助を受けた数理生物学の研究所

が設立され、海外帰りの若手研究者を中心に活発な研究がなされている。 

応用研究・

開発 
  不明 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 

1) 望月 敦史 編『生命科学の新しい潮流：理論生物学』（東京都：共立出版 2011） 

2) Honda H.& Eguchi J.“How much does the cell boundary contract in a monolayered cell 

sheet?”J Theor Biol. 84, 3, 575-88 (1980). 

3) Eiraku M, et al.,“Self-organizing optic-cup morphogenesis in three-dimensional cul-

ture.”Nature. 472, 7341, 51-6 (2011). 
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4) Fletcher A G, et al.,“Vertex models of epithelial morphogenesis.”Biophys J. 106, 11, 2291-304 

(2014). 

5) Mochizuki A, et al.,“Dynamics and control at feedback vertex sets. II: a faithful monitor to 

determine the diversity of molecular activities in regulatory networks.”J.Theor.Biol. 335, 

130-46 (2013). 
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３.１.８ 生活習慣病（がん、代謝疾患、腎疾患） 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

多くの疾患は、遺伝素因と長年にわたる環境要因（生活習慣など）の影響によって、生体

恒常性システムが破綻し、発症に至ることが知られている。わが国ではそのような疾患群を

“生活習慣病”とし、様々な基礎研究、医療技術開発が進められている。本項では、未だに十

分な医療技術が確立しておらず研究開発へのニーズが高いと考えられる疾患として、「がん」、

「代謝疾患」、「腎疾患」の 3 つをまとめる。 

がん：20 世紀に飛躍的な発展を遂げたがんの生物学研究に基づき、21 世紀には分子標的

療法、抗体療法、免疫療法などを駆使したがんの臨床治療学へ大きく展開しようとしている。

また緩和ケア、集学的治療などの臨床研究も急速に進歩している。 

代謝疾患：個体全身の各臓器の代謝は、それぞれ独立するものではなく、密接な連携のも

と統合的に調節されている。この調節機構の破綻が糖尿病を初めとする代謝疾患の発症・進

展につながると考えられる。近年、ホルモン・サイトカインに加え、神経シグナルを介した

臓器連関も重要であるとの概念も定着している。個別臓器の代謝のみならず、脳も含めた、

臓器間調節による個体レベルでの代謝ネットワークの統合的な解明が大きな目標となってい

る。 

腎疾患：腎臓病学研究を進める上で、腎臓の構造の複雑性や病態の多様性が障害となって

いた。近年、種々の腎臓病に共通する“上皮障害”“炎症”“低酸素”“再生”“線維化”とい

った素過程が認識され、メカニズムの理解が進んでいる。また、その制御機構に関する知見

も蓄積しつつあり、診断法・治療法へつながる可能性が見えてきた。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

＜がん＞ 

がんは疾患による死亡率の中で第一位を占めるだけでなく、近年急速に増加している。こ

れは感染症の克服や、心臓病、脳血管障害などによる死亡率が抑制されつつあることに加え、

老齢人口の増加に伴うがん患者数の大幅な増加に起因している。これまで、がん発症の分子

メカニズムについて、がん遺伝子やがん抑制遺伝子などの特定の遺伝子の変異によることが、

腫瘍組織の遺伝子解析、細胞培養、実験動物などを用いて証明されてきた 1, 2)。また患者の

ゲノム情報が蓄積、データベース（以降「DB」）化されて、近い将来、ベッドサイドで利用

できる環境が整うと期待される。 

しかしながら、個々の患者の視点に立ってみると、完治できるがんは外科切除のできる初

期がんという状況は未だあまり改善していない。死因の多くは肝臓、肺、脳などの生命維持

に必須な遠隔臓器への転移によるもので、転移を克服しなければ致死性のがんを克服できな

い。この認識こそが、今後のがん対策における最大の課題である。この数年急速に脚光を浴

びてきた「免疫チェックポイント療法」は、原発腫瘍だけでなく、転移性腫瘍にも顕著な効

果をもたらすことが明らかになりつつあり、がん治療に全く新しい戦略を提供しつつある 3)。 

＜代謝疾患＞ 

糖尿病はインスリン分泌不全とインスリン作用不全（抵抗性）により生じると理解されて
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いることから、従来は、インスリン分泌（膵β細胞）と作用（筋肉・脂肪・肝細胞）の細胞

内分子機構の解明が中心であった。一方で、腸管から分泌され膵β細胞からのインスリン分

泌を亢進するインクレチンや、脂肪組織から分泌されインスリン感受性に影響を与える一群

のアディポカインが同定され、液性因子による臓器間の代謝調節機構の重要性が明らかとな

った。インスリン分泌や感受性調節以外にも、他臓器への多様な作用が見いだされ、現在も

注目すべき分野として研究が進められている。また、インクレチン関連薬は糖尿病の治療薬

としても重要な位置を占め、その作用機序を含め、現在も新たな発見が続いている。 

さらに近年では、自律神経系による臓器連関が代謝調節において大きな注目を集めている。

中枢からの遠心性の自律神経による代謝調節が生理学的に重要であることは、従来からよく

知られた事実であった。しかし、各臓器における代謝の情報が、求心性神経を介して中枢に

伝えられていることは新たな概念となった。消化管からの神経シグナルによる摂食の制御や

それに関わる神経ペプチド（グレリン 4)やコレシストキニン）の発見、また、求心性神経シ

グナル→中枢神経系→遠心性自律神経シグナルの組み合わせによるエネルギー代謝 5-7)、糖代

謝 8)、脂質代謝 9)に関わる臓器を跨る種々の代謝応答が明らかにされつつある。特に、膵β

細胞の増殖をもたらしインスリン分泌を制御する神経ネットワークは、再生治療にもつなが

る技術の創出につながるものとして大きな注目を集めている。本研究分野については、国内

の研究者の貢献が大きく、わが国が世界をリードするものである。ただし、近年、特に欧米

を中心に、様々な生命現象や病態と関連しうる広がりを持った研究分野として発展しつつあ

る。 

＜腎疾患＞ 

わが国における維持透析患者数は 32 万人を越え、さらに増加を続けている。透析導入平

均年齢が 67 歳と高齢化しているのもわが国の特徴である。近年、急性の経過で腎機能が低

下する急性腎障害（acute kidney injury: 以後 AKI）が注目されており、重症度次第で慢性

腎臓病（CKD）に移行する（AKI to CKD）のみならず、67 歳以上の透析導入の大多数に関

与するという報告もある 10)。AKI は罹患後 10～15％が短期間に死に至る予後の悪い病態で

あり 11)、心臓や肺、脳などの重要臓器にも障害をきたす。このように腎臓病は社会的にも医

療経済的にもインパクトが大きく、根本的な治療薬の開発が急務だが、腎臓の構造の複雑性

や病態の多様性が障害になっていた。 

腎臓の機能単位であるネフロンは、血液を濾過する糸球体と、糸球体で濾過された原尿か

ら溶質を取捨選択する尿細管から成り立っている。さらにそのネフロンの間に線維芽細胞が

存在し、その構造を維持するとともに、赤血球産生に必須のホルモンであるエリスロポエチ

ン（EPO）を産生する役割を担っている。このように腎臓の構造は複雑であり、多彩な細胞

がそれぞれの役割を担うとともに、細胞間にも密な相互作用がある。一方で腎臓病の種類は

多く、透析導入の原因疾患も糖尿病性腎症、慢性糸球体腎炎、腎硬化症、多発性嚢胞腎、急

速進行性糸球体腎炎と多岐にわたる。 

腎臓病領域においては、これらの個々の疾患の病態解明をめざすアプローチとともに、こ

れらの疾患に共通した最終経路（Final common pathway）があると想定し、その素過程（上

皮障害と炎症、低酸素、再生、線維化など）を理解することで、種々の疾患に共通した制御

メカニズムの解明をめざすアプローチがある。それら研究の概観は次に示す通りである。 
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①上皮障害と再生： 

１）ポドサイト：糸球体バリア機構の重要な担い手であり、その特殊な形態維持がバリア

機構に必須である。遺伝性ネフローゼ症候群の患者でポドサイトにおける遺伝子異常

が複数同定されたことから、細胞生物学と遺伝学を背景に大きく発展した。ポドサイ

トは障害されると再生しないことから、障害緩和やアポトーシス抑制を目指した創薬

が試みられている。また、障害を受け尿中に落下したポドサイトはバイオマーカーと

しての利用も試みられている。 

２）尿細管：尿細管間質障害が CKD の予後と相関すること、AKI で尿細管が中心的に障

害されることから近年注目を集めている。尿細管修復には、障害後に生き残った尿細

管上皮自身が増殖・再生するとされていたが、近年その一部に前駆細胞が存在する可

能性が示唆されている 12)。尿細管再生促進因子は AKI からの回復を促進することが

期待されるが、海外ではそのスクリーニングに zebrafish などを用いた系が活用され

ている。近年、近位尿細管障害によって線維化が惹起されることが複数グループから

報告され 13, 14)、AKI to CKD の一因としても注目されている。 

②炎症、免疫応答： 

近年、ネフローゼ症候群を中心に種々の自己抗体が発見されるなど、腎臓を標的とした

免疫応答異常として捉えられるいくつかの病態が明らかになってきた。さらに、腎臓にお

ける慢性炎症や自然免疫が障害の遷延と修復遅延にかかわるメカニズムが明らかになって

きた。 

③低酸素、酸化ストレス： 

低酸素は前述の Final common pathway の素過程として重要だが 15)、転写因子 hypoxia 

inducible factor（HIF）によって転写誘導される一群の遺伝子は、生体の低酸素防御とし

て働くことが多く、HIF 活性化薬は腎臓病治療薬としての可能性がある。特に HIF の分

解抑制薬は腎性貧血治療薬として第 3 相臨床試験に入っている。一方で、酸化ストレスも

腎臓病の進展に重要な役割を持つことが報告されている。転写因子 NF-E2-related factor 

2（Nrf2）によって転写誘導される一群の遺伝子は酸化ストレスに対する防御作用を持つ

ことが知られており、Nrf2 活性化化合物も腎臓の治療薬として第 2 相臨床試験に入ってい

る。 

④線維化と腎性貧血： 

慢性腎臓病が進行してネフロンが障害されると、それに伴って線維化が起こり、線維化

とともにネフロンの回復や再生は困難となる。線維化を担う myofibroblast の起源には諸

説あったが、近年、腎臓の線維芽細胞／pericyte が主たる起源であること、これらは EPO

産生細胞を含むことから、その形質転換が線維化と腎性貧血の原因であること、薬剤投与

で可塑性を持つことが明らかになった 16-18)。 

⑤AKI： 

前述のように、AKI は高齢者の透析導入に大きなインパクトを持つこと、致死率が高い

こと、臓器 連関を介して多臓器不全を来すことから注目を集めている 19)。AKI では主と

して近位尿細管が障害されるが、同部位のミトコンドリア異常に注目した研究は創薬標的

としても有望である 20, 21)。AKI では臓器連関が強いことが知られているが、実験モデルで

も臓器連関が証明され、発展が期待できる 22)。臨床では、AKI 発症を早期に検出するバイ
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オマーカーとして、Ngal、Kim-1、L-FABP などが同定された他、アメリカでは尿中

TIMP2・IGFBP7（NephroCheck）が承認されている。 

⑥糖尿病性腎症： 

糖尿病性腎症については、内皮障害 23)、ポドサイト障害、尿細管障害と糸球体のクロス

トーク 24)、酸化ストレス、オートファジー25)、代謝異常など様々な観点から解析が行われ

てきた。前述の Nrf2 活性化化合物は最も臨床応用に近い研究成果の１つである。 

⑦IgA 腎症： 

IgA 腎症に関しては、粘膜免疫、糖鎖異常 IgA 産生機構、それに対する自己抗体の産生、

免疫複合体沈着機構からメサンギウム細胞増殖機構まで、IgA の振る舞いを中心に研究が

進展している 26)。また GWAS によって粘膜免疫に関連する遺伝子を含む疾患感受性遺伝

子候補が同定されている 27, 28)。 

⑧再生領域： 

近年、iPS 細胞から腎臓を誘導する試みが複数グループより報告された。三次元構造の

形成や、腎前駆細胞の in vitro での増殖など、その進歩はめまぐるしい 29-31)。スケールア

ップ、血管系の誘導が次の目標と想定される。間葉系幹細胞を用いたアプローチもあり、

期待できる 32)。その他、食塩感受性高血圧の分子機構に関する研究 33)、慢性腎不全に伴う

カルシウム、リン代謝異常 34)に関連した研究も重要である。 

（３）注目動向 

＜がん＞ 

・ 米国のオバマ政権が 2016 年１月に発表し、バイデン前副大統領を全権責任者として推進

した「がん克服の月面着陸計画」（Cancer Moonshot）では、多額の予算を主として次の

二つの戦略へ集中投入することで、これまでの研究開発に欠けていた新しい切り口からが

ん治療のブレイクスルーを狙っている。一つは免疫チェックポイント療法の可能性を広範

な固形がんの治療に臨床応用することであり、もう一つは、全米の主要ながん専門病院の

DB をネットワーク化して情報を共有することで、有用性を大幅に強化することである。 

①免疫チェックポイント療法 

抗PD-1抗体や、抗PD-L1抗体による画期的な臨床治療成績が報告されつつある中で、

それらを積極的かつ系統的に促進するための予算的措置、関連企業や医療現場の医師や

研究者コミュニティーの利害関係をどのように調整するかが重要である。 

②臨床 DB の共有化とそれを駆使した新規の治療体制の構築 

官僚や研究者の考え方、国民性や文化まで含めて複雑な背景があり、合理的に解決す

るためには、慎重な議論に基づく周到な計画が必要である。「ビッグデータを DB 化すれ

ば、自ずと何らかの解決策が見えてくる」という安易なものではない。ビッグデータを

どのように生かすかについて「問題意識に基づく（problem-oriented）」、「作業仮説に立

脚した（hypothesis-driven）」、「検証可能（testable and feasible）」な戦略・戦術の設

定が最も根本的に重要である。そして、DB を最大限活用するための周到な計画が必要

である。このアプローチによって期待される大きな成果は、希少タイプのがんに対する

治療法である。国際的に多くの症例データを漏らさず集め解析することで、症例の多い
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一般的ながんですでに知られているような化学療法への感受性データなどに関するサブ

タイプ分類に基づき、より効果的な治療が可能になることである。 

＜代謝疾患＞ 

・ 液性因子による臓器連関に関する知見は、多臓器生物における個体レベルでの代謝の動的

恒常性の維持に重要な役割を果たす生物学的な意義に加え、糖尿病やメタボリックシンド

ロームの発症機序にも密接に関連するという病態生理学的意義からも重要視されている。

それに加えて、神経系による臓器連関には、中枢神経を中継する必要があり、中枢神経系

による代謝調節制御機構に注目が集まっている。 

・ 広く使われている抗糖尿病薬メトフォルミン 35)や寿命に関連する Sirt１を調節するレス

ベラトロール 36)の効果についても、神経系を介した臓器連関の機序が報告され、実例を基

にした薬理学的機序との関連が明らかとなってきた。また、消化管で腸内細菌によって生

成される代謝物による腸脳相関の機序も次々と報告 37, 38)され、腸内フローラの代謝を含め

た全身に及ぼす影響への一つの機序としての神経ネットワークの重要性が認知されつつ

ある。オプトジェネティクスを活用した中枢神経制御技術による代謝調節機構の研究も進

められている。さらに、臓器連関の概念は、上記の薬理や腸内細菌に加え、循環器、腎臓、

骨、免疫・炎症など多岐に亘る生命現象や病態機序の理解に対し広がりを見せている。 

＜腎疾患＞ 

・ 腎疾患の病態解明において注目される研究分野として、「代謝」「老化」の 2 つが挙げられ

る。 

＞ 代謝：腎臓は糸球体で濾過された原尿中の糖やアミノ酸、脂肪酸などを再吸収すること

から、近年、代謝臓器として見直されている。メタボローム技術の向上に伴って、腎臓

病における代謝異常に関する理解が急激に進んでいる。腎不全における尿毒症物質の同

定、腸内細菌と腎臓病の関連 39)なども新しい知見が増えている領域である。さらに代謝

要素の可視化を可能にする質量顕微鏡、ミトコンドリア機能や代謝物のライブイメージ

ングなどもこの領域をさらに発展させると期待できる。 

＞ 老化：老化に伴い、腎機能は低下し、AKI などの障害からの回復も困難になるが、その

原因は不明である。現在透析導入患者の約 3/4 は 67 歳以上であり、高齢者の腎可塑性

低下の原因が明らかになれば、透析導入が遅延できると期待される。近年、老化研究が

大きく進展し、細胞老化と個体老化の関連が明らかになり、老化細胞の除去によって健

康寿命が延長するのみならず腎機能が改善することが報告された 40)。さらに高齢マウス

に若年マウス骨髄を投与すると加齢に伴う腎障害が回復することや 41)、加齢によるオー

トファジーの保護的役割も報告されている 42)。可塑性低下に関しては、高齢マウスの障

害後に三次リンパ組織が形成し、炎症が遷延することで回復が遅延するといった報告も

ある 43)。 

・ 以上のように、腎臓病は種々の分子、細胞が織りなす素過程の連続によって、発症・進展

する。さらに、腎臓病が発症すると他臓器に連関し、個体の生命をも危うくする。このよ

うに腎臓病の発症、進展には種々の階層があり、その統合的理解が極めて重要だが、それ

を可能にする新技術として「ライブイメージング」と「Kidney On a Chip」技術が注目を

集めている。 

＞ ライブイメージング：多光子顕微鏡を用いることで、腎臓の種々の細胞のふるまいを可
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視化することが可能になり、従来の単離細胞や固定組織を用いた観察では明らかにでき

なかった生きた個体内での細胞の形態変化やふるまい、細胞間相互作用の可視化が可能

となった。さらに近年は、細胞内のシグナル伝達や細胞増殖など「機能の可視化」が可

能になり、腎臓病の素過程における時間空間分解能をもった細胞機能の理解が急激に進

んでいる。 

＞ Kidney on a Chip：腎臓の特徴は、血液と尿という二種の液体が、近接する毛細血管と

尿細管の内部をそれぞれ流れることだが、これを再現した細胞培養系は存在しなかった。

Kidney on a Chip は流路を組み込んだマイクロ流体デバイスであり、その中に尿細管と

毛細血管を培養することで、それぞれに溶質を還流した状態での細胞間相互作用や物質

輸送などの再現を可能にしたものである 44)。同様のシステムを用いて Lung on a Chip、

Heart on a Chip などが形成されており、これを連結し Human on a Chip を形成する

ことで、臓器間相互作用の研究に供することが可能になる。詳細は当俯瞰報告書内の研

究開発領域｢3.2.2 生体再現技術Ⅰ（臓器チップ）｣を参照。 

・ 臨床応用の観点からは、以下の領域が注目を集めている。 

＞ Onconephrology：がん患者では AKI を高頻度に合併し、それに伴って生命予後が著し

く悪化する。また種々の分子標的がん治療薬の登場に伴い、特殊な腎障害が発生してい

る。一方で、腎機能低下患者では一般集団に比してがんの発生率が高いが、抗がん剤や

その代謝物の腎クリアランスの低下により安全な治療域を保つことは困難となる。腎機

能に応じた抗がん薬の用量調節法の標準化は安全性と有効性の面で急務である。このよ

うに、「悪性腫瘍学（oncology）」と「腎臓病学（nephrology）」の密接な関係は、新た

な集学的医療分野「Onconephrology」として世界的に注目されており、欧米の学会で

相次いで Onconephrology 委員会が結成されている 45-47)。 

＞ 医療ビッグデータ解析・活用：IT による医療の構造改革が IT 政策の最上位に位置づけ

られ、医療ビッグデータ解析は種々の領域で着手されている。腎臓はその機能が Cr 値

で数値化できるという特性から Electric Health Record（EHR）や人工知能との相性が

良い。海外では腎機能悪化の Alert system の開発が進んでおり、イギリスではすでに実

用化されている（AKI Algorithm）。診療情報の利活用を可能にすべく、標準化ストレ－

ジ仕様（SS-MIX2：Standardized Structured Medical Information eXchange）の実装

が推進されている。日本腎臓学会では、SS-MIX2 環境を活用し全国の拠点病院のネッ

トワークを形成し、100 万人規模の CDK の DB（J-CKD-DB）を構築中である。他領

域 DB、レセプト DB などとの連結を進め、CKD 実態把握、医療経済分析への活用が構

想されている。 

（４）科学技術的課題 

＜がん＞ 

がん研究はがんの『生物学』から、がんの『臨床治療に直結する研究』にシフトするこ

とが喫緊の課題であるだけでなく、実行可能な戦術、戦略になりつつある 1, 2)。この視点

から、以下の三点を重点的に研究（開発）することが強く望まれる。 

１）がん転移の機構解明とその阻止のための予防・治療法開発 
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がんの転移に対する予防・治療法を開発するにあたり、二方向のアプローチが考え

られる。一つは例えばがん細胞の「増殖機構」のように、原発巣と転移巣に共通の機

構を標的にすることである。本項の２）で述べる免疫チェックポイント療法（転移巣

においても免疫反応を抑制する T 細胞の受容体や、がん細胞のリガンドによる宿主免

疫の抑制を解除できる）や、血管新生の阻害 48) はその例である。しかし、がん細胞

を標的対象として研究開発されてきた多くの化学療法は長年の蓄積があるにも拘らず、

転移がん細胞を直接の標的対象としてきたわけではない。 

一方、転移そのものの素過程は記述されて久しく、局所浸潤、脈管内侵入、遠隔臓

器への輸送、管外浸出、微小転移巣の形成、そして転移増殖の６段階からなる 49)。し

かし、これらの素過程を特異的に標的とした有効な化学療法は未だ殆ど確立されてい

ない。したがって、二つめのアプローチとしては、転移の素過程の分子生物学的な研

究を加速させ、その成果に基づく診断・治療法の開発が挙げられる。それらの中には、

例えば現在多くの研究者が試みているがん幹細胞（CSC; Cancer Stem Cells、正確には

Tumor Initiating Cells; TIC）の Spheroid 培養（または Organoid 培養）がある 50)。

組織幹細胞と同一ではないが、TIC を培養するには人工的な培地と細胞外基質

（Matrigel）が必要である。ただし、転移は個体レベルの反応であり、マウスなどの実

験動物個体を用いなければ正確に評価できないため、この特殊な培養環境だけで、転

移の素過程を抑制する阻害剤などを開発することは賢明と言えない。このため、患者

由来の腫瘍片を免疫不全マウスに移植する PDX（Patient-Derived Xenografts）も近

年注目されている 51)。一方、それらを用いた薬剤感受性試験法はまだ精度が低く、実

用化された事例は少ない。Spheroid 培養した TIC を PDX 化することで、精度の高い

薬剤感受性の評価法が開発されつつあり、新しいブレイクスルーとなる可能性が高い。 

２）免疫チェックポイント療法の基礎となる素過程研究と、臨床応用性の研究 

非自己の物質に対する獲得免疫確立の初期において、抗原提示細胞から T 細胞への

促進性刺激は、過剰反応を抑制するために間もなく阻害性刺激によって拮抗されるよ

うになる。この時に関与する受容体 CTLA-4 に対する治療用抗体で宿主がメラノーマ

に対して持続的免疫反応を維持することができ、腫瘍が退縮することが発見された 52)。

さらに、免疫反応のもっと後期の維持段階においても、過剰反応を抑制するための阻

害性刺激によって拮抗されていることが分かり、関与する PD-1 受容体やそのリガン

ドなどが同定された 53)。そして、これらに対する治療抗体でメラノーマの腫瘍を退縮

させる治療法が近年臨床的に確立された 3)。免疫チェックポイント療法とも呼ばれる

この治療法は、メラノーマだけでなく、腎がん、肺がん、一部の大腸がん 54)、卵巣が

ん、その他多くの固形がんの特定のサブタイプなどに有効であることが立証されつつ

ある。その効果は腫瘍の完全退縮が見られる例も出ており、化学療法との併用によっ

てさらに効果は促進されること、抗 CTLA-4 と抗 PD-1 抗体の併用での相乗効果 55)

など、臨床現場でのがん治療に新しい希望を与える画期的な治療戦略として注目され

つつある。 

この治療分野は、現在臨床試験が先行している感があるが、同時に基礎科学的にも

新規の発見が多く報告されつつあり、機構が未知の現象もたくさん起こっている。例

えば、抗 CD-1 抗体投与後に、腫瘍は一旦増大してから数ヶ月して退縮し始めること
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や 3)、CD-1 と類似の作用を担う他の複数の受容体が同定されることなどがある。従っ

て、全く新しいパラダイムとして、この分野は多くの有益な情報が秘められた宝の山

であることは間違いない。現在末期がん患者に限って投与されているこの治療法をが

ん治療の早期から実施すれば、がんの治癒率が大幅に改善することが十分期待される。 

３） 臨床現場の全てのタイプのがんの遺伝子変化、エピゲノム変化を含めた発現情報と、化

学療法に対する感受性の DB 化と、データ科学のアプローチによる治療効果の予測研究 

がん遺伝子や、がん抑制遺伝子の変異やエピゲノム変化による遺伝子発現への類似

の影響が、がん発症の決定的要因となっていることはすでに明らかになっており 1, 2)、

21 世紀のゲノム科学は個々の患者のがんの情報を迅速かつ安価に解析して臨床現場

へ提供することが急務である。しかし現実には限られたタイプのがんの、ごく限られ

た遺伝子変異情報解析しか保険適用にはなっていない。個々の患者の腫瘍について全

ゲノム解析をすることは、必要な予算と時間を考えても（少なくとも現時点では）非

現実的である。有用な約 50 種の遺伝子座位について変異解析するだけでも、予算措

置が大きな課題となっている。 

一方で、これらのデータが日本全体、さらに国際的に蓄積されれば、多くのタイプ

の腫瘍の実態解明に役立つ貴重な DB となり得る。一種のインフラ整備投資と考え、

着実な対策が必要である。しかし、DB 化から自動的にがん治療対策が出てくると考

えるのは安易である。特に、がん細胞の化学療法薬への感受性データとゲノム情報を

関連付ける試みはまだ始まったばかりで、とても臨床応用できるような水準には達し

ていない 56-58)。このような DB がベッドサイドの治療に応用できるようになるには最

低５年から 10 年はかかるのではないかとも考えられる。当面はむしろ、上記１）で

述べた、患者の腫瘍由来細胞を Spheroid 培養したものと PDX を組み合わせた個別化

評価法を用いる方が応用性と有用性に優れ、しかも実現に向けたタイムスパンも短い。 

＜代謝疾患＞ 

今後は、液性因子と神経シグナルの情報の中枢神経内での統合の部位や機序の解明、各

種病態や老化における臓器連関の変調の解明、さらに疾患の発症機序や診断・治療へ向け

た人為的な制御による応用研究などの方向性での発展が期待される。わが国において推進

すべきと考えられる科学技術的課題は次の通りである。 

１）求心性神経に働きかけるシグナル物質の同定や神経活動性の測定系の開発： 

末梢神経研究は遠心路での解明が進んでいるが、求心性自律神経に関しては、未解

明の点が多い。その理由として、求心性神経に働きかけるシグナル物質が十分に解明

されていないこと、求心性神経の活動性の評価法が乏しいこと、その機能のサロゲー

トマーカーも明らかではないこと、などが挙げられる。 

２）慢性刺激に対する神経系の応答やその制御を可能にする手法や測定系の開発： 

これまでの神経研究は主に急性の刺激や反復刺激における神経反応の研究が中心で

あったが、糖尿病や肥満・高血圧への関与を考慮すると、週あるいは年単位での慢性

応答を考慮する必要があり、その機序を解明する手法や測定系の開発が必要である。 

３）ヒトでの経時的非侵襲的アプローチ、特に求心性神経活動の体外からの計測法： 

自律神経系は、種によって多様であることが知られており、マウスなどの実験動物

の結果が実際のヒトで生じているのか、さらには、治療などへの応用が可能なのかを
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検証する必要がある。そのためには非侵襲的に求心性神経活動を経時的に測定する手

法の開発が重要と考えられる。 

４）解剖学・数理学・脳神経学・薬学なども含めた領域融合： 

脳における末梢臓器代謝の受容機構や各種シグナルの統合機構、さらには、適切な

指令を送り出すシステムの解明には、オプトジェネティクスなどの脳科学の手法の応

用が欠かせない。このように、臓器連関に関する科学的重要課題を解明し新技術を創

生するためには、代謝研究者に加え、脳神経学、解剖学、システム数理学、薬学を含

む多分野の領域の研究者が連携し、このテーマを主体として研究を進める必要がある。 

＜腎疾患＞ 

１）げっ歯類のモデル動物で得られた所見がヒト腎臓病と異なることも多く、ヒト腎臓

病とモデル動物の距離を縮める努力が必要である。霊長類実験動物の腎臓病モデル開

発も大きく遅れている。 

２）基礎研究の知見をヒト腎臓病と比較するためには、ヒトバイオバンクの整備が必須

である。従来のヒトバイオバンクは血液やゲノムに特化したものがほとんどだが、腎

臓組織から得られる知見は大変貴重である。腎生検組織は微小であり、診断目的で使

い切ることも多いが、腎癌などの治療目的に行われた腎摘除手術の非癌部や剖検腎か

らは豊富な組織を得ることが可能である。通常廃棄されるこれらの腎臓をバンク化し、

他施設からも使用可能な状況を構築することは極めて意義が大きい。 

３）オミクスデータ解析が盛んになるとともにバイオインフォマティシャンの重要性は

増す一方だが、人材は十分ではない。早急なバイオインフォマティシャンの育成およ

び拠点整備が必要である。 

（５）政策的課題 

＜がん＞ 

・ 米国で進められている「がん克服の月面着陸計画」（Cancer Moonshot）では、免疫チェ

ックポイント療法に関する研究と、臨床 DB の共有化とそれを駆使した治療体制の構築の

２つが掲げられている。前者については、わが国も適切な予算措置と漸進的努力で十分そ

の一翼を担えると考えられる。後者については、すでにわが国では国立がんセンター研究

所などを中心にがんの DB 化が進んでいる一方で、各々のがんのタイプ別には、それぞれ

を研究対象とする政府の研究班や学会レベルでバラバラに進んでいることもあり、未だ臨

床現場で医師が自由にアクセスして治療指針にできるリソースにはなっていない。さらに

は、患者の個人情報を保護しながらシステムを運用することや、膨大な予算の確保など、

多くの課題を解決しなければならない。また、特に米国との国際協力をどう進めるかも忘

れてはいけない課題である。 

＜代謝疾患＞ 

・ 代謝疾患分野は、個々の分子に注目した研究から、組織、個体を標的とした高次複雑系を

対象とした研究に移行しており、研究対象となる生命現象や臓器・疾患も種々の組み合わ

せが存在する。既存の研究分野の枠組みでは対処しきれないものであるが、このような研

究を支援する制度の整備が遅れている。 
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・ 学問分野として、代謝学に加え、脳神経学・解剖学・数理学・薬学などとの一体となった

研究推進体制を要し、このような融合研究分野を発展させるためのファンディング制度の

整備が求められる。 

・ ヒトでの実証や応用を推進するためには、ヒトの様々なサンプルを全国から集め保存し、

研究者が利用できるリソースセンターの整備が待たれる。 

＜腎疾患＞ 

・ 腎臓領域推進のためには、ヒトバイオバンクの整備が必須であり、その整備が待たれる。

腎臓ヒトバイオバンクについては、産業界からのニーズも多く、産官学で連携して整備す

ることも可能である。またバイオバンクに臨床情報を付加することで、その活用価値が飛

躍的に増大することから、ここでも医療 IT、DB の活用が望まれている。 

・ 腎臓領域は、循環器領域、神経領域、免疫領域など、他分野との連携が重要であり、実際

にそのような形で研究が推進されているが、そのような融合領域を発展させるためのファ

ンディング制度が希薄である。 

・ 腎臓病は国民の死因の第８位を占め、透析患者は 32 万人を超え、年間１兆５千億円の医

療費投入を余儀なくされている。高齢化進展と共に一層の増加が危惧されており、楽観で

きる要素はない。AMED、厚生労働省から拠出される研究費は主として指定難病である希

少な腎疾患研究に投入されている。透析導入の第一位の原因疾患である糖尿病性腎症、あ

るいは CKD 全般を対象にして共通系路を含む病態解明に立脚した創薬基盤構築を支援す

る包括的な予算措置が喫緊の課題である。 

（６）キーワード 

がん転移、免疫チェックポイント療法、転移素過程、がん幹細胞、TIC、PDX、PD-1、希

少タイプがん、がん克服の月面着陸、臓器連関、動的恒常性、糖代謝、エネルギー代謝、糖

尿病、肥満、メタボリックシンドローム、自律神経、求心性神経、AKI、代謝、老化、ライ

ブイメージング、バイオバンク、バイオインフォマティクス、Onconephrology、ビッグデータ 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ → 

・がん研究において、20 世紀はがん遺伝子やがん抑制遺伝子など米国の研

究に追いつけ追い越せというパターンから脱却できていない。ただし

PD-1の発見などブレイクスルーが生み出された独創性は誇るべきである。 

・代謝疾患研究において、アディポカインなどの液性因子の基礎研究で、

世界的な成果をあげてきた。また臓器連関の観点から、代謝制御の概念

の基盤となる成果をあげており、求心性神経に働きかける物質の発見の

成果をあげている。 

・腎疾患研究において、低酸素、腎性貧血、腎エピジェネティクス、腎線

維化、IgA 腎症、再生研究などの分野で世界をリードする顕著な成果を

あげている。 

・バイオバンクの整備が遅れており、ヒト検体を用いた研究は個々の研究

者の努力に依存しており、ヒト研究を推進する上でのボトルネックとな

っている。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

・がん治療において近年大きく注目されている PD-1 と PD-L1 は日本で発

見されたにも関わらず、応用開発は米国のベンチャーおよびと多国籍の

大手製薬企業によりなされた。 

・代謝疾患の病態解明や膵β細胞再生に向けての研究成果などが出始めて

おり、さらなる発展が期待される。 

・抗体医薬などの開発では、一定の成果をあげているものの、応用開発全

般において大幅に立ち遅れている。 

米国 

基礎研究 ◎ → 

・長年に亘り、世界のがん研究をリードしている。しかし、急速に増大す

るがん研究費のニーズに対し NIH、NSF などの公的基金は大幅に不足し

ており、民間資金の活用を AACR などの学会が中心に支援している

（Stand Up to Cancer プログラムなど）。 

・代謝研究と脳研究との連携がいち早く行われ、各種遺伝子改変マウスや

オプトジェネティクスを活用した研究などが推進されている。今後もさ

らなる発展が見込まれる。 

・世界の腎臓病研究をリードしており、新技術を常に導入し、世界に先駆

けた研究を推進している。出口志向が強いことを背景に、近年、基礎研

究者が腎臓病領域に参入しており、腎臓病の基礎研究は強化されている。 

・バイオバンクが充実しており、それをもとにしたデータシェアも進んで

いる。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・世界的に強い影響力をもつ多国籍の大手製薬企業が、多くのベンチャー

と提携しながら新薬の開発を積極的に進めている。 

・国家戦略として出口を見据えた大型研究支援が行なわれており、例えば

がん分野においては、がんの新しい治療法開発に向けた応用研究開発が

展開されている（Cancer Moonshot プロジェクト） 

・臓器連関に着目した応用研究・開発として、腸内細菌と脳・膵β細胞を

つなぐ機序や、薬剤の作用機序などが報告（カナダにおける研究）され

るなど、優れた成果を次々とあげており、今後もさらなる発展が見込ま

れる。 

欧州 基礎研究 ◎ → 

・伝統的に骨太の基礎研究が推進されており、独創的な研究成果が散見さ

れる。 

・がん研究において、米国での公的研究費の逼迫から、欧州出身の多くの

研究者が欧州へ戻り、EU、スイスなどで活動し、多くの重要な成果を発

表しつつある。その他分野においても、EU における人材の流動性は高ま

っている。 

・臓器連関に着目した基礎研究として、ドイツからは、脳と代謝の関連の

研究成果が多く報告され、フランスからは腸脳相関の研究成果が報告さ

れるなど、盛んに研究が進められている。 
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欧州 
応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・多国籍の大手製薬企業が、新規製剤の開発を積極的に進めている。 

・疾患への応用研究に対し、EMBO などの EU 機関と、例えば英国では民

間基金と多国籍の大手製薬企業が多額の研究費をサポートするなどし、

開発研究が進められている。 

・現時点で臓器連関に着目した特筆すべき応用研究の成果はあがっていな

いが、これまでの実績を基に今後発展するものと予想される。 

中国 

基礎研究 ○ ↗ 

・国家的規模で積極的に基礎研究への投資が行われ、基礎研究の充実が進

められている。 

・中国内の研究室からの論文発表数や特許申請が急上昇しており、また、

欧米の論文などは発表後すぐに抄録が中国語に翻訳されている。 

・欧米の研究室で研鑽を積んだ優秀な研究者を積極的に呼び戻し、その研

究者を核として基礎研究が精力的に行われ、一流誌に研究成果が報告さ

れている。 

・中核病院に患者が集中する状況を背景に、充実したバイオバンクを設立

し、例えば多量のヒト腎臓病試料を研究に活用可能な環境が整備されて

いる。特にゲノム研究は充実している。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・国家的戦略により、応用研究に対しても大型支援が行われており、欧米

の技術が導入される可能性が高い。 

韓国 

基礎研究 ○ ↗ 

・臨床研究者が基礎研究者よりも多いように見受けられる。独創的な基礎

研究は限定的であるが、欧米で研鑽を積んだ基礎研究者が呼び戻され、

彼らを核とした基礎研究が充実しつつある。 

・韓国腎臓学会では国際化が強く意識されており、多数の欧米の研究者を

招聘している。 

応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

・大型予算が投じられ、応用研究と産業化を促進しようとする動きはある

が、産業化に近い研究を強調するあまり、独創性のある基礎研究に立脚

できていないと見受けられる。 

・腎不全医療を中心に力をいれており、臨床研究の背景が強いことからも

今後の進展が予想される。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 
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３.１.９ 精神・神経疾患 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

脳神経系の先天的および後天的な変性ならびに機能障害によって発症する疾患領域である。

精神・神経疾患の病因・病態・発症機序の解明と革新的な診断・治療・予防法の開発のため、

分子・細胞・システムレベルの異常に関する統合的理解と制御が様々なアプローチから世界

的に取組まれている領域である。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

（A）精神疾患 

うつ病、統合失調症、神経発達障害を初めとする精神疾患は、我が国だけで患者数がお

よそ 300 万人余りにも上る（認知症を除く）。しかし、薬物療法・物理的治療法による治

療が確立しておらず、慢性化や再発によって社会復帰を妨げる例が多く、患者・家族およ

び社会に甚大な損失をもたらしている（損失指標の障害調整生命年（ DALY

（disability-adjusted life year）は疾患カテゴリー中で１位）。従って、革新的な診断・治

療・予防法の開発のため病因・病態の解明が急務となっているが、同じ脳疾患に分類され

る神経変性疾患とは異なり、形態学的病変が未同定で極めて難航しており、未だ生物学的

マーカーも確立していない。 

現在までに、いくつかの精神症状群については、その治療薬や誘発薬の作用機序が明ら

かになった結果、シナプス伝達レベルでの障害の分子薬理学的解析が進展し、創薬に応用

されている。しかし、ゲノム、転写産物、タンパク質、細胞および神経回路などの脳内シ

ステムのレベルでは、膨大な努力にもかかわらず、各疾患に特異的、または生物学的診断

分類を可能にするような異常は未検出であり、課題解決のゴールは見えていない。神経疾

患の病因・病態の解明をもたらしてきた手法によって、従来から蓄積されてきたデータは、

様々な方法上の問題点と、これらを基盤として新たな戦略を創出する必要性を提起してい

る。本項では、グリア－ニューロン相互作用を含むシナプス伝達系、ゲノム、脳画像解析、

decoding 技術を含む情報科学、物質代謝の各研究領域の動向について述べる。 

（ⅰ）シナプス伝達系 

近年、ドパミン、セロトニン、ノルアドレナリン、アセチルコリン、GABA などの神経

伝達系に加え、脳の主要な興奮性シナプス伝達を担うグルタミン酸（Glu）伝達系の分子

機構が解明され、精神疾患の病態の理解が飛躍的に進んだ。最近では、Glu 伝達系を標的

とする新規治療薬の創出に結びつく所見が得られている。日本人によっても、①Glu の神

経伝達物質としての特性の発見、②各種のグルタミン酸受容体の分子クローニング、③記

憶その他の精神機能に重要な NMDA 型 Glu 受容体のコアゴニスト（単独では受容体を活

性化しないがアゴニストの作用には必須）である D-セリンが定説に反して内在性物質であ

ることの発見（定説：D 体アミノ酸は哺乳類組織に存在しない）など、Glu 伝達系の鍵と

なる重要な知見がもたらされ、国内外の脳疾患研究に大きく貢献している。 

統合失調症では、NMDA 受容体機能低下が推測されている。これに対し、2013 年から

本年にかけ、D-セリン欠損動物を用いた本症の病態モデルの開発 1)や、これを応用した
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mGluR5代謝型Glu受容体機能を促進する統合失調症治療薬の proof of concept2)が米国よ

り発表された。 

一方で、NMDA 受容体遮断薬のケタミンは速効性、持続性で、既存薬が無効な難治性

うつ状態も改善する抗うつ効果を示ことが報告されてきた。さらには、米国でケタミンの

代謝産物の中からケタミンのような依存性のない有効成分が同定され 3)、画期的な抗うつ

薬開発のシーズとして期待されている。 

動物の学習実験において、状況が変化した後の適応過程に見られる、変化前の条件の記

憶消去が NMDA 受容体刺激によって促進され適応が早まる現象がある。これを利用して、

強迫性障害、恐怖症、PTSD などに対する精神療法施行時に、NMDA 受容体機能増強効果

をもつ D-サイクロセリンを投与する臨床試験が欧米で行われ、精神療法の効果発現が促進

されたという報告が出されている 4)。これは、非薬物療法の補助に薬物を使用する、新し

いタイプの治療法であり注目される。 

シナプス伝達とその病態では、グリア－ニューロン相互作用の重要性が明らかにされつ

つあるが、精神疾患でも少数ながら、患者サンプルを使った検討が始められ、うつ病患者

死後脳のオリゴデンドログリアの減少 5)、PET を用いた計測における自閉症のミクログリ

ア活性の上昇 6)などの所見が日本から報告されている。 

（ⅱ）ゲノム・エピゲノム 

大規模血液ゲノム DNA サンプルを用いた精神疾患とゲノムの関連研究は、米欧のコン

ソーシアムがリードし、日本、韓国、中国などもより小規模ながら行っている。全ゲノム

を対象とした GWAS（Genome-Wide Association Study）、CNV（Copy Number Variation）

などの解析の結果、自閉症スペクトラム障害、統合失調症、双極性障害およびうつ病 7)に

ついて、関連する SNPs（一塩基多型）やゲノム領域がリストされている。また、次世代

シークエンサを用いたエクソーム解析、マイクロアレイなどの導入 により、頻度は低いが

（１％未満）疾患との関連が強い、稀な CNV および一塩基変異（SNV）、あるいは de novo 

の CNV または変異が新たに検出されている。この中にはタンパク質の機能を喪失させる

SNV も見つかっているが、疾患特異性や他のファミリー分子で代償される可能性などの個

体レベルの影響などについては明らかではない。一方、体細胞における、SNV、CNV な

どの変異や、レトロトランスポゾンの挿入による変異の解析が精神疾患患者の死後脳を用

いて進められるようになった 8)。ただし、診断や新しい疾患分類に応用できるレベルには

至っていない。 

2015 年以降に、GWAS で一致して報告される統合失調症と MHC 領域の強い相関が、補体

成分 4（C4）の構造的に多様な対立遺伝子によることが明らかにされた。そして、これが C4

の発現に影響し統合失調症の発症リスクと関係することや、C4 がヒトではニューロンに局在

し本症死後脳で増加しており、マウスでは発達過程のシナプス除去に関与することなどが続い

て発表された 9)。また、10q24.32 でも統合失調症と関係する 2 つの転写産物とその調節領域変

化が見出された 10)。3q29 領域の CNV は、本症の発症リスクを 40 倍程度高めることが示唆さ

れているが、ここにマップされる DLG1 遺伝子に、霊長類特異的転写産物が見出され、早期発

症の患者死後脳で変化していることがわかった 11)。これらの研究は、精神疾患の遺伝学的解析

を病態生理学的理解に結びつけており、注目されている。 

エピゲノムの変化の解析も国内外で広く行われており、各精神疾患に関連する DNA メ
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チル化パターンの報告があるが、再現性が得られない例もあり、薬物の影響を受ける可能

性やパターンの臓器特異性が指摘されていることから、サンプルおよび解析の条件を慎重

に検討した上での評価が望まれる。 

（ⅲ）脳画像解析 

MRI を用いた、voxel-based morphometry、tractography、安静時または課題遂行時の

機能的画像解析などが進められ、各脳部位の変化だけでなく、神経回路などのシステムと

しての病態を検討する目的で、各脳部位間の形態的・機能的な結合関係の解析も行われて

いる。国内外の大型脳科学プロジェクトにおいても中心的な課題の一つとして取り組みが

進んでいる。ただし、服用中の向精神薬、各種の体内リズム、食事、運動などの影響や疾

患特異性の検証は不十分なままであり、各疾患の病態との関連は明らかにされておらず、

現時点では診断上の価値は認められていない。 

（ⅳ）情報処理解析 

脳波、fMRI、または NIRS（近赤外線スペクトロスコピー）を用いて、脳の情報処理過

程を解読し（decoding）、喪失した運動・知覚機能を回復させる Brain-Machine Interphase 

（BMI）技術の進歩を、精神機能障害の修復にも取り入れる試みが、欧米、日本、中国で

始まり韓国でも報告が見られるようになった。一方、磁気刺激や深部電極刺激による精神

疾患の治療試験が欧米では行われるようになったが、日本では研究が進んでいない。 

（ⅴ）代謝 

精神疾患患者の脳組織、脳脊髄液(CSF)、血液などにおいてトランスクリプトーム解析

やプロテオーム解析が行われており、最近では ncRNA（non-coding RNA）の精神疾患へ

の関与が示唆されている。最近は、脳－腸相関が注目され、自閉症を中心として腸内のマ

イクロバイオーム解析が行われている 12)。精神機能およびその病態における脳－腸相関の

意義は、①自閉症では胃腸障害が一般的であること 12)、②母動物の高脂肪食が誘導した仔動

物の社会性行動やシナプス活動の異常が腸内細菌叢の変化によって改善したという報告 13)

などから支持されつつあり、研究者の高い関心を集めている。 

日本の研究で、統合失調症患者において血液中ペントシジンの上昇が見出され「カルボ

ニルストレス性統合失調症」が提唱されたが、抗精神病薬投与の影響であることを示唆す

るデータが得られており 13, 14)、今後の検証が待たれる。血液・CSF 中の D-セリン濃度は、

統合失調症患者で低下することが報告されたが、その後の結果は研究者間で不一致があり、

最近のメタ解析では有意差は認められなかった。 

 

（B）神経変性疾患 

アルツハイマー病、パーキンソン病、運動ニューロン疾患などをはじめとする神経変性疾

患は、超高齢化社会において急激に増加しており、その治療法開発は急務である。現在の研

究の流れの中心は、神経変性の病態解明とそれに基づく超早期診断と病態抑止治療

（disease-modifying therapy）開発である。特に神経変性の病態は発症前よりも 10〜20 年前

から始まっていることが明らかになってきており、発症前の先制治療に向けた研究が盛んに

行われるようになってきている。しかしまだ実質的な成功が見られておらず、今後の治療研

究のパラダイムシフトが必要であると考えられている。本項では、病態解明研究、神経変性

疾患の脳画像研究、そして治療法開発研究の３点について述べる。 
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①病態解明研究  

（ⅰ）RNA 代謝異常 

神経変性疾患では RNA 代謝が注目されている。特にマイクロサテライトの異常延長

に起因する病態の研究を通じて、変異 RNA の細胞内封入体形成による毒性や、センス

鎖だけでなくアンチセンス鎖からの異常 RNA の転写、開始コドンを介在しない複数の

読み枠からのホモポリマーの翻訳、さらに snRNP や RNA 結合タンパク質機能喪失に

よる RNA 代謝異常が報告されている 15)。miRNA 生合成や機能破綻、疾患特有 miRNA

のほか、異常 siRNA の産生、エピジェネティックなサイレンシングなども示されてお

り 16)、様々なレベルでの神経細胞毒性の複雑な病態が明らかになっている。 

（ⅱ）タンパク質老化、毒性の発現・伝播 

神経変性疾患全般にタンパク質の凝集体が病態に係わると考えられているが、とりわ

けβアミロイド、αシヌクレイン、タウについて、その毒性発現機序とともに神経細胞

から別の神経細胞へとプリオンの様に伝播するという伝播の考え方が世界的に注目され

ている 17)。実際に凝集タンパク質やオリゴマーなどをモデル動物の脳内の局所に注入し

その伝播過程を調べる試みが数多くなされており、病態解明の大きな手がかりとなって

いる。わが国でもタウの伝播について多くのエビデンスが出されており、この分野をリ

ードしている。またαシヌクレインについてもモデル動物の開発と解析を精力的に進め

ており、この分野はわが国の研究者が世界的にもリードする形で活躍している。 

（ⅲ）非翻訳領域の DNA の構造変異 

わが国から NOP56 遺伝子イントロン 1 の GGCCTG リピートの伸長が脊髄小脳変性

症と運動ニューロン疾患の特徴を併せ持つ SCA36 19)を、海外からは C9orf72 のイント

ロン 1 内の GGGGCC リピートの伸長が ALS と FTLD を発症する原因となることが

報告される 20, 21) など、非翻訳領域の遺伝子変異が注目されている。上述の RNA 代謝異

常との関係が考えられている。 

（ⅳ）エピゲノム 

多くの研究からヒストンアセチル化、DNA メチル化などのエピゲノム修飾の異常が

神経変性疾患の遺伝子発現制御異常の原因となっている可能性が示唆されてきている。

さらに近年 long non-coding RNA なども同様に神経変性疾患における転写障害に影響

を与えていることが指摘されており 18)、エピゲノムの異常に介入する治療薬の開発研究

などが進められている。 

②神経変性疾患の脳画像（MRI、PET ほか） 

（ⅰ）MRI 

神経変性疾患の脳画像は、高磁場〜超高磁場 MRI を用いて、軽微な脳萎縮、脳内神

経回路（解剖学的神経回路、機能的神経回路）、脳代謝（MR スペクトロスコピー）の可

視化および、高感度タンパク質 PET を用いたタウやβアミロイドをはじめとする病的

タンパク質の可視化が進んでいる。 

MRI は、従来の機能局在から、機能統合という観点からの脳の理解、即ち領域間や空

間的に離れた領域の関係性から脳を理解するためのツールとして、神経回路解析の可視

化技術が国内外において急激に進んでいる。神経回路の破綻は症候の発現と密接に関連

しており、認知症をはじめとする神経変性疾患の超早期診断方法の１つになると期待さ
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れている。 

一方、脳の安静時 fMRI は、これまでの常識を超えて、機能的神経回路が脳の萎縮や

解剖学的神経回路破綻を代償するかのようにダイナミックに変化することを明らかにし

た。これにより、fMRI は早期診断ツールのみならず、リハビリテーションの指標とし

ても注目されている。さらに、欧州の共同研究により機能的神経回路の分子生物学的基

盤が明らかとなり、人－霊長類－齧歯類における連続性、各種疾患との関わり 22)も示さ

れるなど、新規治療の標的となりうることも期待される。また、神経回路に根ざした従

来よりも詳細なヒトの大脳皮質の領野図も作られている 23)。 

（ⅱ）PET 

神経変性疾患において脳内で蓄積するタンパク質を可視化する PET 技術も大きく進

んでいる。特にタウタンパク質の可視化技術開発はわが国が世界をリードしている 24)。

さらに、TDP-43 やα-シヌクレインなど、前頭側頭葉変性症（FTLD）やパーキンソン

病、レビー小体型認知症にかかわる重要なタンパク質の可視化へ向けた薬剤開発も急ピ

ッチで進んでいる。 

③治療法開発研究 

（ⅰ）核酸治療、抗体治療、細胞 iPS 治療  

神経変性疾患はニューロン、グリア細胞内外にタンパク質凝集体が蓄積する共通の病

理学的特徴を有する。これが主に機能獲得型の毒性を発揮し、さらにこのタンパク質病

理がプリオン様に伝播するというパラダイムが唱えられている。この凝集蛋白質（Aβ、

タウ、α-シヌクレイン）に対する抗体治療が特にアルツハイマー病を中心に進められて

いるが、いまだ臨床症状の改善につながる成功例は知られていない。バイオテクノロジ

ー進歩のもと、原因遺伝子産物の直接的な標的治療としてアンチセンス核酸を筆頭とし

て、アデノ随伴ウイルスベクター、抗体、siRNA などのツールを用いて、RNA レベル

からタンパク質の発現を制御する病態抑止療法の開発が進んでいる 25)。幹細胞移植によ

る神経変性に対する補充療法の開発推進も期待されている 26)。iPS 由来神経細胞を使う

パーキンソンの治療が日本で始められようとしており、期待されている。 

（ⅱ）Brain Machine Interface、Brain Decoding 

Brain Decoding とは、脳活動を測定し、脳内にある心的機能に関する信号化された情

報を解読（decoding）する技術を指し、Brain machine interface（BMI）は、脳細胞の

活動を読み取り、脳と機械の情報伝達を仲介する機器やプログラムを指す。fMRI や表

面電極留置などによるデコーディング技術と BMI の技術進歩は著しく、神経難病への

応用も進んでいる。また、生体電位信号から人間の意思を読み取り、人間の思い通りに

動く随意的制御システムと、人間のような動作を実現することができるロボット的な自

律的制御システムから構成される日本で作成された世界初のパワードスーツである

Hybrid Assistive Limb（HAL）の臨床応用も進んでいる。 

近年、Brain Decoding として、fMRI における脳血流パターンを解析し、健常者より

も神経精神疾患に特徴的な機能的結合様式を見出し、多施設で診断出来ることが我が国

から報告された 27)。こうした技術を応用して、機能的結合の低下している部分を強化し

て治療を試みる研究が出てきている。また、筋萎縮性側索硬化症や筋ジストロフィーの

患者脳の表面に電極シートを埋め込むことで、考えるだけでロボットアームや意思伝達
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を行うことに世界で初めて成功した研究も我が国から報告されている。世界におけるデ

コーディング技術、Brain machine interface 技術ともに飛躍的な進歩を遂げており、神

経変性疾患への応用も進んでいる 28)。 

（ⅲ）Disease-modifying therapy の開発 

神経変性過程そのものをターゲットに治療を行う、根本治療、または病態抑止治療と

も呼ばれている。アルツハイマー病、ALS、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、球脊髄

性筋萎縮症（SBMA）などで低分子化合物による薬物治療、抗体治療、ASO などが試み

られてきている。しかし、現在のところ本質的に成功した例は見られない。克服すべき

問題点は見えてきており、21 世紀の重要な領域に発展が期待される。 

（３）注目動向 

（A）精神疾患 

①新知見や新技術の創出 

（ⅰ）MRI 技術の進歩：近年、 MRI において拡散尖度画像(DKI) 29)、位相差強調画像化法

（PADRE）30)などが実用化され、神経線維・白質、神経核などの解析能力が格段に向

上し、BOLD（Blood Oxygenetion Level Dependent）技術、ASL（arterial spin labeling）

解析などを使って安静時の脳機能状態を脳部位間の相互関係を合わせて評価すること

が可能になった（安静時脳機能領域間結合解析）。これらは、in vivo での精神機能と

その病態の解析を大きく発展させることが期待される。  

（ⅱ）次世代シークエンサ：高速化、低価格化が進み、遺伝子解析が加速された。 

（ⅲ）核酸化学：特定の遺伝子の発現を抑制（ヘテロ核酸）、または促進（遺伝子スイッチ）

する新たな技術が創出され、これら核酸医薬の脳移行技術の開発も進んでいる。多種

の脳内分子の特異的制御が可能になりつつあり、それらは創薬標的としての期待も大

きく、精神疾患の治療・予防法の開発が飛躍的に進展することが期待される。 

（ⅳ）光遺伝学：ニューロンだけでなくグリアの活動性操作も可能になり、精神疾患の動物

モデルの作出や解析に欠かせないツールになると考えられる。 

（ⅴ）iPS 細胞・ゲノム編集技術：精神疾患の病因・病態の解析やモデル作製の新たなツー

ルとして期待される。 

②国際的なファンディング動向 

（ⅰ）精神疾患・神経疾患の研究を含む脳科学の大型プロジェクト 

➢ 米国：BRAIN (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies) 

Initiative 

➢ 欧州：Human Brain Project（HBP） 

➢ 日本：革新脳・融合脳 

➢ 中国：Brainnetome 

➢ オーストラリア：AusBrain 

➢ イスラエル：Israel Brain Technology（IBT) 

➢ 韓国：Center for Functional Connectomics（CFC） 

➢ シンガポール：The National Neuroscience Research Institute Singapore 
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➢ ハンガリー：Hungarian Brain Research Program 

（ⅱ）精神疾患の生物学的診断に関する取り組み 

米国 NIMH による RESEARCH DOMAIN CRITERIA（RDoC）INITIATIVE 40) 

 

（B）神経変性疾患 

（ⅰ）神経変性疾患レジストリー 

疾患レジストリーを治療法開発に利用する取り組みは、悪性腫瘍（がん）や循環器

疾患などの領域で先行しているが、神経疾患領域でも多くの疾患について国際的な大

規模コンソーシアムが構築されつつある。日本、中国、韓国でのレジストリーは単施

設ベースであるが、症例数はすでに大規模である。今後は欧米のようにアジア共同で

のコンソーシアム構築が望まれる。 

例えば神経変性疾患である筋萎縮性側索硬化症（ALS）については、米国において

2008 年に ALS Registry Act が Public Law として制定 31)され、ALS 患者の悉皆的登

録が行われている。これは疫学的研究に加え、臨床試験リクルートにも活用されてい

る。また、北米では大規模な臨床試験実施施設のコンソーシアムが結成されており、

代表格の NEALS（Northeast ALS）には 120 以上の施設が参加し、40 以上の臨床研

究を実施してきている。ヨーロッパにおいては各国の主要な ALS 診療施設 37 か所が

参加して ENCALS（European Network for the Cure of ALS）が構成され、臨床観

察研究および臨床試験が実施されている。中国、韓国、日本では単施設ベースで 2,000

例規模の ALS レジストリーが構築され、観察研究の論文発表 32, 33)がなされている。 

（ⅱ）孤発性神経変性疾患の発症前・前駆期指標（バイオマーカ）の開発 

孤発性神経変性疾患の病態抑止治療開発には早期神経変性過程を見出すことが重要

である。これまでアルツハイマー病において研究が進んできたが、近年パーキンソン

病においても大きな進展が見られている。複数の疫学研究を基に、研究用に前駆期に

おける診断基準が提唱された。特にレム睡眠行動障害は高効率にパーキンソン病やレ

ビー小体型認知症を発症することが明らかとなり、臨床的な前駆状態として欧米およ

び日本においてコホート研究が行われている。また、中心的背景病理であるリン酸化

αシヌクレインを皮膚や腸管の生検で見いだせることが明らかとなっており、早期診

断へ向けた重要なツールとして精力的な研究が進められている。 

パーキンソン病において、非運動症状やドパミントランスポーターシンチを用いて、

運動症状が出現する前の診断が試みられつつある。単一遺伝子病の発症前診断は患者

の次世代血縁者を遺伝子診断することで比較的容易に可能であり、ハンチントン病な

どに対して発症前治療が計画されつつある。 

様々な神経変性疾患において発症前のバイオマーカーの開発が盛んである。この中

で特にタウ沈着の PET 画像化は重要である。世界で現在３つの特異的プローブが作

られているが、このうち２つは日本発であることは特筆に値する。また、血液中や髄

液中のエクソソームが、それぞれの疾患の病態関連タンパク質と関連して変化するこ

とが、この１、２年で急速に報告され、情報がが蓄積されつつある 34-36)。タンパク質

自体に比して、細胞外小胞は測定が容易というメリットがある。これが発症前のマー

カーになりうるかどうかはさらに検討が必要である。 



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

190 

（ⅲ）腸内細菌叢と神経変性疾患 

末梢における炎症がマイクログリアを介した神経変性疾患の発症に係わる可能性が

指摘されており 37)、その中で腸内細菌叢の変化が、認知機能低下やパーキンソン病の

臨床病型などに関与することが報告されつつある。 

（ⅳ）未診断 rare disease の登録・診断 

アメリカでは The NIH Undiagnosed Diseases Program（UDP）が 2008 年に組織

され、2012 年に the Undiagnosed Diseases Network（UDN）として全米の拠点に

発展拡大された。網羅的ゲノム解析、遺伝子機能解析、メタボロミクス、モデル生物

解析を行う拠点が整備されている。 

（ⅴ）神経変性疾患と病原タンパク質の伝播 

βシート構造に富む疾患特異的蛋白質凝集体は直接的または間接的に神経変性に寄

与していると考えられている。この病原蛋白質が細胞間を伝播することを示唆する研

究結果が相次いで報告されている 38)。同じタンパク質の凝集体でもその構造の違いに

よって、伝播経路や病変分布パターンが異なっており、疾患単位の形成についても重

要である。これらは神経変性疾患の病態理解や治療法開発の観点からも極めて重要で

ある。 

（Ⅵ）Hydrogel 仮説 

直近のホットトピックスとして ALS / FTLD に関与する RNA 結合タンパク質であ

る FUS や TDP-43 などが droplet とよばれる液滴様の構造を呈し、それがアミロイド

凝集へ移行するのではないかという hydrogel 仮説がある 39)。他にも C9orf72 遺伝子

異常による dipeptide の繰り返し、あるいは、異常構造をとったタウにおいても同様

の droplet 様の構造をとりうるという報告がある。実際に、この in vitro の構造が生

体内での病態をどの程度反映しているかは不明であるが、神経変性疾患において毒性

を発現する普遍的な化学構造を見出しているのだとすれば、早期診断や治療法開発に

おける重要性は非常に大きいと思われる。 

 

（４）科学技術的課題 

（A）精神疾患 

①改善すべき研究方法の問題点 

（ⅰ）心理的課題中の脳活動の変化に関する機能的脳画像の解析研究における再現性と対照

群：論文に発表されたデータの再現性が低いこと（30％台）が Science 誌に取り上げ

られた。インパクトファクターが高い雑誌に掲載された論文でも、対照群の設定が不

適切で、結果から著者が主張する結論を導くのが困難な例が多く見受けられ、我が国

でも早急に対策を講じる必要がある。 

（ⅱ）服薬の影響：精神疾患の患者を対象とする研究では、得られた結果が服薬の影響で

ないことを慎重に検討することが不可欠である。しかし、ほとんど実行されておらず、

後に薬物による変化であったことが明らかになる例が多い。未服薬の状態では、症状

が重度で、(a)研究への協力の同意能力がない、(b)同意が得られても諸検査に対応でき

ない、などが障害となる。このため、薬物の影響を動物実験などで調べ、ヒトと対比

するなどの解決策を工夫しなければならない。 
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（ⅲ）血液におけるバイオマーカーの検索：血液中物質は末梢臓器、食餌、運動などの影

響を受け易く、従来の研究結果から見ても、そのまま測定するだけでは、脳の特定領

域における変化を血液中で反映するマーカーを検索することは困難である。このため、

機能的な特性を検討するなどの新しい方法を考案する必要がある。 

②研究戦略の見直し 

（ⅰ）遺伝子研究：精神疾患は、遺伝学的背景を持つ発症集積家系が存在するが、神経疾

患（神経変性疾患）とは異なり、タンパク質およびそれをコードするゲノム遺伝子や

mRNA の一次構造異常は認められない。つまり、集積家系でも非メンデル型遺伝が見

られる、多因子疾患と推測される。従って、神経疾患その他のタンパク質の構造的異

常を伴う疾患とは異なる研究方法が要求され、現在の coding DNA 中心の解析から、

non-coding DNA や、多くの遺伝子の発現制御に関わるゲノムの高次構造の解析に着

手する段階に来ていると考えられる。このためには、分子遺伝学だけでなく、物理・

化学領域との連携が重要と推察される。 

（ⅱ）精神機能に関与する脳の情報処理：現在は、「運動や知覚」を制御する情報処理シ

ステムの解析方法に準拠して、「意思決定、感情（快・不快を含む）、思考などの精神

機能」の基盤となる情報処理過程やその異常を脳画像などで検討している。しかし、

すでに蓄積されてきたデータや、異分野の研究状況を見ると、両者の違いを認識し、

情報科学領域などと連携して後者を研究する新たな戦略の創出に向けた準備を開始す

る段階にあると考えられる。 

 

（B）神経変性疾患 

①神経変性疾患の治療開発における問題点 

神経変性疾患の中でも遺伝性の疾患については、核酸医薬、特にアンチセンス核酸な

どの開発によって、例えば spinal muscular atrophy（SMA）などは良好な治療効果が

見られている。これに対して孤発性の神経変性疾患では、例えばアルツハイマー病にお

いて期待された抗体治療（Aβやタウに対する抗体治療）がことごとく不成功に終わっ

ている。これに対し、いくつかの原因が考えられている。その１つとして、病態の開始

は発症よりも 20 年程度も先行しており、発症時には治療ターゲットになりえる多くの

病態のプロセスがすでに終わっていると考えられ、発症前の治療介入が重要ではないか

と考えられている。現在米国で、この考え方に基づくアルツハイマー病の発症前治療（主

に Aβに対する抗体治療）の試みがいくつか進行している。まだ進行中であり結論はし

ばらく先になるが、もしこれが成功すれば多くの孤発性神経変性疾患について発症前の

治療（発症予防）の考え方が進むといえる。もう１つは、例えばアルツハイマー病にお

いて Aβやタウが病態の本質ではないのではないかという考え方である。これは、タン

パク質凝集を介さない別のメカニズムが存在する可能性が考えられているが、現在のと

ころ明らかなエビデンスは得られていない。 

②病態解明の方法論 

神経変性の病態に関わる因子は、タンパク質の凝集、リン酸化などの修飾、RNA 代

謝変化、DNA の non-coding 部位の構造変異やメチル化などのエピゲノム変化など、多

くの要因が複合的に絡んでいるのではないかということが徐々に明らかになってきてい
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る。一方では、これらの個々の要因を網羅的に解析する方法が発展してきている。しか

し、これらのビッグデータを解析し病態解明に結びつける方法論の開発は今後の重要な

課題である。 

③神経変性のバイオマーカーの開発 

神経変性は発症より 20 年も前からその病態が進行していることが明らかになってき

ている。このため、①で述べた発症前治療（先制治療）の重要性が言われているが、そ

れを明確に検出するバイオマーカーが不足している。有効なバイオマーカーの開発が急

務であり、今後の研究の大きな領域である。 

（５）政策的課題 

（A）精神疾患 

精神疾患では、現在までの研究成果を分析すると、神経疾患で成功した戦略では病因・

病態の解明が難しいことが明らかになりつつある。科学技術的課題で述べた通り、疾患研

究データの意義の再検証および新規利用法の創出と、新しい戦略の開拓が求められる。従

って、国内においては、次のような研究および研究支援制度の整備が急がれる。 

①  NIMH の RDoC INITIATIVE 40)のように、生物学的に妥当な精神疾患の分類・診断法

の構築を目指し、全国規模の研究組織を立ち上げる。そして、精神疾患患者について、

1)標準化または互換性のある脳画像および神経生理学的（眼球運動、事象関連電位ほ

か）検査、2)全ゲノム（血液）シークエンス解析、3)標準化した精神症状評価、4)服薬

などの治療状況の評価、5)患者特性のリスト、6)死後脳のゲノムおよび遺伝子・タンパ

ク質発現解析などを行う。精神疾患モデル動物の画像解析、脳の遺伝子・タンパク質

発現解析を合わせて実施し、データベース化する。これらを、種々の研究に活用し、

既存の診断分類によらない、疾患の特徴およびデータに基づいた類型化を行う。 

② 次のようなサンプルのバンクを、すでに設立され活動中の施設（理研バイオリソースセ

ンターなど）に整備する：1)死後脳、2)ゲノム DNA（死後脳、血液）、3)血液、4)唾液、

5)遺伝子改変モデル動物、6)iPS 細胞。 

 

（B）神経変性疾患 

①神経変性疾患の治療法開発について、いくつかの大きな問題が残されている。発症前お

よび病態進行前での先制介入のためにはバイオマーカーの開発が大きなポイントではあ

る。しかし、治験の実効性の観点から、希少性による症例確保、病態経過や病型の多様

性、経過が緩徐で半年や１年の治験では有意差が得づらい状況、などの問題がある。こ

れらを解決する方策の 1 つとして疾患レジストリーを日本全体、あるいは国際的に進め

ることが重要である。さらに、疾患レジストリーを有効な形で構築するには長期に渡る

継続的な事業にする必要性が高い。わが国では、がんなどで法制化されていることもあ

り、悉皆性を持った疾患レジストリー、コホートが比較的よく構築されている。この背

景を活かして、今後の国あるいは国際的な施策としていくことが重要である。 

②脳の回路解析、回路と遺伝子発現について、加齢や疾患の関連などでは、ヨーロッパの

Human Brain Project、米国の BRAIN Initiative、わが国の脳プロ・革新脳など大型プ
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ログラムが推進されている。しかし、国際的に見ると異なった方向性での動きとなって

いる。国際的な研究課題として、特に Human Brain の基本データなど利用度の高い基

盤構築を行なっていく必要がある。 

③アルツハイマー病の頻度が 30 年間で低下しているという疫学研究が報告された 41)。こ

れは、生活習慣病の是正が関与している可能性があり、わが国における医療政策を考え

る上でも重要である。 

（６）キーワード 

精神疾患、神経変性疾患、シナプス伝達、ニューロンーグリア相互作用、ゲノム解析、次

世代シークエンサ、脳画像解析、MRI、死後脳、ブレインバンク、疾患モデル動物、トラン

スクリプトーム、プロテオーム、マイクロバイオーム non-coding RNA、non-coding DNA、

先制医療、Aβ、タウ、PET、画像診断、早期診断、バイオマーカー、アルツハイマー病、

パーキンソン病、タンパク質の伝播、RNA 代謝 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ ↗ 

・基礎神経科学では、世界に先駈け、マイルストーンとなる研究が行われて

きており、精神疾患研究の潮流に影響を与えている。 

・脳の主要な興奮性伝達系のグルタミン酸（Glu）伝達系および NMDA 型

Glu 受容体の内在性コアゴニストの D-セリンに関する研究分野で世界を

リードし、精神疾患・神経疾患の病態や治療法の研究に新たな視点をもた

らしている。 

・fMRI の技術を開発し脳機能研究に広く応用されている。 

・オレキシンとその睡眠覚醒機構や依存形成への関与を発見し、新規睡眠薬

を開発した。 

・種々の脳内分子に対する PET リガンドの開発が進んでいる。 

・齧歯類に加え霊長類の遺伝子改変技術を確立し、疾患モデル作製技術で優

位性を有する。 

・ 革新脳研究では、世界に先駆けてマーモセットの神経回路可視化を進めている。 

・革新脳や融合脳において、神経変性過程で重要なタンパク質の可視化に向

けた基礎研究が進んでいる。 

・ミクロレベルの可視化を可能とする技術開発も進んでいる。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・精神疾患では、少数ながら製薬メーカーで治療薬の独自の開発が行われて

いる。 

・日本発ではないがオキシトシンによる自閉症の治療試験が進められ改善

効果が得られている。 

・Glu 伝達—D-セリン系を標的とした統合失調症治療法の開発では、米国と

同時期にコンセプトを実験的に実証したが、臨床試験では欧米に遅れをと

っている。 

・運動系、知覚系における decoding 技術と BMI への応用では米国に迫る進

歩が見られる。 

・タウのイメージングは、わが国発の２種類のプローブがヒトにおいて可視

化に成功し、世界に向けて普及している。 

・諸外国に比して、基礎や応用研究の成果を社会応用するための方策に乏し

い。開発した薬剤が海外製薬会社 General Electric Company などに流れ

ている。 
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米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・世界の脳科学研究全般をリードしている状況が続いている。 

・大規模サンプルにおける精神疾患の分子遺伝学的解析をリード。 

・MRI による脳の構造や機能の解析方法の開発をリード。 

・薬物依存の研究では突出した水準を保っている 42)。 

・光遺伝学を用い記憶想起によるうつ病モデル動物の新しい改善方法を開

発した 43)。 

・GWAS 解析データを基に統合失調症の発症に対する遺伝子の脳内発現変

化の関与を見出した。 

・米国防高等研究計画局による研究プログラム (SyNAPSE)ではニューロ

シナプティック半導体チップを組み合わせて 100 兆個のシナプスで接続

された 100 億個の電子ニューロンを含むデジタル版の脳の作成を目指し、

研究を推進。 

・動物用超高磁場 MRI 装置や、最新鋭の PET 装置などを用いて精力的な可

視化研究を推進。 

・BRAIN Initiative は、10 年間で 45 億ドルの予算で、脳のネットワーク

の全体像解明を目指す研究を進めている。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・種々の精神疾患の治療薬開発と臨床試験を主導している。 

・ケタミンの難治性うつ状態の速効性改善効果を見出し、創薬に繫がる研究

成果を上げている 3)。 

・認知行動療法を薬物療法で促進する治療戦略を創出した。 

・遺伝学、神経科学、行動科学の研究方法により取得したデータに基づく、

精神疾患の生物学的診断・分類法を創出するプロジェクトが NIMH によ

り開始（RDoC INITIATIVE 40)）。 

・Human Connectome Project では、1,200 人の健康成人（比較的若い）の

詳細な脳画像と遺伝子配列、行動的特徴を集めてデータベースとすること

を目指す研究が、NIH と関連大学の共同で進んでいる。 

・PET プローブが商業ベースに乗るなど、各分野において応用研究から産

業化への道がスムーズに動いている。 

欧州 

基礎研究 ◎ → 

・統合失調症治療薬（抗精神病薬）、抗うつ薬、抗不安薬の発祥の地である。 

・向精神薬の開発と作用機序の解明、精神症状の発現機序の分子薬理学的解

析などの独創的研究で世界をリードしている。 

・分子遺伝学的、疫学の大規模コホート研究が堅実に行われ、信頼性の高い

データを報告している。2016 年には英国の GWAS を用いた国際共同研究

により、うつ病の関連遺伝子が初めて検出された 7)。 

・PET、MRI などを使った脳機能解析法の解析をリードしている。 

・Human Brain Project は、スーパーコンピューター上に、ジュネーブ近

郊にある欧州合同原子核研究機構と同程度の計算能力を有する完全なる

ヒトの脳モデル作成を目指しており、EU が 16 億ドルの予算で立ち上げ

た。 

・IMAGEN プロジェクト 44)は、欧州各国がコンソーシアム型の領域融合型

で研究を推進し、脳の機能的ネットワーク上で発現する遺伝子の同定など

に成功している。 

応用研究・

開発 
◎ → 

・統合失調症、うつ病、自閉症などへの早期介入研究が行われ成果をあげて

いる。 

・うつ病に対する薬物療法と認知行動療法の臨床比較研究をリードしてい

る。 

・最近世界で初めて GLYT1 グリシン輸送体阻害薬の開発に成功した。統合

失調症の難治性症状に対する効果は見られなかったが、他の精神疾患への

応用が試みられている。 

・大規模ヒトイメージングコホートが構築されており、その結果も幅広く利

用可能となっている。 

・企業と大学との連携がスムーズに進んでいる。 

中国 基礎研究 △ ↗ 

・脳科学領域では世界的な影響をもつ独創的な成果は得られていない。 

・ 疾患研究を含む脳科学の大型プロジェクト Brainnetome45)が立ち上がった。 

・米国で経験のある脳科学者がレベルの高い研究を行っており、霊長類も活

用し易い研究環境であることから、今後の発展が注目される。 
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中国 
応用研究・

開発 
△ → 

・診断・治療法に関する独自の研究成果や創薬は未だ見られないが、基礎研

究の発展に伴い成果が予想される。 

韓国 

基礎研究 △ ↗ 

・脳科学領域では世界的な影響をもつ独創的な成果は得られていない。 

・米国で経験のある脳科学者がレベルの高い研究を行っており、疾患研究を

含む脳科学の核となる研究所や大型プロジェクト CFC が立ち上がり、今

後の発展が注目される。 

応用研究・

開発 
△ → 

・独自の治療薬開発は未だ行われていないが、基礎研究の発展に伴い期待さ

れる。 

・治療薬の臨床試験体制は充実してきている。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.１.10 免疫疾患 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

生体は、非自己（外来抗原、微生物、がん細胞、移植片、自己抗原など）に対して免疫反

応を誘導することにより恒常性を維持している。アレルギーにおける非自己の標的は、主に

外来抗原であり、自己免疫疾患の標的は、自己を非自己であると誤認した自己抗原である。

したがって、非自己に対する生体防御システムと、アレルギー・自己免疫疾患は、表裏一体

の関係にあり、非自己に対する様々な生体応答を理解することが疾患の理解と克服に直結す

る。また、自己抗原に対する免疫寛容の理解の観点も、アプローチの 1 つとして重要である。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

アレルギー疾患としては、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、花粉症、ア

レルギー性結膜炎などが挙げられ、日本人の約半数が罹患するため国民病とも呼ばれる。ア

レルギー疾患が患者の QOL を低下させることによる経済的損失は、看過できない社会問題

である。2015 年にはアレルギー疾患対策基本法が制定され、アレルギーの克服に向けた今後

の進展が期待される。 

アレルギー発症に関する基礎研究においては、石坂公成・照子夫妻により IgE が発見され

てから約 50 年間が経過し、その間、日本は他国に引けをとらない研究成果を挙げてきた。

一方、欧州において、2006 年に皮膚バリアに関連するフィラグリン遺伝子の変異がアトピー

性皮膚炎のみならず喘息の発症因子として同定され 1)、アトピー性皮膚炎発症における皮膚

バリアの重要性と、経皮感作が皮膚のみならず他臓器のアレルギーの発症因子となることが

明らかにされた（本概念をアレルギーマーチとも呼ぶ）。それに伴い、乳幼児期からのバリア

機能の保持によるアレルギー疾患の発症予防への効果の検討が国内外で進んでいる。また、

自然リンパ球という新たな免疫細胞サブセットが発見され、これらによる好酸球の浸潤など

のアレルギー発症への関与も国内外で注目されている 2)。 

アレルギーの治療面においては、アレルゲン免疫療法が臨床に応用された。また、特定の

分子を標的にした生物学的製剤が、アレルギー疾患を対象に海外を中心に臨床試験が進んで

いる。 

自己免疫疾患は、甲状腺や中枢神経、皮膚のなどの特定の組織限定の自己抗原により誘発

される臓器特異的自己免疫疾患と、関節リウマチや全身性エリテマトーデス（SLE）などの

全身性自己免疫疾患（いわゆる膠原病）に大別される。 

免疫領域の基礎研究においては、制御性 T 細胞や PD-1 などの重要な発見が国内からなさ

れているものの、それらの成果は一部の研究者に依るところが大きく、将来を担う若手の人

材育成が急務と言える。 

アレルギー・自己免疫疾患の研究では、学術領域の多様性において海外に水をあけられて

いる。これに加えて、多施設の二重盲検の前向き試験が諸外国ではシステマティックに動い

ているのに対し、国内では臨床研究のデザイン・質や被験者数の不足などの問題が未解決で

あり、政策としてのプラットフォームづくりが必要である。 

治療の中心は長年ステロイドと免疫抑制剤であったが、抗 TNF-α抗体などの生物学的製
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剤が導入され、特に関節リウマチでは疾患の活動性がない状態や関節破壊の進行の抑制が可

能となり、新しい局面を迎えている。生物学的製剤の開発においては、抗 IL-6 抗体のように

国内で開発されたものもあるが、国外の方が優性である。また、生物学的製剤の効果を予測

するバイオマーカーの探索や、医療費高騰を避けるための安価でかつ大量の抗体作成を可能

とする技術の新規導入も図られている。これらの一方で、比較的安価に合成可能な低分子化

合物の探索も継続されている。 

（３）注目動向 

・多臓器円環・慢性炎症： 

アレルギー・自己免疫疾患は、非自己に対して個体内で分子間・細胞間・そして組織間

での連携による高次な免疫応答による結果として発症するため、多臓器にわたり障害を及

ぼすことが多く、分子間・細胞間・臓器間の連関を明らかにする学術領域が今後注目され

る。すでに、骨や神経という非免疫システムが免疫に関与していることが明らかにされ、

Osteoimmunology（骨免疫学）や Neuroimmunology（神経免疫学）などの新学術領域が

創成されている 3, 4)。さらにアレルギーや自己免疫疾患に伴う慢性炎症が、心血管系の疾

患のリスクを上げることも指摘されており、アレルギー・自己免疫疾患に対する早期介入

の必要性が懸案されている。 

・微生物叢や食などの外的・環境因子： 

アレルギー・自己免疫疾患は、個人の遺伝的素因のみならず、外的・環境因子の異常も

関与する。例えば、エアコンや石鹸の消費量の増加に伴う皮膚の乾燥は皮膚バリア機能の

破壊に繋がり、経皮感作を誘導させやすくする。また、PM2.5 やディーゼル排気粒子を含

む大気汚染やスギ花粉などの環境因子によるアレルギー疾患への関与は無視できない。 

一方、腸管などの各臓器に存在する微生物叢によるアレルギーや自己免疫疾患への関与 

が近年次々と報告されている 5, 6)。これは、次世代シークエンサーや無菌マウス作製など

の技術が急速に進み、微生物叢の分子的機構やその役割が解析可能となったためである。

詳細は当俯瞰報告書内の研究開発領域｢3.1.6 微生物叢（マイクロバイオーム）の科学｣を

参照。 

運動や食などの生活習慣で大きく変化する食事成分やその代謝物によっても、体内の免

疫系は制御されている。質量分析機器の発展により、メタボローム解析が高度化したこと

で、Immunometabolism（免疫代謝）という免疫細胞の代謝系の理解や、代謝産物の免疫

調整機構に焦点を当てた学術領域が注目されている 7)。 

微生物叢・食・運動などの生活習慣を含めた外的・環境因子の制御が、今後の先制医療

に繋がることが期待される 

・統合オミクス解析・システムズバイオロジー： 

日本は、遺伝子クローニング法と遺伝子改変マウスの作製といった特定遺伝子を中心に

展開する、免疫システムの分子レベルでの解明において世界の生命科学を数十年に亘り牽

引してきた。しかしながら、現在では、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボロ

ームなどのオミクスを連動させる統合オミクス解析・システムズバイオロジーを用いて、

注目する現象に関与する責任分子を客観的に特定する手法が導入されてきている。すでに
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欧米では、アレルギー・自己免疫疾患の病態解明にもオミクス解析やシステムズバイオロ

ジーが積極的に利用されているが、国内では各研究室レベルでの遂行は困難である。この

ため、国内での解析支援センターなどのプラットフォーム形成が急務である。 

・末梢臓器の免疫機構の理解： 

従来の免疫学は、胸腺・リンパ節・脾臓・骨髄という臓器を対象に進められてきたが、

現在では、アレルギー･自己免疫疾患が発症している各個別臓器における免疫の制御機構の

理解が求められている。腸管・肺・皮膚などの各臓器には独自の免疫システムが存在し、

PD-1 によるメラノーマの治療も臓器局所の免疫環境の制御が想定されている。従って、

各臓器局所の免疫機構を理解し、特異的に免疫制御を目指すことが今後のアレルギー・自

己免疫における臨床応用研究の一つの方向性となりうる。実際に、末梢臓器にもリンパ節

様の組織構築が誘導されることが報告され 8, 9)、2016 年の Science 紙では”Immunity Goes 

Local（免疫は末梢臓器へ）”という記事が出されている 10)。 

・生体イメージング： 

多光子励起顕微鏡を用いた技術により、免疫・アレルギー細胞の局在や動態の解明が著

しく進んでいる。さらに細胞内カルシウム濃度やサイトカイン産生などの機能の可視化や

オプトジェネティクスの応用がなされている。しかしながらその研究対象は小動物にとど

まる。今後、安全な蛍光分子プローブの開発などを利用したヒトへの生体イメージング技

術の応用が期待される。また、多光子励起顕微鏡にとどまらず、光音響イメージング、光

コヒーレンストモグラフィ、ラマン分光法などのマルチモダリティを用いた生体イメージ

ングの臨床応用が期待される。 

・自己抗体と臨床型の相関： 

自己抗体の発現プロファイルと自己免疫疾患の臨床型の相関解析が進んでいる。例えば、

自己免疫疾患の一つである皮膚筋炎では、抗 Jo-1 抗体陽性では間質性肺炎を合併しやすく、

抗 SRP 抗体陽性ではステロイド抵抗性が多く、抗 MDA5 抗体陽性は筋症状が少ない急速

に進行する間質性肺炎合併が多いことが明らかになった。このように、自己抗体の発現プ

ロファイルから自己免疫疾患の予後を推測することが可能となってきている。現在、これ

らの自己抗体の測定が保険収載される方向に進んでいる。 

（４）科学技術的課題 

・ヒト免疫システム（Human Immunology）の理解： 

マウスを用いた研究解析は着実に進んでいるが、免疫系は、免疫細胞サブセットの局在

やケモカインへの反応性などにおいてヒトと小動物で異なることも多く、ヒトの免疫シス

テムの理解が強く求められる。ヒト免疫学においては、研究者数・予算規模において欧米

に大きく後れをとっているだけでなく、近年では遺伝子解析に精力を注いでいる中国にも

後塵を拝している。国内において、東北メディカル・メガバンク機構が設立され、生体試

料のバンク化の基盤が形成されたが、全国のアカデミアが充分に活用できていると現状で

は言いがたい。今後、ヒト生体試料バンクの継続的な活用を推進するシステム形成が求め

られる。さらに、iPS を用いたアレルギー・自己免疫疾患研究、人工的な免疫臓器・器官

（オルガノイド）の作製、さらにはヒト化マウスやサルを用いたヒトと小動物の実験の橋渡
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しを可能にするような科学技術の発展も期待される。 

・微生物叢研究の発展： 

10 年以上前より、欧米では微生物叢研究の重要性が認識され、Human Microbiome 

Project（HMP）などの大型研究プロジェクトが立ち上がった。一方国内は著しい後れを

とっていたが、2016 年度より革新的先端研究開発支援事業「微生物叢と宿主の相互作用・

共生の理解と、それに基づく疾患発症のメカニズム解明」が立ち上がった。微生物叢は人

種や食生活環境の影響を強く受けるため、日本人独自の健常人データの蓄積と網羅的解析

を実施できる拠点の形成、そしてそのオープンな利用環境の整備が求められる。 

・生物学性的製剤の導入とその問題点： 

生物学的製剤の導入により関節リウマチなどの自己免疫疾患の治療が大きく変貌してき

ている。一部の患者では寛解に至るケースもあるが、一方で、効果が不十分に終わるケー

スも存在する。高額な医療であるため社会保険上の課題としても重要となりつつある。効

果を予測するバイオマーカーの探索や、抗体を安価に大量精製できる科学技術の開発が望

まれる。 

（５）政策的課題 

・産官学連携システムの構築： 

国内で開発されたシーズが海外で臨床試験を実施することを余儀なくされるケースが後

を絶たない。我が国における産官学連携の立ち後れが叫ばれてから久しいが、漸く AMED

の設立によりその解決の兆しが見え始めている。しかしながら、我が国では依然として、

産官学の間の人的交流がスムーズであるとは言い難い。欧米では、MD（医師）が製薬企

業に就職することは一般的であり、製薬企業も臨床検体へのアクセスが容易である。国内

ではどちらの点も不十分であり、製薬企業は動物実験に頼った研究をベースに創薬展開を

しなければならないのが現状である。一定期間 MD が製薬企業に就職する、あるいは製薬

企業の人材がアカデミアに在籍することで、双方の考え方を理解し、創薬という目標に向

かって一体となって取り組むことが可能な、人的ネットワークの構築が必要である。さら

に、産学のみならず、官もそのネットワークの一翼を担い、真の産官学連携を加速させる

べきである。 

・ヒト免疫学における政策的課題： 

ヒト免疫学の理解が、アレルギー・自己免疫疾患の克服において重要であり、その実現

には、基礎医学と臨床医学の連携が必須となる。欧米諸国では、臨床医学の講座に PhD

の基礎研究者が教授職などのテニュアトラックとして配備されていることが常であるが、

日本では皆無に等しい。基礎研究者を臨床教室に配属することを推進する政策が望ましい。 

・統合オミクス解析・システムズバイオロジーの基盤整備： 

クローニング法に基づく分子レベルの解析から、統合オミクスやシステムズバイオロジ

ーを利用した網羅的解析の中から重要分子を特定して解析する研究方法に大きく変革して

きている。このような研究方法の趨勢に即応できる環境が整備されているとは言いがたい。

免疫・アレルギー領域は高次複雑系を対象とした基礎研究が進んでいる領域であるため、

アレルギー・自己免疫疾患研究をプラットフォームにシステムズバイオロジーが利用でき
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る環境を整備する政策が必要である。 

・臨床研究の組織形成： 

欧米に比較して、我が国では New England Journal of Medicine や Lancet などの臨床

研究の一流紙に掲載されることが極めて少ない。これは国際共同開発研究の不足という研

究者側の問題のみならず、臨床研究を行うための病院間の横の連携を促進させる政策の欠

如にもよる。臨床医・疫学研究者・再生医学研究者・ゲノム科学研究者・学閥を越えた病

院間の密な連携などの新規システム構築が、アレルギー・自己免疫疾患の克服と国際社会

における日本の臨床研究の向上を図るために重要である。 

（６）キーワード 

免疫、アレルギー、自己免疫疾患、微生物叢、生体イメージング、バリア、アレルギーマ

ーチ、経皮感作、ヒト化マウス、ヒト免疫学、オミクス、免疫代謝、神経免疫学、骨免疫学、

システムズバイオロジー 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ → 

・サイトカインをはじめとする免疫関連遺伝子のクローニングに端を発す

る研究や、自然リンパ球の発見など自然免疫における日本の貢献は大きい

が、基礎研究の大きな成果は、一部の研究者に偏っている。 

・微生物叢の研究領域において世界を牽引する研究者が存在する。 

・研究室毎の縦割り型の研究が中心であり、共同機器支援システムなどの整

備が立ち後れている 

・ヒト検体を用いた基礎研究が大きく立ち後れている。 

・出口志向のテーマに研究費が流れる傾向があり、基礎研究の進展に障害と

なる可能性が懸念される。 

応用研究・

開発 
○ → 

・IL-6 や PD-1 などの抗体医薬の成果が得られているものの、これらは

20-30 年前の遺伝子クローニングから臨床研究までの長年にわたる研究

成果であり、一日に成し遂げたものではないため、長期を見越した支援が

期待される。 

・自己抗体の発現プロファイルと自己免疫疾患の臨床型の相関解析におけ

る我が国の貢献は大きく、自己免疫疾患の予後を推測することが容易にな

った。 

米国 

基礎研究 ◎ → 

・従来通り、アレルギー・自己免疫疾患領域の基礎医学の最先端を進んでい

る。 

・ヒト免疫学の理解に向けて Human Immunology Project Consortium な

どの大型支援がなされている。 

・腸管・皮膚などの微生物叢の研究においては、2007 年から Human Mi-

crobiome Project（HMP）を設立し NIH から多額の研究費が投入されて

いる。 

・NIH グラントの採択率は 10%前後と我が国よりも低いが、レビューシス

テムやプロジェクトを継続させるためのシステムが整備されている。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・米国の製薬会社は、開発力・販売力においてアレルギー・自己免疫疾患領

域において世界をリードしている。さらに、ベンチャー企業が大学との架

け橋となり応用研究・開発を推進させている。 

・創薬・臨床開発・治験の整備・知財部など多岐に亘って環境が整っている。 
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欧州 

基礎研究 ◎ → 

・流行に惑われずに生物学の本質を追求する研究を遂行する文化が根付い

ており、独創性の高い研究成果へと結実している。 

・EU 諸国内などの複数の国にまたがる横断的な基礎･臨床研究に多額の支

援がなされている。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・世界を牽引するメガファーマが新規製剤の開発に積極的に取組んでいる。 

・アレルギー・自己免疫疾患の応用研究に産官が精力的にサポートしてい

る。 

・多国にわたる臨床試験が速やかに実施できる体制が整備されており、日本

で開発された薬剤が日本国内ではなく、欧州で臨床試験が実施されるケー

スが増加している。 

中国 

基礎研究 ○ ↗ 

・欧米で経験を積んだ自国の研究者を、National Key Laboratory プロジェ

クトなどの国家戦略的な大型支援のもとに多数招聘しており、基礎研究は

急速に推進している。 

・学生の熱意は概して高く、質疑応答も極めて活発である。 

・アレルギー・自己免疫領域では、患者を対象にしたGWAS などのGenetics

領域での研究が世界トップレベルまで飛躍してきた。 

応用研究・

開発 
△ ↗ 

・インフラ整備が進み、ジェネリックや Biosimilar products（後発薬）の

創薬に注力している段階であり、まだ独自開発品と呼べるものは少ない。 

・数千床規模の大病院が複数あり、臨床研究に用いられる検体数は日本の研

究に比して遙かに大きい。市場が大きいため欧米諸国の製薬会社も積極的

に資本を投入している。 

・応用研究は欧米には劣るものの、国家戦略により莫大な資本が導入され、

日本に変わり、将来のアジアのリーダーとしての存在感を示しつつある。 

韓国 

基礎研究 △ → 
・生体イメージングや抗原除去食マウスシステムの作製などのいくつかの

領域において顕著な成果をあげている。 

応用研究・

開発 
△ ↗ 

・インフラ整備が進み、ジェネリックや Biosimilar products（後発薬）の

創薬に注力している段階であり、まだ独自開発品と呼べるものは少ない。 

・主要大学に選択して大型予算が投じられており、今後の応用研究の発展が

予想される。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 

1)  Palmer CN, et al.,“Common loss-of-function variants of the epidermal barrier protein 

filaggrin are a major predisposing factor for atopic dermatitis.”Nat Genet.38, 4, 441-6 

(2006). 

2) Artis D, & Spits H.“The biology of innate lymphoid cells.”Nature. 517, 7534, 293-301 (2015). 

3) Crotti TN, et al.,“Osteoimmunology: Major and Costimulatory Pathway Expression 

Associated with Chronic Inflammatory Induced Bone Loss.”J Immunol Res.2015, 281287 

(2015). 

4) Jeltsch-David H, & Muller S.“Autoimmunity, neuroinflammation, pathogen load: A decisive 

crosstalk in neuropsychiatric SLE. ”J Autoimmun. 74, 13-26 (2016). 

5) Abdollahi-Roodsaz S, Abramson SB, Scher J U.“The metabolic role of the gut microbiota in 
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health and rheumatic disease: mechanisms and interventions.”Nat Rev Rheumatol. 12, 8, 

446-55 (2016). 

6) Belkaid Y, & Tamoutounour S.“The influence of skin microorganisms on cutaneous 

immunity.”Nat Rev Immunol.16, 6, 353-66 (2016). 

7) Loftus RM, & Finlay DK.“Immunometabolism: Cellular Metabolism Turns Immune 

Regulator.” J Biol Chem. 291, 1, 1-10 (2016). 

8) Buckley CD, et al.,“Stromal cells in chronic inflammation and tertiary lymphoid organ 

formation.”Annu Rev Immunol. 33, 715-45 (2015). 

9) Moyron-Quiroz JE, et al.,“Role of inducible bronchus associated lymphoid tissue (iBALT) in 

respiratory immunity.” Nat Med.10, 9,927-34 (2004). 

10) Leslie M.“Immunity goes local.”Science.352, 6281, 21-3 (2016). 

 

その他の参考リンク 

➢ National Institutes of Health, Division of Program Coordination, Planning, and 

Strategic Initiatives,“Human Microbiome Project”,  

https://commonfund.nih.gov/hmp/index (2017 年 2 月アクセス) 

➢ National Institutes of Health, National Institute of Allergy and Infectious Diseas-

es,“Human Immunology Project Consortium (U19)”,  

http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-15-041.html (2017 年 2 月アクセ

ス) 

➢ Chinese Academy of Sciences,“KEY LABORATORIES”,  

http://english.cas.cn/research/key_lab/ (2017 年 2 月アクセス) 
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３.１.11 感染症 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

感染症（ウイルス、細菌、真菌）の病態メカニズムのさらなる理解に寄与する基礎研究の

推進と、その知見を応用した新規薬剤や次世代ワクチン創成などの医薬に関する研究開発 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

＜感染症に対する薬剤開発＞ 

1970 年代初頭には、ワクチンや抗菌剤の開発によって感染症はもはや脅威とはならないと

さえ思われた時期があった。しかしながら現実には、その後多くの新興感染症が出現するに

とどまらず、先進諸国ではすでに過去の感染症として忘れられかけたものが再興感染症とし

て新たな脅威となってきた。グローバル化が進む社会の中で顧みられない熱帯病（NTDs）

への対応も国際社会に求められている。加えて、古くから環境や生体内に存在しながら、宿

主生体防御機構が正常に働く限り重篤な感染は起こさない弱毒菌や平素無害菌とよばれる病

原体が、医療の進歩に伴う生体防御能の低下した易感染性宿主（コンプロマイズドホスト）

の増加や、高齢化に伴うハイリスク者の増加、介護施設への集中化によって、いわゆる日和

見感染や院内感染を引き起こしている。有効な治療薬剤さえ存在すれば何れのタイプの感染

症も治療は可能であり、それによって伝染拡大を防ぐことは可能である。しかし、1950 年か

ら 1980 年にかけて多種多様な抗菌剤が世に送り出され、やや過剰に使用されたこともあっ

て、本来は有効なはずの抗菌剤で治療できない薬剤耐性菌（antimicrobial resistance, AMR）

が急速に増加してきた。過去には、薬剤耐性を克服する新たな作用を示す新規抗生物質や合

成抗菌剤が次々と開発され、耐性菌感染を凌ぐことが可能であったが、微生物側の変異能や

遺伝子獲得能の高さによって、対応困難な新規耐性菌や多剤耐性菌の増加に歯止めがかから

ない状況に至っている。このような現状で、新たな治療薬剤の開発は急務であり、それなし

には感染症の脅威を抑制することはできないと危惧される。一方で AMR の根本的解決を促

すための新たな試み、たとえばヒトのみならず、家畜、家禽、養殖魚などへの抗生物質の総

量を規制し、環境への放出を減らすといった対策から、腸内細菌などの常在菌叢の制御によ

る感染予防、感染防御能力の向上や耐性菌に対するワクチン開発なども考えられている。 

戦後急速に新規登録が減少し、抑圧に成功したかに見えた結核でも、世界的に多剤耐性結

核（MDR-TB）が増加し、さらに MDR-TB のうち実に 30％が超多剤耐性結核（XDR-TB）

となっている 1)。わが国では 1963 年以来、新規の抗結核薬が全く開発されないまま半世紀

が過ぎたことは再認識すべき事実である。 

このような現状を認識した上で、今後も続くであろう世界的な人口の急激な増加、都市化

の進行、人々の移動の激化、医療の高度化に伴う易感染性宿主の増加は、各種感染症の増加

に拍車をかける可能性が大きい。新興感染症の中でも最も重大視されたHIV感染／AIDSは、

長らく致命的感染症であったが、HAART 療法の開発によりコントロール可能な疾患へと変

貌してきた。その背景には、膨大な研究費と研究者が投入され、レトロウイルスの感染機構

や病態の詳細が明らかにされたことが大きい。すなわち、十分な基礎研究の蓄積が新たな治

療薬や治療法の開発には不可欠であり、それを基盤としての薬剤開発の連携連動がなされる
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ことが肝要である。ウイルス性肝炎は恒常的に存在する重大なウイルス疾患である。C 型肝

炎ウイルスに関しては、薬剤開発が進み、2015 年９月１日、抗ウイルス薬レジパスビル/ソ

ホスブビル（商品名ハーボニー配合錠）が発売された。一錠８万円と高価であるが、持続的

ウイルス陰性化（SVR）率 100 ％と根治を望める状況になりつつある。今後は薬価などの医

療経済効果の検証と肝がんへの移行の監視が重要となると考えられる。一方、慢性化すると

薬剤での治療が困難な B 型肝炎ウイルスに関しては、近年、ジェノタイプ A（性感染が多く

慢性化しやすい）の B 型肝炎ウイルス感染が日本でも拡大しており、注意が必要である 2, 3)。

ウイルスは種類によってゲノム構造、複製の機構も多様であり、スペクトルの広い抗菌薬開

発に比べると、抗ウイルス薬の開発は容易ではない。しかし、エイズウイルス、インフルエ

ンザウイルス、ヘルペスウイルスに対する抗ウイルス薬の開発は、これら主要ウイルスの十

分な基礎研究成果を基に一定の成果を収め、他のウイルス性疾患に対する薬剤開発の機運も

高まっていると判断される。 西アフリカでの異常なエボラウイルス病のアウトブレイクでは、

ヒト型モノクローナル抗体薬（ZMapp）が急遽使用され、一定の効果をあげた可能性が示唆

されている 4)。さらにわが国でインフルエンザ薬として開発された Avigan がエボラウイル

ス病の治療に奏功する可能性がでてきた 5)。このほか、わが国でも抗エイズ薬、抗インフル

エンザ薬、抗結核菌薬などの開発が進んでいる 6-10)。したがって、新薬開発の潜在力は存在

しており、臨床応用を促進させられるシステムと迅速な審査体制の確立が重要となる。同時

に、アカデミア主体の基礎研究成果から生まれるシーズや、ベンチャーでの小規模開発をバ

ックアップしていくこともますます必要となると考えられる。 

＜ワクチン開発＞ 

ワクチンは現存する医療技術の中でもその起源が最も古く、かつ、有効なもののひとつで

ある。ジェンナーやパスツールに始まるワクチンは、天然痘の撲滅や世界の大部分の地域に

おけるポリオ根絶宣言に見られるように、公衆衛生としての感染症対策に大きな役割を果た

してきた。現在ではおよそ 15 種類の病原体に対するワクチンが世界で広く用いられており、

疾病の流行防止や疾病の発症抑制および軽症化を目的として接種されている。このようなワ

クチンの効果が見られる病気は vaccine preventable disease（VPDs）と総称されている。

しかし、３大感染症として対策が求められているエイズ、結核、マラリアをはじめ、数多く

の感染症がいまだに世界の多くの人々を苦しめており、先進国中心の従来の枠組みをこえた

グローバルなワクチン開発が求められている 11)。また、頻度は少ないながらもワクチン接種

によって引き起こされる様々な程度の副反応や健康被害も、大きな医学的・社会的問題とな

る可能性を秘めている。これらの課題を解決し、またそれぞれの病態に適した免疫応答を誘

導できる有効性と安全性を兼ね備えた次世代のワクチン開発には、現代免疫学の知見に基づ

いた科学的なアプローチが不可欠である。2011 年にワクチン開発に直結する成果の多い自然

免疫の研究、樹状細胞の研究の先駆者にノーベル生理学・医学賞が与えられたことからも伺

えるように、過去十数年の間にワクチン、アジュバントの分子レベルの作用機序解明が急速

に進展してきた。抗原探索技術も進み、近年、高速シークエンサーによる未知のウイルスの

同定が可能になり、構造生物学のアプローチを用いた多くの病原体株に中和活性をもつ抗体

エピトープの解析技術、そして遺伝子組み換え技術を用いた DNA や RNA、ウイルスを用い

た次世代ワクチン、またそれらの迅速な作成技術、ウイルスやタンパク質などの大量生産技

術など革新が続いている。すなわち、新規ワクチン開発を可能とする技術的基盤は大きく進
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展した状況にあると言える。 

わが国の予防接種政策と海外との格差は「ワクチンギャップ」と呼ばれ議論の対象となっ

ていた。しかし、2012 年の経口ポリオワクチン（OPV）から不活化ポリオワクチン（IPV

およびDPT-IPV）への切り替え、2013年からインフルエンザ菌 b型（Hib）、肺炎球菌（PCV7、

現在は PCV13）、ヒトパピローマウイルス（HPV）に対するワクチンが定期接種化され、さ

らに水痘ワクチンも 2014 年 10 月に定期接種化された。2016 年 10 月には B 型肝炎ワクチ

ンの定期接種化が開始されている。接種可能なワクチンの種類および費用面でのワクチンギ

ャップはほぼ解消に向かっていると言える。また、比較的近年になって開発された H1N1 新

型インフルエンザワクチン（日本は特例承認）や HPV ワクチンには免疫効果を高める為に

AS04、MF59、AS03 といった新しいアジュバントが使用されている特徴がある。 

国外では十数年前より、国内でも数年前より、各国政府や国際機関が感染症対策の一環と

してワクチン開発やその周辺技術革新に多額の研究費を投入してきた。特に米国、欧州、シ

ンガポール、韓国などでは、バイオインフォマティクスを駆使した防御抗原検索や有効性指

標の探索、自然免疫制御能力に応じた各種アジュバント開発研究、ワクチンの効果的なデリ

バリーに重要なドラッグデリバリーシステム（DDS）やベクターの開発研究とその生体イメ

ージング技術の応用などがその投資対象である。逆にわが国では、免疫学や微生物学、細胞

生物学、生体工学といった基礎研究は高いレベルにあったものの、ワクチン開発に特化した

技術開発、応用研究には目立った国の予算がつかず、過去 20 年間、新規のワクチン開発が

停滞してきた。これに対して、疫学を中心とした海外感染症研究拠点形成や、緊急ワクチン

輸入やワクチン製造施設建設などに国家予算が費やされた。その理由として、前臨床試験か

ら臨床現場まで、利用される動物の数、ボランテイアの数、関与が求められる研究者の数、

費用、年月のすべてが膨大になっていること、さらには、世論などによるワクチンの安全性

に対する厳しい監視の目が考えられる。 

しかしながら、ここ数年、ワクチン開発には消極的だった日本の産業界でもインフルエン

ザをはじめ多くの感染症をターゲットとしたワクチン開発研究に大手製薬企業やベンチャー

企業が参入を表明するなど、ワクチンとその周辺技術をとりまく R&D は急激に活発になっ

ている 12)。このような時流をとらえ、「創薬支援ネットワーク」や「開発特区」「薬事法、医

師法を含むワクチン開発の法制度改正と規制緩和」を最大限活用し、ワクチン開発の「ニー

ズ」と「シーズ」を効率よく、かつ上市を目標とした現実的な開発を行うべきである。日本

の「高品質」すなわち「安全、安心」というブランドが日本のワクチンにも存在することを

アピールする最大の武器になることも考慮し、韓国、中国、インドなどのアジア諸国と連携

しつつも日本がリードする形で規格を作っていくような戦略も有効だと考えられる。その他、

アジュバントはワクチンが効果的に効くためには必須のものだが、実験的には自己免疫疾患

や自己炎症性疾患を誘導するリスクをも負っている。そのため、アジュバント開発は、有効

性だけでなく安全性も向上させる研究、すなわち、その分子レベルでの作用機序解明といっ

た地道な努力が必要になると考えられる。特に最近導入された HPV ワクチン接種後に見ら

れる長期体調不良例の報告や、主に北欧諸国で報告が相次いだ AS03 が添加された H1N1 新

型インフルエンザワクチン（日本は特例承認）接種後の明らかなナルコレプシー発症の増加

など、新しいアジュバントの使用に対して冷静にかつ科学的に検討すべき課題も指摘されて

いる。安全性の向上を目指し、これらの副作用の科学的検証を疫学的、生物学的見地から行
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う必要が高まっている。一方で、日本を除くほとんどの諸外国で、がん予防はがん治療（特

に進行がん治療）に比べて圧倒的に費用対効果が優れていることから、がん予防に資するワ

クチン研究も推進されており、昨今導入され注目されている免疫チェックポイント薬などと

併用する複合療法の臨床試験も活発になってきている。世界のがん免疫療法の潮流と競争に

おける日本のワクチン開発研究能力、ワクチン審査行政の今後の動きが注目される。 

（３）注目研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

・ ヒト免疫不全ウイルス（エイズウイルス）感染者と非感染者のカップルにおいて、抗ウイ

ルス薬  使用により、感染が 94 ％減少可能であるという報告 13)がサイエンス誌において

2011 年の 10 大ニュースのトップに選出された 14)。  

・ ヒト免疫不全ウイルス感染症に対する感染予防薬（抗ウイルス薬を含むゼリーや徐放性の

薬剤を含むリングなど）の開発に注目が集まっている 15)。  

・ インド、パキスタンにおいて広域β－ラクタム薬を分解する酵素「ニューデリー・メタロ

‐β‐ラクタマーゼ 1（NDM-1）」を産生する、新型の多剤耐性菌の感染・増加が報告さ

れている 16)。ほとんどの抗菌薬に高度耐性を示す NDM-1 を保有する菌として大腸菌や肺

炎桿菌の割合が高いこともあり、今後注意を要する。  

・ 新興ウイルスの出現は続いており、医療のみならず、社会問題に発展するケースが相次い

でいる。2011 年、中国で血小板減少を起こす SFTS ウイルス（ブニアウイルス科フレボ

ウイルス属）が新たに報告された 17)。また、2012 年のカンボジアにおける小児の原因不

明発熱性疾患死亡事例へのエンテロウイルス 71 の関与 18)なども挙げられる。同 2012 年

には中東地域を発端とし発生したラクダなどの動物から媒介され、重度の肺炎などを引き

起こす MERS コロナウイルス、2013 年 1 月に国内の患者が初めて確認されたマダニ媒介

性の重症熱性血小板減少症候群（SFTS）、2014 年には日本では東京の中心部で発生し、

70 年ぶりの流行となったデング熱、同年にはアフリカ諸国でエボラ出欠熱が大流行し多く

の死者が出た。2015 年以降ブラジルでジカ熱ウイルスが流行し、それが原因と思われる

感染妊婦から小頭症児の出生が問題になっている。 

・ ピロリ菌による発がん機構に関しては、日本人研究者によって、CagA が責任分子である

証明と詳細な分子機構の解明が進んでいる 19)。感染と発がんの間にある大きなギャップ

（ピロリ菌感染者の多くは胃がんを発症しない）は不明なままであったが、宿主ゲノムの

多型が関連することが予想され、大規模シークエンス技術の発展により、その同定が可能

になってくると考えられる。  

・ ウイルス遺伝子断片のゲノムへの組み込みが報告され、ウイルス感染への抵抗性などとの

関連が予想されている 20)。進化の中で動物とウイルスにゲノムの置換が起こり、固定され

たものと考えられており、今後の研究進展が注目される。  

・ ワクチンは感染症だけでなく、アルツハイマー病やてんかん、高血圧、禁煙、肥満など

に開発の対象が拡大している他、高価な抗体医療の代替として生体内で抗体を産生させ

るようなワクチン、自己免疫疾患に対する免疫寛容誘導ワクチンも開発の試みが始まっ

ている 12, 21)。感染症に限定しない広義のワクチン療法の体系的な推進が求められる。 

・ 昨今の新興、再興感染症やバイオテロに対する対策研究として未知の病原体感染体や付随



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

209 

俯
瞰
区
分
と
研
究
開
発
領
域 

する病態に対する正確な早期診断法、病原体同定法の研究と、それに必要な基礎研究が重

要視され始め、迅速な病原体遺伝子同定技術や、遺伝子ワクチンの作成技術、自然免疫ア

ジュバントなどによる免疫獲得の時間短縮といった萌芽的成果がみられる 22)。 

（４）科学技術的課題 

・ ワクチンの迅速開発に向けたゲノムを中心としたオミックス技術を駆使した病原性因子

研究から、網羅的ワクチン抗原探索、そして分子疫学との融合、抗原の製造、最適化、動

物モデルを含む評価法の確立が課題である。また、感染流行地域におけるヒトサンプルの

大量採取、解析を国際間で進めるためのサポート体制作りも必要である。 

・ 粘膜へのワクチン投与（鼻咽頭、気道、肺、腸管）や皮膚などへの投与法（正確性、抗原

の安定性なども含む）の確立も課題となっている。 

・ 薬剤デリバリー（DDS も含む）技術の効果、安全性の検証手法の確立のほか、ワクチン

製剤の GMP ロットの可能性については費用対効果の検証も含め、化学、薬学、工学系な

どの異分野間の共同研究促進が必要である。 

・ エボラウイルスなど極めて致死性が高い病原体による新興感染症が次々に出現している。

これらの感染症に対するワクチン・治療薬を開発するために BSL-4 病原体を取り扱うこ

とができる BSL-4 施設の設置・稼働が必須である。国内 BSL-4 施設としては、国立感染

症研究所村山庁舎 BSL-4 施設（2015 年 8 月より稼働）のみであり、長崎大学では 2020

年の稼働を目指した活動がなされている。 

・ 細胞性免疫を必要とする疾患（ウイルス、細胞内寄生菌、原虫）はそのワクチン効果を判

定する方法が未確立である。簡便かつ安価な効果判定系の開発、関連試薬の開発、研究者

にとって利用しやすい大型動物実験施設の設立などが望まれる。  

・ 小動物実験では非常に効果の高いワクチン候補もヒトの臨床治験では効果が低く承認さ

れない例が多く、原因の究明、対策のための免疫学的研究や、ヒト型マウスの作成、さら

にはヒトの免疫細胞や iPS 細胞由来の細胞、組織を用いた前臨床試験方法の新規開発など

が望まれる。 

・ ワクチン接種によって起こる副作用、とくにまれに起こるものに関する対策は喫緊の課題

である。ヒトのサンプルを用いた臨床研究によるバイオマーカー探索、たとえば血清のプ

ロテオーム、メタボローム、マイクロ RNA の解析が有効と期待される。 

（５）政策的課題 

・ 感染により惹起するがん（ピロリ菌胃がん、ウイルス性肝がん、パピローマウイルス性子

宮頚がん、HTLV による成人 T 細胞白血病など）はヒト全がん死亡の 20％を占める。原

因となる微生物の感染阻止、駆逐により、ほぼ完全に防止できる点を再認識した上で、感

染予防ワクチンの開発を重視する施策が求められる。 

・ 欧米や韓国のように、日本でもワクチン開発（候補の選択、ワクチン製剤に向けたデザイ

ンや生産技術の一体化開発）を効率よく迅速に行える総合研究施設（ワクチンセンター）

が必要である。また、疫学統計の専門家の絶対数が不足しており、人材育成が喫緊の課題
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である。 

・ 大学、研究機関でのシーズと製薬企業を結ぶ仕組みの充実（例えばスクリーニングに加え

て生物学的活性研究グループと合成専門グループの連携を図る仕組みの構築、ワクチン開

発研究における「防御抗原」、「自然免疫アジュバント」、「生体内デリバリーシステム」の

研究連携）は引き続き課題である。  

（６）キーワード 

ウイルス、細菌、真菌、原虫、新興・再興感染症、薬剤耐性、分子疫学、ワクチン、抗原、

アジュバント、自然免疫、レギュラトリーサイエンス、BSL-4、NTDs  

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ → 

・インフルエンザウイルス、麻疹ウイルス、ピロリ菌、ヒト T 細胞白血病

ウイルス 1 型研究の病原性研究、単純ヘルペスウイルスの受容体の同定

など基礎研究の分野では着実に成果が生み出されている。特にウイルスな

どの病原体に対する自然免疫の研究では世界をリードしている。  

・免疫学、微生物学、細胞生物学、生体工学といった関連分野が他国と比較

して強い。 

応用研究・

開発 
○ → 

・多剤耐性結核は、通常の結核と比べて死亡率が高く、従来とは異なる革新

的な作用メカニズムをもつ治療薬の開発が急務であるが、大塚製薬が開発

したデラマニドが、2014 年４月には欧州で、7 月にはわが国で承認され、

日本初の MDR−TB 治療薬として期待される（商品名：デルティバ）。 

・富山化学工業が独自に開発した新規抗インフルエンザ薬ファビピラビル

（ウイルス RNA ポリメラーゼ阻害薬、商品名：アビガン）が国内で条件

付き製造販売を承認された。ファビピラビルは細胞内でウイルスの遺伝子

複製酵素を阻害し増殖を阻止する新規な作用機序であり、幅広い抗ウイル

ス作用が期待される。ギニア政府はエボラ出血熱の標準治療薬に採用。 

・国内で開発された抗 HIV 薬はアメリカで臨床開発され、欧米の製薬会社

へ導出されており、着実に産業化にも実績を上げている。  

・日本タバコ産業で開発されたインテグラーゼ阻害剤は米国 Gilead 社に導

出され、Quad という 4 種類の薬剤の合剤として開発され、2012 年 8 月

27 日に FDA に承認された。  

・HIV 治療薬としてインテグラーゼ阻害作用を有する抗 HIV薬ドルテグラ

ビルが GSK と塩野義製薬により共同開発された。 

・ワクチン開発に関しては、シーズは少なくないものの、ヒト化研究や前臨

床試験、治験体制の整備が立ち遅れている。 

・国内の研究用BSL-4施設は国立感染症研究所村山庁舎BSL-4施設しか稼

働しておらず、高病原性ウイルスに対するワクチン・治療薬開発が大きく

遅れている。 

・大手製薬企業がワクチン開発に参入する上で、審査行政、ワクチン行政が

ボトルネックとなっている感が否めない。 

米国 基礎研究 ◎ → 

・多くの分野で着実に優れた成果を上げている。ワクチン関連分野に加え、

ゲノム、疫学、レギュラトリーサイエンスが強い。 

・微生物の病原性発現機構や感染の免疫応答に関して、息の長い純粋基礎研

究が高いレベルで継続されており、その成果は結果的に応用へも確実に反
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映されている。 

応用研究・

開発 
◎ → 

・慢性 C 型肝炎に対する複数の新薬（プロテアーゼ阻害剤、ポリメラーゼ

阻害剤、NS5A 阻害剤）の臨床試験成績が報告され、今後は IFN、リバ

ビリン、リトナビルなどとの併用療法にて、さらなる治療成績の改善が期

待されている。  

・B 型インフルエンザウイルス株を二種配合できる四価インフルエンザ生

ワクチン（FluMist）が上市している。  

・クロストリジウム・ディフィシル感染下痢症に対する新薬（フィダキソマ

イシン）が開発された。  

・応用研究から開発に向かう際の競争的資金、サポート体制が強い。 

・メガファーマを中心に精力的に開発が進められている。日本などで開発さ

れた薬剤も欧米のメガファーマに導出されるケースが多く、臨床治験も米

国を中心に進められている。 

欧州 

基礎研究 ○ → 
・ EU では特にドイツ、フランスを中心として、米国に匹敵するレベルの研究

が行われているが、感染を対象とする基礎研究が拡大しているとは言い難い。 

応用研究・

開発 
◎ → 

・年間 2 億人が発症するマラリアに関し、GSK が開発したマラリアワクチ

ン Mosquirix（RTS,S）の有効性が接種直後では認められるが、時間経過

とともに効果は減少すると報告されている。 

・Janssen R&D Ireland ( 旧  Tibotec) は逆転写酵素阻害剤である

Dapivirine の vaginal gel、vaginal ringをHIV 感染予防薬として開発し、 

International Partnership for Microbicides (IPM)による第３相臨床試

験で有効性を確認した。 

・HIV 治療薬としてインテグラーゼ阻害作用を有する抗 HIV薬ドルテグラ

ビルが GSK と塩野義製薬により共同開発された。 

・感染症ワクチン開発においては、総じて米国に準ずるが、霊長類など動物

実験倫理が厳しいことが他国との比較で不利になることもある。 

・欧州でもメガファーマを中心として薬剤、ワクチンなど開発が活発に進め

られており、審査行政も迅速である。新規結核ワクチンの開発トライアル

はオランダなどで積極的に実施されている。 

中国 

基礎研究 △ ↗ 

・Recruitment Program of Global Experts（1000 Talent Plan）をスター

トさせた科学者のリクルートを行っているが、さらに “Recruitment 

Program for Young Professional”と“Recruitment Program of Foreign 

Experts”という 2 つのプログラムを追加している。前者は 40 歳以下の中

国人研究者を海外から呼び戻し、中国で研究を行うプログラムである。後

者は海外からの研究者（中国人以外）を３年以上雇用するプログラムであ

る。 

・2010 年に Chinese academy of sciences は Center for Infection and 

Immunity を設立した 23) 。  

・ウイルス学分野、特にインフルエンザの基礎研究には優れたものがみられ

る。海外で育った優れた中国人研究者の任用と予算の集中化により、過去

数年で学術論文は著増し、内容も世界的レベルに到達しつつある。 

応用研究・

開発 
△ ↗ 

・E 型肝炎ウイルスに対するワクチンが開発され、有効性が報告されてい

る 24)。このワクチンは厦門大学の関連会社である Xiamen Innovax Bi-

otech（INNOVAX）が開発している。  

・Tu Youyou 博士が抗マラリア薬 artemisinin の発見により、2011 年にラ

スカー・ドゥベーキー臨床医学研究賞を、2015 年にノーベル生理学・医

学賞を受賞した。 

・前臨床、治験ともに日本と比較すると非常に敷居が低いが、逆に安全性、

信頼度に大きな懸念が持たれる。 

・多くのベンチャーが設立され、産業化を進めているが、現時点では大きな

成果は上がっていない。しかし、国策として強力に推進されていることは

日本と対照的である。 

・ワクチン市場は中国で急速に成長している分野の一つであり、GSK やノ

バルティスの活動を通じて臨床開発力、産業技術力をつけつつある。 

韓国 基礎研究 △ → 

・他の研究分野に比較すると感染症研究には、それほど重点が置かれていな

い。 しかし、過去数年の間に韓国から公表される微生物学関連論文の質

は、格段に上昇してきている。 
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・日米欧に比較すると見劣りするが、国際ワクチン研究所の疫学研究は注目

すべきレベルを示している。 

応用研究・

開発 
○ → 

・韓国生命工学研究院を設立し、バイオサイエンスの推進、バイオベンチャ

ーの育成を行っているが、薬剤開発に向けた感染症研究の比重は高くな

い。  

・ワクチン開発については国を挙げて治験などのサポート体制を向上させ

ている。  

・薬剤研究については、特に注目すべき実用化研究は認められないが、韓国

生命工学研究院は塩野義製薬と創薬シーズに関する共同研究を行ってい

る。  

・東亜製薬が創薬したオキサゾリジノン系 tedizolidは、導出先の米国Trius

社（現 Merck 社）から Bayer 社に導出され、上市された。 

・ワクチンについては、韓国 FDA の審査行政、ワクチン産業ともに日本は

やや先を越されている。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）引用資料 
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結核病学会, Kekkaku 85, 2, 125-137 (2010).   

2) Matsuura K, et al.,「Distribution of hepatitis B virus genotypes among patients with chronic 

infection in Japan shifting toward an increase of genotype A. 」 J Clin Microbiol. 

47(5):1476-83 (2009).  
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4) Olinger JJ, et al.,「Delayed treatment of Ebola virus infection with plant-derived monoclonal 
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let.”Expert Opin Investig Drugs. 21, 7, 901-4 (2012). 
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３.２ 創薬基盤技術、医薬品 

＜区分の俯瞰全体像＞ 

「創薬基盤技術、医薬品」区分は、創薬シーズの基盤となる疾患・生命の理解を進めるにあ

たって必要な技術群と、医薬品そのものの開発動向およびそこから見えてきた科学技術上の

課題を主に取り扱う区分である。本区分で見られる大きな方向性としては、生体をより精緻

に観察し操作する技術、モデル動物にとどまらず様々な生物種を研究対象として取扱可能と

する技術、生命や疾患の複雑系を紐解く技術、などが挙げられる。特に目覚しい事例として

は、ゲノムを自在に操作する「ゲノム編集」技術および、タンパクなどを結晶化していない

状態で観察可能とする「クライオ電子顕微鏡」技術の２点である。 

本区分において重点的に取りまとめる領域の設定にあたっては、“製薬企業など、出口産業

からのニーズが高い技術”であることを前提条件として、“近年、特に新しい技術的展開が見

られる領域”、“我が国において推進することに大きな意義”のいずれか或いは両方を満たす

ことを強く意識した。その結果、今回の俯瞰においては次の 13 領域を設定した。 

 

表. 「創薬基盤技術、医薬品」区分領域一覧 

領域名 領域設定の観点 

ゲノム解析・オミクス解析 ゲノム解析、オミクス解析、統合オミクス解析 

生体再現技術Ⅰ（臓器チップ） 単一臓器／複数臓器の臓器チップ作成技術 

生体再現技術Ⅱ（オルガノイド） 各臓器・組織のオルガノイド構築技術 

モデル動物 モデル動物全般（げっ歯類、霊長類など） 

ゲノム編集 ゲノム編集技術（CRISPRなど） 

構造解析技術Ⅰ（Wet） 立体構造解析の実験技術（クライオ電顕、NMR、X線解析など） 

構造解析技術Ⅱ（Dry） 立体構造解析の数理アプローチ（MDシミュレーションなど） 

創薬・育薬技術 バイオマーカー、ドラッグリポジショニングなど 

バイオ医薬（抗体医薬等） 抗体医薬を中心に、バイオ医薬全般 

核酸医薬 核酸医薬の基礎～応用研究 

中分子医薬 中分子医薬（ペプチド、天然物化合物）の基礎～応用研究 

細胞治療 再生医療の基礎～応用研究 

遺伝子治療 遺伝子治療の基礎～応用研究 

 

本区分で取り上げた全 13 領域は、“創薬を加速させる基盤技術領域”、“現在の主要な医薬

品などの領域”の２つに大別される。それぞれの概要は次の通りである。 

 

（１）創薬を加速させる基盤技術領域 

創薬をはじめとした生命・健康・疾患科学の全ての根幹を担う重要基盤技術として「ゲノ

ム解析・オミクス解析」を設定した。ゲノムのみならず、トランスクリプトーム、メタボロ

ーム、プロテオームが大きく進展している。それらを統合したオミクス解析への期待もます

ます高まっている。 
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創薬研究や疾患研究におけるヒトと動物の種差を埋める技術への期待が大きい。In vitro

でヒトを再現しうる技術として、臓器の細胞群を培養し in vitro 実験系とする「臓器チップ」

（製薬企業の関心が国内外で高く、アッセイ系としての信頼性向上が課題）、小さな臓器を培

養環境で構築する「オルガノイド」（個々の細胞培養よりも生体を再現しているものと期待さ

れ、創薬および生命現象の理解の両方への活用が期待）の２つを設定した。in vivo 実験系と

しては、現在も様々な生命現象、疾患を対象に開発が進められている「モデル動物」を設定

し、またモデル動物作出におけるブレイクスルー技術となった「ゲノム編集」も設定した。

ゲノム編集については、モデル動物作出のみならず、幅広い生体分子操作ツール、そして遺

伝子治療などへの活用が期待される。 

生体分子の立体構造の解明は、生命現象や疾患の理解、そして医薬品シーズの探索・改良

を大きく加速させることから「構造解析技術（Wet）／（Dry）」を設定した。Wet 技術とし

ては、クライオ電子顕微鏡による単粒子解析技術の劇的な進展が、国内外で大きな注目を集

めており、各国で同電顕の基盤整備が急ピッチで進められている。当該技術をはじめとした

Wet 技術と、スパコンなどを活用した Dry のシミュレーション技術を融合させることで、生

体分子の動的構造解析の進展が期待される。 

創薬に直結する技術として、既存の医薬品や開発中止となった医薬品候補などに、新たな

医薬品としての可能性を見出す「ドラッグリポジショニング」（分子プロファイリング技術の

基盤構築も進んでおり注目すべき）、創薬の一連のプロセスの最適化に求められる「バイオマ

ーカー」の２つを設定した。 

 

（２）現在の主要な医薬品などの領域 

現在の医薬品市場で最も大きな存在感を示している「バイオ医薬（抗体医薬等）」、これか

らの成長が期待されるものとして「核酸医薬」「細胞治療」「遺伝子治療」のあわせて４つを

設定した。 

「バイオ医薬（抗体医薬等）」では、大型バイオ医薬品の特許切れを受け、バイオシミラー

およびバイオベター（親和性・安定性の向上、低分子化など改良した医薬品）、次世代バイオ

医薬品の開発が急務である。現状、わが国は後塵を拝しているが、要素技術では優れたもの

を有しており、次世代バイオ医薬において先行するための戦略的取り組みが期待される。「核

酸医薬」では、抗体医薬では困難な治療ターゲットを対象とすることが期待されているが、

DDS や安全性などの問題が存在し、さらなる研究開発が期待されている。「中分子医薬」で

は、新たな「創薬標的」として、タンパク質間相互作用（PPI）が注目され、細胞内 PPI を

標的とした中分子化合物による創薬が期待されている。またかつて創薬の中心的位置付けで

あった天然物化合物による創薬も見直す動きが始まっている。 

「細胞治療」では、審査・承認に係る規制の見直しがの 2015 年に行なわれた結果、承認取

得の加速が予想され、同年に国内初の他家由来細胞の再生医療等製品が承認された。また、

「遺伝子治療」の臨床的成功例が欧米で相次いで報告され、実用化の段階となっている。新規

治療技術の開発（例：CAR-T など）が進んでいる。ただし、細胞治療、遺伝子治療とも、高

額な医療技術であることから、安全性・有効性の向上に加えて低コスト化に向けた技術開発

などが極めて重要である。 
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３.２.１ ゲノム解析・オミクス解析 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

21 世紀以降、次世代シークエンサーをはじめとする計測技術が急速に高度化し、DNA／

RNA、タンパク質、代謝物などの網羅的なデータが大量に生み出されており、それらデータ

を解析し意味付けする技術も大きく進展している。本項では、オミクス研究において最も先

行しており、今も生命・疾患の理解および医療応用において次々と重要な成果が得られてい

る「ゲノム解析」と、今後のオミクス解析の方向性として重要と考えられるゲノム／トラン

スクリプトーム／プロテオーム／メタボロームなどを統合的に解析する「統合オミクス解析」

の２つに着目し、俯瞰を行なう。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

（Ａ）ゲノム 

ヒトゲノム配列の個人差（遺伝子多型）とヒト形質（疾患・臨床検査値・ファーマコゲノ

ミクス）との関わりについて、世界中の研究者が注目し、国内外で活発な研究が進められて

いる。その背景には、次世代シークエンサー解析や SNP マイクロアレイを用いたゲノムワ

イド関連解析（GWAS）など、ゲノム配列解読技術の急激な進展と商用化によって大規模疾

患ゲノム解析の実施が可能となったことが挙げられる。そして、多数の疾患感受性遺伝子の

同定へとつながっている。 

2000年代前半に、国際HapMap計画によりヒトゲノム遺伝多型のカタログが作られた 1)。

ゲノム領域全体における遺伝子多型と形質との因果関係を網羅的に評価する遺伝統計解析手

法である GWAS は、わが国の理化学研究所において世界で初めて報告された 2)。その後、数

十万 SNP を搭載した SNP マイクロアレイが商用化され、世界中のゲノム研究施設で精力的

に GWAS が実施された結果、数百を超えるヒト形質に対する疾患感受性遺伝子が多数同定

されている 3)。近年では、次世代シークエンサーで得られた参照ハプロタイプデータを用い

て、観測されていない SNP ジェノタイプデータをコンピューター上で推定する手法である

「genotype imputation」を用いることにより、数十万 SNP のジェノタイプデータから約一

千万 SNP のデータを得ることが可能となっている 4)。異なるコホートや SNP マイクロアレ

イで取得された GWAS を genotype imputation により統合する GWAS メタアナリシスが可

能となり、複数人類集団を対象に十万人～百万人規模での大規模解析が実施されるようにな

っている。 

一方で、GWAS で同定された疾患感受性 SNP を組み合わせても、疾患発症における遺伝

的リスクの一部分しか説明できない事実も判明し、「missing heritability」として知られて

きた。Missing heritability の成因として、集団中の存在頻度が低く GWAS の解析対象にな

りにくい遺伝子変異が原因である、というレアバリアント仮説が提唱されていた。しかし、

次世代シークエンサー解析による実際のレアバリアント解析の結果、ありふれた疾患におい

てレアバリアントが有する疾患リスクは想定より小さく、missing heritability を説明できな

いことが判明しつつある 5)。替わりに、全ゲノム領域に分布する多数のコモンバリアントが

小さいリスクを有する、というポリジェニック（polygenic）仮説や、リスク遺伝子変異の非



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

217 

俯
瞰
区
分
と
研
究
開
発
領
域 

創
薬
基
盤
技
術
、
医
薬
品 

相加的や遺伝子間相互作用が missing heritability を説明する、という仮説が提唱されてい

る 6)。Missing heritability を説明するためにはより多くのサンプルを用いた大規模 GWAS

を、次世代シークエンサーによるレアバリアント解析と効率的に組み合わせて進めることが

必要、というコンセンサスが得られつつあり、疾患ゲノム解析のより一層の大規模化、多国

籍化、集約化が加速している。 

大規模 GWAS で得られた疾患感受性遺伝子の情報を、遺伝統計解析やバイオインフォマ

ティクス解析により詳細に解釈し、疾患病態の解明やゲノム創薬につなげる研究分野も拡大

を見せている。疾患感受性遺伝子の情報を、遺伝統計解析を通じて多彩な生物学・医学デー

タベースと分野横断的に統合することにより、新たな疾患病態や組織特異性の解明、疾患バ

イオマーカーの同定、疾患疫学上の謎の解明、などに貢献できることが明らかとなりつつあ

る。その方向性を示す、近年の成果事例は次の通りである。 

・ 大規模疾患ゲノム解析により得られた疾患感受性遺伝子変異と、組織特異的なエピジェ

ネティクス情報を統合した結果、肥満の病態への中枢神経系の関与 7)や、関節リウマチ

の病態における制御性 T 細胞の関与 8)が明らかとなった。 

・ 大規模疾患ゲノム解析結果と microRNA-標的遺伝子ネットワークの統合により、多彩

な疾患の遺伝的背景における microRNA の寄与と、バイオマーカー候補 microRNA の

同定がなされた 9)。 

・ 疫学調査により指摘されていた、統合失調症と関節リウマチの低合併率の一部が、遺伝

的背景により説明されることが明らかとなった 10)。 

さらに、疾患感受性遺伝子と疾患治療薬の標的遺伝子が有意なネットワークを介してつな

がっていることが判明し、疾患感受性遺伝子情報がゲノム創薬のリソースとして有用である

ことが報告されている 8)。疾患感受性遺伝子に基づく新規疾患標的遺伝子の探索だけでなく、

疾患感受性遺伝子と標的遺伝子が構成するネットワークを逆に解析することにより、効率的

なドラッグ・リポジショニング（既存の治療薬の適用対象疾患の拡大）への注目が高まって

いる。関節リウマチに対する CDK4/6 阻害剤、２型糖尿病における GSK3B 阻害剤、パーキ

ンソン病における実践例（薬剤名非公表）が報告されている 8, 11, 12)。これらの取り組みは、

これまでメンデル遺伝型の希少疾患の原因遺伝子に対して実施されていたゲノム創薬の枠組

み（例：家族性高 LDL 血症原因遺伝子 PCSK9 の阻害剤を高脂血症へ適用、キサンチン尿症

原因遺伝子 XOR の阻害剤を痛風へ適用、家族性腎性糖尿原因遺伝子 SGLT2 の阻害剤を 2

型糖尿病へ適用）を、ありふれた疾患の大規模ゲノム解析の結果に対して適用拡大したもの、

として解釈される。 

 

（Ｂ）統合オミクス解析 

生命は、DNA、RNA、タンパク質、代謝物などの要素から形成される多階層にわたる大

規模な生体ネットワークから成り立っている。それら全ての要素のオミクス情報を高精度か

つ網羅的に取得することが可能となった現在、それら大規模データ群を階層横断的に解析す

る統合オミクス解析が進みつつある 13)。全ての生命現象や疾患はそれら全ての要素からなる

生体ネットワークが根本にあり、本解析法は全ての生命・疾患科学において究極の解析方法

となるポテンシャルがある。また、統合オミクス解析を実施することで、ゲノム上の多様性

や変異を起点とする、様々な分子の個体差や変化、生体ネットワークへの影響、薬剤応答、
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などを予測する信頼性の高い方法を確立することが期待される。 

より精確な統合オミクス解析を行なうためには、同一条件、同一サンプルにより得られた

オミクスデータ群を用いた統合オミクスネットワーク分析をすることが特に重要である。統

合オミクス解析では複数の異なるオミクスデータ計測とデータ解析を密接に行う必要がある

ため、単独のラボで実施可能なレベルを越えており、複数の研究室レベルの共同研究、ある

いは国を挙げてデータ計測・解析のインフラ整備を行なうなど、戦略的な取り組みが必要で

ある。また、それらインフラ整備によって、結果的に質の高い各種オミクス情報が集積され、

将来の生命科学・医科学における重要な研究基盤になるものと考えられる。 

10 年前、ゲノムプロジェクトは国家プロジェクトであったが、現在では全ゲノム解析が個

別研究プロジェクトで広く実施されるまでに至っている。個々のオミクス研究の昨今の動向

を鑑みると、近未来的にゲノムプロジェクトに相当する統合オミクスネットワークプロジェ

クトが、国際的に立ち上がる可能性がある。統合オミクスの重要性は徐々に多くの研究者に

認識されているものと考えられるが、国際的にまだ先鞭がつけられていない領域であるため、

わが国が戦略的な取り組みを実施することで、リーダーシップを確保するチャンスが十分に

ある。 

近年、「ヒト全身統合オミクス」および「Trans-OWAS（トランスオームワイド関連解析）」

の 2 つの概念が提唱されている 14, 15)。ヒト全身統合オミクスとは、同一個体の各臓器・組織

よりオミクスデータを取得し、それぞれについて多階層生化学ネットワークを再構築する解

析である。一方、Trans-OWAS とは、ヒト全身統合オミクスに基づき、多因子疾患の背後に

ある、ゲノム、エピゲノム、メタボローム、プロテオーム、トランスクリプトーム、フェノ

ームにまたがるグローバルな分子メカニズムを明らかにする試みである。 

従来の統合オミクス解析では、培養細胞や特定の臓器・組織における多階層生化学ネット

ワークを示すにとどまっており、複数の臓器・組織にまたがって個体の恒常性を保つ生化学

ネットワークを解明するには至っていない。ヒト全身統合オミクスとは、従来の統合オミク

スの方法論を拡張し、ヒトのさまざまな臓器や組織について統合オミクス解析を行い、個別

臓器・組織の多階層生化学ネットワークをつなぐ個体レベルのネットワーク再構築を目指す

研究課題である。また、Trans-OWAS は、ヒト全身統合オミクスの方法論により個体レベ

ルの多臓器・多階層生化学ネットワークと多因子疾患をつなぎ、疾患メカニズムを遺伝因子

と環境因子の両方を包含したネットワークとして明らかにすることを目指す研究課題である。 

Trans-OWAS では、遺伝因子および環境因子と表現型との間の分子メカニズムが包括的に

明らかとなるため、分子メカニズムに依拠した Precision Medicine の指針となる情報の提供

が期待される。近年ではマウスやヒトの同一個体からマルチオミクスデータを取得した研究

が現れるなど、ヒト全身統合オミクスや Trans-OWAS の萌芽的試みが少数ながらも現れつ

つある 16-19)。これらの例は、ヒト全身統合オミクスや Trans-OWAS を実現するための要素

技術が急速に整いつつあることを示している。 

（３）注目動向 

・ 海外の製薬企業や遺伝子診断企業を中心に、ゲノム創薬を目指した疾患ゲノム研究分野

への参入が始まっている 20-22)。臨床試験や遺伝子診断の際に収集するゲノム情報を他の
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研究目的にも活用できる枠組みを構築し、アカデミアのゲノム研究への逆参入も行って

いる 22)。 

・ 2014 年初頭に、米国 Illumina 社が最新の大型 NGS 機器である HiSeq X Ten シリーズ

を発表し、同機器により「1,000 ドルゲノム」（＝個人のヒトゲノム全配列の解読コスト

を 1,000 ドルにする試み）を達成したと報告された。長らく未解決の課題であった 1,000

ドルゲノムだが、研究者コミュニティーが想定した以上に早く達成されることとなった。

このことは、疾患ゲノム研究が更なる加速期に入ったことを示唆している。 

・ NGS 解析のハイスループット化や低コスト化を受け、複数の人類集団もしくは特定の

人類集団に限定された、数千人規模での全ゲノムシークエンス解析が実施されている

（例：1,000 ゲノムプロジェクト 23)、東北メディカル・メガバンク機構 24)、英国の UK10K

プロジェクト 25)）。得られた集団特異的な全ゲノム配列情報は、NGS 解析全般における

参照データや、genotype imputation 実施時の参照配列データとして活用されている。 

・ Genotype imputation の適用範囲が、SNP などの一般的な遺伝子多型に加えて、ゲノ

ム配列構造が複雑で従来は適用範囲外だった遺伝子多型に対しても広がっている。ファ

ーマコゲノミクスや免疫疾患の個別化医療に重要な HLA 遺伝子についても HLA impu-

tation 法として実装され、多数のバイオマーカーHLA 遺伝子型が報告されている 26)。 

・ 転写解析については、次世代シークエンサー技術の導入により次々と新たな技術が開発

され導入されている。従来の RNA-seq、miRNA-seq、smallRNA-seq、に加え、翻訳中

の RNA を測定する Ribo-seq、キャップ構造を持つ RNA のみを測定する TSS-seq、い

ま、まさに転写されている RNA を測定する NET-seq などがある。つまり、転写のみな

らず、スプライシング、翻訳までを含めたより定量的な RNA の測定技術が次々と報告

されてきており、新たな生命科学分野の開拓に大きく寄与している。一方で、これらの

技術導入、開発は日本で殆どなされていないのが現状であり、技術開発と提供を同時に

行っていける研究所あるいはセンターの設置が急務である。 

・ 近年、統合オミクス解析によるヒトの理解を目指した「ヒト全身統合オミクス」や、ゲ

ノムとフェノタイプをつなぐ GWAS （Genome-Wide Associate Study）に代わる、オ

ミクスデータを階層縦断的にフェノタイプとつなぐ「Trans-OWAS（Trans-ome-wide 

Association Study）」が今後新たに挑戦すべき課題として提唱されている 14, 15)。 

・ 米国で萌芽的なプロジェクトとして、Stanford 大学の Michael Snyder らを中心にヒト

個体の多階層オミクス計測を主眼に置いた iPOP や iHMP Research Network Consor-

tium などの構想が始動している 16, 19)。 

・ 欧米を中心としてゲノムとゲノムの入れ物である核との相互作用、さらにはゲノム３次

元構造の時空間的変遷の全体像を解明しようという 4D ヌクレオーム研究（4D nu-

cleome）が進行中である。NIH では１億２千万ドルの予算が付き研究が破竹の勢いで

展開している。すでにエピゲノム構造の解析により、ヒトゲノムの非コード領域が個人

の多様性を決定する上で極めて重要であることを明らかにしてきた（SNPs の大部分は

非コード領域に存在する）。このように、非コード領域の役割を理解するためには重要

な解析であり、ヒトの疾患、老化の本質的な理解とともに、治療戦略、創薬の上でも鍵

となると認識されている。 

・ オーファンプロテオームによるゲノム創薬が注目されている。ヒトゲノム解読により明
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らかにされた、7,000 種類もの機能未知のオーファンタンパク質は、薬剤ターゲットの

unexpected seeds として期待されている。例えば生体リズムの分野では、新たなオーフ

ァン GPCR が同定され、新たなタイプの睡眠薬の作成への手がかりと考えられている。

オーファンプロテオームは、機能アノテーションのついた遺伝子を基とした創薬研究が

ほぼ限界点に達する現況において、需要が大きいアンメット・メディカル・ニーズ

（unmet medical needs：治療法が見つかっていない疾患に対する医療ニーズ）に答えら

れていない現状を打破するものと期待される 27, 28)。 

（４）科学技術的課題 

・ NGS によるヒトゲノム配列の解読については、NGS 機器によるハード面、NGS 出力

リード情報へのバイオインフォマティクス解析の両面において、プロトコルの標準化が

進んでいる。 

・ NGS によるエピゲノム情報の取得（例：RNA-seq による遺伝子発現量の定量化、

ChIP-seq によるクロマチン構造の定量化）においては、プロトコルの標準化は途上に

ある。 

・ 一次的に得られた大規模ゲノムデータを、臨床情報や多彩な生物学・創薬データベース

と分野横断的に統合するデータ解析手法については、まだ整備が進んでいない。 

・ ゲノムデータ情報の収集に比較して、診療記録や服薬歴などの臨床情報を、多施設から

共通のフォーマットで収集する手段については、まだ整備が進んでいない。 

・ １細胞トランスクリプトームは個々の細胞の細胞周期によって大きく変化しており、場

合によっては検出すべき細胞サブグループ間の差よりも細胞周期による同一細胞種間

の変動の方が大きくなってしまうことも報告されている。実際の細胞群の細胞種サブグ

ループによく合致したデータパターンを導出できる標準的解析手法の確立が求められ

ている。 

・ 統合オミクス解析において、人手や事前知識に頼らず、分子依存性の少ない、データ主

導でバイアスの少ない解析ができる方法論とアルゴリズム、ソフトウエアの開発が課題

となっている。特に、階層内の組合せおよび階層間の組合せをいかに解析するかは極め

てチャレンジングな課題である。 

・ 昨今の大型プロジェクトによる大規模高速シークエンスによって、大量の遺伝子情報が

得られ、目覚ましい進歩が得られているが、現状ではそれらの遺伝子機能の解明が追い

ついていない。 

・ オーファン GPCR については、わが国がトップレベルにあり、世界に先んじて多くの成

果を創出可能である。遅れていた GPCR も近年急速に結晶構造情報が得られつつある。

オーファン GPCR の 3D 構造が解明され、in silico でリガンドを特定することができれ

ば創薬研究は新たなステージに突入することになる。 

（５）政策的課題 

・ オミクス解析に用いる大型研究機器（次世代シークエンサー、質量分析器など）は世代
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交代が早く、高価であり上に、メンテナンスや運用、データ解析において高度な専門知

識を要する。これらは単独のラボで対応可能なレベルを大きく越えており、機器および

データ解析環境の双方における大規模集約化が必要となり、国策としての拠点集約化が

重要である。我が国においても、バイオバンクジャパンプロジェクト（理化学研究所統

合生命医科学研究センター）や東北メディカル・メガバンク機構など、集約が進められ

ている。 

・ 得られた大規模ゲノムデータを効果的に活用するためには、多くのゲノム研究者、特に

遺伝統計学やバイオインフォマスクス分野の研究者が、これらのデータにアクセスでき

る環境の確保が重要である。ゲノムデータの効率的なシェア・再分配システムの構築が

必要だが、我が国においては、今後の課題と考えられる。 

・ 得られた疾患ゲノムデータを、産学連携も含めて適切な形で社会還元し、実際のゲノム

創薬や個別化医療の実現へとつなげる枠組み作りが必要と考えられる。我が国において

は、今後の課題と考えられる。 

・ コンシューマー型（direct to consumer; DTC）のゲノム情報診断サービスが商用化され

ている。米国の 23andMe 社が、すでに 100 万人以上のゲノム情報収集を達成したこと

を考慮しても、自身のゲノム情報へのアクセスに帯する社会的な需要は高いと想定され

る。我が国においては、エビデンスレベルの低いゲノム情報診断を提供している企業も

見受けられるため、社会的差別や不必要な経済的損失を防ぐためにも、一定の規制を含

んだ枠組み作りが必要と考えられる。 

・ 個人のゲノム情報を巡る倫理的な枠組みの整備が必要である。我が国においては、個人

情報保護法の改正に伴うゲノム情報の位置づけが、ゲノム研究に影響を与える可能性が

指摘されている（平成 28 年 7 月現在）。 

・ 個別オミクス解析では国内外で整備が整いつつある。国内においては、例えばメタボロ

ームについて、JST 戦略目標「疾患実態を反映する生体内化合物を基軸とした創薬基盤

技術の創出」「生体制御の機能解明に資する統合１細胞解析基盤技術の創出」などにお

いて研究開発が進められている。また、米国における iHMP Research Network Con-

sortium（特定疾病リスク保持者のゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メ

タボローム、マイクロバイオームを網羅的に測定するコホート研究プロジェクト）は近

年特に注目すべき動向であり、他にも米国ではメタボロミクス拠点の整備（NIH 指定の

全米６大拠点）29)、NIH の 1 細胞解析プログラム 30)などが進められている。 

・ 統合オミクスについては、ファンディング、研究体制ともに国内外いずれも未整備であ

る。本分野のさらなる展開のためには、国内においてデータの計測、解析を支援する体

制を整備した上で、ヒト全身統合オミクスや Trans-OWAS を、個別研究ではなく国際

連携を含めた国家プロジェクトとして取り組むことが重要である。統合オミクスは大規

模データの解析に立脚しており、分野の進展には情報科学の研究者と技術者が必須であ

る。情報科学の研究者と医学・生命科学の実験系の研究者が研究デザインの段階から協

力してプロジェクトを立案できる体制を整える必要がある。そのため、大学や研究機関

での組織編成を抜本的に見直し、計測・解析は表裏一体となって組織運営を行うべきで

ある。 

・ 統合オミクスの推進にあたっては、ゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メ
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タボロームを含む「統合オミクス計測技術開発」と、多階層オミクスデータを情報科学

的手法により解析し統合オミクスネットワークを同定する「統合オミクスデータ解析の

技術開発」、それら技術を用いて統合オミクスデータから生命システムや疾患の理解を

進める研究の３つが必要と考えられる。 

・ 現状では、ゲノム解析などの基礎になる遺伝子への機能アノテーションは、既知の遺伝

子配列 に対する類似度を元に行われており、これでは、本来生体が持つ酵素機能の三

分の一以上を取り逃がしていることなる。一方で、このような時代だからこそ、１つで

も新たな蛋白質機能に対する遺伝子配列情報を見つければ、その費用対効果比は絶大で

ある。それによってこれまで機能の存在すらわからなかったシグナル伝達機構や酵素反

応機構を、大規模な配列類似性検索で予測することが可能になり、データ解析の時代に

おいて、大きな前進につながる。したがって、オーファンプロテオームへの支援がビッ

グデータへの支援とともに政策として大変重要であろう。 

（６）キーワード 

ヒトゲノム、遺伝子多型、SNP、次世代シークエンサー、全ゲノムシークエンス、全エク

ソンシークエンス、ゲノムワイド関連解析、genotype imputation、HLA imputation 法、

missing heritability、遺伝統計学、バイオインフォマティクス、1,000 ドルゲノム、個別化

医療、ゲノム創薬、ドラッグ・リポジショニング、統合オミクス、エピゲノム、トランスク

リプトーム、プロテオーム、メタボローム、データベース、ビッグデータ、個人情報保護法、

オーファンプロテオーム 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ → 

・疾患ゲノム研究分野においては、ありふれた疾患に対する GWAS（例：

バイオバンクジャパンプロジェクト）、希少疾患に対する次世代シークエ

ンサー解析共に、成果が認められる。 

・全ゲノムシークエンス、全エピゲノムシークエンスによる、ありふれた疾

患に対する次世代シークエンサー解析についても研究投資がなされてお

り、数年以内の成果が期待される。 

・疾患ゲノム解析の成果を解釈する遺伝統計解析・バイオインフォマティク

ス解析はアジア諸国と比較しても人材・予算規模は大きくない。 

・各種オミクス計測技術は世界トップレベルである。先導的な統合オミクス

研究の事例も見られる。 

・国内の統合オミクス関連イベントに多くの参加を得るなど、統合オミクス

の重要性はより広く認識されているが、国を挙げた研究開発投資は見られ

ない。 

・オーファン GPCR 研究は世界のトップレベル。オレキシンはその代表例

である。 

応用研究・

開発 
△ → 

・ゲノム配列解読技術に関する基幹技術の開発は、米国の後塵を拝してい

る。 

・第３世代シークエンス技術の開発が期待されるが（例：クオンタムバイオ

システムズ社）、国際的な競合の激しさを考慮すると、戦略的な支援が必

要である。 

・ゲノム配列解読に特化した産業としては、周辺のアジア諸国からも国内市

場の一部に進出されている状況にある（例：中国の BGI 社、韓国の

Macrogen 社）。 

・各種オミクス計測技術のレベルは高いが、計測機器の性能は海外メーカー

の方が高く、シェアの多くを占めている。 

・統合オミクス解析については日米欧ともに進展は限定的であり、戦略的な

推進によって日本が国際的に高いプレゼンスを示す可能性はある。 

・４D Nucleome 解析によりゲノム非コード領域の機能と疾患の関連を理

解する研究が米国を中心に飛躍的に進められている（NIH では 1.2 億ド

ル予算）。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・豊富な研究資金を背景に、疾患ゲノム研究分野をリードする成果が次々と

報告されている。 

・各種オミクスの計測拠点が形成されつつある 1)。各種オミクス計測技術に

おいて世界をリードしているだけでなく、多階層オミクス計測の大規模コ

ホート研究プロジェクト iHMP がスタートした。今後、統合オミクス計

測や解析技術についても世界をリードする可能性がある。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・ゲノム配列解読技術（NGS、SNP マイクロアレイ）については、同国の

Illumina 社が圧倒的な世界的シェアを誇っている。 

・第３世代シークエンス技術について、同国の Pacific Biosciences 社が発

売を開始するなど、先駆的な成功例が認められる。 

・ゲノム情報診断ビジネスについては、同国の 23andMe 社による SNP デ

ータからの疾患予測や、IBM 社によるがんゲノムの人工知能への応用

（IBM Waston）など、先駆的な成功例が認められる。 

・国策として Precision Medicine Initiative を打ち出すなど、国家規模のゲ

ノム医療に向けた取り組みが認められる。 

・今後、統合オミクス計測や解析技術についても、革新的なアイデアを世に

送り出す強力なベンチャー企業が次々に生まれる土壌が存在する。 



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

224 

欧州 

基礎研究 ○ ↗ 

・オランダにおける一般人集団の全ゲノムシークエンス解析など、研究成果

が認められるが、近接する英国の研究成果・研究資源に依存している面が

ある。 

・エストニアやアイスランドなど一部の国家では、全国民規模で収集された

個人情報・臨床情報とゲノム情報を統合するデータ解析が行われている。 

・伝統的にメタボローム、フラクソームなど代謝系を中心としたオミクス解

析が強く、世界をリードするレベルにある 17, 18, 31)。スイス連邦工科大

（ETH）などの拠点が創設され、統合オミクスの解析が本格的に始まりつ

つある 32-35)。このような拠点から成果も出始めており、今後大きく進展

する可能性がある。 

応用研究・

開発 
△ → 

・微生物による有用物質生産など代謝工学が強く、それら分野を中心に統合

オミクス解析が展開されるものと予想される。 

英国 

基礎研究 ◎ ↗ 
・サンガー研究所を中心に国策として実施されている UK10K プロジェク

トが、顕著な研究成果をあげている 25)。 

応用研究・

開発 
○ → 

・製薬大手のグラクソスミスクライン社、アストラゼネカ社において、ゲノ

ム創薬研究への積極的投資が行われている。 

中国 

基礎研究 ○ ↗ 

・10,000 Genomes Project においてアジア圏内で最大の貢献を果たし、国

際的なプレゼンスが上昇している。 

・疾患ゲノム解析については、ゲノムデータの質や解析手法への疑念が存在

していたが、豊富な研究資金を背景にサンプル数を増やした解析が実施さ

れるようになり、疑念が払拭されつつある。 

・これまで日本が果たしていた「アジア人集団におけるヒトゲノム解析」と

いう役割に、部分的に取って代わりつつある。欧米諸国で実施されている

ヒトゲノム解析においても、現地在住の中国系移民集団が一定数含まれて

いることが多い。 

・次世代シークエンサーを用いた解析では国際的競争力は高いが、それ以外

のオミクス解析では現時点で競争力はない。しかし、国家プロジェクトと

して掲げた場合は急速に進歩する可能性がある。 

・日米欧の技術を取り入れること、既存技術の性能競争に勝つことに主眼を

置いており、イノベーションを継続的に生み出す基盤は醸成されていな

い。 

・コホートなどを含むヒト研究については、極めて強力なポテンシャルを有

している。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・BGI 社による NGS ゲノム配列解読サービスが、ヒト以外の種も対象とし

たゲノム分野における高い認知度を得ている。 

・日米欧の技術を導入する段階に留まっている。 

韓国 

基礎研究 × → ・特記すべき研究成果は認められない。 

応用研究・

開発 
△ → 

・Macrogen 社が Illumina Hiseq-X Ten シリーズを導入し、安価な全ゲノ

ムシークエンス解析サービスを日本国内においても展開している。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

225 

俯
瞰
区
分
と
研
究
開
発
領
域 

創
薬
基
盤
技
術
、
医
薬
品 

（８）参考文献 

1) International HapMap Consortium.“The International HapMap Project.”Nature 426, 

789-96 (2003) 

2) Ozaki K, et al.,“Functional SNPs in the lymphotoxin-alpha gene that are associated with 

susceptibility to myocardial infarction.”Nat Genet. 32, 4, 650-4 (2002) 

3) Hindorff LA, et al.,“Potential etiologic and functional implications of genome-wide associ-

ation loci for human diseases and traits.”Proc Natl Acad Sci U S A. 106, 23, 9362-7 (2009) 

4) Li Y, et al.,“Genotype imputation.”Annu Rev Genomics Hum Genet. 10,387-406 (2009) 

5) Hunt KA, et al.,“Negligible impact of rare autoimmune-locus coding-region variants on 

missing heritability.”Nature 498, 7453, 232-5 (2013) 

6) Stahl EA, et al. .,“Bayesian inference analyses of the polygenic architecture of rheumatoid 

arthritis.”Nat Genet 44, 5, 483-9 (2012) 

7) Locke AE, et al.,“Genetic studies of body mass index yield new insights for obesity biology.”

Nature 518, 7538, 197-206 (2015) 

8) Okada Y, et al.,“Genetics of rheumatoid arthritis contributes to biology and drug discovery.” 

Nature 506, 7488, 376-81 (2014) 

9) Okada Y, et al.,“Significant impact of miRNA-target gene networks on genetics of human 

complex traits.”Sci Rep. (2016) 

10) Lee SH, et al.,“New data and an old puzzle: the negative association between schizophrenia 

and rheumatoid arthritis.”Int J Epidemiol. 44, 55, 1706-21 (2015) 

11) Imamura M, et al. ,“Genome-wide association studies in the Japanese population identify 

seven novel loci for type 2 diabetes.”Nat Commun. 7, 10531 (2016) 

12) Satake W, et al.,“Genomic study and subsequent in silico drug discovery for Parkinson's 

disease” Movement Disorders. 31, Supplement 1, S95-S96 (2016) 

13) Yugi K et al.,,“Reconstruction of insulin signal flow from phosphoproteome and metabolome 

data.”Cell Rep. 8, 4, 1171– 83 (2014) 

14) Yugi K. et al.,,“Trans-omics: How to reconstruct biochemical networks across multiple 'omic' 

layers.” Trends Biotechnol. 34, 4, 276-90 (2016) 

15) 柚木克之 他,「トランスオミクス研究の新展開」『記憶―その瞬間に脳で何が起きているのか？』

実験医学, 34, 11, 1787-93（東京：羊土社 2016） 

16) Chen R. et al.,“Personal omics profiling reveals dynamic molecular and medical phenotypes.”

Cell 148, 6, 1293-307 (2012)  

17) Williams EG. et al.,“Systems proteomics of liver mitochondria function.”Science. 352, 6291, 

2016. 

18) Wu Y. et al.,“Multilayered genetic and omics dissection of mitochondrial activity in a mouse 

reference population.”Cell. 158, 6, 1415–30 (2014) 

19) Integrative HMP (iHMP) Research Network Consortium.“The Integrative Human Micro-

biome Project: dynamic analysis of microbiome-host omics profiles during periods of human 

health and disease.”Cell Host Microbe. 16, 3, 276-89 (2014) 

20) Cook D, et al., “ Lessons learned from the fate of AstraZeneca's drug pipeline: a 



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

226 

five-dimensional framework.”Nat Rev Drug Discov. 13, 6, 419-31 (2014) 

21) Nelson MR, et al.,“The support of human genetic evidence for approved drug indications.”

Nat Genet. 47, 8, 856-60 (2015) 

22) Do CB, et al.,“Web-based genome-wide association study identifies two novel loci and a 

substantial genetic component for Parkinson's disease.”PLoS Genet. 7, 6, e100214 (2011) 

23) 1000 Genomes Project Consortium.,“An integrated map of genetic variation from 1,092 

human genomes.”Nature. 491, 7422, 56-65 (2016) 

24) Nagasaki M, et al.,“Rare variant discovery by deep whole-genome sequencing of 1,070 

Japanese individuals.”Nat Commun. 6, 8018 

25) UK10K Consortium.,“The UK10K project identifies rare variants in health and disease.”

Nature 526, 7571, 82-90 (2015) 

26) Okada Y, et al.,“Construction of a population-specific HLA imputation reference panel and 

its application to Graves' disease risk in Japanese.”Nat Genet. 47, 798-802 (2015) 

27) DPCPSI,“Illuminating the Druggable Genome – Overview”  

https://commonfund.nih.gov/idg/overview（2017 年 2 月アクセス） 

28) NIH,“Illuminating the Druggable Genome (IDG)”https://ncats.nih.gov/idg（2017 年 2 月ア

クセス） 

29) UCSD Metabolomics Workbench HP,http://www.metabolomicsworkbench.org/（2017 年 2 月

アクセス） 

30) DPCPSI,“Single Cell Analysis”http://commonfund.nih.gov/Singlecell/index （2017 年 2 月

アクセス） 

31) Buescher JM. et al.,“Global network reorganization during dynamic adaptations of Bacillus 

subtilis metabolism.”Science. 335, 6072, 1099-103 (2012) 

32) ETH Zurich Department of Biosystems Science and Engineering HP, 

https://www.bsse.ethz.ch/ （2017 年 2 月アクセス） 

33) Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) HP, 

http://www.bbsrc.ac.uk/ （2017 年 2 月アクセス） 

34) Manchester Centre for Integrative Systems Biology (mcIsb) HP,http://www.mcisb.org/ 

（2017 年 2 月アクセス） 

35) European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI)  HP、http://www.ebi.ac.uk （2017 年 2 月

アクセス） 

 

  

https://commonfund.nih.gov/idg/overview
https://ncats.nih.gov/idg
http://www.metabolomicsworkbench.org/
http://commonfund.nih.gov/Singlecell/index
https://www.bsse.ethz.ch/
http://www.bbsrc.ac.uk/
http://www.mcisb.org/
http://www.ebi.ac.uk/


研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

227 

俯
瞰
区
分
と
研
究
開
発
領
域 

創
薬
基
盤
技
術
、
医
薬
品 

３.２.２ 生体再現技術Ⅰ（臓器チップ） 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

三次元組織構築技術やマイクロ流体デバイス技術の進歩に基づき、高い生理学性を持つ新

たな培養系である臓器チップ（Organ-on-a-chip）や、それらを生理学的な順序で連結灌流

する人体チップ（Body/Organs-on-a-chip）の開発が進んでいる。最近では、その学術・産

業上の意義を明確に示すために、Micro-Physiological System（MPS、微小な生理学的細胞

培養システム）と呼ばれることが多い。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

近年、医薬品開発コストの指数関数的増大 1)と臨床試験の成功率の低下 2)が顕著である。

その一つの原因として、動物実験結果の低いヒト外挿性が挙げられ、ヒト個体での毒性発現

機序を部分的にでも再現可能なヒト培養細胞試験の重要性が以前にも増して強くなっている。

また、化粧品や産業用化学物質の開発では、欧州を中心に実験動物の使用が困難となりつつ

ある 3)。一方、近年では、幹細胞の分化誘導技術の発達を背景に、ヒトの正常性の高い様々

な臓器細胞だけでなく、さらには疾患細胞をも用いることが可能となりつつある。 

このような背景から、単層培養を基本とする従来の細胞培養法ではなく、三次元培養や共

培養・液流れや力学的刺激を実現する高い生理学性を持った培養系（細胞アッセイ系）の開

発と利用が急速に進められている。これを可能としたのは、様々な三次元培養技術やマイク

ロ流体デバイス技術である 4, 5)。特に、マイクロ流体デバイス技術を利用して、生理学的な

三次元環境を再現した新たな微小細胞培養系＝臓器チップ（Organ-on-a-chip）という概念

がここ数年の間に急速に浸透し、特に創薬目的の研究が世界的に広く展開されつつある 6, 7)。

また、複数の異なる臓器チップを、血液循環を模したマイクロ流路などで生理学的順序にて

接続・灌流する人体チップ（Body/Organs-on-a-chip）という概念が提唱され、大きな注目

を集めている 8, 9)。これは、in vitro 系でありながらも in vivo と同等のシステム階層を有す

ることから、ヒト個体での薬物動態と応答の再現を可能とする全く新たな概念である。創薬

目的のみならず、多臓器連関を基礎とする人体のシステム応答の理解のための、全く新たな

実験系としての利用も高く期待される。 

以上のような背景と展望に立つと、培養系については、（２－１）生理学的三次元組織構築

技術の開発、（２－２）チップ化・デバイス化による臓器機能発現、（２－３）多臓器連結シ

ステムによる個体機能発現、の３つが今後の重要課題と考えられ、それぞれヒト正常臓器細

胞誘導技術との融合が望まれる。 

 

（２－１）生理学的三次元組織構築技術 

しばしば肝の微細構造を例にして説明されるように、生体内で臓器細胞（実質細胞）は

他種の臓器構成細胞（非実質細胞）とマイクロスケールで規則正しい三次元構造を形成し、

細胞間接触・細胞外マトリックス・局所的な液性因子のやり取りといった相互作用を通し

て、臓器特異的機能を発現・維持している。従って、従来の二次元平面上での単層培養で

の生理学性が著しく劣ることは自明である。 
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この課題を解決するために、三次元細胞凝集塊（スフェロイド）の研究がここ 20 年ほ

ど行われてきており、徐々に応用面での理解も得られつつある。これに加えて近年、3D

プリンティングや細胞積層法といった新たな三次元化の技術が開発されている 10)。また、

再生医療目的ではあるが、非実質細胞を含めた三次元化の有効性も示されており 11)、自己

組織化能の利用ばかりでなく、疾患の再現によっても有用である。これらの三次元化技術

の一部は、細胞アッセイの標準フォーマットであるマイクロプレートで用いることができ、

比較的多数の被検物質を対象とした早期のアッセイには有効である。 

 

（２－２）チップ化による臓器機能発現 

一定程度以上の細胞の三次元化を行うと、拡散による物質供給・除去では不十分であり、

血管様の構造を介した流れの導入が必要となる。また、より詳細な微細構造の付与や流れ・

物理的刺激の付加が重要となる。これらの課題解決のために、マイクロ流体デバイス技術

を用いた臓器チップ（Organ-on-a-chip）化技術が重要な開発項目となり、特に創薬での

利用が期待されている 6, 7)。 

例えば、米国ハーバード大学 Wyss Institute の Ingber 氏らがシリコーン樹脂の薄膜の

両面にそれぞれ肺胞上皮細胞と血管内皮細胞を培養した肺モデルを構築し、シリコーン樹

脂の柔らかさを利用して呼吸時の肺胞の伸縮を模倣することで、肺へのバクテリア感染と

生体の免疫応答を精度良く観測できることを示している 12)。また、同様のチップで腸の組

織を作製し、蠕動運動を模倣により、モデル腸管細胞の柔突起様の三次元構造の自発的な

形成が見られることを報告している 13)。マイクロ流体デバイスを用いて血液の流れからか

かる生理学的な剪断応力を負荷することで、血液能関門のバリア能向上 14)、腎尿細管のグ

ルコースの再吸収機能の発現 15) や胎盤の微絨毛形成促進 16)なども報告されている。 

 

（２－３）多臓器連結システムによる個体機能発現 

複数の臓器を連結・灌流する Body/Organs-on-a-chip は、マイクロ流体デバイス技術を

フルに活用するもので、近年急速に注目を集めている。Body-on-a-chip の創始者ともいえ

る米国コーネル大学の Shuler 氏らは、肝臓・癌・間質細胞より構成される３種類の臓器

モデルを配管接続してペリスタポンプで培養液を循環することで、肝臓によって代謝され

て抗癌効果を示すプロドラッグの in vitro 評価系を構築している 17)。ドイツのベルリン工

科大学の Marx 氏らのグループはオンチップペリスタポンプ機構を備えたマイクロ流体デ

バイスにより、複数の臓器を連結して培養できるシステムを開発しており、最近の論文報

告では皮膚・腸・肝臓・腎臓の 4 臓器を搭載したシステムを報告している。そして、TissUse

社というベンチャー企業を立ち上げ、EU プロジェクトにより大規模に Body-on-a-chip 研

究を展開している 18)。前述の Wyss Institute の Ingber 氏らもプレスリリースのみの段階

だが、複数の Organ-on-a-chip を連結して Body-on-a-chip として使用できる機器を開発し

ており、Emulate 社というベンチャー企業による実用化を進めている 19)。MIT の Linda 

Griffith 氏と CNBio 社が連携した PhysioMimetics プロジェクトでは、組織工学、チップ・

デバイス加工とシステムファーマコロジーを組み合わせ、前臨床試験として医薬品候補化

合物の薬効・毒性・薬物動態を予測するプラットフォームを提唱している 20)。 
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（３）注目動向 

・ 米国、NIH/DARPA/FDA Project（総額 US$140M/5fys; 2012-2017）21)にて、ペンタゴン

（国防総省）の研究機関である DARPA が出資。薬剤の安全性予測、創薬開発、新規感染

症対策のみならず、アメリカ人に対する化学・バイオ・放射線・核兵器対策として本技術

開発を推進。 

・ 米国、FDA は前臨床試験としての医薬品の安全性試験に臓器チップがどのように役立つ

か調査している。これは、この革新的な技術が上市した際の規制の枠組みを確保するのが

目的とされている 22)。 

・ 欧州（欧州委員会）が主導する研究プログラム、ホライズン 2020（Horizon 2020）でも

研究開発が進行中である。その代表として InSphero 社が挙げられ、プログラム開始（2012

年 6 月 1 日）からの３年間で € 1.4 M の助成を受けた実績がある 23, 24)。 

（４）科学技術的課題 

・ 近年の幹細胞技術に基づくヒト臓器細胞の誘導が可能となってきているが、十分な成熟臓

器機能が達成されることは稀である。これは、本領域の直接的な課題ではないが、

Micro-Physiological System の生理学的妥当性を支配する最重要の因子のひとつである。 

・ 上述の点の解決に加え、正常成熟機能の発現や疾患憎悪化プロセスの再現のためには、本

領域のような生理学的微小環境のより高度な再構成技術との融合が必要条件である。 

・ Micro-Physiological System ができたとしても、人体の完全な縮小版とはならない。人体

応答の再現のためには、何らかの補完もしくは補正・外挿（QIVIVE)が必須であり、各階

層を対象としたオミックス計測・数理モデル（システム生物学から薬物動態学）との融合

が必須である 20)。現状では、オミックス研究者・システム生物学研究者は解析が可能な対

象に限って研究しており、薬物動態学者は in vitro 系の外挿性を信頼していない。生理学

性の高い Micro-Physiological System は、この壁を打破する科学的根拠となると期待でき

る。 

・ iPS 細胞技術でわが国は幹細胞研究をリードし、再生医療においても高い地位を占めてい

るものの、本領域では欧米に後れを取っている。しかし、世界的に見ても、臓器チップ

（ Organ-on-a-chip ） の 研 究 は 急 速 に 進 ん で い る が 、 複 数 臓 器 を 培 養 す る

Body/Organs-on-a-chip では細胞アッセイに適用できる簡便性と信頼性やある程度の並列

化などを備えたシステムは極めて限定されている。 

（５）政策的課題 

・ 当該領域について諸外国では大きなファンディングがあるが、日本では遅れている。今後、

中長期的な視点に立ち、実用的なシステム開発とその応用の推進と、それを支える学術（人

体システム理解や制御への利用）のバランスよい推進が妥当であろう。 

・ 臓器チップの利用を促進するためには、高い in vitro-in vivo （IVIV）相関が有ることを

多数のモデル化合物を用いて証明する必要がある。しかし、そのためには動物実験や臨床

試験との比較が必須となり、多額の経費がかかる。また、多施設における再現性などを確
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認するために、複数の企業がオープンな形で参画し、情報を共有しつつ実証していく体制

が必要である。 

・ 培養工学・基礎生物医学やオミックス・システム生物学から薬物動態学まで、学術的にも

専門性の異なる研究者の連携が必要な領域である。また、簡便性・信頼性の高いシステム

の設計製作に関わる産業群についても、チップ製造、製薬、化成品企業といった異なる業

態の企業の連携が必要である。アカデミアが主導しつつ、異なる業態の企業が連携可能な

事業推進体制の構築が必要である。 

・ 本領域の推進のためには、チップ設計や加工に関する工学の知識と培養工学・細胞生物

学・医学薬学の知識を兼ね備えた人材の育成が必要である。 

（６）キーワード 

細胞アッセイ、生理学的細胞培養、in vitro、in vivo、三次元培養、共培養、灌流培養、マ

イクロ流体デバイス、Micro-physiological system（MPS、微小な生理学的細胞培養システ

ム）、臓器チップ（Organ-on-a-chip）、人体チップ（Body/Organs-on-a-chip）、定量的 in vitro-in 

vivo 外挿（Quantitative in vitro in vivo extrapolation, QIVIVE） 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ ↗ 

・臓器チップに搭載する細胞ソースとなる、幹細胞および分化誘導細胞に

ついて世界的に優位な技術水準を有する。 

・当該領域における、超一流誌および一流誌での論文発表がみられる 16, 25, 26)。 

・複数の学会で当該領域に関連したシンポジウムや特集号の企画が急増し

ており 27-29)、顕著な上昇傾向が見られる。異分野の研究者の共同研究に

よる論文が増えており、研究者層の厚みが増している。 

応用研究・

開発 
△ ↗ 

・展示会などで当該領域に関連した展示が増加傾向にある。 

・伝統的な物作り技術力が活かせる分野であり、アカデミアとの連携によ

る新規事業開拓を通して、世界をリードする実力がある。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・Organ/ Body-on-a-chip の概念の提唱から、基盤技術の開発において世界

をリードしている。 

・大型プロジェクトが推進されており 20, 21)、物量作戦による継続的な発展

が見込まれる。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ ・主に創薬を意識したベンチャー企業の活動が多数見られる 19, 30)。 

欧州 

基礎研究 ○ → 
・ドイツを中心とした物作りの技術力を背景に、一部の研究グループによ

る精力的な研究活動が行われている。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・EU における化粧品開発の動物実験禁止を受け、化成品の安全性試験を意

識した企業の活動が見られる 31)。 

中国 

基礎研究 △ ↗ 
・特定の研究者による継続的な研究活動が行われており、当該領域での関

連論文数が増加している。 

応用研究・

開発 
△ → 

・産業化を目指した開発は顕在化していないが、国家的な戦略プロジェク

トによる応用研究の推進が予想される。 
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韓国 

基礎研究 ○ ↗ 

・米国の超一流ラボでポスドクを経験した研究者が帰国してテニュアトラ

ックポジションを得る例が増えており、確実に基礎研究能力が向上して

おり、精力的に研究開発が行われている。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・米国から帰国した研究者によるベンチャー企業が設立しており、米国や

アジア諸国と連携した国際的な産業化の取り組みが行われている。 

シンガ

ポール 

基礎研究 ○ → 
・米国の超一流ラボから研究者を招聘し、精力的に研究開発が行われてい

る。米国の大学と連携した活動も行われている。 

応用研究・

開発 
△ → 

・政府の戦略的な支援のもと、米国やアジア諸国の研究者と連携した国際

的な産業化の取り組みが行われている。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 

1) Scannell J. W, et al.、“Diagnosing the decline in pharmaceutical R&D efficiency.”Nat Rev 

Drug Discov. 11, 3, 191-200 (2012) 
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３.２.３ 生体再現技術Ⅱ（オルガノイド） 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

生体組織を擬似したオルガノイドオルガノイド技術の開発、および同技術を利用した、発生・

再生、がん化、感染症、免疫などの生体機能および疾患の解明研究、および創薬加速。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

臨床疾患の大部分は分子遺伝学的な因子に規定される遺伝子機能の変化と組織環境因子との

短期的または長期的な相互作用による表現系の異常と概言することができる。近年の次世代シー

クエンサーの進歩により、個体の遺伝学的な変化を精確に記載することが可能になった一方で、

分子遺伝学的変化と表現系（形態変化、発生生物学的変化、生体機能異常など）の相関関係、つ

まり Genotype-Phenotype 連関の全容の解明が課題となっている。単一遺伝子疾患に対しては、

遺伝子改変動物の利用により、多くの遺伝性疾患における Genotype-Phenotype 連関が明らかに

されてきた。一方で、臨床疾患の大部分は複雑な遺伝子機能変化の総和により規定されることが

多く、その分子遺伝学的な再構築は困難である。また、複雑かつ多様な環境因子や個体内の臓器

間および神経・内分泌・免疫系との相互作用による修飾が疾患理解を困難にしている。 

このような中、発生・再生あるいは疾患理解を目的とし、iPS 細胞や成体臓器上皮などのヒト

組織を利用した機能解析系の開発が期待されている。従来の技術では、異種移植系や細胞株を用

いた研究が中心となっていたが、臨床疾患の再現性、樹立効率、スループットなどの観点から制

約が大きかった。生体組織を擬似したオルガノイド培養系の開発により、疾患組織を in vitro で

効率的に再構築することが可能となった。オルガノイド培養の概念は 1980 年代より確立された

が、2009 年のマウス小腸組織幹細胞培養 1)や 2011 年のマウス ES 細胞由来の眼杯誘導 2)の成功

を基に、後述のように様々な組織と疾患への応用研究が展開されつつある。 

 

（２－１） オルガノイドの発生・再生医学への展開 

（２－２） オルガノイドのがん研究への応用 

（２－３） オルガノイドの感染症研究への応用 

（２－４） その他 

 

（２－１） オルガノイドの発生・再生医学への展開 

この数年、腸管、胃、内耳、脳、腎臓など、マウス ES およびヒト iPS 細胞由来のオルガノイ

ド作製の報告が相次いでいる 3-8)。ニューロンの活動電位や上皮の再吸収能などの機能や、疾患由

来 iPS 細胞による病態の一部再現も報告されている。外来因子が染色体に残らない iPS 細胞樹立

法の主流化により発がんリスクが低下した上、iPS 細胞はその多能性のため、理論上あらゆる組

織の再構築が可能である。入手が困難なヒト胎児組織を試験管内で作製できることは、ヒト発生

学の発展に大きく寄与すると期待される。しかしその多くは胎生初—中期程度の成熟度であるこ

とが多く、どの程度生体胎児に類似するかも判定が難しい。また疾患再現の対象としても、胎児

期に発症するものに限られることになる。この克服のためには positive control としてヒト胎児

臓器の遺伝子発現プロファイルが必要である。 
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一方、成体組織由来のオルガノイドは採取組織そのものを利用するため、採取可能な組織およ

び分化できる細胞種の制約があるものの、成体組織由来であるためにその成熟度の高さが利点と

なる。また、成体組織由来のオルガノイド培養技術は細胞リプログラミングを経ないため、発が

んのリスクが少なく、培養期間における変異獲得リスクの低さが報告されている 9)。 

ヒト iPS 細胞由来の腎臓オルガノイド作製は、熊本大学とオーストラリアのチームが独立に成

功しているが 7, 8)、臨床応用にはまだ時間を要する。成体組織由来のオルガノイド研究としては、

東京医科歯科大学・慶應義塾大学のチームが腸管上皮オルガノイドを用いた応用研究を、また海

外においては、オランダの研究チームが肝臓オルガノイドの応用研究している。 

 

（２－２） オルガノイドのがん研究への応用 

次世代シークエンスの進歩により、がんの複雑なゲノム異常の全貌が明らかになりつつある。

一方で、多くの遺伝子機能変化は、その腫瘍化やがん悪性化への寄与は不明である。ゲノム編集

技術の応用により、様々ながん遺伝子のヒト正常細胞への変異導入が可能になった。こうした研

究により、ヒト細胞を用いたがんの遺伝学的再構築による疾患理解が進んできた。また、患者

由来がん組織のオルガノイド樹立技術が進歩し、大腸がん 10)、胃がん 11)、膵がん 12)、前立腺が

ん 13)などの固形腫瘍からのがんオルガノイドのバイオバンクの開発が進んでいる。このようなバ

イオバンクを用いた薬剤スクリーニング系も開発され 14)、創薬や新規開発治療薬の効果検証など、

製薬業界での利用が期待されている。 

シークエンス技術を用いた遺伝学的変化を基にした治療薬選択や予後の予測などの個別化医

療がアメリカを中心に臨床応用されつつある。分子標的治療薬などのゲノム異常に基づいた治療

薬を除き、大部分の化学療法治療薬の効果の予測は確立されていない。このような中、オルガノ

イドを用いた生体機能に基づいた、個別化医療応用方法が欧米や本邦において検証が進んでいる。

アメリカ政府は個別化医療推進に 250 億円を投資している。また、全米がん学会を中心とした

Stand Up Cancer Project ではオルガノイドを用いた個別化医療推進に８億円の投資が行われて

いる。 

 

（２－３） オルガノイドの感染症研究への応用 

感染症の原因となる多くの病原性細菌は抗生剤開発により制御可能となってきた。一方で、腸

内細菌叢は培養が困難であり、近年のシークエンス技術の進歩によって始めてその包括的な理解

が進んだ。また、培養が困難な新興ウイルス感染症も存在し、その治療法・予防法の開発の足枷

となっている。細菌・ウイルスの培養技術の進歩と並行し、宿主細胞の培養系の確立が病原体の

体外培養成功につながる報告が相次いでいる。腸管上皮オルガノイド培養を利用した宿主細胞の

培養技術により、これまで培養が困難であった病原体である、ノロウイルスやロタウイルスの体

外増殖に成功しており 15)、他の感染症病原体への応用が期待されている。ヒト iPS 細胞由来の

脳オルガノイドや胃オルガノイドに、ジカウイルスやピロリ菌が感染できることも確認されて

いる 4, 16)。がん研究と同様に、シークエンス技術が先行している細菌研究は培養系の確立により

さらに進展することが期待でき、オルガノイドの感染症研究応用は国内外で重点課題として行わ

れることが予測される。 
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（２－４） その他 

欧州では嚢胞性線維症の診断・治療薬に腸管上皮オルガノイドを用いる研究が行われている。

嚢胞性線維症患者由来のオルガノイドはフォルスコリン添加により特徴的な嚢胞形成を示すた

め 17)、簡便に診断することができる。さらに、嚢胞性線維症に対する治療薬の選択にオルガノイ

ドを用いた個別化治療が応用され、in vitro における薬剤効果から治療での効果を予測可能であ

ることが示された 18)。 

（３）注目動向 

・ オルガノイド技術が腸管以外の組織にも応用され、様々な組織幹細胞培養のプラットフォー

ムとして確立されつつある。 

・ ヒト iPS 細胞や組織細胞、疾患細胞を用いたオルガノイド培養の確立により、疾患組織の機

能的解析が可能になった。 

・ ノロウイルス、ジカウイルスなどの新興感染症ウイルスの培養がオルガノイド培養によって

可能になった 15, 16)。 

・ 腸管上皮由来オルガノイドを用いた薬剤スクリーニング技術が開発され、欧米での研究開発

が推進されている 17, 18)。 

・ NCI（米国）、Cancer Research UK（英国）、Wellcome Trust Sanger Institute（英国）、

Hubrecht Institute（オランダ）により Human Cancer Models Initiative (HCMI)が組織さ

れ、３年間で 1,000 例のがんオルガノイドモデルを作成することが発表された。 

・ 米国は iPS 細胞からの腎臓組織誘導に関して日本と豪州に遅れをとったが、NIH は腎臓再

生を前倒しするために、米国の腎臓研究者を集めたコンソーシアム“Building the kidney”を

設立して、予算を投下しつつ、未発表の研究成果を共有している。 

（４）科学技術的課題 

・ 組織幹細胞由来オルガノイドは上皮細胞を中心に開発されてきた。今後、非上皮細胞由来の

オルガノイドや上皮オルガノイドと非上皮細胞との共培養系などの開発が課題である。 

・ ヒト iPS 細胞由来オルガノイドの誘導の目標値として、ヒト胎児の様々なステージにおける

個々の細胞系譜の遺伝子発現プロファイルの同定が必須であり、海外の一部機関では研究が

始まっている。 

・ iPS 細胞由来のオルガノイドおよび腸管上皮以外の成体組織由来オルガノイドの再生医学応

用には、更なる成熟化に関する技術的革新が必要である。 

・ オルガノイドによる疾患組織機能解析は生体内の機能の擬似が期待できる。マウスのみなら

ず、ヒトにおいてどの程度の擬似化が可能かさらなる研究開発が必要である。また、そのよ

うな観点から、より擬似化能の高い培養技術の開発が望まれる。 

・ 従来の創薬スクリーニングは生体内の擬似性の低さから、ヒット化合物の多くが臨床開発フ

ェーズに至らない。ヒト疾患組織オルガノイドを用いた創薬スクリーニング系の開発と応用

研究は、今後の産業化基盤技術として推進されることを期待する。 

・ 生体内擬似化と並行し、３次元ならびに動的な形態形成機構、数理モデルなどとの融合が期
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待される。そのためには、精緻なイメージング技術によるデータ取得基盤が必要である． 

（５）政策的課題 

・ 組織幹細胞由来・iPS 細胞由来のオルガノイド研究は国際的にもわが国はリードしている分

野である。2016 年に EMBO で開催されたオルガノイド・ミーティングにおいても招待演者

の１/３程度が日本人研究者である。このようなレベルの高い人材を活用し、適切なファンデ

ィング制度や若手育成を通して、本邦の独自性の強化が望まれる。 

・ 欧米では疾患組織オルガノイドのバンキングが推進されており、シークエンス解析と薬剤感

受性などの包括的な解析が遂行されている。しかしながら、培養技術を含めた包括的な解析

はコストがかかるため、今後の研究支援体制が政策的課題となる。特に，ゲノム解析プロジ

ェクトと試料を共有することにより，コストの削減と情報量の深化が期待できる．また、バ

ンキングシステムの確立は製薬企業にとっても有用性が高く、産官学連携した取り組みが見

込まれる。 

・ オルガノイド技術はヒト疾患組織の機能解析ができるため、基礎医学・臨床医学双方での研

究基盤となりうるが、そのためのプラットフォームが整備されていない。 

（６）キーワード 

iPS 細胞、３次元培養、腫瘍学、創薬スクリーニング、ウイルス学、発生・再生医学 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ ↗ 

・国内の研究者は比較的早期からオルガノイド培養技術を取り入れ、一流

誌への成果が発表されている。ES 細胞・iPS 細胞由来のオルガノイド誘

導法開発にも多くの日本人研究者が関与している（眼、腎臓、胃など）。 

・オルガノイド培養の技術開発において先導的な役割を果たしており、潜

在性の高さを示す。 

・欧米に比して、研究規模が小さく、オルガノイドに特化したファンディ

ングがない。  

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・AMEDの再生医療ネットワーク事業による再生医学応用研究が推進され

ており、オルガノイドの再生医療応用が期待される。 

・がんオルガノイドの創薬スクリーニング技術が確立されているが、産学

連携した研究基盤整備が課題である。 

・横浜市立大学は iPS 細胞由来の肝臓細胞と血管細胞、間質細胞を混合し

てオルガノイドを作成し、ミニ肝臓として臨床応用を目指している。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・NIH からの大型予算により腸管上皮幹細胞研究コンソーシアムである

ISCC が組織され、培養研究が支援されてきた。オルガノイド技術を精力

的に研究し、米国内の共同プロジェクトの推進などを行っている。 

・腸管上皮幹細胞分野ではマウスを中心とする基礎研究が中心に行われている。 

・ベイラー大学がノロウイルス感染モデルを確立し、感染症研究応用に成

功している。 

・ヒト疾患組織研究として、Sloan Kettering がんセンターや Cold Spring 

Habor 研究所で前立腺がん・膵がんオルガノイド研究が精力的に進めら

れており、他のがん種への応用も進められている。 

・Human Cancer Models Initiative (HCMI)に参画し、３年間で 1,000 例

のがんオルガノイドモデルを作成することが発表された。参画組織とし

て、NCI（米国）、Cancer Research UK（英国）、Wellcome Trust Sanger 

Instiute（英国）、Hubrecht Institute（オランダ）がある。 

・ES 細胞・iPS 細胞から腸管、胃、内耳などのオルガノイド誘導が報告さ

れている。 

・米国は iPS 細胞からの腎臓組織誘導に関して日本と豪州に遅れをとった

が、NIH は腎臓再生を前倒しするために、米国の腎臓研究者を集めたコ

ンソーシアム“Building the kidney”を設立して、未発表の研究成果を共

有している。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・オルガノイドを用いた再生医学研究・がん研究の成果が出ており、今後

応用研究開発につながると考えられる。 

・オルガノイドバンクの確立が進められており、産学連携した利用が展開

される。 

欧州 

基礎研究 ◎ ↗ 

・オランダを中心に、イギリス・ドイツ・スペインなど欧州各国で精力的

にオルガノイド研究が行われ、一流誌への成果が発表されている。 

・がん・感染症・再生医学・免疫学など様々な分野における基礎研究にオ

ルガノイドが用いられている。 

・iPS 細胞由来のミニ脳組織が作成され、小脳症のモデリングやジカウイ

ルス感染実験などが報告されている。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・嚢胞性線維症に対して、オルガノイドを用いた創薬・個別化医療に関す

る応用研究が進められている。 

・オランダにてオルガノイドを用いたバイオバンクが確立され、製薬企業

との提携がなされている。 

・サンガー研究所において、がんオルガノイドを用いた包括的な薬剤感受

性試験プラットフォームが確立されている。 

・（再掲）Human Cancer Models Initiative (HCMI)に参画、３年間で 1,000

例のがんオルガノイドモデルを作成することが発表された。参画組織と

して、NCI（米国）、 Cancer Research UK（英国）、Wellcome Trust Sanger 

Instiute（英国）、Hubrecht Institute（オランダ）がある。 
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中国 

基礎研究 ○ → 
・一部の研究グループでオルガノイドを用いた研究が精力的に行われてい

るが、日欧米と比べると国内研究基盤は整備されていない。 

応用研究・

開発 
× → 

・オルガノイドの基礎研究技術が成熟しておらず、応用研究開発に至って

いない。 

韓国 

基礎研究 △ → 

・国内でオルガノイド技術は普及しており、今後の研究成果が期待され、

注意が必要である。 

・現時点では日欧米に比して、研究基盤整備が遅れている。 

応用研究・

開発 
× → 

・オルガノイドの基礎研究技術が成熟しておらず、応用研究開発に至って

いない。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 
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３.２.４ モデル動物 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

モデル動物は、生物の生命現象や疾病機序の解明研究、医薬品の薬効や安全性の確認試験、

再生医療など新たな医療技術の確立などに極めて重要な役割を果たしている。モデル動物に

は、ショウジョウバエ、線虫、ゼブラフィッシュなどが含まれるが、多くはヒト疾患モデル

として、マウス、ラット、ウサギ、ブタ、サルなどの実験動物が利用される。近年、細胞や

遺伝子をヒト型に置き換えた‘ヒト化動物’に注目が集まっている。動物愛護、遺伝子組換

えに関する規制、生命倫理の観点からの議論も重要である。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

モデル動物は、生物の生命現象や疾病の機序を解明する目的で利用される。ヒト疾患にお

ける基礎研究、医薬品の薬効や安全性の確認、医療機器の開発・改良、再生医療などにおい

ても、モデル動物は必要不可欠である。ヒトは遺伝的に多様で、育った環境も異なるが、モ

デル動物、特に実験動物は、遺伝的な背景、周りの温度や食べ物などの環境を均一にコント

ロールすることができるため、適切な動物と実験方法を選べば、より正確で、より再現性の

ある実験結果を得ることができる。モデル動物には、ショウジョウバエ、線虫、ゼブラフィ

ッシュなども含まれるが、多くはマウス、ラット、ウサギ、ブタ、サルなどの哺乳動物が利

用される。なぜなら、哺乳類は、ヒトと遺伝子の数がおよそ 2～3 万で共通しており、解剖

学的な体の構造や組織、臓器の果たす役割、発現する遺伝子やタンパク質など、全般的によ

く似ているためである。 

実験動物が生物学分野に利用されはじめた歴史は古い。記録上、最古のモデル動物の解剖

として、1621 年にローマで雌雄同体のラットが描かれている（実際には妊娠状態の雌ラッ

ト）1)。19 世紀後半はマウス・ラットの実験動物化が進み、栄養、行動、解剖、繁殖などの

科学研究に利用された。20 世紀初頭、遺伝学の進歩に伴い、遺伝的に均一な近交系マウス、

ラットが確立され、多種多様な近交系マウスが樹立されるようになった。20 世紀後半は微生

物的に統御された SPF（specific-pathogen free）動物の確立、空調や飼料、飼育ケージなど

の飼育環境の整備が進み、遺伝と環境が均一に制御された質の高いモデル動物の使用が可能

となった。 

モデル動物は、実験的に処置を加えることで病気を発症した‘実験的発症モデル’、遺伝子

の突然変異で自然に病気を発症する‘自然発症モデル’、放射線や化学変異物質などを与える

ことで人為的に突然変異（ミュータジェネシス）を与えた‘人為的変異誘発モデル’、ES 細

胞やゲノム編集によって遺伝子を改変した‘遺伝子改変モデル’などが存在する。特に、1980

年代後半に Martin Evans、Oliver Smithies、Mario Capecchi らにより確立された ES 細胞

による遺伝子改変マウスの作製技術によって 2)、遺伝子を破壊したノックアウトマウス、遺

伝子を挿入あるいは置換したノックインマウス、組織あるいは時期特異的に遺伝子発現を制

御したコンディショナルマウスなどが開発され、世界中で利用されている。21 世紀に入りヒ

トやマウスの全ゲノム配列が解読されると、全遺伝子ノックアウトマウスプロジェクト、お

よび網羅的表現型解析マウスプロジェクトが日米欧を中心に進められている 3, 4)。 
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現在、日本で使用されている実験動物を俯瞰すると、小型齧歯類マウス、ラットで全体の

9 割を越える 5)。ラットは、マウスの 10 倍程度の体の大きさで、血液や細胞などのサンプル

が多く採れ、実験処置や外科的な処置がしやすい。ウサギは、脂質異常症や動脈硬化モデル

として利用される（マウスやラットはヒト脂質代謝と異なる）。ブタは、臓器の大きさがヒト

と近いことから、臓器移植のモデルとして用いられている。ヒト大脳皮質の構造、記憶や感

情などの脳機能研究には、サルを用いた研究が行なわれる。マウス以外のモデル動物は、ト

ランスジェニックは可能だが、ES細胞のような遺伝子をノックアウトする技術がなかった。

近年、ZFN、TALEN、CRISPR などの‘ゲノム編集’が登場し、マウスを含む様々なモデ

ル動物での遺伝子改変が可能になった 6-8)。さらに、AAV ベクターやレンチウイルスベクタ

ーを利用した体細胞での in vivo ゲノム編集も可能になっている 9)。さらに、ヒト疾患の遺

伝子変異のノックイン研究や、ヒト遺伝子そのものを動物遺伝子と置換した‘遺伝子のヒト

化動物’研究が、世界中で進められている 10)。 

モデル動物においては、ヒトと動物の生理的特性や薬物代謝の違い、いわゆる‘種差‘が

問題になる。免疫不全動物にヒト肝臓細胞や血液細胞などを移植したキメラ動物、いわゆる

‘細胞のヒト化動物’は、モデル動物個体の中でヒト細胞の機能や代謝を研究することができ

る優れたモデル動物である 11)。ヒト化キメラ動物を利用することで、患者代替動物を開発し、

個別化医療のツールとすることにより、テーラーメード医療に貢献することが期待される。

ヒト化動物は、iPS 細胞をはじめとした各種ヒト幹細胞を利用した再生医療や、画像解析な

ど新たな医療技術の開発に重要な役割を果たすと考えられている。 

 

【国内の動向】 

＜実験動物関連法規＞ 

実験動物を扱う点では、動物愛護、倫理（3R:Replacement、Reduction、Refinement）

への取り組みが求められる。わが国では、平成 25 年に動物愛護管理法が改正され、実験動

物及び動物実験に関する法令に則った自主管理体制が行われている。社会法人日本実験動物

協会は、実験動物生産施設などの福祉調査・評価・認証を、国立大学法人動物実験施設協議

会 12)が大学などの研究機関の動物実験施設の認証を行っている（今後、日本実験動物協会に

移行予定）。日本実験動物協会による調査では、平成 25 年度の動物使用数は平成 13 年度か

ら 3 割以上減少している。これは、モデル動物の有用性が減ったというより、各機関の厳正

なる審査により、使用動物数の軽減や効果的な動物実験が実施されているからである。実際、

遺伝子改変動物の使用数は、増加し続けている。 

＜バイオリソースセンター＞ 

我が国が優先して行なっている事業の一つとして、ライフサイエンス研究に利用されるバイ

オリソースを収集、保存、提供する‘ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRC）13)’

が、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）により推進されている。マウス、ラ

ット、ショウジョウバエ、ニホンザル、メダカなどの動物、ナズナやイネなどの植物、さら

に細胞や DNA、微生物などのリソース整備が行われており、国内外の利用者が幅広いモデ

ル動物を低コストで利用できるメリットがある。筑波にある理研バイオリソ−スセンター

（BRC）は、世界に伍してマウスリソースの整備を行っており、継続的な支援が望まれる。 
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＜モデル動物の開発＞ 

近年、ゲノム編集の登場により、様々な動物種における遺伝子改変が可能となった。これ

まで遺伝子改変が可能であったマウスにおいても、より効率的に短期間で実施できるため、

多くの研究者が ES 細胞からゲノム編集に移行している。わが国においても、先進的にゲノ

ム編集を取り入れ、様々なモデル動物での遺伝子改変が行われている。東京医科歯科大学の

相田准教授はマウスで 14)、大阪大学の真下准教授はラットで新規ノックイン技術の開発を行

い 15)、実験動物中央研究所の佐々木センター長はマーモセットで免疫不全モデルを始め、新

規モデル動物の開発を進めている 16)。 

実験動物中央研究所の伊藤部長および末水部長は、重度免疫不全 NOG マウスの開発およ

びヒト肝細胞や血液細胞を移植したヒト化動物モデルの作製を行っている 17)。ヒト血液細胞

を保有するヒト化モデルにおいて、種々の免疫疾患への応用が期待される。ヒト肝臓を保有

するヒト化肝臓マウスでは、従来難しかったヒト薬剤の代謝や肝毒性を検討することが可能

である。広島の（株）フェニックスバイオは、このヒト肝細胞キメラマウスや、マウス由来

ヒト肝細胞を販売している。東京大学の中内教授は、ブタ胚細胞とヒト細胞を混ぜた胚盤胞

補完技術により、ヒト膵臓や肝臓をブタ体内で作製させるキメラ動物の開発に取り組んでい

る 18)。 

 

【海外の動向】 

＜実験動物関連法規＞ 

欧米においては、実験動物の取扱いに関する法体系が整備され、多くの国で実験動物施設

の届け出制を採用し、動物愛護の観点からも日本より規制が厳しいと言える。AAALAC イ

ンターナショナル(国際実験動物管理公認協会)による施設認証も行われており、製薬企業や

大学機関などにおいても登録が進められている。イギリスやドイツにおいては、動物愛護団

体における動物実験反対活動も活発に行われ、特に霊長類を用いた研究に関しては妨害も含

めた動きが起こっている。一方、欧米以外の国に関しては、法整備も十分に整えられている

とは言い難い。 

＜リソースセンター＞ 

米国 Jackson 研究所は、マウス系統の収集、保存、提供の基盤整備、および研究開発やリ

ソース情報の整備、公開を行っている。この世界最大かつ最先端のマウスリソースセンター

は、公的支援と寄付支援金、およびマウス販売収益からバランスよく運営されている。欧州

ではこのような中心的なリソースセンターはないが、英国 Sanger 研究所の動物ゲノム解析

や EUCOMM による全遺伝子改変マウス作製が積極的に推進されている。アジアでは、韓国

KNRRC と中国 IMCAS、日本の理研 BRC は 3 機関の国際協力および ANRRC ネットワー

クの運営を行なっている。 

＜モデル動物の開発＞ 

モデル動物の開発についても、ES 細胞やゲノム編集技術の開発の中心となっている米国

が先導していると言える。ゲノムワイド関連解析（GWAS）により同定されたさまざまなヒ

ト疾病における遺伝子変異や SNP 多型をモデル動物にノックインすることで、ヒト疾患モ

デル動物の開発が進められている。さらに大きなゲノムサイズの遺伝子をノックインした例

としては、ヒト免疫グロブリン遺伝子を導入したマウスなどが開発されており、モデル動物



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

243 

俯
瞰
区
分
と
研
究
開
発
領
域 

創
薬
基
盤
技
術
、
医
薬
品 

によりヒト抗体を作製させることができる 19)。また、肝臓の薬物代謝に重要なシトクロム

P450(CYP)をヒト化したマウスなども作製されている。 

中国では、マカクザルを用いた遺伝子改変モデル作製を精力的にすすめており、神経疾患

モデルを作製し、このモデルを用いた中国版脳マッピングプロジェクトを開始すると言われ

ている 20)。一方、米国では、複数の研究機関で遺伝子改変マーモセット作製を開始しており、

これをモデルとした脳科学研究が行なわれている。欧州では、ドイツが既に遺伝子改変マー

モセット作製の技術移転を終了している。一方、中国、韓国、シンガポール、オーストラリ

アなども各国における遺伝子改変マーモセットの作製技術の確立を目指しており、遺伝子改

変霊長類モデルは、今後、世界的にも研究で使用するモデルの選択肢の一つになると考えら

れる。 

（３）注目動向 

・ 2014 年 5 月、ゲノム編集技術 CRISPR/Cas9 を用いてマウス個体で複数の遺伝子の同時

破壊ノックアウト 7)、Tag や GFP などのレポーター遺伝子、loxP アレルのノックインマ

ウスが作製され、世界中の哺乳類研究者を驚かせた。 

・ 2015 年 4 月、アデノ随伴ウイルス（AAV）ベクターを人や動物の体の細胞に感染させて、

黄色ブドウ球菌由来 Cas9 を gRNA と一緒に発現させることで、in vivo genome editing

（体細胞ゲノム編集）に成功した 9)。 

・ 中国南京大学の Xingxu Huang 博士らによって、CRISPR/Cas9 技術を利用して初めて霊

長類カニクイザルでのゲノム編集に成功した 8)。中国ではゲノム編集ブタをペットとして

販売するビジネスモデルも動き出している。そして、2015 年 4 月には、ヒト受精卵での

ゲノム編集が中国から発表され、その是非について世界中の研究者を巻き込んだ議論とな

っている。 

・ ウイルスベクターなどを使って脳神経細胞に光応答性タンパク（チャネルロドプシン）を

発現させ、マウスの頭蓋に LED 光源を埋め込んで光で脳機能活動を操作することができ

るオプトジェネティクス技術が注目されている。 

・ 公益財団法人実験動物中央研究所らのグループが ZFN、Platinum TALEN を用いて免疫

不全マーモセットの作製に成功した 19)。標的遺伝子ノックアウトにより目的の表現型を呈

した霊長類の作出は世界初である。 

（４）科学技術的課題 

＜ゲノム編集技術＞ 

ゲノム編集技術が登場したことにより、世界中でマウスを含む様々な動物種における遺伝

子改変が行われている。ZFN、TALEN、CRISPR などのゲノム編集ツールの基本特許は、

主に米国が抑えていることから、これに代わる純国内産のゲノム編集ツールの開発が必要で

ある。また、動物種によってゲノム編集の利用方法や遺伝子改変効率が大きく異なることか

ら、さまざまなモデル動物へのゲノム編集の応用、さらには、作製されたモデル動物の保存

技術の確立や向上も重要な課題である。加えて、ゲノム編集により産まれてきた動物個体（F0
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世代）における 100％ゲノム編集の達成、非標的配列への off-target 効果の削減、GFP レポ

ーター遺伝子など大きな DNA サイズのノックイン、モデル動物における in vivo ゲノム編

集やゲノム編集療法の開発なども、早期に達成すべき課題である。多くの生物に対して、こ

れら最適なゲノム編集プラットフォームを確立することは、国内のモデル動物研究を推進す

るために最重要課題であると言える。特に次世代を得るまでに３年～５年かかる霊長類では、

F0 世代における 100％ゲノム編集の達成と目的の表現型の発現は重要な課題である。また霊

長類は、特に動物生命倫理に配慮する必要があり、マウスのように目的の遺伝子改変ができ

なかった個体を犠牲（殺処分）にする事は困難であるため、高効率のモデル動物作製技術を

必要とする。現在のゲノム編集による標的遺伝子ノックイン効率では、霊長類でモデルとし

て有用なノックイン個体を得るには現実性が低い。そのため、今後のゲノム編集による標的

遺伝子ノックイン技術の効率の更なる向上が重要な課題である。 

＜ヒト化モデル＞ 

ヒト疾患の解明と医薬品の開発には、その種特異性の面から従来の動物種では不十分であ

る。そのため、ヒト細胞や組織を生着させた‘ヒト化動物’は、今後、重要なモデル動物に

なると思われる。現在、日米欧でヒト血液細胞や肝臓を保有するヒト化マウスの開発研究が

進められている。さらに他の臓器、例えば、ヒトの膵臓や腎臓、心臓、神経、皮膚、軟骨細

胞などを保有するヒト化動物が作製できれば、医薬品の開発に極めて有効になると思われる。

また、マウスよりもサイズの大きなラット、ウサギ、ブタ、マーモセットなどでのヒト化動

物が開発できれば、移植モデルやトランスレーショナルリサーチ、再生医療研究にとって、

より有用性の高いモデルになり得る。 

＜バイオリソース＞ 

日米欧での実験動物およびモデル動物の飼育繁殖技術は高く、遺伝学的および環境学的に

品質が高いレベルでの飼育管理がなされていると言える。米国 Jackson 研究所や理研 BRC

ではこれら高品質で最先端の遺伝子改変マウスが凍結精子あるいは受精卵として保存されて

おり、精子や生体でのリソース譲渡を容易に行える環境になっている。また、マウス MGI、

ラット RGD、ゼブラフィッシュ ZFIN などのリソースデータベースも米国が主導的な役割

を担っている。今後はゲノム編集により、遺伝子改変マウスの激増、マウス以外の遺伝子改

変動物の開発、およびリソースデータ量の増加が予測されることから、我が国独自のデータ

ベースの開発やリソースセンターの構築も必要である。霊長類の実験動物の研究試料の輸出

入はワシントン条約により制限されており、国際共同研究を行なう場合、個体のみならず、

ゲノム、ES 細胞、iPS 細胞、培養体細胞といった試料を含め全ての試料の授受に膨大な事務

手続きが必要となる。今後も日本の研究プレゼンスを示し続けるためには、更なる国際共同

研究の推進が重要である。そのため、国内に霊長類の研究試料を管理するバイオリソースセ

ンターを設立し、霊長類動物の試料を輸出入する際の事務手続き支援も含めたサポートシス

テムの構築が必要である。 

＜in vivo モデル動物＞ 

ヒト疾患の病態進行状況や創薬による治癒状態、あるいは細胞移植治療などの生体内プロ

セスをモデル動物でモニタリングするためには、非侵襲性の in vivo イメージングが必須で

ある。近年、CT や MRI の撮像解析技術の向上、二光子顕微鏡を用いて単一神経細胞の動態

を追うことができるインジケーターの開発など、この分野は大きく進展している。また、ゲ
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ノム編集技術による GFP やルシフェラーゼなどのレポーター遺伝子のノックイン動物の開

発も加速度的に進められている。さらに、遺伝子工学と光学を組み合わせて神経細胞の集ま

りを観察、制御するオプトジェネティクス分野も急速に進んでいる。遺伝子デリバリーシス

テムやウイルスベクターの新規開発研究についても、産官学を巻き込んで世界中で開発競争

が進められている。我が国においても、これら分野におけるモデル動物の開発競争に遅れる

ことなく、積極的な研究開発が重要である。特に、オプトジェネティクスは、マーモセット

などの霊長類モデルを用いた研究に期待が寄せられるが、細胞種特異的遺伝子制御を実現す

るためには、非ヒト霊長類胚を用いた標的遺伝子ノックイン技術の確立が重要なポイントと

なる。また、霊長類では、マウスのように多種多彩な遺伝子改変モデルを作製することは困

難なので、一つの遺伝子改変モデルが多くの研究者に有用となるようなモデルの作製が望ま

れる。 

（５）政策的課題 

＜モデル動物に関する法規制＞ 

欧米の多くの国では、動物生産、実験施設の登録制が導入されている。特に、英国やドイ

ツにおいては動物愛護団体の活発な活動のため、時として動物実験が困難になる場合もある。

これらの国においては、霊長類での実験が極めて限定されていると考えられているが、実際

には EU 諸国には、９つの霊長類センターがあり、霊長類の実験動物を用いたライフサイエ

ンス研究は行なわれている。また米国は、霊長類の実験動物の使用頭数は世界一（2015 年の

報告では、使用頭数 43,634 頭）であることからも、実は欧米でも霊長類のモデル動物を用

いた研究は活発に行なわれていると言える。特に、マーモセットを使用する研究者が、米国

では増加しており、韓国、中国、シンガポールなどの国では新規にマーモセットの輸入を計

画している。一方、マーモセットの需要は世界的に増えているにもかかわらず、販売業者の

数が少ないこと、ほぼ全ての航空会社（一部例外あり）が霊長類の実験動物の生体輸送を行

なわないこと、輸出入がワシントン条約により制限されているため煩雑な事務手続きが必要

などの理由から、輸出入が困難で個体の供給が不十分であるという問題がある。中国は、10

万頭を超すマカクザルの実験動物を保有しており、欧米の一流研究所との共同研究所を設立

し、ゲノム編集を含めた遺伝子改変サルを提供する取組を開始したことから、今後、多くの

欧米の研究者が、中国に渡って遺伝子改変サルを用いた研究を行なって、研究成果を発表す

る枠組みが出来上がると考えられる。実際中国は、それに向けた霊長類の実験動物使用に関

する法規制について世界的イニシアチブを取ることに意欲を見せている。 

日本では、実験動物関連団体の強い自制や医学会からの強い要望により、動物愛護管理法

（動愛法）のもと自主規制により動物実験が実施されている。全ての動物実験計画は、各機関

の動物安全委員会による厳正なる審査のもと、規律正しく行われている。この動愛法は５年

に一度改正され、次回は平成 30 年度に予定されている。現状の自主規制が登録制になるこ

とによって、動物実験への過剰な抑制がないようにすべきである。 

モデル動物は、遺伝子組換え生物などの使用などの規制により利用される。ゲノム編集に

より作製されたモデル動物は、遺伝子組換えの痕跡が残らないノックアウトと、遺伝子を導

入したノックイン動物に分けられる。これらゲノム編集動物を組換え動物として取り扱うか
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どうかの議論が続けられている、我が国では多くの機関の自主規制により、組み換え動物に

準じて取り扱っている。世界的基準に合わせた統一的な見解が求められる。その他、モデル

動物に関連する法規としては、動物の輸入届出制度について、外来生物法、感染動物実験に

おける安全対策などがある。 

＜モデル動物における産官学連携＞ 

日本のモデル動物の維持管理方法は、20 年ほど前に確立し、以後、生物学研究や医薬品

開発を支えてきた。近年、モデル動物の飼育管理がアウトソーシングになり、モデル動物の

維持管理を支えてきた優れた実験動物技術者が、減少する傾向にある。これら技術者を育成

する国家的な支援が必要である。一方で、ゲノム編集によるモデル動物の多様化、モデルリ

ソースの増加に備えるためにも、実験動物飼育施設への設備投資や、動物施設管理者への教

育も求められる。また、大学や国立研究機関だけでなく、ブリーダー企業や製薬企業、モデ

ル動物関連企業との連携を強固にするとともに、ベンチャー企業の発足支援などの積極的な

推進も求められる。 

＜モデル動物の新規開発＞ 

今後もマウスを含めた様々な動物種でのゲノム編集が進められる。我が国では、科学研究

費助成事業「新学術領域研究『学術研究支援基盤形成』」として、国内研究者に対してモデル

動物の作製支援事業が始まっている。また、作製されたモデル動物は NBRP が収集、保存、

提供を行っており、研究者が新規に開発されたモデル動物をすぐに利用できる環境整備がな

されている。これら事業への継続的な支援とともに、当該リソース以外のモデル動物、例え

ばウサギやブタ、マーモセット、カニクイザルなどについても積極的なリソース開発技術へ

の支援も必要になる。 

（６）キーワード 

ヒト疾患モデル、遺伝子改変、ゲノム編集、リソースセンター、ヒト化動物、マウス、ラ

ット、マーモセット 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ ↗ 

・基礎研究では日本で大変多くの成果が出ており、米国と肩を並べ、一部

では世界最先端を走っている。モデル動物の質の高さと均一性、および

それらを分配するリソース事業は、世界中から評価されている。国から

の研究補助も多く出ており、国を挙げての支援体制が確立されている。 

応用研究・

開発 
○ → 

・大学、研究機関や製薬企業において、多くの研究者が動物を用いた研究

開発を行っており、産業化に向けても世界レベルでの展開を図っている。 

・ヒト化動物作成や細胞を使ったキメラ動物作成では、規制と日本人の倫

理観などにより、検証困難な研究がある。研究室レベルでは検証可能だ

が、作成したモデル動物の産業化ができない場合もある。最先端の研究

成果が海外に流出することもある。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・実験動物（齧歯類のみ）の世界で最大かつ最も有名な Jackson 研究所が

あり、また多くの大学でも基礎研究を実施しており、新規の実験動物の

開発も世界最大。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・多数の優れた研究成果が報告され、応用研究開発も大変盛んに行われている。 

・日本では行えない研究でも、人類の健康に貢献できることを論理的に説

明可能な場合、条件付の上で実行され、大きな成果を挙げている。 

・実験動物を事業化し販売する企業が多く存在し、産業的にも大きな市場

となっている。 

・製薬企業が新薬開発時に FDA 承認をまずは目指すため、世界中の製薬企

業が米国で実験動物を使用することが多く、市場規模も日、欧の 3～10

倍の規模である。 

欧州 

基礎研究 ◎ ↗ 
・著名大学、研究機関での基礎研究は世界最高峰であるが、欧州の国々自

らの医学研究用として利用されることが多い。 

応用研究・

開発 
○ → 

・産業化に向けた応用研究開発については日米に比べ勢いが乏しい。 

・過激な動物愛護運動の影響か、表立った動物に特化した研究機関や企業

が見当たらないが、ユーザーとしては有力な世界的研究機関、製薬企業

など非常に多く存在する。ただし欧州は国ごとに濃淡がかなりあり、特

にフランス、オランダが最も盛んで、特化した仕事ではイギリス、ドイ

ツ、スイスも重要な拠点が存在する。 

中国 

基礎研究 △ → 

・遺伝子改変マウスに関しては、現在は世界で開発されたものを模倣した

動物が市場に出されている程度である 

・近年、ゲノム編集による霊長類モデルの開発が積極的に行われている。 

応用研究・

開発 
△ → 

・欧米の一流大学への留学経験者が多く中国に戻ってきており、優秀な人

材も多いことから今後は基礎研究、応用研究開発、産業化とも伸びが期

待される。 

・動物飼育などの基本技術面では日米欧から遅れており、基盤技術の習得

と正確かつ正しい実行が必要。 

韓国 

基礎研究 △ → 

・実験動物を基礎から研究している研究者が少ない。 

・ゲノム編集ツールの新規開発や特許獲得に力を入れており、モデル動物

の開発にも波及している。 

応用研究・

開発 
× ↘ 

・モデル動物の応用研究や実用化を考えている大学、研究所、企業は少な

かったが、最近ベンチャー企業などが立ち上がってきている。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.２.５ ゲノム編集 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

ゲノム編集（Genome Editing）により、in vitro や培養細胞、微生物から植物、動物にお

いて、DNA 配列を効率的に改変することが可能になった。ZFN、TALEN、CRISPR などに

代表される部位特異的ヌクレアーゼは、標的とする二本鎖 DNA を切断して、種々なタイプ

の変異（欠失や挿入、染色体転座、SNP 改変、遺伝子挿入など）を加えることができる。こ

れまで遺伝子改変が困難であった生物にも利用でき、生命科学研究を大きく転換させる次世

代のバイオテクノロジーとして注目されている。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

【研究開発領域の詳細な説明】 

ゲノム編集に利用される部位特異的ヌクレアーゼは、zinc-finger nuclease（ZFN）、

Transcription activator effector-like nuclease（TALEN）、Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeat（CRISPR）/CRISPR-associated protein 9（Cas9）が存在する 1-3)。

ZFN、TALEN は、デザイン可能な DNA 結合ドメインに、制限酵素 FokI の DNA 切断ドメ

インを連結させた人工ヌクレアーゼである。一方、CRISPR /Cas9 は、RNA をガイドとする

RNA 誘導型ヌクレアーゼである。これら部位特異的ヌクレア―ゼは、正確な‘はさみ’として

標的遺伝子を特異的に切断し、非相同末端連結修復（non-homologous end joining: NHEJ）

過程で挿入・欠失変異を導入する ‘ ノックアウト ’ 、あるいは相同組換え修復

（homology-directed repair: HDR）により外来遺伝子などを挿入する‘ノックイン’が可能であ

る。遺伝子改変技術はこれまでにも存在したが、その効率があまり高くないため、薬剤耐性

などの選択マーカーにより、遺伝子が改変された細胞だけを選別していた。ゲノム編集技術

によって、細胞や受精卵の中での遺伝子改変効率を劇的に上昇させることで、選択マーカー

を使用しなくても遺伝子改変体を取得可能になった。 

ゲノム編集が初めて報告されたのは、1996 年の ZFN にまで遡る。in vitro や培養細胞、

微生物、植物、動物において、次々と ZFN によるゲノム編集が報告され、2009 年に哺乳動

物として初めてラットでのノックアウトが報告された 4)。2009 年に TALEN、2012 年に

CRISPR/Cas9 が登場し、より簡単に、より低コストでゲノム編集できることから、瞬く間

にこれら技術が広がった。特に CRISPR は、そのシステムの簡便さ、効率の高さから、現在、

多くの研究者に利用されている。さらに、Cas9 に代わる部位特異的ヌクレアーゼ Cpf1 によ

るゲノム編集も報告された 5)。Cas9 はゲノム上の GG 配列を認識するのに対し、Cpf1 は AA

配列を認識する。 

基礎生命科学においては、細胞や動植物の変異体の作製にゲノム編集技術が利用されてい

る。これまで目的の遺伝子破壊が困難であった微生物（藻類、糸状菌など）、動物（ウニ、ホ

ヤ、コオロギ、ゼブラフィッシュ、カエル、ラット、ブタ、サル）、植物（コケ、タバコ、イ

ネなど）において、多くの成功例が報告されている。ES 細胞による遺伝子改変が可能であ

ったマウスにおいても、より短時間、低コスト、複数遺伝子破壊などが可能なため、多くの

研究者がゲノム編集に移行している。ゲノム編集技術は、標的遺伝子のノックアウト、ノッ



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

250 

クイン以外にも、標的遺伝子の発現制御、標的遺伝子のエピゲノム修飾、GFP などの蛍光レ

ポーターによる標的遺伝子の可視化、などに利用されている 6, 7)。 

応用面においては、医療分野、農業水産業分野、さらにはエネルギーや産業分野にまで広

がっている。例えば、再生医療分野では、すでに iPS 細胞におけるゲノム編集を利用した疾

患モデル細胞作製、疾患患者から樹立した iPS 細胞での遺伝子修復などによる治療研究が多

数報告されている。創薬分野では、全遺伝子標的 gRNA ライブラリを用いて、がん細胞や多

能性幹細胞における網羅的スクリーニングを行うことで、新薬候補遺伝子の同定が報告され

ている。農水畜産分野においては、ゲノム編集を利用した有用品種の作出が行われ、病耐性

を有する農作物の作出や、生産性の高い農水畜産物の作出がすでに報告されている。加えて、

バイオエネルギーの産生を目的とした藻類でのゲノム編集なども進められている。 

ゲノム編集技術は、Nature Methods 誌の 2011 年の Methods of the year に選定され、

TALEN と CRISPR は、2012 年と 2013 年の Science 誌の Breakthrough of the year の一

つに、さらに CRISPR は 2015 年の Science 誌の Breakthrough of the year に単独で選出さ

れている 8)。 

 

【国内の動向】 

国内でのゲノム編集研究は、第一世代の ZFN を用いたブタの細胞、ラット、ウニ、シロ

イヌナズナでの遺伝子破壊を示した 2010 年の４グループの研究がスタートになる。2012 年

以降は TALEN が、2013 年以降は CRISPR/Cas9 を用いた培養細胞と哺乳類などを用いたゲ

ノム編集研究が、国内の多数の研究グループから報告されている。大阪大学の伊川教授は

CRISPR/Cas9 を用いたマウスでの効率的な遺伝子破壊法を確立し、大阪大学の真下准教授

はラットでのゲノム編集に実績を持ち、哺乳類でのゲノム編集研究を牽引している。平成 28

年から科学研究費助成事業「新学術領域研究『学術研究支援基盤形成』」として、国内研究者

に対してモデル動物の作製支援事業が行われている 9)。 

国内のゲノム編集研究は、2012 年に設立されたゲノム編集コンソーシアム（代表：広島大

学･山本教授）が中心となって展開し、2016 年に一般社団法人日本ゲノム編集学会に移行さ

れた 10)。ゲノム編集の原著論文は、2010 年の ZFN の論文を皮切りに 2016 年にかけて着実

に増加している。これまでに、ZFN に関する論文は 50 報以上、TALEN の論文は 100 報以

上、CRISPR は 200 報以上が国内から報告されている。マウス、ラットだけでなく、ウサギ、

ブタ、マーモセットなどの中大動物でのゲノム編集も報告されている。植物ではシロイヌナ

ズナ、イネ、トマト、コケなどで報告されている。平成 26 年から戦略的イノベーション創

造プログラム（SIP）の「次世代農水産創造技術」として、ゲノム編集を利用した研究開発

が進められている 11)。 

このようにゲノム編集技術を様々な生物に利用した研究については、国内で一定の研究レ

ベルを保っているものの、ゲノム編集ツールそのものの開発については、海外に後れをとっ

ている。そのような中で、わが国における注目される動きとして、東京大学の濡木教授らが

Cas9 や Cpf1 の立体構造を解析し 12-15)、より効率的なゲノム編集ツールの開発を行ってい

る 15)。また、九州大学の中村准教授は PPR モチーフを利用した新規技術開発をスタートさ

せている。 
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【海外の動向】 

ZFN から TALEN、CRISPR/Cas9 の技術開発は、米国を中心に進められてきた。ZFN は、

米国の Zinc finger Consortium（代表：Massachusetts General Hospital &Harvard Medical 

School の Joung 博士）が中心となってその技術が普及された。しかしながら、Sigma Aldrich

社の保有する特許によって、基礎研究と応用研究において ZFN の利用が制限された。2010

年にミネソタ大学の Voytas 博士らによって TALEN が開発され、さらに米国の複数の研究

グループが TALEN の作製に関わるプラスミドやキットを非営利機関 Addgene に積極的に

寄託した。TALEN の特許については、米 Life Technologies 社が基本特許を保有し、仏

Cellectis Bioresearch 社が臨床応用の特許を維持している。CRISPR/Cas9 については、

Broad Institute of MIT and Harvard の Zhang 博士、University of California Berkeley の

Doudna 博士、さらに複数のグループを加え、基本特許についての審査が継続されている 16)。 

2013 年初めに、米国や韓国など 7 つのグループから、in vitro、ヒト細胞や線虫などでの

CRISPR/Cas9 によるゲノム編集が発表され、世界中にこのシステムを利用した遺伝子改変

が広がった 17, 18)。2014 年 5 月には、CRISPR/Cas9 を用いたマウス個体でノックアウト、ノ

ックインが証明され、世界中の哺乳類研究者を驚かせた 19)。一方、中国では、CRISPR/Cas9

を植物のゲノム編集にいち早く取り入れ、様々な穀物やオレンジでのゲノム改変に成功して

いる。さらに、中国は神経疾患モデル作製を目指した霊長類（カニクイザル）でのゲノム編

集や、ゲノム編集ブタをペットとして販売するビジネスモデルが動き出している。そして、

2015 年４月にヒト受精卵でのゲノム編集が中国から発表され、その是非について世界中の研

究者を巻き込んだ議論となった。国際的な議論の末、英国や日本において、ヒトの受精卵の

ゲノム編集を基礎研究に限って認めるとする方向性が示された 20)。 

（３）注目動向 

・ ヒト受精卵におけるゲノム編集が、2015 年 4 月に世界で初めて、2016 年 4 月に HIV に

感染しにくい受精卵としての 2 例目が、中国から報告された 21)。 

・ ゲノム編集を使った‘遺伝子ドライブ’と呼ばれる方法により、マラリアを媒介する蚊を撲

滅する研究が報告された 22)。生命進化の研究や、生物の生態系を変えることができる技術

として注目されている。 

・ Cas9 と同様にゲノム編集に利用することができる Cpf1 タンパク質が、Zhang 博士らグル

ープから報告された 5)。すぐに、Cpf1 によるヒト細胞やマウス受精卵でのゲノム編集が

Church 博士らやソウル国際大学の Kim 博士らから報告された。Cas9 がグアニンに富ん

だ PAM 配列を認識するのに対し、Cpf1 はチミンに富んだ PAM 配列を認識する。また

Cas9 が平滑末端で DNA を切断するのに対し、Cpf1 は突出末端で切断するため、相同組

み換えに有利であると考えられている。 

・ さらに、Zhang 博士らグループは、細菌から C2c2 タンパク質を単離して、gRNA と C2c2

により RNA 編集が可能であることを報告した 23)。 

・ 中国のグループから高度好塩菌から単離されたアルゴノートタンパク質が、ガイド DNA

と一緒にゲノム編集を行うことが in vitro およびヒト細胞で報告された 24)。CRISPR/Cas9

と違い、PAM 配列が不要で、GC リッチ配列に対しても効率的なゲノム編集ができるなど
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のメリットがあるが、今のところ実験の再現性がとれていない。 

・ アデノ随伴ウイルスベクターを人や動物の体の細胞に感染させて、黄色ブドウ球菌由来

Cas9 を gRNA と一緒に発現させることで、in vivo genome editing（体細胞ゲノム編集）

に成功した 25)。 

・ 米 Sangamo Biosciences 社は、ZFNによりエイズ患者から取り出した造血幹細胞の CCR5

遺伝子を破壊することで、ex vivo のゲノム編集療法をスタートさせた。また、CRISPR

を用いた臨床試験も中国で開始されており、米国でも実施が予定されている。 

・ CRISPR/Cas9 システムを用いたゲノムワイドの遺伝子機能解析法として、誘導型

CRISPR/Cas9 を用いたノックアウト細胞の網羅的作製により、遺伝学的スクリーニング

を効率化した 26)。 

・ 立体構造に基づいて Cas9 に改変を加えることで、DNA の配列特異性を向上させる eCas9

（エンハンスト Cas9）も開発されており、off-target 効果の軽減が実証されている 27)。 

（４）科学技術的課題 

【新規ゲノム編集ツール】 

ゲノム編集技術の基盤となる部位特異的ヌクレアーゼの開発は、米国を中心に進められて

きた。近年では特に Cas9 が注目されている。 

Cas9 はバクテリアにおける獲得免疫に働くタンパク質であり、自己と非自己を見分ける

ため、ゲノム中の PAM（Protospacer adjacent motif）配列（３～７塩基）を認識する機能

を有するが、これはゲノム編集の適用制限の原因となっている。また、Cas9 タンパク質は

分子量が大きいため、ウイルスベクターに組み込んで動物細胞に遺伝子導入する効率が低く

なっている。さらに、類似配列を切断する off-target、遺伝子のノックアウトは容易だが相

同組み換え効率が低いためにノックインが困難、など問題は山積している。これら問題点の

克服に向け、他の細菌や古細菌からCas9に代わるタンパク質の探索が進められ、米国でCpf1

や C2c2 が単離されている。また、東京大学の濡木教授らのグループは３生物種由来の

CRISPR/Cas9 の立体構造を決定し 13-15)、そのうち１種では、PAM 配列の単純化に成功 15)、

国内単独の特許を出願している。今後は、さらなるヌクレアーゼタンパク質の単離、あるい

は結晶構造解析やミュータジェネシス法による高効率型ヌクレアーゼの開発が期待される。

既存のゲノム編集技術の特許は主に米国が大きく確保していることから、産業利用において

は国内産のゲノム編集ツールの開発が必要である。国内では九州大学の中村准教授が、ベン

チャー企業‘エディットフォース’を設立して、植物のオルガネラ由来 PPR タンパク質を利用

した部位特異的ヌクレアーゼの開発を進めている。 

【様々な生物でのプラットフォーム】 

2013 年以降、国内のゲノム編集研究の論文発表は着実に増加している。これは、国内のゲ

ノム編集コンソーシアムを中心とした情報収集と積極的な技術提供が大きな要因と考えられ、

海外に後れることなく様々な生物での目的遺伝子の改変に成功している。また東京医科歯科

大学の相田准教授らは Cas9 タンパク質を利用したノックイン法、大阪大学の真下准教授ら

はサイズの大きな DNA のノックイン法、広島大学の山本教授らは MMEJ を利用したノック

イン法を開発し、特許を獲得している。ゲノム編集については主に米国が基本特許を抑えて
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いることから、このような国内の応用特許と戦略的にクロスライセンスを進めることも重要

な課題である。ゲノム編集での遺伝子破壊や遺伝子挿入の効率は生物種によって異なるため、

さらに多くの生物に対して最適なプラットフォームを確立し、研究者へ提供する体制を維持

することが、国内のゲノム編集研究の底上げにつながると考えられる。 

【農水畜産物の有用品種開発】 

ゲノム編集を用いた有用品種の作出は、標的遺伝子改変方法が確立していない農水畜産物

に有効である。ゲノム編集によって作出された作物が海外から入ってくることも危惧され、

ゲノム編集を有効に使った国内産品種の作出と安全性のエビデンスを蓄積することが重要で

ある。ゲノム編集生物と既存の品種改良法（化学変異原や放射線、重イオンビームを用いた

改良）と遺伝子組換えとの違いなどを科学的に検証することが求められる。 

【派生技術の開発】 

ゲノム編集に利用する部位特異的ヌクレアーゼは DNA 切断酵素であるが、DNA 切断ドメ

インの代わりに別の酵素の機能ドメインを連結させた人工の転写活性化因子やクロマチン修

飾因子を作製することが可能である。これらの融合タンパク質を用いることによって、DNA

に改変を加えることなく、目的の遺伝子を活性化する技術やエピジェネティックな修飾レベ

ルを改変する技術へ発展させることが可能である。例えば、Zhang 博士と濡木教授らは、

gRNA にファージの MS2 コートタンパク質のアプタマー配列を挿入し、MS2 に様々な転写

活性化因子を融合することで、特定の遺伝子の転写活性を 1,000 倍近く向上させることに成

功し、これをゲノムワイドスクリーニングに応用している 28)。 

（５）政策的課題 

【遺伝子組み換え作物・動物】 

現在、ゲノム編集によって様々なタイプの遺伝子改変（遺伝子ノックインや遺伝子ノック

アウト）が可能となってきた。ターゲティングベクターを利用した個体レベルでのゲノム編

集は、外来遺伝子の挿入を伴うためカルタヘナ法に基づく遺伝子組換え生物としての規制が

必要となる。一方、部位特異的ヌクレアーゼのみを動物個体に導入した場合、化学変異原で

の突然変異や自然突然変異と同程度の欠失変異や置換変異を部位特異的に導入することが可

能である。安全性の評価法の確立と安全性基準を整備し、ゲノム編集技術を産業において積

極的に利用する体制を整えることが課題である。 

【医療応用・生命倫理】 

中国でヒト受精卵におけるゲノム編集がこれまでに 2 例実施された。世界中で議論が巻き

起こったが、多くの国では基礎研究に限って容認されている。ゲノム編集技術は、ゲノム配

列を迅速かつ正確に改変できる最も効率的なツールであり、世界中の研究者がヒト体細胞や

幹細胞、iPS 細胞などにおける遺伝子修復への利用を強く希望している。さらには、AAV ウ

イルスやレンチウイルスベクターを利用した遺伝子治療など、ゲノム編集医療が世界中で進

められている。特に日本においては、疾患患者から作製した iPS 細胞での遺伝子修復方法に

ついては、iPS 細胞を用いた再生医療を国策として進めるためにも、ゲノム編集を含めた国

家プロジェクトとして進めることが必要である。 
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【安全性評価】 

ゲノム編集技術では、標的配列（on-target 配列）以外の類似配列（off-target 配列）に予

期せぬ変異を導入する可能性が指摘されており、この技術を利用するためには安全性評価が

必須である。特に、遺伝子治療や再生医療での利用のための安全性基準を定める必要がある

が、基準となる安全性評価法の確立は後れている。ゲノム編集の効率が生物種によって異な

るために、生物種ごとの目的に応じた評価法の確立も必要とされる。次世代シーケンスによ

る安全性評価法の確立やゲノム編集生物の環境に与える影響などを評価するシステムの確立

が必要である。 

【ゲノム編集ツールの開発基盤整備】 

前述のようにゲノム編集ツールや技術の開発については海外に大きく後れをとっており、

国内産の基盤技術開発が急務であることは言うまでもない。利用のための周辺技術開発とそ

の特許取得と並行に、国内産業に使いやすい純国産のゲノム編集ツールの開発（新規の DNA

結合モジュールの探索と最適化）をまず推し進める必要がある。ツール開発には、データベ

ースを利用したコード解析、変異体の網羅的解析と立体構造解析など多大な時間と労力を必

要とし、産業に直結する技術を開発するためには、国の大型プロジェクトとして組織的な研

究を進めるべきである。 

（６）キーワード 

ZFN、TAELN、CRISPR/Cas9、off-target、遺伝子破壊、遺伝子ノックイン、再生医療、

品種改良 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ → 

・ゲノム編集の基盤技術開発は、米国や中国、韓国に後れをとっているが、

優れた要素研究は多く見られる。 

・新しいタイプの技術開発の観点から、CRISPR/Cas9 システムの Cas9 タ

ンパク質の結晶構造解析など、新たなゲノム編集ツール開発につながる

高い水準の研究がある。また、新しいゲノム編集ツールとして PPR タン

パク質のコードが解読され、特許が出願されている。 

・既存技術の改良の観点から、ゲノム編集ツールの高活性化や様々な動物

の標的遺伝子のゲノム編集、高効率な新規ノックイン法などが報告され

ている。 

応用研究・ 

開発 
△ ↘ 

・ゲノム編集を利用した農水畜産物の品種改良は、戦略的イノベーション

創造プログラム（SIP）において推進され、モデル動物の作成支援は、科

研費新学術領域の先端モデル動物支援で実施されるが、成果は未知数で

ある。再生医療や農作物でのゲノム編集研究は、海外に大きく後れをと

っている。 

・ゲノム編集ツールや技術の基本特許を欧米企業が取得しており、国内企

業が独自技術で産業化する方向性は弱い。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・ZFN、TALEN、CRISPR/Cas9 のすべてのゲノム編集ツールの開発を世

界的にリードする。Harvard Medical School の Joung 博士、MIT の

Zhang 博士を中心として、ゲノム編集ツール開発が進み、微生物から動

物･植物での利用も進んでいる。 

・ES 細胞や iPS 細胞など幹細胞での網羅的遺伝子破壊システムについて

の開発は目を見張るものがある。また、システムバイオロジーの分野で

ゲノム編集を利用する研究が、米国を中心に進行している。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・遺伝子治療における利用の推進、農作物分野での利用研究などすべての

応用分野で米国は最先端の研究開発を展開している。 

・CRSIPR/Cas9を利用したES細胞や iPS細胞での網羅的な遺伝子機能解

析システムが米国の複数の研究グループによって確立されている。 

・マウス個体に直接ゲノム編集ツールを導入し、in vivo で遺伝子を改変す

る研究開発が米国を中心に、複数のグループから研究論文が発表されて

いる。 

・ZFN は Sigma Aldrich から、TALEN は Life Technologies から受託作

製･販売されており、作製された培養細胞や動植物についても産業利用に

ついての契約が必要となる。 

・Sangamo Bioscience は、ZFN を HIV の治療薬として利用する臨床試験

を進めており、薬としての利用の道筋も見えつつある。さらに、ボスト

ンを拠点とする Editas Medicine が CRISPR/Cas９の特許を取得し、再

生医療向けの利用について産業化を進めている。 

欧州 

基礎研究 ○ → 

・ゲノム編集の基礎研究レベルは、米国と並んで非常に高い。ドイツの

Cathomen 博士らは、第二世代の TALEN の特異性の向上やヒト細胞へ

のウイルスベクターを利用した効率的導入法の開発に実績をもつ。 

・英 Wellcome Trsut Sanger Institute の Yusa 博士らは、iPS 細胞におい

て一塩基レベルでのゲノム編集を成功させ、さらに CRISPR/Cas9 を用

いた遺伝学的スクリーニング法の確立を成功させいる。 

応用研究・ 

開発 
△ → 

・遺伝子治療分野でのゲノム編集に高いレベルを誇っている。ヒト造血幹

細胞でのゲノム編集に関する論文が Nature 誌および姉妹誌に数多く報

告されている。 

・ゲノム編集技術を農作物の品種改良などに積極的に活用する方向性がみ

られる。 

・仏 Cellecits 社が、TALEN の基本特許を有し、TALEN の受託作製ライ

ンをもつ。Cellectis 社は、新しいゲノム編集モジュールの開発や藻類で

の遺伝子改変を積極的に進めているが、CRISPR/Cas9 については、米国

や中国と比較するとその開発の動きは鈍い。 
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中国 

基礎研究 ○ ↗ 

・TALEN の DNA 結合ドメインである TALE の立体構造や次世代のツー

ルに利用可能な PPR の立体構造を解明し、Science 誌や Nature 誌で発

表している。 

・CRISPR/Cas9 を積極的に利用して基礎研究を推進している。南京医科大

学のグループは、ヒト疾患モデルとしてカニクイザルのゲノム編集を世

界に先駆けて成功させている。最近、アルゴノート NgAgo による新規ゲ

ノム編集ツールの開発が報告されたが、今のところ実験の再現性がとれ

ていない。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・Chinese Academy of Sciences を中心として農作物（イネ、トウモロコシ、

小麦など）でのゲノム編集が積極的に進められている。 

・CRISPR/Cas9 を用いたヒト B 型肝炎ウイルスの破壊などの研究へと応

用も進めている。 

・TALEN、CRISPR などのゲノム編集ツールを販売する企業が受託サービ

スを行っている。 

・ゲノム編集技術によって作出した作物などの扱いが中国では議論されて

おらず、産業利用も未知数ではあるが、ゲノム編集ブタに代表されるよ

うに、積極的に市場に流通させる可能性がある。 

韓国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・ソウル国際大学の Kim 博士を中心に高いレベルの研究が進められてい

る。TALEN、CRISPR を用いた培養細胞やマウスでの効率的遺伝子破壊

や破壊細胞の濃縮システムの確立を報告している。 

・CRISPR/Cas9 や Cpf1 を利用した培養細胞やマウスでの遺伝子改変につ

いて、高いレベルの研究成果を発表している。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・ソウル国際大学 Kim 博士は、ヒトのタンパク質コード遺伝子 18,000 個

の破壊用 TALEN ライブラリの構築やヒト microRNA 破壊用 TALEN ラ

イブラリの構築に成功しており、研究リソースの整備を積極的に進めて

いる。 

・Toolgen 社は、ZFN、TALEN、CRISPR/Cas9 の受託作製やこれらツー

ルを用いた改変細胞や個体の作製サービスを行っている。Toolgen 社は、

TALEN や CRISPR/Cas9 の基本特許を有していないが、サブライセンス

を受けゲノム編集サービスを積極的に展開している。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 
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(Nagoya : JSDB, 56, 1-129, 2014). 

4) Geurts AM, et al.、“Knockout rats via embryo microinjection of zinc-finger nucleas-

es.”Science  325, 5939, 433 (2009) 
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３.２.６ 構造解析技術Ⅰ（WET） 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

タンパク質を始めとする生体分子の原子分解能レベルでの立体構造情報は、基礎研究・応

用研究に極めて有用となる基盤情報である。構造解析技術の開発は継続的に進められており、

その目標は、精度の高い立体構造決定を目指す核となる技術の開発に加え、多数の対象を効

率良く決定するためのプロジェクト推進的な技術や、試料調整や必要とされる試料量を減少

させるなどの周辺技術など内容は多岐にわたる。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

生体を構成する高分子にはタンパク質、核酸、糖鎖、生体膜（脂質の集合体）などがある。

これらの生体高分子の生物機能や分子機能を理解するには、その立体構造（構成原子の位置

情報とその誤差）を知ることが重要である。例えば、遺伝病などの疾患の理解にはアミノ酸

配列の変化がタンパク質の立体構造に与える影響を解析することが役に立つ。また、有用な

タンパク質の安定性や機能の向上などを合理的に行うためにも立体構造情報は活用できる。

創薬研究のためにも、ターゲットとなるタンパク質と低分子量有機化合物の複合体の立体構

造情報は欠かせない。決定された立体構造情報は Protein Data Bank （ PDB, 

http://www.pdb.org/）に登録され、誰もが自由に使える人類共有の財産となっている。 

原子分解能の立体構造を決定できる手法には、①Ｘ線結晶解析法・中性子線結晶解析法、

②溶液核磁気共鳴法（Solution NMR）および固体核磁気共鳴法（Solid NMR）、③クライ

オ電子顕微鏡法がある。  

通常のＸ線結晶回折測定はシンクロトロン放射光施設（国内では播磨 SPring-8 とつくば

Photon Factory）を使って行われる。測定の効率化のためにロボットを使った自動測定が標

準になりつつある。また、解析毎に放射光施設へ赴くことは非効率的であるため、結晶を施

設に送付し、代理で測定を行うリモート測定“メールインサービス”1)の利用が今後は増加する

と予想される。タンパク質結晶の回折測定が可能な小型放射光施設としては、九州シンクロ

トロン光研究センター（SAGA-LS）とあいちシンクロトロン光センター（AichiSR）があり、

一般供用されている。東北地方にも次世代型高輝度放射光施設（SLiT-J）の建設を進める取

り組みはある 2, 3)が、具体的な設置予定時期などは未定である。Ｘ線は電子によって散乱が

起こるが中性子線では原子核によって散乱が起こり、中性子線結晶解析には同位体原子の区

別や水素原子が可視化できるなどの利点がある。J-PARC（茨城県東海村）は大強度陽子加

速器施設であり強力な中性子源として使用可能である。中性子線回折実験の欠点は大型のタ

ンパク質結晶を必要とすることであり、一般に使用されるまでには至っていない。次世代の

Ｘ線光源としてはＸ線自由電子レーザー（XFEL）施設がある。日本では SACLA（SPring-8 

Angstrom Compact free-electron LAser、播磨）が建設され、試験運用を経て、現在は一般

に供用されている。その特徴は XFEL のＸ線が従来の 10 億倍も強いことにある。これを利

用して、放射光損傷が無視できる構造決定、凍結による構造の偏りを排除した室温における

構造決定、フェムト～ピコ秒の時間分解能での時分割測定、非常に小さな結晶の構造決定な

どが可能となる 4)。脂質キュービックフェーズ法（LCP 法，Lipidic Cubic Phase）ができる

http://www.pdb.org/
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結晶化セットアップ装置の普及により、膜タンパク質の結晶化に LCP 法が広く使われるよ

うになった。特に膜タンパク質の中でも可溶性部分が少なく膜貫通部位が多いもの（トラン

スポーターやチャネル）に適している。  

核磁気共鳴法の構造解析技術開発については、過去数年間での本質的な技術開発は見られ

ない。しかし、超伝導磁石の高磁場化は引き続き進められている。国内では、Bruker 社の

950 MHz 磁石が大阪大学と横浜市立大学に設置されている。また、物質・材料研究機構、理

化学研究所、神戸製鋼所および JEOL RESONANCE 社からなる研究チームが高温超伝導体

を使って 1.02 GHz 磁石の開発に成功している。世界では、Bruker 社が１GHz 磁石を市販

しており、フランスやスイスに設置されている。その他の技術開発としては、分光計のデジ

タル化の徹底による高性能化や、non uniform sampling による高次元 NMR スペクトルの測

定時間の短縮などが挙げられる。 

クライオ電子顕微鏡法については、国内では豊島、藤吉、難波らによる先駆的な研究によ

り、二次元結晶、らせん対称性の構造体の原子分解能での構造決定が他国を先行してなされ

てきた。しかしながら、2011 年頃より実用化され始めた電子直接検出器（DED）による画

像取得がブレークスルーとなり、結晶や対称性を必要としない、単粒子解析と呼ばれる方法

が確立された。これにより、（近）原子分解能構造決定の成功例が爆発的に増え続けている。

生物試料用の「通常の」クライオ電子顕微鏡は、数千万円以上の高額機器ではあるが、国内

の主要な大学、研究機関には設置されており、必ずしも放射光施設や高磁場 NMR の様な拠

点を必要としない。それらの機関には、国内メーカーの日本電子、日立製作所の製品が多く

導入されており、その他に FEI（現サーモフィッシャー）社製品もある。しかしながら、前

述のDEDは現状ではGatan社製K2 summitおよびFEI社製Falconシリーズのみであり、

搭載した生物用クライオ電子顕微鏡は国内でも理化学研究所を含めまだ７台ほどしか導入さ

れていない。このため、日本は近年の原子分解能構造決定の潮流に大きく乗り遅れている。

さらに、原子構造決定には高画質データが大量に必要なため、その取得を可能にする自動撮

影装置を備えた FEI 社の 300 kV クライオ電子顕微鏡 Titan KRIOS が事実上世界のスタン

ダードとなっている。しかし、国内で同機を生物試料用に導入した機関は大阪大学（３台）

と沖縄科学技術大学院大学（１台）のみである（その全機が DED を装備）。世界では、同

機がすでに 80 台以上導入されている現状を考えると、わが国の状況と遅れは深刻である。

クライオ電子顕微鏡による原子分解能構造決定に寄与しているもう一つのファクターは、画

像解析プログラム RELION である。英国 MRC の Sjors Scheres によって開発され、フリー

のパブリックソフトとして広く公開されており、これによって膨大な数の電子顕微鏡画像デ

ータからの三次元構造解析が飛躍的に加速した。 

生体高分子の構造決定として、21 世紀初頭から 10 年間に構造ゲノミクス（Structural 

Genomics）が日本、米国、欧州で進められた。構造ゲノミクスとは網羅的な立体構造決定を

目指す国レベルの大型プロジェクトである。しかし、タンパク質には個性があり、ゲノム

DNA 配列のように一律に扱うことができないことがネックであった。そこで、現在はポス

ト構造ゲノミクスとして、生物・医学的に重要なターゲットや高難度のターゲットに的を絞

った構造ゲノミクス研究が進められている。 これまでに PDB に 500 個以上の構造を登録し

たプロジェクトを下に記載する 5)。 

✓ RIKEN Structural Genomics/Proteomics Initiative（日本，2743 個） 
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✓ Midwest Center for Structural Genomics（米国，1886 個） 

✓ Joint Center for Structural Genomics（米国，1602 個） 

✓ Structural Genomics Consortium（国際，1448 個） 

✓ Northeast Structural Genomics Consortium（米国，1215 個）   

✓ New York SGX Research Center for Structural Genomics（米国，1041 個） 

✓ Seattle Structural Genomics Center for Infectious Disease（米国，866 個） 

✓ Center for Structural Genomics of Infectious Diseases（米国，865 個） 

登録数でみると、単独の機関としては日本の理化学研究所が一番多いが、総数では米国が

抜きんでている。 

ポスト構造ゲノミクス研究プログラムとしては、文部科学省によるターゲットタンパク研

究プログラム（平成 19 年〜23 年）6)および創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業（平

成 24 年〜28 年、ただし平成 27 年からは日本医療研究開発機構に移管）7)があり、後者にお

いては放射光施設（SPring-8 および Photon Factory）、NMR（横浜市大、名古屋大、阪大

蛋白研）、クライオ電顕（阪大蛋白研）などの拠点を整備し、創薬研究を始め生物学、医学

分野の国内研究者の構造解析研究を支援している。 

（３）注目動向 

・ 一定の立体構造を持たないタンパク質（天然変性タンパク質）に対して有効な立体解析法

の開発が急務となっている。しかし、決定的な方法論は存在せず、現状では複数の方法論

を組み合わせる必要があり、溶液 NMR、Ｘ線溶液小角散乱、分子動力学計算などが主な

手法である。 

・ Ｘ線結晶解析において回折データの最高分解能を合理的に決定することは重要である。従

来は Rmergeや I/σ(I)という統計値が使われてきた。最近では CC1/2や CC*と呼ばれる統計

値を使って判断すると、従来より高い分解能の構造を取得可能であることが提唱され 8)使

用が広まっている。 

・ Ｘ線溶液小角散乱（SAXS, Small Angle X-ray Scattering）は原子分解能までには至らな

いが、溶液中のタンパク質の立体構造を捉える方法として近年利用が増加している。Ab 

initio モデリング法の普及の効果が大きく 9)タンパク質の形を小さな球の集合体で表現し、

Ｘ線小角散乱曲線に合うように少しずつ変形させる過程を繰り返すことで溶液中の立体

構造を推定する方法である。本来、溶液散乱曲線は１次元の情報であるが、３次元情報で

ある立体構造を良く再現することが確かめられている。放射光施設における SAXS 専用ビ

ームラインにおいて、ゲルろ過クロマトグラフィー装置に SAXS 装置を直結し、オンライ

ンで分析できるようにするなどの利便性が増している。 

・ in-cell NMR 法は細胞内のタンパク質の挙動を観測する NMR 手法である。NMR 法の感

度が低いことが理由で応用範囲が限定されるのが弱点であるが、適切な課題を設定すれば

有効な手法である。細胞内への安定同位体標識タンパク質の効率的な導入法の開発（例え

ば、セミインタクト細胞リシール技術の応用 10)）や、細胞の生存時間を延ばすバイオリア

クター装置の開発 11)など周辺技術が大事である。 

・ ODMR（Optically Detected Magnetic Resonance）は蛍光検出と電子スピン磁気共鳴技
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術を組み合わせた測定技術である。励起光および高周波磁場を同時に照射して蛍光発光量

の変化を検知する。ダイヤモンドナノ粒子中に存在する窒素原子と空孔からなる複合欠陥

を利用することで一分子観測を行える感度があり、細胞内におけるタンパク質・細胞骨

格・細胞小器官の動態計測に応用できる可能性がある。 

・ 原子間力顕微鏡（AFM, Atomic Force Microscopy）はタンパク質分子の外形を見る程度

の分解能しかないが、溶液中で測定できるという大きなメリットがある。金沢大学 安藤

敏夫教授は徹底的な AFM 測定の高速化を進め、従来１枚あたり 30 秒かかっていた画像

取得をビデオレート（1 枚あたり 30 ミリ秒）まで速め、2008 年頃に高速 AFM として実

用化した 12)。さらに、名古屋大学 臼倉治郎教授らは、大面積高速撮影可能な AFM を開

発し、細胞内分子のイメージングに成功している。既存の測定法ではカバーされてこなか

った全く新しい生物学的知見が得られるため、高速 AFM の使用が日本および世界で広ま

っている。 

・ クライオ電子顕微鏡単粒子解析による構造決定は、2013 年に初めて原子分解能（3.3 Å）

に到達して以降、すでに 1,155 個以上の構造が報告されている。2016 年には 1.8 Å という

最高分解能が報告された 13)。一般に電子顕微鏡による構造解析は巨大なタンパク質ほど有

利で、分子量 10 万のタンパク質が最小限界と推測されていた。これについても記録を破

る例が出つつある。今後さらに低分子量ターゲットの構造解析を推進するために注目され

る技術がボルタ位相板である。これまでもゼルニケ位相板（国内の永山らにより開発）を

用いた位相差観察で小さな分子を観察するための技術開発は行われていたが、永山研出身

の R. Danev により開発されたボルタ位相差コントラスト（VPC）法により、分子量５万

程度のタンパク質の原子構造決定が一般化すると期待される。 

・ クライオ電子顕微鏡法におけるもう一つの注目技術はクライオ電子線トモグラフィー（ク

ライオ ET）法である。クライオ ET は極薄の氷包埋試料を傾斜させて複数の画像を撮影

し、分子一つ一つの三次元構造を決定する技術である。撮影の度に試料損傷があるために

これまでは 20 Å 程度の低分解能しか得られない手法であったが、DED や解析ソフトの登

場により原子分解能に迫る結果が出つつある。この技術は究極的には細胞や組織の中に存

在する分子のその場（in situ）での構造解析を可能にするものとして期待されている。 

（４）科学技術的課題 

・ XFEL を用いると、原理的にはタンパク質の結晶を使わずにタンパク質の立体構造を決定

できる。しかし、現在のところ目途はたっていない。 

・ XFEL のマシンタイムは非常に少なく、一般的なユーザーが広く使用できるまでに至って

いない。これは海外でも似た状況にある。 

・ XFEL以外の放射光施設のマシンタイムは構造生物学研究に関してはそれなりのレベルで

満たされている。電力の供給の観点から夏と冬は放射光施設を長期間使用することはでき

ないが、現時点ではやむをえない。 

・ 液体ヘリウムの安定供給の問題を考慮すると、液体窒素温度での超伝導磁石の開発が望ま

れる。高温超伝導体の使用が鍵となる。蒸発した液体ヘリウムをその場で回収し、電気を

使って液化する装置が開発されているが、コストの面で不利である。 
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・ 将来的には計算機の高速化により、タンパク質の立体構造をホモロジーモデリングなどで

作った近似構造から出発して、純粋に計算だけで精密に決定できるようになると予想する。

ディープラーニングなどの手法と計算機のさらなる高速化の組み合わせにより、計算のみ

による構造決定が実験の精度を超えることが 10 年以内に起こる可能性もある。ただし、

まったく新しい立体構造の可能性が常に残るので、実験的な構造決定手法自体の意義が減

ずるにしてもなくなることはない。 

誤解がないように付記すると、過去に PDB に蓄積されてきた立体構造情報を参照するこ

となしに、アミノ酸配列だけから立体構造を計算で決定することは計算量の観点で実現す

ることは困難である。 

さらに、タンパク質の変性状態からのフォールディングの過程を計算で再現することはさ

らに困難な課題である。フォールディング過程は初期構造に依存しているので、多数の初

期構造からの計算を繰り返し行って統計を取る必要があることによる。同様な意味で、天

然変性タンパク質の状態を計算で正しく再現することも同じく困難である。これらの課題

に対しては、今のところ、近似計算（たとえばアミノ酸１残基を１つの球で表す）で対処

する必要がある。 

・ 現在はまだ一部のエキスパートしか行えないクライオ電子顕微鏡による単粒子解析が一

般化するためには、サンプル調製法、特に均一な厚さの氷包埋試料を簡便に作製する技術

や、より多くの画像を自動撮影できるようにするサンプルグリッドの開発などが必要であ

る。また、DED によるクライオ電子顕微鏡撮影画像は１視野の画像データが 11 ギガバイ

トにも達し、１セットの解析用データが 50 テラバイトを超えるため、そのような大量の

デジタルデータを転送、処理、保存する技術開発がハード、ソフトともに必要である。さ

らに、クライオ電子顕微鏡により決定された立体構造をバリデートする手法もまだ確立さ

れておらず、幾何級数的に増加する膨大なオリジナル画像データの経済的なアーカイブ法

の構築 14)とともに、計算機科学者の果たすべき役割は大きい。なお、X 線結晶化解析の分

野でもオリジナル回折画像データのアーカイブの必要性が議論されている段階にある。 

・ 上述したクライオ ET 法による in situ 構造解析が達成できれば、生物学・医学上のインパ

クトは計り知れないが、現時点ではまだ実現可能性の不明な「夢の技術」であり、この実

現に向けた様々なレベルでの研究開発を続けることが重要である。 

（５）政策的課題 

・ 放射光施設の使用は、一般課題として直接申し込む方法と創薬等支援技術基盤プラットフ

ォーム事業を通す方法の２ルート化している。それぞれの目的が異なるとは言え、ユーザ

ー側からすると制度的に複雑である。 

・ NMR 装置・超伝導磁石の維持費問題は深刻である。使用者は電気代以外に液体ヘリウム

や液体窒素の充填にかかる費用など恒常的な経費を負担している。これに対し、Ｘ線結晶

解析では放射光施設の維持費を使用者が負担する必要はないので、分野により状況が異な

る。 

・ 超伝導磁石用の液体ヘリウムの安定供給に問題がある。数年前に液体ヘリウムの供給が滞

り、現在でも液体ヘリウムの価格は高値どまりになっている。原因の１つはヘリウムガス
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の産出を米国の一国に頼っているためである。ロシアやカタールでの生産が始まっている

が、今後も生産システムのメンテナンスや事故により供給が不安定になることがありえる。

液体ヘリウムは備蓄ができないことを考慮すると、液体ヘリウムの安定供給は重要課題で

ある。 

・ NMR 装置のメーカーは JEOL RESONANCE 社、Bruker 社、アジレント社（旧バリア

ン社から 2010 年に移行）の３社体制が長く続いてきたが、2014 年にアジレント社が不採

算を理由に撤退した。技術開発の観点からすると寡占体制になるのは避けるべきと考える。

ただし、政策として JEOL RESONANCE 社を直接補助するのではなく、日本電子製の

NMR 装置を使用するトップレベルのユーザーを育てるような施策をとったほうがよいと

考えられる。 

・ Protein Data Bank（PDB）は構造情報のデータベースとして重要である。世界の PDB

は、日本（PDBj）、米国（RCSB PDB）、欧州（PDBe）の３極体制である。最近では中

国（PDBc）とインド（PDBi）を立ち上げ、補助的な役割を果たすことが議論されている。

この状況の中で、アジアにおける日本のプレゼンスを維持するために、PDBj の長期的か

つ安定的な運営は必須である。 

・ クライオ電子顕微鏡法は結晶を必要とせず、また試料の必要量も結晶構造解析と比べて遙

かに少ない。このため、原理的にはこれまで以上に構造解析手法としてポピュラーになっ

ていく可能性が高い。そのためには、前記の DED 搭載装置の国内導入台数が圧倒的に不

足している。また、現在の原子構造解析用のクライオ電子顕微鏡製品は海外メーカー（FEI

（現サーモフィッシャー）社）の独占状態であるため、技術開発の自由度だけでなくサー

ビス体制、メンテナンスコストの面でも極めて問題である。かつては日本のお国芸であっ

た生物用電子顕微鏡解析分野であるが、材料分野などと比べて圧倒的に採算性が悪いため、

日立製作所は事実上撤退した。大阪大学 難波啓一グループが唯一日本電子と協力して自

動撮影装置付きクライオ電子顕微鏡の開発をおこなっているものの、同社も FEI 社に追い

つく体制を構築できないでいる。よって、短期的には世界の潮流に遅れないように FEI

社の最新鋭機の導入を加速するとともに、より長期的には国産の生物用クライオ電子顕微

鏡装置やその周辺技術の開発に投資することが望まれる。また、言うまでも無いことに、

ハードウェアの導入よりも遙かに重要なのが人材の育成である。そのためにも、クライオ

電子顕微鏡の共同利用拠点の整備などを通して技術者と研究者の安定的な雇用を確保し、

大学院教育などとも連動して持続的な生物用電子顕微鏡技術の継承と発展を図ることが

強く望まれる。 

（６）キーワード 

放射光施設、Ｘ線自由電子レーザー、超伝導磁石、高温超伝導、Ｘ線溶液小角散乱、in-cell 

NMR、ODMR、高速 AFM、液体ヘリウム供給、Protein Data Bank（PDB）、構造ゲノミ

クス、創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業、天然変性タンパク質、クライオ電子顕微

鏡、クライオ電子線トモグラフィー、電子直接検出器、単粒子解析、高速画像解析技術 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ ↘ 

・SAXS のビームライン整備は世界レベルに追いつきつつある。 

・核磁気共鳴法では安定同位体の利用において日本独自の手法（立体整列

同位体標識法, SAIL 法, Stereo-Array Isotope Labeling Method）が存在

するが、汎用されるに至っていない。NMR 法の基礎技術分野において、

ランタノイドイオンを利用した方法などが開発されている。 

・アジレント社の撤退に伴い、JEOL RESONANCE 社は NMR 装置メー

カーとして米国市場などで実績を伸ばしているが、先端的な技術に限る

と Bruker 社とまだ差がある。 

・重要なターゲットの構造決定などを行い、有名雑誌に論文発表すること

は世界レベルにある。ただし、減少傾向にある。 

・日立、日本電子など国内のメーカーの協力のもとに生物用クライオ電子

顕微鏡分野は隆盛を極めたが、近年の原子分解能構造解析ブームには乗

り遅れ、装置開発、基礎研究の両面で世界に水をあけられている。 

応用研究・

開発 
△ → 

・阪大 難波啓一グループが日本電子と共同で新型クライオ電子顕微鏡を

開発中。ただし総合的に製品シェアを回復できる見込みはまだ立ってい

ない。 

米国 

基礎研究 ◎ → 

・核磁気共鳴法における基礎的な技術開発も継続的に進んでいるが、米国

では若手の研究者の参入が少ないようである。 

・NMR メーカーのアジレント社の撤退の影響は大きいと想像される。 

・重要なターゲットの構造決定などを行い、有名雑誌に論文発表すること

は継続的に質と量を維持している。 

・PDB の年当たりの構造の登録数は米国が一番多いが、ここ数年は減少傾

向にある 15)。 

・クライオ電子顕微鏡による高分解能構造解析では、NIH および UCSF グ

ループが世界最先端の成果を発表し続けている。一方で、他大学や研究

施設においても急速に設備の導入、グループの設立が広まっている。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・電子顕微鏡に関しては、DED の使用方法の開発、最適化において UCSF

の David Egard, Yifan Cheng のクライオ電顕のグループ、およびブラン

ダイス大の Nikolaus Grigorieff 氏が先導的役割を果たしている。 

欧州 

基礎研究 ◎ → 

・Ｘ線結晶解析のための計算プログラムの開発が継続的に進められている

ことは評価に値する（イギリスなど）。新しいタイプの画期的なＸ線光子

計数型２次元検出器（PILATUS）は Swiss Light Source で開発された。 

・核磁気共鳴法における基礎的な技術開発も継続的に進んでいる（イギリ

ス、ドイツなど）。 

・重要なターゲットの構造決定などを行い、有名雑誌に論文発表すること

は継続的に質と量を維持している。 

・PDB への年当たりの構造登録数は毎年順調に増加している 12)。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・クライオ電子顕微鏡では FEI（現サーモフィッシャー）社を中心に、オ

ランダ、ドイツ、イギリスの研究者が装置開発だけで無く周辺技術の開

発で世界をリードしている。解析ソフトでもイギリス MRC グループが

最大の寄与をしている。 

中国 基礎研究 △ ↗ 

・技術開発についてはまだ発展途上である。 

・超高磁場の NMR 装置の導入数はかなり多いが、実際には有効に利用さ

れていないものも多い。 

・ODMR 測定の分野で注目すべき成果が出ている 16)。 

・重要なターゲットの構造決定などを行い、有名雑誌に論文発表すること

は、現状でこそ数は少ないが、着実に伸びている。 

・クライオ電子顕微鏡による原子構造解析では、一部の有力研究者が成果

を上げつつある。ただし、急速で大規模な設備導入と投資の割には、現

時点での成果はさほど大きくは無い。 
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中国 
応用研究・

開発 
― ― 不明 

アジア 

基礎研究 ○ ↗ 
・PDBの年当たりの構造の登録数はアジア全体でみると毎年順調に増加し

ている 15)。オセアニア地区も同様である。 

応用研究・

開発 
― ― 不明 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 

1) SPring-8/SACLA 利用者情報、“SPring-8 での測定代行の現状 タンパク質結晶測定代行につ

いて”Volume 15, No.3, P.166-168 (2010)、https://user.spring8.or.jp/sp8info/?p=3208（2017 年

2 月アクセス） 

2) 濱広幸、東北７国立大学東北放射光施設推進会議“東北放射光施設構想の概要と計画推進につい

て”、宮城県公式 Web、http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/273458.pdf （2017

年 2 月アクセス） 

3) 東北放射光施設計画（SLiT-j）、http://www.slitj.tagen.tohoku.ac.jp/（2017 年 2 月アクセス） 

4) 溝端栄一 他、「X 線自由電子レーザーを用いたタンパク質の構造解析」『日本結晶学会誌』56，

241-246（2014） 

5) RCSB PDB HP,“Structural Genomics Centers Histogram”PDB statistics.  

(http://www.rcsb.org/pdb/static.do?p=general_information/pdb_statistics/index.html) 

Content Distribution → By Structural Genomics Centers をクリック（2017年 2月アクセス） 

6) ターゲットタンパク研究プログラム HP、http://www.tanpaku.org/（2017 年 2 月アクセス） 

7) 創薬等支援技術基盤プラットフォーム HP、http://pford.jp/（2017 年 2 月アクセス） 

8) Karplus PA, Diederichs K、“Linking crystallographic model and data quality.”Science. 336, 

6084, 1030-3 (2012) 

9) EMBL Biological Small Angle Scattering HP“Data analysis software ATSAS 2.8.0.”、

https://www.embl-hamburg.de/biosaxs/software.html 

10) 東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 生命環境科学系 村田研究室 HP、

http://muratalab.c.u-tokyo.ac.jp/research/（2017 年 2 月アクセス） 

11) Kubo S, et al.、“A gel-encapsulated bioreactor system for NMR studies of protein-protein 

interactions in living mammalian cells.”Angew Chem Int Ed Engl. 52, 4, 1208-11 (2013) 

12) 金沢大学理工研究域バイオ AFM 先端研究センター HP、

http://www.se.kanazawa-u.ac.jp/bioafm_center/j/HS-AFM%20Div.htm（2017年 2月アクセス） 

13) Merk A, et al.、“Breaking Cryo-EM Resolution Barriers to Facilitate Drug Discovery.”Cell 

165, 7, 1698-1707 (2016) 

14) EMBL-EBI HP,“Electron Microscopy Pilot Image Archive (EMPIAR)”、 

https://www.ebi.ac.uk/pdbe/emdb/empiar/（2017 年 2 月アクセス） 

15) wwPDB HP“Deposition Statistics : PDB Depositions By Depositor Location. ”、 

http://www.wwpdb.org/stats/deposition（2017 年 2 月アクセス） 

16) Shi F, et al.、“Protein imaging. Single-protein spin resonance spectroscopy under ambient 

conditions.”Science. 347, 6226, 1135-8 (2015) 

https://user.spring8.or.jp/sp8info/?p=3208
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/273458.pdf
http://www.slitj.tagen.tohoku.ac.jp/
http://www.rcsb.org/pdb/static.do?p=general_information/pdb_statistics/index.html
http://www.tanpaku.org/
http://pford.jp/
https://www.embl-hamburg.de/biosaxs/software.html
http://muratalab.c.u-tokyo.ac.jp/research/
http://www.se.kanazawa-u.ac.jp/bioafm_center/j/HS-AFM%20Div.htm
https://www.ebi.ac.uk/pdbe/emdb/empiar/
http://www.wwpdb.org/stats/deposition
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３.２.７ 構造解析技術Ⅱ（Dry） 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

近年、タンパク質など生体高分子の立体構造だけでなく、その構造ダイナミクスやタンパ

ク質・タンパク質間相互作用、タンパク質・核酸相互作用は、分子機能解明や創薬応用には

必須な情報となりつつある。これらを統合的に解析し、より精緻な情報を得るために、in 

silico シミュレーションの高度化と Wet 実験による検証という一連のサイクルを進めること

が重要である。本項では、in silico シミュレーションのうち、特に分子動力学（Molecular 

Dynamics, 以下 MD）シミュレーションについて、ソフトウェア、ハードウェアの両方の視

点から述べたい。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

1977 年に Harvard 大学で M.Karplus らによって、BPTI という小さなタンパク質の MD

シミュレーションが行われてから、多くの研究者によって革新的な技術開発がなされてきた。

MD シミュレーションとは、X 線結晶構造解析や核磁気共鳴（NMR）によって解いたタンパ

ク質の立体構造を基に、実験では知り得ないようなタンパク質の動的な性質、自発的ゆらぎ

や基質結合などによる構造変化を明らかにし、構造と機能の関係を調べるための最も有力な

手法である 1)。近年では、タンパク質と薬剤候補化合物の結合自由エネルギーを、MD シミ

ュレーションを用いて予測できる可能性が高まっており、アカデミアのみならず製薬企業を

中心とした産業界でも広く利用されるようになってきた。 

これまでに、特にアメリカとヨーロッパを中心にエネルギー関数（分子力場）と MD ソフ

トウェアが開発され、それらを統合したパッケージが利用可能になっている。代表的なソフ

トウェアとしては CHARMM2)、AMBER3)、NAMD4)、GROMOS、GROMACS5)、DESMOND

などが挙げられる。GROMOS と GROMACS は欧州で開発されているがそれ以外は全て米

国の大学や研究機関で開発されている。国内でも「京」の利用に向けて様々なソフトウェア

（GENESIS6)、Modylas など）が開発され、利用が始まっている。これまでに開発された重

要な計算手法・モデルは次の通りである。 

・ 初期の真空中のタンパク質シミュレーションから、水溶液をあらわにモデル化する溶液

中のタンパク質シミュレーション（1990 年代前半）、生体膜をあらわにモデル化する膜

タンパク質のシミュレーション（2000 年代）という様に、シミュレーション技術は大

きく進展している 7)。 

・ アンブレラサンプリングに代表される反応座標を用いた自由エネルギー計算の手法に

よって、統計的な信頼性が向上し、タンパク質の折れ畳みや構造変化などについて、実

験と定性的な比較が可能になった。さらに、2000 年代以降には、拡張アンサンブル法

（レプリカ交換分子動力学法）に代表される、反応座標に依存しすぎない自由エネルギ

ー計算法が開発された 8)。 

・ タンパク質内での化学反応（酵素反応）を予測するための量子力学／分子力学（QM/MM）

混合モデルが開発された。2013 年のノーベル化学賞はこの開発の功績を称え、

M.Karplus, M.Levitt, A.Warshel に与えられた。 
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・ タンパク質、生体膜、DNA などに含まれる原子を１つ１つあらわに扱うのではなく、

数個の原子群を１つの粒子で近似する粗視化分子モデルに基づくシミュレーションが

開発された。タンパク質の粗視化モデルの代表例である Go model の基礎となる理論は

日本（郷信広：京都大学）で開発された。また、QM/MM 混合計算、全原子分子モデル、

粗視化モデルなどを組み合わせたマルチスケール・マルチレゾリューション計算も行わ

れている 9-11)。 

・ 大量の短い MD シミュレーションを実行し、代表的な構造間の遷移確率を計算すること

により、速度論的解釈を可能とするマルコフ状態モデルに基づくシミュレーションが分

散型計算機やスーパーコンピュータなどを用いて発展してきた 12)。 

これらの開発によって、現在では細胞内の環境を模した条件下での信頼性の高い MD シミ

ュレーションを実行することが可能になった 13)。ただし、単一の MD 計算で実現できるダイ

ナミクスはマイクロ秒程度であり、ミリ秒に到達するためには計算機システム全体を MD シ

ミュレーションに向けて最適化する必要がある。スーパーコンピュータと呼ばれる通常の高

性能計算機（以下、汎用計算機）に比べて MD 専用計算機の技術的な優位点は次の通りであ

る。 

・汎用プロセッサやネットワークを含めた高度な専用化による限界性能の向上 

・“力の計算”を行う専用回路による高い演算効率の実現 

・専用化による高い電力効率（同世代の GPU に比べ約 10 倍） 

 

次に、MD 専用計算機の変遷および最新動向について整理する。MD 専用計算機の開発は

1960 年代に遡るが、現在に至る潮流は 1980 年代末に東京大学で開発が始まった GRAPE シ

リーズが原型である 14)。その中で MDGRAPE は、LSI 化された MD 専用計算機として最初

のものであり、ここで開発された区分多項式による“力の計算”方式などは、その後の

MD-GRAPE シリーズや Anton の開発で原型となった 15)。MD 計算全体のうち“力の計算”

が約９割を占めるため、この部分の加速が性能向上で最も有効である。また“力の計算”は

並列化が比較的容易であるため、これを専用回路で並列に実行することにより、汎用計算機

に比べ 10〜100 倍の性能向上を得ることができる。GRAPE/MDGRAPE シリーズの MD 専

用計算機では、“力の計算”を行う専用の回路を通常の汎用計算機に接続することでシステム

を構成していた。この方式によりハードウェア／ソフトウェア開発は容易になり、2006 年に

開発された MDGRAPE-3 は、世界で最初に名目ピーク性能１ペタフロップス（１秒あたり

1,000 兆計算）を超える計算機となった 16, 17)。 

一方で、こうした MD 専用計算機の急速な性能向上はシステム上の問題を引き起こした。

2000 年代以降高性能計算機の性能向上は並列化で支えられている。並列計算では、並列化さ

れた計算要素の間で通信・同期が必要になる。専用回路により“力の計算”が高速化される

と、次は通信・同期や汎用計算機での計算部分がボトルネックになる。このため、汎用計算

機を並べた場合に比べ、MD 専用計算機ではコストは安くできるが、専用回路を接続した汎

用計算機部分にあるボトルネックは同じであるため、システムを大きくしていったときに得

られる最大の速度＝「限界速度」は大差なくなってしまう。タンパク質 MD シミュレーショ

ンの特徴は、解析対象の規模が数万〜数十万原子程度と小さく、そのかわりにマイクロ秒〜

ミリ秒にわたる長いシミュレーションが必要になることである。解析対象規模が小さいため、
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汎用計算機でもすぐにこの限界速度に到達してしまい、汎用計算機でも MD 専用計算機でも

シミュレーション可能な時間はあまり変わらなくなる。現在では、GPU（Graphics Pro-

cessing Unit）を付加した汎用並列計算機上での限界速度は１ステップあたり実時間で数ミ

リ秒となっている。仮に１ステップを実時間 1 ミリ秒で実行し、１ステップの時間幅を２フ

ェムト秒（1000 兆分の２秒）とすると、１日に 170 ナノ秒計算できることになり、６日で

１マイクロ秒のシミュレーションができるが、１ミリ秒計算しようとすると 16 年かかるこ

とになる。 

この問題を打破したのが、2009 年に米国 D.E.Shaw research18)で開発された MD 専用計

算機 Anton である 19)。Anton は“力の計算”の加速回路として、汎用プロセッサコア・ネ

ットワークと統合したシステムオンチップ(SoC)を開発し、これらの要素間の遅延を最小化

することで、１ステップを約 20 マイクロ秒と、当時の汎用計算機と比べて 1,000 倍以上の

限界速度を達成した。さらに Anton-2 では 10 倍の加速を実現している 20)。一方の汎用計算

機では、2007 年に Nvidia 社が CUDA の提供を開始すると、高並列の加速装置として GPU

の利用が一般的になった。これにより、演算性能あたりの単価では GPU は MD 専用加速装

置と同じかそれ以下になっており、同じ限界性能であれば電力性能を除けば GPU のほうが

有利となっている。このことから、MD 専用計算機開発の中心的な意義は、かつてのピーク

性能向上から、現在では汎用計算機では達成できないような限界性能の向上に変化した。日

本においても、限界性能の向上を目指してネットワーク・汎用プロセッサを統合した SoC を

用いた専用計算機 MDGRAPE-4 の開発が進められている 21)。 

最後に、構造解析分野で必要になる MD 以外の手法へのハードウェア加速の適用可能性に

ついて述べる。量子化学分野以外では、MD クラスの計算能力を必要とするものは見当たら

ず、また多くの場合はアルゴリズムの可変性も必要であるので、GPU や汎用クラスタの利

用が中心となるであろう。量子化学計算については潜在的な可能性はあるが、MD と異なり

計算精度への要求が高いこと、また加速すべき要素が多いことから、ハードウェア化の利点

が小さい。しかしこれらの領域についても、予備的な研究を進めることは将来に向けで重要

である。 

（３）注目動向 

・ 米国の D.E.Shaw research18)では、Anton-3 の開発が進められている。Anton について

は、徐々に学会などでの情報は少なくなっており、技術の囲い込みがなされている。 

・ 日本の理化学研究所では、MDGRAPE-4 の開発が進められており、次世代機も構想中

である。 

・ 大規模な汎用スーパーコンピュータの開発は、エクサフロップス（100 京計算／秒）級

の性能を目指して日本・米国・中国で精力的に進められている。2020 年頃には、汎用

スーパーコンピュータ向けプロセッサのアーキテクチャはほぼ収束すると考えられる

（高性能コア＋GPU 的な大量の軽量コアまたは SIMD 型演算機構）。 

・ 高性能計算機の分野では、ポストムーア時代、つまりムーアの法則が終焉する 2020 年

代以降の計算機性能向上についての議論が始まっており、量子コンピュータ・脳型コン

ピュータと並んで専用計算機は有力な方向性と考えられている。 
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・ FPGA（Field Programmable Gate Array、書き換え可能ゲートアレイ）の利用も徐々

に進んでおり、インテルが FPGA と Xeon プロセッサを統合した製品の出荷を 2016-17

年に計画している。FPGA を利用するためのソフトウェアも OpenCL などの標準的な

環境が提供されるなど、特定用途向けハードウェアのプロトタイプ開発が容易になりつ

つある。 

・ 計算機を活用した新しい技術として、次の３点が挙げられる。 

＞より細胞内の環境に近い状態での MD シミュレーション 

具体的には、細胞質の分子混雑環境を多くのタンパク質・RNA・代謝物などを用い

てモデル化したシミュレーション、生体膜に含まれる様々な種類の脂質分子・コレ

ステロール・膜タンパク質などを含むシミュレーションなどが挙げられる。また、

ウィルスなども MD シミュレーションの計算対象になりつつある。これらは、今後

様々な細胞計測技術と密接に関係して高度化すると考えられ、将来的には細胞まる

ごとシミュレーションへと発展しうるものと期待される。 

＞核酸複合体の MD シミュレーション（リボソームや RNA ポリメラーゼ、ヌクレオ

ソーム・クロマチンなど） 

実験科学においてもエピジェネティクスやゲノム構造情報（Hi-C 実験など）に関す

る新しい情報が次々に得られており、これらを解釈するために分子構造動態の理解

は欠かせない。Hi-C 実験から染色体全体の構造を得るためには粗視化分子動力学を

行うことが有効である。リボゾームなど生体超分子複合体の機能解明には、クライ

オ電子顕微鏡とシミュレーションを組み合わせたアプローチがなされている 22)。 

＞シミュレーションと一分子測定を組み合わせたデータ同化計算 

ベイズ統計などビッグデータ解析の手法を取り入れることによって、シミュレーシ

ョンで避けることのできないモデル依存性を減らした動的構造解析を行う可能性が

見えてきた 12)。 

（４）科学技術的課題 

・ 米国では、ANTON がピッツバーグ計算機センターで利用できるため、多くの研究者が

マイクロ秒以上の分子構造ダイナミクスをシミュレーション解析できる環境にある。ま

た、一部の研究者は Blue Water や TITAN などのスーパーコンピュータを大量に利用

している。一方、国内では京を利用することができるものの、与えられた計算資源は十

分ではなく、また多くの待ち時間が発生するために真に挑戦的なシミュレーションを実

行することが困難であり、この分野の計算に適した計算機センターや拠点の整備が必要

である。 

・ 専用計算機の開発および活用による成果創出を最大化させるためには、アプリケーショ

ンの知識から計算機のハードウェア・ソフトウェアを含むシステム全体にわたる知識の

統合が必要である。このため、研究開発に当たっては異分野の科学者・エンジニアを統

括するマネジメント体制が必須になる。 

・ ムーアの法則に基づく半導体技術が終焉すると、その後の計算速度の進歩は鈍化する。

それ以降は、専用計算機の開発が性能向上のためにより重要になると考えられる。 



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

270 

（５）政策的課題 

・ 本分野で開発されたソフトウェアは、普及させることで更なる高度化へつながるため、

積極的な公開が期待される。また、数十年にわたって継続的に開発・発展させなければ

計算機の進歩についていくことすらできない。しかし、いずれの国においてもファンデ

ィング制度の問題で、既存のソフトウェアの継続開発への予算がつきにくいという問題

がある。 

・ Dry-Wet の融合研究を推進しようとする場合、Wet に重点が置かれることが多く、計算

科学で得られた予測を Wet で検証する仕組みが作りにくい。今後の計算科学の発展、各

分野の研究加速化のために、シミュレーション駆動型の新しい研究スタイルの普及およ

び一般化が必要である 

・ タンパク質のダイナミクスや折れたたみなどの基礎的な問題解決がなされない状況で

創薬応用のシミュレーションなどが行われても、計算精度の向上は期待できない。米国

では、NIH や NSF からこのような基礎的な問題解決に対して予算化がなされており、

D.E.Shaw Research18)や IBM などの研究所でも盛んに研究されている 23, 24, 25)。 

・ 専用 LSI を用いたシステムの開発では、LSI 開発のコスト上昇やシステムの複雑化のた

め、投資規模が十億円単位と大きくなっている。一方で、公的研究費による高性能計算

機開発は、現状では各国共に汎用スーパーコンピュータに集中しており、公的研究費で

の専用システム開発へのファンディングが難しくなっている。専用機に対するアカデミ

ア或いは企業の研究開発側のニーズを踏まえた計算機開発が必要である。 

・ 公的機関での研究がプロジェクト化した現在では、上述の金額の増大も関連して、研究

開発におけるリスクへの対処（開発の繰り返しサイクルの回数の増減への対処）が困難

になっている。このような計算機については開発サイクルが長く（〜５年）、中〜短期

的な期間でのリスク管理が難しい。 

・ 米国においては、私立の研究機関が基礎的な研究まで含めて研究開発を実施しており、

計算機開発を切り札として大規模かつフレキシブルな研究体制が実現している。 

・ 国内のアカデミアは、ハードウェアシステムの開発が弱い。企業には人材がいるが、ア

カデミアでのキャリアパスが存在しない現状を考えると、公的研究機関でのエンジニア

確保が難しい。これらのことから、わが国ではベンチャーを含めた企業に人材を集積し、

開発を進めることが体制的には望ましい。一方で、短期的な収益化は困難であり、当面

のユーザーは公的機関が多いと考えられることから、汎用スパコンで行なっているよう

な公的資金での開発費支援体制は必要である。 

（６）キーワード 

分子動力学（MD）シミュレーション、分子力場エネルギー関数、自由エネルギー計算、

アンブレラサンプリング、拡張アンサンブル法、レプリカ交換分子動力学法、メタダイナミ

クス、マルコフ状態モデル、粗視化分子モデル、QM/MM 混合モデル、マルチスケール・マ

ルチレゾリューションモデル、専用計算機、高性能計算、システムオンチップ、スーパーコ

ンピュータ、ポストムーア、FPGA 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ → 

・拡張アンサンブル法の開発や粗視化分子モデル開発では世界の最先端を

走ってきた。 

・京に向けた超並列分子動力学のソフトウェア開発がなされ、京の重点研

究分野の１つとして、細胞環境を考慮したシミュレーションやヌクレオ

ソーム・クロマチンの計算が推進され、優れた研究成果を挙げた 13)。 

・汎用的なスーパーコンピュータのハードウェアをプロセッサから開発す

る能力があるのは日米中の三カ国のみ。しかし、わが国では半導体産業・

計算機産業の衰退に伴い、技術者が減少傾向である。また、長期的な開

発のバリエーションが米中に比べ少ない。（富士通・NEC） 

・アカデミアにおけるハードウェア開発、特に実用的なプロセッサ開発の

活動は無いに等しい。 

応用研究・

開発 
○ → 

・クライオ電子顕微鏡を用いた Wet 実験などとの連携が遅れている。 

・創薬応用に向けた MD シミュレーションは世界的なレベルから遅れてい

たが、京の利用などでようやく進んできた。 

・日本は、MD 専用計算機開発では元祖にあたる。現在は MDGRAPE-4 を

開発中であるなど、継続的に世界トップレベルの開発が進められている。 

・米国 D.E.Shaw research に比べると、研究開発環境は弱い。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・研究開発の歴史は長く、様々な分子力場関数(AMBER、CHARMM、

OPLS）が開発されているだけでなく、分子動力学パッケージ（AMBER、

CHARMM、OPLS、NAMD、DESMOND）や計算手法も次々に開発さ

れている。近年では GPU を用いた高速化に成功している。 

・Wet 実験と連携したプロジェクトや、数理・物理と連携したプロジェク

トなどが推進されており、継続的な発展が見込まれる。 

・汎用的なスーパーコンピュータの開発において、ハードウェア、ソフト

ウェアの両方で圧倒的な蓄積がある。 

・高性能計算向け汎用プロセッサ開発が行える企業が Intel、Nvidia、IBM、

AMD と揃っており、開発の方向性も Nvidia や IBM による GPU と汎用

プロセッサの密結合、Intel による SIMD、メニーコアなど、バリエーシ

ョンに富んでいる。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・基礎研究で開発された計算手法やモデルが商用パッケージに導入される

など、応用研究に向けた開発も行われている。 

・創薬応用に向けた研究も数多く行われている。 

・D.E.Shaw research における先進的な MD 専用計算機の開発 

・数十台の Anton、Anton-2 による創薬応用の推進など、充実した研究環

境が整備されている 

欧州 

基礎研究 ◎ → 

・Intel computerは世界最高速であるGromacsを開発し、発展させてきた。

Gromacs の開発に集中しており、その追加機能として粗視化分子モデル

MARTINI や、Metadynamics を利用するためのモジュールとして

Plumed などが開発されている。 

・クラスタ以外の汎用的なハードウェアの自主開発は、脳・神経分野での

専用計算機開発以外は見られない。 

・英 ARM 社がプロセッサ開発を行っているが、高性能計算では弱い。 

応用研究・

開発 
○ → 

・シミュレーションだけでなく、タンパク質構造分類、構造比較に長い研

究の歴史がある。その知見を活かした薬剤候補分子の結合予測など、バ

イオインフォマティクスを中心とした創薬応用開発が多く行われてい

る。 

・現在、MD 専用計算機の開発は行なわれていない。 
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中国 

基礎研究 ○ ↗ 

・米国から複数の教授クラスの人材を帰国させ、この分野を発展させよう

としているが、独自の分子動力学パッケージなどは存在しない。 

・世界最高速の汎用的なスーパーコンピュータを自主技術で開発するな

ど、急速に実績を上げている。 

・プロセッサについても自主開発を行っている。また、人工知能分野での

専用プロセッサ開発の計画も見られる。 

応用研究・

開発 
△ ↗ 

・創薬応用の Dry 計算・Wet 実験の連携が増えている。クライオ電子顕微

鏡を用いた構造解析が盛んだが、データ解析は、英国と共同で行ってい

る場合が多い。 

・MD シミュレーションを用いる研究者の数は増えており、将来的には専

用システムの開発も開始する可能性がありうる。 

韓国 

基礎研究 △ ↗ 

・タンパク質構造予測において近年優れた成果をあげており、CASP とい

う構造予測コンテストでは上位の成績を占めている。 

・Samsung などでプロセッサ開発を行っているが、汎用的な高性能計算分

野での開発実績はない。 

・人工知能分野での専用プロセッサ開発の実績がある。 

応用研究・

開発 
△ → 

・創薬応用も増えつつあるが、目に見える成果を上げるにはまだ時間がか

かるものと思われる。 

・MD シミュレーションを用いる研究者の数は多くなく、ハードウェア開

発を始める可能性は低い。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 

1) Karplus M, and McCammon JA,aMolecular dynamics simulations of biomolecules.”Nat 

Struct Biol., 9, 646-52 (2002) 

2) CHARMM (Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics) HP、
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３.２.８ 創薬・育薬技術（バイオマーカー、ドラッグリポジショニング等） 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

ライフサイエンス研究の急速な進展などに伴って、アンメットメディカルニーズへの対応

は着実に進んでいる。一方、医薬品開発に係るコストが年々膨張し、その結果、高額な薬価

として各国の医療財政に重くのしかかっていることから、より効率的な創薬の実現が強く求

められている。関連する技術群は多岐にわたるが、本稿では「ドラッグリポジショニング」、

「バイオマーカー」の２つについて述べる。 

ドラッグリポジショニング、ドラッグレスキューとは、上市薬あるいは開発中止薬の分子

ターゲットを同定し、薬効・副作用メカニズムを詳細に解析することで、上市された理由あ

るいは開発中止となった要因を詳細に解析し理解する技術である。バイオマーカーは、医薬

品の開発段階で生体への有効性や安全性を測る指標として主に活用されてきたが、今後は患

者の病態や個人差を細分化する指標となり、各人の状態を考慮した最適な治療法を確立およ

び提供するために大きな役割を担う技術である。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

（Ａ）ドラッグリポジショニング、ドラッグレスキュー 

現在、医師により処方されている既承認薬は 1,500〜3,000 あるとも言われている。これ

らの薬は、厳しい前臨床・臨床研究をくぐり抜けて承認された、いわば化合物のスーパーエ

リート群と言える。しかし、これらの薬の７〜８割ですら十分な分子プロファイリング（薬

理薬効機序を理解するための化合物標的とその表現型パスウェイ情報）が得られていない。

また、開発薬がドロップする理由の大半が、分子プロファイリングの欠如（不十分さ）によ

る。従って、体系的な分子プロファイリング技術の基盤構築は、創薬全体の効率化を図る上

での最重要なテーマである。近年のオミクス解析や IT 技術の進歩は目を見張るものがあり、

それらの技術を活用した分子プロファイリングが成果を上げ始めているが体系化への道のり

は遠い。そこで、すでに前臨床・臨床情報が付加している開発中止薬・上市薬を“リ”プロ

ファイルすることにより、技術と知識体系を効率的に構築することが可能であると考えられ

る。もちろん、分子リプロファイリングの成功は、中止薬の再開発あるいは上市薬のリポジ

ショニングにも直接的につながり、市場を急速に活性化することも期待される。すなわち、

分子リプロファイリングとは、既に成功した上市薬からの成功要因を知識とし、開発中止薬

の失敗要因から学び、新薬開発の新たなターニングポイントを生み出すことまでを見据えて

いる。 

 

（Ｂ）バイオマーカー 

医薬品の研究開発は、概して成功確率が低い一方で長期間かつ多額の投資を必要とし、近

年はその傾向がますます強まっている。増加の一途をたどる研究開発費の抑制のため、各製

薬企業は成功確率の高い開発候補品の早期見極めや、得意とする疾患領域への集中などを図

っているが、それでもカバーできないコストの増加分は製品価格に転嫁されざるを得ない。

そのため、非常に高額な医薬品が登場し、患者負担の増加や医療財政の圧迫が各国で問題と
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なっている。また、一般に医薬品の有効性と副作用には個人差があるため、医療費の抑制を

図りたい規制当局や保険会社などからは、有効性が期待される患者のみを対象とした治療の

実現が求められている。 

そのような状況下において、米国のオバマ大統領は 2015 年の一般教書演説において

“Precision Medicine Initiative”を提唱した。その骨子は、平均的な患者を対象とした従来

型医療からの脱却であり、遺伝子、環境因子、ライフスタイルなどに起因する個人差を適切

な治療法の選択に利用するだけでなく、予測や予防にも活用するというものである。その際

に用いられる指標こそがバイオマーカーであり、Precision Medicine を実現するためには、

病態の理解のための研究と同時進行で、有用性の高いバイオマーカーを発見し、活用するた

めの研究が不可欠である。アメリカでは NIH が中心となり、政府機関、アカデミア、およ

び複数の企業で構成されるコンソーシアムが形成され、バイオマーカーの基盤を整備するた

めの pre-competitive な共同研究が実施されている。創薬分野においてわが国がイニシアチ

ブをとり、日本発の医薬品を世界中の患者に安価で届けられるようにするためには、それを

上回るような体制を整備することが喫緊の課題である。特に、物量作戦を得意とする欧米に

対抗するためには、日本人特有の緻密さを生かすべきであり、創薬につなげるためのバイオ

マーカー研究を効率的に実施するためには、次の４点の取り組みを、国をあげて戦略的に推

進する必要がある。 

 

（２－１）疾患モデルと臨床で整合性があるバイオマーカーの探索 

（２－２）ヒト病態モデルを用いたバイオマーカーのバリデーション 

（２－３）臨床情報だけでなく環境因子なども加味できる統合的データ解析システムの構築 

（２－４）新たなサイエンスやテクノロジーの柔軟な導入 

 

（２－１）疾患モデルと臨床で整合性があるバイオマーカーの探索 

モデル動物を用いた薬効薬理試験は臨床予測性が不十分であり、医薬品の研究開発の成功

率が向上しない大きな原因の一つになっている 1)。また、臨床では測定できないバイオマー

カー（例えば、脳内 mRNA 量の変動）でしか薬効が検出・評価できていない場合もある。

そのような事態を回避するためには、あらかじめヒトの病態を様々な指標で解析し、疾患を

パスウェイとして捉える試みが有効といえる。仮に疾患モデルと臨床で同一のバイオマーカ

ーが測定できなくても、同じパスウェイに作用していることが保障されれば、いわゆる

proof-of-mechanism の取得とみなすことができる。ヒトの疾患を十分に理解し、そのパスウ

ェイを解明するためには、バイオバンクの利活用が重要である。国内ではいわゆる三大メガ

バンクを中心に、各所で貴重な生体試料と臨床情報が管理されているが、創薬への利活用は

今後に期待される。一方、以前に比べて各企業側のニーズは明確化してきているため、前向

き臨床研究としてサンプルを分譲し、解析する動きも出てきている。AMED で実施されてい

る産学官共同創薬研究（GAPFREE）などは、産学連携のコンソーシアム形式による新しい

取り組みである。また、京都大学では同意取得、検体の品質管理から診療情報までを組み合

わせた、一貫した研究体制の整備を推進しており、クリニカルバイオバンク研究会の参加大

学（北大、千葉大、岡山大など）と共に産学連携の仕組み構築に積極的である。すでに癌ゲ

ノム診断では基盤整備、およびその結果が報告されている 2, 3)。いずれにしても一企業のみ



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

276 

で実施する時代は去り、今後はさらに産官学の連携体制の強化が進むものと期待される。 

（２－２）ヒト病態モデルを用いたバイオマーカーのバリデーション 

患者を反映する病態モデル細胞のトレンドは患者由来 iPS 細胞であり、個人の遺伝的背景

を保持した細胞モデルを作製できる点と、入手が困難な細胞を作製できる点は画期的である。

そのため、今後はバイオマーカーのバリデーションにおいて重要なツールとなることが期待

される。欧米で整備が進んでいる iPS 細胞バンクの中には遺伝的多様性を備えた健常人 iPS

細胞パネルもあり、安全性評価への活用も考えられる 4, 5)。一方、国内の iPS 細胞バンクは

規模やアクセスの容易さの点で欧米に水をあけられているが、日本やアジアの遺伝的多様性

を反映した iPS 細胞バンクの整備は、日本の創薬研究においては重要なリソースになるとい

える。国レベルでのプロジェクト化による大規模なサンプル収集、iPS 細胞の樹立と品質管

理が期待される。原因となる遺伝子変異が明らかとなっている疾患のモデル作製においては、

ゲノム編集技術が強力なツールとなる 6)。最近ではエピゲノム編集技術の報告もあり、その

応用の幅は広がり続けている 7, 8)。しかし、基本技術の知的財産は独占状態にあり、医薬品

開発での利用コストが大きな問題であるが、解決策となりうる国内のゲノム編集研究は欧米

の後塵を拝している感が否めない。さらに、病態モデル細胞の作製技術に加えて、生体環境

への模倣性を高める工夫も重要である。Organ-on-a-chip、さらにはそれらを連結する

Body-on-a-chip と呼ばれる技術が注目されており、米国では NIH、DARPA、FDA が巨額の

資金を投じて研究を加速する動きがある 9)。日本では流路デバイスのモノ作り技術に長けて

いるものの、細胞培養や創薬への適用が不十分であり、今後は産官学が連携して研究を加速

していくことが望まれる。 

病態モデル動物に関しては、ヒトの疾患と類似の表現形を有するものが薬効評価に用いら

れてきたが、モデル動物では効くがヒトでは薬効を示さない場合も多く、モデルの妥当性は

現時点でも創薬研究における大きな課題となっている。一方、ゲノム編集技術の進歩により

遺伝子改変動物を比較的短期間に作製できるようになり、最近では個体レベルでも遺伝子型

と表現形をセットで解析することが容易になった。先に述べたように、疾患をパスウェイと

して捉え、ヒト試料の解析で得られた情報とモデル動物の表現形を詳細に比較することで、

病態モデルとしての妥当性の検討や指標となるバイオマーカーのバリデーションが進むもの

と期待される。また、ゲノム情報の解析から見出された SNPs についても表現形との関連性

が容易に検討できるようになり、診断や薬剤感受性（薬効・副作用）を予測できるバイオマ

ーカーとしての利用が進めば、患者の病態や個人差を考慮した最適な治療法の確立が加速す

るものと思われる。 

 

（２－３）臨床情報だけでなく環境因子なども加味できる統合的データ解析システムの構築 

患者ヘルスレコードの電子化や、ゲノムをはじめとするオミクス情報の拡充などにより、

医療ビックデータは急速に拡大している。その結果、医薬品の研究開発は標的分子主導型か

らデータ主導型に大きく転換しつつある。さらに、先に述べた Precision Medicine への流れ

により、予防や患者への適切な医療の提供が要求されており、バイオマーカーに関連した新

たな市場性が生まれている。これに対し、Apple 社や Google 社などはウェアラブルデバイ

スを用いたヘルスデータの取得と解析に乗り出し、膨大なデータの蓄積を進めており、すで
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に大きく離されている。一方で、“ゲノム情報”は治療方針を決めるための情報として、現時

点では先天性の遺伝性疾患や一部のがんのみで利用されている。しかし、いずれはゲノム情

報をバイオマーカーとして活用すると考えられ、上記のように大きく離される危険性がある。

これは製薬のみならずヘルスケア業界にとっては重大な脅威である 10)。一方、精密さを追求

する場合には、データの質を担保することが非常に重要である。健常人のベースラインデー

タや、生活習慣との関連付け、サンプル間を比較するための内部標準物質の設定や絶対定量

系の確立など、超えなければならない壁は多い。海外の競合相手も同様の問題を抱えている

ため、産官学で連携した対策とそれに即した実行が必要である。 

（３）注目動向 

（Ａ）ドラッグリポジショニング 

・ 質量分析によるリガンドフィッシングの高度化 

近年急速に進歩した質量分析技術により、化合物と生体内のタンパク質との相互作用解

析（リガンド・フィッシング）が革新的に高度化した。従来、リガンドフィッシングは

生物学的には意味のない非特異的な吸着に悩まされるとともに検出手法の感度と網羅

性が低く化合物ターゲットの決定に成功する事例は稀であった。しかし、化合物プルダ

ウンに用いるタグ・リンカーとビーズの改良により、非特異的な吸着の問題は軽減し、

さらに再現的で高感度かつ網羅性の高い質量分析による相互作用タンパク質解析が可

能となった。従って、陰性対照化合物との比較などからある程度の成功率が見込まれる

ようになってきた 11)。実際に、産総研創薬分子プロファイリング研究センターにおける

企業開発中の医薬品候補リード化合物のターゲット決定の成功率は 50％を越えつつあ

る。 

・ オミクスデータからのターゲット・パスウェイの絞り込み 

様々な理由から、質量分析によるリガンドフィッシングで直接的にターゲットが決定出

来ない場合は、解析している薬物の処理前後のオミクスデータを活用し、パスウェイを

推定・絞り込みが可能である。あるいは、前者のリガンドフィッシングと組み合わせる

ことにより奏功するケースが多い。これまで最も利用されているオミクスデータは発現

頻度解析（トランスクリプトーム）であるが、質量分析によるタンパク質発現量絶対定

量解析、あるいはリン酸化定量解析などの翻訳後修飾の網羅的な解析から、低分子化合

物の生物活性を説明するパスウェイを効率的かつ体系的に抽出可能となってきた。この

背景には、質量分析や次世代シーケンサーといった検出技術の進歩だけではなく、膨大

なオミクスデータから有効な分子刻印を抽出し、既存情報に照らし合わせる数理システ

ム学の進歩が大きな役割を果たしている 12)。 

・ ヒューマノイドロボットによるベンチワークの高度化/高再現性化 

リガンドフィッシング、オミクス解析においても、解析のためのサンプル処理はこれま

で、労働集約型の手作業で行われてきた。そのため、作業者によるデータのバラツキが

つきまとい必ずしも創薬研究に活かすレベルのデータ精度が得られなかった。しかし、

近年飛躍的に進歩したヒューマノイドロボットにより、長時間で難易度の高いベンチワ

ークを再現的にロボット化することに成功している。既に、プロテオミクス全般の作業
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や次世代シーケンサーのサンプル処理、細胞培養などの広範のベンチワークを、これま

で人が操作してきた装置、器具（ピペッターやチューブ類）、ツールを使って作業可能

であり、創薬の開発研究の様々なステップで活躍し始めた。ヒューマノイドによる高い

データ再現性と質量分析・次世代シーケンサーなどの解析機器および IT技術が融合し、

分子リプロファイリングの実効性は飛躍的に向上することが期待される。 

・ 上市薬を中心に網羅的な発現頻度解析の実施（Connectivity Map） 

ファイザー製薬が資金提供をし、米国 BROAD Institute が上市薬を中心とした 1,309

種類の低分子化合物に対する遺伝子群の発現パターン（signature）変動解析を実施し、

遺伝子発現データベースおよび解析用ソフトウエア Connectivity Map（C-Map）13)と

して公開した。この結果は BROAD Institute の Web 上でフリーにアクセス可能である。

用いた細胞種は限られているが、上市薬を統一的な方法で網羅的にリプロファイリング

したという意味では先駆的な研究である 14)。自身の興味ある化合物の分子 signature を

実験で取得し、C-Map 上のデータと比較することにより、類似した signature を有する

上市薬を見つけることが可能である。その結果、その上市薬に付加している情報からリ

ポジショニング、あるいは薬効パスウェイと副作用予測などの情報を得ることが出来る。

実際に、我が国においても、C-Map を活用し治療抵抗性の前立腺ガンに有効な化合物を

C-Map 上から見いだし、医師主導型の臨床研究としてスタートしている 15)。 

・ メガファーマ主導による、アカデミア研究機関による開発中止薬のリプロファイリング 

米国 NIH は、2014 年 2 月「医薬品開発加速パートナーシップ（AMP）」を発足させ、

企業が有する開発中止薬をレスキュー可能なアカデミア研究機関を公募し製薬企業と

のマッチングとファンディングを実施した 16)。また、英国 MRC は産学協同支援事業の

中で、アストラゼネカ社との協定（2013 年 12 月）に基づき、企業が保有する化合物の

多面的利用を目的としたプロファイリングプロジェクトを発足させ、2014 年 7 月には

MRC との協定は７社に拡大し、プロジェクトが継続している。また同時に、アストラ

ゼネカ社は、独自に開発した開発中止薬（全て臨床第二相試験での中止）20〜30 化合

物に前臨床試験と臨床試験情報を付加し、特定契約の上で複数のアカデミア研究施設に

「ケミカル・ツールボックス」として提供し、リプロファイリングを強化するプログラ

ムを実施した。 

 

（Ｂ）バイオマーカー 

・ 健常人バイオマーカーのベースライン取得 

アステラス製薬株式会社、第一三共株式会社、武田薬品工業株式会社の三社は、健康成

人におけるバイオマーカーの基礎データを網羅的に取得・解析する共同研究契約を締結

した。ライデン大学 トーマス・ハンケマイヤー教授の指導の下、厳格にコントロール

された成人男性 10 名の血液、尿を採取し、それらの網羅的な解析からバイオマーカー

のベースライン（基準値）を評価し、結果を公表する予定にしている 17)。 

・ 内因性代謝物のリアルタイムモニタリング 

生きた実験動物の内因性代謝物を質量分析の技術でリアルタイムに測定可能な手法が

報告された。この手法の改良が進めば、手術室や臨床試験の現場で患者さんの複数の内

因性代謝物をリアルタイムにモニターできる様になる。また、この際用いられた MS 
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chart と統計的学習機械の組み合わせ解析により、データドリブンなバイオマーカー候

補が挙げられる可能性がある 18)。 

・ 腸内細菌叢研究の戦略的な推進（標準化含む） 

次世代シークエンサーの進歩により、これまでは多大な労力を要していた腸内細菌叢の

解析が容易になった。その結果、疾患との関連性が次々と報告されるようになり、欧米

では腸内細菌叢を対象にした病態理解や疾患マーカー候補の探索などの研究に多額な

予算が計上されている。さらに、臨床研究によって糞便移植による腸内フローラの正常

化が疾患治癒に繋がることが示され、研究がさらに加速している。例えば、クロストリ

ディウム・ディフィシル感染症では 90 %以上の著効を示した 19)。潰瘍性大腸炎などで

は試験デザインや患者個々によって結果に違いがあるが 20)、そのことから腸内フローラ

解析によるドナーとレシピエントの層別化の重要性が示唆されている。癌免疫療法 21)

やメトフォルミン 22)の有効性と腸内細菌叢の関連についても検討されており、様々な疾

患における適正な患者の選択に腸内フローラの構成、ネットワーク、代謝物などの解析

が重要な情報を与えるのではないかと期待されている。一方、腸内細菌が宿主の生理状

態に及ぼす影響を分子レベルで理解し、創薬へ繋げるためには、菌由来の代謝物の解析

が重要となる。腸内細菌叢は哺乳類が合成できない多くの代謝物を産生し、それらは腸

管内のみならず、血流を介して様々な臓器の機能に影響を及ぼす事が示されている 23)。

腸内細菌叢そのものの研究および代謝産物の解析は、精度の高い個別化医療のために重

要となるであろう。最先端のオミクス技術を駆使した本研究分野は大変ホットな領域で

ある一方で、糞便や腸管内容物解析のための SOP の整備が遅れている。国際的な競争

力を高めるためには、多施設が共同してより多くのサンプルを多面的に比較できるよう

にするための標準的なプロトコールを早急に確立することが望まれる。 

（４）科学技術的課題 

・ 近年では国内の製薬企業においても、開発中止薬のプロファイリングや、自身の上市薬

をより深く理解し、適応拡大あるいは新規な後継品（サクセッサー）を合理的に設計し

ようと言う動きが活発化している。しかし、最も大きなボトルネックは開発パイプライ

ンに付加している情報が関係者間で共有できていないことにある。開発が長期にわたる

創薬では、企業内での情報管理が万全でないことから一部情報が欠落あるいは曖昧化し

ている、あるいは企業文化から情報公開が進まない例も多い。特に、新たな技術基盤を

産学連携で構築しようとしている、分子リプロファイリングにおいては厳密な秘密保持

契約を結んだ上で、関係者全員が開発パイプラインに関する情報を共有することが重要

である。また、pre-competitive な基盤技術開発に関しては、製薬業界全体に資する情

報は広く共有する意識と政策が必要である。 

・ 網羅的な絶対定量解析の技術が必要である。質量分析機などの機器の高感度化により、

バイオマーカー候補であるタンパク質や代謝物などを網羅的に解析する技術は向上し

た。しかし、現状では、各分子の相対的比較分析であり、絶対濃度を網羅的に測定する

レベルまで到達していない。網羅的な絶対定量解析が可能になれば、例えば、国内外の

バイオバンクのアノテーション情報として、遺伝子配列のみならず、生体内分子の情報
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を提供する事が可能となり、予防や治療法を探索する貴重な情報となりえる、また、バ

イオバンクサンプルの付加価値の創出、および使用率の向上につながる。 

・ 臨床サンプルの管理。国民の健康医療の保持・増進を考えると、少なくとも国内に存在

する主だったバイオバンクを集約すべきと考える。倫理面から個人情報とリンクしない

ような法律を含めた対策も必要であるが、疾患情報やサンプルに基づく遺伝子や他の解

析情報も集中管理が望ましい。将来的には健康診断への導入や時系列の健康医療情報、

ひいては EHR（Electronic Health Record）への統合が望まれる。これによって、予防

医療や先制医療といった、今後期待される分野の発展につなげることが可能となる。 

（５）政策的課題 

・ 現在、産学官の創薬プラットフォームが複数進行中であり、アカデミアの優れたシーズ

を企業と連携する体制は構築されつつある。しかし、このようなパイプラインの上流を

頑健化する取り組みだけでは不十分である。分子リプロファイリングの基盤を構築する

解析機器・計算機リソースなどは一企業が単独保有運営するには負担が大きく、

pre-competitive に全製薬企業が利用可能な拠点を構築する政策が必要である。すなわ

ち、製薬の下流の滞りを無くすことにより、初めて創薬研究開発の生産性が向上する。 

・ 創薬を国際競争力のある産業として育成するには、バイオマーカーやモデル細胞/動物の

作製法、ゲノム編集の医療応用など、様々な要素技術とその産業応用技術の両面につい

て、日本独自の技術を産学が密接に連携することで早急に構築し、国を挙げて知財確保

に向け取り組む必要がある。 

（６）キーワード 

ドラッグリポジショニング、ドラッグレスキュー、オミクス、質量分析、数理システム解

析、バイオマーカー、バイオバンク、マイクロバイオーム 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 基礎研究 ○ ↗ 

・NMR、質量分析、イメージング、IT 技術などの基盤技術は世界的に高水
準である。また、リピドミクスやグライコミクスといった解析技術も先
端技術を有する。 

・ドラッグリポジショニングの観点からは、分子リプロファイリング、あ
るいはターゲット決定などの基盤技術を体系的に構築しようという戦略
的な取り組みが欠如している。産総研にプロファイリングに特化した研
究センターが設立された（2015 年）24)。 

・バイオマーカーの観点からは、多岐の目的に応じた質の高いバイオバン
クが拡充している。国内 3 大メガバンク間の連携や、クリニカルバイオ
バンク研究会の設立など、オンデマンド型の医療・研究におけるユーザ
ーニーズに向けて整備されつつある。一方、インフォームド・コンセン
ト、共同研究費、目的に対応したサンプルの質など、クリアしなければ
ならない課題も多い。解析面においては、各種オミクス解析結果を統合
するレベルには到達しておらず、分子レベルでの病態の理解には至って
いない。 
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応用研究・

開発 
△ ↗ 

・ドラッグリポジショニングの観点からは、単発的個別的な取り組みのみ

で、情報共有も停滞し産学官連携も築きにくい状況である。 

・バイオマーカーの観点からは、iPS 細胞を用いた最先端医療、スーパー

コンピューターを用いたビックデータ解析に優位性がある。 

・分子レベルでの生命現象を解明するために、測定技術・機器の開発のみ

ならず、ビックデータを扱えるインフォマティシャンが求められる。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・ドラッグリポジショニングの観点からは、分子プロファイリング、ある

いはターゲット決定などの基盤技術の体系的構築への戦略的な取り組み

は日本同様にない。 

・バイオマーカーの観点からは、米国は様々な資金源（政府、Third-party 

Coordinator）からの巨額の投資を元に強力に研究を進めている。また、

産官学での pre-competitive な協同研究、コンソーシアムが数多く設立さ

れており、高い基礎研究レベルを維持している。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・ドラッグリポジショニングの観点からは、BROAD Institute などへ、メ

ガファーマが積極的にシーズと資金を提供し、リプロファイリングに取

り組みつつあるが明確な戦略は不明 13)。 

・バイオマーカーの観点からは、Precision Medicine Initiative のように、

政府主導で目的に応じた巨額の投資があり、世界をリード。産官学の連

携体制が取られており、効率良くアウトプット産出するシステムが構築

されている。 

欧州 

基礎研究 ◯ ↗ 

・ドラッグリポジショニングの観点からは、ケンブリッジ・バイオメディ

カルキャンパスを中心に、メガファーマの研究所をアカデミア内に招致

し、企業の研究者が大学で教育を担当し、さらに、アカデミアの研究者

を創薬開発に呼び込むなどの人材交流を活発に行っている 26)。 

・バイオマーカーの観点からは、EU 内の健康レベルを向上する目的で、バ

イオバンクの拡充が国策として継続的に進められている。特に英国、フ

ィンランド、デンマークなどは巨大なバイオバンクを持ち、ゲノム解析

データのみならず、他の網羅的解析も進めているる。 

応用研究・

開発 
◯ ↗ 

・ドラッグリポジショニングの観点からは、企業内の開発中止薬の情報を

ある一定の契約の元に公開しシーズを提供するなど、産学連携による取

り組みを積極的に展開している。 

・バイオマーカーの観点からは、産官学で連携した SPIDIA などが中心と

なり、エビデンスに基づいたバイオマーカーの標準化、最適化などガイ

ドラインを策定。ISO/TC276 に提案され、議論が進んでいる。 

中国 

基礎研究 ◯ ↗ ・創薬研究の国際シンポジウム学会などを積極的に開催。 

応用研究・

開発 
− − ・情報が少なく不明 

韓国 

基礎研究 △ → 
・分子リプロファイリング、あるいはターゲット決定などの基盤技術を体

系的に構築しようという取り組みはない。 

応用研究・

開発 
− − 

・不明、ただし国内に臨床研究を行う大手製薬企業はないため、応用研究

が実質的に行えるのかは疑問。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.２.９ バイオ医薬（抗体医薬等） 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

バイオ医薬品とは、遺伝子組換え技術などバイオテクノロジーを利用して製造される医薬

品全般を指す。その有効成分としては、抗体、ホルモン、酵素、ワクチンのようなタンパク

質のみならず、培養皮膚などの細胞、遺伝子治療に用いる遺伝子組換えウイルス、あるいは

RNAやDNAの断片そのものを用いたアンチセンスやアプタマーなどの低分子核酸が挙げら

れる 1)。最近では、進展著しい分子技術を用いた Antibody-Drug Conjugate（ADC）2)、人

工核酸、人工ペプチド、ドラッグデリバリーシステム（DDS）、分子改良や改変なども、革

新的あるいは第三世代バイオ医薬品として当該研究開発領域に含めるようになってきている
3)。特に生産、品質管理において低分子医薬と異なった、高分子・中分子医薬に特徴的な技

術が要請される 4)。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の動向 

バイオ医薬品はもともと生体内に微量しか存在しないサイトカイン、ホルモン、酵素など

タンパク質関連分子を、遺伝子組換え技術により微生物や動物細胞で大量に生産・調製し、

医薬品として開発されたものである。第一世代バイオ医薬品と呼ばれることもある。わが国

では、インシュリンなどのホルモンに加え、エリスロポエチン製剤、G-CSF 製剤、血液凝固

因子製剤が上市され、3,000 億円程度の市場規模となった。80 年代に大きな盛り上がりを見

せた第一世代バイオ医薬品であったが、その後 10 年程度、表面上は新たな展開に乏しかっ

た。そのような中、1998 年に二つの抗体医薬品が米国バイオベンチャーから上市された。抗

体の医薬品応用は、モノクローナル抗体作製技術の完成から、いわゆるミサイル療法への展

開が 80 年代以降には大きく期待されていた。しかしながら、マウス抗体であることから

HAMA（anti-Human-Antibody Mouse Antibody）反応が起きるため、マウス－ヒトキメラ

抗体の構築、あるいはマウス抗体のヒト型化技術が必要であった。これらも 90 年代初頭に

はコンセプトが提案されていたものの、実際に医薬品として上市されたのは上述の 1998 年

と、様々な試行錯誤を要したことになる 1)。現在では、抗体医薬品を中心とした第二世代バ

イオ医薬品が 4,000 億円程度の規模となり、バイオ医薬品全体では、2013 年にわが国でほぼ

１兆円、全世界で 13 兆円の市場となっている 5, 6)。2020 年には、20 兆円市場という予測も

ある（EvaluatePharma 社）。 

これらの背景には、がん、関節リウマチなど既存の治療法や薬剤で満たされない医療ニー

ズ、いわゆるアンメットメディカルニーズが高い疾患領域での創薬に高い有効性を発揮した

のが抗体医薬品であったことを指摘しておくべきである 7)。ヒトゲノム解読をきっかけとし

た生命科学領域の著しい発展も大きく貢献している。さらに、米国が国家戦略として、当該

領域を重点化してきたこと、バイオテクノロジー関連ベンチャーの地道な努力から第二世代

バイオ医薬品が創出されたことも大きな要因である 1, 6)。 

欧州、中国、韓国は、第二世代バイオ医薬品開発時においては遅れをとったものの、バイ

オ後続品、いわゆるバイオシミラー開発について、精力的な展開を図っている 5, 8, 9)。従来の

ジェネリック低分子医薬品と異なり、製品が先発品と品質上きわめて類似していることを前

提に、非臨床、臨床試験において同等な薬物動態（PK）、薬力学（PD）、有効性、安全性な
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どを示す必要があり、バイオシミラー開発承認についてのガイドラインの整備が要請される。

欧州では、2005～2006 年にバイオシミラー開発ガイドラインが整備され、これまでに 7 品

目に対する 22 製品のバイオシミラー製品が承認されている。また、抗体医薬品に関しても

2012 年に発効され、2013 年にレミケードのバイオシミラーが承認されている 5)。一方、韓

国では 2010 年に策定した「バイオシミラーグローバル輸出産業化戦略」において、2020 年

にバイオシミラー分野でのトップシェアを目指し、研究開発、人材育成、公的な生産設備の

整備、政府振興策に基づく企業の積極的な投資と周辺産業の活性化という好循環が生まれつ

つある 8)。わが国では 2009 年にガイドラインが出され、バイオシミラーの 5 品目、8 製品が

承認されている 10)。 

第二世代バイオ医薬品とその周辺に関する特許の有効期限切れを受けて、上記のバイオシ

ミラーだけでなく、親和性や安定性の向上、低分子化など改良・改変を施したバイオベター、

あるいは核酸医薬品開発や DDS 技術開発と密接に連携した革新的次世代バイオ医薬品（い

わゆる第三世代バイオ医薬品）開発が急務である 11, 12, 13)。そのためには、次の技術開発の重

要性が挙げられる。 

① 組織、細胞内、核内送達技術（DDS）：各臓器、細胞内、核内での動態を制御可能な

技術。投与量を減少可能な技術。 

② 分子複合体技術：抗体－核酸ハイブリッド、抗体－ドラッグハイブリッド（ADC）2)

などの構築。 

③ ターゲティング：従来の概念を超える新しい標的（核内、複数分子にまたがる標的な

ど）。 

④ 生産・製造技術：核酸医薬、革新的タンパク医薬における生産製造技術。POC

（Proof-of-Concept）検証の加速化並びに、臨床試験に向けた製剤化、大量合成、安定

供給、装置開発を行うための製造拠点、chimeric antigen receptor T-cell（CAR-T）

や induced pluripotent stem cells（iPS）細胞治療に向けた少量多品種培養技術。遺

伝子治療用ウイルスベクター、抗癌治療ウイルス、CAR-T 化ウイルスベクターの開発

と製造技術。 

⑤ 安全性・技術評価：オープンイノベーション、拠点における共通の安全性、技術評価

方法の作製。臨床予測性向上技術の開発。Liquid biopsy などに対応した次世代

companion diagnostics（CDx）技術の開発。  

（３）注目動向 

平成 25 年 6 月 26 日に厚生労働省から発表された『医薬品産業ビジョン 2013』14)におい

て、わが国のバイオ医薬品での基盤整備の遅れが指摘された。特に、抗体医薬については、

ターゲットとなる抗原の発見が限界に近い可能性が高いため、開発余地が大きい他の技術分

野を重点的に支援するなど、バイオ医薬品の創出に向けた基盤・環境設備について早急に巻

き返しを図ることの重要性が述べられている。 

平成 26 年 7 月 22 日に閣議決定された『健康・医療戦略』15)においては、世界最先端の医

療実現に向けた取り組みとして、革新的医薬品や DDS など将来の医薬品の実現に向けた画

期的シーズの育成はもとより、将来の市場規模の拡大が期待されるものとしてバイオ医薬品

を位置づけ、強化を図るとされている。そして、早期実現に向けた、官民一体の取り組み、
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臨床試験へのスムーズな展開、ならびに国際協調の重要性が指摘されている。 

革新的バイオ医薬品と位置付けられる人工核酸、人工ペプチド、ADC など、わが国が技術

面の優位性を保っているものも一定程度存在する。それら技術をさらに伸ばしつつ、例えば

抗体においては細胞構築～製造～精製～製剤～品質評価、核酸においても製造～品質評価に

至るまでの一連の生産技術の革新も強く要請される。また、国際的なプレゼンスを発揮する

ためには、研究開発のみならず、知財戦略なども含めた多面的な方策が必要である。これら

を実現するための国家プロジェクトとして、経済産業省「バイオ医薬品の次世代製造技術基

盤事業」（2013～2018）ならびに文部科学省「革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業」

（2014～2019）は、わが国のバイオ医薬品開発研究における巻き返しを可能にする、きわめ

て有効な戦略および方向性を含んでいる 3)。医療経済に鑑みた費用対効果が注視される中、

前者はバイオシミラーの国内生産、CMC 産業の基盤充実を加速させ、低価格化への貢献が

期待できる。また、後者は個別化医療での新薬開発を官民一体となって取り組むことへの期

待が大きい中、少量多品種化への流れで主導権を果たすものと期待される 13)。特に、CMC

産業振興の基盤構築はもとより、スーパーコンピューターなどの処理能力を高めた計算科学

的アプローチによるバイオベターへの戦略的取組や、DDS、次世代核酸とのシナジーを可能

にする低分子化抗体の開発などを通じ、わが国の優位性を網羅的に高めていくことが強く期

待される 12)。ただし、現状の予算規模は欧米、中国、韓国に比して今なお十分とは言えない。 

わが国がもつ要素技術を武器に、当該分野でのプレゼンスをより一層高めるためには、技

術を活用した市場の創出、技術を活かしたビジネスモデルの確立が不可欠といえる。そのた

めには、シーズから臨床までの一気通貫のサポートが求められ、そのサポートの過程で培わ

れるノウハウ、特許、知財が、結果として当該領域の産業振興に大きく貢献するものと思わ

れる 12)。以上については、官が先導すべき方向性を多く含み、その戦略構築が急務であると

いえる。 

以上をまとめると、まず、バイオシミラーを初めとした生産拠点として、国内に医薬品製

造受託機関（CMO）産業とその周辺産業をさらに充実させることが必須である。一方、これ

からの革新的次世代バイオ医薬品は少量多品種型に移行するものと考えられ、わが国のプレ

ゼンスを高めるためには、創薬シーズの研究開発に加え、製造技術や安全性評価技術につい

ても研究を推進し、新規医療技術の上市を強力に指向した取り組みが重要である 10)。少量生

産技術は、homogenic な CAR-T 療法や iPS、Mesenchymal stem cell（MSC）の細胞治療

への応用が可能であり、将来の成長が見込まれる。免疫療法が大きな成果を収めつつある中、

ゲノムワイドのビッグデータ活用への取り組みが、医療経済を鑑みても当該領域において重

要な課題になる。 

今後、わが国において推進すべきと考えられる具体的な研究開発課題は、(1)新規標的探索

領域、(2)分子設計・解析領域、(3)高機能化領域、(4)DDS 化領域、(5)生産・製造領域、(6)

機能・安全性評価領域が挙げられ、それら各要素技術の高度化に加え、それらすべてをパッ

ケージ化した次世代バイオ医薬品開発の総合力を大きく高めていくことが必要である 3)。 

 

＜本分野に期待される技術開発項目の一例＞ 

（1）新規標的探索領域：創薬標的の解明と拡大、疾患に特異的な治療モダリティの選択 

・疾患特異的遺伝子の同定技術、エピトープ解析技術 
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・AI と臨床ビッグデータを用いた新規パスウェー解析技術 

・適切な動物モデルの開発技術 

（2）分子設計・解析領域：新規標的をターゲットとした創薬の開発 

《革新的タンパク医薬、ペプチド医薬》 

・分子動力学を駆使した分子設計 

・特異性・親和性解析（物理化学） 

・抗体設計技術（ファージディスプレイ、低分子化） 

・ペプチド設計（環状、非天然アミノ酸） 

《核酸医薬》 

・核酸分子設計（主に主鎖、人工塩基対、ヘテロ核酸） 

（3）高機能化領域：高機能化、高活性化創薬の開発 

《革新的タンパク医薬、ペプチド医薬》 

・抗体改変技術（改変、改良、多重特異性） 

・糖鎖制御技術（in vivo と in vitro） 

・化学修飾法（toxin-conjugation、部位特異的技術など） 

・ウイルスベクター技術（遺伝子治療、CAR-T、抗癌ウイルス） 

《核酸医薬》 

・核酸修飾技術（塩基部、糖部、リン部） 

（4）DDS 化領域：組織、細胞内、核内送達技術の開発 

・細胞内・部位特異的送達技術（ペプチド付与、高分子ミセル、生体分子付与） 

（5）生産・製造領域：低コスト生産系の開発 

《革新的タンパク医薬、ペプチド医薬》 

・抗体製造技術（生産技術、巻き戻し、製剤、精製リガンドの開発とプロセス設計など） 

・少量多品種製造技術（single use device 型細胞培養パッケージ、品質管理技術） 

《核酸医薬》 

・核酸製造技術（短期間、低コストプロセス開発、品質管理技術） 

（6）機能・安全性評価領域 

・安全性評価技術：安全性予測システム、新規機能評価・安全性評価技術の開発 

・先端技術安全性評価技術（会合凝集体、免疫原性予測など） 

（４）科学技術的課題 

バイオ医薬品開発における課題、技術的なボトルネックとして、(a)ターゲティング精緻化、

(b)特許取得、(c)活性向上、(d)安全性向上、(e)コスト低減、(f)高機能化・多機能化が挙げら

れる。ここでは、次世代医薬品という観点から、核酸医薬、ペプチド医薬も含めて述べる。 

(a) ターゲティング精緻化：抗体医薬においては、その成功と市場拡大を受け、有望な標的

抗原に対し開発が集中している。ただし、調製が難しい標的抗原が存在することや、抗

体自体を細胞内へ送達させる方法も現状の大きな課題として挙げられる。核酸医薬にお

いては、細胞内へ到達させるためのキャリアが必要であり、現在のところ、局所もしく

は肝臓以外への臓器へのターゲティングが難しい。 

(b) 特許取得：抗体医薬において、抗体作製から生産に至るまで多くの類似特許が関与して
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おり、特許ライセンスに対する対価の課題が挙げられる。核酸医薬では siRNA やアンチ

センス核酸の特許は、ほとんど海外が保有（Alnylam 社、Ionis 社）しており、DDS 技

術も海外企業が先行（Tekmira 社、Samyang 社）している。 

(c) 活性向上：抗体医薬において、安定性・親和性の向上が必要となる場合が多く、物性を

最大限に考慮した開発が必須である。核酸医薬において、現在 siRNA やアンチセンス核

酸を用いた治療は大量の核酸が必要となる場合があるほか、物性と活性の関連も重要で

ある。 

(d) 安全性向上：抗体医薬において、生体における免疫原性の評価、予測を正確に行う技術・

手法は十分でない。また、併用、連続投与の安全性を十分に考慮しなくてはいけない。

核酸医薬では、toll like receptor の活性化や、高容量投与による核酸毒性や、副作用（オ

フターゲット）が懸念される。ゲノムワイドのビッグデータの活用も重要な課題である。 

(e) コスト低減：抗体の製造コストは、CHO 細胞の改善が成されているものの、宿主に依存

している。このため、抜本的な宿主の改良が望まれる。現状、核酸医薬は１回あたりの

投与単価が抗体に比べ高く、製造プロセスの改善が大きな課題となっている。 

(f) 高機能化・多機能化：投与量を減らし、活性を高めるための戦略構築が急務の課題であ

る。また、Antibody Drug Conjugation（ADC）においては、要素技術、特に部位特異

的結合や薬剤結合数（いわゆる DAR）における高度な技術が必要であるほか、これらの

技術を反映させた物性の精査、品質管理が大きな課題である。 

（５）政策的課題 

わが国がバイオ医薬品領域において劣勢である要因は次の通りと考えられる。まず、基礎

研究のポテンシャルを活用するための国家レベルの戦略が十分でなかったことが挙げられる。

例えば英国は、MRC における抗体研究のポテンシャルを最大限活用し、Celltech、Cambridge 

Antibody Technology、Domantis といった１兆円規模の売り上げをもつ企業を MRC からス

ピンアウトさせるなど、特筆すべき成果を挙げている。わが国においては、世界レベルにあ

るアカデミアと競争力を有する製薬企業との間の本質的な協同体制が有効に組まれてこなか

った点も大きな課題である。次に、新技術に対する承認ルールの未整備が挙げられる。米国

における、FDA 主導のレギュラトリーサイエンスの取り組みを参考にすべきである。産業構

造の視点からは、ベンチャー企業という文化が未成熟であり、バイオ CMO など周辺産業が

成長途上であることが挙げられる。そして、わが国の製薬企業にも課題があり、例えばバイ

オ医薬品がもつポテンシャルにチャレンジする姿勢が欧米に比して十分ではなかったこと、

慢性疾患領域から、関節リウマチやがん、希少疾患などのアンメットメディカルニーズの高

い領域への移行が遅れた点が挙げられる。近年、先駆け審査指定制度が創設され改善された

とは言え、新規モダリティを用いた革新的医薬品開発のためには、原薬製造に対する製造設

備や臨床試験に対する巨額投資を判断する必要があり、この点も国からのサポートが必要で

あったのではないか。 

以上を踏まえ、わが国では近年基礎研究に対する国家戦略の形成、官民の一体化、ベンチ

ャー企業や周辺企業の成熟化を国主導で取り組むことが強く期待されており、2014 年７月に

『健康・医療戦略』15)が閣議決定された。 
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（６）キーワード 

バイオ医薬品、次世代バイオ医薬品、革新的バイオ医薬品、バイオシミラー、ADC

（Antibody-Drug Conjugation）、抗体医薬品、CMO、ドラッグデリバリーシステム（DDS）、

ペプチド医薬品、遺伝子治療、ウイルスベクター、細胞治療 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ ↗ 

・第２期、 第３期科学技術基本計画において「ライフサイエンス」分野を

重点推進４分野の一つとして設定。第４期科学技術基本計画では、ライ

フイノベーションの推進が掲げられている。これらの重点的な研究推進，

科学技術研究開発への積極的な投資から、バイオ医薬品に関連する領域

として、化学、生命科学研究はもとより、ペプチド・タンパク質科学、

核酸科学などにおいて国際的レベルに到達しつつある。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・医療イノベーションについては、内閣官房長官を議長とする「医療イノ

ベーション会議」が設置され（2010 年）、これを推進するための国の司

令塔として内閣官房医療イノベーション推進室を設置（2011 年）。2013

年に内閣官房健康・医療戦略室を発展。2015 年に日本医療研究開発機構

（AMED）を発足。COI（centre of innovation）や ImPACT、橋渡し研

究など、基礎研究を発展させ技術移転、産業展開を政府主導で推進して

いる。 

・欧米や韓国の後塵を拝してきたバイオ医薬品製造で日本企業の競争力が

急速に高まりつつある。「抗体医薬」の開発活発化を受け、商業展開をに

らむ国内製薬各社が生産投資を加速しつつあるほか、製薬会社による外

注増加を見越した製造受託会社も投資意欲を強めている。 

・「世界に先駆けて、革新的な医薬品・医療機器・再生医療等製品を日本で

早期に実用化する」ために『先駆け審査指定制度』を創設。重篤な疾患

か、根治療法がなく症状が継続している疾患で、日本で最初に申請、ま

たは日本を含む世界同時申請が要件。効果を示す早期の臨床試験成績が

望ましいが、非臨床データのみによる応募も可。優先審査を適用するこ

とにより、審査期間を６ヶ月まで短縮することを目指す。 

米国 

基礎研究 ◎ → 

・すべての研究分野で世界のトップレベルを維持している。NIH への研究

開発予算として、2013 年度予算案で 300 億ドル投じられているだけでな

く、民間企業からの資金も潤沢に研究機関に流れている。 

応用研究・

開発 
◎ → 

・基礎研究から医薬品開発への橋渡し研究を推進する国立先進トランスレ

ーショナル科学センター（NCATS）が稼働を開始した。基礎研究を製品

に持ち込むまで、迅速な治験も含め、精力的な展開が図られている。 

・長期にわたる国家戦略に基づいた成果から、世界のバイオ医薬品産業を

引き続きリードしている。多数のバイオテクベンチャーが精力的に活動

を展開している。バイオシミラー戦略には必ずしも積極的ではなく、バ

イオベター戦略を採る場合がほとんどである。2013 年に ADC の１つで

ある Herceptin-DM1（Roche－Genentech）が承認されるなど、第３世

代バイオ医薬品開発研究についても積極的であり、例えば ADC について

は 30 件程度が治験中である。 

・「重篤或いは致死的な疾患や病状に対して、革新的な治療を提供」するた

め『ブレークスルーセラピー制度』を創設。何らかの臨床試験でのエビ

デンスが必要。当局の集中的な助言、随時・段階的な申請資料が優先的

に審査される。 
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欧州 

基礎研究 ○ → 

・欧州：「ライフサイエンス＆バイオテクノロジーの欧州戦略 2010」（2002

年）、「健康への新しい戦略的アプローチ」（2007 年）、「欧州市民とバイ

オテクノロジー2010」（2010 年）などがある。FP7 の一部である

Cooperation プログラムにおいて「健康」への研究に 61 億ユーロが配分

されている。同様に「食料・農業・バイオテクノロジー」に 19.3 億ユー

ロが配分されている。Horizon 2020 において、バイオテクノロジーがキ

ー技術の一つとされ、社会的課題への対応としてバイオ医薬品が挙げら

れている。 

応用研究・

開発 
○ → 

・英国：英国が強みをもつライフサイエンスのより一層の強化のため、2009

年にライフサイエンス局（Officefor Life Science）を設立、研究会議横断

型研究プログラム６分野の一つ「高齢化：生涯の健康と幸福」に対して

2011～2014 年の４年間で１億 9,600 万ポンドを配分。また、同じく「世

界の食料安全保障」に対して同４年間で 4 億 4,000 万ポンドを配分（科

学・研究資金配分計画）。 

・ドイツ：BMBF は「国家研究戦略バイオエコノミー2030」（2010 年）、「健

康研究基本計画」（2010 年）などを制定。医薬品開発計画「ファーマ・

イニシアティブ」 を 2008 年 10 月にスタートさせ、その中核となる「バ

イオ製薬コンテスト」に 3 つの研究コンソーシアムを選定し、5 年間に

総額 1 億ユーロを投入している。 

・「アンメットメディカルニーズに対して革新的な治療を提供」するために

『プライオリティー・メディシンズ』制度を創設。臨床データを示すこと

が望ましいが、非臨床成績のみに基づく応募も可。アカデミアによる応

募も可。各種助言、専門担当官の任命、相談窓口の設置などで優遇され

る。 

中国 

基礎研究 △ → 

・QS 大学世界ランキング（医療系）で清華大学が 25 位になるなど，確実

にその位置を高めている。バイオ医薬関連においても成果を挙げつつあ

る。第 12 次五カ年計画に「戦略的振興産業」として、バイオ薬品、バイ

オ医学工学の研究開発と産業拠点の整備、バイオ製造プラットフォーム

の建設をあげる。中長期計画として、「タンパク質研究」、重大特定プロ

ジェクトとして「新薬開発」を掲げる。 

応用研究・

開発 
△ → 

・海外の模倣あるいは類似研究が多いが、国策を背景に、蘇州、上海中心

に数千ある大小の企業が製品開発あるいはその周辺産業の発展に精力的

に取り組んでいる。 

・2014 年の中国のバイオ医薬製造業の生産額は２兆 1000 億元（約 34 兆

7000 億円）、医療機器が 1900 億元（約３兆 1400 億円）にのぼり、いず

れも前年比で約 18％増加した。治療ワクチンや抗体などの新薬、遺伝子

組み換え植物の新品種、バイオベースマテリアルといった新製品の研究

開発が進んでいる。「中国製造 2025」における 10 課題の新製造産業振興

策の一つとしてバイオ医薬をはじめとするバイオ医療を掲げる。 

 

 

 

 

韓国 

 

 

 

 

基礎研究 △ → 

・ソウル大学、韓国科学技術院を初めとする有力大学で、バイオ医薬品開

発に関連した研究が確実に進められ、国際的雑誌への掲載も見られる 

・「生命工学育成法（1995 年に遺伝工学育成法（1984 年施行）を改正）」

に基づき「第２次バイオテクノロジー育成基本計画（Bio-Vision 2016）

397」（科学技術部（現・教育科学技術部））が 2007 年より実施されてい

る。ここでは、2016 年までに世界７位のバイオ大国（2006 年時点で

13-14 位）となることが目標に掲げられ、当該分野における投資強化な

どが掲げられている。 
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韓国 

 

 

 

 

応用研究・

開発 
△ → 

・科学技術基本計画においては７つの重点分野のうち新産業創出（新薬・

保険医療など）、懸案関連特定分野（Risk Science、狂牛病、鳥インフル

エンザなど）が、新成長動力ビジョンにおいては３大課題のうち先端融

合産業と高付加価値サービス産業の一部（先端融合産業のバイオ製薬資

源・医療機器、高付加価値食品産業および高付加価値サービス産業のグ

ローバルヘルスケアが該当）が当該分野に大いに関連する。 

・バイオ医薬品のグローバルリーダーを目指す韓国政府のバイオシミラー

産業育成政策に基づき、中堅製薬会社およびバイオベンチャーの研究開

発が集中的に行われている。セルトリオン、LG 生命科学、ハンファケミ

カル、サムスンバイオロジックスなど主要企業、バイオシミラーおよび

バイオベターのグローバル事業化を活発に行っている。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）引用資料 

1) 「第１編バイオ医薬品開発の現状と展望、第１章タンパク質性バイオ医薬品開発の現状とこれ

から」『次世代バイオ医薬品の製剤設計と開発戦略』森下真莉子 監修，（東京：シーエムシー

出版，2011） 

2) Mullard A,“Maturing antibody-drug conjugate pipeline hits 30”Nat Rev Drug Discov. 12, 5, 

329-32 (2013) 

3) JST-CRDS 調査検討報告書『革新的バイオ医薬品』CRDS-FY2013-RR-03（2014）を元に発足

した事業である（https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2013/RR/CRDS-FY2013-RR-03.pdf）（2017 年

2 月アクセス） 

4) Mitragotri S, Burke PA, Langer R.、“Overcoming the challenges in administering bio-

pharmaceuticals: formulation and delivery strategies.”Nat Rev Drug Discov. 13, 9, 655-72 

(2014) 

5) 赤羽宏友「バイオ医薬品（抗体医薬品）の研究開発動向調査：適用疾患と標的分子の広がり」『政

策研ニュース』医薬産業政策研究所，No. 46，P.6-10（2015） 

6) 松崎淳一「バイオ医薬品産業の現状と課題」『生物工学』91，495-8（2013） 

7) 青木謙治「バイオ医薬品分野の動向と我が国を取り巻く環境：医療分野で次世代の成長産業を

創出するために求められること」『Mizuho Industry Focus』156 (2014) 

8) 日本貿易振興機構ソウル・センター「韓国バイオ産業及びバイオクラスターの現状」（2010）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07000295/korea_bio.pdf (2017年2月アクセス) 

9) 酒向浩二「2025 年の製造強国入りを目指す中国の新製造業振興策：2015 年度中国商務部国際

貿易経済合作研究院への委託調査」『みずほリポート』みずほ総合研究所（ 2016），

http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/report/report16-0627.pdf (2017 年 2 月ア

クセス) 
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10) 厚生労働省医政局経済課 委託事業 報告書「後発医薬品の産業振興及び安定供給確保対策事

業」みずほ情報総研株式会社（2014 年 3 月）、 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000096678.pdf (2017年2

月アクセス) 

11) ヒューマンサイエンス振興財団「平成 25 年度規制動向調査報告書 核酸医薬品の開発と規制の

動向」HS レポート No.82（2014）、http://www.jhsf.or.jp/paper/report/report_no82.pdf (2017

年 2 月アクセス) 

12) 特許庁「平成 26 年度  特許出願技術動向調査報告書（概要）抗体医薬」（ 2015）、

https://www.jpo.go.jp/shiryou/pdf/gidou-houkoku/26_11.pdf (2017 年 2 月アクセス) 

13) 赤羽宏友「バイオ医薬品（抗体医薬品）の研究開発動向調査：次世代型抗体への分子構造変化」

『政策研ニュース』医薬産業政策研究所，No.47，P.6-11（2016） 

14) 厚生労働省『医薬品産業ビジョン 2013』（平成 25 年 6 月 26 日）、 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shinkou/vision_2013.html 

(2017 年 2 月アクセス) 

15) 健康・医療戦略（平成 26 年７月 22 日閣議決定）， 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/ketteisiryou/dai2/siryou1.pdf （2017 年 2

月アクセス） 
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３.２.10 核酸医薬 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

核酸医薬品とは、比較的分子量の大きな核酸（DNA、RNA）およびその化学修飾体を用

いた医薬品である。現状では、配列特異的に mRNA などを抑制するもの（siRNA、アンチ

センス核酸など）、抗体のように酵素、レセプター、サイトカインなどに結合し薬効を示すも

の（核酸アプタマー）、免疫を賦活化するもの（アジュバント）などがある。さらに、今後の

研究開発によっては、mRNA を導入し生体内でタンパク質を作らせるものや、CRISPR/Cas9

のようなゲノム編集に核酸を使用するものなど、様々な形態が含まれると考えられる。 

核酸医薬品は、mRNA を配列特異的に標的とすることができる。このため、低分子医薬品、

抗体医薬品では作用できなかった標的タンパク質も阻害することが可能であり、これまで治

療が困難であった疾患に対しても医薬品の開発が期待できる。また、同じ DNA，RNA を原

料とするため、毒性の問題も低分子化合物に比べてコントロールし易いという利点がある 1-4)。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の動向 

核酸医薬品開発は、2001 年の siRNA（21 塩基の２本鎖 RNA）の発見により、一大開発

ブームとなった。しかし、実際の生体内で効果を発揮するには、有効なデリバリー法が必要

であるとわかり、2010 年代初めには複数の大手製薬会社が siRNA 医薬の開発から撤退する

など、氷河期を迎えた。その後、海外ベンチャーが主体となり、肝臓に対して有効なデリバ

リー法が複数開発され、ここ数年で大きく前進している。 

＜siRNA＞ 

siRNA は 21 塩基の２本鎖 RNA であり、生体内で RISC (RNA-induced silencing 

complex)と呼ばれる RNA-タンパク質複合体を形成し、相補的な配列を持つ mRNA を切

断することにより、タンパク質の発現を抑制する。基本特許を米国ベンチャー Alnylam

社が所有しており、当初は高額なライセンス料が話題となった。現在では、個別の医薬品

に対応したリーズナブルなライセンス料となっている。また、国内外の複数のベンチャー

は二本鎖中にミューテーションの挿入、siRNA の鎖長・構造の改変、化学修飾などで

Alnylam 社所有の特許を回避し、研究開発を進めている。 

siRNA は細胞レベルでは mRNA を効率的に阻害可能なため、臨床への応用が期待され

た。しかし、個体レベルで効果を発揮するためには有効なデリバリーシステムが必要であ

ることがわかり、その開発に 10 年以上を要した。現時点では、脂質ナノパーティクル、

リポソームを使ったデリバリー法や、GalNAc と呼ばれる糖リガンドを結合した修飾

siRNA により、肝臓への効率的なデリバリーを達成している。特に Alnylam 社の保有す

る GalNAc 結合型修飾 siRNA は、皮下投与が可能であり、血中に移行し肝臓へのデリバ

リーが高効率であることから、同社の多くのパイプラインで使用されている 5)。このよう

に、リガンドと siRNA を単純に結合することで効率的なデリバリーが可能なことから、

現在では様々なリガンド、あるいは抗体を結合させるデリバリー法の開発が進められてい

る。 

siRNA を用いた核酸医薬品は、2016 年 7 月時点で第三相臨床試験に 5 品目が進んでお
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り、これまでの良好な臨床試験結果から、数年以内にいくつかは市場に出ることが期待さ

れる。 

日本では、日東電工がデリバリー法として、ビタミン A 誘導体を含有したリポソームを

開発し、siRNA による肝硬変、肝線維症に対する第一相臨床試験を進め、Bristol-Myers 

Squibb 社とライセンス契約を締結（2016 年 11 月）している。また、協和発酵キリンは

癌に特化した siRNA デリバリー技術の開発を進めている。中外製薬・ナノキャリア社

（2015 年３月）、東レ・ボナック社（2016 年１月）のように大手企業とベンチャー企業の

提携も盛んになっている 6)。 

＜アンチセンス核酸＞ 

アンチセンス核酸は、アンチセンス核酸の分子内の DNA 部分と標的とする遺伝子の

mRNA が DNA/RNA 二本鎖を形成することで、RNA 分解酵素（RNase H）による認識を

促し、配列特異的に mRNA を切断することにより、タンパク質の発現を抑制する。また、

pre-mRNA と二本鎖を形成しスプライシングを調節するものや、microRNA を阻害するよ

うな異なるメカニズムのアンチセンス核酸もある。 

アンチセンス核酸は 1990 年以前から研究開発が進められている。siRNA の登場により、

開発が下火になった時期もあったが、2’-OMe RNA, 2’-MOE のような 2’-修飾核酸や国内

で発明された LNA などの架橋型核酸の使用により、高機能化が実現され、近年、注目を

集めている。特に、2’-修飾核酸や架橋型核酸を両末端に持つアンチセンス核酸は mRNA

切断活性が高く gapmer と呼ばれている。これらのアンチセンス核酸は siRNA とは異な

り、デリバリー法がなくても個体レベルで効果を示すことが特徴の一つである。また、2013

年に全身投与型のアンチセンス核酸（Mipomersen、家族性高コレステロール血症（ホモ

接合体）に対する薬剤）が上市したことも大きな牽引材料となっている。2016 年には、デ

ュシェンヌ型筋ジストロフィーに対する Exondys 51（eteplirsen）と脊髄筋萎縮症に対す

る Spinraza（nusinersen）の２剤が、米国で承認されている（いずれもスプライシング

制御型アンチセンス核酸）。リーディングカンパニーは、米国ベンチャー Ionis 社であり、

複数のアンチセンス核酸を第三相臨床試験に進めている 7)。日本では、日本新薬、第一三

共がスプライシング調節型のアンチセンス核酸の開発を進めており、どちらもデュシェン

ヌ型筋ジストロフィーに対して、臨床試験に入っている 6)。 

アンチセンス核酸の問題点は“安全性”である。臨床試験では、しばしば肝毒性が指摘

されており、Ionis 社の IONIS-TTRRxが第三相臨床試験で血小板減少の理由で臨床試験差

し止めがあったことも記憶に新しい（2016 年５月）。また、最近の毒性に関する研究では、

gapmerタイプのアンチセンス核酸が核内で pre-mRNAをターゲットしていることが明ら

かになり、その毒性が gapmer のオフターゲット効果（標的遺伝子以外の類似した配列を

有する遺伝子に対する効果）により、生じていることが指摘されている 8, 9)。pre-mRNA

は、エキソン領域に比べて、平均約 20 倍長いイントロン領域を含んでいるので、単純計

算するとエキソンのみの mRNA をターゲットとする siRNA に比べて、約 20 倍の頻度で

オフターゲットが生じることになる。また、gamperの至適な長さは15塩基と比較的短く、

認識配列長が 19 塩基の siRNA に比べると、確率的にオフターゲットの出現頻度が高いと

言える。ただし、培養細胞レベルでの実験では、経験的に gapmer の毒性が出ることはそ

れほど頻繁でないことが知られている。さらに、特異的配列を使用することによりオフタ
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ーゲットの可能性は低減できるため、このレベルのオフターゲットは大きな問題とはなら

ないのかもしれない。何れにせよ、特に pre-mRNA を標的とする gapmer などの核酸医薬

品は、前臨床試験において、オフターゲット配列解析や毒性試験を慎重に進める必要が出

てくると考えられる。一方、修飾核酸に由来する毒性に関しては、Ionis 社が LNA と比較

して毒性の少ない架橋型核酸として cEt 核酸（constrained ethyl nucleoside analogs）を

独自に開発し 7)、これを用いたアンチセンス核酸（2.5 世代）の臨床試験を進めている。日

本でも大阪大学が中心となり、安全性の高い架橋型核酸の開発を始めている 10)。第一三共

も ENA と呼ばれる架橋型核酸を開発し、それを用いたアンチセンス核酸の開発を行って

いる 11)。これらのように、安全性向上、特許回避を目的とした、LNA に続く新たな架橋

型核酸の開発が進められている。LNA に関しては、欧州ベンチャー Santaris 社（2014

年に Roche 社が買収）の所有する独占特許が 2017 年 3 月に切れることから、それに合わ

せて参入する製薬会社の有無についても注目が集まっている。ただし、架橋型核酸はモノ

マー合成に手間がかかり、価格が高価であることが、医薬品開発をする上で不利な点と言

える。例えば、LNA モノマーは合成に十数ステップが必要であり、価格も RNA に比べて

数倍である。架橋型核酸に限らず、医薬品として、新しい修飾核酸を開発する場合には、

大量製造・コストを見据えたデザインを考える必要がある。 

アンチセンス核酸のマウス静脈内投与後の動態をみると、肝臓、腎臓に集まることが知

られている。疾患の適用範囲拡大や、投与量減少による安全性の向上には、siRNA と同様

にデリバリー法の開発が重要となる。Ionis 社は、アンチセンス核酸に、siRNA のデリバ

リーでも使用されている GalNAc を結合することにより、肝臓で約 10 倍以上効果を上げ

ることができることを発表している 12)。特にアンチセンス核酸は、siRNA に比べて生体内

安定性が高いので、このようなリガンドや抗体と核酸を直接結合するようなデリバリー法

の開発が今後メインになると考えられる。また、一方で、アンチセンス核酸は脳関門を通

過することはできないが、脳脊髄液への髄腔内投与により、脳実質全体に分布させること

ができることが知られており、様々な中枢神経疾患への適用が期待されている 1)。 

gapmer は核内で作用し、pre-mRNA をターゲットとすることを述べたが、このことは

核内の長鎖 ncRNA（lncRNA）もターゲットできることを意味している 13)。lncRNA の転

写やエピジェネティクスの調整や、疾患との関連性が報告されており、gapmer やアンチ

センス核酸を用いた lncRNA をターゲットとした新しい創薬の可能性も期待される。 

＜microRNA＞ 

microRNA は 21～25 塩基の一本鎖 RNA であり、発生・分化など様々な生命現象を制

御している。数多くの疾患に関与することも明らかになっており、アンチセンス核酸によ

る microRNA の阻害や、microRNA 自身を導入するといった microRNA 医薬品という新

しい概念が提唱されている。近年、microRNA に関する学術レベルでの論文が多かったこ

とから、がんを含む様々な疾患への適用の可能性が期待されている 14)。microRNA に対す

るアンチセンスにおいても架橋型核酸の使用が高い効果を得るために必要であり、この分

野の臨床試験は LNA の特許を保有している Santaris 社（現 Roche 社）と、Regulus 社

（Anlylam 社と Ionis 社のジョイントベンチャー）が牽引している。Santaris 社の

Miravirsen（HCV 治療薬）は microRNA-122 に対するアンチセンス核酸であり、第二相

臨床試験に進んでいる。一方、Regulus 社も、GalNAc 結合型で架橋型核酸 cEt を用いた
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アンチセンス核酸により、同じく microRNA-122 をターゲットとした HCV 治療薬の臨床

研究を進めている 15)。microRNA 自身を導入する方法では、米国ベンチャーである Mirna

社、miRagen 社が臨床試験を行っている。また、国内では、岐阜大において独自の

microRNA 安定化技術を開発し、動物のがんに対する臨床試験を行っている 16)。 

microRNA を狙った核酸医薬品のメリットは、一般的に一種類の microRNA が複数の遺

伝子発現を調節していることから、一種類の microRNA をターゲットとして複数の作用点

での効果を発揮できることである。一方で、学術レベルでの動物を用いた研究では、薬効

が十分でないことが往々にしてあり、複数の microRNA を狙うことや、他の薬剤との併用

が必要となる場合が多い。 

以上のように、microRNA に関連する核酸医薬品は未知な部分が多いが、新しいタイプ

であり、今後の進展が期待されている。 

＜核酸アプタマー＞ 

核酸アプタマーは、抗体のようにターゲット分子を認識する核酸であり、その標的とな

りうる分子は、タンパク質、脂質、糖、低分子化合物、金属イオンと多岐に渡る。VEGF

に結合し阻害する核酸アプタマーである Macugen（ファイザー社）が、加齢性黄斑変性症

治療薬として、2008 年に国内で承認され上市されている 17)。また、現在、6 件の臨床試験

が行われており、内 2 件が第三相臨床試験に入っている 18)。ただし、日本では、国内ベン

チャー リボミック社が日本の製薬企業複数社と提携し、臨床試験に向けた開発を進めて

いる 19)。 

核酸アプタマーは作用様式が抗体と同じため、しばしば比較される。核酸アプタマーは

修飾などによるチューニングが容易であり、ターゲット分子の適用範囲も広いという利点

がある。しかし、血中滞留性、安定性、薬価では抗体に及ばず、また、効果および全身投

与での安全性の担保が今後の課題となっている。例えば、核酸アプタマーの Macugen は

同じVEGFを標的とする抗体医薬品Lucentisに効果の面で劣り、市場から撤退している。

また、Factor IXa に対する全身投与型の核酸アプタマーはアナフィラキシー症状が現れた

ため、第三相臨床試験が中止となった（2015 年）。 

一方で、核酸アプタマーを低分子医薬品や siRNA/アンチセンス核酸のデリバリーに使

った検討が基礎研究で盛んになっており、ドラッグデリバリーシステムとしての進展も期

待される。核酸アプタマーはセレックス法と呼ばれるセレクションと PCR 法を何度も繰

り返す分子進化的手法によって取得される。これをさらに改良し、修飾核酸を用いて、よ

り高機能で安定性、安全性に優れた、抗体医薬品に匹敵する核酸アプタマーをダイレクト

に取得しようとする試みが国内外で盛んに行われている。核酸アプタマーの学術的研究は

未成熟であり、他の核酸医薬品に比べて伸びしろが大きいとも言える。 

＜その他の核酸医薬品＞ 

その他の核酸医薬品として、免疫を賦活化する核酸アジュバント、mRNA 自身の導入、

核酸デコイ、核酸触媒（DNAzyme、Ribozyme）が注目されている。 

核酸アジュバントは主に TLR-9 のアゴニストである CpG 含有 DNA 核酸であり、TLR

を介して、免疫細胞を賦活化する。すでに、がんを標的とした臨床試験に複数の医薬品が

入っている 3)。核酸医薬品と呼ぶべきかは議論があるかもしれないが、mRNA 自身を導入

するタイプには、がんの mRNA を樹状細胞（Dendritic Cell）に導入して、患者に戻すと
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いう手法の免疫療法が第三相臨床試験に進んでいる 4)。これらの免疫を対象とした核酸医

薬品は、ここ数年のがんに対する免疫療法の盛り上がりにより、特に注目を集めている。

日本では医薬基盤・健康・栄養研究所で、CpG 核酸を用いたがん治療の研究が進められて

いる 19)。 

核酸デコイは、日本のバイオベンチャー アンジェス MG 社が NF-kB を阻害するデコ

イを開発している。アトピー性皮膚炎を対象とした第三相臨床試験に進んでいたが、有意

差が見られず中止となった。現在は、キメラデコイと呼ばれる複数のターゲットを阻害す

る核酸デコイの開発を複数の疾患に対して行っている 20)。 

核酸触媒（DNAzyme、Ribozyme）は、核酸自体が mRNA を切断する活性を有し、タ

ーゲットｍRNA の発現を抑制する。最近報告された活性の高い DNAzyme を米国ベンチ

ャーが中心になって臨床研究を行っている 21)。 

核酸医薬品の国内外での臨床試験状況は、2015 年 10 月末時点において、世界で 43 社、

141 件が進められており、米国が企業数の約 6 割、臨床試験の約 7 割を占めている。欧州

の企業は 8 社で 21 件、日本企業は 4 社で 7 件、中国および韓国企業は見いだせなかった。

つまり、核酸医薬品の臨床での開発は米国籍のベンチャー企業が大きく先行し、それを欧

州、日本が追っているという状況である。疾患別に見ると、初期はがんやウイルス疾患に

集中していたが、近年では、がん、神経・筋疾患、内分泌・代謝系疾患、感染症および皮

膚疾患と様々な疾患分野に拡大している 6)。 

今後、どのタイプの核酸医薬品が主流となり、市場を形成していくかについては、様々

な要因（知財、薬価、疾患の種類、安全性など）があり、現時点では明確ではない。ただ、

今後、siRNA とアンチセンス核酸が複数市場に入ることで、核酸医薬品の効果と安全性に

対する認識が深まりつつ、がんや感染症に対するブロックバスターが登場し、抗体医薬品

の様に巨大な市場を形成する可能性があると考えられる。 

（３）注目動向（新たな知見や新技術の創出、大規模プロジェクトの動向など） 

・ 2016 年９月、武田薬品は、CD71 に対する抗体の Fab ドメインと修飾核酸を含む siRNA

を結合させ、マウスに投与することにより、心臓、および、骨格筋で高いノックダウン

活性を実現できることを発表した 22)。静脈内投与、腹腔内投与、皮下投与の何れにおい

ても 50%を超えるノックダウン効果を示しており、特に筋肉内への直接投与では約 80%

の発現抑制を示した。さらに静注投与の実験では、肝臓、腎臓でのターゲット遺伝子の

発現抑制はあまり見られず、ターゲットとする筋肉組織のみで高いノックダウンを示す

という抗体による特定組織への有効なターゲッティングが実現した結果であった。今後、

このような抗体と核酸を結合させるタイプの核酸医薬の研究開発が加速するとともに、

どのようなレセプターをターゲットすることがそれぞれの組織、および、癌などの疾患

部位へのターゲッティングに有効であるのかという探索研究も盛んになってくると考

えられる。 

・ 2016 年 10 月、Alnylam 社の家族性アミロイドーシスに対する siRNA 医薬品 revusiran

（GalNAc 結合型）は第三相臨床試験でのプラセボとの間の死亡症例の不均衡がみられた

ため開発中止となった 5)。同社は、脂質ナノパーティクルを用いた家族性アミロイドー
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シスに対する siRNA 医薬品 Patisiran の第三相臨床試験、複数の GalNAc 結合型の

siRNA 医薬品の第一相、第二相臨床試験を進めており、今後の臨床試験の推移が注目さ

れる。 

・ アンチセンス核酸と RNA の二本鎖の核酸（ヘテロ核酸）を用いることにより、生体で

高い抑制効果を発揮できることを、東京医科歯科大学が報告した 23)。新しいタイプの核

酸医薬品として期待されており、国内ベンチャー レナセラピューティクス社に技術移

転し、医薬品開発を進めている。 

・ Ionis 社は 5'末端に特殊な修飾を加えることで、一本鎖 RNA でも二本鎖の siRNA と同

様に RNA 干渉を引き起こすことを発表した 24)。その後、架橋型核酸（LNA）の高活性

化 25)や、microRNA 医薬 26)にこの技術を利用するという報告がなされている。特に

microRNA を細胞に補充する方法において、一本鎖 microRNA では低効率である問題

を解決しうる技術になる可能性が期待されている。  

・ アンチセンス核酸の肝毒性のメカニズムについて、最近、複数の知見が報告されている。

Ionis 社が Nucleic Acids Research 誌に 8)、塩野義製薬が Scientific Reports 誌に発表し

た研究成果によると 9)、gapmer の肝毒性は、RNase H1 による切断活性に依存的であ

り、転写プロファイルの検索の結果から、相同配列を有する長いイントロンを持つ複数

の pre-mRNA をオフターゲット効果により抑制していることが判明した。すなわち、

gapmer で生じる毒性は、ターゲット以外の意図しない pre-mRNA を切断することによ

って引き起こされていることが示唆され、アンチセンス核酸の配列の選択の重要性が指

摘された。 

・ Ionis 社は mRNA の 5’非翻訳領域を狙ったアンチセンス核酸によって、翻訳レベルでタ

ンパク質の増量が可能であることを報告した 27)。同様にターゲットタンパク質量を増や

す現象は siRNA においても RNAa として知られており、新たな核酸医薬品の可能性を

期待させる。 

・ 協和発酵キリンが siRNA 活性を増強する化学修飾を見出し、第 1 回日本核酸医薬学会

で発表した 28)。Ago2 との親和性に着目した構造生物学的解析によるものであり、日本

発の技術として今後の発展が期待される。 

・ 細胞小胞エクソソームを用いた、siRNA をデリバリーする技術が注目されている。最初

の報告はマウス脳にデリバリーする内容であり 29)、その後、ハンチントン病に適用した

動物実験など 30)、複数の研究成果が報告されている 31)。より安全で、脳へのデリバリー

も可能とする、核酸医薬品のデリバリー技術の一つとして期待されている。 

・ ハーバード大は、細胞内に導入された脂質製剤化 siRNA がエンドソームから放出され

る様子を報告した 32)。このような核酸の細胞内動態観察は siRNA やアンチセンス核酸

のデリバリーシステムの研究開発に非常に役立つ技術である。 

・ 電荷を調節した mRNA/脂質複合体を血中に投与することにより、樹状細胞に非常に効

率よくデリバリーできることが報告された 33)。現在、黒色腫を対象とした第一相臨床試

験が行われている。この手法は様々な癌抗原の発現に対しても応用可能であり、がん免

疫療法やウイルスに対する RNA ワクチンとして期待される。 

・ ここ数年、市販の動物に対する siRNA および mRNA の脂質系 in vivo 導入試薬の性能

がかなり向上している。特に ThermoFisher 社が販売する Invivofectamine®は siRNA
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（1 mg/kg）の静注投与により、肝臓で約 85 %のノックダウン効率を達成しており、ED50

は 0.1 mg/kg である 34)。さらに、肝臓には蓄積せずに肺や脾臓にのみに導入する脂質系

導入試薬を開発中とのことである。医薬品として、製薬会社への供給も視野に入れてお

り、今後の動向を注視する必要がある。 

・ 修飾核酸を用いたアプタマーの開発に向けて、英国 MRC 研究所の Holliger らが進化工

学的手法により、５種類の修飾核酸の使用を可能とするポリメラーゼを開発した 35)。ま

た、同様の手法を用い、修飾核酸を用いた核酸触媒（DNAzyme、Ribozyme）の開発に

も成功している 36)。国内でも修飾核酸を用いた高機能アプタマーの開発を複数の機関で

進めており 37, 38)、今後の研究の進展が期待される。 

・ 核酸を大量に安価に合成する方法として、これまでの固相合成に代わり、液相合成の技

術が開発され、国内の味の素 39)、四国核酸化学 40)が生産を始めている。四国核酸化学は

JST が支援を行っていた液相核酸合成技術を用いて 2015 年に設立されたベンチャー企

業である。 

・ 核酸医薬品は、欧米ともに、既存の ICH ガイドラインに従って開発を行っているが、

日本では、世界に先駆けて核酸医薬に特化したガイダンスの策定を目指す動きが始まっ

ている。ガイドラインの整備により、開発の道筋が明確になれば、核酸医薬品の開発ス

ピード、成功率が上がると共に、さらなる企業の参入を促す効果も期待される。日本が

世界をリードし、日米欧の国際協調のもとで、日本だけが規制によって不利になること

のないように、それぞれの核酸医薬品に応じた規制を策定することが重要である。 

（４）科学技術的課題 

・ 最も重要な課題は、デリバリー技術の開発である。肝臓へのデリバリーでは、GalNAc

などのリガンドや脂質ナノパーティクルを用いることにより、現実的な核酸医薬品の創

出が可能になった。同様に他の組織へのデリバリーが可能となれば、核酸医薬品の適用

範囲は大きく広がると考えられる。動物個体レベルでの研究には、動物実験施設、核酸

医薬品の大量合成など、設備や多額の研究資金が必要となり、一般のアカデミアの研究

者では難しい。アカデミアと企業の共同研究を促進する施策、あるいは、核酸の動物個

体での効果、生体内動態の評価を手助けする支援策・研究機関の設置が望まれる。 

・ 修飾核酸技術は、核酸医薬品の生体内安定性向上、高機能化、安全性の向上、デリバリ

ー法の開発において、非常に重要な技術である。日本の核酸化学研究は長い歴史と高い

国際的レベルにあり、LNA などの架橋型核酸および 2’-OMe RNA も日本発の技術であ

る。今後の核酸創薬の基盤技術となる、創薬の視点からの新しい核酸化学技術の創製が

期待される。 

・ 核酸医薬品が安全性の問題で臨床試験をドロップアウトしていることから、安全性の担

保が重要な課題となっている。特に個体レベルでの毒性発現のメカニズムの解明、その

回避法に関する基礎研究の重要性が高まっている。 

・ 核酸医薬品の製造は、海外メーカーへの受注が混み合い、納期に時間が掛かることが問

題となっている。国内製薬会社の迅速な臨床開発を進めるためには、GMP 基準である

核酸製造設備の整備の必要性がさらに高まると考えられる。 
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（５）政策的課題 

・ 核酸医薬品はがんの治療薬としての期待が特に高いと考えられる。例えば、複数の

siRNA によって複数のターゲットを同時に抑制可能であることが知られている。これは、

薬剤耐性が問題となっているがん治療において有効な医薬品となり得る。しかしながら、

腫瘍へ核酸医薬をデリバリーすることが最大の問題である。がんの臨床分野、デリバリ

ー分野などの研究者を含めた総合的なプロジェクトの施策が望まれる。 

・ 遺伝子の変異を伴う単一遺伝子疾患の患者数は必ずしも多くはないが、これら疾患の多

くは治療法がなく、患者・家族の QOL を考えると決して無視することができない。ド

ライバー変異で生じる小児がん、または、ある種の単一遺伝子疾患に対しては、遺伝子

の変異を認識できる核酸医薬品でアプローチができると考えられる。例えば、米国で承

認された核酸医薬品 3 剤（Mipomersen41)、Eteplirsen42)、Nusinersen43)）は、希少疾

患に対する治療薬である。このように希少がんや希少疾患に対して、Deep シークエン

スによる次世代シーケンサーを用いた原因遺伝子の解明やゲノム編集を使ったモデル

動物作成などの基盤研究を推進すると共に、治療のための核酸医薬品をも開発する、基

礎研究から実用化までを一気通貫した産官学連携プロジェクトを期待する。 

（６）キーワード 

siRNA、アンチセンス核酸、アプタマー、miRNA、修飾核酸、ドラッグデリバリー、SELEX 法 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ → 

・核酸科学の研究では古くから世界を牽引している。大学では基礎から開

発を目指した研究への転換が見られる。 

・国際核酸化学シンポジウムなどの関連学会を毎年開催し、基礎研究者間

の情報交換も活発に行われている。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・大学医学部や国研などを中心に核酸医薬の開発研究が活発化。 

・日本核酸医薬学会がスタートした（2015 年）。 

・大学、研究機関から企業への技術移転が弱い。 

・「革新的バイオ医薬品事業」（2014 年～）において、核酸医薬品創出に関

わる複数のプロジェクトの採択を行っている。 

・平成 27 年度「革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業」の一つのテー

マとして、「核酸医薬の DDS 技術開発」を策定している。 

・現在までに日本発の核酸医薬品は上市されていない。国内製薬企業の多

くが核酸医薬研究に参入しており、国内 4 社で臨床試験を開始している。

アンジェス MG 社、リボミック社、ジーンケア社、ボナック社、アクア

セラピューティクス社、レナセラピューティクス社など独自技術を利用

した国内ベンチャーがある。 

・日東電工が世界的なオリゴヌクレオチド製造企業であるAvecia社（米国）

と Girindus America 社（米国）を相次いで買収した。 

・ジーンデザイン、住友化学、神戸天然化学などの国内企業が、臨床試験

レベル（GMP 基準）での核酸医薬品の受託合成を始めている。 

・核酸医薬品を大量に安価に合成する方法として、これまでの固相合成に

代わる液相合成の技術が開発され、国内の味の素、四国核酸化学が生産

を始めており、核酸医薬品製造において高いレベルにある。 

・平成 25 年度「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」において、複

数の核酸医薬創薬ベンチャーが採択されている。 

・レギュラトリーに関して世界に先駆けて核酸医薬に特化したガイダンス

の策定を目指す動きが始まっている。 

米国 

基礎研究 ○ → 

・NIH などの複数のグラントで、siRNA、アンチセンス核酸、microRNA、

アプタマー、リボザイムの各分野プロジェクトに対して、助成を行って

いる。 

・特に基礎的な核酸化学研究は大学や国の研究所ではあまり行われておら

ず、Ionis 社などの企業が先行しているのが現状である。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・Alnylam 社、Ionis 社がリーディングカンパニーとして応用研究、臨床研

究を進めている。また、大学からの技術移転も活発に行われている。 

・世界的な核酸医薬の学会である Oligonucleotide Therapeutics Society 

(OTS) の本部がサンディエゴに置かれている 44)。 

・ベンチャー企業が中心となり活発に核酸医薬開発が行われている。 

・Ionis 社、Alnylam 社共に、複数の核酸医薬品に関して第三相臨床試験を

進めており、数年後には上市すると考えられる。 

・Agilent 社や Avecia 社、Girindus America 社など核酸受託製造企業も層

が厚く、特に Avecia 社は臨床試験の製造経験があり、FDA への対応ノ

ウハウを有する（Avecia 社と Girindus America 社は現在日東電工の子

会社）45)。 

欧州 基礎研究 ◎ ↘ 

・日本とともに古くから核酸化学の基礎研究をリードしており、核酸医薬

品の候補となる優れた素材を多数産み出している。 

・近年は徐々に基礎研究者数が減少している。 
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欧州 
応用研究・

開発 
○ → 

・2010 年にデンマークに NanoCAN（Nanomedicine Research Center for 

Cancer Stem Cell-Targeting Therapeutics）が設立され、核酸医薬の素

材やデリバリー技術、スクリーニング技術の開発が行われている 46)。 

・ライフサイエンスからナノテクノロジーを指向した研究への転換も見ら

れる。 

・欧州連合（EU）では、科学分野の研究開発の支援プログラムとして、

Horizon2020 が進められており、siRNA、アンチセンス核酸、DDS の開

発研究への助成がある。 

・Santaris 社（デンマーク）が架橋型人工核酸を搭載したアンチセンス医

薬の開発を精力的に進めている。複数の候補品に対して第二相臨床試験

が行われており、実用化が期待される。 

・ISARNA 社（ドイツ）もアンチセンス医薬の臨床試験を行っている。 

・原料生産に関しては、BioSpring 社（ドイツ）が GMP レベルの核酸合成

技術を有する 47)。 

中国 

基礎研究 ○ → 

・核酸化学に関する基礎研究は弱く、新しい素材の開発はほとんど見られ

ない。 

・核酸アプタマー、micoRNA に関する学術論文の発表が増えている。 

応用研究・

開発 
△ ↗ 

・microRNA、RNAi に関する応用研究が行われている。 

・Suzhou Ribo Life Science 社は、Life Technologies 社（米国）と提携し

て RNAi の応用研究を進めている 48)。 

・RNAi に特化した学会（RNAi China）があるが、国内学会レベルにとど

まる 49)。 

・原料生産に企業が力を入れ始めている。 

・Hongene Biotechnology 社はアミダイト体の生産、販売を行っており、

規模を拡大している。日本支社も設立されている 50)。 

・Ribobio 社はオリゴヌクレオチドの大量生産に着手した模様 51)。 

・核酸医薬開発では Sirnanomics 社が皮膚創傷治癒を標的とした siRNA

を開発しており、臨床試験段階（中国国内）にある 52)。また、Biomics 

Biotechnologies 社も RNAi を基にした核酸医薬開発を行っている 53)。 

韓国 

基礎研究 △ → 
・基礎研究にはあまり力を入れておらず、他国で開発された素材や基礎技

術を利用した研究が主である。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・RNAi に関する研究が盛んに行われている。Bioneer 社では、PEG と脂

質と siRNA を組み合わせた自己会合型ナノ粒子（SAMiRNA）を用いて

固形がんや COPD に対する創薬を行っている 54)。 

・ST-Pharm 社ではオリゴ薬物 CMO として 2003年よりGMP レベルのオ

リゴ合成施設を設立。アミダイト体の大規模生産を行っている 55)。また、

SELEX 法の基本特許が切れたことから、アプタマーのスクリーニングを

行う会社が増えてきている。Aptamer Sciences 社では SomaLogic 社（米

国）からライセンスを受けてウリジン誘導体を含むアプタマーを提供し

ている 56)。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.２.11 中分子医薬 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

近代的な創薬として、天然物由来化合物を基にする化合物を利用した手法や生体物質の模

倣から数多くの医薬品が開発されてきた。1990 年代には、大手製薬企業を中心に、数百万も

の低分子化合物を収集し、いわゆる化合物バンクを各製薬企業で構築した。これにロボット

を用いた High-Throughput Screening 技術を駆使することで絨毯爆撃的な創薬探索が行わ

れてきた。その結果、製薬企業はいくつもの有用な医薬品の開発に成功し、低分子が標的と

し易い分子（酵素や G タンパク共役型受容体など）に対するヒット化合物の取得法は成熟化

し、各社で実績を高めてきた。しかしながら、既知の有望な創薬標的分子の枯渇によって、

スクリーニング化合物の数的優位性に頼った創薬探索は壁にぶつかっていると考えられる。

残る標的としては、「難しい創薬標的」とされている細胞内外で情報伝達に関与する“タンパ

ク質間相互作用”が第一に挙げられる。実際に、細胞外のタンパク質間相互作用に対して非常

に強い阻害作用を示す抗体医薬（分子量数万程度）が、がんやリウマチを中心に次々と開発

に成功しており、医薬品売上ベスト 10 の半分以上を占めるまでになっている。一方、細胞

内に目を向けると、低分子化合物（分子量 500 以下）では、面積の大きなタンパク質間相互

作用部位を阻害する有望な化合物の発見は難しいと言われており、また、抗体のような巨大

分子は細胞膜を通過しないことから、細胞膜を透過する可能性のある中分子量（分子量 500

～3,000）の化合物を駆使した創薬に注目が集まっている。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

（２－１）中分子医薬品の定義 

中分子医薬品には重要な定義として、Lipinski 氏が提案した Rule of 5（Ro5）がある。こ

の定義は、経口医薬品に適した低分子化合物の物理化学的性質の範囲を示したもので、医薬

品候補に適した化合物の分子量は 500 以下であることが推奨されている。しかしながら、従

来の医薬品の枠を越えた化合物でなければ、「難しい創薬標的」であるタンパク質間相互作用

の阻害剤は見いだせないとの考えから、分子量 500 以上で最大でもタンパク質の領域には入

らない分子量 3,000 以下に入る化合物を“中分子”と定義し、医薬品としての展開を検討する

動きが広がってきている。ただし、この中分子医薬の考え方はわが国を中心に用いられてい

る定義であり、米国や欧州では分子量が大きい化合物、Macrocycles（大環状化合物）や環

状ペプチドなどを中分子医薬品として議論することが多い。以上の状況を踏まえ、本稿では、

わが国において議論が進んでいる中分子化合物（分子量 500～3,000）による医薬品の研究開

発動向に関してまとめる。 

分子量 500～3,000 の化合物には多種多様なものが含まれることから、これらを一つの化

合物群として議論するには無理があり、これまでの医薬品候補化合物などの解析情報から、

Extended Rule of 5（分子量 500～700）と Beyond Rule of 5 1)（分子量 700～3,000）に分

けて考えることが提唱されている。これは、Extended Rule of 5（分子量 500～700）に含ま

れるものは、従来の低分子化合物の延長上としての経口医薬品としての開発の可能性が高い

と考えられるが、それを越えた場合、医薬品として実用化に至るには、ADME に関わる多く
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の問題点を解決する必要があるとの解析結果が出ているためである 2)。しかし、最近の成功

例を見ると分子量 700～900 程度でも、低分子化合物と同様に経口投与で高い有効性を示す

化合物が見い出されている。従って、本稿では Extended Rule of 5 を拡大し、区切り良く分

子量 1,000 を境に、中分子医薬を分子量 500～1,000 と 1,000～3,000 の２つに分けて取りま

とめる。 

（２－２）中分子医薬品の開発例 

化合物を分子量で分ける場合、議論のポイントは、化合物の細胞内への透過性と経口剤と

しての開発の可能性の 2 点が中心となる。この 2 点において RO5 の例にあるように分子量

500 以下の化合物が圧倒的に有利である。しかしながら、古くはマクロライド系抗生物質、

最近の成功例としては C 型肝炎ウイルス治療薬（NS3/4A プロテアーゼ阻害剤 3)、NS5A 阻

害剤 4)）など、分子量 700～900 でも優れた細胞膜の透過性を持ち、経口剤としての開発を

実現したケースが報告されている。従って、分子量 500 を越えても 1,000 を越えなければ、

化合物の立体的形状（主に環状化合物）や物性をコントロールすることで、充分に細胞内の

標的に対する経口剤として可能性があると示されている。一方、分子量 1,000 を超える化合

物では、一般的に細胞膜透過性の改善と経口剤化が大きなハードルとなる例が多い。この分

子量領域の化合物は環状構造により全体の形をコンパクトにまとめる例が多く、欧米では

Macrocycles（大環状化合物）と呼ばれ研究が進んでいる 5, 6)。大環状化合物もペプチド構造

を持っているグループと非ペプチド構造のグループに分けることができる。大環状ペプチド

で経口剤として開発されている例は、Cyclosporin とその誘導体（分子量 1,200～1,300）に

ほぼ限られ、他の環状ペプチドでは、膜透過性を改善することや経口剤化は難しいのが通例

である。非ペプチド性の環状化合物の場合は、ほぼ天然物（例えば、Thiostrepton：分子量

1,664）に限られ、しかも経口剤ではなく注射剤として開発されている例がほとんどである。

この様に分子量 1,000 を越えると細胞内の創薬標的を経口剤として狙うことはかなり難しく

なる。 

（２－３）最近の研究開発動向 

以上のことから今後の中分子医薬品の開発方向も分子量で分けて考えるべきである。分子

量 500～1,000 範囲の化合物は、細胞内の標的に対して経口剤としての開発を前提として挑

戦することができ、むしろ標的に親和性の高い化合物をどの様にデザインして行くかがポイ

ントとなる。このアプローチの最近の成功例としては、前述の C 型肝炎ウイルスの NS3/4A

プロテアーゼ阻害剤を挙げることができる。このケースは、阻害が難しい浅く広い標的タン

パクのポケットに対して、精密に化合物をデザインすることで阻害活性を上げることに成功

し、さらには代謝面の問題もクリアしたことで経口剤としての開発に成功している。これら

の化合物群の分子量は 700～850 であり、従来では優れた経口剤の開発は難しいと言われて

いた分子量領域である。今後、このようなアプローチがタンパク質の立体構造解析技術の進

歩とともに発展する可能性がある。分子量 1,000 を越える化合物の場合、タンパク質表面と

の相互作用が広範囲に亘るため、化合物設計の複雑さが増し、活性の高い化合物を得るため

のハードルが上がる。また化合物のサイズが大きくなることにより、膜透過性の問題が起こ

り、経口剤開発の難度も上がる。その中で今後の方向性を示した成功例としては、PD-1 抗

体の低分子化（特殊環状ペプチド構造）を挙げることができる（Peptidream 社 7)）。これは

種々の特殊アミノ酸ユニットから作製された環状ペプチドライブラリーを用いてスクリーニ
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ングを行うことで、ヒット化合物を得ることに成功している。他にも、環状の特殊ペプチド

（Staple peptides）を駆使しているベンチャーとして米国の Aileron 社 8)、英国の Bicycles 

Therapeutics 社 9)を挙げることができる。また、Macrocycles を駆使したベンチャーとして

は米国の Ensemble Therapeutics 社 10)やスイスの Polyphor 社 11)などが挙げられる。これら

全てが独自の化合物ライブラリーに対するランダムスクリーニングを中心に創薬研究を展開

している。 

天然物を創薬のソースとした天然物創薬に関しても、創薬技術の進歩とともに見直されつ

つある。フェノタイプ（表現型）スクリーニングとケミカルバイオロジー技術による標的の

同定技術の進歩により、新たな標的に対する創薬が可能になり、新規メカニズムによる抗が

ん剤やアルツハイマー治療薬など神経系の細胞をターゲットにした創薬が加速しつつある。

成功例としては、エーザイ株式会社によるハラヴェン創製が挙げられる。天然物化合物の収

集およびライブラリー化は産学官連携したプロジェクトとして複数立ち上がりつつある。「次

世代天然物組合」は参加企業が自社保有の天然物資源を供出して共同で活用するプロジェク

トであり 2011 年から運用されている。植物資源に関しては医薬基盤・健康・栄養研究所が

積極的に植物天然物化合物の創薬への活用検討を進めている。また国を越えた国際的な連携

としてタイ王国を中心とした ASEAN各国内での天然物資源の収集とそれを用いた日本での

創薬を結びつける動きもある。課題となっていた天然物化合物の構造活性相関研究に関して

は、生産菌の遺伝子改変技術や代謝酵素の活用による Late Stage Functionarization の技術

も進歩し、数年以内では可能な技術になると考えられる。  

（３）注目動向 

（３－１）抗体医薬の低分子化 

中分子医薬ではないが、今後の中分子医薬を考える上で、タンパク質の低分子化は重要と

いえる。最近の成功例としてはインドの Aurigene 社が挙げられる。彼らは、独自の視点か

ら分岐した短いペプチド（29 アミノ酸）に PD-1 抗体と同じ活性を認め、このペプチドの一

部構造を用いた３アミノ酸からなるペプチド様構造をモチーフにした高活性の低分子化合物

を創製 12)した。最近では、Curis 社と共同で臨床試験を開始している。しかもこの化合物は

経口剤として開発されており、臨床試験での効果が注目されている。もし、臨床試験で効果

が確認されれば、数万の分子量を持つ抗体の一部構造を精密に模倣することで低分子化（推

定分子量 300～500）が成功した稀な例となる。この開発が成功すれば、Aurigene 社の低分

子化合物より分子量の大きい中分子領域の化合物を用いることで、抗体の低分子化において

より幅広い成功例が出てくる可能性が期待できる。 

（３－２）ペプチド模倣技術 

低～中分子領域でタンパク質間相互作用を阻害する化合物をデザインする手法として、タ

ンパク質の構造の一部であるペプチド構造の模倣を挙げることができる。この手法を展開し

ている企業の一つとして、PRISM 社 13)の技術を例示する。同社が標的にしているタンパク

質間相互作用は、Unstructured/Structured 相互作用と呼ばれるものである。これは、ペプ

チド様のフレキシブルなタンパク質の不定形部分構造（Unstructured タンパク質）が、構

造を持つタンパク質（Structured タンパク質）のポケットに結合するものである。このため、



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

310 

標的となる相互作用面が比較的小さく、また、その相互作用のエネルギー的性質から結合親

和性が高くない。つまり、低～中分子量までの化合物で充分に阻害ができる可能性がある。

実際に同社では、この相互作用部位を標的とした結合阻害化合物を複数取得し、そのうちの

Wnt シグナル調節薬は臨床試験が進められている。 

（３－３）遺伝子改変技術による天然物の構造変換技術 

天然物生産菌の生合成遺伝子の一部を改変もしくは新たに導入して、生産される天然物の

構造変換を行う技術が産業技術総合研究所の新家一男グループリーダーを中心に開発されて

いる 14)。これにより今まで困難であった天然物の構造変換や同系統の化合物構造のライブラ

リー化が可能になり、天然物創薬の可能性を広げる技術といえる。天然物の構造変換が容易

になれば、生物活性の分離が可能になる可能性があり、副作用軽減効果なども期待できる。 

（３－４）公的研究費による研究開発プロジェクト 

わが国における中分子医薬品の開発を進める上で注目される政府主導のプロジェクトとし

て、国立研究開発法人 日本医療研究開発機構（AMED）の実施する創薬基盤推進研究事業

「次世代創薬シーズライブラリー構築プロジェクト」15)（2015～2019 年度）が挙げられる。

これは、タンパク質間相互作用を標的とした医薬品のシーズを見いだすために、多数の中分

子化合物（分子量 500 以上という定義）を合成し、種々の生物活性評価系に供することので

きる、わが国ではこれまでに無かったライブラリーの構築を目指している。他の注目すべき

プロジェクトとしては、新学術領域研究「反応集積化が導く中分子戦略」16)（2015～2019

年度）がある。中分子化合物に焦点を当て 3 つの班で研究が進められており、1 班では生物

機能分子の創製、２班は主に天然物の効率合成研究、３班は効率合成のための反応開発やマ

イクロフロー合成法に関する研究、となっている。 

天然化合物に関しては、一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム（JBIC）において、

2013 年より「次世代型有用天然物の生産技術開発」事業が実施されている。また、次世代天

然物化学技術組合は、企業保有の天然物資源の活用を目的に JBIC 内に設立され、主に天然

物ライブラリーの活用と天然物シーズの大量生産に重点を置いたプロジェクトを実施してい

る。 

（３－５）PPI 創薬研究会の設立検討 

中分子医薬品が主に標的としている、タンパク質間相互作用を標的にした医薬品開発の研

究レベルを向上させる目的で、PPI 創薬研究会（PPI: Protein-Protein Interaction）の創設

について産学の有志による検討が進んでいる。現在、世界的にも PPI 創薬に焦点を絞った学

会は存在せず、本研究会の立ち上げによって日本が PPI 創薬におけるイニシアチブを取れる

可能性がある。このため、産官学の力を結集して進める価値のある活動といえる。 

（４）科学技術的課題 

中分子創薬が主に標的とするタンパク質間相互作用における創薬のステップを以下に示す。

これら全てのステップについて、高いレベルで実現する技術の確立が課題となっている。 

① 標的となるタンパク質の発見：阻害する対象となるタンパク質とその相手のタンパク質

の組み合わせを明らかにする。 

② 化合物の活性評価系の構築：作用する化合物を見いだすためには、標的とするタンパク
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質間相互作用の選択的な阻害を検出できる活性評価系のみならず、選択性を明らかにす

るための対照評価系、薬理作用を表現系とした評価系など複数が必要となる。さらに、

多数の化合物を一度に評価できるシステムと体制があれば、飛躍的に創薬の可能性が上

がる。 

③ タンパク質間相互作用の阻害を目指した化合物の合成：天然物を利用した化合物やペプ

チド模倣化合物など多様な化合物を揃え、ヒット化合物取得を目指す。 

④ ヒット化合物と標的タンパク質の結合状態を解析：創薬条件に適するリード化合物をデ

ザインするため、ヒット化合物やその周辺化合物と標的タンパク質の結合状態を明らか

にする。３次元構造解析技術（X 線構造解析、NMR など）。 

⑤ 代謝毒性などを考慮した化合物合成と評価：医薬品として適した形にデザインし、仕上

げる。 

（５）政策的課題 

上記ステップでアカデミア創薬を実現するには、多彩な化合物を合成する化学分野チーム

と、疾患と関係のあるタンパク質間相互作用を研究している生物学分野チームの連携が必要

だが、現状では検討すべき課題がある。生物学分野の研究者は、見いだした新規タンパク質

の機能を制御できる化合物を常に求めているものの、容易には得ることができずにいる。一

方で、アカデミアの合成研究者は、特定のタンパク質の構造に焦点を絞った化合物を研究す

る機会が非常に少ない。また、製薬企業では、両グループが企業の方針に則り、車の両輪と

して連携をしているが、創薬標的としては成功確率の高いタンパク質を中心に研究を進めて

いる。つまり、現状ではアカデミアで発見されるユニークなタンパク質に対する医薬品の開

発には手を出せない状況である。 

この状況に対し、昨年度、AMED が製薬企業から約 20 万化合物を集めた、創薬総合支援

事業の産学協働スクリーニングコンソーシアム（DISC）が発足した。これにより、アカデ

ミアの持つシーズ（標的タンパク）と製薬企業からの化合物を結びつける試みが既に始まっ

ている。それに対し、アカデミアの合成分野の研究者は、前述の新学術領域研究「反応集積

化が導く中分子戦略」で世界トップレベルの天然化合物合成の技術を活かした、新たな局面

の中分子化合物の合成を進めているが、生物学分野の研究者には届かない問題が現状でも続

いている。二つの技術分野の連携がスムーズに進むことで、新たな生理活性物質の発見から

医薬品への流れが加速し、日本発世界初の創薬がアカデミア中心に実現できることが期待さ

れる。 

この連携が医薬品に結びつくためには、上記５つのステップを満たす体制が必要となるが、

これらの実現に必要な情報やノウハウは製薬企業の内部に偏在しており、わが国のアカデミ

アの合成分野と生物分野の真の力を引き出すためには、製薬企業との交流が必要である。そ

の様な取り組みの一つとして、PPI 創薬研究会の中でアカデミアの有志と製薬企業の有志が

半数ずつ参加して、“何ができるか”について、産と学の連携を模索している。この集まりに

は化学と生物分野の研究者だけでなく、世界トップレベルの構造生物学者も含まれており、

具体的な創薬プロジェクトに結びつけようと検討が進んでいる。この挑戦が一つの例になり、

わが国における PPI 創薬が加速することが期待される。前述のように PPI 創薬は未開拓であ
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り、わが国がイニシアチブをとることができる数少ない分野のため、今後産官学一体となっ

た体制が実現することで大きな展開の可能性を秘めているといえる。 

（６）キーワード 

中分子化合物、Mid-sized molecule、Macrocycles、タンパク質間相互作用（PPI）、PPI

創薬、天然物創薬、生合成遺伝子改変技術 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ ↗ 

・AMED を中心に中分子医薬に焦点をあてたプロジェクトが進んでおり、

今後の成果に期待。 

・アカデミアにおける化合物合成者と生理活性物質を必要としている生物

学分野の研究者との連携がスムーズに進めば、日本のアカデミア発の創

薬で世界をリードすることも可能である。 

・天然物化合物のリソースの蓄積は、日本が世界をリードできる状況にある。 

フェノタイプスクリーニングとターゲット同定技術に関するアカデミア

の研究も進んでいる。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・Peptidream 社の PD-1 抗体の低分子化の成功（臨床試験の開始）は、世

界的にトップレベルの成果と言える。 

・製薬企業の中分子化合物（天然物を含む）への展開は、欧米には遅れて

いるものの、研究は開始されている。 

米国 

基礎研究 ◎ → 

・Macrocycles の基礎研究は大きく先行しており、バイオベンチャーも設

立している。 

・環状ペプチドの研究では先端を走っており、Aileron 社（Gregory Verdine

氏）などのベンチャーにつながる研究が進められている。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・中分子領域において比較的小さい分子量 900 以下の化合物の開発におい

て先端を走っている。 

・大手製薬企業も常に先端技術をフォローし、幅広い中分子化合物（環状

ペプチド、Macrocycles など）を対象に研究を進めている。 

・世界をリードする成果をもとにした臨床試験は、まず米国で実施され世

界で最初に医薬品となる。 

欧州 

基礎研究 ○ → ・Macrocycles の研究では、多くのアプローチが発表されている。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・大手製薬企業を中心に、常に先端をフォローしており、特に分子量 1,000

以下の領域では成果を挙げている。 

・GLP-1（ペプチド：分子量 4,114）の開発では、製剤の技術を駆使して

経口化に成功している。製剤技術は日本より数段進んでいる。 

・大手製薬企業による積極的な天然物、マクロライド化合物ライブラリー

の収集の情報があり、天然物やマクロライドを基にした創薬に関しても

積極的であると考えられる。 

中国 

基礎研究 × → ・明確な動きはない。 

応用研究・

開発 
× → ・明確な動きはない。 
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韓国 

基礎研究 × → ・明確な動きはない。 

応用研究・

開発 
× → ・明確な動きはない。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献・情報 
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３.２.12 細胞治療 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

再生医療とは、身体の構造・機能の修復や疾病の治療・予防を目的とした、主として細胞

を用いる医療であるが、増殖因子・サイトカインによる治療、さらには遺伝子治療を含んだ

概念とすることもある。用いる細胞は、治療対象組織に由来する体細胞だけでなく、幹細胞

の利用も進んでいる。幹細胞には、胚性幹細胞（ES 細胞）、人工多能性幹細胞（iPS 細胞）、

体性幹細胞がある。幹細胞の臨床応用に関する研究は加速しており、Pubmed データベース

で “stem cell”を検索した場合、Clinical Study に分類される論文は、昨年 1 年間で約 700

件であった。以前は皮膚や軟骨の再生に関する開発が中心であったが、近年では心疾患、中

枢神経疾患、眼疾患など、様々な領域に対する再生医療開発が進んでいる。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

再生医療の臨床試験を最も多く実施しているのは米国であり、その次が中国である。欧州

では、ドイツ、イタリア、スペイン、英国を中心に試験実施数が多い。アジアでは、試験数

では中国に劣るものの、韓国、日本での研究開発が進んでいる。主に自己由来細胞を用いた

開発であり、世界的には心疾患に対する治療応用の研究が最も多く行われているが、米国で

は脳梗塞、英国では多発性硬化症、中国では糖尿病、韓国ではアルツハイマー病に対する研

究が比較的多く行われていることが特徴である。既に承認を取得している製品については、

7 割近くが自己由来細胞を用いた製品であり、特に軟骨や皮膚の損傷治癒を目的としたもの

が半数近くを占めている。 

ES 細胞の臨床応用については、眼科領域を中心に開発が進められている。米国、英国、

中国などで加齢黄斑変性やシュタルガルト病に対する臨床試験が行われており、これまでに

安全性に関する問題は報告されていない。また、加齢黄斑変性に対する開発を行っていた

Ocata Therapeutics 社は、2016 年にアステラス製薬に買収されている。このほか、米国で

は脊髄損傷に対する臨床試験が行われ、安全性・有効性を示すデータが公開されており、フ

ランスでは心不全に対する試験が進められている。 

iPS 細胞の臨床開発では、2014 年に理化学研究所の高橋政代プロジェクトリーダーらによ

り、滲出型加齢黄斑変性の患者に対して自家 iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞シート移植が初

めて行われ、移植後 1 年間で安全性に問題はなかったとの報告がなされた。その後、iPS 細

胞の遺伝子変異により、第 2 例目の患者で移植が中止され、臨床試験も中断していたが、再

生医療などの安全性確保法の下、再開に向けた準備が進められている 1) 。 

国内では、2015 年 6 月に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律（薬機法）」が制定され、従来の医薬品・医療機器に加えて、再生医療等製品が新し

い審査カテゴリーとして導入された。また、再生医療等製品（特に自家製品）の特性を考慮

し、有効性が推定されかつ安全性が確保されれば、一定の条件はあるものの早期に薬事承認

を与えるという審査制度が導入された。この新たな早期承認制度により、大阪大学で研究が

進められてきたヒト自己骨格筋由来細胞シート（ハートシート®）が承認された。また、ヒ

ト同種骨髄由来間葉系幹細胞（テムセル®HS 注）は、新しい制度の下で正式承認を受けた、
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初めての他家由来の再生医療等製品となった。さらに、厚生労働省は「先駆け審査指定制度」

をスタートさせ、画期的な新薬などの開発については早期から相談・審査を優先的に取扱う

品目を指定し、審査期間の短縮も見込めるようになった。これは、最先端の医療技術を早期

に提供することを目的としており、既に再生医療等製品においては、脊髄損傷に対する

STR01（自家骨髄間葉系幹細胞）、悪性脳腫に対する組み換え HSV（G47Δ）、心疾患に対す

る自家心臓内幹細胞の 3 品目が指定を受けており、全てアカデミア発の開発シーズである。

日本における再生医療等製品の開発促進に向けた審査体制が確立したと言える。 

（３）注目動向 

・日本と米国における再生医療に対する国費投入の動向 

再生医療に対する補助金の動向については、日本医療研究開発機構（AMED）の平成 27

年度の総予算額が 1423 億円、そのうち再生医療に関するものは 159 億円であり、全予算

の約 11％であった。NIH 補助金の 2014 年、2015 年、2016 年における全予算は、それぞ

れ 1427 億ドル、1490 億ドル、1558 億ドルであった。そのうち、再生医療、幹細胞研究

に対する各年の補助金は、それぞれ 43 億ドル、44 億ドル、46 億ドルであり、いずれも全

予算の約 3％であった。ちなみに、各年における iPS 細胞研究に対する補助金額は、それ

ぞれ 8.3 億ドル、8.3 億ドル、8.6 億ドルであり、ES 細胞に対する補助金額は、それぞれ

3.1 億ドル、3.4 億ドル、3.6 億ドルであった 2)。 

・3D プリンターと細胞を利用した組織再生・臓器再生の動向 

3D プリンターと細胞を利用した組織再生、臓器再生研究が進んでいる 3)。例えば、佐賀

大学の中山功一教授らは、細胞を数万個凝集させた細胞塊を多数培養し、3D プリンター

を用いてスフェロイドをブロックのように積み上げることによって、移植目的に適した三

次元細胞構造体を作成する独自の方法を開発した。これまでに、線維芽細胞、血管内皮細

胞，平滑筋細胞、間葉系幹細胞、肝細胞など，様々な種類の細胞塊がバイオ 3D プリンタ

ー（レジェノバ®）で三次元積層できており、従来細胞だけでは困難とされた 10 mm 超の

大型化と外科移植可能な力学的強度の獲得が実現できると報告されている。 

東京大学の高戸毅教授らは、3D プリンターを利用し、移植用の皮膚、骨、関節などを

量産する技術を富士フィルム社と共に開発している。コラーゲン、自家幹細胞、成長因子

を材料として、3D プリンターで移植用の皮膚、骨、関節などを作成することができる。 

国立循環器病研究センター研究所の中山泰秀室長らは、組織や臓器を作るための型を 3D

プリンターで作製し、それを体内に埋め込み、目的とする組織を作成する技術を開発して

いる。生体は異物が体内に入るとコラーゲンで囲む「カプセル化」反応を示す。「カプセル

化」反応を利用し、既に、バイオバルブ（心臓弁）やバイオチューブ（人工血管）、バイオ

ステントなどを作成している 4) 。 

・iPS 細胞のより広い応用を目指しての取り組み 

iPS 細胞を他家移植に用いる際には拒絶反応が課題となる。これを低減する方法として

HLA ホモドナーを用いた iPS 細胞ストックプロジェクトが京都大学 CiRA にて進められ

ている。日本人は比較的に HLA の多様性が少ないと言われており、75 数種の HLA ホモ

ドナー細胞株により 80％の人口をカバーできるとされている。CiRA に倣った同様のプロ
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ジェクトは海外でも進められており、例えば米国「iPS スーパードナー」がある。一方、

一つの細胞株だけで全ての患者に対応可能とするため、HLA の未発現による拒絶反応の低

減を試みる動きも見られる。代表的なものとしてユニバーサルセル社が Universal Donner 

Cell と呼んで開発を進めている。 

一方、ヒトの iPS 細胞や ES 細胞はマウスなどのげっ歯類の ES 細胞と比べて少し分化

が進んだプライム型と呼ばれる細胞であることが解っている。このため、目的細胞への分

化能が株間で違うことや、未分化性の維持あるいはゲノム安定性といった点で課題がある

とされている。これに対してマウスの ES 細胞に倣う未分化度の高い状態のナイーブ型細

胞を作製する技術の開発が進んでおり、ミネルヴァ・バイオテクノロジーズ社などが独自

技術を開発している。 

以上のような試みはいずれも iPS 細胞の再生医療への応用の可能性を拡げるものであり、

成功すれば iPS 細胞を用いた再生医療はより一般的な医療として普及する事に大いに貢献

すると期待される。 

（４）科学技術的課題 

iPS 細胞を目や神経などの体細胞に分化させた後に移植する場合、遺伝子変異や未分化細

胞の混入によるがん化のリスクが懸念されており、iPS 細胞治療の大きな技術的課題とされ

てきたが、この課題の克服が期待される新技術が開発されつつある。京都大学 iPS 細胞研究

所の齊藤博英教授らは、RNA とタンパク質の相互作用を活用して、標的細胞内の特定遺伝

子の翻訳を制御する RNA スイッチを構築し、細胞内環境に応じて標的細胞の運命を制御す

る技術を開発した。さらに、RNA とタンパク質の複合体である機能性ナノ構造体の構築に

成功した。本技術は、iPS 細胞から標的細胞への分化過程の制御を可能にすることから、iPS

細胞の実用化に不可欠な技術になる可能性がある 5)。実際、本技術を応用することで、95%

以上の効率で心筋細胞を選別できると報告されている。 

（５）政策的課題 

上述したように、日本では薬機法により「再生医療等製品」という新しいカテゴリーが設

立され、再生医療等製品の迅速な実用化のための「早期承認制度」が導入された。これによ

り、患者への再生医療等製品の早期提供が可能になることが期待されるが、有効性の検証さ

れていない製品が市場に流通することにより、結果的に患者の利益に繋がらないリスクも否

定できない。早期承認後に再生医療等製品の有効性をどのように検証するのかという課題も

含め、今後の展開に注視する必要がある。 

日本と欧米における薬事規制の違いから、海外企業が欧米よりも日本での開発を優先させ

る可能性があり、日本市場の活性化が期待できる。また、再生医療等製品のグローバル開発

においては、欧米と日本で異なったデザインの臨床試験が実施されることも予想され、国際

共同治験への日本の参加が少なくなる可能性もある。ただし、米国でも新薬への早期アクセ

スのための規制法案「21st Century Cures Act」が承認された（2015 年 7 月）。これにより、

"regenerative advanced therapy" として、Priority Review と Accelerated Approval を申請
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することができることになる。今後の動向に注目が必要である。 

また、再生医療等製品は、価格が高く設定されることが想定されることから、医療費が圧

迫される可能性も否定できない。 

（６）キーワード 

再生医療、胚性幹細胞、体性幹細胞、人工多能性幹細胞、再生医療等製品、先駆け審査指

定制度 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ ↗ 

・基礎研究はアジアでもトップクラスであり、応用研究に向けて今後も研

究の加速が期待される。 

・体性幹細胞よりも iPS 細胞を用いる研究の方が多く研究費を獲得してい

る傾向にある。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・皮膚、軟骨のほか、心筋細胞、骨髄由来細胞を用いた製品が承認を取得

している。 

・自己由来細胞を用いた製品が大半である。 

・再生医療等製品の審査体制が整ったことにより、今後承認取得の加速が

期待される。 

米国 

基礎研究 ◎ → 

・最も多くの基礎研究が行われており、iPS細胞を中心とした創薬や再生医

療の実用化に向けた研究にも取り組んでいる。 

・幅広い疾患に対して研究が進められている。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・最も多くの製品で承認を取得しており、軟骨および皮膚由来細胞を用い

た製品が中心であり、他家由来細胞を用いた製品も多い。 

・投入される開発研究費も多いため、今後も継続した発展が期待される。 

・新しい規制 21st Century Cures Act が 2015 年に可決し、今後の再生医

療製品の承認取得が加速するといえる。 

欧州 

基礎研究 ○ → 

・フランス、ドイツ、英国を中心に研究が進められている。特に英国では

再生医療研究の資金調達の機会をサポートするための包括的なデータベ

ースも確立しており、研究者の支援体制も整っている。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・継続的な資金投入により、持続的な成長が見込まれる。 

・主に皮膚由来、軟骨由来細胞、角膜上皮細胞を用いた製品が承認を受け

ており、多くは自己由来細胞を用いている。 

中国 

基礎研究 ○ → 
・基礎研究数は顕著に増加しているため、継続的な資金投入により更なる

発展が期待できる。 

応用研究・

開発 
○ 

 

→ 

・応用研究の数は増加しているものの、承認取得件数の増加にはつながっ

ていない。 

・幹細胞治療のためのガイドラインが導入されたことにより、今後研究の

加速が期待される。 

韓国 

基礎研究 ○ ↗ 
・基礎研究への多くの資金投入を進めており、研究の継続的な発展が期待

される。 

応用研究・

開発 
◎ → 

・多くの承認取得製品があり、自己の骨髄由来細胞、脂肪由来細胞、骨芽

細胞を用いた製品の他、臍帯血由来細胞を用いたものが中心である。 

・継続的な発展が期待される。 
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（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 

1) 理化学研究所 HP “「滲出型加齢黄斑変性に対する iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞移植に関する

臨床研究」の４機関による実施体制発足と協定書締結について.” 

http://www.riken.jp/pr/topics/2016/20160606_1/ （2017 年 2 月アクセス） 

2) NIH, RePORT, Funding“Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease 

Categories (RCDC).”https://report.nih.gov/categorical_spending.aspx. （2017 年 2 月アクセ

ス） 

3) 口石幸治「バイオ３D プリンティング技術による再生医療：株式会社サイフューズ」『再生医療』

13, No.2, 165 (2014) 

4) 中山泰秀『三次元ティッシュエンジニアリング～細胞の培養・操作・組織化から品質管理、脱

細胞化まで～』大政健史 監修，（東京: 株式会社エヌ･ティー･エス, 2015）337-46. 

5) Miki K, et al.、“Efficient Detection and Purification of Cell Populations Using Synthetic 

Microrna Switches.”Cell Stem Cell 16, 6, 699–711 (2015 ) 

  

http://www.riken.jp/pr/topics/2016/20160606_1/
https://report.nih.gov/categorical_spending.aspx.
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３.２.13 遺伝子治療 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

遺伝子または遺伝子を導入した細胞を体内に投与することにより疾患を治療する方法。遺

伝性疾患の場合、異常遺伝子自体を修復するのが理想的であるが、実際上は、正常遺伝子を

付加することにより治療するのが技術的に比較的容易であり、一般的に行われている方法と

なっている。すなわち、「遺伝子を治す」のではなく、「遺伝子で治す」という発想である。

後者の方法では、遺伝子治療の対象に後天性疾患も含められるようになり、臨床試験のプロ

トコールの過半数は「がん」に対するものである。ここ数年、遺伝子治療の臨床的成功例が

欧米で相次いで報告されるようになり、いよいよ実用化の段階に入ってきた 1)。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

遺伝子治療の本来の発想は、遺伝子工学の進歩を背景に、有効な治療法のない難治性遺伝

性疾患に対する根本的治療法として生まれてきた。遺伝子治療の最初の成功例は、X 連鎖重

症複合免疫不全症（X-SCID: X-linked severe combined immunodeficiency）に対する造血

幹細胞遺伝子治療で、2000 年に報告され一躍脚光を浴びた。しかし、遺伝子治療を受けた

X-SCID 患児が 2〜3 年経ってから急性Ｔリンパ球性白血病を次々と発症し、大問題となった

（白血病発生５例中、死亡は１例）。いずれの場合も、レトロウイルスベクターのゲノムが

LMO2（LIM domain only-2）遺伝子に組み込まれ（挿入変異）、この遺伝子を人為的に活性

化したことが癌化の引き金になったと判明した。この深刻な副作用を契機に遺伝子治療臨床

研究はしばらく停滞することとなった。その後、安全対策としてレトロウイルスベクターの

改良が進み 2)、さらに最近ではより安全なレンチウイルスベクターにシフトしつつあり、白

血病の発生は見られなくなってきている。対象疾患としては、X-SCID 以外に、アデノシンデ

アミナーゼ（ADA: adenosine deaminase）欠損症 3)、Wiscott-Aldrich 症候群 4)、β-サラセミ

アなどで治療効果が認められている。その他、X 連鎖副腎白質ジストロフィー（ALD）5)や異

染性白質ジストロフィー（MLD）6)といった中枢神経症状の出る疾患でも、造血幹細胞遺伝子

治療によって症状の進行が抑えられることが報告されている。 

さて、長い低迷状態を脱出して、ここ数年、遺伝子治療が復活してきているのは、造血幹

細胞遺伝子治療以外に、アデノ随伴ウイルス（AAV: adeno-associated virus）ベクターを使

った遺伝子治療の臨床試験で幾つかの成功例が出てきていることも大きな理由として挙げら

れる。AAV ベクターは、神経細胞・肝細胞・筋肉細胞などの終末分化した非分裂細胞に適し

ており、それらの細胞では遺伝子発現が長期間（年の単位）持続する。非病原性ウイルスに

由来するベクターであるため、安全性の点でも有利である。また、AAV ベクターには様々な

血清型があり、標的細胞の種類によって使い分けられる。臨床的効果が得られている対象疾

患としては、レーバー先天性黒内障 7)、コロイデレミア（網脈絡膜変性疾患）8)、パーキンソ

ン病、芳香族アミノ酸脱炭酸酵素（AADC: aromatic L-amino acid decarboxylase）欠損症 9)、

血友病 B10)、リポ蛋白質リパーゼ（LPL: lipoprotein lipase）欠損症 11)などが挙げられる。 

また、大きな期待が寄せられているがん遺伝子治療では、がん免疫遺伝子治療の発展が著

しい。具体的には、がん細胞に対する細胞傷害性 T リンパ球の働きを増強することを狙った
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アプローチが注目されている。すなわち、特定の細胞表面抗原（CD19 抗原など）を認識す

るキメラ抗原受容体（CAR: chimeric antigen receptor）を T リンパ球に発現させ、腫瘍へ

のターゲティング効率を高める方法である。また、細胞内腫瘍抗原に対しては、MHC クラ

ス I 分子により提示されるペプチドを認識する T 細胞受容体（TCR: T cell receptor）をクロ

ーニングし、それを用いる TCR 遺伝子治療が検討されている。特に、CD19-CAR-T 遺伝子

治療では、再発・難治性急性リンパ性白血病の 70〜90％で完全寛解が得られるという驚異的

な治療成績が報告されている 12, 13)。再発・難治性の慢性リンパ性白血病や悪性リンパ腫でも

同様の遺伝子治療が行われているが、治療成績はやや劣る 14)。その他、腫瘍溶解性ウイルス

療法の臨床開発も行われている。この場合は、がん細胞特異的に増殖し、正常細胞では増殖

しない性質を持つ制限増殖型ウイルスを用いるというのが基本コンセプトであるが、それだ

けでは当該遺伝子改変ウイルスを注入した局所病変に効果が限定されてしまう。最近の考え

方では、局所のがん病変を破壊することによってがんに対する全身性の免疫反応を誘導し、

転移巣に対しても効果を発揮することが強調されている。 

上述のように、様々な疾患で遺伝子治療の有効性が確認されるようになった結果、世界的

には、しばらく遠ざかっていた企業が再び遺伝子治療に関心を持つようになり、ベンチャー

企業の動きも活発になっている。造血幹細胞遺伝子治療についてはヨーロッパが中心となり、

稀な疾患が対象となることから、コンソーシアムを立ち上げて連携して臨床開発に取り組ん

でいる。AAV ベクターを用いた遺伝子治療については、実用化が期待できることから、新し

いベンチャー企業が次々と設立されている。また、がん遺伝子治療については、CD19-CAR-T

遺伝子治療が予想を超える治療効果を示したことから、多数の大企業やベンチャー企業が競

って取り組むようになり、すでに実用化段階に突入している 15)。このようなビジネスになり

やすいがん遺伝子治療については、米国が中心となっている。 

日本については、遺伝子治療の臨床開発が依然として遅れているが、2014 年に薬事法が改

正されて、再生医療など（細胞治療や遺伝子治療を含む）の承認（条件付き）が得られやす

くなったことから、外国の企業が日本で臨床開発を行うことに関心を持つようになってきて

いる。 

遺伝子治療の医薬品としての承認は、LPL 欠損症に対してグリベラ Glybera という AAV

ベクター製剤（筋肉注射）が欧米で最初の遺伝子治療製剤として 2012 年に承認された。一

人の治療費が１億円を超えることから余り使われていないが、治験に参加した患者の長期成

績で、重症膵炎の抑制が報告されている 11)。AAV ベクター製剤としては、次にレーバー先天

性黒内障を対象としたものが承認されると予想されている。造血幹細胞遺伝子治療では、

ADA 欠損症を対象として、正常 ADA 遺伝子を導入した自己 CD34 陽性細胞（665,000 ドル）

が Strimvelis という商品名で、欧州において 2016 年に承認された 16)。がん遺伝子治療関係

では、腫瘍溶解性ウイルス療法として、T-Vec17)という遺伝子組換えヘルペスウイルス製剤（約

65,000 ドル）がメラノーマを対象に 2015 年に欧米で承認された 18)。2017 年には、

CD19-CAR-T 遺伝子治療が米国において条件付きで承認されるものと予想される。 

（３）注目動向 

・ CAR-T 遺伝子治療：CD19-CAR-T 遺伝子治療の画期的な治療成績を背景に、B 細胞性



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

322 

白血病・リンパ腫以外の造血器腫瘍や固形がんに対する新しい CAR-T 遺伝子治療の臨

床開発の進展が期待される。ただし、治療にかかるコストは決して安価でないと予想さ

れ、コストの低減が重要な課題である。 

・ ゲノム編集技術を応用した遺伝子治療：欧米ではリンパ球を標的細胞として、すでに臨

床試験の段階に入っている。一つは、HIV 感染症で、患者リンパ球を取り出して CCR5

（HIV の co-receptor）の遺伝子をゲノム編集により破壊し、また患者に戻すと、ウイル

ス量の減少とリンパ球の増加が認められたと報告されている 19)（CCR5 を欠損している

人は、エイズウイルスに抵抗性であるという臨床的観察に基づいた治療法）。もう一つ

は、CD19-CAR-T 遺伝子治療への応用で、T リンパ球の TCR をゲノム編集により破壊

して移植片宿主反応を防ぎ、同種 T リンパ球を用いることを可能にした方法（ユニバー

サル CAR-T 遺伝子治療と呼ばれる）20)で、臨床試験が始まっている（拒絶されないよ

うに、CD52 の遺伝子も破壊し、アレムツズマブ投与で患者の免疫系を抑える工夫もし

ている）。さらには、CAR-T 遺伝子治療で、投与する CAR-T の PD-1 遺伝子をゲノム

編集技術により破壊し、免疫チェックポイント阻害薬の場合に懸念される全身性の副作

用を回避する工夫が考えられている。この方法は、米国および中国で臨床試験の準備が

進められている。 

・ 臨床研究に至らずとも、ウイルスベクターなどを創薬研究のツールとして取り入れる動

きが進んでいる。ウイルスベクターを用いることで非臨床段階での創薬標的の迅速な in 

vivo バリデーションが可能となる。現状は従来型の低分子医薬を想定した創薬標的の検

証研究が主であるが、単純な標的候補は枯渇しつつある。今後は、次世代シーケンサー

の普及とインフォマティクスの進歩により、徐々に蛋白質を標的とした従来型の医薬で

は制御できない標的候補（non-coding RNA など塩基配列そのもの）に対する創薬研究

が増加していくと考えられる。核酸医薬などがそのための創薬モダリティとして考えら

れるが、現状では DDS など種々の課題を抱えている。遺伝子治療をこのような新世代

の創薬標的へのアプローチとして認識しておくことも重要である。 

（４）科学技術的課題 

・ 造血幹細胞遺伝子治療：造血幹細胞への遺伝子導入効率が十分でないため、遺伝子導入

細胞の体内における増殖優位性や生存優位性が見られる疾患でないと効果が出にくく、

対象疾患はまだ限定されている。例えば、正常遺伝子を入れた造血幹細胞〜好中球系細

胞の優位性が認められない慢性肉芽腫症では、十分な治療効果が得られていない。非分

裂細胞にも遺伝子導入可能なレンチウイルスベクターを用いることにより、静止期にあ

る真の造血幹細胞への遺伝子導入効率を十分に高めることが可能かどうか、興味深い。

また、遺伝子の入った造血幹細胞を体内で増幅させる技術の開発も期待される。 

・ AAV ベクターを用いた遺伝子治療：標的細胞に至適の血清型の AAV ベクターを用いる

ことが望ましいが、至適血清型がマウスなどの実験動物とヒトで必ずしも一致しないこ

とが問題となっている 21)。血清型を人為的に改変する研究も行われている。また、AAV

ベクターを血中に投与する場合は、中和抗体の存在が問題となるため、それを克服する

方法の開発が必要である 22)。 
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・ 遺伝子改変 T 細胞療法（CAR-T、TCR-T、他）：標的となる抗原が正常組織に僅かに発

現されていても、深刻な副作用を引き起こす原因となるため（on-target, off-tumor 

reaction）、それを防ぐ対策が必要である。また、固形がんなど、腫瘍が塊を形成してい

る場合は、このような免疫遺伝子治療の効果が出にくいため、プラスαの工夫が必要で

ある。 

・ ゲノム編集技術を用いた遺伝子治療：同種 CAR-T 遺伝子治療を多数の患者に行うため

には、T 細胞を効率良く増やす方法の開発が必要となる。また、遺伝性疾患を対象とし

た造血幹細胞のゲノム編集は、基礎研究が行われているが、臨床応用を行うには、ヒト

造血幹細胞の体外培養法を確立する必要がある。 

（５）政策的課題 

国の研究費が iPS 細胞などを利用した再生医療に大きくシフトし、遺伝子治療領域の研究

費が激減しているため、次世代の研究者が育っていないことが問題となっている。最近、漸

く遺伝子治療関係の研究費が少し出始めたが、多くは実用化研究を推進するものであり、基

盤研究が十分にカバーされていない。中ではゲノム編集に関する研究が取り上げられるよう

になったが、もっと幅広い技術開発の強化推進が必要である。 

その他、遺伝子治療の開発に取り組む国内企業が諸外国に比べて少ないため、日本では臨

床開発が難しい状況が続いている。企業の取り組みが進まない理由としては、一つには遺伝

子治療に関するビジネスモデルが確立していないことが挙げられる。色々な取り組みが進む

につれ、遺伝子治療にかかるコストは劇的に下がっていくと期待されるが、今しばらくは企

業にとって採算が取れない時期が続く。単一の製品ではなく、診断薬なども含めた複数の製

品群としての採算を考えるような工夫が必要であるが、例えばフランスのGENETHONや、

イタリアの TIGET などのように、慈善基金によるファンドで採算がとりづらい段階の遺伝

子治療を積極的に加速していくような仕組みが日本においても役立つかもしれない。 

（６）キーワード 

遺伝子治療、遺伝子導入、レトロウイルスベクター、レンチウイルスベクター、AAV ベク

ター、非ウイルス性ベクター、腫瘍溶解性ウイルス療法、ゲノム編集、造血幹細胞遺伝子治

療、がん遺伝子治療 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 △ → 

・次世代の基礎研究者が育っていないため、欧米に比べて停滞感があるの

は否めない。また、欧米で最近のトピックスになっているゲノム編集技

術に取り組む研究者も少ない。 

応用研究・ 

開発 
△ → 

・臨床研究が主体であり、治験は限られている。主にがんに対する遺伝子

治療が実施されてきているが、世界的に実用化研究が活発になっている

CAR-T 遺伝子治療については、大分遅れているのが実情である。 

・造血幹細胞遺伝子治療については、欧米のコンソーシアムに参加する方

向で動いており、日本独自の開発研究が進んでいない。 
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米国 

基礎研究 ◎ ↗ 
・最近の遺伝子治療の復活と共に、米国遺伝子細胞治療学会学術集会への

参加者も再び増えてきており、基礎研究が活発化してきている。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・遺伝子治療の臨床応用では、ビジネスになりやすいがん遺伝子治療が中

心となっており、特に、CAR-T 遺伝子治療の臨床開発に取り組む企業が

目立つ。 

・遺伝性疾患に対する遺伝子治療では、AAV ベクターを用いた遺伝子治療

の実用化研究が進んでいる。 

欧州 

基礎研究 ◎ ↗ 

・イタリア・フランス・英国などを中心に、基礎研究が着実に進められて

きている。 

・民間からのドネーションのシステムが機能している点も大きい。 

・対象疾患としては、遺伝性疾患が中心となっている。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・特に、造血幹細胞遺伝子治療で大きな成果を上げてきている。稀な疾患

が対象となるため、コンソーシアムを立ち上げて、連携して取り組む工

夫をしている。 

中国 

基礎研究 ○ ↗ 
・研究が活発化してきているが、しっかりしたオリジナリティのある研究

はまだ少ない。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・実用化が期待される CAR-T 遺伝子治療について、ものすごい勢いで臨床

試験が進められている。ハードルの高い固形がんに対する CAR-T 遺伝子

治療についても、積極的に臨床開発を進めている。 

韓国 

基礎研究 × → ・基礎研究は余り活発に行われていない。 

応用研究・ 

開発 
△ → 

・五松（オソン）地域に、バイオ産業の拠点として先端医療複合団地を形

成し、ここに韓国 FDA などの国の機関も集まり、遺伝子治療などの開発

研究の中核となっている。今後の発展が期待できる態勢が整いつつある。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 
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4) Aiuti A, et al.、“Lentiviral hematopoietic stem cell gene therapy in patients with Wis-
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6) Biffi A, et al.、“Lentiviral hematopoietic stem cell gene therapy benefits metachromatic 
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３.３ 生体計測分析技術・医療機器 

＜区分の俯瞰全体像＞ 

先進諸国での高齢化や、発展途上国での経済成長を背景に、健康・医療分野のニーズは世

界的に拡大、多様化を続けている。こうした中において生体の計測・分析に係る機器や技術、

あるいは医療機器は、健康・医療分野のニーズ充足に向けた取組みに不可欠なツールとして、

また製品化・事業化を通じた新産業創出機会の対象分野として捉えられ、各国が様々な機器

や技術の開発に精力的に取り組んでいる。我が国も例外ではなく、医療機器開発の推進をオ

ールジャパンの取組みと位置づけ、平成 27 年度から発足した日本医療研究開発機構（AMED）

による資源配分を軸とした国主導の研究開発体制が整備されている。 

一方、機器や装置の性能が向上することで、それらを通じて収集されるデータの量は膨大

の一途をたどっている。また IoT に象徴されるようにあらゆる機器や装置は情報通信技術を

介して相互につながり始めている。こうした技術的環境変化は生体計測分析機器や医療機器

にも影響を及ぼしつつあり、当該分野の研究開発は、従来以上に取得可能となった膨大なデ

ータの活用という点において、ここ数年で新たな局面を迎えているといっても過言ではない。 

こうした社会的な環境変化も踏まえた上で、本区分ではライフサイエンス・臨床医学分野

において主要な計測、分析、診断、治療にかかる機器、装置、技術などを扱った。ただし含

まれうる対象は極めて多種多様であるため、前回 2015 年版の俯瞰報告書 1)の構成を基にし

た上で、「薬事工業生産動態統計調査」の項目構成や昨今の科学技術政策や研究開発動向など

を踏まえ、下表に示す 10 項目の研究開発領域を設定することとした。 

 

表 3-1 「生体計測分析技術・医療機器」区分領域一覧 

研究開発領域名 領域の主な視点 

診断機器・技術 
病態把握や診断支援などのためのイメージング機器および

技術 

臨床検査機器・技術 体外診断機器および技術 

治療機器・技術 

（手術支援システム、ロボット・デバイス） 
外科手術で用いられる支援機器および技術 

治療機器・技術 

（人工臓器、生体機能補助・代行装置） 
人工臓器およびバイオマテリアル 

介護福祉・リハビリテーション支援機器 
介護福祉機器、リハビリテーション支援ロボットおよび 

認知・情報支援機器 

健康・予防医学関連機器 主として健康・予防目的のウエアラブル機器 

医療技術評価（医療機器） 
医療機器の安全性、有効性の評価、市販前の承認プロセス 

および承認・市販後の評価など 

生体イメージング機器・技術 主として研究用途のイメージング機器および技術 

生体分子計測技術 主として質量分析機器および技術 

プロファイリング・解析技術 計測機器やイメージング機器を通じて得られるデータの 

解析、分析、特徴抽出などに係る技術 
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＜前回版からの主な変更点＞ 

前回 2015 年版からの主な変更は次の３点である：（１）診断系の領域を２つに分割、（２）

治療系の領域を２つに分割、（３）計測・分析・解析に関する領域を２領域追加。 

まず（１）の背景には、医療分野で従来利用されているイメージング機器・技術の高度化

が引き続き進んでいるほか、光イメージングを医療応用するための研究開発など、新たな動

きも見られていることが挙げられる。今後は、生体機能をより高品質に画像化するためのマ

ルチスケール、マルチモーダル生体機能イメージング技術の研究・開発が求められている。

他方、これまで診断系の構成要素として含まれていた臨床検査機器・技術に関しても、遺伝

子検査機器およびそれを用いたサービスや、POCT（Point of Care Testing）機器の台頭に

代表されるように、検査の場が病院から街中へ、あるいは在宅へと広がりを見せている。そ

の他にも、血液などの体液中の細胞や遺伝子から疾患を早期診断するためのバイオマーカー

探索やその実用化に関する取組みが進められているなど、活発な研究開発動向も見られる。

加えて、今後はデータ統合による個別予見医療（Precision Medicine）への期待が高まるこ

とが予想されることから、こうした動向を踏まえて診断系の領域を「診断機器・技術」と「臨

床検査機器・技術」の２つに分割して各動向を俯瞰することとした。 

次に（２）に関しては、近年、外科手術の安全性、効率性をより高めるために画像情報や

ナビゲーション技術を高度に駆使する方向で研究開発が進められており、そうした技術をシ

ステム化した「ハイブリッド手術室」や「インテリジェント手術室」の導入が進みつつある

ことが背景の１つとして挙げられる。また手術室の高度化のほかにも術者の「目」または「手」

を支援する手術支援ロボットやデバイスの開発も進められている。一方で、臓器や組織の損

傷・変形・機能低下などによる疾病を、機能代行や機能代替によって治療するための技術開

発も進んでいる。そのためこれらを踏まえ、治療系の領域を「治療機器・技術（手術支援シ

ステム、ロボット・デバイス）」と「治療機器・技術（人工臓器、生体機能補助・代行装置）」

の２領域に分割して各動向を俯瞰することとした。 

（３）においては、医療機器ではないがライフサイエンス・臨床医学分野の進展に不可欠な

役割を果たしている計測、分析、解析にかかる機器や技術を取り上げることを検討した。と

りわけタンパク質や脂質、糖鎖、代謝物質など生体内の分子を網羅的に計測・分析するため

の機器や技術が特定の疾患の病因解明や生命現象の解明に迫る上での有効な手段として以前

から盛んに用いられ、関連の技術開発も行なわれていることを踏まえて、これらに係る機器

および技術の研究開発動向を「生体分子計測技術」領域として取り上げることとした。また、

各種計測機器やイメージング機器などを通じて得られるデータは膨大化（ビッグデータ化）

しており、これらのデータからいかに有益な情報を取り出せるかという点における技術開発

の重要性がこれまで以上に増している。そのためそうした動向を俯瞰する観点から「プロフ

ァイリング・解析技術」領域を設定することとした。 

 

＜区分の概要＞ 

医療の質向上や医療費抑制が求められる中、機器から得られる各種データの活用の重要性

が増している。とりわけ IoT 化が進み、画像診断機器や生体情報計測機器などの複数の機器

（マルチモダリティ）から得られる多次元（マルチスケール・マルチディメンジョン）なデー

タを、その他の健康・医療関連データとも組み合わせながら統合的に解析して実際の診断・
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治療や予防に役立てようとする方向性が顕著になっている。またそうした技術やシステムの

臨床応用にむけた競争も世界中の企業や研究機関などの間で活発化している。データ解析で

は人工知能技術の活用・導入も積極的に試みられている。しかしその反面、多様なデータを

統合的に解析するために、データの標準化が目下最大の課題になってもいる。データの標準

化は国際的にも課題となっている。 

個別機器の先鋭化も活発に進められている。例えば高感度化や高解像度化など、時空間的

により精緻なデータを得る方向性での技術開発が進められている。また計測・分析プロセス

の迅速化や装置の複合化・多機能化・自動化、低コスト化、患者の QOL 向上につなげる性

能向上（例：治療機器・技術における低侵襲化、及び 3D プリンタによる患者個別の人工臓

器・バイオマテリアル作製）などを通じてユーザニーズに応える方向性での技術開発なども

進められている。 

臨床に近い分野での研究開発と同時に、主としてライフサイエンス研究や、基礎研究段階

の技術開発などで用いられる各種イメージングや計測・分析のための機器・技術の開発でも

先端的な取り組みが行われている。一例として自由行動下での脳の深部観察や光操作技術と

の併用による神経活動計測、脳の機能および微細構造の解明、がんの外科手術時における微

小転移浸潤巣の検出、診断と治療の融合（セラノスティクス）研究などが挙げられる。また

近年では新しい科学技術を用いた生命科学の革新が注目されていることから、それらの科学

的知見も新たな医療機器・技術を生み出す可能性を秘めている。その重要性は、第５期科学

技術基本計画や平成 28 年 5 月 31 日に閣議決定された「国民が受ける医療の質の向上のため

の医療機器の研究開発及び普及の促進に関する基本計画」においても指摘されており、わが

国が保有する量子ビームなど大型研究施設・機能を更に生命科学や医療分野で利活用するこ

とも大いに期待されている。 

その他、本区分の研究開発を取り巻く環境に関しては、わが国では研究開発のインセンテ

ィブ、連携、人材育成が横断的課題として度々指摘されている。 

まず研究開発のインセンティブに関して、新規性の高い医療機器ではその開発及び承認審

査段階での安全性と有効性の評価に係る指針（ガイドライン）が予め示されていることが、

開発の迅速化及び承認審査の円滑化に資する。そのため積極的な策定が望まれており、現在

は厚生労働省や経済産業省の関連事業を通じて産学官が一体的にガイドライン策定に取り組

む状況ができている。 

次に連携に関しては、日本は大学や公的研究機関による要素技術の研究開発成果が、機器

メーカーによる実用化・事業化に結びついておらず、一貫した研究開発体制が欧米と比較し

て弱いことが指摘されている。また個別機器の専門家と医学・生物学の専門家の交流が少な

いためシーズとしての多様な先端技術と応用分野でのニーズを結びつける機会も少ないと言

われている。こうした基礎～応用～実用化～事業化の連携や異分野・異業種の連携の促進が

望まれている中で、現在は国の産学官連携や医工連携施策を通じた支援が行なわれている。

例えば大企業が取り組みにくい研究開発の初期段階を担う医療系ベンチャーや中小企業に対

する振興、支援の取組みが関連府省で行われている。自治体レベルでも東京都が医工連携を

橋渡しする組織を設立するなど連携支援の取組みが改めて盛り上がりを見せ始めている。さ

らに異分野融合の促進という点でも、ライフサイエンス・臨床医学分野への応用が期待され

ている量子科学技術の発展を担う新法人の設立を契機として様々な連携が盛んに形成され始
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めている。 

最後に人材育成に関しては、医療機器開発を担う人材の不足が懸念されている。そのため

医工連携による大学院教育の展開や、医学部・大学院を通じて新たな医療機器などの研究開

発に挑む人材の育成拠点形成などにより、分野横断的な研究人材や実践的な人材の育成に向

けた取組みが進められている。またその中ではスタンフォード大学で開発された医療機器人

材育成プログラム（バイオデザインプログラム）の日本への導入、実施に向けた取組みも行

なわれるなど新たな試みも見られる。 

以上が本区分の概要となるが、研究開発領域ごとの詳細に関しては、次項以降を参照され

たい。 

 

1) 研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野（2015 年）、2015 年 4 月、国立研究

開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 
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３.３.１ 診断機器・技術 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

疾病の早期発見・診断、治療方針の決定、治療効果の判定などに使用される医用画像機器

及びシステムの実運用を目指した研究開発領域。とりわけ本項では、がんや生活習慣病の病

態の把握や診断支援に不可欠な技術となっているイメージング機器・技術を主に取り上げる

（研究用途の機器・技術に関しては「生体イメージング機器・技術」を参照。その他、ナノテ

クノロジー・材料分野でも「生体イメージング」を設定している）。 

イメージング機器には CT（Computed Tomography／コンピュータ断層撮影）、MRI

（Magnetic Resonance Imaging／磁気共鳴断層撮影）、PET（Positron Emission To-

mography／陽電子放出断層撮影）、SPECT（Single Photon Emission Computed 

Tomography／単一光子放射断層撮影）、US（Ultrasound Imaging／超音波画像

撮影）等がある。全体の傾向として、医療の質の向上と医療費の抑制が求められ、

定量化と情報化が進められている。これは病変の検出だけでなく、機差を吸収し

病変の経時変化を追跡可能なように情報共有・蓄積し、将来的には読影を支援す

るような人工知能の活用へと繋げていくものである。さらに診断精度の向上や治

療機器との組合せによる治療の向上を目指して、光学（光音響を含む）や既存技

術の組み合わせにより構成されるマルチモーダル機器が急速にその地位を高めつ

つある。これは、光を用いたイメージング技術が CT や MRI などと比べて感度が高く、

分子イメージングにも適し、さらに大掛かりな設備が不要なためベッドサイドや検診で簡便

に利用できる可能性が高い等の特徴によると考えられている。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

厚労省調査 1)によると、国内医療施設における各機器の設置台数および実施件数・患者数

は、それぞれ 2014 年時点（2011 年時点）で、CT：13,116 台（12,943 台）および 2,607 千

人（2,376 千人）、MRI：6,508 台（5,990 台）および 1,254 千人（1,124 千人）、PET（PET/CT）：

547 台（466 台）および 54 千人（49 千人）、SPECT：1,361 台（1,360 台）および 46 千人

（43 千人）である。しかしこれらの機器について、部品は国産品が国際的に利用される一方、

製品としてはハイグレード機器を中心に国内企業の占有率が低く、大半が輸入に頼っている

状況である（ただし CT は国産製品のシェアが高い）。 

イメージング機器ではそれぞれの特徴を踏まえた研究開発が行なわれている。CT は放射

線画像診断装置の中では最も設置台数および実施件数・患者数の多い機器である一方、現在

は医療被ばくの観点から国際的な議論が続いている。この被ばくの課題を解決するために、

線量を低減した SNR の低い画像から良好な画像を復元する逐次近似法を活用した画像再構

成方法が研究開発されている。また CT による診断情報を増加するために、照射系や検出系

の二重化により二つのエネルギー吸収を画像化する Dual Energy 法が開発され、さらに

Photon Counting 検出系により複数のエネルギー吸収を画像化する Spectral CT 法の研究開

発も進められている。MRI は被ばくが無く高解像度での 3D 撮像を可能とし、マウスからヒ

トまで幅広く使われている機器である。PET と比較すると解像度は高い（MRI：50μm、
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PET：数 mm 以下）が、特定のプローブに対する感度が低い（MRI：μM、PET：nM～pM

の濃度のプローブ集積が必要）。機器開発は磁場強度の向上のほか、スパースサンプリングな

どの計測プログラムや定量解析などの解析技術の高度化、および AI 活用等が注目されてい

る。造影剤開発も多様に行なわれている。放射性同位体を体内に投与するPETおよびSPECT

は核医学イメージングと総称され、高感度（nM～pM）でのプローブ検出が可能なため投与

量が極めて少量でよく、体内の薬剤分布を臓器毎に定量するなどの利用も容易である。機器

開発においては空間分解能と放射線の検出効率の向上にかかる研究開発が行なわれている。

プローブ開発においては、アルツハイマー病などでより疾患に特異的な分子の研究開発が行

われている。超音波では、3Dや時間を加えた4D計測の性能向上のために2次元面検出器や、

送受信の効率を高める開口合成等の制御方式の研究開発が進められている。診断の客観性向

上のために、組織の弾性を計測する Shear Wave Elastography などの定量化技術の研究開発

が進められている。また、超音波の時間分解能の高さや簡便性を活かし、穿刺誘導や術中応

用などマルチモダリティ化が行われている。以上述べたイメージング機器個々の機能性能向

上とともに、全体として計測画像の診断を支援するために、機械学習に代表されるような人

工知能やビッグデータ解析が研究されている。光を用いたイメージングは、ヒトにおいては

現在のところ体表か内視鏡におる消化管表面や術中などでの利用に限定される。臨床での安

全性が確認されているインドシアニン・グリーン（ICG）で応用研究が広がっているが、そ

れ以外にも多様な蛍光プローブが開発され、試薬として提供され、基礎～前臨床研究で幅広

く普及している。生体のバイオマーカーに応答して蛍光強度を変化させる反応性プローブも、

特異性の高い信号をもたらすため臨床応用への試みが始まっている。また同時に、共焦点顕

微鏡や多光子顕微鏡など光学系も発展し、生体において高解像度かつリアルタイム観測が可

能になりつつある。その他のイメージング機器個々の動向について、MRI と PET・SPECT

を例にして以下に示す。 

 

＜MRI＞ 

・ 磁場強度（マグネット開発）：磁場強度は MRI の感度を決める基盤であり、その向上に

向けて先端的な超伝導技術の開発が続けられている。日本に加えて欧米（米・独・英・

仏など）の限られた国が先端的な要素技術を有しているが、近年になり中国でも開発が

始まった。臨床 MRI 装置については複数の企業から 7 テスラ（T、1T = 10,000 ガウス）

が市販され、米国で 10.5T の頭部専用装置が稼働し(Minnesota)、間もなく仏で 11.7T

全身 MRI 装置の完成が予定されている(NeuroSpin)。7T 以上の高磁場 MRI 装置は巨大

かつ大重量な装置でありそのままの形状では広い普及が望めない。小型化を実現するた

めには従来のニオブチタンに代わる次世代型の超電導材料あるいは高温超電導と呼ば

れる技術の必要性が増す。 

・ MRI システム開発：近年は、磁場強度に限らず「MRI システム」と呼ばれる（１）傾

斜磁場制御（空間分解能・高速化）、（２）高周波の送受信技術（感度・均一性・高速

化）、（３）計測プログラム（パルスシーケンスとサンプリング手法への新機能付与・

高速化・定量化）、（４）解析技術、等を組み合わせた総合性能の高さが要求されてい

る。また臨床応用ではこれらに加えて造影剤、診断支援、読影ノウハウ等も重要な要素

である。将来的には、各種の要素技術をより向上させ、画像解析技術にシーケンスなど
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の計測技術や人工知能を基盤とする解析技術を融合させ、さらに他の診断技術をも組み

合わせることで精度の高い疾患判別などの「診断ソリューション」の創出が臨床 MRI

における研究開発の中核となっていくと見られている。なお臨床用の MRI システムで

は独・シーメンス社と米 GE 社の技術が突出しており、これに蘭フィリップス社、東芝

メディカル（キヤノン）、日立が続く状況である。欧米企業は先端的な研究所や大学と

世界を網羅する共同開発体制を確立（囲い込み）しており、大学発で臨床応用された技

術も数多い。日本では産学連携は小規模かつ単発的である。 

・ パルスシーケンス：MRI ではパルスシーケンスと呼ばれる高周波と傾斜磁場の制御プロ

グラムを変えることで、構造画像の組織コントラストを変える、脳活動を画像化する 2)、

より高速な 3D 計測を可能とする 3)、血流や血管を描出する 4)、微小循環や水分子拡散

を計測する、代謝情報をマップする等の様々な計測が可能になる。この技術の多様性・

進歩性は研究者の主たる開発テーマであり、また産業においては臨床装置の競争力にお

ける中核で、海外企業は早くから産学連携による開発体制を確立し、開発者・研究者の

囲い込みを行ってきた。しかし国内では企業が開発し医療機関が使用するという一方向

の流れが目立ち、この点が、国内企業が高い技術力を持ちながら国際競争力でやや遅れ

をとる理由の一つとなっている。なお最近は計測データを間引きすることで高速化する

スパースサンプリング技術や、測定対象の物理的な値を計測することで複数種の定量画

像を一度に生成する手法等、高速化に資する開発が相次いでいる（その臨床的有用性と

限界についても議論が始まっている）。 

・ 脳疾患にかかる MRI 研究の動向：MRI は脳疾患に対する無侵襲の診断装置として様々

な診断情報を提供しており、現在も以下に示すような多岐に亘る研究開発が行なわれて

いる。 

①. 脳の領域分割と体積算出（ボリュームメトリー）：多数の正常・患者データの集

計・分析によって脳領域の分割法と評価技術が進み、より高精度な疾患判定法へ

と進展しており、将来的には経時的解析により認知症の自動診断やリスク評価が

可能になると期待されている。 

②. 拡散テンソル：水分子の拡散状態を画像化する手法（拡散 MRI）の進展により、

拡散テンソル画像を用いた初期の神経疾患で生じる細胞レベルに近い変性（軸策

径）や軸策内での微細な繊維走行の推定、あるいはがん細胞の直径分布の推定や

細胞内器官を含むミクロンレベルでの水分子拡散の不均一性解析（Diffusion 

Kurtosis Imaging）などが進められている。 

③. 定量的磁化率マッピング（QSM）：QSM は組織の磁化率を推定する方法で、ヘ

モグロビンの磁性変化、加齢や代謝異常による鉄沈着、タンパク質の変性など血

液循環や神経変性などの疾患の診断に有用と期待されている。 

④. 機能的 MRI（fMRI）：fMRI においては、デフォルト・モードと呼ばれる安静状

態の脳活動パターンが認知症患者だけでなくアルツハイマー病家族歴を有する健

常者においても異常性が見出されるなど、発症前診断の可能性が注目されている。 

・ がん診断における多変数 MRI：最近、報告が急増している分野として、「多変数 MRI」

と呼ばれる手法があり、特に腫瘍診断や腫瘍の特徴分析での有用性が注目されている。

MRI 装置性能が向上し撮像時間が短縮化したため、腫瘍診断に有用な複数の画像法（例
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えば、形態・拡散 MRI・造影と循環など）を複数取得し、それぞれを重ねて解析するこ

とで偽陽性・偽陰性の発生を抑えて診断精度を向上させ、また個々の腫瘍が持つ特性を

明らかにしようとする試みである。PET/MRI など複数の生体イメージング法を同時あ

るいは連続的に撮像するマルチモーダル手法も同様の発想で、市販装置の販売開始に伴

って報告数が増加している。 

・ 造影剤開発：臨床用 MRI 造影剤は、Gd イオン（Gd3+）を直鎖型錯体に結合した Gd-DTPA

製剤が 1988 年に我が国で承認されて以来、イオン化リスクの少ないマクロ環型錯体

（DOTA など）に改良され、長い期間に渡って「Gd 錯体型」が主流として使用されてい

る。他に酸化鉄微粒子による肝腫瘍造影剤、マンガンイオンや鉄イオンによる経口造影

剤なども認可されたが、市場としては汎用的に使用される Gd 錯体型の造影剤が大半で

ある。現在の研究開発動向としては、（１）安全性に対する懸念とその解決方法の模索、

（２）機能性を高めたものや治療と融合した造影剤開発に二極化しつつある。また安全

性に関しては生体への安全性と、尿排泄され下水に流入することから生じる環境汚染へ

の対応という２つがある。 

・ 高機能あるいは治療と融合した造影剤開発：各種ナノ粒子（ナノミセル、PEG 化リポ

ソーム、量子ドット、デンドリマー、シリカナノ粒子、PLGA 等の高分子ナノ粒子、フ

ラーレン、カーボンナノチューブ等）を用いた造影剤開発が多数行なわれている。ナノ

粒子を用いるメリットには、（１）造影剤を粒子上に多数配置することによる感度上昇

（解像度上昇）、（２）薬剤送達による標的性の付与と局所集積、（３）体内動態を維

持したまま多機能化（反応性・治療効果付与・マルチモダリティ対応）が可能、（４）

ナノ粒子を用いた治療薬（ナノ薬剤）に対するコンパニオン診断が可能、などがある。

抗がん剤を搭載した高分子ポリマーから構成されるナノミセルは、現在、数種類が臨床

試験中である。ナノ粒子型の薬剤は局所濃度の向上と副作用を低下させることが報告さ

れているが、がんの構造によっては内部に深達しない可能性が示唆されている。ナノ薬

剤と似た構造の MRI 造影剤があれば、その送達性や副作用（病巣以外の集積）を事前

にチェックしてから治療を開始する事が可能になる。そういった「コンパニオン診断造

影剤」とも言うべき新しいカテゴリーの造影剤が、ナノ薬剤の登場に伴って注目されて

いる。その他、センサーのように信号を変える反応性 MRI 造影剤、治療薬の搭載や光・

超音波等に応答して治療効果を発揮するセラノスティクス（診断治療融合）型造影剤な

どが、研究段階ではあるが多数報告されており、今後、実用化に向かうもの、あるいは

さらなる高機能化へ向かうものなど発展が期待されている（これらの詳細は、別稿・「ナ

ノテクノロジー・材料分野」の「生体イメージング」参照）。なおナノ粒子造影剤以外

には、検出感度を数万～10 万倍向上させうる超偏極造影剤や、特定の核種の分布や代

謝物を観測することを可能にする CEST の造影剤等の開発が行なわれている。 

 

＜PET・SPECT＞ 

・ 普及状況：放射性同位元素で標識した検査薬の体内分布を 3 次元画像化する核医学診断

法として、positron emission tomography（PET）法と single photon emission computed 

tomography（SPECT）法が実用化されている。PET は SPECT よりも 10 倍から 100

倍高い感度を持つため、ピコ mol オーダーの体内微量物質でも画像化可能である。これ



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

334 

らの核医学イメージングは生体深部であっても微量体内物質の定量イメージング性能

に優れるという特徴から、がん診断等の画像診断法のほか、分子イメージング研究を推

進する手段としても活躍している（分子イメージングについては「生体イメージング機

器・技術」参照）。2015 年１月現在、日本国内では約 500 台の PET が稼動しており、

メーカー別シェアでは GE45%、シーメンス 33%、フィリップス 8%、島津製作所 7%、

東芝メディカルシステムズ 6%となっている 5)。一方、PET 装置の主要部品のひとつで

ある光電子増倍管（光センサー）は世界中の PET が浜松ホトニクスの製品を使ってい

る。 

・ FDG-PET の更なる性能向上：18F で標識したブドウ糖類似体であるフルデオキシグル

コース（FDG）を用いた FDG-PET は、がん診断で約 10 年前に保険適用を受けて以来

大きく普及が進んだ検査である。現在では腫瘍の存在診断をはじめ、質的診断や治療効

果の評価などにも利用され、年間 60 万件以上の臨床撮像件数が行われており、現在も

増加傾向にある 6, 7)。しかし空間分解能や装置感度（放射線の検出効率）に課題が残さ

れており次世代技術の開発は世界的な競争下にある。例えば、より早期のがん検出など

診断精度向上のためには、現状 5-6mm 程度の空間分解能を 1-2mm にまで改善するこ

とが求められている。また装置感度は現状 5%程度（被検者から出た放射線のうち 95%

以上を検出できていない）が限界であるが、画像ノイズ抑制や薬剤投与量削減（被ばく

量削減）、あるいは検査時間短縮のためにも改善が求められている。 

（３）注目動向 

＜横断的事項：診断機器の役割変化＞ 

・ データの標準化：各イメージング機器の性能向上や計測手法の開発が進められる一方、

機器から得られるデータをいかに実際の診断・治療に役立てられるかという観点からの

アプリケーション開発競争も激化しつつある。またこうした中でデータ標準化に向けた

動きも始まっている。Quantitative Imaging Biomarker Alliance（QIBA）は北米放射

線学会（RSNA）の主導で始まった画像診断装置の計測方法の標準化を進める活動で、

装置や計測方法の差異を低減するような標準化を推進しようとしており、世界的に活動

が展開しつつある。国内では日本磁気共鳴医学会と日本医学放射線学会が RSNA と連

携して MRI の定量化に関する標準化活動を開始している。 

・ 大容量データ・大規模データの解析：多くの医療イメージングにおいて、（１）データ

の大容量化と（２）多数の患者数での解析をどう解決するかという２つの問題を抱えて

いる。つまり大容量化したデータを極めて多数の個体で解析することで、これまで不可

能だった病巣の発見や疾患の高精度鑑別、予測的な判断等が可能になると期待されてお

り、その方法論についての研究が増加している。例えば安静時 fMRI では、三次元で全

脳をカバーする高解像度の MRI データが高速スキャンによって毎秒１回程度の速度で

計測される。しかも多数の並列計測を実施する事が多く、１回の計測で数十〜数百 GB

を超える大容量データとなる。こうした４次元的な大容量データを人間が「読影」する

ことは出来ないため、脳の各領域が相互に同調性を持つかどうか（結合や回路と表現す

る場合もある）、天文学的な組合せ数での相関解析を網羅的に実施することになる。ま
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た疾患を鑑別するためには、その解析を少なくとも数百人、出来れば数千人以上の健常

人と患者に対して実施し、疾患特異的な特徴を見出す必要がある。こうなると数・量共

にビッグデータ解析であり、膨大なデータから疾患の特徴を抽出するには、医師の目に

替わる「人工知能」の活用が必須となる。 

・ 解析技術・人工知能（AI）の活用：医療画像、特に放射線科で扱う画像はデジタル化さ

れており、大容量化するデータの効率的な活用や AI の活用を試みる多くの取り組みが

始まっている 8)。今後しばらくは研究室レベルでの研究が進むと見られているが、それ

らを通じて重要な「教師データ」が着実に蓄積されていくため、進歩は大変早いと予想

されている。近年、安静状態の機能的 MRI データに AI 技術を適用することで精神・神

経疾患に特異的な脳領域間の同期パターンが特定できるようになり、自動診断や治療効

果の定量的評価手段としての可能性に大きな期待が寄せられている。病理医不足といわ

れている病理組織画像の診断においても要請が高い。こうした動きもあり、現在この分

野は、学術・産業の両面において水面下で最も激しい競争が生じていると考えられてい

る。これに対し、日本は、開発者数や産学連携体制の不足により、最先端の解析法や新

しいアプリケーションへの対応が欧米と比べて遅れがちである。また国内で医療分野に

どれほど早く本格導入されるかは法整備の状況次第という面もある。つまり、医師法で

は診断は医師が行うと定められているため、現行のままでの導入では AI はスクリーニ

ングを行なうものと想定するにとどまる状況にある。なお米国には、放射線科や病理組

織の画像をインド在住の医師が診断（スクリーニング）するといった事例がある。 

・ 手術室の高度化：MRI や CT などの医用画像機器を手術室に設置し、それらから得られ

る術中画像をナビゲーションシステムに転送して脳腫瘍などの摘出状況を評価するい

わゆるインテリジェント手術室の開発・整備が進んでいる（詳細は「治療機器・技術（手

術支援システム、ロボット・デバイス）」参照）。 

 

＜MRI＞ 

・ 定量的 MRI と疾患鑑別：装置性能（感度・計測・解析手法等）の向上により撮像速度が

数倍～10 倍近くにまで向上した結果、医療におけるルーティン検査の時間内に多種の定

量計測（体積、長さ、信号比等）が可能になりつつあり、またその結果を大規模な疾患群

に適用して判別を行なう手法が広がってきた。その結果、例えば安静時の脳機能 9)、組織

温度の高速撮像 10)、緩和時間、水分子拡散など定量的 MRI がヒト研究・臨床へと徐々

に広がりつつある。なおこの先駆けとなったのは 2006 年から 2010 年に米国 NIH と

FDA が中心となったアルツハイマー病神経イメージング計画（ADNI）であり、2011

年から現在も後継プロジェクト ADNI2 が継続中である。よく較正された三次元的な脳

形態画像から、各脳領域の体積を抽出して定量化、認知症患者では特定の脳部位が減少

することを示し、現時点において認知症診断の最も堅実な客観的指標となっている。今

後は、手間のかかる体積や信号値の解析がより自動化されることで、脳以外においても、

臓器体積や異常信号比の検出により、疾患診断に重要な情報を提供できると期待されて

いる。また、水分子の拡散係数、拡散異方性、脳循環量、緩和時間、磁化率、ヘモグロ

ビン代謝の変化統計量（fMRI）、大血管の流速、温度など多様な定量 MRI データの値

と疾患との関連性を調べるため、大規模な患者群が適用され、疾患鑑別の指標を見つけ
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出す臨床研究も盛んになっている。 

・ MRI 撮像の高速化：高速化は、（１）フェイズドアレイコイルによる高周波の並列受信

（パラレルイメージング法）とマルチバンド法、（２）圧縮センシング法（またはスパー

スサンプリング）などデータ数を減らし取得時間を短縮する方法、（３）シンセティッ

ク MRI やフィンガープリンティング法 11)など、組織固有値を推定することで、複数条

件での測定結果を逆算する手法などが新たに注目されている。それぞれの技法で取得時

間を短縮し、10 倍速以上を達成したとする報告もある。こうした高速化に伴う画質や

情報量の低下・変性が臨床における診断精度に及ぼす影響については今後の検討が必要

だが、高速化による患者負担の低減やハイスループット化は MRI の用途拡大にも貢献

する可能性もあり注目されている。 

 

＜PET＞ 

・ セラノスティクス（診断治療融合）研究：分子イメージングプローブの標的部位への選

択的移行性を利用して、画像化および治療に適した放射線を放出する放射性同位元素と、

レーザー光を吸収して熱を効率的に放出する色素や化合物をプローブに結合させた化

合物からなる治療薬の開発を行おうとするセラノスティクス研究が始まっている 12)。実

際に、治療に適したα線、β線放出放射性同位元素の化合物を用いたいくつかの化合物

が最近保険適応になり、日常臨床で使用されるに至っている 13)。なお今後は治療効果を

画像化するための微量なγ線を検出する高感度 PET が必要になる。 

・ TOF-PET：PET 検出器については、2005 年頃から同時計数における放射線の飛行時間

差 time-of-flight（TOF）情報を取得する技術が製品搭載されるようになり、現在の各

社最上位機種は TOF-PET である 14)。最新機種の TOF 時間分解能は 500ps（位置に換

算すると 7.5cm）前後であり、TOF 情報が直接解像度を改善することはないが、画像

中のノイズ伝播範囲が限定されることから、S/N 比が向上し画質改善に有効である。研

究開発レベルでは、TOF 分解能改善が世界的に進められており、2013 年に検出器をデ

ジタル化した装置が開発され、TOF 時間分解能が大幅に改善された。また、100ps のチ

ャンピオンデータが得られたとの報告もある 15)。 

・ DOI 検出器：PET 検出器の感度と位置弁別性能を両立する技術として、シンチレータ内

の放射線検出位置を 3 次元的に計測する depth-of-interaction (DOI)検出器の開発が盛ん

に行われており、TOF に続く PET 検出器の技術革新として実用化が期待されている。放

射線医学総合研究所が世界に先駆けて 4 層 DOI 検出器の実用化に成功している 16)。 

・ 認知症バイオマーカー：認知症のバイオマーカーといわれる Aβ蛋白、タウ蛋白のイメ

ージングプローブが数多く開発され、Aβプローブの院内合成設備 3 種が薬事承認され

た。これまでこれらのバイオマーカーがどこにどれだけ蓄積されているかは死亡後の剖

解でしか見ることができなかったが、生きたまま画像上で診断可能となり認知症全般の

臨床研究が急速に進んでいる。 

・ Autoactivation PET Study：粒子線治療を行う場合、ビーム照射により体内で自己放射

化が生じ、PET で画像化することができる。そのためこれを利用して放射線治療計画装

置によってシミュレーションされた通りに照射されたかどうかを確認することができ

るが、放射化されるのは短時間で微量であるため、今後はこれらを検出できる高感度



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

337 

俯
瞰
区
分
と
研
究
開
発
領
域 

生
体
計
測
分
析
技
術
・
医
療
機
器 

PET 装置が必要となる。 

・ PET/MRI 一体型装置：2013 年以降導入され、2015 年には TOF-PET が可能な製品も

リリースされた。臨床研究が進められ MRI と組み合わせることによる有用性も報告さ

れているが、肺野領域などは CT による診断が優れている。また、MRI の研究で同時に

撮影する PET と比較する目的で利用されることもある。 

 

＜SPECT＞ 

・ 半導体検出器：従来型のアンガー型検出器に代わる次世代の検出器として研究開発され

てきた半導体検出器であるが、2010 年に心臓用 SPECT 装置が本邦においてもリリー

スされ、2016 年に大視野検出器を搭載した汎用型 SPECT 装置も製品化された。放射

線を直接電気信号に変換する効率の良さとエネルギー分解能の高さを活用した短時間

収集や 2 核種同時収集などの臨床応用が進んでいる。今後、半導体検出器の低価格化と

安定供給によりさらに普及が進むと推測される。 

 

＜光イメージング＞ 

・ 光を用いたイメージングの医療応用：光を用いたイメージングは、分子を直接観察でき

る高い空間分解能とミリ秒単位で画像の取得が可能な高い時間分解能を持つため、CT

や MRI を用いて行われてきた従来の画像ナビゲーション手術の精度やリアルタイム性

をより向上させることが期待されており、がんの外科手術時における微小転移浸潤巣の

検出などを中心に活発に研究が行われている 17, 18)。最近開催された米国の消化器外科の

シンポジウム 19)（The International Society for Fluorescence Guided Surgery, ISFGS）

で蛍光誘導手術ナビゲーションが採り上げられるなど、医療現場で利用される下地も整

いつつある。機器としては超解像顕微鏡、深部計測に有用な２(多)光子励起顕微鏡や光

音響顕微鏡、非標識計測に有用なラマン散乱顕微鏡やそのシグナルを増強できるコヒー

レントラマン散乱顕微鏡や誘導ラマン散乱顕微鏡など新たな技術が次々と確立されて

いる。また特殊な蛍光プローブ、ラマン散乱顕微鏡用の低分子量プローブ、深部観察用

の組織透明化試薬などの試薬開発も盛んである。現状ではまだ臨床に使える分子プロー

ブが少なく、組織深部の観察も難しいなど課題も残るため十分な活用には至っていない

が、これらのバイオフォトニクスの先端技術は、ライフサイエンス分野だけでなく、医

療分野においても重要なものとなりつつある。なお近赤外光を利用したイメージング技

術は、脳活動に伴う大脳皮質の血中ヘモグロビン濃度変化を計測する fNIRS ないし光

トポグラフィーが、脳機能を計測する技術として既に臨床応用が進んでいる。また光イ

メージングは半導体技術との組み合わせにより極小化を図ることが可能であるため、病

院内に限らず家庭用やウェアラブル用途に向けた研究開発動向も出始めている（例：イ

リノイ大学の Tatoo センサー、ウェアラブルタイプの光トポグラフィ）。 

・ 無標識分子イメージングの可能性：多くの蛍光色素はその毒性を完全には払拭できず、

それがヒト in vivo イメージングないし診断への応用の障壁となっている。その克服に

向けた１つの方向性は、組織を構成する分子固有の情報から識別でき、蛍光色素のよう

な標識を必要としないイメージング手法の開発である。ラマン散乱分光は、生きた細

胞・組織中に存在する分子の構造やその変化を非破壊・無標識で解析可能である。これ
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までラマン散乱の散乱断面積は非常に小さく生体イメージングが難しいとされていた

が、レーザ・光検出技術の急速な発展により生理的な環境下かつ十分な速度で実施可能

な機器が登場するようになり、無染色のままで組織を解析できるようになってきている。

現在は、癌の診断にラマン散乱技術を利用する試みが主として欧州を中心に行われてい

る。またラマン散乱による心筋梗塞の病態の把握 20)も行なわれている。残存心筋の割合

（バイアビリティ）を正確に測定できるため、より適切な治療法の選択が可能になると

期待されている。さらに他の結合組織や脂肪組織と異なるラマンスペクトルを有する末

梢神経を、手術時にラマン散乱で正確に識別、温存できる可能性も指摘されている 21)。 

・ 近赤外線免疫療法による診断と治療：2015 年 4 月、米ベンチャー企業の Aspyrian 

Therapeutics が、他の療法で効果が無かった頭頸部腫瘍症例に対して近赤外線免疫療法

の第 I 相試験（フェーズ 1）を行う許可をアメリカ食品医薬品局（FDA）から得た。こ

の近赤外線免疫療法は米 NIH 国立がん研究所の小林久隆主任研究員の研究グループか

ら同社がライセンスを受けたものであり、癌細胞に選択的に結合した抗体薬剤に近赤外

光を照射することによって癌細胞を死滅させる。広範に散らばったがん細胞を殺すこと

ができるだけでなく、細胞膜が傷害された癌細胞の抗原がすべて免疫系に露出されるた

め、免疫反応を引き起こすことで、近赤外光が到達できなかったために生き残った局所

の癌細胞や転移した癌細胞にも効果があると考えられている 22)。通常、殺細胞性の薬剤

は代謝や排泄を行なう正常な臓器にも毒性を示す等の問題があるためにヒトへの適応

が難しいと考えられているが、この事例は、診断と治療の両方に効果がある等、極めて

効果的なプローブであり患者にとって高い価値があればヒトに適応できる可能性を示

すものであり、今後の新規プローブ開発における毒性の問題への取り組みに対して影響

を与えるとの見方もある。 

・ 高精細化：8K 技術の臨床応用に向けた研究開発が進んでいる。高精細な画像が得られ

ることで遠隔医療等における病理診断への利用が期待されている。なお 8K の硬性内視

鏡の開発に関しては「治療機器・技術（手術支援システム、ロボット・デバイス）」を

参照。 

（４）科学技術的課題 

＜MRI＞ 

・ 計測プログラム・解析技術の高度化：３T 以下の現行装置では、並列計測、パルスシー

ケンスや解析技術の向上によって、さらなる高速化あるいはマルチパラメーター化が求

められ、高速化の際にも必要な情報が欠損しないような改良と最適化が必要となってい

る。また磁場強度に限らず、今後は人工知能を含めた解析技術など、ソフト面での競争

の比重が大きくなると予想され、情報学など異分野での開発体制の構築が求められる。 

・ 高感度・高分解能・低コスト化：機器開発の方向性は、より高い感度、空間・時間分解

能の向上、および開発と維持コストの削減に主眼が置かれている。そのうちとりわけ医

師による診断精度の向上や生物医学研究への応用にとって重要となる課題は、疾患感度

（どのくらい微小な変化を検出できるか）と特異度（疾患のみを描出し、さらに病気と

正常を見分ける能力）の向上、およびその汎用性の向上である。これらを克服するため
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に、感度や解像度の向上を土台としつつ、複数の画像法あるいは複数のモダリティから

疾患を判別する技術開発、疾患に計測法を最適化する技術、大容量のデータと大規模な

患者群のデータから機械学習によって特徴を見分け診断を補助する技術開発、など多数

の研究課題がある。また、臨床においていかなる患者でも安全に使用できる造影剤、疾

患特異的に集積して読影を容易にする造影剤や疾患の分子情報を反映する造影剤、超高

感度かつそれが持続する造影剤など、新しい世代の造影剤開発が求められる。 

・ 高磁場化：高磁場 MRI 装置の開発・実用化の際には、より空間的均一性が高く、安価

な高温超電導線材とマグネットの開発が必要になる。これは日本を含め世界各国で継続

的な開発が実施されているが、現時点では線材強度、耐久性、コストなどの問題から実

用化には至っておらず、当面はコストを度外視してでも研究開発を進める段階にあると

見られている。広い空間での均一性確保については日本企業が高い技術力を持つが、産

学連携体制が機能しておらず先端技術において欧米から若干の遅れをとっている。なお、

高磁場 MRI で良好な画質を求める場合、並列での高周波送受信、動的な磁場空間補正、

パルスシーケンス開発などシステム開発が連動することも必要である。 

 

＜PET＞ 

・ PET/MRI 一体型装置の PET 定量性：PET/CT では CT 画像から PET の放射線吸収補

正を行っているが、MR 画像は放射線吸収量とは無関係であるため、MR 画像から PET

の放射線吸収補正を正確に行うことができない。そのため、さまざまな方法が研究開発

されているものの、いずれも PET/CT ほどの定量性が達成されていない。 

 

＜光イメージング＞ 

・ 生体深部のイメージング：光学機器を医療に利用するためには、分子プローブないしは

ラマン散乱顕微鏡による特異的分子検出方法の開発、または組織の深い部分で生じてい

る生体機能に関わる分子の動き等をイメージングする方法の開発が必要である。後者に

ついては、人の組織を透過し易い近赤外を利用する方法、音波がヒトの組織を容易に通

り抜けることを利用した光音響法、光の組織における伝播（吸収や散乱）をモデル化す

ることによって生体機能に関わる分子の分布や動き、あるいは生体組織の深部構造を解

析する拡散光トモグラフィー（DOT）や光コヒーレンストモグラフィー（OCT）など

がある。これらは CT や MRI と同じ程度の深部は不可能であるが、癌の約 95％を占め

る上皮由来の癌腫は粘膜などの表面から発生するため、癌の診断に関して言えば内視鏡

で到達可能と言える。従ってこれを実現するためには光の先端技術を搭載できる内視鏡

の開発が今後必要になる（例：ラマン（分子）と 2 光子（血管構造）の同時計測）。 

・ 光が生体に与える影響に関する研究：光イメージング技術の臨床応用が今後さらに進む

につれて、光が生体に与える（安全性等含む）影響に関する研究がより重要になってく

る可能性がある。生体組織と光の相互作用を細胞・分子レベルで明らかにする研究を進

め、関連知見を蓄積することにより、後述するファントムの作成においても、巨視的な

散乱・吸収の観点に留まらない検討が可能になると期待される。またこうした研究を通

じて得られる光物理化学的知見（散乱・吸収の基礎データ）等の光イメージングに係る

科学的知見や技術を集積し分野の進展に繋げるプラットフォーム作りも重要になる。 
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＜その他全般＞ 

・ 分子プローブの開発と企業：医療に役立つイメージング法の開発は、先端機器と分子プ

ローブの両者の開発が必須であるが、両方を１社で行える企業は少なく、医療機器メー

カーと製薬企業の共同研究が必要であるが、多くのケースでは諦められている。その理

由は分子プローブなど診断薬の重要性は分かっていても、薬価が低いため製薬企業にと

って魅力的な分野にならないという点であるが、前述した治療も行える診断薬がこの点

で魅力となる可能性がある。 

（５）政策的課題 

＜横断的事項＞ 

・ 多分野を学ぶ人材の育成：米国等では医学系の研究室において医療や医学が分かる物理

系や化学系の若手研究者が育っている一方、日本ではそうした多分野を肌で知る者がそ

れほど多く育っていないとの指摘がある。 

・ 産学官連携の不足：イメージング機器の研究開発における産学官連携は依然として不十

分と言われている。大学・公的研究機関による要素技術研究開発成果が機器メーカーに

よる実用化・事業化に結びついておらず、橋渡しの促進が望まれている。他方、欧州、

特にドイツでは傑出した光学メーカーが研究開発を牽引しており、光学機器の臨床研

究・応用が行ないやすい状況があることが知られている。 

・ 研究開発に係る教育体制：欧米では MRI の基礎から応用までを系統的に教育する教育

機関が多数存在するが、日本には MRI 製造企業が２社存在するにもかかわらず、大学

での教育体制が脆弱である。そのため企業、アカデミア双方から懸念が示されている。

また生物医学への応用では単に装置を購入して使用するだけに留まるサイトも存在し、

先端的な「開発」を実施している機関は多くない。大学では臨床用の MRI は医学部内

に設置されることが多いが、そこで「MRI を使った研究」を実施する医師は存在するも

のの、MRI 開発体制がある医学部は欧米と比較すると稀である。医工連携をどう構築す

るか、装置を高度な研究に生かすことのできる人材をどう育てるかという重要かつ普遍

的なテーマの克服には、欧米のように医学部内に複数の教授を配し、その一部を薬学・

化学・工学系の教授に充てて開発体制を構築するなど抜本的な制度改革が必要になる。 

・ 大学の知財：一部の総合大学を除くと知財に関するバックアップも極めて貧弱である。 

 

＜MRI＞ 

・ 米国の施策体系：工学的開発と生物医学出口を目的とした開発の２つの系統がある。工

学的な開発はアメリカ国立科学財団（National Science Foundation：NSF）とフロリ

ダ州が共同で世界最大規模となる国立高磁場研究所（The National High Magnetic 

Field Laboratory：MagLab）を設立し、フロリダ州立大学、フロリダ大学、ロスアラ

モス国立研究所に拠点を持ち、大規模に超電導磁石開発が進められ、その成果が MRI

に応用されている。また米国エネルギー省（DOE）管轄の Lawrence Berkeley 国立研

究所とカリフォルニア大学は、20 テスラを超えるヒト用 MRI の開発計画を提示してい
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る。生物医学出口を目的とした開発は、NIH 内部、MIT、ミネソタ大学など複数の先端

的 MRI 研究開発拠点で活発に行なわれ、成果を上げている。基礎科学の NSF、エネル

ギーの DOE そして医学の NIH という３つの組織が合同でワークショップを開催する

など連携した開発が議論されている 23)。 

・ 欧州の体制：フランス・ドイツ等に研究開発拠点が存在し、自国と EU のファンドを併

用して研究開発を行っている。仏・原子力代替エネルギー庁が所轄する CEA サクレー

研究所 NeuroSpin や独・MaxPlanck 研究所チュービンゲンが有名。 

・ 日本の体制：経産省 NEDO において高温超電導の要素技術開発が長く継続され、物材

機構を中心に超高磁場 NMR 開発実績もあるなど高い技術を保有している。文科省・経

産省が合同勉強会を数度に渡って開催するなど、実用化のための議論が始まっている。 

 

＜PET＞ 

・ 核種の調達リスク：日常核医学臨床診断で現在最も広範に用いられている核種である

99mTc を産生する親核種 99Mo は現在すべて輸入している。しかし、現在 99Mo を供給し

ている海外の原子炉施設から今後長期に渡って現在と同様に 99Mo が供給される保証は

なく、現に数年前には供給が停止したことがあったことから、99Mo の少なくともある

部分は緊急時に備えて、国産化が必要であるとの指摘がある 24)。 

・ RI 関連法規制：当時メーカーの撤退決断を後押しした、世界的に見ても厳しい RI 関連

法規制は、いまだに最先端機器の導入や新規開発を阻んでいると言われている。具体的

には、PET/MRI 一体型装置は欧米を中心に 100 台ほど導入が進み、新型装置を活かし

た優れた臨床研究成果が出つつあるが、RI 法規制の厳しい日本ではいまだ数台程度し

か導入されていない。また、既存 MRI 装置に組み合わせて使える PET 装置の開発が島

津製作所 25)と放射線医学総合研究所 26)でそれぞれ進められたが、RI 法規制がその実用

化を妨げている。具体的には、PET 薬剤の使用は医療法施行規則により PET 使用室に

限られているため、PET 使用室外の MRI 装置に組み合わせて使うことができない。

PET/CT 装置は装置自体が放射線を出すものであったが、PET/MRI 装置は放射線を出

さないため、PET 検査の法規制について欧米並みの緩和が望まれている。 

 

＜光イメージング＞ 

・ ファントムの作成：光学医療機器の標準化の基礎となる、光の人体への影響を見るため

のファントムの必要性が指摘されている。例えば、皮膚や胃の粘膜のファントムを作成

することができれば、どのぐらいの光のエネルギーをこれらの組織に照射できるか（波

長、出力、照射時間）が明示できるようになり、光学医療機器開発の目標が立てやすく

なり、開発スピードの加速が期待される。 

（６）キーワード 

個別化医療、低侵襲医療、医療費の軽減、光イメージングの医用応用、近赤外線

免疫療法、人工知能（AI）、機能的 MRI（fMRI）、安静時機能的 MRI（rs-fMRI）、ボリュ

ームメトリー、拡散 MRI、高速撮像、スパース化、MRI 造影剤 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
・各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ → 

 全般 

・CT、MRI、UI などに係る PubMed 収載の論文数は多いが、1996-2005

年と 2006-2015 年の論文数を比較すると、その増加率は主要国平均より

やや低い。 

・主要な学術雑誌（Cell, Nature, Science：以下、CNS）への論文掲載の

増加率はほぼ平均。 

・種々のタイプの PET 装置の開発などにより、マルチモーダルイメージン

グの研究も発展している。 

・分子イメージング研究の成果を基盤として治療薬の開発を行う、診断と

治療を一体化させる theranostic 研究も活発に行われている。 

 MRI 

・基礎の装置開発に関しては、材料や超電導磁石などの基盤技術は高く、

NEDO での支援も続くが(NEDO)、システムや製品化が後手に。基礎の

生物医学研究は、小川ら 2)による fMRI 原理を始め日本人の功績は大き

く、シーケンスや造影剤 27)など先導的な研究が出ているが、量として欧

米より少なく単発的である。 

 プローブ 

・新規の分子プローブ開発は積極的に行われており、がんの質的評価、脳

神経系の評価、炎症、心筋機能、動脈硬化、膵機能などの種々のライフ

サイエンス分野を対象とした研究が行われている。また、最近脳神経系、

内分泌腫瘍などの分子イメージングプローブが臨床画像診断用の放射性

医薬品として保険適応され、さらにいくつかの新規の腫瘍イメージング

プローブの治験も開始されている。 

・光音響イメージングなど、新しいイメージングに関する分子プローブの

開発も積極的に行われており、研究が進展している。 

 PET 

・検出器等の要素技術で世界的に競争力を持つ部分もあるが、総合力（シ

ステム化）では米国に比べて不十分。出口である医療機器産業の伸びな

やみを受け、大学等で医用工学の研究人材が不足し、基礎から実用化ま

での体系的な取り組みが十分に機能していない。大学の PET 工学ラボは

数えるほどしかなく（名古屋大学山本誠一ラボ、東京大学高橋浩之ラボ、

早稲田大学片岡淳ラボなど）、公的研究機関（放射線医学総合研究所）が

最先端の研究をリードしている。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

 全般 

・Clinical trial 数は多いものの増加率はやや低い。 

・キャノンに売却された東芝メディカルシステムの動向が注目されてい

る。 

 MRI 

・臨床装置開発については国内２社が開発し、若干欧米よりも遅れるが、

高い技術力を持っている。 

 プローブ 

・新規の分子プローブを活用して、がんの質的評価や脳高次機能評価への

臨床研究を含めた応用研究が積極的に行われている。J-ADNI の研究で

はβアミロイドのイメージングは必須の評価系となっている。 

・マルチモーダルイメージングの開発、光音響イメージングなどの新しい

分子イメージンング手法の応用にも積極的に取り組んでいる。 

 PET 

・臨床研究拠点は海外装置の導入が 9 割を占め、臨床から技術開発へのフ

ィードバックが不十分。政府の戦略等を背景に、医療機器開発や医療へ

の既存技術応用の機運が上昇 25)しているものの、既存医療機器メーカー

の事業は伸び悩み。ベンチャー企業の動きは見えないが、公的研究機関

と連携した新規参入企業の動きもある 28)。 
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米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

 全般 

・CT、MRI、UI などに係る PubMed 収載の論文数が多く全体のほぼ 1 割

を占める。CNS への論文掲載も全体の１／４を占め質の高さがうかがわ

れる。1996-2005 年と 2006-2015 年の論文数を比較すると、その増加率

も高い。 

・画像データの解析法の開発も積極的に行われている。 

 MRI 

・基礎の装置開発に関しては、NSF、DOE、NIH など層の厚いファンディ

ングと国立高磁場研究所(MagLab)など複数の開発体制があり活発で大

きな成果。基礎の生物医学研究は、多数の拠点から生み出される優れた

研究成果、技術開発など質・量共に群を抜いている。 

 プローブ 

・新規の分子プローブ開発は積極的に行われており、研究者層も厚い。が

んの質的評価、脳神経系の評価、炎症、心筋機能、動脈硬化、遺伝子治

療、再生医療などの種々のライフサイエンス分野を対象とした研究が活

発に行われている。さらに、最近、腫瘍分子イメージング、脳βアミロ

イドイメージングなどを中心に、いくつかの分子イメージングプローブ

が FDA の承認を受け、それらの臨床研究も進んでいる。また、それらの

研究成果を基盤として創薬研究の推進にも積極的に取り組んでいる。 

・光音響イメージングなど、新しいイメージングに関する分子プローブの

開発も積極的に行われており、研究が進展している。 

 PET 

・PET 機器ビッグ３（シーメンス、GE、フィリップス）と大学の好循環が

ある。企業が共同研究費を出資し、大学発の優れたシーズを早い段階で

企業が実用化する。大学は、基礎研究に集中でき、優れたアイディアが

次々と出てくる。人材面でも、世界中から優秀な人材があつまる風土が

ある。大学が人材を育成して、関連企業に就職する例が多く見られる。

核医学物理工学ラボは 20 以上ある。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

 全般 

・Clinical trial 数は多く、増加率も高い。 

・他の医療器分野に比較して、これらの診断機器分野の上位機器メーカー

の優位性は圧倒的ではない。 

・マルチモーダルイメージングの開発にも積極的に取り組んでいる。 

 MRI 

・臨床装置開発については GE 社が牽引。一時期は開発力が低減したが、

最近、PET/MRI の開発を含めて開発が再び活性化している。 

・NIH ファンドがよく機能し (ADNI , BD2K , ENIGMA , Human 

Connectome Project , The BRAIN Initiative)、産学連携も活発。 

 プローブ 

・新規の分子プローブを活用して、がんの質的評価や脳高次機能評価への

臨床研究を含めた応用研究が積極的に行われている。また、FDA が中心

となって分子プローブの first first-in humanを行う体制整備が進んでお

り、分子イメージングの臨床応用研究が推進されている。 

 PET 

・UC Davis のグループが 2m 長 PET 開発で 15M ドルの NIH グラントを

獲得 29)するなど、国主導の大型プロジェクトが昨年開始され、応用開発

の勢いが増す。PET 機器ビッグ３は最新装置のベンチマークを真っ先に

米国で実施するなど、企業・大学の良好な関係がある。 
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欧州 

基礎研究 ◎ ↗ 

 全般 

・PubMed 収載の論文数が多く主要国の合計は米国をはるかに超えるが、

1996-2005 年と 2006-2015 年の論文数を比較すると、その増加率は平均

的。 

・CNS への論文掲載は米国に次いで多い。ドイツが牽引している。 

 MRI 

・EU を中心としたファンディング体制があり、多数の企業体から成る産学

連携枠組を活用。 

 プローブ 

・新規の分子プローブ開発は積極的に行われており、がんの質的評価、脳

神経系の評価、炎症、膵機能、心筋機能などの種々のライフサイエンス

分野を対象とした研究が行われている。また、それらの研究成果を基盤

として創薬研究の推進にも積極的に取り組んでいる。 

・光音響イメージングを含めて、新しい蛍光生体イメージング法の開発と

確立に関する研究がドイツなどを中心に積極的に行われており、研究が

進展している。 

 PET 

・米国と同様に、PET 機器ビッグ３と大学の好循環がある。EU 圏、特に

ドイツの躍進が目立つ（LMU、Forschungszentrum Jülich など）。CERN

で医療応用プロジェクトがスタートしている。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

 全般 

・Clinical trial 数が多く、機器メーカーとしてシーメンス、フィリップス

が目立つ。 

 MRI 

・臨床装置開発については独シーメンス社が世界最高水準で、蘭フィリッ

プス社も高水準。7T-MRI 装置など先端的装置を実用化した。 

・マルチモーダルイメージングの開発にも積極的に取り組んでいる。 

 プローブ 

・基礎研究を基盤に、PET を中心に、多くの新規の分子プローブが開発さ

れ、それらが医薬品として認可され、それらの臨床診断、病態解明への

応用が積極的に行われている。 

・薬物動態評価のためのマイクロドージング臨床試験などを含めて、創薬

研究への分子イメージング法の利用が注目されており、積極的に行われ

ている。 

・ 分子イメージングプローブ開発研究で得られた成果を基盤に、放射性治療

薬（内用療法薬）の開発を積極的に進めており、臨床研究も進めている。 

 PET 

・分子イメージング分野でベンチャー企業の躍進が目立つ。MI labs（オラ

ンダ）や Mediso Medical Imaging Systems（ハンガリー）など。 

中国 基礎研究 △ ↗ 

 全般 

・PubMed 収載の論文数は近年増加しており、その増加率は著しく高い。

反面、CNS への論文掲載数は低く、その質は高くない。 

 MRI 

・基礎の装置開発の報告は無い。研究の質としては欧米に劣るものの、欧

米からの帰国者が研究室を各地で立ち上げると共に、香港大学など高水

準な大学も増加しつつある。米国を中心に多数の研究者を送り込んで、

研究成果を急激に増やしている。分子イメージングを含めて大規模な政

府ファンドが 10 年計画で開始された。 

 プローブ 

・核医学および光イメージングの基礎研究が盛んに行われており、レベル

の高い研究もある。生体分子イメージング分野の研究に携わる研究者数

も増加している。 

 PET 

・ここ数年、学会等で中国グループの発表を見かけるようになった。オリ

ジナリティは高くないが、装置開発プロジェクトが進行しているようで

ある。 
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中国 
応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

 全般 

・Clinical trial 数は多いものの、まだ医療機器の開発に結びつく段階では

ない。 

 MRI 

・装置としては、水準は高くないものの国内企業が 1.5T-MRI の自社開発

に成功している。研究の質としては欧米に劣るものの、基礎研究と同様

に帰国者を中心に水準を上げている。MRI の国際学会の会員数は、2015

年時点で日本と同数だが、発表数は数倍に達しており応用研究に対する

関心が高い。医療機関の規模が大きく規制が少ないため、臨床研究に関

しては、日本より先行する部分もある。 

 プローブ 

・海外で評価された分子イメージングプローブを中心に、臨床診断への応

用展開が積極的に進められており、着実に成果を挙げてきている。 

 PET 

・ベンチャー企業が複数存在。その中での上海の Shanghai United Im-

aging Healthcare 社は、日本にも進出 30)。 

韓国 

基礎研究 △ ↗ 

 全般 

・PubMed 収載の論文数は近年著しく増加しているが、その数、質とも不

十分である。 

 MRI 

・基礎の装置開発の報告は無い。欧米や日本に比べて規模は小さいが、欧

米留学の帰国者を中心に、非常に高い水準の研究拠点を形成している。

いくつかの財閥企業（サムスン医療センター等）が大学と連携した研究

拠点を持っており、活発な研究が行われている。 

 プローブ 

・核医学および光イメージングの基礎研究が盛んに行われている。アメリ

カの中核研究拠点との共同研究も積極的に進めており、レベルの高い研

究も行われている。 

 PET 

・IEEE NSS-MIC のアジア発開催となる 2013 年ソウル開催を成功させ、

アカデミアが活気付いている。ソウル大医学校や Younsei 大学のグルー

プが、PET/MRI の基礎研究を世界に先駆けて行ってきた。 

応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

 全般 

・Clinical trial 数の増加は著しく、サムスンのシェアも上がってきている。 

 MRI 

・欧米や日本に比べて研究者数は少ないが、放射線科を中心に活発な研究

が行われている。 

 プローブ 

・海外で評価された分子イメージングプローブを中心に、臨床診断への応

用展開が積極的に進められており、着実に成果を挙げてきている。 

 PET 

・韓国の PET メーカーはまだない。ソウル大医学校のグループがベンチャ

ー企業を立ち上げて、イスラエルaspect imaging社の小動物用PET/MRI

装置に PET 部分を提供することが 2016 年 9 月に発表された 31)。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

346 

（８）参考文献 

1) 平成 26 年（2014）医療施設（静態・動態）調査・病院報告の概況、結果の概要 表 17-18 

2) Ogawa S, et al. Proc Natl Acad Sci USA 87 (24):9868-72, 1990. 

3) Oshio K & Feinberg DA Magn Reson Med 20 (2):344-9, 1991. 

4) Miyazaki M, et al. J Magn Reson Imaging 12 (5):776-83, 2000. 

5) 月刊新医療 No.483, 2015. 

6) 日本アイソトープ協会 放射線利用統計 2015 年 http://www.jrias.or.jp/report/cat/101.html  

7) 日本核医学会 PET 核医学委員会,日本アイソトープ協会医学・薬学部会 &ポジトロン核医学利

用専門委員会 Isotope News, No.743, 41-45, 2016.  

8) 例えば Enlitic 社 http://www.enlitic.com/ 

9) Biswal B, et al. Magn Reson Med 34 (4):537-41, 1995. 

10) Ishihara Y, et al. Magn Reson Med 34 (6):814-23, 1995. 

11) Ma D, et al. Nature 495 (7440):187-92, 2013. 

12) Jean-Luc CPJ Nucl Med 57:7-8, 2016. 

13) 東達也: 核医学治療（RI 内用療法、RI 治療、標的アイソトープ治療）に関する現状, 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000127462.pdf

#search=%27%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%99%82%E6%B3%95%27 

14) Karp J SNM newsletter, 2006. http://www.iss.infn.it/topem/TOF-PET/timeofflightpet.pdf 

15) Schaart DR, et al. Phys Med Biol 55: N179–N189, 2010. 

16) 山谷泰賀 応用物理 84(6):520-524, 2015. 

17) 浦野泰照（編）: がんの分子イメージング.化学同人, 2015. 

18) Asanuma D, et al. Nat Commun 6 Article number:6463, 2015. 

19) Dip FD, et al. (Ed): Fluorescence Imaging for Surgeons. Springer, 2015. 

20) Nishiki-Muranishi N, et al. Anal Chem. 86: 6903-10, 2014. 

21) Minamikawa T, et al. Sci Rep 5: 17165, 2015. 

22) Mitsunaga M, et al. Nature Medicine 17: 1685-91, 2011. 

23) Polenova T & Budinger TF J Magn Reson 266:81-86, 2016. 

24) 福光延吉他. Isotope News 742:20-24, 2016. 

25) 大井淳一他. 島津評論 72: 65-68, 2015. 

26) 錦戸文彦他. 平成 27 年度次世代 PET 研究報告書: 51-52, 2016. 

27) Mi PD, et al. Nat Nanotechnol 11 (8):724-30, 2016. 

28) http://www.nirs.qst.go.jp/information/press/2015/11_05.html 

29) http://www.ucdmc.ucdavis.edu/publish/news/newsroom/10417 

30) http://techon.nikkeibp.co.jp/article/INTERVIEW/20141125/390580/?ST=health 

31) http://www.aspectimaging.com/pre-clinical-mri/simpet-simultaneous-pet-mri-complete-solut

ion/ 

  

http://www.jrias.or.jp/report/cat/101.html
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000127462.pdf%23search=%27%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%99%82%E6%B3%95%27
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000127462.pdf%23search=%27%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%99%82%E6%B3%95%27
http://www.iss.infn.it/topem/TOF-PET/timeofflightpet.pdf
http://www.nirs.qst.go.jp/information/press/2015/11_05.html
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/publish/news/newsroom/10417
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/INTERVIEW/20141125/390580/?ST=health
http://www.aspectimaging.com/pre-clinical-mri/simpet-simultaneous-pet-mri-complete-solution/
http://www.aspectimaging.com/pre-clinical-mri/simpet-simultaneous-pet-mri-complete-solution/


研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

347 

俯
瞰
区
分
と
研
究
開
発
領
域 

生
体
計
測
分
析
技
術
・
医
療
機
器 

３.３.２ 臨床検査機器・技術 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

ここでは、疾病の早期発見や診断・治療に使用される検査機器の実運用を目指した研究開

発領域を扱う。なお臨床検査機器は生理検査機器と体外診断機器に大別されるが、本項では

体外診断機器について概観する。生理検査機器にはＸ線や超音波などで患者の状態を画像と

して直接調べる画像診断機器と心電計や脳波計のように生体情報をモニタリングする機能検

査機器が含まれる。一方、体外診断機器には血液や尿などの検体をはじめ、細菌検査や輸血

検査の検体、病理検査や細胞診の検体などの中に含まれる遺伝子やタンパク質、あるいはそ

の他の特定の物質等を検出または測定する機器が含まれる。 

個の医療に根ざした薬効・副作用、予後予測、あるいは不健康状態を客観的に評価するた

めの技術開発および研究開発が進められている。またそうした中で、患者の傍らでリアルタ

イムに検査する POCT（Point of Care）の台頭や、医療周辺領域の消費者向け

（Direct-To-Customer、DTC）遺伝子検査サービスの動向が注目されている。遺伝子解析に

ついては次世代シーケンサーの臨床応用が進み、がん細胞の遺伝子を網羅的に解析・検査す

る取り組みも始まっている。 

機器開発では、異なる機器や測定手法間でのデータの互換性（データの標準化）が大きな

課題となっている。また一次医療における診断の迅速化、及び医療介入の判断の均質化を進

めるため、機器の小型化や複合化・多機能化、あるいは検体検査自動化による検査所要時間

の短縮などが図られている。 

疾患の早期診断や治療モニタリング等に用いるバイオマーカーの探索及び実用化の研究も

進められている。血液等の体液中に含まれるマイクロ RNA など血中循環腫瘍 DNA や、血

中循環腫瘍細胞（CTC）の検出・解析技術の開発が産学官の連携で進められている。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

＜機器別の状況＞ 

ここでは機器別の状況を示す。特に１）～６）については 2015 年度に開催された(社)日本

臨床検査機器・試薬・システム振興協会（JACLaS）主催の製品展示会の情報 1)を基に分析

対象別に整理した体外診断機器の概要を示す。各機器の原理や特徴など詳細 2)については省

略する。 

 

１）臨床化学分析機器 

血液や尿などの検体中の化学成分、電解質成分など比較的低分子の物質を調べる検査。 

 

・ 生化学自動分析装置（多項目自動分析装置）：多数の検査項目が測定可能なため検体検査

での中心的な検査装置となっている。処理能力によって小型機から大型機まで多くの機種

が開発されている。2015 年度の JACLaS 主催製品展示会におけるその内訳は大型 1,000 

test/h 以上（56 機種）、標準型 800 test/h（8 機種）、中型 600 test/h （13 機種）、小型 400 

test/h 以下（21 機種）だった。 
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・ 電解質分析装置（電極法）、血液ガス分析装置：前者は生化学自動分析装置との統合が進

んでいる。一方、後者は、小型で簡易な血液ガス・電解質分析装置として緊急検査用に

ER や手術室等への分散配置が進んでいる。 

・ 電気泳動装置：血漿タンパク分画を行う装置で、生化学自動分析装置との統合が進んでい

る。特殊なタンパク分画を行なうキャピラリー電気泳動装置が増加傾向にある。 

・ 簡易分析装置、専用分析装置、高速液体クロマトグラフィー装置：多くの装置が血糖及び

HbA1c の測定用である。また高速液体クロマトグラフィーによる HbA1c の分析は本邦に

おける実用基準分析法として採用されている。専用機としての需要は減少気味であるもの

の、自己血糖モニタリングをサポートする POCT（後述）の台頭による影響がどの程度か

は明確でない。また最近は血糖及び HbA1c の測定は生化学自動分析装置が常用法となっ

ている。 

 

２）免疫血清検査機器 

抗原抗体反応を用いて血液中のガン、ウイルス、ホルモン等のタンパク質や抗体を調べる

検査であり、臨床化学分析と並び検体検査において重要な分野。抗原や抗体を蛍光色素や酵

素等で標識して反応した抗原抗体量を標識物質で間接的に検出する方法がとられる。 

 

・ 酵素免疫測定装置：ペルオキシダーゼ等を標識酵素とした試薬で測定する装置で、中～高

感度測定項目が対象。 

・ 蛍光免疫測定装置：フルオレセイン等の蛍光物質で標識した試薬で測定する装置で、高感

度測定項目が対象。 

・ ラテックス凝集反応測定装置、免疫比ろう法分析装置：ラテックス微粒子で標識した試薬

で測定する装置で、低～中感度測定項目が対象。なおラテックス凝集反応測定は一部の生

化学自動分析装置でも測定されている。 

・ 発光免疫測定装置：ルシフェラーゼなどの発光物質を標識とした試薬で測定する装置で、

(超)高感度項目が対象。ウイルス感染やガンマーカーなどの検査で特に高感度測定が必要

とされることから最近の免疫検査装置の主流となっている。 

 

３）血液検査機器 

血中の血球類の数やサイズ、それらの分布を測定する検査。 

 

・ 赤血球沈降速度測定装置：血球が試薬内を沈んでいく速度を測定して、主に体内の炎症を

伴う病気の有無や程度などを調べる。 

・ 自動血球計数装置：白血球・赤血球・血小板の数やヘモグロビン濃度などを測定して血液

の働き具合を検査する。 

・ 血液像自動分類装置：5 種類の白血球（好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球）の

増減を測定して体の異常を調べる。 

・ 全自動輸血検査装置：輸血に必要な血液型検査（A・B・O・AB 型、Rh 陽性・陰性など）

や抗体の検査を行う自動分析装置。 

・ 血液凝固能測定装置、血小板凝集測定装置：血液凝固因子や血小板の働き具合を調べるこ
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とで凝固機能・線溶機能の状態を検査する。なお凝固の項目については、免疫血清検査で

測定しているものもある（例：D-Dimer）。 

 

４）細菌検査機器 

採取した検体を培養し、感染症に関連した微生物の同定や薬剤に対する感受性を調べる検査。 

 

・ 血液培養検査装置：採取した血液を培地入りボトルに接種し、感染を引き起こす細菌等の

有無を調べる検査。 

・ 微生物分類同定装置：比色法を利用して分類を行う装置。最近は質量分析の特殊な応用で

ある MALDI-TOF MS 法（質量分析に関しては「生体分子計測技術」領域参照）を利用

した検査も注目されている 3)。多様な菌種・菌株の情報が蓄積されたデータベースと照合

することにより、検体中の細菌に由来したタンパク質成分のマススペクトルパターンから

迅速な同定が可能になっている。 

・ DNA･RNA 測定装置：採取した検体の遺伝子情報に基づき複数の細菌種の同定を同時に

行なう装置。検体から核酸（DNA・RNA）の抽出、増幅、検出を行なう遺伝子検査は一

連の作業の全自動化が進み、簡便かつ迅速な検査が可能となっている。 

・ 感受性試験装置：光散乱法や蛍光分光法などの技術を利用して抗菌薬に対する微生物の感

受性を調べる検査。遺伝子検査では細菌種の同定と同時に薬剤耐性遺伝子の検索も行なう

装置が出てきている。 

 

５）一般検査機器 

・ 尿分析装置、尿沈渣分析装置：腎機能、尿路系の疾患の種類や部位を推測するための検査。 

・ 便潜血測定装置：大腸がんに由来する出血を検出することでスクリーニング行なう検査装置。 

 

６）病理検査機器 

・ 自動組織細胞染色装置：組織細胞を色素や抗体などによって染め分けて病理診断を容易に

するための装置。 

 

７）遺伝子検査機器 

検体から核酸（DNA・RNA）を抽出、増幅、検出して遺伝子の解析を行う検査。従来は

専ら基礎研究で活用されていたが、様々な疾患の検査・診断、各種薬剤感受性の検査（ファ

ーマコゲノミクス）、鑑定や体質検査（DTC 遺伝子検査サービス）、環境モニタリング、農産

物・食品検査などに利用されるようになっている。 

 

・ DNA チップ：採取・前処理した検体 DNA を、蛍光物質などで標識し、特定の塩基配列

を持った DNA を配置した基板と反応させる。またその反応物をレーザー光や電気的・化

学的検出法により高感度に検出し、網羅的な解析を行う。１細胞から抽出される超微量な

核酸を高精度に抽出・解析する技術の開発等が進められている。 

・ 次世代シーケンサー（NGS）：機種ごとに個別の原理が用いられている。現在はイルミナ

社、ライフテクノロジーズ社の機種でシェアの 9 割近くが占められている。解析時間の短
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縮やコストの低減が大幅に進み、また解析処理能力を抑えたパーソナルタイプも登場した

ことで機器の普及が進んだ。NGS を使って癌細胞の遺伝子を網羅的に解析・検査するク

リニカルシーケンスも始まり注目されている。機器開発ではナノポアシーケンサーが注目

されており、実用化により低廉化、高精度化が一層進むと期待されている。 

 

８）検体検査自動化システム 

大規模な施設では、検体検査に使用される自動分析装置は検体検査自動化システム

(Laboratory Automation System、LAS)によって連結され、複数の検査が自動的に行われる

仕組みが一般的となっている。 

検体検査自動化システムはさらに臨床検査情報システム(Laboratory Information System、

LIS)とリンクされ、それぞれの自動分析装置からの検査結果が即時に電子カルテや病院全体

の基幹情報システムに配信される仕組みが構築されつつある。検体検査自動化システムには

その他、分注装置やオートラベラー・バーコードプリンターが必要となる。 

 

９）POCT 機器 

大量検体自動化処理とは対極的に、検査室ではなく患者の傍らで医療従事者がリアルタイ

ムに行う簡便な検査である POCT4)の流れが近年急速に広まってきている。「いつでも」「ど

こでも」行える患者中心の検査であり、検査時間が短縮されるため、迅速かつ適切な診療・

介護、疾病の予防、健康増進等に寄与する検査と期待されている。特に利用頻度が高い代表

的な POCT 項目は血液ガスや血糖等だが、他にも電解質測定や感染症検査など多様な項目が

ある 5)。バイオチップ（DNA、タンパク質、糖鎖などの生体分子を基板上に多数固定し、こ

れらと特異的に相互作用する標的分子や化合物を大量かつ同時並行的に検出できるデバイ

ス）もこれに含まれる。 

最近の市場調査によると、国内の臨床検査試薬・機器全体市場約 5,000 億円のうち、POCT

市場は約 1,000 億円であり前年度比約７％の高い成長率を示している 6)。ただし本推計は主

要 37 社の合計であり、イムノクロマト法キットは含むが血糖自己測定(SMBG)は含まれてい

ない。 

 

＜国内外の動向＞ 

・ POCT 機器開発：がん、糖尿病などの慢性疾患、急性の感染症や心臓発作、予防や自己管

理のための検査等、多様な検査機器・技術の開発が行なわれている。一例としては、微量

な血液を使ったがんの早期診断法（後述）、線虫の嗅覚を用いたがん診断テスト 7)、腎疾

患のバイオマーカー尿中 L-FABP の簡易型検査キット 8)、自己血糖測定器、指先穿刺によ

る血液検体を用いたエボラウイルス感染迅速診断検査キット 9)、尿中から単一ウイルスを

迅速に検知できる検査技術 10)、微量の血液を使って心臓発作を迅速に診断する機器 11)、

歯周病予防のための口腔内細菌検査機器 12)等がある。 

・ 疾患早期診断技術（リキッドバイオプシー）開発：血液中の細胞や遺伝子から疾患を早期

診断する技術の開発が進められている。東ソーは、「血液中のがん分子・遺伝子診断を実

現するための技術・システムの研究開発」（NEDO、2010～2014 年度）で開発した技術

を用いて血液中を循環するごく微量のがん細胞（血中循環腫瘍細胞、Circulating tumor 
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cells：CTC）を検出、採取できる検査チップを開発し、臨床応用に向けた検討を行なって

いる 13)。また「体液中マイクロ RNA 測定技術基盤開発プロジェクト」（AMED、2014～

2018 年度）では国立がん研究センター、国立長寿医療研究センター、東レ、東芝らの共

同研究により血液等の体液中のマイクロ RNA から 13 種類のがんおよびアルツハイマー

病等の認知症患者を早期発見するマーカーの探索および実用化に向けた取り組みが行な

われている 14)。がん特異的なエクソソームはマイクロ RNA を始め様々な情報を含む物質

であるためこれを対象とした研究が近年増えつつある 15)。またバイオマーカー探索ではが

んや認知症以外にもストレスの客観的評価やうつ病などの精神疾患を診断するようなも

のの検討も行なわれている。 

・ 感染症診断デバイス：エボラ出血熱などの先進諸国より発展途上国で多発する感染症の診

断デバイスの研究開発も世界的には求められているが、製品開発後の販路の確保や売上予

測すなわち ROI（Return of investment）による判断から、国内の大手診断薬メーカーの

大半は開発に参画していないのが現状である。 

・ 遺伝子検査サービス：革新的イノベーション創出プログラム（COI-STREAM）（文部科学

省・JST、2013 年度～）において DeNA ライフサイエンスと東京大学医科学研究所が共

同研究「ヘルスビッグデータを用いた健康長寿イノベーション」を実施し、その社会実装

として DTC 遺伝子検査サービスを開始した 16)。その他にも大学発ベンチャー等によるサ

ービス提供事例もある。より網羅的な遺伝子（ゲノム）検査を日常診療に導入することを

目指す取り組みも始まっている。国立がん研究センターではがん患者の遺伝子情報を直接

治療選択に役立てるための臨床研究「TOP-GEAR プロジェクト」の第二弾を 2016 年 1

月から開始している 17)。またこうしたオミクス解析結果を含む医療ビッグデータの解析を

行なうためのデータベース構築も発展途上にある。 

（３）注目動向 

・ 装置の複合化・多機能化：生化学自動分析装置の機能と免疫血清検査機の機能を１台の装

置に組み込んで臨床化学と免疫の両方の検査ができるようにした複合機の開発が活発で

あり、今後も進むと見られている。2016 年 7 月のアメリカ臨床化学会(AACC)ではメジャ

ー2 社（アボット、シーメンス）が小型装置の領域で最新複合機を発表し注目された。 

・ 集中多検体処理と分散少数検体処理の二極化傾向：基本分析ユニットを 2～5 台連結する

ことによって超大型の自動分析システムを構築する傾向が近年見られる一方で、中小施設

向けに小型機の開発も行われている。 

・ 検体検査自動化による検査所要時間（Turn Around Time、TAT）の短縮：業務の効率化

や迅速診断に繋がるため、分析装置の処理能力向上やコンパクトなシステム構築、採血か

ら測定までの動線短縮、臨床検査情報システムとの連携等により TAT の短縮が図られて

きている 18, 19, 20)。 

・ 感染症検査の高度化：質量分析法や遺伝子検査等の技術が飛躍的に進歩したことにより、

感染症検査が大きく変化してきている。迅速な薬剤感受性検査、全自動遺伝子検査による

検体から直接病原体を検出する技術、遺伝子解析や質量分析法の技術革新による菌株同定、

シーケンシングによる分子免疫学的なタイピング等の新しい技術・検査機器が日常検査に



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

352 

導入されつつある 21)。 

・ 次世代シーケンサ（NGS）の臨床応用：NGS を使って癌細胞の遺伝子を網羅的に解析・

検査するクリニカルシーケンスも始まり注目されている。国立がん研究センターではがん

患者の遺伝子情報を直接治療選択に役立てるための臨床研究「TOP-GEAR プロジェクト」

の第二弾を 2016 年 1 月から開始している（前述）。またこうしたオミクス解析結果を含

む医療ビッグデータの解析を行なうためのデータベース構築も発展途上にある。 

・ 災害発生時の POCT 利用：POCT は病院の外来・病棟・手術室以外に在宅や災害医療に

も大きく貢献すると期待されている。特に場所・環境・人員・インフラ等に大きく制限を

受ける災害時の仮設診療所での検査では威力を発揮しうる。実際に 2011 年の東日本大震

災や 2016 年 4 月の熊本地震の際にも POCT が被災地に贈られ利用された。 

・ 医療情報システムの標準化：厚生労働省は医療サービスの向上のため 2020 年度までに電

子カルテシステムの導入率 90%を目指すなど医療分野の IT 化を推進している 22)。検体検

査分野でも、検査情報システムまでがワンストップで提供された総合臨床検査自動化シス

テム（TLA：Total Laboratory Automation）を構築して医療分野の IT 化や患者負担の少

ない迅速診療に貢献しようとする取り組みが検討されている。しかし、今後、検査情報シ

ステムを活用した健康・医療関連ビッグデータの解析等を可能にするためには、検査情報

を含む様々な医療情報の標準化が必要であるが、現状十分ではなく課題となっている。そ

のため医療情報システムの相互接続性を推進する国際プロジェクト IHE（Integrating the 

Healthcare Enterprise）23)や JAHIS（保健医療福祉情報システム工業会）24)が活発な活

動を続けている。 

・ セルフリーDNA シーケンシングによるがんの早期診断技術開発：血中に漏出した微量の

がん細胞 DNA（血中循環腫瘍 DNA、Circulating tumor DNA：ctDNA または Cell free 

DNA：cfDNA）を高精度で検出、シーケンシングする技術の開発が進んでいる。国内外

の研究機関や企業も技術やサービスの開発に取り組みつつある。日本では国立がん研究セ

ンターの研究グループががん細胞に特異的なタンパク質やマイクロ RNA を含む血液中の

エクソソームを短時間で検出する技術を開発した 25)。また Illumina 社は 2016 年 1 月に

同技術を使ったがんゲノム診断の事業化を目指す新会社 GRAIL の設立を発表した 26)。 

・ 血中循環腫瘍細胞（CTC）の検出技術開発：原発巣のがん細胞から剥離して血中を循環し

ているがん細胞（CTC）を検出する検査は、がんの早期診断や治療モニタリング等におい

て有効なツールと期待されており、関連する技術開発が国内外で進められている。例えば

日本では東ソーが血液中の細胞を１つずつ固定する検査チップ及び固定した CTC を検出

する装置を開発した（前述）。また米国ではマサチューセッツ総合病院癌センターの研究

チームが、独自に開発した検査チップ（CTC-iChip）を RNA の定量に使われるデジタル

PCR と組み合わせることにより、肝臓がんの早期診断とモニタリングを可能する技術を

開発した 27)。 

・ NIH-Wide Strategic Plan Fiscal Years 2016-2020（2015 年 12 月）28)：遺伝情報、生活

習慣、環境因子等の情報を収集・解析して患者に対してより適切な医療を提供しようとす

る Precision Medicine の推進、その一環としての薬効・副作用や予後予測の評価等の個

の医療の実現を可能にする技術開発、疾病早期診断のための Point of Care 技術開発、健

康・医療データを用いた様々な視点からのビッグデータ解析、基礎研究成果の臨床研究へ
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の橋渡し迅速化に向けたヒト 3D オルガノイド技術開発等、本領域と関連が深い研究開発

目標や技術開発項目が複数挙げられている。 

（４）科学技術的課題 

・ 臨床検査データの標準化：臨床検査データを含む多種の医療情報の活用を、医療の質の向

上および持続可能な医療保障制度の確立へとつなげていくためには、医療情報システムの

相互接続性の確保が不可欠となる。そのため、その推進活動が国際プロジェクト IHE23)

や JAHIS24)を通じて行われている。なお臨床検査のうち POCT は、「いつでも」「どこで

も」行うことのできる検査であるため、通常の臨床検査データともデータの取り扱いが異

なる可能性があると考えられている 29)。そのため POCT 検査データと、検査室や外注検

査センターのデータとの互換性の問題も解決していく必要があるとの指摘がある 30)。 

・ POCT データの精度保証：POCT では、データ標準化を進めた上で、精度保証も重要な課

題となる。迅速な検査は魅力となるが正確でないデータは誤った処置につながるリスクも

あるためである。また内部精度管理だけでなく、検体採取やサンプリング方法、LIS（検

査情報システム）や HIS（病院情報統合システム）との接続性等、今後解決しなければな

らない精度保証における問題もある。これらについては「POCT ガイドライン 第 3 版」

にまとめられている 31)。 

・ データ活用のための環境整備：標準化された多様な臨床検査データを統合的に解析して健

康維持や疾病予防、重症化や再発防止に役立つ新たな診断・治療法の開発等へつなげてい

くためには、体系的なデータベースの構築や、多様なデータを統合的に解析できるバイオ

インフォマティシャン等の専門家の確保・養成が必要となるが、現状は不足している。 

・ センシング：POCT 機器の開発で重要な要素技術はセンシングであり、現在の技術トレン

ドは高感度、高選択性、高安定性、低・非侵襲性である。また生体成分を測定する検体検

査ではセンサの使い捨てが前提となるため、低コスト化と、検体試料の少量化につながる

超小型化が必要となる。そのため微細加工技術による集積化、安価でオンデマンド生産を

可能にする印刷エレクトロニクス技術による多機能化等が技術開発トレンドになってい

る 32)。 

・ バイオマーカー探索：バイオマーカーの臨床応用は、検体の安定性、採取の容易さ、測定

装置の有無等も影響するため必ずしも容易ではないがその可能性には期待が集まってい

る。研究開発面では、健常群と疾患群の比較から新規バイオマーカーの発見を目指すにあ

たり、とくに血液プロテオーム解析では、タンパク質除去等の前処理技術におけるブレー

クスルーが求められている。解析時のノイズ低減のためより品質のよいバイオリソースの

収集も必要とされている。また血清中で見られる細胞から細胞外へ放出される分子を対象

とした検索が重要となるが、既知のタンパク質の網羅的解析では今のところよいターゲッ

トが見つかっておらず、ペプチドや代謝産物等の低分子物質をターゲットとするか、ある

いは新しい細胞解析技術を用いた解析の結果に期待が寄せられている。その他には血液等

の体液中から採取でき疾患固有の発現パターンを示すことが明らかになってきているマ

イクロ RNA も注目されている。実際、13 種類のがんおよびアルツハイマー病等の認知症

患者を早期発見するマーカーの探索および実用化に向けた取り組みも進む 14)。 
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・ 単一細胞、単一分子の分析・計測技術：単一細胞、単一分子レベルの詳細な分析・計測に

係る技術は、生体組織を構成する個々の細胞がそれぞれに異なった特徴を有することが明

らかになってきている中で、生体反応機構の解明やバイオマーカー探索等における鍵技術

としてのみならず診断分野への応用も期待され研究開発が進められている。具体的には、

微細加工技術の進展により Micro Total Analysis System（μTAS）や Lab on a Chip 等

の考え方が登場し生体試料解析を目指した様々なバイオチップが研究されている。また細

胞単位、分子単位の解析を高精度かつ効率的に行うための技術開発も様々に行われており、

例えば多数の細胞中のマイクロ RNAを同時に解析する単一細胞解析機器 33)や 1 分子解析

技術に基づく新たな DNA シーケンサー34)、検体中に含まれる DNA の中から特定の配列

を含む DNA 分子を定量するデジタル PCR35)等がある。 

（５）政策的課題 

・ データ標準化：一般的に医療機器は医薬品（特に抗がん剤）等に比べるとその開発に必要

とされる費用は少ない反面、販売価格や保険点数が低く、数を売ることが可能でなければ

開発や製造に着手する企業は少ないと言われている。これに加えて現在は、より良いサー

ビスの提供のためにデータの互換性が参入の障壁となっている。個別化医療や米国がリー

ドする precision medicine の盛り上がり、健康・医療分野の ICT 化等、本分野とも関連

の深い重要な動向がある中、標準化されたデータが生産・利活用される仕組みの構築に向

けて引き続き産学官が連携して障壁解消に取組むことが期待されている。 

・ 健康・医療情報システムの構築：データの互換性が確保されれば、多種のデータを使った

疾病の統合的な解析等もより現実的になる。そのため電子母子手帳や個人健康情報（栄養、

運動、投薬・服薬履歴ほか）、さらにゲノム情報が加わったデータベースとバイオリソー

スが一体化した統合的なデータインフラの整備が研究分野や省庁の壁を越えて今後進む

ことが期待されている。 

・ 利用可能な診断薬デバイスの拡大：日本の現在の医療制度では、国民が直接利用できる診

断薬デバイスは（血糖検査や尿妊娠検査診断薬等）限られており、データの標準化と合わ

せ、その拡大が期待されている。また医療機関外で国民が利用できる診断キットについて

は、利用者が誤った判断をしないような仕組み作りも同時に必要と考えられている。 

・ POCT の普及に応じた対応：高齢化社会に向かい、介護診療、在宅診療や訪問診療の環境

が整い始めている中で POCT の需要が今後さらに高まると予想されている。また平成 26

年 4 月の厚生労働省「検体測定室に関するガイドライン」36)の発出により、病院や診療所

以外でも利用者が自己の健康管理の一助となるような検査を受けることができるように

なったため、薬局等による検体測定事業への参入が相次いでいる。こうした中、それぞれ

の検査現場で使用される機器の種類や管理方法、検査方法、測定データの精度保証、ある

いは医師の診断の伴わない簡易な検査の結果のみをもって利用者が誤った判断を下すこ

とを極力抑えるような仕組み等に関して、臨床検査結果の品質向上に向けた環境の整備が

必要と考えられている 37)。 

・ 疾病の早期発見・治療のための OTC 医薬品：POCT に近い存在である OTC 医薬品（医

師の診療や処方箋がなくても薬局で合法的に買える医薬品）に関しては、以前から承認さ
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れていた尿糖・尿たんぱく・妊娠診断薬に加えて、がん等の兆しを調べる尿潜血・便潜血

検査薬と排卵日予測検査薬が認可されることとなり、続いて排卵日検査薬に関しては平成

28 年にガイドラインが策定され、複数社が承認を取得することとなった。これら以外に

は、自身の健康意識向上や、疾患の早期発見・治療の補助としての利用を期待してコレス

テロール・中性脂肪・血糖など生活習慣病に関連する項目等が注目されており、厚生労働

省にて検討が続けられている。しかし、検査データの信頼性の確立等を進めたうえで、保

険制度との関係や、医療機関と検体測定室の住み分け等について充分な議論や法整備が検

討されることが必要との指摘もある 38)。 

・ 感染症診断デバイス開発：エボラ出血熱等の、先進諸国よりも発展途上国で多発する一部

の感染症の診断デバイスの開発は ROI（Return of investment）が悪いと判断されがちで

あるため産学官の連携によって事業としての価値を高める等の工夫が必要であるとの指

摘がある。また鳥インフルエンザやジカ熱等のあらたな感染症への迅速対応の必要性の観

点から、発展途上国向けの LCD（Low Cost Device）開発の重要性も認識されている。 

（６）キーワード 

生化学分析、免疫血清検査、血液検査、細菌検査、遺伝子検査、検体検査自動化システム

（Laboratory Automation System、LAS）、検査情報システム（Laboratory Information 

System、LIS）、総合臨床検査自動化システム（Total Laboratory Automation、TLA）、装

置の複合化・多機能化、検査所要時間（Turn Around Time、TAT）、データ標準化、個人健

康情報、ビッグデータ解析、POCT（Point of Care Testing）、質量分析法（MALDI-TOFMS

法）、遺伝子検査、バイオチップ、次世代シーケンサー、クリニカルシーケンス、DTC 遺伝

子検査サービス、コンパニオン診断、リキッドバイオプシー、血中循環腫瘍細胞（Circulating 

tumor cells 、CTC）、マイクロ RNA、エクソソーム、単一細胞・単一分子の分析・計測、

感染症診断デバイス、個の医療、Precision Medicine、 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ → 

・ 当該領域にかかる技術等に関するライフサイエンス研究は世界トップレベル
にある。半導体デバイスなど世界をリードできる素地があり、診断薬など試
薬開発に必要な基礎的技術もある。一方で特定の疾患や難病等に対する統合
的な研究活動は弱い。 

・ 基礎研究の多くは大学や公的研究機関で行なわれているが、産学連携研究の
広がりに欠ける。 

・ 大学や公的研究機関では臨床検査機器に関する基礎研究はあまり行なわれて
おらず、企業でも製品開発への応用研究が中心。シーズの発信は米国や欧州
に比べて不足している。 

応用研究・ 

開発 
◎ → 

・ 応用研究や開発は企業中心に活発に行われており、総じてその技術力は高い。 
・ なかでも基本的検査である生化学検査分野では日本製の生化学自動分析装置が

世界的大手メーカーに導入されて世界展開している。ロッシュは日立ハイテク
ノロジー製、アボットは東芝メディカル製、シーメンスは日本電子製、ベック
マン・コールターは元オリンパス製を主力としている。血球計数検査や血液凝
固測定などの血液検査分野ではシスメックスが世界をリードしている。 

・ また、臨床検査を自動化するためのシステムは日本主導の実用化システムと
して発展してきた。主力メーカーは日本（アイディエス、エイアンドティー、
日立ハイテクノロジー）と欧州（スイスのインペコ、テカン、ドイツの PVT、
スペインの Thermo）であり、ロシュ、ベックマン・コールター、アボット
やシーメンスの世界大手に導入されている。臨床検査の自動化システムの将
来について世界の専門家が議論するチェリーブロッサム・国際シンポジウム
12)の開催を日本が主導している。 

・ 他方、免疫血清や細菌検査などの重要な検査機器の分野では世界の開発レベ
ルに遅れを取っている。   

・ アメリカや欧州の規制など世界標準への対応が進みつつあるが、先進諸外国
と比較すると未だ後追いになっている。 

・ またより一般的な話としては、個々の要素技術・部品を組み合わせて発展さ
せる開発力は欧米に比して未だ弱いとの見方もある。検査機器の独自での開
発製造には多大な投資が必要となるが、ベンチャーも含め、国などの公的支
援に未だ頼っている状況がある。 

・ POCT 分野にはシーメンス（糖尿病、血液ガス、尿試験紙）やラジオメータ
ー（血液ガス）など外国企業の製品が多く輸入されているが、国産メーカー
も育ってきている。富士フィルム（ドライ生化学）、アークレイ（ドライ生
化学、尿試験紙）、堀場（CRP＋血球計数、糖尿病）、日本光電（血球計数）、
デンカ生研（ウイルス検査）などが代表的である。 

米国 

基礎研究 ◎ → 

・ 大学や NIH などの研究機関での基礎研究が活発で新規技術シーズから新た
な 検査機器開発につなげる環境が整っている。 

・ 基礎医学に対する国家戦略的な潤沢な予算配分やアジアや欧州からの優秀な
研究人材の流入を背景に研究開発の体制が充実している。 

・ 患者グループからの資金獲得が、特定の疾患に対する研究活動を統合的に進
める一つの推進力になっている。 

応用研究・ 

開発 
◎ → 

・ グローバル展開する大手メーカーが多く、また欧州の多国籍大手メーカーも
活動拠点をアメリカに置くことが多いため、FDA 規制対応などアメリカ主導
的なグローバル展開が進んでいる。 

・ 臨床検査機器の各分野で総合的に世界をリードしている。とくに感染症を中
心に最大市場である免疫血清検査分野での開発が活発である。 

・ 臨床検査の中心となる臨床化学分析と免疫血清検査を同一機で測定する複合
機の開発が進んでいる。2016 年 7 月の AACC では世界をリードするアボッ
トとシーメンスの 2 社が同時に発表した次世代複合機に注目が集まった。免
疫検査を重視するこのような複合化・多機能化・高機能化の流れが今後加速
すると見られる。 

・ 高機能な生化学自動分析装置は日本メーカーが世界を席巻してきたが、今後
米国が巻き返してくる動きである。 

・ 全自動遺伝子検査システム、質量分析法（MALDI-TOF MS）や光散乱法な
どを利用した微生物同定機器や薬剤感受性検査機器の開発により、感染症検
査が急速に進歩してきている（ベクトン・ディッキンソン, Sepheid, Nano-
sphere, Bio Fire, Luminex, GenMark など）。 

・ POCT はアメリカのベンチャー企業を中心に発展してきたが、吸収合併や提
携によって現在では大手企業とベンチャー企業の 2 極化で開発が進行してい
る。主役は米大手企業で世界市場の約半分を占め、次いで欧州、日本となっ
ている。種々の検査（血糖、感染症、心筋マーカー、血ガス、尿試験紙、生
化学など）を対象に広く製品開発が行われている。主な企業は、アボット、
ジョンソン＆ジョンソン、アリーア、メドトロニック、ベックマン・コール
ター、バイオ・ラッド、ベクトン・ディッキンソンなどである。 

・ Illumina 社はセルフリーDNA シーケンシングによるがんのゲノム診断の事
業化を目指す新会社を 2016 年に設立した。 

・ その他にもメタゲノム解析を含めたマイクロバイオーム研究が飛躍的に進んで
いる。日本は最近になってベンチャーが立ち上がってきているが出遅れている。 

・ オバマ大統領が 215 百万ドルの資金を投入する“Precision Medicine Initi-
ative”を 2015 年に発表し、国家戦略的な推進体制がある。 
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欧州 

基礎研究 ○ → 

・ 米国と同様に、大学の基礎研究のレベルは高い。地元企業やグローバル企業
が大学との共同研究開発を進めるケースが多い。国際連携も積極的であり、
米国やアジアに研究拠点を設置している。 

・ 細胞単位で解析する様々な技術開発が活発に行なわれている。 

応用研究・ 

開発 
◎ → 

・ EU の枠組みの中で国境を超えた共同開発や技術提携を行いやすい環境が整
っている。規制対応の面では、CE マーク取得が FDA や日本の薬機法に比べ
て得やすく、新技術をいち早く新規医療機器として実用化できる面がある。 

・ スイスでは、グローバルメジャーのロシュが以前から個別化医療をビジネス
の中枢に据えており、その方針の下で総合的な臨床検査機器事業を世界中に
展開している。テカンは得意とする免疫分析法 （ELISA/ EIA/FIA）を中心
に検体検査自動化システムを展開し、また遺伝子関連では次世代シークエン
スの技術を開発している。 

・ ドイツでは、シーメンスがグローバルメジャーとして総合的な臨床検査機器
事業を世界中に展開している。ロシュは検体検査自動化システムで強みを持
つ独企業の PVT を傘下に納め、同時に日立アロカ、日立ハイテクノロジーズ
から製品の供給を受けている。 

・ PVTが日立ハイテクノロジーと連携してロシュに検体検査自動化システムを
供給している。また、ASP Lab Automation も独自の自動化システムを開発
している。 

・ フランスの代表的なメーカーであるビオメリューは、質量分析法による全  
自動細菌同定感受性検査装置や自動蛍光免疫測定装置を開発しており、シ  
スメックスなどとの提携で広く事業展開している。 

・ イタリアでは、メナリーニが免疫血清検査機器を中心に、またアリファック
スが細菌検査機器を中心に開発を行っている。 

・ ラジオメーター（デンマーク）は血液ガス分析を中心とした緊急検査領域の
製品を、Thermo Labsystems（スペイン）は検体検査自動化システムを、そ
して URIT（英）は臨床検査全般に亘る製品を開発している。またイギリス
では Oxford Nanopore のポータブル・シーケンサーも注目されている。 

・ POCT では、シーメンスとバイエルヘルスケア（独）とロシュが広い範囲の
検査項目で欧州の主役となっている。 

・ 大学発ベンチャーに関しては、設立後、実際に成功した例はまだ少ない。 

中国 

基礎研究 △ ↗ 

・ 基礎科学研究は、海外からの技術をうまく取り込み着実に進歩している。そ
の証拠として専門学術雑誌で公表される量、質も増加している。しかし本研
究分野での新しい技術開発については発展途上にある。 

・ 欧米留学などで研究実績を積んだ優秀な人材が多く、外国技術の模倣から独
自の先端技術研究や開発が進められている。 

応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

・ アメリカや欧州の規制など世界標準への対応が進みつつあるが、先進諸外国
と比較すると未だ後追いになっている。 

・ 中国政府は外国技術の導入や合弁企業育成を積極的に進めてきているが、許
認可を通じて海外の企業に多くの技術的開示を求めており、国内産業育成に
海外企業の情報が流用されないか懸念されている。 

・ 基礎的研究技術を診断薬デバイスなどに応用する開発では、独自の技術を応
用する例は未だ少ない。むしろ海外からの技術を導入して国内向けに改変し
て活用する例が多く、海外企業製品の試薬や消耗品の模倣品も拡大している。
さらに海外企業で経験した中国人従業員を通じた技術流出も見られると言わ
れている。 

・ しかし中国政府として知的財産の保護に対する意識は極めて低いと言われて
いる。 

・ 中国政府は今後は習得した先端技術を国産化する方向に舵を切っている。800
テスト以下は中国製を優遇する政策をとっている。規制当局（CFDA）の注
冊認可に要する期間や手数料も外国企業に対して極めて厳しい対応となって
きている。 

・ ローエンドな臨床検査機器を中心に開発をしてきたが、急速に実力をつけて
きており、輸入に依存してきたハイエンドな機器も国内生産できるメーカー
が育ってきている。ただ部品メーカーや加工業者はまだ充分に育っておらず、
品質にはばらつきが大きく、精密度の高い重要部品は日本など外国から輸入
しているものも多い。 

・ ミンドレイ Mindray は生化学自動分析装置で 1,000 test/h 以上の高級機種
開発ができる実力を保有している。化学発光免疫装置や血液検査機器なども
次々に開発していて製品の品揃えが豊富で、検査分野では中国随一のグロー
バル企業である。ディルイ Dirui も生化学自動分析装置の高級機種の他、血
液検査機器や尿分析機器など多くの製品を既に開発している。その他複数メ
ーカーも 800 テスト機までは易々と開発できる力をつけてきている。 

・ POCT 分野は需要の増加と政府の後押しを受けて急拡大している。特に血糖
関連の普及率は 20%に達するものの先進国の普及率 90%に比較すると低い。
主要な検査項目を外国の大手に押さえられているため、ニッチな領域での開
発が主となっている。輸入品との技術的な格差が縮小しつつあり国産メーカ
ーも急速に成長している。血糖関連では三諾生物や北京怡成、血ガス/電解質
では梅州康立、理邦装置、上海恵中、南京普朗、心筋マーカーはイムノクロ
マト法で南京基蚕、深圳端菜、妊娠検査では万孚生物、英科新創 などが国産
製品を開発している。 
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韓国 

基礎研究 △ ↗ 

・ 国策として医療の産業化や ICT 化に向けて基礎研究を充実させており、生体
機能を計測するための様々な基礎的技術は向上している。特に微量のサンプ
ルから分子を定量する技術開発は活発に行われている。 

・ 国政課題に従い、2014 年 4 月から新たな医療機器産業育成政策として  
「2014～2018 医療機器産業中長期発展計画」がスタートした。その中で、規
制緩和・信頼とブランド価値の向上・戦略的に R&D 投資・オープンイノベ
ーション を４つの戦略として掲げている。 

応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

・ 2015 年に開催された国際医療機器・病院設備展示会（KIMES）ではデジタ
ル X 線撮影装置や超音波診断装置などの医療機器に注目が集まっており、臨
床検査機器での新製品は多くなかった。 

・ 臨床検査機器の主要な製品は外国製品の輸入販売が中心で、国内メーカーを
育成中で海外メーカーとの提携も多い。 

・ 国内の臨床検査機器の開発としては、遺伝子関連機器（Seegene、Bioneer、
Labgenomics、Macrogen）と POCT 機が中心である。出生前診断に対する
極めて高い需要があるという、特殊な状況が見られるとの指摘もある。 

・ POCT 機では、血糖関連（SD biosensor、WISE meditech）、感染症関連
（Nanotek、Boditech）、心筋関連（サムソン）などの検査項目が開発されて
いる。 

・ Samsung は生体を計測する機能を実装した新しい半導体センサーチップ
"Bio-Processor"を上市した。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.３.３ 治療機器・技術（手術支援システム、ロボット・デバイス） 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

ここでは外科手術に用いられる機器・システムに関する研究開発を扱う。近年、外科手術

は安全性、効率性をより高めるため高度な画像情報やナビゲーション技術を駆使し低侵襲化、

複雑化する傾向にある。とりわけ脳、循環器領域におけるカテーテルインターベンション治

療と外科手術を組み合わせることができる「ハイブリッド手術室」や、X 線、CT、MRI な

どの画像情報や生体情報、ナビゲーション情報の一元化を可能にする「インテリジェント手

術室」の導入が急速に進みつつある。 

手術室の高度化のほか医師の「目」または「手」を支援する「手術支援ロボット・デバイ

ス」の研究開発も進んでいる。目に関しては内視鏡において 4K や 8K といった高解像化や

立体視化（3D 化）が進んでいる。手に関しては、既に広く普及している米国製・硬性内視

鏡手術支援ロボット da Vinci の次世代機開発が活発化している。その方向性は低侵襲化、シ

ステムの小型化、コスト削減などである。その他にも血管手術用のカテーテル挿入を支援す

るロボットシステムの実用化 1)や非接触でロボットを駆動する研究 2)等も進んでいる。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

＜手術室の高度化＞ 

ハイブリッド手術室は、一般に外科手術のための手術台とカテーテル手術のための血管撮

影装置を組み合わせた手術室のことを指す。最新のハイブリッド手術室では X 線撮影のみな

らず高画質な術中 3 次元画像を構成し脳動脈瘤や大動脈瘤ステントグラフト術、心臓弁置換

術である TAVI などの先進的な手術を迅速かつ安全に実施することが可能となっている。 

脊椎手術においてはスクリューなどの固定機器をX線透視と術中ナビゲーションシステム

を駆使し、安全に治療を行うことも可能となった。また MRI や CT などの画像診断装置を手

術室に設置し、この術中画像をナビゲーションシステムに転送して脳腫瘍などの摘出状況を

評価するいわゆるインテリジェント手術室（後述）の整備も進んでいる。 

脳神経外科におけるハイブリッド手術室のコンセプトは本邦より提言され、欧州医療機器

メーカーとの共同開発のもと、脳神経外科や血管外科、最近では心臓外科領域でも TAVI な

どの人工弁置換術が盛んに行われるようになった。術中 MRI のコンセプトは米国の脳神経

外科を中心に発案され、欧米医療機器メーカーとの共同開発により広がった。国内の導入台

数は約 200 台程度である。国産メーカーも遅ればせながらハイブリッド手術室の分野に参入

しているがマーケットシェアはおおよそ 25%程度である。 

研究開発の分野は主に血管撮影装置や MRI, CT といったハードウエアの進歩と３次元画

像や流体解析や位置情報処理などのソフトウエアの開発が挙げられる。ハードウエアの開発

は企業主導のことが多いがソフトウエアの開発は欧米を中心として大学などの研究機関と企

業が共同研究により新たな技術革新が生まれる背景がある。本邦でも欧米企業とのソフトウ

エア開発で製品化まで達しているものもあり、日本のソフトウエア、IT 技術の開発は高いレ

ベルにあると言える。 

インテリジェント手術室は X 線、CT、MRI などの画像情報や生体情報、ナビゲーション
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情報を一元化させた手術室を指す。現在、産業界での IoT を軸とした”Industry4.0”と同様、

医療界においても“Medicine 4.0”として手術室内のあらゆる情報を集約するシステムの導入

が注目されている 3)。そこではスタンドアローンで動作しているのが現状である手術室内の

多数の機器類をネットワークで接続することで、各機器の稼動状態やスタッフの動きなどを

リアルタイムに時系列に解析・確認し、最適な治療の提供へとつなげようとする研究開発が

進められている。 

インテリジェント手術室の国内事例としては、AMED 事業の一環として東京女子医科大学

が悪性脳腫瘍摘出術を主対象に推進する「スマート治療室」の研究開発（SCOT プロジェク

ト：Smart Cyber Operating Theater）がある 4)。術中オープン MRI により更新された患部

情報を用いた手術ナビゲーションを軸として、手術用顕微鏡装置、術中迅速診断フローサイ

トメトリ、覚醒下手術支援装置、運動誘発電位・体性感覚誘発電位測定装置（MEP/SEP）

を始めとした各種装置の情報を、共通プロトコルにより規格化されたネットワーク上に繋い

だうえで集約させ、各情報群から任意の情報を適宜表示する統合情報表示モニタ等に表示す

る技術開発が進められている。その他にも無影灯や照明などを含めた手術室内のあらゆる機

器を接続可能とする手術室のパッケージ化にも取り組んでいる。 

スマート手術室で主となる情報は画像情報であり、X 線や X 線 CT、超音波断層画像装置、

内視鏡は既に導入されてきている。それらと画像記録装置などを統合させたシステムなども

既に製品化されている。磁場があるために難易度の高い術中 MRI については前述の東京女

子医科大学の事例のほか、術中画像装置を導入した初期の事例として松前らによる術中画像治

療室があり、そこでは X 線アンギオ、X 線 CT、MRI を集約した手術室が導入されている 5)。

また近年はオープン MRI を手術室に導入する施設も増加の一途にある。海外での研究開発

動向としては、術中画像装置を中心とした総合的な治療室として、Harvard Medical School

の研究グループによる AMIGO（The Advanced Multimodarlity Image Guided Operating）

Suite の開発が著名である 6)。AMIGO では、MRI、PET/CT の撮像室と手術室が連結して画

像の随時撮像・更新が可能となっている。また、術中 MRI を製品パッケージとした IMRIS

社の高磁場 MRI 装置搭載手術室なども世界に展開し始めている。 

手術室内の機器のネットワーク化・情報統合の動向としては、本邦の SCOT プロジェクト、

ドイツの研究機関・企業を中心とした OR.net7)、アメリカの研究機関・企業を中心とした

MDPnP8)、の 3 極による開発競争が進行中である。医療情報システムの普及による情報連携

の世界展開を目指す団体である IHE(Integrating the Healthcare Enterprise)の Surgical 

domain による手術室内情報の接続性試験なども検討されてきている 9)。これらは新たな手

術室内のインフラ技術として、直近での成果や利潤が期待できるものでは必ずしもないが、

人工知能などの導入も含めた情報に基づく治療の展開を図る上での重要な基盤技術であり、

今後の各治療機器の積極的な接続・導入・普及が期待される。 

 

＜手術支援ロボット・デバイス＞ 

外科手術において執刀医の目となる鮮明な内視鏡画像の提供は極めて重要であり、低侵襲

外科手術に用いる 8K の硬性内視鏡の開発が進められている。このうち（一社）メディカル・

イメージング・コンソーシアムは 2016 年 5 月時点で世界最小（約 450g）の内視鏡の開発に

成功している 10)。8K 内視鏡にはズーム時に毛細血管が鮮明に見えるなどの利点があるため、
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今後の早期診断・治療への貢献が期待されている。また内視鏡外科手術では針の受け渡し時

などに奥行が分かるよう立体視可能であることも必須機能であり、3D 表示に係る研究開発

が行なわれている。その他、蛍光物質インドシアニングリーン（ICG）を近赤外光で励起さ

せ血流評価等を行なう硬性内視鏡システムによる手術支援の臨床事例も出始めている 11)。な

お内視鏡の開発は日本以外では米国やドイツが強い。 

腹部外科、泌尿器科、婦人科などで用いられる硬性内視鏡手術支援ロボットとしては、米

国 Intuitive Surgical 社のマスタスレーブ型である da Vinci がほぼ市場を独占している。し

かし、操作を視覚に頼っている、高価であるなどの課題が指摘されている。また、特許が切

れたものや近く切れるものがあり、次世代機の開発競争が活発となっている。国内では、い

くつかのベンチャー企業が小型化、低コスト化、視覚のみならず力覚提示機能の搭載を目指

した開発を進めている。海外においては、イタリア SOFAR 社が力覚提示機能を備えたシス

テム Tele Rap ALF-X を開発し実用化されている 12)。 

軟性内視鏡を用いた手術支援ロボットの研究開発は、国内外で現在最も活発に行われてい

る 13)。従来複数個所に孔をあける硬性内視鏡手術支援ロボットに対して、一つの孔から体内

に入り，柔軟性を有する複数の鉗子と軟性内視鏡を体内で展開して治療を行うものである

（Single port surgery ：通称 SILS ）。また、通称 NOTES と呼ばれる口腔などから柔軟ロ

ボットを挿入して治療を行うシステムの開発も盛んである。いずれも硬性内視鏡手術と比較

してより低侵襲な治療が可能となる。世界的にソフトロボットや柔軟構造物を用いた駆動の

研究が盛んになっており、軟性内視鏡手術支援ロボットへの応用研究が進められている 14)。

国内では、AMED のプロジェクトなどで開発が進められている。海外でも研究開発が活発で

あるが、実用レベルのものとしては、Intuitive Surgical 社の da vinci 向けシングルポート

用ロボット da Vinci Sp や、カナダのベンチャー企業 Titan Medical 社のシングルアーム手

術ロボット SPORT などが開発されている。 

その他、心臓や血管手術用のカテーテルの挿入を支援するロボットシステムの研究開発が

特に米国で盛んである 13)。国内では、カテーテルに関しては高い技術を有するが、その駆動

を支援するロボットシステムの開発では米国に先行されている。 

整形外科領域では、既に実用化されている手術支援ロボットがあるなか 12)、それほど活発

ではないものの国内外で研究開発が継続的に行われている。脳神経外科は、1980 年代に手術

支援ロボットの臨床適用が開始されており 15)、古くから研究開発が行われている領域であり

継続的な研究開発が進められている。また眼科領域も手術支援ロボットの導入を目指した研

究が古くから行われており、最近では磁場を用いて非接触でロボットを駆動する研究も実施

されている 2)。今後は、脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科などの分野での手術支援ロボットの

実用化が進むと見られている。 

（３）注目動向 

＜共通事項＞ 

・ 国内では AMED が未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業において、日

本の強みであるロボット技術、IT 技術を活用した軟性内視鏡手術システムやスマート手

術室などの研究開発を進めている。 
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・ （一社）日本医工ものづくりコモンズが 2013 年に設立され、医工連携の研究開発を支援

するネットワークが整備されつつある。 

 

＜手術室の高度化＞ 

①ハイブリッド手術室 

・ ロボット技術と血管撮影装置を組み合わせた多軸型血管撮影装置を設置したハイブリッ

ド手術室の導入が進んでいる。 

・ 新型フラットパネルの性能向上により血管撮影装置の C アームを回転させるだけで CT

様の画像が撮影できる C アーム CT 技術の確立とさらなる解像度の進歩が見られる 16)。 

・ 移動型の高性能血管撮影装置の開発が進められている 17)。 

・ 移動型 CT の開発が進められている 18)。 

・ 血管撮影装置に組み込まれたナビゲーションシステムの開発が進められている 19)。  

・ 磁場を利用してカテーテルを誘導する magnetic navigation 技術に係る研究開発が進め

られている 20)。また放射線を利用することなくカテーテルなどのデバイスを認知する

magnetic localization 技術に係る研究開発も進められている。 

・ 術中イメージングを統合するソフトウエアの進歩も見られる。 

 

②インテリジェント手術室 

・ 既存の周辺計測機器等や手術ロボット等との接続を実現する手術室内情報統合ミドルウ

ェアの開発（現在はオープン MRI や CT、X 線透視装置などの画像撮像装置を中心とし

た活用が考えられている） 

・ 手術中に取得しその場で術者や医療スタッフに提示されるデータや、手術後の処置も含

めた過去のデータを蓄積した膨大なビッグデータなど、各種データの処理・活用に係る

検討の本格化、AI（人工知能）/機械学習などの導入 

・ 薬事承認などの問題を開発者と厚生労働省や PMDA が共に本格的に検討するなど、高

度化された手術室・治療室の臨床適用に向けた非技術的課題への本格的な、かつ世界的

な動向も踏まえた対応 

 

＜手術支援ロボット・デバイス＞ 

手術支援ロボット・デバイス分野のトレンドには、超早期診断、手術のさらなる低侵襲化、

AR の活用などによるナビゲーション 21)、一部手技の自動化 22)、診断と治療の融合システム

の開発 23)などが挙げられる。これらのトレンドに関連した動向を以下に示す。 

・ 国内で進む 8K 内視鏡の小型化が新たな診断や治療につながる可能性を持つと期待され

ている。 

・ 更なる低侵襲化の実現を目指した手術支援ロボットシステムの開発が世界的に活発であ

る 1)。 

・ 従来の剛体構造ではなく柔軟な連続体を用いたロボット、シリコンなどのソフトマテリ

アルを用いたソフトロボティクスを医療に展開する研究開発が盛んになっている 13)。 

・ 米国ではオープンプラットフォームとして手術ロボットのハードを提供し，そこに実装

するソフトウエアなどの研究開発が進んでいる 24)。特に機械学習などを取り入れた手術
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支援ロボットの一部作業の自動化の研究が活発となっている 22)。 

・ 超音波画像、CT 画像や MR 画像などリアルタイムの診断画像を用いて手術ロボットで

治療を行うなど、診断と治療の統合システムの開発が進められている 23)。 

・ 柔軟連続体を用いた自律駆動するカテーテルロボットの研究プロジェクトが欧州で実施

されている 2)。 

・ 手術支援ロボットは、高価格、サイズが大きいなどの課題があるため、手持ちのハンド

ヘルド型ロボット鉗子で先端に屈曲を有するものの開発が進められており、完成度の高

いものが試作されている 25, 26)。 

・ 体外から磁場を用いて非接触駆動するカプセル型ロボットの開発が欧米で進められてい

る 2, 27)。 

（４）科学技術的課題 

＜共通事項＞ 

・ ビジネス戦略を踏まえた上で製品化まで進めることを前提とした研究体制、及び企業と

の協力体制を構築することが課題となっている。また製品化を見据えたときに必要とな

る医療機器レギュラトリサイエンス研究も改めて注目されてきている。 

 

＜手術室の高度化＞ 

①ハイブリッド手術室 

・ ハイブリッド手術室専用の寝台は X線不透過の金属が使用されているために血管内治療

の際、視認性に問題があるなど制限があり、さらなる改良が求められている。 

・ 脳神経領域、血管外科領域、心臓外科領域それぞれで求められるスペックや環境が異な

り、大学病院でも各科共用とするための制限となっている。全ての分野にマッチしたシ

ステムとするには未だ改良の余地がある。 

・ 被曝低減や手術室の清潔レベル維持のための課題もある。 

・ ３D 画像や流体解析ソフトウエアなど医療 IT 技術の分野では本邦の技術のポテンシャ

ルは高い。 

 

②インテリジェント手術室 

・ スマート治療室のコア技術であるミドルウェアの開発においては、あらゆる機器を接続

可能とするための多種多様かつ膨大な情報を高速、安全に伝達させるためのリアルタイ

ム性とセキュリティ確保が課題となっている。 

・ 使用する医療器具が MRI 対応である必要があり、利用できる医療機器に制限がある。ま

た手術から術中検査への移行に時間がかかる。 

・ CT、X 線画像が導入される手術室では、患者のみならず術者や周囲スタッフの被曝低減

が課題であり、モニタリング技術などの技術導入が検討されている。 

・ 高解像度の 4K、8K 化技術が随所で進んでおり、データの処理・保存をするためにも高

速処理表示技術が不可欠となる。 

・ 手術ロボットや高度デバイスの導入促進に伴い、スマート治療室内における高度情報処
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理との連携が課題となる。特に手術の半自動化、自動化などでは術者の判断を促す機能

が付与されることが予想され、医療機器としてあるべき基準なども含めた論点の整理・

検討が必要になると見られている。 

 

＜手術支援ロボット・デバイス＞ 

・ 更なる低侵襲化に向け、鉗子などの細径化が必要である。強度を維持しつつ細径化を実

現する、また MRI 下で使用できる生体適合性を有する新しい材料の開発が望まれている。 

・ 手術支援ロボットはハードよりもソフトの研究開発が増える傾向にある。ハードがある

程度完成度が高まり、それらが研究者に提供されるようになったことが背景と考えられ

ている 24)。機械学習を用いた自動化や遠隔制御などの実用化を見据えた研究が今後増え

てゆくと予想されている。またその際、市場をおさえた企業にあらゆる情報を握られて

しまう可能性もあるため、情報の蓄積が重要課題と考えられている。 

・ 現状の手術支援ロボットの駆動は電動モータあるいは非接触では磁場を活用したものが

ほとんどであるり、新規の小型で高出力なアクチュエータの開発が求められている。 

（５）政策的課題 

＜手術室の高度化＞ 

・ 「スマート治療室」の開発推進・普及にあたっては、中心となる医療情報の安全確保と利

便性のバランスをとることが重要である。治療室に閉じたネットワークであればセキュ

リティを保つことができるが、将来的に電子カルテ等の既存ネットワークと接続する場

合には病院施設との連携が重要となる。また多施設間での接続を実現するには産学官そ

れぞれの内部連携も含めた取りまとめが重要となり、国や電子カルテ関連企業等による

誘導・とりまとめが必要になると見られている。 

・ 手術室内の機器のネットワーク化・情報統合に関しては、日本のほかドイツ、アメリカ

のグループにおいても、まずは接続可能な機器の拡充などを考えており、各国での制度

的な問題は今のところ顕在化していない。なお日本では経済産業省の戦略的国際標準化

加速事業において検討がなされており、ここ１、２年で国際標準化戦略の方向性が明ら

かとなると見られている。 

・ パッケージで海外市場を開拓しようとする際に、コアとなる企業が建設企業なのか、医

療機器メーカーなのか、またその連携を取りまとめるのが誰なのか等が不明確であると

の指摘がある。販売経路やアフターサービスも含めた研究開発後の販売戦略を指摘する

声もある。 

 

＜手術支援ロボット・デバイス＞ 

・ 各種手術ロボットの開発が活発になる中、それらを統一的に評価する指標の必要性が高

まっている。国内では PMDA の「レギュラトリーサイエンス推進業務」や「革新的医

薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業」において低侵襲治療デバイス・マテリ

アルに関する評価方法およびナノバイオデバイス応用革新的診断機器の評価方法の検討

が進められている 28)。新しい治療システム・デバイスを迅速かつ的確に評価するレギュ
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ラトリーサイエンスは近年益々重要となっている。 

・ 欧州の医療機器認証 CE マークの取得が日本や米国と比較して一般に早いことから、欧

州から実用化を進めようとする企業が多い。 

・ 出口戦略を見据えた研究開発を進める一方、当該分野の基礎的な研究を支援する施策の

充実も期待されている。 

（６）キーワード 

ハイブリッド手術室、インテリジェント手術室、スマート手術室、ナビゲーション、医療

IT、IoT、AI、術中イメージング、情報接続性（Intraoperability）、手術室内情報ミドルウ

ェア、術中画像、術中情報、未来予測手術、手術支援ロボット、低侵襲手術、カテーテル治

療、内視鏡、レギュラトリーサイエンス 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ → 

 手術室の高度化 

・産学官が一体となってスマート手術室の開発に取り組む。東芝、日立も

参加。 

・スマート手術室の前身となる手術室の開発 29)、およびスマート治療室の

基盤システムの開発が進んでいる 30)。 

・データの活用に関する基礎研究が始まりつつある 31)。しかし研究人材は

不足している。 

・情報統合するための基盤ミドルウェア研究が進んできている 30)。 

 手術支援ロボット・デバイス 

・文科省科研費の特定領域研究で「多元計算解剖学の展開」が進められて

いる。しかし全体的には基礎的な研究のプロジェクト減少を指摘する声

が複数ある状況。 

・手術支援ロボットのオープンプラットフォーム化に係る研究などは欧米

の方が活発 32)。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

 手術室の高度化 

・医療用ソフトウェア、IT の開発に強み。 

・脳神経外科領域を中心とした術中 MRI の導入が進み、一部でスマート治

療室の普及が始まっている 5)。 

・情報統合による治療効果のエビデンスが出始めている 33)。 

 手術支援ロボット・デバイス 

・AMED で軟性内視鏡手術支援ロボットの開発が進められている。 

・非侵襲超音波診断・治療統合システムに関する研究が行なわれている 23)。 

・ベンチャー企業メディカロイドや大学発ベンチャー企業リバーフィールド

（株）でマスタスレーブ型の手術支援ロボットの開発が進められている。 

米国 基礎研究 ◎ ↗ 

 手術室の高度化 

・AMIGO を始めとしたスマート治療室の前衛的研究が進んでいる 6)。 

・スマート治療室で得られるデータの活用で Google や Apple などの IT 企

業が取り組み始めており研究人材が豊富である 34)。 

 手術支援ロボット・デバイス 

・ソフトロボティクスや柔軟構造体を用いた研究が活発化 13)。 

・手術支援ロボットの自動化の研究などもある 2)。 

・体外から磁場を用いて非接触駆動するカプセル型ロボットの開発が進行

中 27)。 
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米国 
応用研究・ 

開発 
◎ → 

 手術室の高度化 

・GE、Medtronik、Stryker などが市場の高いシェアを確保 

・情報の統合化について MDPnP8)などでの実証が進められている。100 を

超える機関の参加者などで進められておりポテンシャルとして高いが、

治療への直接的なインパクトはこれからでまだ十分ではない． 

 手術支援ロボット・デバイス 

・複数のベンチャー企業が開発を進めている 1, 13)。 

・Intuitive Surgical 社他が研究用に da Vinci を提供し、ソフト開発に力を

入れるなど積極的に展開している 23)。 

・シングルポート用の手術支援ロボットなど実用化に向けた研究開発が活

発に進められている 13)。 

・FlexDex 社においてメカニカル駆動のハンドヘルド型ロボット鉗子の開

発が進んでいる 26)。 

・カテーテルの挿入を支援するロボットの研究開発も盛ん 13)。 

欧州 

基礎研究 ○ ↗ 

 手術室の高度化 

・データの活用ではEU研究共同体によるプロジェクト i-Sur35)などで集約

されており、基礎研究レベルは高い。また Prof. Thomas Neumuth らの

チームは iccas (Innovation center computer assisted surgery)36)を構成

し手術工程などの研究を手広く推進しており、OR.net の拡充にも大きく

寄与している。 

 手術支援ロボット・デバイス 

・柔軟連続体を用いた自律駆動するカテーテルロボットの研究プロジェク

トが実施されている 37)。 

・体外から磁場を用いて非接触駆動する眼科用の手術支援ロボット

OctoMag の開発が進められている 37)。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

 手術室の高度化 

・情報の統合化はOR.netで拡充・実装が進んでいる 7)。治療への貢献は様々

な領域で実証実験を進めている状況。 

・シーメンス、フィリップス、BrainLab などが市場で高いシェアを確保。 

 手術支援ロボット・デバイス 

・イタリアにて開発された手術支援ロボット TeleLap ALF-X が欧州で実

用化されている 38)。 

・フランスの Endocontrol 社のハンドヘルド型の小型ロボット鉗子 Jaimy

など研究開発が活発である 39)。 

・オランダの大学発ベンチャー企業Preceyes社において眼科手術用のロボ

ットの開発が進められている 40)。 

中国 

基礎研究 △ → 

 手術室の高度化 

・目立った研究成果は認識されていない。 

 手術支援ロボット・デバイス 

・ハルピン工科大学 State Key Laboratory of Robotics and System や天津

大学機械工学科が手術支援ロボットの研究で有名であるが、基礎よりは

応用研究が盛ん。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

 手術室の高度化 

・世界的なシェアを有する企業なし。 

・術中 MRI の導入は徐々に行なわれてきている。手術室内の機器の情報統

合に関する動向は不明。 

 手術支援ロボット・デバイス 

・マスタスレーブ型の手術支援ロボット Mirco Hand S が臨床まで進んで

いる 41)。 

・香港理工大学においてシングルポート用の手術支援ロボットが研究開発

されている 42)。 

・ロシアと連携した手術支援ロボット開発センターを設立している 43)。 
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韓国 

基礎研究 △ → 

 手術室の高度化 

・目立った動向は認識されていない。 

 手術支援ロボット・デバイス 

・KAISTなどでシングルポートやNOTES用の手術ロボットの研究開発が

行われている 44)。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

 手術室の高度化 

・世界的なシェアを有する企業なし。 

・術中 MRI の導入は徐々に行なわれてきている。手術室内の機器の情報統

合に関する動向は不明。 

 手術支援ロボット・デバイス 

・日本より早く手術支援ロボットが臨床で導入されており、手術支援ロボッ

トの研究開発に熱心。マスタスレーブ型の REVIO-I が開発されている 45)。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 

1) Diana M & Marescaux J British Journal of Surgery 102:e15-e28, 2015. 
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３.３.４ 治療機器・技術（人工臓器、生体機能補助・代行装置） 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

ここでは臓器や組織の損傷・変形・機能低下等による疾病を治療する（機能を代行・代替

する、または部分的に補助する）機器や人工物の効果検討・仕様確定・設計・製造・生体内

外での評価に係る研究開発を扱う。 

機能代行や機能代替が必要な疾患に対する理想的な治療としては自己組織移植（皮膚移植）、

他家臓器（心臓・腎臓・血液・骨髄など）、他家組織移植（角膜移植など）があるが、ドナー

不足、拒絶反応および緊急時対応が不可能などの問題があり、これらの問題を解決できる人

工的に作成された臓器（人工臓器）や組織（バイオマテリアル）が開発されてきた 1)。また

これらは生体内に植込まれることも多いため、人工臓器とバイオマテリアルは互いに車の両

輪のような関係としてそれぞれ発達し、医療技術として発展してきた。 

実用化当初は救命・延命が主目的であったが、この目的は現在、一定の成果を上げている。

例えば完全人工心臓や補助人工心臓の埋植期間は 1 年を超えることは珍しくなく 2)、透析膜

を用いた人工腎システムは 30 年以上の延命や患者の社会復帰を実現している。人工血管、

人工骨などのバイオマテリアルも同様である。そのため今後は、救命・延命だけでなく、患

者の QOL の向上、省資源、新価値創出などの新たな社会的位置づけも求められ、さらに再

生医療や遺伝子治療を支える技術としての重要性も高まると期待されている。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

・ 外科医療における浸透状況：今日の外科医療において人工臓器・バイオマテリアルは不可

欠な存在となっている。医療側からの要望は今も昔も、より安全、より高機能、より安価、

というものであり、これに応える開発側は基本要素であるバイオマテリアル開発とそれら

を用いて人工臓器に結実する技術開発の双方の協業によって新医療デバイス開発を推進

している。現在の研究開発状況の一例を以下に示す 3)。 

- 人工心肺システムでは外部に送出される血液量（脱血量）が少ない方が患者の負荷

も少なくなる。脱血量を低下させるために、高効率で血液を酸素付加できる膜が開

発され、小型の人工肺が用いられるようになった。 

- 体外循環のもう一つの代表例である血液浄化システム（透析、プラズマフェレシス

など）でも、血液浄化のために除去すべき目的物質に応じた膜材料の開発が行われ、

患者の容体に合わせた血液浄化が可能になっている。 

- 体外循環システムでは、人工肺、透析器ともに表面積が大きく血流も低下する場合

があるので、高い抗血栓性・血液適合性が必要である。このような要望に応じて、

様々な抗血栓性材料が開発されて実用化されている。 

- 植込みデバイスは、心臓ペースメーカのように生体細胞膜の電気的な興奮性を利用

することによって僅かなエネルギーで大きな効果を上げることができるデバイス

等では、年単位で作動することが可能になっている。しかし代替すべき生体機能が

複雑であり人工物での実現が困難な装置もある（人工肝臓など）。植込みデバイス

のうち神経系に介入するものは、その神経の支配臓器によって多彩な機能を実現で
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きるため、海外では精力的に研究が行われている。 

- 開胸手術や開腹手術は全身麻酔や呼吸管理、また切開部分が大きいなど、患者に対

する負荷が大きい。患者の負担を軽減するための低侵襲外科手術法が望まれ、これ

に応えるバイオマテリアルや技術が開発されている。例えば、冠動脈疾患治療のた

めのステントおよびガイドワイヤーや内視鏡手術の際の縫合を補助する生体接着

剤などがある。 

- 人工血管の素材は、開発当初は様々な材料が試されたが、現在では、延伸ポリテト

ラフルオロエチレン（ゴアテックス）、ポリエステル（ダクロン）およびポリウレ

タンの３種が製品に用いられている。人工血管の用途は、動脈瘤置換術、透析用バ

スキュラーアクセス、がん切除時の皮弁形成術など多岐にわたる。 

- 骨と接合できる、あるいは骨と接合しないなどの使用目的に沿った整形外科用金属

材料が開発されている。 

- MRI 検査に影響を与えない金属材料の開発が行われている。 

- 再生医療に必要とされる強度と分解性を備えた生分解性材料の開発が進んでいる。 

・ 長期成績延長に係る課題：人工臓器・バイオマテリアルの開発に求められる基本的な性能

には安全性、滅菌性のほかに、目的とする生体の機能代替性がある。前者は必須の要件で

あるが、生体機能代替性については、技術開発とともにその目標値が年々高くなっており、

またその評価の期間も短期化ではなく長期化している。例えば、全置換型人工心臓および

補助心臓は、開発当初の目標値は時間単位であったが、現在では 100 日単位程度になって

いる。人工肺については、開心術の時間内の使用（4 時間ほど）が目安であったが、近年

ではガス透過性および抗血栓性・血液適合性の向上もあって、日単位の利用が認められつ

つある。冠動脈ステントについては、ベアメタルステントから薬物放出型ステント（Drug 

Eluting Stent：DES）に発展しているが、これはステント留置後の再狭窄を抑制する目

的で開発されたものである。DES については、初期に開発されたものは短期の結果は優

れていたが、長期観察の結果がベアメタル型と変わらないとの報告もあり、現在では、よ

り長期で効果が発揮できる薬物および放出メカニズムの検討が進められている。人工関節

はほぼ技術が確立しており大きな進展は見られていないものの長寿命を実現するための

技術開発が様々行われており、そのうち高生体適合性の高分子を表面処理した製品（上市

済み）がシミュレーションにおいて最長の効果を示し注目されている。こうした評価期間

の長期化は医療技術の進展の観点からは喜ばしいことであるが、開発する側の観点からす

ると以下のような問題を生じさせており、新しい評価体系の構築の必要性が高まる状況に

繋がっている。 

- 長期間の性能を評価するための全臨床試験（動物実験）の標準がない。そのため開

発企業が試験の長期化（＝開発費用の増大）への対応を迫られる。 

- 治験の期間が長くなると企業の費用負担が増大する。 

- 評価が得られるまでの期間が延長されるため、次世代の人工臓器・バイオマテリア

ルの開発指針の決定が困難になる。 

・ 日本の研究開発の特徴：これまでの我が国のバイオマテリアル・人工臓器開発の特徴は、

究極の性能を目指した分子レベルから製品化までの一貫した研究といえる。他方、欧米で

は応用先が開拓されると開発途中であってもそこで性能追及が終わったり、実用化を主眼
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に他の技術に乗り換えたりする例が多い。例えば抗血栓性材料の開発は 40 年ほど前から

国内外の研究者・研究グループが互いに開発競争を行っていたが、基礎研究の段階から、

タンパク質吸着実験、血小板活性化実験、血液凝固試験を経て動物実験での性能評価の時

代を迎えるにつれて、いくつかの設計概念が脱落し、動物実験で優れた性能を発揮したい

くつかの材料が今日の製品に生かされる結果となっている。この過程において、当初、抗

血栓性材料の中心と考えられていた海外製セグメント化ポリウレタン材料はほとんどが

ドロップし、他の医療材料応用へとシフトしたのに対し、我が国では複数の材料が最終製

品に結実し、実際に高い抗血栓性材料として知られるに至った。より多くのシーズを実用

化へとつなげるという観点からは欧米勢の考え方が有利な面もあるが、（学術的および市

場的に）大きな開発目標が明確な場合は技術志向な開発が特色の日本も自らの強みを生か

すことができる。しかし現在はこうした大目標が不明瞭になっており、同時に開発現場の

取り組みがあまりにも技術志向になり医療側のニーズとかい離している状況もあると言

われている。 

（３）注目動向 

＜人工臓器（循環器系）＞ 

・ 補助人工心臓による Destination Therapy：人工心臓に関しては全置換型人工心臓を最終

的な開発目標としているものの、補助人工心臓による治療効果の改善程度によっては補助

人工心臓の改良に力が入れられる可能性があると言われている。遠心・軸流ポンプにより

装置が小型化したためにあえて生体心を摘出することなく十分な循環補助が可能となっ

てきたことがその理由である。遠心・軸流ポンプはさらに小型化が進みカテーテル型のも

のがすでに臨床応用されており、補助人工心臓による Destination Therapy は実質的に可

能となっている。またこれには機械的部分がすべて植込まれ（エネルギー供給は体外）、

体壁を貫くのはケーブルのみとなったために創部感染が減少したことも関係している。 

・ カテーテル型人工心臓：経血管的に挿入できるために、急速に悪化した心疾患患者の救命

に利用できる。特に補助率が高い場合には、生体心の酸素消費を大きく軽減させることが

可能であるため、虚血再灌流に伴う心疾患の急速な悪化に大きな効果をもたらす可能性に

ついて検討されている。 

・ 植込みデバイス：心調律に関するものとしては、デバイスそのものよりもリード断線の問

題点を低減する取り組みが行われている。リードはデバイスより長期に用いられ、機械疲

労による断線は不可避と考えられている。特に除細動器においては大きな問題であるので、

リードを用いない皮下除細動器が開発されている。また心臓ペースメーカもリードを用い

ずに刺激電極を一体化させ心筋に植込むデバイスが開発されている。また診断装置として

皮下に挿入し、長期に心拍を記録して無線送信するループレコーダが臨床使用されている。

その他、中枢神経系（精神疾患含む）、呼吸器系、消化器系、泌尿器系、内分泌系、運動

系、感覚系など幅広く植込みデバイスが開発されている。MRI への対応や無線送信によ

るモニタもすすんでいる。また、今後は高齢化に伴なって、寝たきりの一因になると考え

られている起立耐性低下（起立性低血圧）患者の増加が予測されており、血圧フィードバ

ック制御のための交感神経刺激デバイスの開発の必要性も高まると考えられている。 
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＜バイオマテリアル＞ 

・ オーダーメード化：腹部大動脈瘤や胸部大動脈瘤の治療に用いるステントグラフトについ

てのオーダーメード化が欧米で試みられている。これまでのテーラーメード型では患者の

血管の形態に完全に適合させることは困難であり、また医師が手術場で作成すると形態的

には適合しても複雑な形状のステントに人工血管素材を縫合するのは時間もかかり、仕上

がりもばらつく恐れがある。患者の CT、MRI などの画像情報をもとにオーダーメード型

のステントグラフトを作成する試みが始まっている。 

・ ３D プリンタの活用：オーダーメード化に共通する概念であるが、患者個別のバイオマテ

リアル・人工臓器を３D プリンタで作製するシステムが開発されている。我が国では、（株）

アヘッドラボラトリーズによる人工頭蓋骨加工がオーダーメード型として開発されてい

るが、３D プリンタを用いたものは（株）ネクスト 21 が開発している 4)。３D プリンタ

の応用には多くのプリンタメーカーが参入し、細胞の 3 次元配置を行うもの、金属を直接

焼成するもの、細胞レベルの高分解能をもつもの等、新しいプロセスとして確立される可

能性が高いと見られている。 

・ 脱細胞化生体組織：生体組織から細胞成分を除去した脱細胞化組織は、移植用および再生

医療用の足場材料として注目されている。コラーゲンなどの細胞外マトリックス

（Extracellular Matrices : ECM）で構成されており、生体の複雑な三次元構造の ECM を

そのまま足場として利用できる点が大きな特徴である。2001 年に米国 CryoLife 社が初め

て製品化に成功して以降、多くの企業が参入し、現在ではヒトあるいはブタやウシなどの

同種・異種動物由来の種々の脱細胞化組織が製品化され、様々な用途で使用されている。

脱細胞化組織市場も急速に成長しており、欧米では広く使用されるようになっている 5-13)。

国内では、2014 年に大阪大学にてドイツから輸入された脱細胞化ヒト心臓弁が初めて臨

床研究に用いられた。2015 年には真皮欠損用グラフトとしてブタ真皮由来の「OASIS 細

胞外マトリックス（Cook Japan 株式会社）」が保険適用となるなど徐々に広がりを見せて

いる。この他、再生医療の技術で生体外で組織構築を行い、これを脱細胞する「人工 ECM」

様の技術が米国ベンチャー企業 Humacyte 社によって開発され、米国で臨床試験が開始

されている 14)。ヒト細胞を用いることで、一般的な脱細胞化組織製品でしばしば指摘され

る異種動物由来による未知の感染症や免疫拒絶の懸念を払拭し、さらに脱細胞化すること

で他家細胞の応用を可能にすることで、緊急使用への対応、長期保存化、製造コスト削減

を可能にしている。脱細胞化組織の応用では、特に小口径人工血管や心臓弁に対する取り

組みが多い。先の Humacyte 社のターゲットも小口径血管であり、羊にステンレス製鋳

型を埋植して周囲に形成したカプセル組織を取り出して脱細胞化し、ECM 製人工血管

（OmniflowII）として開発しているフランスのレメイト社 15)などが注目されつつある。中

国では、北京にある China Regenerative Medicine International 社によって脱細胞化ブ

タ角膜が開発され、「艾欣瞳（Acornea）」という商品名で市販が開始されている 16)。日本

や欧米各国では角膜移植が主流であるが、中国、インド、アフリカでは角膜の提供数が大

幅に足りず、人工角膜の開発が臨まれていた。当該脱細胞化角膜の使用が対象となる患者

数は全世界で約 400 万人と推定され、今後の動向が注目される。Acornea については、

2016 年 5 月 23 日に英国 BBC のサイトで China’s Science Revolution という特集の中

で紹介された 17)。 
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・ 人工関節：その基本的なアイデアが提唱され、様々な材料が試され、現行の金属のステム・

セラミックスの骨頭・高分子のライナーという組み合わせが確立してからは、小改善はあ

るものの、大きな進展はみられていない。最近では、摺動部の摩擦係数を低下させ、摩耗

紛の産生とそれによって引き起こされる骨破壊を低減し、長寿命を実現するための様々な

技術が開発されている。そのうち、高生体適合性の高分子を表面処理した製品がシミュレ

ーションにおいて最長の効果を示しており、注目されている（既に市場に投入）。ステム

に関しては、その微細構造を制御して力学的生体適合性を増す技術開発が進んでいる（研

究開発段階）。 

・ 人工骨：様々な材料が試されてきたが、セラミックスに関しては、生体骨の主成分である

リン酸カルシウムを主成分とする製品の優位は揺らがないと考えられる。さまざまなリン

酸カルシウムのうち、リン酸三カルシウム・ハイドロキシアパタイトによる製品が多く、

形状制御や高分子との複合など様々な工夫がされているが、飛躍的な機能向上にはいたっ

ていない。金属に関しては、Osseointegration を有するチタンの優位は変わらないと考え

られる。 

（４）科学技術的課題 

＜人工臓器（循環器系）＞ 

・ 人工心臓における血栓形成のリスク低減：装置内面や生体との接合部の改良、生体内での

血流シミュレーションなどにより血栓形成のリスクは大幅に減少しているが、それでも抗

凝固薬の服用は必要であり、また血栓・出血のリスクをともに最小化することはできてい

ない。 

・ 無拍動流の影響検討：生体心をできるだけ回復させ、Bridge to Recovery を実現されるた

めには補助人工心臓による補助率を増加させることが必要であるが、その場合には生体心

からの駆出が実質的になくなる。すると通常の（現在の）補助人工心臓では温存される拍

動性が消失し、生体の血管系が無拍動流を受けることになるため、その影響について十分

に検討する必要があると言われている。また人工心臓・生体心ともに血流分布が大きく変

化するため、血栓形成についても再考が必要となる。これに関しては使用期間が限定的で

あるカテーテル型人工心臓でも同様となる。 

・ カテーテル型人工心臓：本装置使用による生体心の酸素消費軽減効果は PCI を超える虚

血性心疾患の新規治療法となる可能性をもつと見られているが、現在の装置は使い捨てで

非常に高価であるため、標準治療として確立するためには大幅なコストダウンが必要と考

えられている。 

・ 植込みデバイス（心調律）：生体が真に必要とする心拍数制御はまだ実現していない。 

・ 植込みデバイス（除細動）：心臓の電気生理学的現象を忠実に再現できる大規模シミュレ

ータの開発により、現在の除細動器が放出するよりもはるかに小さなエネルギー（低電力）

で除細動を行える可能性があることが明らかにされた。低電力除細動は心筋が受ける損傷

も少なく、患者にとっても痛みやショックの少ない理想的な治療法であるが、心外膜への

電極装着が必要である等の理由により現時点では実現していない。 

・ 植込みデバイス（神経刺激）：デバイスによる治療は長期にわたるため、慢性の治療効果
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を最適化させる治療方法を科学的に選択し証明することが望まれている。これは薬物治療

と同様の、症状の改善や病因の除去では本質的に予後を改善しない場合があるためである。

たとえば心不全では（症状改善や見かけの病因除去を目指して）強心作用のある交感神経

の刺激を行うと予後を悪化させ、むしろ迷走神経を刺激することが予後を改善させること

が知られている。また、電気刺激のパラメタを系統的にかつ最小の資源で最適化する研究

も望まれている。迷走神経の電気刺激による心不全治療では動物実験で有効性が証明され

たが、電気刺激のパラメタや適応患者を最適化しないままに臨床試験が行われ、臨床試験

では明確な治療効果が証明されていない。神経刺激装置の真価を発揮させるには、センサ

による入力信号に応じたフィードバック制御を行うことが重要になるが、現在の多くのデ

バイスではフィードバック制御を行っていない。フィードバック制御には長期植込み可能

で安定した精度のあるセンサが必要になるが、これが実現していないことが一因と言われ

ている。そのため生体内長期植込みセンサの体系的な開発が喫緊の課題となっている。 

 

＜バイオマテリアル＞ 

・ 長期成績の延長：バイオマテリアル・人工臓器に関して最も大きな課題は長期成績の延長

である。しかし人工血管、人工関節等、現在成功していると言われるバイオマテリアルに

おいてでも、埋入期間が長期化するにつれて問題が生じてくる。この原因には、以下に示

すように①経時的性能劣化、②埋植型医療デバイスの感染巣化、③生体適合性等が挙げら

れている。 

① 経時的性能劣化：初期に発揮されていた抗血栓性や骨適合性は徐々に失われていく。

これは人工材料と生体との相互作用を完全には制御できていないことが理由と考え

られている。解決のためにはバイオマテリアル・人工臓器の最終的な応用形態にお

ける長期の生体反応を観察・解析する技術の開発が必要となる。生体側の研究とし

ては近年の免疫学の進展の成果を取り入れたマクロファージや免疫制御T細胞など

についての研究が開始されているが、さらにこれらを材料の特性あるいは生体－材

料間の反応の理解に結び付けるような研究も必要と考えられている。 

② 埋植型医療デバイスの感染巣化：感染巣化は長期化に伴う問題として最も深刻な問

題である。人工血管、人工弁など循環器系埋植型人工臓器に多くみられるのが、人

工臓器周辺に感染巣が形成され、これらは厚いバイオフィルムで覆われるために抗

生物質では根絶できず、何らかの刺激でバイオフィルムが破壊されると内容物の大

量の細菌が体内にまき散らされ、しばしば重篤な結果をもたらすという事例である。

埋植人工材料の周囲に感染巣が形成される原因は、材料の生体適合性が低いため、

埋植直後から炎症反応がおこり、そのまま材料周囲がコラーゲンからなる厚いカプ

セル組織に覆われることによって、人工材料界面が低酸素状態になる。ここに細菌

が到達すると、低酸素状態が細菌増殖にプラスに働き、増殖した細菌から分泌され

た細菌性多糖からなるバイオフィルムが形成される。カプセル層内は血管網の形成

がほとんどなく、免疫細胞の生体防御機構が機能しない。こうした形成過程が考え

られているが、これに対する対抗策として考えられた抗菌剤の材料表面への固定、

あるいは表面からの徐放化、刺激応答によって抗菌活性を発揮する材料、カプセル

層が薄い早期に周辺組織と結合する材料の応用等が考えられているが、どれもうま
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くいかないか、うまく機能するものでも医療デバイスへの実装に経済的要因（費用

が掛かりすぎる、デバイスの単価が安い等）により実用化に至っていない。 

③ 生体適合性に関する基礎研究：長期間の生体内機能を実現するためには、生体適合

性に関わるメカニズムの解明や制御方法の確立に向けたより詳細な研究が必要とな

る。特にタンパク質吸着や生体の微量成分（脂質やエクソソームなど）の影響や、

極微量領域での生体成分との相互作用制御の研究は長期の成績を左右する可能性が

あり、今後の研究の進展が望まれている。人工骨や人工関節は、既存の技術が成熟

しており、また生体適合性を有するセラミックス、金属は限られているため、新規

の材料に生体適合性を持たせることが極めて困難な状況にある。そのためこれを克

服するためには、ここでも生体適合性に係る基礎的な研究の必要性が指摘されてい

る。なお将来的に材料と生理活性物質との複合や、細胞との複合が重要になった場

合には、材料単独である程度の治療効果は出ているので、実用化へ繋げていくため

には対象症例を絞り、その状態に合わせた現実的なコンビネーションが求められる

と考えられている。加えて、複合の際には、薬剤送達システム（DDS）や血管化が

カギ技術と見られている。 

・ 感染の抑制：生体の防御機構をバイオマテリアル・人工臓器周辺に再構築することが重要

である。先にも記載したように、人工材料周辺は埋植時の免疫反応によりカプセル化する

可能性が高い。このカプセル形成反応を生体組織修復反応と置き換えることで、免疫系に

よる監視が可能な周辺組織が再構築できる。こうしたことを可能にするバイオマテリアル

表面およびその周囲を構築する材料開発が望まれる。 

・ 再生医療との協奏：再生医療とバイオマテリアル・人工臓器は対立概念ではなく協奏的関

係にあるとの認識は、未だ一般的ではないものの今後重要となる視点と考えられている。

iPS 細胞から大量に調製した心筋細胞は 2 次元のシャーレ中で培養しても心臓にはならな

い可能性が高いと考えられており、細胞を適切に 3 次元配置するための足場となる材料や、

分化細胞を大量に培養するための基材、あるいは 3 次元に構築された再生臓器に栄養を供

給するためのポンプシステム等、バイオマテリアル・人工臓器で開発された技術の応用が

必須になる。 

・ 再生組織・臓器開発のための体外培養技術：再生医療による臓器構築の問題点は、構築し

た臓器を生体外で機能させるような培養技術がまだないことである。心臓、肝臓、腎臓な

どは生体外に取り出してバイオリアクターに接続したとしても急速に機能を消失してし

まう。これを解決するために、細胞を 3 次元に配置した最小構成臓器の長期培養条件の検

討が必要と言われている。前述の脱細胞化生体組織を用いた臓器構築の研究はすでに欧米

で広く行われており、これまでにラット心臓、ラット肺およびブタ腎臓について、脱細胞

化臓器に細胞を再播種することで、短時間・低機能ではあるが臓器機能の再現に成功して

いる。またそこでは、iPS 細胞を用いたヒト細胞の大量供給による再生臓器、あるいは脱

細胞化ラット臓器に iPS 細胞由来ヒト細胞を播種するヒトのミニチュア臓器を作成し、新

規薬剤の効能検査へ応用すること等が出口として考えられている。 

・ 栄養供給路としての毛細血管網：生体内外で臓器再構築を行う際に問題となるのは、栄養

供給のための組織内の毛細血管網構築と、宿主の循環器系（血管）からの血液供給のため

の血管（ほとんどが小口径血管）が必要になる点である。医療に用いられている人工血管
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の最小口径は現在 4mm であり、現時点でも冠動脈置換術、頸動脈置換術および糖尿病に

よる下肢・上肢末梢循環不全治療のための小口径血管が存在せず、血管外科医からの開発

の要望があると言われている。これに応える形で Humacyte 社等が 4mm 以下の小口径人

工血管の開発を進めている。我が国では、国立循環器病研究センターのグループが分枝の

少ないダチョウの頸動脈を脱細胞化した上で内皮化を促進するペプチドを複合化した小

口径血管を発表しており、良好な動物実験の結果から早期の実用化が期待されている 13)。

純粋な人工材料を用いた小口径人工血管の開発については、国内外の学会においても近年

目立った報告例は見られていない。 

・ 開発目標設定：学術的および市場的なバイオマテリアル・人工臓器の開発目標の明確化が

求められている。なおこの開発目標は単なる性能を示すだけのものではなく、厚生労働省

が疾病の治療技術としての目標を設定し、それを達成したバイオマテリアル・人工臓器に

ついて償還価格や審査についてのインセンティブを与えること等、政策的な支援と同時に

進められることが肝要となる。 

（５）政策的課題 

・ 産業化に向けた連携・支援の必要性：人工関節や人工骨といったインプラントデバイスの

分野は市場としてある程度確立し、基礎的な学問の集積があり、多くの中小の企業も参入

しているが、産学官の連携は必ずしも十分でない。通常、中小企業は薬事戦略に関して人

的・金銭的資源に限界があり、せっかくの革新的技術が薬事戦略の失敗で埋もれてしまう

場合も多い。そのためアカデミアにおける研究の初期から産業界、規制・規格当局、病院

（臨床の現場）を巻き込んで研究開発を進めることが成功のカギと言われている。またそ

れと並行し、文部科学省・経済産業省・厚生労働省の三省が一つの目標に向けてシームレ

スに連携してサポートする体制も不可欠となる。さらに、医療機器分野は医薬品に比べる

と市場規模が小さいため大企業の参入が期待しにくく、治験を単独で行うだけの資金力が

ない中小企業が産業化の中心にならざるを得ない。そのため治験に対する手厚い人的・資

金的サポートも必要になる。例えばわが国では、植込みデバイスを実現するための基礎技

術の集積があるものの、数回の取り組みにもかかわらず、国内での植込みデバイスの開発

には成功していない。植込みデバイスが体内植込みのためにクラス３またはクラス４の医

療機器であることに加え、能動的な治療を行うこともリスクを増すものと捉えられ、数々

の企業が挑戦したがのちに撤退をした。そのためリスクをヘッジする政策的取組やリスク

に耐えられる財務体質のある企業の参画が必要と考えられている。現在の欧米の植込みデ

バイス開発企業は、多額のデバイス売上を開発費やリスクヘッジに割り当てており、この

好循環と同等の仕組みを確立しない限り、わが国の企業が植込みデバイス開発に参入でき

る見込みは少ないと言われている。 

・ 競合技術間の調整：バイオマテリアル・人工臓器の開発研究はニーズ対応であることが重

要であるが、近年この点が曖昧になりつつあるとの指摘がある。例えば全置換型人工心臓

について、わが国の技術レベルは決して欧米に劣るものではないものの、臓器移植法案の

設立（心臓移植との競合）や再生医療の台頭（心臓再生との競合）などにより、同分野の

開発にかかるリソースが一時期に比べて大きく減退し、ハード、ソフトともに欧米に大き
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く後れをとる事態となっている。「医療に役立つ技術」という観点から有用と見込まれる

技術については、いずれの競合技術も伸ばしていけるようなリソース配分の調整や政策目

標の設定を行なう政策的対応が今後一層重要となる。ちなみに欧米では、医療を経済ベー

スで俯瞰するため、必要な技術とそれに投資できるリソースが明確化しており、産業面と

してプラスであれば開発は進行する形になっている。 

・ 医療政策との関係：バイオマテリアル・人工臓器の医療応用については、一般的に各国の

医療政策に左右される度合いが大きい。そのため国としての治療目標を明確にすることに

より開発するバイオマテリアル・人工臓器の性能の目安を定めることができるようにする、

製品としてのバイオマテリアル・人工臓器の価格決定に自由度を持たせる等、保健医療費

の抑制と医療デバイス開発促進を同時に実現するための医療政策的検討が今後一層重要

との指摘がある。なお欧州では CE マーク取得による治療・治験同時進行システムを取っ

ているが、問題も多いと言われている。規制自体は日本と同様に厳しい米国では、新医療

技術・デバイスが次々と生まれている。その理由の一つは混合診療およびそれによる医療

デバイスの価格自由化があると言われている。実際に、脱細胞化組織の欧州ベンチャーが

EU 内での実用化をあきらめて米国に移って成功している例もある。我が国にある技術シ

ーズに研究費を投下しても、実用化の段階で米国に移行する流れができる可能性も十分あ

る。 

（６）キーワード 

バイオマテリアル、生体適合性、コンビネーションデバイス、ステントグラフト、小口径

人工血管、脱細胞化生体組織、補助循環、遠心・軸流ポンプ、小型化、無拍動、抗血栓性、

虚血性心疾患、植込みデバイス、フィードバック制御、生体長期植込みセンサ 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ → 

 人工臓器（循環器系） 

・基礎研究は盛んに行なわれており、欧米と比較しても活発な研究が行な

われている。しかし論文として高い評価を得難く、研究者集団の育成が

課題となっている。企業内での研究は限定的。 

 バイオマテリアル 

・基礎研究は盛んで、斬新なアイデアの研究は多いものの、出口を見据え

た研究が少なく、アイデアを具現化できる企業側の人材も不足している

ため、学術論文発表どまりの研究が多い。 

・医療政策や医療費など産業的な観点からの問題点の提示がなく、基礎研

究のベクトルが分散している。この点は医療デバイス製品開発には問題

である一方、新技術創出の可能性は拡大している。 

・脱細胞生体組織の研究が活発化してきた。厚労省のガイドライン作成も

開始され、国産あるいは海外製品の導入の下地作りが進んでいる。 

応用研究・ 

開発 
○ ↘ 

 人工臓器（循環器系） 

・遠心・軸流ポンプや人工肺の開発で成果が見えたところであるが、欧米

の追随を受けている。限定された製品の開発に終わらず、パイプライン

により次々と新製品を開発する必要があるとされる。植込みデバイスに

ついては開発への動きが縮小している。 

 バイオマテリアル 

・高い技術力を背景に、高耐久型人工関節 18)や神経接合管 19)など新しい製

品が上市されているが、基礎研究開始から 10 年以上たったものもあり、

過去の成果を食いつぶしているとも言えるとの見方もある。 

・大きな市場を狙った製品が数少ない。 

米国 

基礎研究 ◎ → 

 人工臓器（循環器系） 

・ 基礎研究はアカデミアだけではなく、企業内でも盛んに行なわれている。

そうした長期にわたる研究開発が製品開発のパイプラインに結びついて

いる。一方、この分野に対するアカデミアへの公的研究費は減少している。 

 バイオマテリアル 

・NIH の幹細胞治療研究予算凍結 20)を受けて、細胞を用いない再生医療、

すなわち組織工学への注目が増大している。 

応用研究・ 

開発 
◎ → 

 人工臓器（循環器系） 

・企業内で進められるため具体的な製品が実現するまでは情報が少ない

が、長期にわたる種々の研究活動から製品開発のシーズが多数生じてい

ると見られる。 

 バイオマテリアル 

・産業化の道筋ができているため資金が付き製品化される確率が高く、合

目的な開発が堅調に進んでいる。その過程では消えていくものも多い。 

・脱細胞化組織の研究の裾野が拡大しており、単純組織の売り上げが拡大

し、機能発現の基礎検討および再生医療用足場材料としての複雑臓器研

究開発が展開している。 

欧州 基礎研究 ◎ → 

 人工臓器（循環器系） 

・ 米国に次いで、多くの研究が企業内で行なわれている。欧州全体として生

体シミュレーションや長期生体信号処理のプロジェクトが行なわれてお

り、その活動を介して本分野のアカデミアが公的研究費を確保している。 

 バイオマテリアル 

・現在基礎研究は盛んだが、基礎的な分野を担当していた研究者らの退職

が予定されており、後任が研究内容を継続するかは不透明な状況。 

・研究者の興味が、新材料開発ではなく既存材料の加工や改良に重点が置

かれている。 

・死体から採取した組織の脱細胞化とその臨床応用の研究が進められてい

るが、商業ベースに乗るかは不明。心臓弁に関しては、EU 横断的な研究

組織「ARISE」が立ち上がり、企業と共同で研究を進めている 21)。 
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応用研究・ 

開発 
◎ → 

 人工臓器（循環器系） 

・米国同様に企業内に蓄積した研究活動の成果を製品に移行させている。

特に、日米に比して機器の早期承認が得られるため、グローバル展開に

おいて有利である。 

 バイオマテリアル 

・EU 全体で医療機器の研究開発を盛り上げようとする機運がある。 

・フラウンホーファーのような、基礎と応用をつなぐシステムが充実して

いる。 

・一方、ある脱細胞化組織ベンチャーが英国・EU 内での開発から撤退して

米国を拠点を移したという事例もある。市場開拓がうまくいかなかった

と見られている。 

中国 

基礎研究 ○ ↗ 

 人工臓器（循環器系） 

・一部に本分野に寄与する研究成果が発表されている。公的資金による研

究支援は活発だが、研究成果の精度には疑問のある場合もあるとされる。 

 バイオマテリアル 

・オリジナリティーに乏しく、斬新なアイデア提案というよりは先端技術

の展開的な論文が多い。しかし中国発の学術論文数は増加しており、質

の向上も見られる。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

 人工臓器（循環器系） 

・情報が少ないこともあるが、目立った動きはない。 

 バイオマテリアル 

・国家戦略としての支援が大きい。 

・脱細胞化角膜組織の上市に引き続き、米国ではすでに臨床応用されてい

る脱細胞化小腸の上市も 2016 年度に予定されている 22)。 

韓国 

基礎研究 ○ → 

 人工臓器（循環器系） 

・本分野に関係した基礎研究の発表は多くない。 

 バイオマテリアル 

・バイオマテリアル研究は盛んである。新規材料開発については、既存製

品の組み合わせで新機能を狙う研究が多い。8 年後の世界バイオマテリア

ル大会開催を日本と競合したが、韓国が選ばれた。 

応用研究・ 

開発 
△ → 

 人工臓器（循環器系） 

・情報が少ないこともあるが、目立った動きはない。 

 バイオマテリアル 

・国家戦略としての支援が大きく、規制制度も整備されつつあるが、バイ

オマテリアル・人工臓器関係よりも再生医療関係に重心が置かれている。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.３.５ 介護福祉・リハビリテーション支援機器 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

ここでは障害者や高齢者の自立・自律生活、社会参加の促進、QOL の向上に役立つ機器（移

動支援機器、情報支援機器、義肢・装具等）の開発や評価に関する研究領域、及び、障害者、

認知症患者、高齢者のリハビリテーション医療において機能や活動の改善等の治療的効果を

目的とする機器（リハビリテーション支援ロボット、認知・情動支援機器等）の開発や評価

に関する研究領域を扱う。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

＜定義＞ 

①介護福祉機器 

・ 定義づけに係る検討：ISO9999「福祉用具の分類と用語」1)に示された次の定義が現在の

代表的な定義である：「障害者によって、もしくは障害者のために使用される用具、器具、

機具、ソフトウエアであって、以下の要件のいずれかを満たし、特別に製造されたもので

あると、汎用製品であるとは問わない。・参加に資するもの・心身機能と構造および活動

に対し、それを保護または支援、訓練、検査、代替するもの・機能障害、活動制限、参加

制約のいずれかを予防するもの」。この定義によれば、当該領域には狭義の介護福祉機器

（オーファン・プロダクツ）に加えて障害者や高齢者に配慮された一般製品（アクセシブ

ルデザイン）2)も含まれる。そのためこの二元論で当該領域を捉えることが必要と考えら

れている。一方、2014 年に世界保健機関（WHO）で開始された取り組み Global Coop-

eration on Assistive Technology（GATE）では、障害者という用語を極力用いずに介護

福祉機器を定義する議論が ISO/TC173/SC2 のグループ と行なわれ、次のような定義が

作成されている：「主たる目的が、生活機能や自立を維持もしくは向上し、かつそれによ

り健康を促進するための体内に埋め込まない製品（用具、器具、機具、ソフトウェアを含

む）であって、特別に製造されたものであるのと、汎用製品であるとは問わない。また、

機能障害や二次障害の予防に使用されるものも含む」3)。 

 

②リハビリテーション支援機器 

・ 定義づけに係る検討：2011 年の次世代医療機器評価指標作成事業・活動機能回復装置審

査 WG 報告書において「活動機能回復装置」として広くとらえようとされている。すな

わち、活動機能回復装置とは、「基礎的な作業理論を組み立て、運動情報データの定量化

を行うもので、疾患により低下した機能を回復させるもしくは代替するハードウエアとソ

フトウエアを含んだ知能機械システム及びその訓練のために用いる知能機械システムと

する。また、活動機能回復装置は、心身機能／構造の回復・代替そのものを目的とするだ

けでなく、最終的に生活の活動、社会への参加を支援し、使用者の生活機能を向上させる

ために、病院・施設・在宅など生活空間で使用するものとする。」と定義されている。 

・ ロボット技術を用いた活動機能回復装置（リハビリテーション支援ロボット）の定義：ロ

ボット技術を用いた活動機能回復装置開発ガイドライン 20154)において、「基礎的な作業
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理論を組み立て、活動情報データの定量化を行ってその結果に基づいて装置の動作を生成

するもので、身体・認知機能及び身体構造の回復そのものを目的とするだけでなく、最終

的に生活の活動、社会への参加を支援し、生活機能を向上させるために、病院・施設・自

宅などで使用する装置等を指す。」と定義され、周辺環境及び自身のセンシングをもとに

アクチュエータを介して力学的に運動出力をもたらすものとし、最終的に四肢体幹の運動

制御を中心に活動機能回復を期待するものとされている。ロボットの定義は複数存在する

が、ロボット産業政策研究会報告書によれば「センサ、知能・制御系、駆動系の 3 つの技

術要素を有する、知能化した機械システム」による装置とされる。介護福祉機器にリハビ

リテーション支援ロボットを含める場合もあるが、いわゆる狭義の「介護福祉機器」との

大きな違いは「治療」の概念の有無となる。狭義の「介護福祉機器」では、それを使って

いる間は活動機能が向上し、使わなければ活動機能はもとに戻る。一方、リハビリテーシ

ョン支援ロボットは、それを一定期間使うことによる「治療」効果が目指すべき目標とな

り、ロボットを使わない状態でも活動機能が改善することが重要と考えられている。 

 

＜機器開発＞ 

①介護福祉機器 

・ 実用に近い機器の製品化に向けた開発支援：福祉用具法に基づく開発助成が NEDO「課

題解決型福祉用具実用化開発支援事業」にて実施されており、実用化に向けた機器開発が

実施されている。近年は福祉用具利用対象者の軽度者への拡大や、社会参加や QOL 向上

に役立つ機器への範囲の拡大に関する取り組みも行われている。また厚生労働省では「障

害者自立支援機器等開発促進事業」（H28 年度はテクノエイド協会の事業）にて障害者の

自立促進に資する機器の開発が実施されている。いずれも企業を対象とした開発助成とな

っている。 

・ 基礎研究、応用研究：AMED の設立に伴って状況が変化しつつあると考えられている。

医療機器と介護福祉機器の関係がボーダレスになり、介護福祉分野の研究に対する助成を

どちらの分野で担うかが課題として指摘されることもあると言われる。またこれにはユニ

バーサルデザイン（一般製品）とオーファンプロダクツ（狭義の介護福祉機器）の関係が

ボーダレスになりつつある状況や、ICT 関連の機器では提供されるサービスに基づいたト

ータルシステムの構築が必要とされるため研究開発が複雑化している状況なども影響し

ていると考えられている。福祉用具の市場規模が横ばいの中、基礎・応用段階の研究を活

発化させるためには何らかの技術的ブレークスルーおよびそのための研究開発スキーム

の構築が望まれている。 

 

②リハビリテーション支援機器 

・ 企業による取り組み状況：リハビリテーション支援ロボット等の関連では、トヨタ、ホン

ダ、テイジンなどの大企業が本格的に研究・開発・商品化に乗り出したことが注目されて

いる。大学等研究機関での開発が盛んに行われているものの製品化や実用化に至らない例

が多い中、今後、医療機関等での利用が増えれば、新規企業の参入も増えてゆくと期待さ

れている。リハビリテーション支援ロボットの世界市場規模は今後飛躍的に（2016 年の

約 2.6 億ドルから 2022 年までに約 15 億ドルへ）増加すると予測され、既に十分なリハビ
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リ制度の整備された日本はその大部分を占めると見られている。しかしながらリハビリテ

ーション支援ロボットの世界シェアは 2015 年のデータでは米国が約 76%と圧倒的なのに

対し、日本はわずか約 3%である。超高齢化社会を牽引する我が国がリハビリ先進国とし

てリハビリテーション支援ロボットの分野においても主導的立場をとるためには、機器開

発と市場介入に向けた積極的支援が必要と考えられている。 

・ ロボット開発における日本の状況：自動車産業や電気産業などで培われた移動、センサ、

視覚認識などの技術集積においては諸外国に比べ優位性があるとされる。それに対し、医

療用ロボットなどのサービスロボットにおいて必要なマニピュレーション、多指ハンド、

遠隔操作、ヒューマンインタフェースにおける技術集積は少なく、これまで国内で開発さ

れた実績はほとんどない。また医療用ロボットを世に送り出すための、臨床試験などの臨

床評価技術、顧客の使いやすさを追求するユーザビリティ技術、新技術を世に広めるマー

ケティング力で他国に比べ劣るとされている。これまで国内で開発された主なリハビリテ

ーション支援ロボットは筑波大学発のベンチャー企業サイバーダイン社の「HAL 医療用

（下肢タイプ）」（欧州で CE マーク取得、2015 年 11 月薬事承認、2016 年 4 月保険収載）、

藤田保健衛生大学とトヨタ自動車が共同開発した「歩行練習アシスト」「バランス練習ア

シスト」（臨床的研究中）、ホンダ社の「HONDA 歩行アシスト」（非医療機器として販売

中、臨床試験中。欧州では CE マーク取得）、イスラエル製の上肢リハビリテーション支

援ロボット ReoGo をテイジンファーマが国内でライセンス生産し、さらに純国産品とし

て独自に生産している ReoGO-J など。 

・ 日本における新たな医療機器開発戦略の開拓：従来の新医療機器の開発戦略は、プロトタ

イプをまず規制が比較的緩い欧州で CE マークを取得し市場に投入し、実際の医療現場で

問題点抽出、機器改良、データやエビデンスの蓄積を行い、医療機器の販売体制、安全と

信頼性管理体制、メンテナンス体制などを整え、事業収益の見通しを立てた上で、最大市

場であり医療機器としての承認とブランディングに絶大な世界的影響力を持つ米国で

FDA 認可を取るというのが主流であった。実際に「HAL 医療用（下肢タイプ）」は欧州

の医療機器承認を先行させ、「HONDA 歩行アシスト」も欧米での医療機器としての開発

を先行させている。一方、日本は最終市場とされることが多いが、「HAL 医療用（下肢タ

イプ）」が、はじめに介護機器として国内市場に投入されたのち、医療機器として承認を

受けるという、日本の医療機器開発において新たな開発戦略を開拓した。また欧米では医

療機器が承認を受けてから本格的に医療保険の償還を受けるまでには一定の時間がかか

るが、ここでは政府及び関連機関の支援の下、わずか 3 カ月で保険給付の決定を受けるに

至っている。早期保険適用の道筋が示されたことから、今後は、開発中の他のロボットが

この流れに続いていくことで、日本におけるリハビリテーション支援ロボット開発が一層

発展することが望まれている。 

・ アザラシ型ロボ「パロ」の普及状況：デンマークでの介護福祉機器としての実績を積んだ

後に 2008 年に欧州で CE マークを取得。高齢化の進むデンマークで、デンマーク技術研

究所（DTI；Danish Technological Institute）が販売を牽引することによって、約 80%

の自治体に公的導入された。ドイツでは在宅介護における訪問セラピーに健康保険適用が

開始され、米国では FDA に医療機器として認められた。米国ではがん患者の抗がん剤投

与中の痛みやだるさの軽減効果を検証する臨床試験が進み、豪州では政府が１億円以上の
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予算をつけ認知症患者に対する非薬物療法の大規模臨床試験が進行中である。またシンガ

ポールでは高齢者向けに利用が全額補助されるなど約 30 ヶ国で利用されている。各国で

の臨床効果について、うつ、不安、痛み、孤独感、睡眠、心的外傷後ストレス障害や認知

症に改善効果が示され、薬物の使用量減少、介護負担の軽減、在宅医療のコスト抑制につ

ながることが示唆されている。現在世界の認知症患者 4,400 万人にかかる治療費が約 70

兆円と試算されており、特に医療経済面での効果が期待されている。 

 

＜評価・標準化＞ 

・ 臨床試験における利用効果の評価：介護福祉機器の臨床試験における効果の信頼性や妥当

性の評価が課題として指摘されているが、倫理審査の基本となる考え方がまとめられ、整

備されつつある 5)。ただし利用効果に関する研究は十分ではなく、一層の推進が望まれて

いる。 

・ 国際規格の作成：介護福祉機器や介護ロボット、非医療機器のサービスロボット、人と共

存するパーソナルケアロボットに対して準拠する安全規格が存在しないという問題があ

ったが、現在は国際規格整備が進められている。例えば国際標準化機構（ISO）では福祉

用具の国際規格作成が進められているが、新たな分野として認知機能を支援する機器の規

格作成作業グループが立ち上がり、一般通則や時間管理支援機器のガイドラインの作成が

始まっている。今後はさらなる展開も計画されている。また介護ロボットの国際規格作成

に向けた動きも始まっており、そちらも今後の展開が期待されている。なお福祉用具の国

際規格策定技術委員会（ISO/TC173）では日本の貢献が大きくなっており、国際的に当該

分野を先導する存在となっている。 

 

＜基盤構築に関する研究＞ 

①介護福祉機器 

・ 機器開発サイクルを効率的に駆動させるための基盤構築研究：個々の機器開発に関する研

究に加えて介護福祉機器に関わるステークホルダーを巻き込み、開発から利活用までのサ

イクルを効率よく駆動させるための基盤構築に関する研究も進められている。国立障害者

リハビリテーションセンターが AMED 助成下で「支援機器イノベーション創出のための

情報基盤構築に関する研究」に取り組んでおり、関連するデータベース構築や人材育成、

当事者参加による機器開発の方法論の構築が進められている。また EU では Responsible 

Research and Innovation に関する研究の枠組みにおいて、高齢社会における ICT 技術

の開発のための企業向けツールや手法等の基盤構築に関する研究が進められており、当該

技術の開発・利活用促進が今後加速する可能性があると見られている。 

 

②リハビリテーション支援機器 

・ ニューロリハビリテーション治療の基盤構築に係る研究開発：リハビリテーション支援機

器に応用可能な基盤研究として、既に臨床効果が確立されているCI（Constraint Induced）

療法、HANDS（Hybrid Assistive Neuromuscular Dynamic Stimulation）療法、BMI

（Brain Machine Interface）技術などの新たなニューロリハビリテーション治療の基盤構

築に関する研究や、運動機能を効率的に改善させるための運動学習に関する研究が進めら
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れている。また BMI 技術を活用し、脳波のデコーディング技術とロボティクス技術を統

合した臨床研究が進められており、運動障害の回復を目的とした脳卒中片麻痺例を対象と

する治療効果を検証するための臨床基盤が構築されている。AMED では BMI 技術を応用

したリハビリテーションシステムの薬機法承認に向けた医師主導治験が計画されている。

また NICT（情報通信研究機構）委託研究では高度な脳活動計測技術とロボットを使った

リハビリテーション技術を融合させた（1）高齢者・障がい者の身体機能回復支援技術の

研究開発、（2）認知・感覚運動機能の維持/回復を目的とした機能回復支援システムの研

究開発が行われている。 

（３）注目動向 

＜海外＞ 

・ Global Cooperation on Assistive Technology（GATE）： 2013 年から WHO で GATE 活

動が開始され、世界規模での研究開発と普及に関する動向が加速している。2016 年には

重点を置いて取り組むべき福祉用具 50 品目のリストが発行され、今後、これを基にした

政策や教育、給付システム等に関する研究や実践が計画されている。 

・ アジアでのネットワーク構築：2015 年には、日本、韓国、台湾のリハビリテーション工

学に関する学会が協定を結び、連携を進めている。また、シンガポールを中心に、Create 

Asia というリハビリテーション工学・福祉機器に関連する団体によるネットワークが発

足し、日本からも加盟している。さらには、中国も当該分野のアジア連携の構築に動き出

しており、今後の動向が注目されている。 

・ 遠隔医療の導入：米国では遠隔医療が急速に普及しつつある。また最近の英国の遠隔医療

パイロット研究では、15 %の救急受診低下、14％の入院低下、45％の死亡率低下がみら

れたとの報告もある。これらよりロボットを用いた遠隔医療による在宅医療管理の取り組

みが今後発展する可能性があると見られている。 

・ 仮想現実システムによるリハビリテーション：リハビリテーション分野では、IT 技術、

ロボット、仮想現実、ゲームなどの産業との連携強化が進んでいる。患者が増えるペース

に比べて病院やセラピストが不足しているため、その隔たりを埋めるためにゲーム機器を

活用する事例が増えており、世界各国から発表されている。特に仮想現実を利用した集中

トレーニングが脳卒中のような脳を損傷した患者のリハビリに採用される事例が増加し

ている。今後は仮想現実を用いたリハビリに関わるガイドライン開発、訓練コンテンツ開

発、及びそれらを実装するソフトウェアなどの事業で世界的に活発な動きが予測されてい

る。 

 

＜国内＞ 

・ 介護ロボット開発プロジェクト：技術開発のフェーズから実証評価のフェーズに重点が移

ってきている。また厚生労働省ではニーズとシーズをマッチングする取り組みも進められ

ており、次期の介護ロボット開発課題設定に向けた動きも注目される。 

・ 関連研究開発動向：現在実施中の JST 戦略的イノベーション創出促進事業「高齢社会を

豊かにする科学技術システムの創成」プログラムが 2017 年度から社会実験のフェーズに
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入る予定であり、新しい技術の社会での受け入れやその効果に関する知見が得られること

が期待されている。また 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックにむけて、内閣府

が主導するイノベーションプログラムでは、ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)

や障害者の体温調節支援技術に関する開発テーマが立てられている。 

・ 多様な連携：神戸医療産業都市では約 300 の企業、医療機関、研究開発施設等が連携して

介護リハビリロボットをはじめ医療分野の産業創出に向けた動きを進めている。そのうち

兵庫県立リハビリテーション中央病院内に設立された「ロボットリハビリテーションセン

ター」では、20 を越える大学や医療機関、企業が、ダイレクトに現場が連携できるよう

な医工連携の開発環境を構築している。機器開発でも村田製作所やソニー、シャープとい

った大手企業が参加し、機器の拡販やシステム開発、運用面でも様々な企業が連携してい

る。また、産学官が連携してロボットの研究開発や生産の拠点を形成し，新技術・新製品

を創出していくことにより，世界に誇れるロボット産業拠点の構築を目指す「あいちロボ

ット産業クラスター推進協議会」が、平成 26 年度に発足した。平成 28 年時点で 358 の

企業や団体が会員として参加している．同協議会には「製造・物流ワーキンググループ」、

「医療・介護ワーキンググループ」、「無人飛行ワーキンググループ」が設置されている。 

・ 介護・医療等ロボット普及・実用化促進事業：介護・医療ロボットの実用化促進と支援に

ついては、新産業創造研究機構（NIRO）が、ロボットを含む事業に対し、厚生労働省の

「次世代産業の創出による雇用創造プロジェクト」を利用して人材面で支援するとしてお

り、公募が進められている。 

・ 新医療機器（リハビリロボット）の保険収載：筑波大学発のベンチャー企業、サイバーダ

イン社が開発した「HAL 医療用（下肢タイプ）」は、2016 年 1 月に開催された厚生労働

省中央社会保険医療協議会にて、神経・筋難病疾患治療に対する 2016 年 4 月からの保険

適用が承認された。同ロボットは欧州では 2013 年に脊髄損傷や脳卒中によって歩行困難

となった患者の機能回復を対象に医療機器としての認証を取得している。国内では 2013

年3月～2014年8月に難治性の神経・筋難病疾患の患者に対して医師主導治験（NCY-3001

試験）が実施され、2015 年 11 月に新医療機器としての薬事承認を取得した。 

・ ジャパン・バイオデザインの発足 6)：バイオデザインとは、2001 年にスタンフォード大

学の Paul Yock 博士らがデザイン思考によって医療機器開発を推進する人材を育成する

プログラムとして創出したものである。このプログラムから 14 年間で 40 社の起業、400

件以上の特許出願がなされ、20 万人以上の患者が本プログラムで創出された機器の恩恵

を受けていると言われている。すでにインド、シンガポール、アイルランド、イギリスで

導入されていたが、2015 年 6 月に東北大学、東京大学、大阪大学の 3 大学とスタンフォ

ード大学の間で契約が締結され、ジャパン・バイオデザインが発足した。既にニーズの選

別，解決策の創造，そして事業化立案まで行う人材が輩出されている。本研究開発領域に

限らず、医療機器開発全般の人材育成に係る動向として注目されている。 

  

http://www.hwc.or.jp/hospital/robot/
http://www.hwc.or.jp/hospital/robot/
http://www.niro.or.jp/index.php
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（４）科学技術的課題 

・ フィールド・ベースト・イノベーション：機器の開発者が利用者やステークホルダー、利

用環境、社会制度など複雑な状況を想定しきれないという課題を解決するために、開発す

る機器の利用が想定される現場（フィールド）で技術開発を行うことが重要と考えられて

いる。そのため利用者の特性把握やニーズの発掘、機器の利用サービスや供給体制、地域

での支援体制など、機器のみではなくトータルのサービスとして提供できるよう、社会技

術の手法を活用した方法論の構築が必要となっている。 

・ デザイン・ドリブン・イノベーション：ユーザーが何を求めているのかを観察し、ユーザ

ー自身が気付いていないロボットの本質的・潜在的なニーズの要素を見極めた上で、全く

新しい革新的な付加価値を提供するための技術開発を目指す。技術のイノベーションを伴

いながら、その製品やサービスがユーザーにとってなぜ必要なのかを新たな「解釈」や「価

値」として提供することで、製品・サービスのみならず社会における変革をももたらすこ

とを目指す。 

・ ユーザー・ドリブン・イノベーション：北欧諸国では、技術主導の製品開発や問題解決に

対する失敗から、ユーザーに軸足を置いたアプローチ、特にコスト削減ではなくイノベー

ションによってユーザーの新しいニーズを満たすことが求められており、医学工学の専門

家だけでなくユーザー自身が開発プロセスに参加する事例が多い。一方、日本では新製品

を開発する際にユーザー調査は行われるもののユーザーがメーカーの技術者と一緒にな

って製品コンセプトをつくり上げることやデザインを行うことは殆ど行われていない。こ

うした違いがある中で、日本企業が北欧諸国の機関を通じて欧州の販路拡大に成功した事

例がある。そのため北欧諸国を活用したオープン・イノベーションを進めることで、ユー

ザーを巻き込んだロボット開発と欧米への販路拡大を実現できる可能性があるとの見方

もある。 

・ 利用効果の科学的な検証：当該領域は医療機器等に比べて利用効果が十分に示されていな

い。そのため利用効果の科学的な検証は、方法論の構築も含め、研究として取り組むべき

課題が多いと考えられている。 

・ 超ユニバーサル化介護福祉機器：利用者の特徴は個人個人で異なっており、この領域では

個別適合のためのカスタマイズが重要とされる。しかしそこには手間やコスト、技が必要

であり、しばしば大きな問題も引き起こす。また増加する高齢者を対象とした機器の場合、

利用者の心身機能の変化への適合も大きな課題となる。今後は、例えば癌のような疾患を

抱えた高齢者で、心身機能の変化の著しい利用者であっても簡単に使用できる機器の開発

が待たれる。また、その解決策の一つとして、機械学習技術や AI 技術を用いたある程度

自動的にカスタマイズを行うことが可能な機器の開発にも期待が持たれている。 

・ バイオニック・アシスティブ・テクノロジー：介護福祉機器の新たな領域として、体温調

節や排泄支援など、利用者の生理機能を支援する非侵襲の機器開発が求められている。そ

のためには、障害のある利用者の生理機能の特性から解明する必要があり、基礎研究と応

用研究、開発研究が密につながりながら研究を進める体制や仕組み作りも課題となってい

る。 
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（５）政策的課題 

・ 機器開発・普及基盤の構築：機器開発から普及に至るプロセスが非常に複雑なのが本領域

の難しい点と言われている。また利用者数が他の工業製品と比べて少なくカスタマイズも

必要である。他の工業製品等に比べるとデータが不足しているという現状もある。さらに

「ビジネスが成立しない」「企業が見つけられない」「経費がない」「販路がない」という 4

つの大きな難関があると言われ、米国でもロボットの開発企業と市場調査を行う販売企業

とが提携して販路を拡大している事例がある。そのため、企業連携を促進し、機器開発か

ら普及までを効率よく進めて行くための全国規模での研究開発基盤が望まれている。 

・ 研究成果の公表：リハビリロボットの世界市場では数社の企業がマーケットリーダーとし

ての地位を築いており、その中でも Hocoma 社製品は全世界で研究用も含め 400 台以上

の販売実績がある。また同社製品はピアレビュージャーナルの 110 以上の出版物でレビュ

ーされている。こうしたことから研究成果の公表がリハビリロボットの市場を成長させる

上で影響を与えると考えられている。しかしリハビリロボットの研究は主に倫理的課題か

ら小さなサンプルサイズで行われているため、産官学連携や研究助成等により大規模な

RCT（無作為化比較試験）を支援する取り組みが必要とされている。 

・ 効率的かつ迅速な機器開発の実現に向けた支援：新たな機器が開発された際、製品化や普

及に至る期間が長くなることが課題として指摘されている。また保険の給付対象となるか

どうかも市場の形成に重要な因子である。そのため製品化や普及を効率よく、かつ短期間

で行うことができる政策的な取り組みが望まれている。これに関し、医療機器では AMED

が平成 28 年 12 月に「医療経済的視点も踏まえた医療の研究開発推進の在り方について」

を取りまとめ、研究開発支援に関し、予算措置を受けて、開発コストの削減や医療の効率

化に直接的に資する治療用医療機器の有効性を短期間で判断する評価法や市販後調査等

を活用した評価法の研究を推進すると発表している 7)。 

・ 標準化の推進：介護福祉機器では心身機能の低下した利用者が想定されており、安全性の

確保は重要であるにもかかわらず、規格等の整備がまだ十分とはいえない状況と考えられ

ている。そのため、機器自体の性能や安全性に関する標準化に加えて、利用方法や適合等

のサービスに関する標準化もあわせて取り組む必要があるされている。 

・ 積極的な特許出願：リハビリ／介護・福祉ロボットに関する特許出願状況を見ると、日本

国籍出願人による出願件数は全体で 3 割程度を占めるにすぎない。日本の市場規模が世界

の市場規模の８割（2011 年）を占めることを踏まえると、今後は積極的に特許を出願し

てリハビリ／介護・福祉ロボットに関する技術開発を加速させていくことが重要と考えら

れている。 

・ 医療用リハビリロボット：いわゆる次世代ロボットとしてサービスロボットが位置づけら

れ、その一角を医療・福祉ロボットが占めている。しかし経済産業省・厚生労働省におい

て介護ロボットに重点が置かれていることもあり、相対的に医療用のリハビリロボットへ

の注目及び支援が手薄となることが懸念されている。またアザラシ型の癒やしロボット

「パロ」を筆頭とする認知症に対するロボットでは日本は世界のトップを走っていると言

えるものの、ロボットの分類ではこれらはコミュニケーションロボットに分類されている。

障害を持った対象者本人の心身両面の機能の回復（向上・維持）を目的としたロボットを

リハビリロボットとして区分し、その成長を促す必要性が指摘されている。 
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（６）キーワード 

福祉機器、ICT、IRT、アシストスーツ、義肢装具、車椅子、意思伝達装置、機械学習、デ

ータマイニング、ユニバーサルデザイン、オーファンテクノロジー、アクセシブルデザイン、

デザインワークショップ、フィールド・ベースト・イノベーション、パーティシペートリー・

デザイン、リスポンシブル・リサーチ＆イノベーション，リハビリテーションロボット，サー

ビスロボット、ブレインマシンインターフェイス，ニューロリハビリテーション、認知症 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ → 

 介護福祉機器 

・機械学習や AI などの技術が進展しており、介護福祉機器への応用を視野

に入れた研究が盛んに行われている。 

・IoT やビッグデータ、ウェアラブル技術の福祉機器分野への応用が検討

されている。 

・介護福祉機器の臨床試験に関する方法が体系的に示されるようになり、

効果検証についての研究の進展が期待されている。 

 リハビリテーション支援機器 

・AMED（医療機器開発推進研究事業）による Brain Machine Interface

技術を活用した新たなリハ治療法の開発と実用化が検討されている。 

・NICT（情報通信研究機構）委託研究では、高度な脳活動計測技術とロボ

ットを使ったリハビリテーション技術を融合させ、高齢者・障がい者の

（1）身体機能回復支援技術の研究開発、（2）認知・感覚運動機能の維持/

回復を目的とした機能回復支援システムの研究開発が行われている。 

・現実的には企業に所属する研究者による基礎研究や特許取得が盛んに行

われている。 

応用研究・ 

開発 
◎ → 

 介護福祉機器 

・介護ロボット関連の研究開発がさらに進展し、現場での実使用の促進の

取り組みが実施されている。 

・ニーズと技術シーズとをマッチングさせるための取り組みや、機器開発

への当事者参加を促進する取り組みが進められている。 

・開発から利活用に至るプロセスを効率よく進めるための基盤構築が進め

られている。 

 リハビリテーション支援機器 

・ベンチャー企業に加え、大手電機機械メーカーや大手自動車メーカーな

どの異業種から参入する動きがあり、最近ではトヨタ自動車がパートナ

ーロボット事業として全国 20 数施設においてリハビリロボットの臨床

研究を開始。 

・ロボット開発のためのセンサ、駆動系、知能・制御系などの要素技術は

高い競争力を有し、自動車産業や電気産業などで培われた優れた技術を

活用することが可能であり、潜在的な強みを持っている。 

・医療用ロボットなどのサービスロボットにおいて必要な、マニピュレー

ション、多指ハンド、遠隔操作、ヒューマンインタフェースにおける技

術集積は少ない。 

・医療用ロボットを世に送り出すための、臨床試験などの臨床評価技術、

顧客 の使いやすさを追求するユーザビリィ技術、新技術を世に広めるマ

ーケティング力に他国に比べ劣るとされている。 

・臨床応用に必須の RCT 等の臨床研究として、テイジンファーマの上肢リ

ハロボットを使った RCT が実施され、権威ある医学誌に掲載された。他

のロボットでも RCT が計画されている。 

・認知症ほか心理面に働きかけるロボットでは、総説論文等でとりあげら

れる件数・内容等をみても世界のトップと言えるレベルにある。 
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米国 

基礎研究 ◎ → 

 介護福祉機器 

・NSF では General & Age-Related Disabilities Engineering という領域
が設定され、当該分野の基礎研究への助成が行われている。 

・NIH の Assistive Technology に関する研究費は、ここ 5 年間、220～260
百万ドル／年で推移している。 

・NIH では、Collaborative Aging (in Place) Research Using Technology
に関するプロジェクトが開始予定。 

・NSF、NASA、NIH、USDA、DOD、DARPA。DOE が共同で National 

Robotics Initiative というプログラムを実施しており、NIH が中心とな
って支援ロボットの研究を推進している。 

 リハビリテーション支援機器 
・マサチューセッツ工科大学、カリフォルニア大学、シカゴリハビリテー
ション研究所、退役軍人省などで古くから盛んに基礎研究が行われ、そ
のなかから製品化されたものも多い。 

・NIH からの研究助成により、ニュージャージー医科歯科大学(UMDNJ)

とニュージャージー工科大学（NJIT）の共同研究チームが仮想現実とロ
ボットを組み合わせた脳卒中リハビリの研究を進めている。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

 介護福祉機器 

・これまで教育省管轄で介護福祉機器分野の研究費を配分していた国立障
害・リハビリテーション研究所が、2015 年から保健社会福祉省の管轄に移
り、自立生活やそれを促進する社会にも重点をおいた研究を推進している。 

・12 カ所のリハビリテーション工学研究センターにおいて、幅広い研究が
実施されている。 

・ICT 技術の括用や認知機能を支援する機器の開発が進んでいる。 
 リハビリテーション支援機器 

・ロボット専業メーカーが軍事・産業・医療・介護・一般消費者の分野に
おいて主導的にロボット開発や販売を先行している。 

・Interactive Motion Technologies 社の開発したリハビリロボット
（InMotion）は FDA から認可を受け、マサチューセッツ工科大学とも連
携し全米 38 病院と日本を含む海外 13 ヶ国の病院と連携し研究を進めて
おり、実用化に向けて期待されている。 

・NASA などの国家機関や有名大学と提販売企業が提携し開発されたリハ
ビリロボットが世界市場シェアのほとんどを占めている。 

・Ekso Bionics 社がカリフォリニア大学と開発したウェアラブル外骨格
型ロボット「Ekso GT」が 2016 年に FDA 認証を取得し、世界 19 ヶ国
130 カ所のリハビリセンターで採用され、日本へも進出を計画している。 

欧州 

基礎研究 ○ → 

 介護福祉機器 

・HORIZON2020 では ICT に重点が置かれ、その中にロボット技術も位置
付けられている。これらの技術に関して、当該領域での基礎研究が進展
する可能性が大きい。 

・ 自律ロボットの開発に関するプロジェクト(DREAM,GOAL-Robots)や、ソー
シャルロボットの開発に関するプロジェクト(socSMCs)が実施されている。 

 リハビリテーション支援機器 
・スイス、オーストリア、ドイツなどの大学が製品化に繋がる基礎研究を
行ってきていることに加え、EC（欧州委員会）の資金によるプロジェク
トもある。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

 介護福祉機器 

・HORIZON2020 では、Active Aging and self^management of health の
領域が設定され、この中で ICT Robotics に関する日欧プロジェクトが
2016 年からスタート。当該領域の応用研究および開発が進展することが
期待される。 

・ICTとRRI(Resposible Research and Innovation)に関するプロジェクト
が実施されており、高齢化社会等の社会的問題に対して責任ある技術開
発を進めるための基盤作りが行われている。 

・ICT を活用した高齢化への対応として、Active Assisted Living の研究開
発が進められている。また、IEC での標準化も始まっている。 

 リハビリテーション支援機器 

・デンマークでは認定技術サービス機関であるDTI（Danish Technological 
Institute）のロボット技術センターなどが立地し、世界的なロボットク
ラスターが形成され世界各国の優れた介護ロボットの技術、企業を呼び
込み、開発支援や実証実験の場を提供している。 

・Hocoma 社（スイス）や Tyromotion 社（オーストリア）は多種の製品ラ
インナップを揃え国際的に事業展開している。 
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中国 

基礎研究 ○ → 

 介護福祉機器 

・上海交通大学では、サービスロボットの研究の一環として自動走行車椅

子やガイドロボット、障害者用ロボットアーム等の研究が実施されてい

る。 

・香港理工大学では、リハビリテーション工学センタがあり、義肢装具や

車椅子に関する研究が実施されている。 

 リハビリテーション支援機器 

・情報なし 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

 介護福祉機器 

・中国リハビリテーション研究センターのリハビリテーション工学研究所

では、視覚障害者の支援機器や、新材料を使った義足の研究、運動計測

技術の研究が行われている。 

・障害者連合会を中心に、福祉機器の給付制度が全国レベルで整備され、

普及が促進されている。 

・WHO で進めている福祉機器の研究開発・普及促進に向けた取り組みに

積極的に参加しており、今後さらなる発展が期待できる。 

 リハビリテーション支援機器 

・中国の企業がデンマークやスウェーデンで介護ロボットの実証実験を進

めている。 

・中国工業情報化部、国家発展改革委員会、財政部が「ロボット産業発展

計画（2016～2020 年）」を発表。５大主要任務の１つとして医療・リハ

ビリテーション分野へのモデルケースの拡大にも言及。 

韓国 

基礎研究 ○ → 

 介護福祉機器 

・KIST では、ヘルスケアロボットの研究グループにて、モジュラー型ロボ

ットアーム、マネキンロボット、移動支援ロボット等の研究が行われて

いる。また、認知症や発達障害を対象としたヒューマノイドに関する研

究も進められている。 

・KAIST では、ロボティックス研究所にて、ヒューマノイドロボットや、

AI・自動走行等の研究が行われている。 

 リハビリテーション支援機器 

・2006 年にリハビリテーション工学に関する学会が発足し、当該領域の研

究が活発になっている。 

・韓国科学技術院(KAIST)では、ロボット技術やヒューマンインターフェ

ース技術を応用したパワーアシストシステムや筋電義手などの研究が行

われている。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

 介護福祉機器 

・国立リハビリテーションセンター研究所では、リハビリテーションロボ

ットや介護ロボットの実用化、就労や就学のための福祉機器の開発に関

する研究が実施されている。 

・介護福祉機器に関する標準化も進められている。 

 リハビリテーション支援機器 

・韓国企業がデンマークやスウェーデンで介護ロボットの実証実験を進め

ている。 

・韓国国立リハビリテーションセンター(KNRC)に Rehabilitation Robot 

Business Support Project があり、毎年優れたロボットを選択し臨床評

価やプロモーションの支援を行っている。8) 

・韓国政府の「ロボット産業発展策」では病院等で働く各種ロボットの投

入に５年間で４７０億円投資するとしている。国のリハビリ施設などに

はリハビリ用ロボット５～１０台を置く予定。9, 10) 

イスラ

エル 

応用研究・ 

開発 
◎ → 

 リハビリテーション支援機器 

・ReWalk Robotics 社、Motorika Medical 社などが早くから上肢・下肢用

のリハビリロボットの開発・認可を進め、欧州・米国・日本などですで

に販売を広げている。 

・イスラエルの医療は世界的に評判が高いことに加え、国別のベンチャー

キャピタル年間投資総額の GDP 比率は世界一ということもあり、IT、ハ

イテク系医療装置の支援の基盤がある。11) 
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（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 

1) ISO9999:2011 - Assistive products for persons with disability – Classification and termi-

nology. 

2) ISO/IEC Guide71:2014 - Guide for addressing accessibility in standards 

3) Annex B Definition of assistive product and the standard title, ISO9999:2016 - Assistive 

products for persons with disability – Classification and terminology. 

4) 経済産業省／国立研究開発法人日本医療研究開発機構, ロボット技術を用いた活動機能回復装

置開発ガイドライン 2015（手引き）, 平成 27 年 12 月 

5) 山内繁, エンジニアのための人を対象とする研究計画入門, 丸善出版, 2015. 

6) http://www.jamti.or.jp/biodesign/ 

7) 日本医療研究開発機構, 医療経済的視点も踏まえた医療の研究開発推進の在り方についての検

討結果及びこれを受けた対応等について, 平成 28 年 12 月 

8) Rehabilitation Robot Business Support Project, 

http://www.nrc.go.kr/nrc/english/board/nrcHtmlView.jsp?menu_cd=M_10_03_06 

9) 中央日報日本語版, 2016 年 11 月 16 日, http://japanese.joins.com/article/649/222649.html 

10) WoW!Korea, 2016 年 11 月 15 日, 

http://www.wowkorea.jp/news/korea/2016/1115/10177834.html 

11) Goodfind Insight, 2014 年 12 月 21 日, https://career.goodfind.jp/insight/global/380/ 
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http://www.nrc.go.kr/nrc/english/board/nrcHtmlView.jsp?menu_cd=M_10_03_06
http://japanese.joins.com/article/649/222649.html
http://www.wowkorea.jp/news/korea/2016/1115/10177834.html
https://career.goodfind.jp/insight/global/380/
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３.３.６ 健康・予防医学関連機器 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

ここでは健康維持または疾病の予防のためにユーザーが自ら利用することを前提とした主

としてウエアラブル機器に関する研究開発を扱う。 

「健康長寿社会の実現」に向け、健康維持および疾病予防に重点を置いた医療が重要である

との認識が近年高まっている。これに伴って厚生労働省・独立行政法人医薬品医療機器総合

機構(PMDA)が法的に定める従来の医療機器に加え、いわゆるヘルスケア機器と呼ばれる健

康・予防医療のための機器の研究開発が世界的な市場規模をもって加速している。とりわけ

近年のスマートフォンやタブレット端末等に代表される情報端末と、モノ同士の通信

M2M(Machine-to-Machine)や人以外も繋ぐインターネットである IoT(Internet of Things)

などの情報通信網による ICT（Information Communication Technology）の発展および急

速な普及によって、多様なウエアラブル端末や生体情報計測機器が開発され、大きな産業と

して成長している 1)。 

機器は、ユーザー自身が健康維持や疾病予防のために日常的に利用することを前提とした

機器であるため小型軽量かつワイヤレスであることが望まれている。またセンサ類の薄膜化

技術に代表されるように装着感の改善も求められる。従って開発にあたっては医学研究のみ

ならず材料、半導体、情報通信などの工学分野における基礎研究も必要となる。 

現在活発に研究開発及び商品化が行われている生体装着型ウエアラブル端末の開発では、

米国の IT 企業(Google や Apple 等)やアジアの半導体情報端末大手(ソニー、サムスン電子、

LG、ASUS、Huawei 等)に加えてベンチャー企業もその競争に参入している。今後は健康維

持及び疾病予防のほか、疾病・予後モニタリング、生体情報のクラウド端末、介護・見守り、

治療等、“日常生活で利用できる医療機器”の方向へと研究開発が一層進むと考えられている。 

本領域は、近年、度々社会問題として取り上げられる生活習慣病の増加、医療費の増大、

介護負担、医療従事者の不足などの医療における課題を抱える我が国において社会的に重要

性の高い研究開発領域であると同時に、研究開発ならびに産業化の観点からも日本が世界を

リードしてきた分野であり今後への期待も大きい。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

＜企業の参入状況＞ 

・ 機器のタイプ：健康・予防医学を目的とするウエアラブル機器の開発は米国、韓国、日本、

台湾の大手 IT 企業が先行しているが、その裾野は広く、腕時計、繊維、眼鏡、スポーツ

用品、自動車等のメーカーが進出しておりベンチャー企業も多い 2)。機器のタイプも多様

であり、例えば、ヘルスケアやスポーツへの利用をターゲットにしてスマートフォンやタ

ブレットと連動させたり日常利用に配慮した付帯機能を付加したりした「腕時計型」や「リ

ストバンド型」のウェアラブル機器が、国内では東芝（現 TDK）（Silmee W20）や SONY

（SmartWatch 3 SWR50）、国外では米国 Apple（AppleWatch）、Microsoft（Microsoft 

Band）、モトローラ（Moto360）、韓国 Samsung（GearS2）、LG（LG Urbane）、中国

Huawei（Huawei Watch）、仏 Withings（Activité Steel）、フィンランド POLAR（POLAR 
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A360）等の多くの家電メーカーが開発・実用化し販売を行っている。一方で、「腕時計型」

や「リストバンド型」よりも詳細なデータを取得したい場合などに需要がある「貼付け型」

については、東芝（現 TDK）（Silmee Bar Type Lite）や米 VitalConnect（HealthPatch、

VitalPatch）等が開発を行っている。これらの中には VitalConnect 社製品「HealthPatch 

MD」のように医療機器レベルの認証を取得したものもある。その他にも「眼鏡型」、「ジ

ュエリー型」、「シューズ」、「シャツ」3)などの多様な形態が開発商品化され、「コンタクト

レンズ型」、「絆創膏型（プラスター型）」、「マウスガード型」、「義歯型」、「シール型」、「タ

トゥ型」4)なども研究されている。 

・ 医療・ヘルスケア分野での活用：最近の調査によれば米国の消費者の 15.2％、欧州 4 ヵ

国（英・独・仏・伊）の消費者の 8.1％が“スマートウォッチ”と呼ばれる「腕時計型」

や「リストバンド型」の機器を所有していると報告されている 5)。現在はまだ産業として

過渡期にあるものの、こうしたウエアラブル機器の医療・ヘルスケア分野での活用は近年

本命視されているところであり、大手 IT 企業のほか健康用途からナイキ社やアディダス

社、Garmin 社などのスポーツ企業も開発・商品化を行っている。そのため 2020 年度に

は世界販売台数が 1 億 2000 万台（2013 年度の約 22 倍）に達するなど大規模な市場へ成

長すると予想されている。 

 

＜世界における研究開発体制＞ 

・ 欧米：米国では中小企業監督庁の技術革新研究プログラム（SBIR）や技術移転プログラ

ム（STTR）でウエアラブル機器の研究助成が継続的に行われている。さらに米国はベン

チャー支援が盛んなため多数の新興企業がクラウドファンディングやコンテストによる

資金調達を積極的に行い、ウエアラブル機器を中心とする健康・予防医学関連機器の開発

に取り組んでいる 6)。欧州では域内の大学・研究所・企業が、基礎研究から製品化を見据

えた応用研究まで共同で行っている。2014 年以降の Horizon 2020 下では中小企業も積極

的に助成を受け製品化を目指した研究開発を行っている。また独ではフラウンホーファー

研究所 7)や国際研究機関 IMEC8)が企業との共同研究で機器開発を進めている。 

・ アジア圏：韓国ではサムソンが Samsung Medical Center 及び Medical Device Research 

Center において 2012～2014 年を中心に韓国未来創造科学部、保健福祉部、産業通商資

源部からそれぞれ国家プロジェクトとしての支援を受けて研究開発を進め 9)、同時にアラ

ブ首長国連邦ドバイ首長国と MoU締結して Samsung Dubai Medical Center を開設する

など国際連携も積極的に推進している。また中国は固有の東洋医学、中国医学に用いる機

器開発が進められているのが特徴的である。なかでも人体の中の気血榮衛（気や血や水な

どといった生きるために必要なもの、現代で言う代謝物質）の通り道として考え出された

「経絡」を検出、計測するとされる「Meridian Diagnostic Device」10)や、IT を活用した

インターネット病院「Wuzhen Internet Hospital」11)で顔色や舌の色から医師が遠隔で診

療するためのデバイス等が開発され実用化されている。 

 

＜研究開発動向＞ 

・ 健康管理・疾病予防への応用：機器開発としては日常生活やスポーツ時の利用を念頭にお

いた「健康管理・疾病予防」への応用に向けた取り組みが進んでいる 12, 13)。測定項目とし
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ては心拍数、動作（歩数、活動量モニタ）、呼吸数、体温などが中心で、ECG（心電図）、

酸素飽和度、生体電位なども始まっている。また就寝時の測定で「無呼吸症候群」や「快

眠度合い」、「快適な起床を促す機能」などの睡眠を対象とした製品も開発・販売されてい

る。無拘束での生体情報計測として生体ガスを利用した研究開発も積極的に進められてい

る。呼気ガスや皮膚ガスを利用した代謝評価や疾患由来の成分（疾病バイオマーカー）を

測定するガスセンサや分析機器の開発も日米欧を中心に盛んに行われている。さらに近年、

特に日本国内では、ウエアラブルなセンサではないが小型なパルスオキシメータ（血中酸

素飽和度測定器）が体調管理、スポーツ、登山への利用を用途に一般向けにも販売される

ようになる（例：オムロンコーリン社、Ubi-x 社）等、従来医療機関でしか用いられなか

った機器が安価、小型化を背景に一般へ浸透、普及してきている状況もある。 

・ ワイヤレス機器の研究開発及び実用化国内動向：ワイヤレスな機器の開発及び実用化では

情報通信技術が必須となる。これに関しては、日本では医療用の高信頼な無線通信技術の

基礎研究および研究開発が行われている。とりわけ日本の情報通信研究機構(NICT)等の

主導で 2012 年に策定された「医療用無線ボディエリアネットワーク(BAN)」の国際標準

規格 IEEE802.15.6 14)を軸にした医療用デバイスの無線化に関する研究開発が特徴的であ

る。その他には、NPO 法人「ウェアラブル環境情報ネット推進機構（WIN）」15)、JST ERATO

「染谷生体調和エレクトロニクスプロジェクト」16)、神奈川県の施策「ヘルスケア・ニュ

ーフロンティア」17)等、多様な組織やプロジェクトにおいて産学連携に基づく基礎研究か

ら実用機器開発までの幅広い取り組みが進められている。学術的には wearable sensors、

IoT、eHealth、body area network、telemedicine、biomedical circuit and system、energy 

harvesting、mobile diagnosis、breath analysis 等のキーワードで医療及びエレクトロニ

クス分野での研究開発が行なわれている。 

・ 今後の展開の方向性：既存のウエアラブル機器はその活用がスポーツやレクリエーション

など健康維持管理が主であるが、大手 ICT 企業は「日常での医療機器」と位置づけてお

り、ウエアラブル機器やスマートフォンを利用した医療機器の開発が進行している 18-24)。

またこうした動きの中で、今後は化学成分計測によって疾病の予防・診断等を行うバイオ

センサの開発も進むと見られている。実際、既に涙液や唾液、汗など体液成分を測定する

ウエアラブル型（コンタクトレンズ型、マウスピース型、皮膚貼り付け型）や埋め込み型

のバイオセンサの研究が日米欧で進められており、将来の健康・予防医学関連機器の主要

な測定素子となると予想されている 25-30)。また「癌患者の呼気を識別する犬」の報告以降、

疾病・代謝に基づく生体情報を得る方法として生体ガス中のバイオマーカーを非接触測定

する研究開発も日米欧で盛んに行なわれ、例えば日本では線虫の嗅覚を用いたがん診断テ

ストの研究開発が九州大学で進められており 31)、将来の健康・予防医学関連機器の重要な

コンテンツの 1 つと目されている。 

（３）注目動向 

・ Biosensor Challenge：米 NIH 傘下の NIAAA（National Institute on Alcohol Abuse and 

Alcoholism）は医療機器向けのウエアラブル技術を競うコンテスト「Wearable Alcohol 

Biosensor Challenge」の開催等を通じて生体情報計測に関する装置の開発、実用化を推
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進している。2016 年は血中アルコール濃度を監視するリストバンドを開発した会社が受

賞した。 

・ 欧州における関連プロジェクト：EC の FP7 および Horizon2020 下の研究助成では多数

の当該分野関連プロジェクトが進められている。呼気に含まれる成分の測定に係る機器開

発事例を以下に挙げる。 

- AM-SENSE（2015-2016 年）、HYscreen（2015-2015 年）：共に英国企業が中心と

なり呼気中のアンモニアを測定することでピロリ菌感染を診断する機器の研究開発

を実施。 

- SniffPhone project（2015-2018 年）：欧州 5 ヵ国（独、フィンランド、オーストリ

ア、ラトビア、アイルランド）とイスラエルからの 9 機関（大学・企業）が共同で

呼気中成分から癌のスクリーニングが可能な装置の研究開発を実施。 

- LCAOS project（2011-2015 年）：欧州 5 ヵ国（独、英、西、蘭、オーストリア）と

イスラエルからの 8 機関（大学・企業）が共同で呼気中成分から肺がんのスクリー

ニングや診断への応用を目指した「Artificial nose」の研究開発を実施。 

- BreathDx project (2013-2017 年)：欧州 2 ヵ国（英、蘭）からの 3 機関（大学・企

業）が共同で ICU 内のベッドサイドで呼気成分から呼吸器感染症を発見する装置

「Electronic nose」の研究開発を実施。 

- Nanonets2Sense (2015-2019 年)：欧州内 4 ヵ国（独、ルーマニア、ポーランド、

スウェーデン）とイスラエルからの 8 機関（大学・企業）が共同で呼気中の成分測

定により熱帯病を非侵襲的に早期診断できる化学ガスセンサの研究開発を実施。 

・ 高齢者向け機器：日本のベンチャー企業であるトリプル・ダブリュー・ジャパンは高齢者

用の排泄予知ウエアラブル端末「DFree」を開発しており、クラウドファンディングを活

用して資金を調達し、現在は NEDO プロジェクトにも採択され商品開発を展開している。 

・ キャビタスバイオセンサ：口腔内の唾液中の化学成分を測定する無線機能付きのマウスガ

ード型キャビタス（体腔）バイオセンサの開発が日本（東京医科歯科大学：唾液グルコー

ス用）および米国（UCSD：唾液乳酸用）で進められている。 

・ 呼気診断装置：米 MENSSANA RESEARCH で乳癌診断装置、フィンランド Environics

で前立腺癌診断装置、スイス EPFL 大学で頭頸部癌診断装置、英 Owlstone Medical で肺

癌診断装置、イスラエル Tel Aviv 大学で肺癌診断装置、台湾国立大で肺癌診断チップ、パ

ナソニックで肺癌診断装置がそれぞれ開発されている。また脂肪代謝指標である呼気中ア

セトン濃度計測は、NTT ドコモやタニタが商品化に向けて開発を進めており、東京医科

歯科大学で高感度なアセトン用バイオセンサの研究開発が進められている。 

・ 電気、通信、情報系企業の参入：電気、通信、情報系企業のヘルスケア、医療分野への参

入傾向が顕著になっている。特にスマートフォンや WiFi、BlueTooth などの第 4 世代（4G）、

LTE 移動通信ネットワークや無線アドホックネットワークを用いた医療 ICT 機器と呼ば

れるヘルスケア機器の開発販売が目覚しい状況となっている。さらに今後の第5世代（5G）

移動通信ネットワークの重要な応用として健康、スポーツ、介護、予防医療、福祉、先端

医療への参入を意図した研究開発、臨床研究、治験、社会実装、グローバルビジネスの展

開が加速化しつつある。なかでも国際標準規格 IEEE802.15.6に準拠した医療用無線BAN

は ECG（心電図）やグルコースセンサ等の生体センサ、ウェアラブルインスリンポンプ
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等のアクチュエータ、介護ロボット、電子カルテ、医療情報連携基盤（Electronic Health 

Record）などを通信ネットワークに接続し、いつでもどこでも誰もが先端医療を受けられ

るユビキタス医療を実現するものとして注目されている。産業界では対象市場、市場規模、

開発販売期間、保有独自技術などに応じて PMDA や FDA が定める医療機器か、あるい

は保険適用外で個人責任により健康やスポーツ等に活用されるヘルスケア機器としての

ビジネスモデルが企画され、実施または実施検討がなされている。 

（４）科学技術的課題 

・ 重要な要素技術分野：健康・予防関連機器の開発では、既存のウエアラブル機器と同様に、

「フレキシブルエレクトロニクス」や「高分子材料」、「医療・バイオ」、「通信」、「エネル

ギー」、「ロボティクス」、「システム化」などの分野の要素技術開発が重要であり、またそ

の推進にあたっては異業種連携が急務とされている。 

・ バッテリー寿命：腕輪型、腕時計型、指輪型デバイス等のワイヤレスデバイスでは日常的・

継続的な計測を可能にするための「バッテリー寿命」が大きな課題となる。そのため高性

能な二次電池と同様にエネルギーハーベスティング技術の研究開発が求められている。ま

た現在電源として主流の充電式バッテリーの充電はほとんどがケーブルの接続による有

線式であるため、少なくとも充電中は使用することができない。電磁誘導方式による無線

給電規格である「Qi」を採用した製品もあるが、給電可能距離が数㎝単位とごく短距離に

限られることから問題の解決には至っていない。マイクロ波方式や磁気共鳴方式等の基礎

研究がすすめられており早期の実用化が期待されている。 

・ IEEE802.15.6 による BAN の普及：ワイヤレスデバイスからの計測データは Bluetooth

や WiFi 等によって伝送されるが、これらの無線伝送方式はその通信の信頼性、すなわち

誤りの確率や接続の安定性の最悪性能が保証されていない。そのため医療にかかわる用途

には本来それほど適していないものの、普及度や消費電力が小さい等の理由から使用され

ているのが現状である。2012 年に国際標準化された IEEE802.15.6 による BAN は医療用

途への適用を前提に高い信頼性を保持し実用化も行われているが、現在のところ広く普及

するまでには至っていない。本領域において通信技術はキーテクノロジーであるので、今

後さらなる応用研究の発展とともに一般への普及が期待されている。 

・ 精度や信頼性に係る研究：スマートフォン向けアプリとの連動を前提にした機器も多い中、

データ解析や表示等のプログラムにおいてその精度に関する具体的な指標が定められて

おらず、開発者に依存している現状がある。ハードウェアに関しても精度や信頼性を議論

する必要があり、製品コストも考慮に加えながらリスクとベネフィットを定量的に議論し

指標を明確化するようなレギュラトリーサイエンスに関する基礎研究の発展が望まれて

いる。 

・ 社会受容性：計測により得られるデータについては、多くの場合、個人の生体情報を含む

ため高度な個人情報となるが、無線通信方式や記録方式、スマートフォンを介したインタ

ーネットとの連動における情報セキュリティやプライバシー保護の観点から、不安感を抱

き、利用をためらうユーザーもいるのが現状である。またウエアラブル端末の認知度は日

本と欧米で大きな差があり、機器利用に対する意識が大きく異なることから、開発にあた
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っては国民性に応じたデザインやシステムの設計、開発計画の策定も必要と考えられてい

る。こうしたことからも、機器の開発ではその普及・定着に向けてデバイス開発のみなら

ず社会実装に係る研究やシステム作り等も必要と考えられている。 

（５）政策的課題 

・ 研究開発体制：欧州では基礎研究から製品化を見据えた応用研究まで健康・予防関連機器

に関係する多数のプロジェクトが進められているが、日本ではそれらに相当するような大

規模プロジェクトがない。また理工系研究者や技術者が医師と連携して健康・予防関連機

器を開発するための環境や体制の整備が十分でなく、当該分野における医師と産業界の連

携も海外と比べて少ないと言われている。 

・ 人材の国外流出：海外企業による日本の大学発ベンチャーの獲得や大学研究者との共同研

究が急速に増加しつつあり、基盤的な技術や知識、人材の国外流出が懸念されている。 

・ 信頼性、安全性に関する認定・認証の枠組み：一般向けに普及することを目標とする健康・

予防関連機器は医療機器としての認定を受けないまま製品化されることも可能だが、ユー

ザーからの信頼と安心という観点からは一定の性能を担保する認定・認証の枠組みが必要

と考えられている。一方、認定・認証の手続きに他国と比べて時間がかかると、いわゆる

デバイス・ラグが生じるためビジネス上の国際競争力を弱めかねないことが懸念されてい

る。また信頼性に関しては、医療機関で用いられる医療機器と評価基準を明確に区分けす

ることが現状困難であると考えられている。さらに安全性に関しても、一般向けに普及さ

せることを目標とする機器で安全性基準を過度に高めることになれば、開発コストが上昇

するため普及を含めた産業化の観点からは国際競争力を弱める結果にもなりかねないこ

とが懸念されている。これらの観点を踏まえた検討が求められている。 

・ 個人情報・プライバシー：セキュリティや医療に関する個人情報の保護技術、またはプラ

イバシーを守る法的整備が十分でない。 

・ 産業化支援：神奈川県の未病対策に見られるように、未だ病気であるか定かでない状態（未

病状態）から健康を維持、回復させるための未病対応の機器を県が定めることによって、

医療機器として承認・認証を得られていない未病対応機器の製造販売に一種のお墨付き効

果が期待される試みもあり、産業化に向けた促進方策の一つとして注目されている。また、

神奈川県からの受託事業として横浜国立大学に平成 26 年に開設された「かながわ医療機

器レギュラトリーサイエンスセンター」では、先端技術を活用した医療機器の早期市場展

開と評価基準構築に向け、基礎研究から応用機器開発、医療機器等法申請支援などを行っ

ており、さらにその中にある「複合 ICT 医療システム分科会」にて医療用無線 BAN を利

用した医療機器の承認審査における問題点の抽出等の検討が行われている。 

・ 機器の国際展開に向けた取り組み：機器の国際展開にあたっては、先端 ICT を応用した

医療 ICT 機器に関しては米国の IEEE802 や欧州の ETSI 等の無線機器の標準規格からヘ

ルスケア機器の国際標準化が進むと予想されている。その他では医療機器としての法的承

認・認証プロセスが課題になると見られている。そのため欧米と比べて認証手続きに時間

がかかるいわゆるデバイス・ラグの解消の他、グローバル治験への積極的な取り組み等の

面からも国際競争力を高める取り組みが引き続き重要と考えられている。 
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（６）キーワード 

健康管理、疾病予防、予防医療、ヘルスケア、疾病・予後モニタリング、見守り、介護、

福祉、診断、治療、ウエアラブル、無拘束、バイタルサイン、心電図、活動量計、血圧、心

拍数、呼吸数、睡眠、血糖値、生体ガス、皮膚ガス、呼気ガス、生体情報、クラウド、医療

情報、フレキシブル、薄膜センサ、エネルギー、生体適合性、高分子、MEMS、アクチュエ

ータ、バイオセンサ、IoT、医療 ICT、ワイヤレス、通信技術、ボディエリアネットワーク

（BAN）、情報セキュリティ、安全性、信頼性、評価基準、レギュラトリーサイエンス、デバ

イスラグ 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ ↗ 

・大学・公的研究機関を中心に、世界をリードする医療計測を目的とした

デバイス・材料・計測技術の研究開発が進んでいる。 

・ウエアラブル機器用の電源、センサ、材料の研究開発は大学・企業を中

心に積極的に進められている。 

・アパレル業界、アウトドア業界、時計、眼鏡などの異業種や材料企業等

もウエアラブルデバイスに関する基礎研究を進めている。 

・医療分野における各デバイスをワイヤレス化するための無線通信技術に

関する基礎研究が進められている。情報通信研究機構（NICT）等が推進

して 2012 年に策定された国際標準 IEEE 802.15.618) を軸としながら、

更なる高信頼無線通信技術のための基礎研究が進められている。 

・レギュラトリーサイエンス関連では、例えば神奈川県と横浜国立大学が

開設した「かながわ医療機器レギュラトリーサイエンスセンター」にて

未病対応機器の認定や医療 ICT 機器の研究開発、国際標準化補助、薬機

法承認申請補助等が行われている。 

・JST の ERATO では「前中センシング融合プロジェクト」（2007-2012 年）

や「染谷生体調和エレクトロニクスプロジェクト」（2011-2017 年）が進

められている。このうち「前中センシング融合プロジェクト」では、小

型軽量かつ超低消費電力の絆創膏状の貼り付け型生体モニタリングデバ

イスを開発しその有用性を検証することを目標に、基盤研究テーマとし

て“MEMS センサ”、“マイクロ発電”、“集積回路”、“基板と実装”、“ラ

ージモデルとデータ収集およびデータ処理”を設定し、先進的な研究が

行われた 32)。 

・しかし現在は医療ウエアラブル機器開発を先導する国家的なプロジェク

トがなく、通信や総合的なシステム化についても、世界を先導する研究

が十分でない。 

応用研究・ 

開発 
◎ → 

・AMED「未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業」にて「ICT

を活用した診療支援技術研究開発プロジェクト」が展開中。 

・神奈川県、横浜市、川崎市の３団体で国家戦略特区として指定を受けた

「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略特区」の中で“京浜臨海部 医

工連携”としてウェアラブルセンサを含む健康・予防医学に関する機器

の研究開発が取り組まれている 33)。 

・医療・ヘルスケア応用も可能なメガネ型端末として SONY は

「SmartEyeglass」、NTT ドコモは「インテリジェントグラス」を発表。 

・ムラタシステムはメガネ型のウエアラブル端末システムを用いた手術準

備支援システム（手術で必要な材料、器材、薬剤取り揃え作業支援）を

開発。 

・SONY はリストバンド型端末「Smart Watch 3」や内視鏡手術向けの３

D ヘッドマウント・ディスプレイ、セイコーエプソンは眼鏡型端末「モ

ベリオ」を開発。 
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日本 
応用研究・ 

開発 
◎ → 

・東芝では 2015 年、心電位、脈波、体動、皮膚温を測定する皮膚貼付型セ

ンサ「SilmeeTM Bar type Lite」を製品化し、大学・研究機関・企業向

けに国内で販売を開始。 

・ウエラブルではないが志成デ－タム（株）と理研は共同研究で血圧のほ

か血管の硬さ指数もわかる電子血圧計「医用電子血圧計 PASESA」を開

発し、申請から 2 年半後に医療機器としての認可を受け一般向けに発売。 

・耳たぶや手足の指に装着し、Bluetooth 通信で PC 等にリアルタイムに生

体情報データが送信される機器が十和田パイオニア（株）製造、（株）

ジェイ・エム・エス販売で管理医療機器として承認を受け、発売。NEC

インフロンティア東北（株）製造、リブメック（株）販売の前身機器か

ら小型化、安価化が進んだ。 

・（株）スズケン製の超小型防水ホルター心電計 Cardy303 pico+（特定保

守管理医療機器）は胸に貼り付けたまま心電波形の状態を測定できるウ

ェアラブルデバイスとして世界最小・最軽量クラスで、かつシャワーや

入浴レベルの防水に対応。行動記録メモをデジタル化し、ボタンを押す

だけで症状・行動を記録でき、記録後はホルターカードＳにデータ送信

し、カードを医療機関に送ると、解析されるサービスも提供。小型ホル

ダー心電計は心疾患の予防や早期発見、日常動作中の検査に用いられる。 

・指先を計測機器に差し込むタイプが多いパルスオキシメータの中では珍

しく、また一般ユーザが健康管理に利用できる指輪型の機器を、アドバ

ンスメディカル（株）「OXiRing NTT-101」やシースター（株）「Oxi

シリーズ」が開発し、特定保守管理医療機器として承認を受け、販売。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・生体装着用に柔軟性を備えたデバイスの開発はイリノイ大、スタンフォ

ード大、プリンストン大、MIT、ハーバード大、NASA、UC バークレー

校、UC サンディエゴ校等の大学・研究機関で行われている。 

・フィルム状のセンサデバイスを皮膚上に貼り付けることで血糖値が検出

できるデバイスの開発が UC サンディエゴ校で行われている。34) 

・フレキシブルな基盤上に成形した薄膜金属電極に銅、金、銀、ビスマス

をパターニングして汗などの体液中の重金属成分を検出するセンサの開

発が UC バークレー校で行われている。35) 

・米国電気電子学会（IEEE）Engineering in Medicine and Biology Society 

(EMBS)は現在およそ 11,000 名を超える会員を擁し基礎研究は極めて活

発。 36) 

・intel、Qualcom 等の米国企業がウエアラブル機器や非接触生体情報計測

技術の開発を進めている。 

・Googleはコンタクトレンズ型センサの研究開発でノバルティスなどの異

業種と連携している。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・複数大学で皮膚貼付型バイオセンサやフレキシブル回路(電子皮膚)の研

究開発が盛ん。また多数のベンチャーがクラウドファンディングを活用

し応用研究を展開している。 

・多数のウエアラブル機器開発の新興企業が生まれ、記憶力向上のための

無線 IC チップなど、インプラントデバイスの開発も展開されている。 

・fitbit がアメリカ内のシェア 6 割を獲得し、iWatch とのシェア争いを凌

いでおり、低価格帯でのシェア争いが激化している(2016/5 時点)。 

・Apple や Google のオペレーティングシステム（OS）に対応したヘルス

ケア関連のアプリが多数開発され公開されている。これらのほとんどは

スマートフォンに搭載されたカメラや三軸加速度センサ、ジャイロを利

用することで新たなハードウェアを必要とせず、関連分野製品の普及を

加速させる一因となっている。また Apple 自身も iOS シリーズでヘルス

ケアアプリを開発し、購入初期状態から導入している。 

・VitalConnect は主に医療機関及び研究機関向けを想定した貼付け型バイ

タルサインセンサ“Health Patch MDTM”を開発した。既に米 FDA（2015

年 12 月）、欧州 CE マーク（2013 年 9 月）に加えて日本（2015 年 1 月）、

カナダ（2013 年 12 月）での認証も得ている。 
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欧州 

基礎研究 ◎ ↗ 

・大学・研究機関の研究レベルは非常に高い。ウエアラブル機器のための

柔軟性を備えたデバイスはケンブリッジ大、プロバンス・マイクロ・エ

レクトロニクスセンター、欧州プロジェクト、IMEC、Philips、NOKIA

が基礎研究を進めている。 

・ウェアラブルな医療機器に必要不可欠な、非常に薄くフレキシブルな新

規の電極材料（衣類生地に直接印刷が可能な有機電極など）や、長期間

使用できる非常に薄い新規のバッテリーの研究開発が盛んである。 

・北欧ではフィンランドのオウル（Oulu）市が Finnish Top Innovative 

City (特区） for ”Future Healthcare”に選出(2013)され、FUTURE 

HOSPITAL PROJECT(オウル大学病院、500 億円予算、2014-2017）な

ど国を挙げたヘルスケア関連プロジェクトが推進されている。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・Horizon2020 により研究を革新的な産業化へと結びつける試みを展開

中。例えばある中小企業が呼気アンモニア測定による「ピロリ菌感染診

断装置」や呼気成分による癌スクリーニング機器を開発中。 

・伊 K5 は、代謝の指標となる VO2、VCO2 等をリアルタイムに測定する

ウエラブルなパワースーツを開発中。 

・仏 Withings が開発した腕時計型ウェアラブルヘルスケアデバイス

「Activite」シリーズは、特にデザイン性と装着感に留意し製品化された。

機能や測定精度に重点が置かれてきた従来のウェアラブルデバイスの中

で市場の新しい段階への移行を印象付ける人気となっている。同社はさ

らに電子ペーパー：E-ink を採用した「Withings GO」を製品化し、バ

ッテリーでの 8 カ月もの連続稼働を実現したほか、腕時計型デバイスの

他にも体重計など他の健康機器の製品化も行っている。 

・英 Cambridge Design Partnership 社は 2015 年，呼吸や心拍数を検出可

能で災害現場や戦場でも利用可能なウェアラブルデバイス“First Re-

sponse Monitor”を発表。軽量，堅牢，低コストなど必要とされる条件

に留意し設計され，ヘルスケア端末としても有効に活用できる上，世界

的にほとんどの健康機器，予防医療機器が「呼吸数」を測定できないの

に対し，鼻からの呼吸を検出することで心拍数と呼吸の測定を可能にし

た点が特徴的。 37) 

中国 

基礎研究 △ → 

・各大学が材料・デバイス関連の基礎研究を多数報告している。 

・応用研究・開発の規模に比すると基礎研究の事例は多くなく、より商業

化、製品化を軸とした研究状況にある。 

・中国特有の中国医学に基づいた健康・予防医学に寄与する機器の研究開

発は複数の研究機関や大学で実施されており、また同様に機器開発の元

となる“東洋医学”そのものの基礎解析、評価手法等の基礎研究も推進

されている。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・先進技術の導入、企業合併などを通じて意欲的に先端技術の獲得を進め

ている。 

・新技術の開発力は依然不足しているものの、着実に実力をつけている。

また他国と比較すると開発力はやや劣っているがコスト面での強みはあ

る。 

・ローエンドのウェアラブル端末を中心に中国企業が開発を推進してい

る。小米科技（Xiaomi）のリストバンド MI Band は光学式脈波センサ

や加速度センサを搭載し、歩数計、消費カロリー計、睡眠計、目覚まし

機能を有する。2016 年 6 月には MI Band2 を発表。価格も安く（数千円）、

シェア拡大。 

・中国の工業情報化部と中国の産業界が主催の展示会が開催されるなど国

を挙げてウェアラブル機器の産業化に注力している。 

・中国医学における“経絡（けいらく）”の測定器や“鍼灸”などにかかわ

る機器開発が盛んであり多くの企業が製品化している。 



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

404 

韓国 

基礎研究 ○ ↗ 

・KAIST（韓国科学技術院）とソウル大が中心となり産業界と一体となっ

て基礎研究を行っている。とくにデバイス、半導体技術分野において学

会、論文とも発表数が非常に多い。 

・国策として「医療の産業化、ICT 化」の基礎研究が充実。Samsung Medical 

Center・Medical Device Research Center では韓国未来創造科学部、保

健福祉部、産業通商資源部からそれぞれ国家プロジェクトとしての支援

を受け研究開発がすすめられている。 

・2016 年、サムスン電子がヘルスケア向けの半導体センサーチップ

「Bio-Processor」を発表するなど半導体技術にかかわる基礎研究が盛

ん 38)。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・ウエアラブル機器の医療応用に積極的。サムスン電子は 2020 年までに自

社の主力産業とするため、約 3300 億円を投資するとしている。また同社

は 2014 年 11 月に「Samsung Digital Platform」および開発者向けの

「Samsung Digital Health SDK」を公開し、全世界の開発者・医療機関

などのパートナーとともにデジタルヘルスケアサービスの生態系（エコ

システム）を造成するという計画を推進している 39) 。 

・LG、SK Telecom なども医療機器とモバイル技術を融合した新たな市場

を目指し、ウエアラブル端末の商品開発を進めている。 

・国際見本市や展示会ではサムスン電子、LG などの多数の企業がコンセプ

トモデルを発表し、自動車、医療機器の分野での競争力を高めている。

2015 年 6 月には韓国 IT EXPO2015 を東京で開催し、既に製品化されて

いる多くのウェアラブル機器（活動量計やウェアラブル脳波センサ）を

紹介するなど、国内外に向けたプロモーションを活発になっている。 

台湾 

基礎研究 ○ ↗ 

・基礎研究、デバイス分野において学会、論文とも発表数は非常に多い。 

・台湾経済部直轄の工業技術研究院(ITRI)では産業化に向けた研究開発を

国策として積極的に取り組んでいる。具体的には Medical Devices，

Technologies for Healthcare，Biomedical Technologies として研究を推

進している。 

・2016 年 6 月には亜東関係協会科学技術交流委員会、台日科学技術交流委

員会主催での「医療 IT の応用と展望シンポジウム」が開催されたなど、

健康機器、予防医療に関連する日本の基礎研究者や産業界との交流が活

性化している 40) 。 

・国際連携の強化、研究者交流などを通して意欲的に先端技術の獲得を進

めている。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・コンピュータ業界大手の Acer、ASUS Tech、MiTAC International Corp

を筆頭に応用研究・開発が依然活発である。Acer、ASUS、鴻海(Honghai)

などはソフトウェアの開発に注力し国内外の事業者と連携し、事業拡大

を図っている。 

・医療機関との連携を促進し、生体情報を測定・管理できる端末の販売を

目指しており、スポーツ、ヘルスケアに注力している。 

・MiTAC International Corp はリストバンドタイプの MiWell を発表。単

なるヘルスケアにとどまらず、特に医療への応用を強く意識した製品で、

独自のアルゴリズム解析を用いた心電図の解析が特徴。身体や精神の状

態を計測し、また交感神経と副交感神経のバランスから本人のリラック

ス度、緊張度、プレッシャー指数などを表示可能。 

・Guider 社 GCare シリーズは腕時計型ウェアラブルデバイスであり、ス

マートフォンアプリとの連動で高齢者の見守り、健康管理やヘルスケア、

予防医療への応用が可能。同社は 2015 年に Cloud Value Application 

Excellence Award を台湾衛生福利部より受賞するなど同国の業界リー

ダーの一社となっている。 

・半導体ベンダーである鉅景科技（ChipSiP）は System in Package(SiP)

によるパーツのマイクロ化をブランドの中心価値に打ち立て急成長して

おり，近年では眼鏡型ウェアラブルデバイス「SiME」を発表して展示会

等で注目を集め，ヘルスケアアプリとの連動による健康・予防医療への

応用も期待されている． 
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（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.３.７ 医療技術評価（医療機器） 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

医療機器を開発し医療現場に届けるためには、品質、安全性、有効性の評価が必須となる。

安全性と期待される有効性は、in vitro 試験(生体外試験)と動物試験からなる非臨床試験、そ

して患者で評価する治験（臨床試験）の総合的データで評価される。しかし医療機器は極め

て多種多様であり、機器性能に加えて、医師を介して患者に使用するためその手技・使用法

や、患者背景が、医療機器の利用結果に影響を及ぼすという特徴がある。また、臨床試験は、

優れた医療技術をタイムリーに患者に届ける観点や実現可能性から症例数や評価期間等の点

で現実的には限定的にならざるを得ない。そこで先進的な医療機器の開発を迅速化させ患者

がより速く使用できるようにするためには、承認プロセスの加速化と市販後のリスクマネジ

メントに資する医療技術評価学の発展が期待される。また最近では医療費抑制の動きと相ま

って、医療技術の費用対効果の議論も行われつつある。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

革新的な医療機器であるほど安全性と期待される有効性の評価法が既存の方法では十分で

ない場合がある。そのため機器の開発自体とともに承認前の実臨床での使用環境を模した非

臨床性能試験法の開発や治験による評価の適正化が重要となる。また承認後には、適正に使

用され安全に普及していくための使用方法や、適応を踏まえた安全性・有効性の評価法の開

発を推進していくことが重要となる。さらに承認後の実臨床での医療機器の不具合の要因は、

機器そのものの品質、手技や使用法、患者の病変・病態特性など多岐にわたる。そのため市

販後のデータから迅速にリスクを抽出し、リスクの要因を評価し、リスク低減措置を行い、

医療技術の迅速な改良や新たな医療技術開発につなげてゆくための科学的根拠を取得する方

法論の開発も重要となる。 

 

＜先進的医療機器の安全性と期待される有効性を評価する実臨床を模した非臨床試験法の開発＞ 

我が国では 2014 年 11 月 25 日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

に関する法律」(2013 年 11 月 27 日公布）1)、2014 年 6 月 27 日に法律第 99 号「国民が受け

る医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律」2)が施行され、

医療機器の特性を踏まえた迅速な開発促進と市販後安全対策を充実させるための規制や施策

がとられてきている。また 2015 年 6 月 26 日に厚生労働省が「国際薬事規制調和戦略」3)を

策定し、同日に PMDA も「PMDA 国際戦略 2015」4)を策定しており、これらを通じて世界

に先駆けて革新的な医薬品・医療機器・再生医療等製品が承認される環境の整備を行う方針

が示されている。 

革新的医療機器が世界に先駆けて日本で承認される環境を構築し、さらに世界最高レベル

のレギュラトリーサイエンスを推進して世界から尊敬される医療を日本で実現させていくた

めには、革新的な医療機器の特徴に対応した非臨床試験法を生体のモデリング・シミュレー

ション技術を発展させて世界に先駆けて開発していくことが極めて重要になる。革新的な医

療機器、とりわけ体内植込み型の治療機器等は治験が限定的にならざるを得ない。その一方
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で承認後は、実臨床で、治験では対象としなかった病変特徴を有する患者に対して治療が広

がっていくこととなる。また医師の手技に関しては、ラーニングカーブがあるが治験での検

討は十分にできないこともあり、先進的な非臨床評価試験法によって手技に関する適正使用

の指針を出す研究開発も重要となる。安全性と有効性の市販前評価が非臨床試験と治験で構

成される中、限定的な治験を補いかつ実臨床での安全性と有効性を予見性高く評価する非臨

床試験法を確立していくことが極めて重要となっている。 

医療機器は他の工業製品と同様に、現場で使用してより良い治療に発展させていくための

課題が抽出されるという特徴を有する。工業製品と異なる点は、生体とのインタフェースを

十分に考慮した開発が重要という点になる。医療機器の基礎開発研究、プロトタイプデザイ

ン、安全性と期待される有効性を評価する承認申請、承認後の実臨床での適正使用や適応拡

大の根拠取得、改良や新たな技術開発といった医療機器のライフサイクルにおけるあらゆる

段階において、疾患を有する生体の機能・形態・病変のモデル化技術、および実験や数値シ

ミュレーションによる生体代替評価試験技術を発展させ、先進的な医療機器の定量的非臨床

評価試験法を開発していくことが重要と考えられている 5)。 

 

＜先進的医療機器の実用化に適時的に対応したガイドラインの作成＞ 

先進的な医療技術の開発において安全性と有効性の評価法が定まらないことは開発が遅れ

る原因となる。日本では、厚生労働省の「次世代医療機器・再生医療等製品評価指標事業」6)

や経済産業省の「医療機器等の開発・実用化促進のためのガイドライン策定事業」7)を通じ、

実用化が見込まれる新規性の高い医療機器や、開発・審査段階での要望が高い医療機器を対

象として、開発の迅速化及び承認審査の円滑化に資する評価指標の作成が進められている。

2016 年 11 月までに厚生労働省を通じて総計 28 件の通知が発出されており、開発や研究が

進みつつある医療機器について、あらかじめ課題を整理することで製品化に向けた評価の工

程を見通し易くするという効果を上げている。また厚生労働省の「革新的医薬品・医療機器・

再生医療等製品実用化促進事業」（2012～2016 年度）8)では、先進的な医療技術の実用化の

促進を加速化させるための安全性および有効性のガイドライン作成をアカデミア、産業界、

行政が一体となって推進し、さらにその実践を通じて人材交流が行われてきた。 

一方、米国では、FDA が、近い将来に登場する製品や技術を予測 9)しながら、開発者や審

査側に対して安全性と有効性評価の視点から規制の考え方をまとめることを進めてきている。

ガイダンスドキュメントとしてドラフト段階から一般に公開し、様々なステークホルダーを

踏まえて議論を深めている。特にここ 2～3 年の間は、過去に見られない速度でガイダンス

ドキュメントが作成・公開されており、米国において優れた医療機器を上市していくための

方策が次々と打ち出されている。この他に FDA の特筆すべき動きは、医療機器の市販前か

ら市販後までのトータルライフサイクルを踏まえた評価を行うことに今後大きく流れが変わ

っていく可能性がある点にある。Flexible Regulatory Paradigms とする大方針を定めて、

その中で、①Clinical Trial Innovation & Reform、②Patient Centered Benefit-Risk As-

sessment、③Computer Modeling & Simulation という 3 つのプロジェクトを進めながら

FDA の規制がより有効な医療機器を速やかに患者に届けるための新たな方策を模索する動

きとなっている。 

こうした中、ISO、IEC といった国際規格作成への取り組みも、日本発の医療機器を海外
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展開していくために極めて重要となる。先進的な医療技術を開発し、安全に普及させていく

ための規格作成に日本が貢献することは、国際的な信頼向上にもつながると期待される。ま

た承認審査の面では、日本発の画期的な医薬品、医療機器を世界に先駆けて日本の患者に届

けるために「先駆け審査指定制度」が導入され 10)、PMDA の支援のもと迅速に承認審査が

行われる仕組みが創出されている。米国でも「Expedited Access for Premarket Approval 

and De Novo Medical Devices Intended for Unmet Medical Need for Life Threatening or 

Irreversibly Debilitating Diseases or Conditions」のガイダンスが 2015 年 4 月 13 日(Draft

は 2014 年 4 月 23 日公開)に発出されており 11)、日米ともにアンメットニーズのある先進的

医療機器を患者に迅速に届けるための施策が打たれている。 

 

＜市販後データを活用する方法論＞ 

先進的な医療機器や医療技術を患者や臨床現場へより迅速に届けるためには、安全性と期

待される有効性の評価に関する市販前の承認における評価と、承認後の市販後における評価

の重みを適正化していくことが求められている。多種多様な医療機器の特徴に応じて柔軟な

評価を行うことが、より良い医療技術の迅速な利用を可能にし、適正な普及へつながる。我

が国では、重症心不全患者を救命し社会復帰させることができるまでに性能が向上している

左心補助人工心臓において全症例登録のレジストリ J-MACS が運営されている 12)。さらに

そこから市販後の実臨床での課題を迅速に抽出・分析し、先進的な非臨床試験で改良につな

げた事例が出てきている 13)。また、開心術による外科的な弁置換が困難な高齢患者等に用い

る経カテーテル大動脈弁に関しても全例登録のレジストリ TAVI Registry が行われている 14)。

承認後の実臨床におけるリスクを迅速に抽出する方法、リスクの要因を迅速に評価する方法、

そして、効果的な使用法やより効果を発揮する適用を迅速に評価する方法論の構築が、患者

への先進的医療機器及び医療技術の迅速なアクセスを健全に普及させていく上で重要となる。 

（３）注目動向 

医療機器の特性を踏まえた承認評価プロセスの加速化、透明化、そして承認後のリスクマ

ネジメントの適正化を行っていくことが重要であり、その実現のためには医療技術評価分野

の研究の充実と学問の深化が求められている。先進的な医療機器それぞれの特性に応じた非

臨床試験法の開発や臨床試験の適正化を継続的に行っていくことが重要となる。 

なお非臨床試験法及び臨床試験の全体にわたるガイドラインは、厚生労働省の「次世代医

療機器・再生医療製品等評価指標作成事業」で作成されている。厚生労働省「革新的医薬品・

医療機器・再生医療製品等実用化促進事業」では、多様な医療機器の特性を踏まえた非臨床

試験の具体的な試験法に関するガイドライン作成の取り組みがされている。また厚生労働科

学特別研究事業では、医療機器治験症例数ガイダンスの作成の取り組みがされている 15)。さ

らに厚生労働省が纏めた「医療のイノベーションを担うベンチャー企業の振興に関する懇談

会報告書」（2016 年 7 月 29 日）では革新的な医療機器を迅速に患者に届けることの重要性

が述べられており、それを踏まえて「革新的医療機器の早期承認制度（案）」の構築が検討さ

れている。 
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＜先進的非臨床試験法のガイドライン化＞ 

厚生労働省の「革新的医薬品・医療機器・再生医療製品等実用化促進事業」において、「冠

動脈ステントの耐久試験法」16)、「大腿膝窩動脈ステントの耐久試験法」16)、「左心補助人工

心臓脱血管の in vitro 血栓性試験法」16)、「持続的血液濾過器の in vitro 血栓性試験法」17)

が開発され、厚生労働省から通知として発出されている。冠動脈ステントに関する試験法の

ように安全性と性能の迅速な評価の観点から開発された試験法は、市販後の適正使用への活

用や、ライフサイクルの短い医療機器で改良を迅速に行うための科学的根拠の取得に寄与し、

また承認前の非臨床試験としても活用が期待されるため、ひいては国民により良い医療を迅

速に提供できることにつながると考えられている 13)。その他にも左心補助人工心臓脱血管の

in vitro 血栓性試験法は、開発した試験法で得られたデータを用いて新規脱血管の一部変更

申請がなされ、科学的根拠に基づく迅速承認に至っている 13)。またこうした実使用環境を模

した試験法は既に企業の承認取得前の評価にも活用されている。患者でのリスクと期待され

る有効性を評価し、予見性高く予測するための先進的な非臨床試験法の開発は、先進的な医

療機器の開発を促進するとともに、そうした医療機器の世界初の承認が我が国で行なわれる

ための環境づくりにつながると考えられている。 

 

＜再生機能が期待される医療機器＞ 

コラーゲンやゼラチン等、生体由来材料が医療機器の材料として使用されている例はある

が、近年、生体内での自己治癒能力を活用した組織再構築や創傷治癒効果の向上を目指した

医療機器の開発が行われている。ブタやウシ等の動物、またはヒトドナー組織を対象とした、

細胞成分が除去された細胞外マトリクスからなる脱細胞化組織は、外科治療領域における再

建組織や慢性疾患で機能不全に陥った組織の置換、スポーツ等で損傷した組織の再建、事故

等で損傷・欠損した組織の再建等、広く実用化が期待され開発がすすめられている。これら

は人工的に合成・製造する手法では成し得ないと考えられている、生体本来の組織構造を兼

備するという特徴を有している。また個々の領域の対象疾患の組織と同等の大きさの脱細胞

化組織を用いることで、各組織固有の構造を備えた治療機器の開発が可能となる。欧米で臨

床応用されている動物由来組織を用いた脱細胞化組織も我が国で販売が開始された。さらに

脱細胞化組織は、体内で自己細胞が脱細胞化組織に入ることがわかっており、細胞が組織を

創るため、体内で自己組織化が期待できるという特徴を有しており新医療機器としての開発

が期待されている。脱細胞化組織を生体組織支持体として in vitro で細胞を播種し、生化学

的な機能を予め付与することを目指した移植用組織の開発も試みられている。 

厚生労働省の「次世代医療機器評価指標作成事業」では 2015 年から「生体由来材料」と

して取り挙げられており 18)、今後開発されることが予想される生体由来材料を利用した医療

機器を対象とした安全性と有効性の評価指標案が 2016 年に纏められる予定となっている。 

 

＜低侵襲医療機器＞ 

年齢層が高い患者は外科的な手術に耐えられないことも多いため、そうした患者に対する

低侵襲治療のニーズは大きく、治療機器の開発、改良のライフサイクルも早い。冠動脈バイ

パス術に対する経カテーテル的に狭窄血管を拡張する冠動脈ステント、人工血管による外科

的再建に対する経カテーテル的に留置するステントグラフト、大動脈弁置換術に用いる人工
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弁に対する経カテーテル大動脈弁、人工弁輪等を用いた僧帽弁形成術に対するクリップを用

いた経カテーテル僧帽弁形成術等と、低侵襲治療機器の開発と実用化が加速している。また、

脳血管に血栓が詰まって発生する脳梗塞に対して数時間以内に経カテーテル的に血栓を捕

捉・回収する血栓回収デバイスも開発されている。今後も他の治療領域における低侵襲治療

機器の開発が進むと考えられている。 

 

＜医療機器プログラム＞ 

医薬品・医療機器等法により、疾病の治療、診断に用いるプログラムが医療機器となり得

ることが明示された。経皮的冠動脈形成術においては、血管造影や CT 等による読影で治療

の必要性の判断が難しい冠動脈狭窄症患者に対して、心筋血流予備量比（Fractional Flow 

Reserve: FFR）を経カテーテル医療機器で計測して虚血の有無を確認している。このような

血流によって計算されるFFRをCTデータをもとに流体の構成方程式を用いて数値計算で解

析するプログラムが我が国でも 2016 年 11 月 14 日に承認された 19)。診断データを活用した

医療機器プログラムの開発は今後も増え、患者の治療効果を高めるもの、経済的合理性を高

めるもの、地域医療を支えるもの等の開発が進められるものと考えられている。 

 

＜市販後データの戦略的収集システムの構築＞ 

国際医療機器規制当局フォーラム IMDRF では、先進的医療機器の開発促進と安全な普及

に資する医療機器の市販後調査の効率的な方法の構築に関するタスクフォースを設置してい

る 20)。米国では、先進的医療機器の迅速承認と対となる市販後安全対策を充実していくため

に、FDA を中心としてデバイス情報として国際医療機器識別コード（UDI)を活用し、既存

のレジストリやデータベースとの連携を基盤とした戦略的レジストリ連携ネットワークの構

築に取り組む姿勢を示しており（Medical Device Epidemiology Network (MDEpiNet)）21)、

その実践に向けた産官学連携プロジェクト(MEDpiNet Public Private Partnership)が組織

されたところである 22)。安全対策や次世代デバイスの開発のための評価に資するようなデー

タを、質を担保し、医師の負担を軽減し、運営や維持の費用を低減しつつ取得するための持

続可能な方法論の構築が求められている。 

（４）科学技術的課題 

開発前の生体外装置を用いた試験、動物試験、臨床研究、承認を目的とした市販前のヒト

を対象とした治験、市販後の実臨床での適正使用と安全対策、改良、といったあらゆるステ

ージにおいてヒトでの安全性と期待される有効性を評価する方法論を確立してゆくことが、

迅速かつ安全に医療機器を開発し、普及させていくために重要となる。また医薬品とは異な

る医療機器の特性を踏まえた市販前の安全性と有効性の評価、そして市販後安全対策の構築

を進めていくことが必要になる。 

医療機器は性能が安全性と有効性を高めることに直接的に寄与することが多く、医師の手

技や患者の病変・病態が臨床的アウトカムに影響を及ぼすという特徴がある。しかし治験に

は多くの費用と時間を要するため、対象症例数が医薬品と比較しても少なく、単数使用を基

本とする医療機器の開発においては、おのずと症例数や期間、そして疾患の深刻度は限定的
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にならざるを得ない。そのため機械的、物理的作用が主体となる医療機器においては、患者

の病変・病態特徴、そして医師の使用法を踏まえた実使用環境を模した安全性と期待される

有効性の評価手法の開発が重要となる。今後は病変のモデル化技術、生体と医療機器のイン

ターフェースのモデル化技術、患者で起こることを予見性高く評価する実験及び計算シミュ

レーション技術の発展が期待され、臨床医学を踏まえた Engineering Based Medicine の推

進が重要と考えられている 23)。 

また、患者にとって価値のある医療技術を迅速かつ適正な費用で持続的に開発していく社

会環境を構築していくための医療技術評価学の進展も期待されている。 

（５）政策的課題 

技術の集積からなり様々な疾患を対象とする医療機器の安全性と有効性の評価は、画一的

な手法では対応できず、個々の機器の特性に合致した評価方法の確立が求められている。臨

床中核病院等が我が国でも整備され、初めてヒトに適用する First in Human 等の治験が行

える環境の整備も進んできているため、今後はヒトに使う際のリスクや期待される有効性を

明確にするための非臨床試験法の開発と整備が重要になると考えられている。また市販後の

効率的で適正な費用による持続可能なデータ収集システムの構築も重要となる。さらに先進

的な医療機器の継続的な開発の促進、大学等の医療技術の社会実装を担うベンチャーの支援、

海外への迅速な展開の支援等に係る政策も先進的な医療機器の持続的な開発と普及の基盤と

して重要と考えられている。 

他方、高度な医療技術が増加し、高い治療効果や安全性が期待できる一方で、これらのう

ち費用の大きな医療技術が増加することによって医療保険財政への影響が懸念されるという

指摘がされてきている。これまでは医療技術の保険収載や保険償還価格の判断材料に費用対

効果は重視されてこなかったが、国民医療費の延びを抑制していく必要性との関係もあり、

わが国においても厚生労働省の中央社会保険医療協議会（中医協）において革新的な医療技

術の取り扱いを議論した際等に、医療保険制度において費用対効果の議論を行っていくべき

との指摘がなされている。欧米においても未だ合理的な費用対効果の方策は定まっていない

が、わが国においては平成 28 年度からは費用対効果評価の試行的導入が開始されることと

なった。現時点においては、中医協の費用対効果評価専門組織において既に保険適用されて

いる医療機器のうち財政影響、革新性・有用性が大きいと考えられる 6 品目 24)についての費

用対効果評価の試行がなされている。 

（６）キーワード 

先進的医療機器、非臨床試験、治験、市販前評価、市販後評価、先進的非臨床試験法、生

体代替評価法、生体のモデル化、実験シミュレーション、計算シミュレーション、低侵襲医

療機器、生体由来材料、脱細胞化組織、医療機器ソフトウェア、戦略的レジストリー、評価

指標、費用対効果 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ ↗ 
・有望な基礎研究の成果を臨床へとつなげるために、全国 9 ヶ所の橋渡し

研究支援拠点を整備し、シーズ育成に努めている。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・2015 年に AMED が設立され、研究から臨床、実用化を一貫して支援す

る仕組みが構築されている。 

・PMDA の薬事戦略相談で開発の早期段階から相談できる体制ができてい

る。 

・医療機器の特性を踏まえた施策が打ち出されている。 

米国 

基礎研究 ○ ↗ 
・研究費の増額や承認審査の迅速化などを盛り込んだ「21st Century 

Cures Act」が可決され、今後先端的医療技術開発が一層進む。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・先進的医療機器に対応したガイダンスが FDA から加速的に発行されて

いる。 

欧州 

基礎研究 ○ → 

・英国において３Dプリンターを用いた医療機器開発やドイツBMBFの助

成による手術室のネットワーク化“OR.NET“、フランスの異業種産業

が医療機器産業に参入するための支援策などがあるが、小幅の取り組み

となっている。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

・欧州規制については、臨床評価に関する要求を一部強化する動きもあり、

新しい医療機器指令の発行が待たれる。 

中国 

基礎研究 ○ ↗ ・医療機器分野の研究を今後５年間の重点領域としている。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・CFDA（中国国家食品薬品監督管理総局）が革新的医療機器の特別審査

手順を公布し、国内での革新的医療機器の実用化を促進している。 

韓国 

基礎研究 ○ ↗ 
・医療機器事業化研究開発病院を 3 施設指定し、2014 年から 5 年間支援す

るプログラムを実施している。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・韓国政府は医療機器関連の研究開発予算の 30%以上を新概念医療機器分

野に集中投資すると報道している。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 
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３.３.８ 生体イメージング機器・技術 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

最近進歩が著しい生体画像工学と分子・細胞生物学の成果を融合させて、生体内で生じて

いる分子プロセスの空間的・時間的分布や動態を生きたままの状態で、非侵襲的かつリアル

タイムで捉え、可視化、定量化する機器・技術の開発を行なう研究開発領域。またその方法

論を利用して種々の疾患の発症原理の同定、早期診断マーカーや治療法の確立、医薬品開発、

ライフサイエンス領域における生体機能解明等の新知見創出を目指す。 

分子プロセスのイメージングには、生細胞・組織を対象として、そのミクロな領域で起こ

っている事象を画像化するエクスビボ（ex vivo）イメージングと、生きている動物やヒトを

対象として、生体内で起こっている事象を画像化するインビボ（in vivo、生体）イメージン

グがあるが、本項では主に後者を扱う。具体的には、PET（Positron Emission Tomography

／陽電子放射断層撮影）、SPECT（Single Photon Emission Computed Tomography／単一

光子放射断層撮影）等の放射線を利用する核医学イメージング、核磁気共鳴現象を利用する

MR イメージング（Magnetic Resonance Imaging／磁気共鳴映像法）、可視光、蛍光、近赤

外光などの光を利用する光イメージングが主な方法として用いられている。さらに最近は

OCT（Optical Coherence Tomography／光干渉断層法または光断層トモグラフィー）、ラマ

ン分光、光音響イメージング（Photoacoustic Imaging）などの技術も開発され注目されて

いる。また本項では生体イメージングの応用事例として、昨今進展著しい脳・神経科学分野

およびがん分野における関連動向も扱った。 

なお臨床に近い部分の動向は主に「診断機器・技術」領域で扱い、生体内の分子プロセス

の可視化、定量化においてイメージングと同様に強力な機器・技術となる質量分析法に関し

ては「生体分子計測技術」及び「プロファイリング・解析技術」領域で扱った。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

＜核医学イメージング＞ 

・ ポスト 18FDG 分子プローブ開発：「分子イメージング」の中心的役割を果たしてきた核

医学イメージングの中でも、18F で標識したブドウ糖類似体であるフルデオキシグルコー

ス（FDG）を用いた腫瘍イメージングは、がん診断で約 10 年前に保険適用を受けて以来、

この領域を主導し、臨床での応用も着実に進んでいる（「診断機器・技術」領域参照）。そ

の一方、18FDG が炎症部位や正常な脳に集積する等の問題点も明らかとされるようになり、

それらを克服できるポスト 18FDG となる分子プローブの開発研究が盛んに進められてい

る。広く腫瘍を対象とする核酸塩基系やアミノ酸系、乳がんや前立腺がん等の特定の腫瘍

に発現する受容体や特異的抗原等を対象とする低分子、さらにペプチド、抗体、ナノ粒子

等、幅広く化合物の開発が進められ、既にいくつかの有効な化合物が開発され始めてい

る 1)。また腫瘍の治療方針設計に有効な情報と期待されている低酸素腫瘍領域のイメージ

ング用分子プローブの開発研究も盛んに行われており、一部の化合物は臨床研究も進めら

れている。脳神経領域では、ドーパミン、セロトニン、ベンゾジアゼピン、アセチルコリ

ン等の受容体や神経終末の輸送タンパク、あるいはβアミロイドや過剰リン酸化タウタン
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パク、シヌクレイン等の凝集体等を対象に、有効な分子プローブの開発研究が積極的に進

められている 2-6)。なお前者は各種脳・神経疾患、後者は特にアルツハイマー病を中心に、

各疾患の臨床画像診断、病態の解明、治療薬開発における画像バイオマーカー等への分子

プローブ利用が注目されており、世界中で臨床研究が活発に進められている。その他、炎

症、心筋血流、膵臓機能、動脈硬化などを対象とした分子プローブ開発とその画像化に係

る研究も盛んに進められている。 

・ 機器開発のコミュニティー：空間分解能や装置感度（放射線の検出効率）の更なる改善の

ため、次世代技術の開発が世界的な競争下で進められている。なおこれを支える核医学物

理工学の分野の研究は、アカデミア（大学・公的研究機関）が産業界を支える構造が国際

的にも続いており、学会ではメーカーも最先端研究成果を積極的に発表している。核医学

物理工学の世界的な中心学会である IEEE Nuclear Science Symposium and Medical 

Imaging Conference (IEEE NSS-MIC)には約 2000 人が毎年参加し、1500 件前後の研究

発表が行われている 7)。その中において日本は参加者数・論文数共におおむね 2 位から 3

位と健闘を続けている。例えば 2015 年のサンディエゴ開催での投稿演題数の主要 8 カ国

の割合は、米国 45%、イタリア 13%、日本 11%、中国 9%、ドイツ 7%、韓国 5%、フラ

ンス 5%、英国 4%だった。ただしここ 5 年間くらいの傾向としては韓国に続いて中国勢

の躍進が目立つ状況にある 8)。 

 

＜光イメージング＞ 

・ 生体イメージングへの応用拡大：光イメージングは従来からインビトロ実験や細胞レベル

での観察に広く利用されてきたが、近年、生体イメージングへの応用が積極的になされて

おり、簡便で、低侵襲で、より包括的に生物を理解するための新たなテクノロジーとして

期待されている 1, 2)。生体光イメージングには発光基質の化学反応を触媒するルシフェラ

ーゼのような酵素を利用した生物発光イメージングと、蛍光タンパク質や蛍光色素などの

蛍光物質を生体内に投与して発光させる蛍光イメージングがあり、これらによって生命科

学における革新的な研究成果が次々ともたらされている。臨床診断の領域では蛍光イメー

ジングの展開が期待されており、がんの外科手術時における微小転移浸潤巣の検出などを

中心に活発に研究が行われている 1, 9)。 

・ 生体深部のイメージング：生体における蛍光イメージングでは、吸収や散乱などの光学特

性のために深部観察が難しいという問題がある。しかし近年、新規蛍光色素の創製、量子

ドットをはじめとするナノ粒子の開発、さらに、レーザーや超高感度 CCD カメラなどの

光学検出系などの技術開発、２光子励起法など新しい光イメージングシステムの開発、さ

らに画像解析技術の開発によって、生体での光観察技術が急速に発展し、体内の深部から

発せられる微量な光を画像として捉えることが可能になり、今後の展開が期待されている。

なおこれらのうち新規蛍光分子プローブの開発においては、標的との相互作用や組織環境

の変化などによって構造が変化した場合に蛍光を on/off できるアクティベータブル分子

プローブの設計及び開発が、特異性の高いイメージングを可能にするとして、腫瘍イメー

ジングを中心に最近盛んに行われている 1, 9-11)。 

・ 生物から学ぶ分子光学的手法：緑色蛍光タンパク質（GFP）やその類縁蛍光タンパク質等

の生物発光物質の化学的原理を解明、応用した蛍光色素の開発が特に日本で精力的に行な
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われている 12-15)。カルシウムイオン（Ca2+）は細胞内の様々なタンパク質の活性の調節や

遺伝子発現の調節等に関与している重要な分子であり、そのイメージングは、後述する

脳・神経科学分野での研究をはじめ現在最も一般的に実施されている。従来のカルシウム

イメージングでは化学合成によって作成された試薬が蛍光色素として用いられていたが、

新たに生物発光物質にヒントを得た蛍光色素が開発された。この生物発光には、単一の蛍

光タンパク質の構造変化による蛍光強度の変化を利用したものと、タンパク質間相互作用

を利用して２個の色素分子（発色団）の共鳴 (蛍光共鳴エネルギー移動 (FRET)) による

二つの波長の蛍光強度変化を利用したものがある。これらの原理を応用することで、カル

シウムイメージング以外にも、cAMP や cGMP といったその他の信号伝達分子のイメー

ジングも行なわれるようになってきている。このタンパク質でできた蛍光色素は遺伝子工

学的に細胞種特異的に発現させることが可能なため、特定の細胞における Ca2+ 動態や、

信号伝達物質の動態、酵素活性の定量化などを行うことができる（特に遺伝子工学的手法

により開発された Ca2+感受性蛍光タンパク質は Genetically Encoded Calcium Indica-

tor：GECI と呼ばれている)16-18)。 

・ その他の光イメージング関連手法：OCT や光音響イメージング法などの開発も進められ

ている。OCT は光の干渉性を利用して光の進行方向の試料内部の構造を高分解能かつ高

速で撮影する技術で、眼科領域での網膜神経節細胞層や微細な病変の臨床画像診断を中心

に、皮膚や血管内壁の診断などへの応用が行われている。また、光音響イメージングは生

体透過性の高いレーザー光を生体に照射し、それを吸収した生体内にある光吸収体から発

生する超音波（光音響信号）を捉えて画像化する手法で、従来の蛍光イメージング法より

も生体深部（～5cm）の分子イメージングが可能な新たな生体イメージング法で、臨床へ

の展開が期待され、研究が進められている 19)。 

 

＜光イメージング機器＞ 

・ 多光子励起顕微鏡：蛍光色素の開発が進むのに合わせ、厚い標本や in vivo でもその蛍光

を観察することができる顕微鏡を含めた光学機器の開発も進んでいる。開発の方向性は大

きく分けて２つあり、一つは従来の光学顕微鏡を改良して高い空間分解能でより高速に深

部を観察するための手法の開発である。もう一つは、後述するように脳・神経科学分野で

近年注目されている方向性であり、自由行動下で脳などの生体深部を観察することを可能

にするイメージングシステムの開発である。前者に関する主要な動向としては、特殊な近

赤外レーザーを光源として用いた多光子励起イメージング法が挙げられる。可視光や紫外

線領域の光とは違い、近赤外レーザーは組織透過性が優れているため、生体組織の深部に

おける細胞活動を捉えることが可能である。これまで組織標本を用いたイメージングが限

界であったが、多光子励起イメージング法により、生体でのリアルタイムかつ経時的なイ

メージングが可能となり、様々なライフサイエンス領域（脳・神経科学、免疫学、腫瘍生

物学等）で用いられ、革新的な知見を生み出している。 

・ 二光子励起顕微鏡：多光子励起イメージング法の一つである二光子励起イメージング法を

用いた二光子励起顕微鏡は、現在では各顕微鏡メーカー（日本ではニコン、オリンパス）

から発売されている。この顕微鏡は脳などの生体組織の深部のイメージングが可能である

ことに加え、高い空間分解能の蛍光画像を得ることができる。また従来のレーザー走査型
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共焦点顕微鏡も同様だが、レーザー光をスキャンして画像を得ていたため一枚の画像を得

るために時間を要していたが、レーザー光をスキャンするミラーにレゾナントスキャナな

ど高速駆動が可能なミラーを使用することで、高い時間分解能での分子イメージングも可

能になってきた。 

・ 超解像顕微鏡：これらの他にも光学限界を超えた超解像顕微鏡も市販されるようになって

きた。ただし時々刻々と濃度や空間分布を変化させる生体分子をリアルタイムで捉えるた

めには時間分解能の不足が課題となっており、その克服に向けた研究開発が進められてい

る。 

・ 先端機器のライフサイエンス研究への応用：先端的な顕微鏡が市販されるようになりライ

フサイエンス領域の研究者が生体イメージングに参入しやすい状況ができつつある一方、

1 台の価格が数千万円から 1 億円と高額なためユーザー研究者が爆発的に増加するという

状況にはない。主に物理分野出身の研究者や顕微鏡メーカーらによって、より広視野で、

より深く、高速に、高感度で細胞応答を記録できる生体イメージング技術の開発が行なわ

れており、世界的に熾烈な争いとなっている。 

 

＜自由行動下での生体深部観察＞ 

・ 脳を対象とした光イメージング：光イメージング機器の開発のもう一つの方向性に、自由

行動下で脳などの生体深部を観察することができる超小型の生体埋め込み型顕微鏡

（Head-mounted miniature microscope）や極微細蛍光内視鏡（fluorescence micro- en-

doscope）の開発・発展が挙げられる。従来から埋め込み型顕微鏡の開発・研究を進めて

いた米スタンフォード大の Mark Schnitzer らのグループからスピンアウトしたベンチ

ャー企業 Inscopix が埋め込み型顕微鏡の販売を開始している。この顕微鏡は極めて小型

であるため、マウスの頭部に固定し自由行動下でカルシウムイメージングを行うことがで

きる 20)。日本での販売価格は約 1,000 万円／個と高価だが、現状では行動中動物の脳深部

神経活動を記録できる唯一の装置であり世界中の研究者がこの装置を購入して研究を行

なわなければいけない状況にある。しかし非常に簡素な構造であるが実験するには不便な

作りとなっており、より使いやすい小型・廉価・高性能な装置の作製が求められている。

そうした中、日本では内視鏡型蛍光顕微鏡の基礎研究が複数の研究者によりなされてきた

が、東北大学で開発された極微細蛍光内視鏡 21)をベースとした低コストの極微細蛍光内視

鏡イメージングシステムが 2016 年に（株）ルシールから発売された 22)。この内視鏡シス

テムでは二光子励起顕微鏡のおよそ 1/20 のコストで脳や生体組織のイメージングが可能

となり、また Inscopix の埋め込み型顕微鏡とは違い光学系の自由度が高く、様々な生体

分子イメージングをはじめとした機能イメージングに応用することが可能になっている。 

 

＜脳内の神経活動計測・イメージング＞ 

・ 電極の小型化・多チャンネル化：神経活動の電気生理学的な計測に用いられる電極は、小

型化、多チャンネル化が急速に進んでおり、複数箇所の神経活動を同時に測定可能になっ

てきている。また、光を用いて特定神経活動を操作可能な光遺伝学との併用を目的として、

光ファイバーや小型 LED を搭載した小型・多チャンネル電極も開発が進んでいる。これ

らは、特定神経活動を操作したときに、記録神経がどのような反応をするのか、また、記
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録神経が光に応答することを判別することで、記録神経細胞の細胞種を同定する目的で用

いられる。 

・ カルシウムインジケータータンパク質：一方、細胞内カルシウム濃度変化を用いて神経活

動を測定するための、カルシウムインジケータータンパク質の開発も非常に盛んに行われ

ており、高感度、高ダイナミックレンジの分子が次々に開発されてきている。既にゼブラ

フィッシュの脳では全脳のカルシウムイメージングが可能となっている。マウス等のゼブ

ラフィッシュと比べて脳が大きな動物においても二光子顕微鏡などを用いて約 1 mm の

深部観察が出来るようになってきており、また、GRIN レンズと呼ばれる潜望鏡のような

レンズを脳内に刺入することによって、さらに深部のカルシウムイメージングも可能にな

ってきている。 

・ 膜電位インジケータータンパク質：カルシウムイメージングから得られる神経活動の間接

的な測定は神経活動を直接電位記録する方法と比較すると時間解像度や情報量で劣って

いる。これを補うために、膜電位インジケータータンパク質の開発も盛んに行われている。

現在までにインビトロの培養神経細胞において膜電位イメージングによって活動電位な

どの伝搬をイメージング可能であることが報告されており、インビボにおける適用に向け

てさらなる改変が進められている。 

・ その他の脳計測・イメージング：その他には脳や組織の透明化技術の開発や深部イメージ

ングに適した Light sheet 顕微鏡の開発によって、組織の結合を保ったまま、より深く、

より詳細なイメージングが可能となり、3D 再構成することが可能になってきている。な

おこれらの技術が実用化すると非常に情報量の多い解析が可能となるが、それに伴ってデ

ータ解析手法や、巨大なデータ取得・保存方法などが今後の課題になってくる可能性があ

る。これに対して諸外国では既に神経科学とインフォマティクスとの密な連携が進みつつ

ある。 

 

＜MR イメージング機器＞ 

・ 前臨床 MRI：ここではマウス、ラット等のげっ歯類、マーモセットやマカクサル等の小

型～中型の霊長類、あるいはゼブラフィッシュなどの魚類等の実験動物における基礎研

究・前臨床研究を目的に開発された MRI 装置（前臨床 MRI）に係る研究開発動向を扱う

（主にヒトを対象とした研究開発動向に関しては「診断機器・技術」領域を参照）。最近の

装置開発の動向は、（１）超高磁場化による感度と空間分解能の向上、（２）冷却コイルの

実用化による低ノイズ化と感度向上、（３）小型・低価格・低ランニングコストの装置お

よびマルチモーダル対応装置の登場、が顕著である。 

・ 超高磁場化：既に 11.7T 装置が市販され、16.4T 装置も数箇所（米 Minnesota 大、仏

NeuroSpin、独 MaxPlanck の Tübingen）で運用され、試験的には 20T の開発報告もあ

る（米 MagLab）。空間分解能としては従来の 7T 装置では 100µm 前後が実用的な解像度

であったが、16.4T 装置を用いて生きたマウスで 20µm 以下の平面内空間分解能を達成す

るなど、高磁場化を含めた技術開発により検出感度（SNR）が上がった結果、大幅に向上

し、徐々に光学顕微鏡の解像度に近づいている。超高磁場マグネットの製造技術は日本の

神戸製鋼／JASTEC 社を含む世界でも数社しか保有しない技術であるが、それに対応し

た MRI システムの開発・販売では独 Bruker Biospin がほぼ独占状態であり、英 MR 
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Solutions がそれに続いている。また欧米では既に MRI における高い空間分解能や MRS

（MR spectroscopy）での高い周波数分解能を必要とする施設で 9.4T や 11.7T の普及が始

まり、先端的な研究施設ではさらに高い磁場強度の MRI 設置が進んでいる。日本におい

ても、今後は超高磁場 MRI の導入と関連した研究開発が進む可能性がある。 

・ 小型・マルチモーダル対応 MRI：高磁場 MRI は解像度、高速撮像性能、アプリケーショ

ンの多彩さなど多くの面で優れているが、導入と維持のコストが高く、また高機能である

が故に専門の技術員がいなければ十分に活用できないことが多い。そのためより簡便に利

用でき、導入と維持コストを抑えた新しい前臨床 MRI 装置が登場している。一つは、永

久磁石を利用した卓上サイズの MRI（0.5T〜2T）で、実用的な空間分解能は 100-250 µm

程度、かつ S/N 比が低いためノイズが目立つものの、例えば腫瘍体積の計測や造影剤の動

態など特定の用途に限定すれば実用性の高い装置であり、普及の兆しを見せている。もう

一つは、ヘリウムガスでの電導冷却によるコンパクトかつ軽量な MRI（1.5T〜7T）で、

既に普及が始まっている。また、これらの小型装置には PET や SPECT などの核医学イ

メージングやCT等と同時計測あるいは同じベッド上で計測が可能な装置が複数提案され、

蛍光・発光イメージング等を含めた、いわゆるマルチモーダル計測を意識した開発が進め

られている。 

・ 目的に応じた MRI の使い分け：両者の役割分担は、高磁場 MRI 装置は、顕微鏡解像度に

迫る空間分解能や代謝の分子メカニズム、全脳の機能連携の網羅解析、移植細胞トレース

等、高い S/N 比や空間・周波数分解能が必要な研究に必要とされ、小型・低磁場装置は生

物・医学研究の手軽なツールとして、経過観察・造影剤の動態観察・マルチモーダル計測

での比較や検証・薬効評価などへの活用が進むものと考えられている。 

・ 機器開発のコミュニティー：MR イメージングは装置開発と生物医学研究が相互に影響を

及ぼしあって発展を遂げてきた複合領域であり、そうした技術開発に密着した応用研究は、

国内外で「磁気共鳴医学」と呼ばれている。国内では「日本磁気共鳴医学会」（会員数：

約 3000 名）、国際的には「国際磁気共鳴医学会（the International Society for Magnetic 

Resonance in Medicine：ISMRM）」（会員数：約 8000 名）などで研究開発コミュニティ

ーが形成されている。 

 

＜MRI を用いた基礎研究＞ 

・ 脳研究：臨床 MRI と同様に、動物実験においても fMRI または安静時 fMRI による脳機

能研究が盛んであり、げっ歯類や霊長類（マカクサルやマーモセット）を中心に、遺伝子

改変モデルを含む各種疾患モデル動物での研究、ヒトには実施出来ない投薬後の脳機能や

代謝評価、電気生理や光遺伝学との併用等、神経生物学の基礎研究から創薬における薬効

評価まで広い分野で応用されている。各種疾患モデル動物を対象に、脳の各領域の体積評

価、拡散 MRI による白質病変や腫瘍の特徴（細胞密度など）の評価、脳循環の定量評価、

代謝解析等を中心に数多くの研究成果が出ており、また新しい機能を持つ造影剤を用いた

脳機能や微細構造解析、代謝評価等が盛んである。 

・ がん研究：MRS による代謝研究や、新規造影剤による診断手法開発、及び治療との融合

研究が最近の傾向として目立っている。特に、個々に異なる腫瘍の「特性」を明確化する

ための取り組みが長く実施されており、MRS を使った代謝解析やそのマッピング（MRSI）、
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解像度を上げることで腫瘍内の不均一性を解析しようとする試み、腫瘍内の微小循環や新

生血管解析、炎症評価や免疫細胞の追跡等が活発に実施されている。また PET/SPECT

や蛍光・発光イメージングとの重ね合わせによる腫瘍の多角的評価の研究も盛んになりつ

つある。 

 

＜MRI を用いた分子イメージング＞ 

・ マンガン造影 MRI：これまで MRI は主に解剖学的な構造、腫瘍や脳梗塞などの特徴的

な病変を描出するために用いられてきたが、近年種々の分子プローブの開発などにより、

生体分子のイメージングにも用いられるようになってきた。例えばマンガン造影 MRI 法、

特に神経活動に依存して細胞内に流入するマンガンイオン （Mn2+）を定量化する活動依

存性 Mn2+ 造影 MRI 法（Activation-Induced Manganese-enhanced MRI：AIM-MRI）

は、神経活動に伴って開口する電位依存性 Ca2+ チャネルを通る Mn2+ 濃度を定量的かつ

全脳に渡ってイメージングすることが可能であるため、擬似的に Ca2+ を検出することが

できる手法である 23, 24)。1997 年に最初の報告があって以降、方法論が確立・発展し、最

近は MRI の専門家だけでなく脳・神経科学者にも利用され始めている。パーキンソン病

モデル動物に AIM-MRI を適用し、パーキンソン病により神経活動が変化した領域を同

定した論文等が報告されている 25)。 

・ 分子 fMRI：近年、遺伝子工学技術などを応用した MRI 用分子プローブの開発が進んで

おり、生体分子あるいは遺伝子発現を MRI によって計測できる手法が報告されるように

なってきた (この手法を molecular functional MRI (molecular fMRI) と呼ぶ研究者も

存在する)23, 26, 27)。生体分子量を定量化する方法としては、MRI で定量化可能な水分子プ

ロトン (H+) の縦緩和時間 (T1) や横緩和時間 (T2) などが、計測対象の分子の有無によ

って変化する合成分子あるいはタンパク質を生体内に導入し、計測する方法が開発されて

いる。特に 2014 年に米国 MIT の Lee らが報告した脳内のドーパミン量の MRI によ

る定量的イメージングに関する論文 28)は、任意の分子計測法に発展する可能性があるとし

て注目を浴びた 29)。また遺伝子発現を MRI によりイメージングする方法としては、MRI 

で計測できる T1 あるいは T2 値を変化させるフェリチンやトランスフェリンなどのタ

ンパク質の遺伝子を、検出したい遺伝子のプロモーターの下流に結合し、それらを導入し

た遺伝子組換え動物をイメージングする方法がある。これにより検出したい遺伝子の発現

場所の同定や、特定の遺伝子を発現している細胞の動態の計測が可能になる 23, 30)。 

（３）注目動向 

＜核医学イメージング＞ 

・ 認知症診断：認知症に関して、アルツハイマー病の原因の一つとされるアミロイドベータ

やタウタンパク質に特異的に結合する PET 診断薬の開発が盛んに進められている 31)。ア

ミロイドベータはすでに 3 つの診断薬が日米欧で承認を受けている。タウ PET 診断薬に

ついては、放射線医学総合研究所 32)、ボストンのグループ 33)、東北大学 34)がそれぞれ開

発を進めている。機器についても頭部専用 PET 装置の実用化が進んでいる 35)。 

・ がん診断：検査対象が全身に渡ることから、約 20cm 程度の体軸視野の PET に対してベ

ッドを少しずつずらしながら全身を検査するこれまでの方法に対して、全身を一度に計測
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できるような体軸視野の長い PET 装置が切望されてきたが、高額の開発費がかかること

から実現していなかった。しかし UC Davis のグループが 15M ドルの NIH グラントを獲

得し、2m 長の PET 装置を開発するプロジェクトを始動した。これにより最大で 40 倍の

高感度化が期待されている 36)。 

・ PET/MRI 一体型装置：PET 検出器は放射線を光に変換するシンチレータと光を検出する

光電子増倍管から構成されており、現在、その光電子増倍管を半導体受光素子に置き換え

る技術が進んでいる。半導体受光素子は磁場中でも動作するため、MRI の中に PET を組

み込んだ PET/MRI 一体型装置の実用化につながり、2012 年にシーメンスから PET/MRI

装置（APD 素子ベース）、2014 年に GE から TOF-PET/MRI 装置（SiPM 素子ベース）

が発売されるに至っている 37)。PET/MRI 一体型装置は、従来の PET/CT 装置で問題視さ

れている CT 被曝がゼロになるほか、さまざまな MRI 撮像シーケンスによる診断能の向

上などのメリットが期待されている。 

 

＜光イメージング＞ 

・ バイオルミネセンス技術：生物現象の理解から化学的原理を抽出して技術的に応用する一

連のバイオルミネセンス技術、特に FRET やタンパク質の構造変化を利用した（１）カ

ルシウムイオン濃度計測、（２）cAMP などのセカンドメッセンジャーの濃度計測、（３）

酵素活性の計測などのための、遺伝子工学的に開発された生体分子計測用蛍光タンパク質

の開発が進められている。 

・ 広域イメージング：海外の多光子励起イメージング分野では、より広い視野から大多数（数

千個程度）の細胞の活動を出来るだけ高速に記録する試みがなされている 38, 39)。また大多

数の神経細胞の記録にあたり、イメージング画像から細胞を自動抽出するアルゴリズムの

開発も行われている 40)。米 BRAIN Initiative が 2014 年からスタートし、広域イメージ

ングのための技術開発が大型予算によりサポートされている。日本でも 2014 年に

Brain/MINDS プロジェクトが発足して広域イメージング技術の開発がサポートされてお

り、例えば単一細胞レベルの解像度はないものの、1 光子励起光源を用いた広域イメージ

ングが開発されている 41)。 

・ 脳を対象とした光イメージング：インビボに適用可能な膜電位インジケータータンパク質

の開発が進められている。マウス頭上に搭載可能な２ｇの小型顕微鏡装置を用いた脳深部

の特定神経活動測定が行なわれている。光ファイバーを用いて複数箇所の脳活動を同時に

測定可能なファイバーフォトメトリーの技術開発が進められている。また光ファイバーを

用いずに、磁力・磁場を用いて行動中動物の特定神経を活動操作する技術開発も進められ

ている 42)。 

 

＜MR イメージング＞ 

・ MRI を用いた分子イメージング：MRI 用の分子イメージングプローブの開発が進み、MRI

が非侵襲的な生体分子のイメージング・計測技術にも用いられるようになってきた。 

・ マンガン造影 MRI：生体において重要なシグナル伝達物質であるカルシウムイオンの動

態を擬似的に検出するマンガン造影 MRI 法が開発され、脳・神経科学分野でも利用され

始めている。 
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＜機能性分子プローブ開発＞ 

・ がん特異的な分子イメージングプローブ：研究開発が進められており、核医学イメージン

グでは前立腺がん、乳がん、膵がんなどを中心に、早期診断、腫瘍の性状、転移、また、

光イメージングでは腹腔内腫瘍、乳がんを中心に、術中における切除領域の同定などへの

利用が試みられている。 

・ その他のプローブ開発：炎症、膵β細胞、動脈硬化巣マクロファージ等を対象とした新規

分子プローブの開発が進められ、有効な候補化合物が開発されてきており、一部臨床検討

も開始されようとしている。 

・ 再生医療研究への応用：再生医療で移植した細胞の生着、機能の回復、炎症の程度などの

評価に対する分子イメージングの利用が注目され始めている。 

・ 創薬プロセスへの応用：国内外の大手製薬企業が医薬品開発過程の中で、体内動態、対象

とする標的の適切性、治療効果、安全性、患者選択などの評価のためにバイオマーカー（画

像バイオマーカー）利用を検討している。 

 

＜その他＞ 

・ 中国、韓国の追い上げ：分子イメージング研究は従来の米国、欧州、日本に加えて中国、

韓国の報告が最近増加している。 

・ 研究プラットフォーム：ライフサイエンスのための画像データや画像関連技術の蓄積・共

有を目的とした研究プラットフォーム Euro-Bioimaging が、準備フェーズ（2010～2014

年）を経て 2016 年に発足した。同時にその取り組みを Global Bioimaging へと発展させ

る取り組みも進めている。日本では科学研究費補助金の新学術領域研究においてバイオイ

メージング関連の研究がスタートしている（例：「先端バイオイメージング支援プラット

フォーム」、「先端モデル動物支援プラットフォーム」、「共鳴誘導で革新するバイオイメー

ジング」、「多元計算解剖学における形態情報統合の基盤技術」）。 

（４）科学技術的課題 

＜核医学イメージング＞ 

・ マルチモーダルイメージング機器の開発：対象とする部位で分子プロセスがどのように変

化しているかを可視化するためには、詳細な形態情報の取得と、その場所での測定標的分

子の密度や環境の変化の詳細な解析を可能とする高感度測定が必要になる。現段階ではこ

れらを同時に満たすイメージング機器はないため、高分解能と高感度測定をそれぞれ特徴

とする機器を組み合わせた（複数のモダリティを融合させた）マルチモーダルイメージン

グ機器開発が必要になる。こうした背景の下、高感度測定を特徴とする PET と高分解能

を特徴とする CT を組み合わせた PET/CT が開発され、広く普及している。しかし

PET/CT では PET と CT による放射線被ばくが合算され、被ばく線量が高くなるという

問題がある。そこで、最近 CT に代わり放射線被ばくのない MRI を用いる PET/MRI の

開発が進められ、現在国内で数台が設置されるに至っている。しかし高価であることや法

律的な問題があることから、現段階では放射線使用施設内に MRI 装置を設置せざるを得

ない状況にある。今後はこうした問題の解決に加え、科学技術的には既存の他のモダリテ
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ィと自由に組み合わせることのできる安価なPET や SPECT 装置の開発が望まれている。

さらに PET/CT、PET/MRI 以外にも光イメージングや超音波イメージング等を含め、色々

な特徴を有するイメージング法を組み合わせて種々の情報が同時に取得できるマルチモ

ーダルイメージング機器の開発が望まれている。 

 

＜光イメージング＞ 

・ 新規分子プローブの開発：様々な機能や病態を評価できる核医学、光イメージングプロー

ブの開発の推進とともに、これまで有効な分子プローブが開発されていない超音波造影剤、

機能性 MRI イメージングプローブ、新規に開発されている光音響イメージングプローブ

などの開発が分子イメージングの特徴を活かしていくために必要である。 

・ 計測と操作の統合：光学的手法による計測技術には多くの場合で対象に光を照射すること

が含まれるため、光で観察対象を操作するということも同時に期待される技術である。そ

のため光イメージングと光操作技術の統合は、今後、基礎研究から臨床研究まで大きな進

展が期待される。その他の計測技術においても操作技術との統合が今後の目標として期待

される。 

・ 脳を対象としたイメージングのための技術開発：米 BRAIN Initiative では革新的な技術

（ナノ粒子技術による新規光センサー、超 LSI 技術等）の開発により、より広域かつ深部

から、S/N 比のよい信号を高速で記録することを目指している。これらは当該分野におけ

る共通の目標であり、その達成のためには信号を発する側（目的の細胞や物質）と信号を

受ける側（顕微鏡等）の双方で革新的な技術開発が重要になる。例えば広範囲をイメージ

ング可能な対物レンズや高感度カメラの開発、二光子顕微鏡の限界を超えて脳深部を侵襲

なしにイメージングできる技術、インビボ神経膜電位イメージングを可能とするタンパク

分子の開発、光遺伝学とカルシウムイメージングの併用や、多種の神経活動の同時測定を

可能にする多色に対応した小型顕微鏡の開発等が挙げられる。またこうした機器・技術の

開発が進むにつれて、その適用範囲は脳に限らず、様々な臓器へ広がってゆく可能性もあ

ると期待されている。 

 

＜MR イメージング＞ 

・ 前臨床 MRI 開発：基礎研究に使用される前臨床装置では、国際的に細胞レベルに迫る解

像度を実現する技術開発へと進んでおり、超高磁場のマグネット技術（高温超電導素材な

ど）を基盤に、高周波送受信やシーケンス、解析などが連動した高精度な装置開発の必要

性がある。また、低分子錯体やナノ粒子など異なる分野の技術から先端的な造影剤開発を

行うためには、MRI の特性を十分に理解する必要があるため、関連する物理・画像・情

報工学の研究者などと連携した課題解決体制が求められる。 

 

＜その他＞ 

・ 画像解析、評価技術の開発：イメージングによって得られる情報の活用を画像診断等の非

侵襲・低侵襲な医療技術へと発展させるためには単にイメージングできるというだけでは

なく、客観的な定量評価ができるようになることが必要であり、そのための画像解析技術、

実践に即した評価法の開発が必要である。例えば細胞体の自動認識機能などの画像認識技
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術や巨大なイメージングデータの取得・保存・解析などに係るインフォマティクス技術に

関する研究開発が必要となる。 

・ 横断的な研究開発体制の必要性：生物、化学、光学そして対象となる生体組織、特に脳・

神経科学をはじめとした医学・生物学研究の専門領域で、研究分野が高度に専門化、細分

化され、縦割り化が進んでいる。分子イメージングでも、分子計測のための分子プローブ

の開発、分子イメージングの計測機器の開発、脳・神経科学をはじめとした医学・生物学

研究の応用に関して、横断的な技術応用によるイノベーションが生まれにくくなっている。

その結果、最先端の分子イメージング技術が他の分野へ波及しにくい状況になっている。

特に日本では MRI の専門家と医学・生物学の専門家の交流が少ないため、シーズとして

の多様な先端技術と応用分野でのニーズを縦断的、横断的に結びつける仕組みが望まれて

いる。 

・ マルチディメンジョン・マルチスケールな計測技術の開発：光学的手法や MRI による分

子計測と合わせて、電気生理学などの機能計測に関して個別の技術も発展している。しか

しこの場合も各領域の高度専門化が進む一方で互いに交流が少ないため、各分野の技術と

他の技術とを組み合わせるような新しい試みが始めにくい状況になっている。イメージン

グと各種生理機能計測を組み合わせた多元的（マルチディメンジョン）な計測技術やミク

ロからマクロまでを含むマルチスケールなイメージング機器・技術の開発の実現には、こ

うした状況の解消が大きな課題となっている。 

・ データの標準化：イメージングデータは計測機器に応じて多様なデータ様式が存在する。

マルチディメンジョナルな計測や、マルチスケールなイメージングをする際にはこれらデ

ータの標準化が必要になる。装置ごとに異なるデータフォーマットであるため、複数のモ

ダリティによる計測結果はもとより、同一の計測手法により得られたデータでも統合して

扱うことが困難である。これにより、研究者間でデータを共有することはできず、解析方

法なども独自のソフトウェアを用いる必要があり、研究の進展に遅滞が発生する。学問間

の横のつながりを強化し、標準化を進める必要性が高まっている。 

（５）政策的課題 

・ 学際的な研究開発プラットフォームの構築：生体イメージングにかかる研究開発は本質的

に分野横断的な性質を持つため、単一ディシプリンで先端的な研究を継続することは困難

で、出口を見失うことも多い。また様々なイメージング機器を単独で整備することは金銭

面、設備面で容易ではなく、共同利用施設として登録されている一部の大学や研究機関に

設置された最先端のイメージング機器も、一般の研究者まで利用が進んでいるとは言いが

たい状況にある。その結果、研究基盤の不足によって基礎的な研究が進みにくくなる状況

も生じる可能性がある。こうしたことから、医学、工学、薬学、分子生物学、物理学、化

学、ナノサイエンス、情報科学等の諸関連分野の研究者が、様々な機器を使った研究に連

携して横断的に取り組み、また人材育成ができる学際的な研究開発プラットフォームの構

築が求められている。しかしながら、これまで核医学イメージングは平成 17～21 年度の

「分子イメージング研究プログラム」、平成 22～26 年度の「分子イメージング研究戦略推

進プログラム」が国家プロジェクトとして推進されてきたが、平成 27 年度からは、様々

な分野での応用を期待して、それまでの大型プロジェクトの形ではなく各分野における研
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究の１つとしてそれぞれ個別に取り組まれるような状況となっている。また MR イメージ

ングではそもそも明確な研究拠点が存在せず、いくつかの大学や公的研究機関に小規模な

体制が散在するような状況にある。 

・ 海外の研究開発プラットフォーム：米国では 2000 年より NIH に National Institute 

of Biomedical Imaging and Bioengineering) を立ち上げ、マルチスケールなイメージン

グやマルチディメンジョナルな計測技術の開発を中心とした研究を国として推進してい

る。欧州では Euro-bioimaging を発足させ、さらにそれを日本や米国等もパートナーと

する Global-bioimaging へと発展させようとしている。MRI 研究の拠点に関しては、米

国であれば、NIH 傘下の NINDS、ミネソタ大、フロリダの MagLab、MIT、ハーバード

とマサチューセッツ総合病院、カリフォルニア周辺等にあり、欧州では独 MaxPlanck に

複数の拠点（チュービンゲン(Tübingen)、ケルン、ライプチヒなど）があり、また仏は

NeuroSpin という大規模な研究所を立ち上げ、最新鋭の MRI 装置などを各国の研究者

が利用できるような体制を構築し、MRI と神経科学の領域で大きな成果を上げている。 

・ イメージング機器開発への期待：世界四大顕微鏡メーカーのうちの 2 社が日本企業である

ことから、生体イメージング機器や技術において日本は国際的に優位な立ち位置にあるが、

顕微鏡を構成する各光学部品の開発等においては必ずしも優位ではない。例えば特殊な近

赤外レーザーは米国の光学企業から導入（2 社がほぼ全ての多光子励起顕微鏡にレーザー

光源を供給）しており、これが高額な機器を購入せざるを得ない状況の原因であるとの指

摘もある。こうしたことから、国産で安価かつ高品質なレーザー等の光学部品の開発が期

待されている。 

・ 戦略的な機器開発：欧州では買収も含めた戦略的な企業グループの形成が行われており、

マルチスケールなイメージングやマルチディメンジョナルな計測に係る研究を展開した

い研究者が容易に装置選定を行うことができる企業グループ 43)が出現してきているだけ

でなく、生体分子や機能のマルチモーダル計測を目指し、開発も進めて行く企業コンソー

シアム 44)も出現している。一方、日本では長引く不況の中で大手メーカーの基盤が弱体化

し、新しい発想の研究開発を行わなくなってきており、海外企業に新たな発想を奪われて

いくことが多いとの指摘がある。そのため産学官連携を通じた長期的な視点での新技術創

出の戦略構築を期待する声もある。 

・ 研究環境の変化：米国では核医学物理工学研究者数が増加する一方で NIH グラントの総

額が変わっていないため、過当競争状態にあると言われている。日本では、出口を重視し

比較的短期間で成果が出るような応用研究に重点が置かれる傾向によって、革新的・先進

的かつチャレンジングな技術開発を含む長期的な研究やその下支えとなる基礎研究が後

退するのではないかという懸念の声があり、生体イメージングに関連する研究分野でも同

様である。 

・ 異分野への参入を促進する仕組み：米国では学部時代に物理を専攻した学生がポスドクか

ら神経科学などのライフサイエンス領域に参入する研究者の数が日本に比べて多く、そこ

から革新的技術が創出されるケースがある。当該分野の性質上、こうした異分野への参入

を促す仕組み（グラント等）が新たな人材や技術の創出によい影響を与える可能性がある。 

・ 応用研究実施のための体制作り：核医学イメージングの基礎成果を臨床に還元していくた

めには、新規の分子プローブの臨床研究に向けた自動合成製造装置の開発を含めた GMP
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レベルでの製造体制や病院内での分子プローブの first-in human を行う体制の構築等、

科学的根拠に基づいた応用研究実施のためのシステムづくりが必要となる 45)。また、光イ

メージングの場合においても、安全性評価、GMP レベルでの製造、臨床実施体制の構築

が必要になる。いずれの場合も、これらを遂行していくためには大学でのシーズを企業展

開していくための産学連携体制の構築が極めて重要になる。 

・ PET/MRI の臨床応用に向けた法的対応：最近開発が進められ、市販もされるようになっ

た PET/MRI は臨床的な有用性が期待されているが 46, 47)、放射線障害防止法の観点から、

設置場所として、現段階では放射線使用施設内に MRI 装置を設置せざるを得ない事とな

っている。しかし、PET/MRI のような放射線を用いるもの（ここでは PET）と放射線を

用いないもの（ここでは MRI）とを組合せた場合には、非放射線の関係の装置を設置し

た施設内で放射性分子プローブを投与された被験者の両者のイメージ（PET と MRI）を

同時に撮像できるようにする方が建物のコスト、使用の利便性などの観点さから有利であ

ることから、これが可能となるような法律的対応が急務であるとの指摘もある。 

（６）キーワード 

FDG-PET、アルツハイマー病、がん、PET/MRI、TOF、マルチモーダルイメージング、

マルチスケールイメージング、マルチディメンジョナル計測、広視野・広域イメージング、

生体イメージング、ライブセルイメージング、分子イメージング、分子プローブ、蛍光タン

パク質、多光子（２光子）励起顕微鏡、カルシウムイメージング、膜電位イメージング、GECI、

AIM-MRI、molecular fMRI、小型顕微鏡、光遺伝学、活動電位、インフォマティクス、ビ

ッグデータ、高速イメージング、大容量ストレージ、機械学習、人工知能、スパース化、計

測と操作の統合、fMRI、安静時機能的 MRI（resting state fMRI：rs-fMRI）、ボリュームメ

トリー、拡散 MRI、拡散テンソル、脳灌流 MRI、MR 血管造影、造影剤、MRI 造影剤、ガ

ドリニウム、ナノ粒子造影剤、セラノスティクス、BRAIN initiative、Human Connectome 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ → 

 全般 
・ 研究レベルは高いが、我が国全体の基礎研究力の弱体化と同様に、業績はあまり

増えていない。 
・ Brain/minds プロジェクトの発足により、生体イメージングに関わる革新的技術

の開発が進められており、今後の成果が期待される。 
・ 種々のタイプの PET 装置の開発などにより、マルチモーダルイメージングの研究

も発展している。 
 光学 
・ 本邦には世界２大顕微鏡メーカーが在るが、各光学部品（レーザー等）の一部を

他国から輸入しており、そのため顕微鏡が高価になり、一部の研究室でしか利用
できない。 

 MRI 
・ 基礎の装置開発に関しては、材料や超電導磁石などの基盤技術は高く、NEDO で

の支援も続くが(NEDO)、システムや製品化が後手に。基礎の生物医学研究は、小
川ら 48)による fMRI 原理を始め日本人の功績は大きく、シーケンスや造影剤 49)な
ど先導的な研究が出ているが、量として欧米より少なく単発的である。 

 PET 
 検出器等の要素技術で世界的に競争力を持つ部分もあるが、総合力（システム化）

では米国に比べて不十分。出口である医療機器産業の伸びなやみを受け、大学等
で医用工学の研究人材が不足し、基礎から実用化までの体系的な取り組みが十分
に機能していない。大学の PET 工学ラボは数えるほどしかなく（名古屋大学山本
誠一ラボ、東京大学高橋浩之ラボ、早稲田大学片岡淳ラボなど）、公的研究機関（放
射線医学総合研究所）が最先端の研究をリードしている。 

 プローブ 
・ 生体イメージング用のセンサープローブの開発において、本邦は欧米と熾烈な競

争をしている。 
・ 蛍光生体イメージングでは種々の新規アクティベータブルイメージングプローブ

の開発、生物発光イメージングではルシフェラーゼを発現させた種々の細胞の移
植などにより種々の分野で革新的な成果が次々に出されており、ライフサイエン
スの発展に大いに貢献している。また、それらの研究成果を基盤として創薬研究
の推進にも貢献している。 

 脳科学への応用 
・ 高感度のカルシウムインジケータータンパク質、膜電位インジケータタンパク質

の開発などが進んでいる 
・ 二光子顕微鏡などを用いた意識下行動中動物の脳深部観察に長ける 
・ 脳の透明化技術が進んでいる。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

 全般 
・ 高い技術力を有する世界的にも有力な機器メーカーが複数あるものの、産学連携

体制が脆弱な点もあり、応用研究・技術開発において欧米にやや水をあけられて
いる。 

・ 一方、プローブ開発など応用研究が積極的に行なわれている個別分野もある。 
 光学 
・ 分子発光技術を活かす光学的技術に関して、複数の研究者が新しい内視鏡の研

究・開発を行い、その一部が中小企業から商品化されている。 
・ 大手光学機器・顕微鏡メーカーは、生体分子計測のためのライブイメージングの

技術開発にはあまり興味がなく、静止画像を高解像度で撮影する技術の開発に注
力しており、この分野では欧米諸国に水をあけられている。 

・ 同様に国内半導体産業の衰退にも関連して、イメージングのための撮像素子や検
出素子の開発はほとんど行われなくなってしまった。 

 MRI 
・ 臨床装置開発については国内２社が開発し、若干欧米よりも遅れるが、高い技術

力を持っている。生物医学研究に関しては、大きなコミュニティーを持ち高い水
準で成果を出しているが、全体としては臨床業務に沿った報告が多く、研究シー
ズを欧米に依存する点が残る。また、産学連携が脆弱である。 

 PET 
・ 臨床研究拠点は海外装置の導入が 9 割を占め、臨床から技術開発へのフィードバ

ックが不十分。政府の戦略等を背景に、医療機器開発や医療への既存技術応用の
機運が上昇している 50)ものの、既存医療機器メーカーの事業は伸び悩み。ベンチャ
ー企業の動きは見えないが、公的研究機関と連携した新規参入企業の動きもある 51)。 

 プローブ 
・ 新規の分子プローブを活用して、がんの質的評価や脳高次機能評価への臨床研究

を含めた応用研究が積極的に行われている。J-ADNI の研究ではβアミロイドの
イメージングは必須の評価系となっている。 

・ 発光プローブを用いて特定遺伝子発現を個体レベルでイメージングすることが可
能となり、ヒトへの応用が期待される。 

・ 創薬研究への分子イメージング法の利用も、受容体占有率の測定、体内動態の検
討などを含めて、海外を中心に、最近では国内も含めて積極的に行われている。 

・ マルチモーダルイメージングの開発、光音響イメージングなどの新しい分子イメ
ージンング手法の応用にも積極的に取り組んでいる。 

 脳科学への応用 
・ 広範囲イメージング用のレンズ、脳深部観察用のワーキングディスタンスの長い

レンズや顕微鏡の開発が進んでいる。 
・ 高感度、高速、広範囲イメージング可能なカメラの開発が進められている。 
・ 高感度 CMOS カメラが開発され EMCCD カメラから CMOS カメラへの移行が進

んでいる。 
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米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

 全般 
・ 2013 年からオバマ大統領の主導で Brain Initiative 及びその中の Brain Activ-

ity Map Project が行われていることもあり、生体イメージングに関しても非常に
質の高い、多くの研究成果が輩出されている。また今後も革新的な技術の創出が
期待される。 

・ 画像データの解析法の開発も積極的に行われている。 
 光学 
・ 多光子励起顕微鏡を用いた生体イメージングの技術開発が大変盛んである。物理

分野の研究者がライフサイエンス分野に参入するケースが日本に比べかなり多い
点が特徴であり、革新的技術開発を創出する点の基盤にある。 

 MRI 
・ 基礎の装置開発に関しては、NSF、DOE、NIH など層の厚いファンディングと国

立高磁場研究所(MagLab)など複数の開発体制があり活発で大きな成果。基礎の生
物医学研究は、多数の拠点から生み出される優れた研究成果、技術開発など質・
量共に群を抜いている。 

 PET 
・ PET 機器ビッグ３（シーメンス、GE、フィリップス）と大学の好循環がある。企

業が共同研究費を出資し、大学発の優れたシーズを早い段階で企業が実用化する。
大学は、基礎研究に集中でき、優れたアイディアが次々と出てくる。人材面でも、
世界中から優秀な人材があつまる風土がある。大学が人材を育成して、関連企業
に就職する例が多く見られる。核医学物理工学ラボは 20 以上ある。 

 プローブ 
・ 新規の分子プローブ開発は積極的に行われており、研究者層も厚い。がんの質的

評価、脳神経系の評価、炎症、心筋機能、動脈硬化、遺伝子治療、再生医療など
の種々のライフサイエンス分野を対象とした研究が活発に行われている。さらに、
最近、腫瘍分子イメージング、脳βアミロイドイメージングなどを中心に、いく
つかの分子イメージングプローブが FDA の承認を受け、それらの臨床研究も進ん
でいる。また、それらの研究成果を基盤として創薬研究の推進にも積極的に取り
組んでいる。 

・ 蛍光生体イメージングでは種々の新規イメージングプローブの開発、生物発光イ
メージングではルシフェラーゼなどを発現させた種々の細胞の移植した動物など
を用いて、種々の分野で革新的な成果が次々に出されており、ライフサイエンス
の発展に大いに貢献している。また、それらの研究成果を基盤として創薬研究の
推進にも貢献している。 

・ 光音響イメージングなど、新しいイメージングに関する分子プローブの開発も積
極的に行われており、研究が進展している。 

 脳科学への応用 
・ ファイバーフォトメトリを用いて脳内の複数箇所の活動や、神経末端の活動を記

録することで、より多くの情報を同時に得ることで、神経回路の動作と行動発現
の理解を進めている。 

・ 様々な行動を行っている動物の脳深部の神経活動をカルシウムイメージングにて
記録し、神経細胞レベルで行動発現のメカニズムに迫っている。 

・ 膜電位イメージングをハエ、マウスの脳で行うことに成功している。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

 全般 
・ MRI、PET、プローブ関連研究では企業・大学の良好な関係に基づき応用研究・

技術開発が進んでいる。光学的技術では脳内の生体イメージングのための小型顕
微鏡が開発され世界中に普及しつつある。 

 光学 
・ 光学的技術に関して、様々な新しい光学測定技術を開発した論文が発表されてい

るが、世界の 4 大顕微鏡メーカーは日本と欧州にあるため、その技術を用いた光
学機器が米国から発表されることはほとんどない。但し、脳内の生体イメージン
グのための埋め込み型顕微鏡は新しい発想の光学機器であり、これを用いた研究
が世界中に拡がりつつある。 

・ 微弱な蛍光を高速に捉えるための撮像素子は、フランスと並んで研究開発が進ん
でおり新しい素子が商品化されている (フェアチャイルド社、テキサスインスツル
メンツ社など)。 

 MRI 
・ 臨床装置開発については GE 社が牽引。一時期は開発力が低減したが、最近、

PET/MRI の開発を含めて開発が再び活性化している。生物医学での研究開発に関
しても、独創的研究、大規模研究、知財など、極めて活発かつ世界最高水準の成
果を出している。NIH ファンドがよく機能し(ADNI , BD2K , ENIGMA , Human 
Connectome Project , The BRAIN Initiative)、産学連携も活発。 

 PET 
・ UC Davis のグループが 2m 長 PET 開発で 15M ドルの NIH グラントを獲得する

など、国主導の大型プロジェクトが 2015 年に開始され、応用開発の勢いが増す。
PET 機器ビッグ３は最新装置のベンチマークをまっさきに米国で実施するなど、
企業・大学の良好な関係がある。 

 プローブ 
・ 新規の分子プローブを活用して、がんの質的評価や脳高次機能評価への臨床研究

を含めた応用研究が積極的に行われている。また、FDA が中心となって分子プロ
ーブの first-in human を行う体制整備が進んでおり、分子イメージングの臨床応
用研究が推進されている。 

・ 創薬研究への分子イメージング法の利用も積極的に行われている。 
・ マルチモーダルイメージングの開発にも積極的に取り組んでいる。 
 脳科学への応用 
・ マウス頭部に固定可能な小型顕微鏡の開発が進んでいる。 
・ Light-sheet顕微鏡などの開発により、深部の詳細なイメージングが可能になっている。 
・ 複数脳箇所を同時に測定可能なファイバーフォトメトリ技術の開発が進んでいる。 
・ 神経活動操作と活動記録と同時に達成する技術開発が進んでいる。 
・ 神経科学とインフォマティクスとの連携がさらに強化されている。 
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欧州 

基礎研究 ◎ ↗ 

 全般 

・ 米国と同様に 2013 年より Human Brain Project が EU の政策として進められ
ており、生体イメージングに関する研究も加速している。 

・ Euro-Bioimaging が発足し、EU 内で協力的にイメージング研究を加速させる試
みが始まっている。さらに、日本、米国、オーストラリア、インドなどと協力体
制敷く Global-Bioimaging project も計画されており、世界のイメージング研究
の中核を担う可能性がある。 

・ 光学的手法、MRI の両者を用いた生体イメージング研究の成果が多数出ており、
特に MRI による研究は米国を抜く勢いである。 

 光学 

・ 世界的に広視野または多点顕微鏡開発がトレンドになっている。スイスチューリ
ッヒ大学の Dr. Helmchen らは１個の対物レンズの使用ながら、広視野内の多点
から記録可能なイメージング方法を報告している 39)。 

・ スイスグループと違い、イギリスでは、大型対物レンズ(mesolens)を新規に作成
して広視野イメージングを行う試みがでなされている 52)。 

 MRI 

・ 生物医学での研究開発は、物量としては米国に及ばないものの、独・英・仏・蘭
を中心に多数の研究拠点が存在し(NeuroSpin , Tübingen)、独創的研究を生み出
す。大規模研究も計画されており、各国の資金と EU によるファンドが併せて機
能している。 

 PET 

・ 米国と同様に、PET 機器ビッグ３と大学の好循環がある。EU 圏、特にドイツの
躍進が目立つ（LMU、Forschungszentrum Jülich など）。CERN で医療応用プロ
ジェクトがスタートしている。 

 プローブ 

・ 新規の分子プローブ開発は積極的に行われており、がんの質的評価、脳神経系の
評価、炎症、膵機能、心筋機能などの種々のライフサイエンス分野を対象とした
研究が行われている。また、それらの研究成果を基盤として創薬研究の推進にも
積極的に取り組んでいる。 

・ 蛍光生体イメージングでは種々の新規イメージングプローブの開発を含めて、
種々の分野で利用されていて革新的な成果が出されており、ライフサイエンスの
発展に大いに貢献している。また、それらの研究成果を基盤として創薬研究の推
進にも貢献している。 

・ 光音響イメージングを含めて、新しい蛍光生体イメージング法の開発と確立に関
する研究がドイツなどを中心に積極的に行われており、研究が進展している。 

 脳科学への応用 

・ 光照射可能な微小電極を用いて、光応答で神経細胞種を同定して活動記録を行い、
行動発現中の活動記録を行っている。 

・ ファイバーフォトメトリなどの技術を応用して、多くの脳領域から同時記録を達
成。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

 全般 

・ 様々なモダリティを専門としている企業がグループを形成することにより、より
研究を進めやすい環境が整っている。 

 光学 

・ 4 大顕微鏡メーカーのうちドイツに存在する Zeiss 社と Leica 社は、物理学や
ライフサイエンス分野の研究者らによる共同研究・共同開発を通じて、常に新し
い方式の顕微鏡の開発を進めている。 

 MRI 

・ 基礎の装置開発に関しては、独 Bruker 社が独占的に支配力を持ち、英国も活発。
仏 NeuroSpin では超高磁場装置が立ち上がるなど、極めて活発(NeuroSpin)。EU

を中心としたファンディング体制があり、多数の企業体から成る産学連携枠組を
活用。 

・ ブルカー社はより高空間分解能の計測を目指して開発を続けており、他社の追随
は許さない勢い。米国の基礎研究用 MRI 企業はほぼ撤退した。 

・ 微弱な蛍光を高速に捉えるための撮像素子の研究開発が進んでおり新しい素子が
商品化されている (フランス e2v 社など)。 

 PET 

・ 分子イメージング分野でベンチャー企業の躍進が目立つ。MI labs（オランダ）や
Mediso Medical Imaging Systems（ハンガリー）など。 

 プローブ 

・ 基礎研究を基盤に、PET を中心に、多くの新規の分子プローブが開発され、それ
らが医薬品として認可され、それらの臨床診断、病態解明への応用が積極的に行
われている。 

・ 薬物動態評価のためのマイクロドージング臨床試験などを含めて、創薬研究への
分子イメージング法の利用が注目されており、積極的に行われている。 

・ マルチモーダルイメージングの開発にも積極的に取り組んでいる。 

・ 分子イメージングプローブ開発研究で得られた成果を基盤に、放射性治療薬（内
用療法薬）の開発を積極的に進めており、臨床研究も進めている。 

 脳科学への利用 

・ 神経科学とインフォマティクスとの連携が進んでいる。 
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中国 

基礎研究 △ ↗ 

 全般 

・ 5 年前と比して、光学的手法も MRI を用いた手法も飛躍的に研究成果が増えてい
る。ただし他国が開発した手法を用いた研究であることが多い。 

・ MRイメージングや分子イメージングに関する大規模な政府ファンドが 10年計画
で開始した。 

 光学 

・ 現時点では革新的な技術開発は行われていないが、欧米で学んだ研究者らが帰国
し PI として独立しているので、今後の大きな成果が生まれる可能性がある。 

 MRI 

・ 基礎の装置開発の報告は無い。研究の質としては欧米に劣るものの、欧米からの
帰国者が研究室を各地で立ち上げると共に、香港大学など高水準な大学も増加し
つつある。米国を中心に多数の研究者を海外へ送り込んで、研究成果を急激に増
やしている。 

 PET 

・ ここ数年、学会等での中国グループの発表が増えている。オリジナリティは高く
ないが、装置開発プロジェクトが進行している模様。 

 プローブ 

・ 生体分子イメージング分野の研究に携わる研究者数が増加している。 

 脳科学への利用 

・ インビボカルシウムイメージングやファイバーフォトメトリといった、新しい研
究技術を素早く取り入れ結果を出すに至っている。 

・ 米国や欧州の有力な研究室と緊密な連携を行って情報交換している。 

応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

 全般 

・ 独自技術を基にした開発は少ないものの、積極的な応用研究や臨床研究が一部の
分野では行なわれている。 

 光学 

・ 光学的手法のために必須であるレーザー光源や LED 光源の製造は中国で行われ
ていることが多い。 

 MRI 

・ 装置としては、水準は高くないものの国内企業が 1.5T-MRI の自社開発に成功し
ている。研究の質としては欧米に劣るものの、基礎研究と同様に帰国者を中心に
水準を上げている。MRI の国際学会の会員数は日本と同数だが、発表数は数倍に
達しており（2015 年時点）、応用研究に対する関心が高い。医療機関の規模が大
きく規制が少ないため、臨床研究に関しては日本より先行する部分もある。 

 PET 

・ ベンチャー企業が複数存在。その中での上海の Shanghai United Imaging 

Healthcare 社は、日本にも進出 53)。 

 プローブ 

・ 海外で評価された分子イメージングプローブを中心に、臨床診断への応用展開が
積極的に進められており、着実に成果を挙げてきている。 

 脳科学への利用 

・ 独自技術を基にした開発は少ないが、先端の技術をいち早く取り入れて覚醒下動
物を用いた脳深部観察などに適した顕微鏡開発を進めている。 

韓国 基礎研究 △ ↗ 

 全般 

・ 全体としては他国と比べてまだ発表論文数や引用数は少ないが、一部の分野では
基礎研究が活発に行なわれている。 

・ また韓国政府は研究環境に資金投資を行っており、当該領域においても今後の発
展が期待される。 

 光学 

・ 欧米で学んだ研究者らが、最近設置された KAIST や Postch で PI として独立して
いるので、今後の大きな成果が生まれる可能性がある。 

 MRI 

・ 基礎の装置開発の報告は無い。欧米や日本に比べて規模は小さいが、欧米留学の
帰国者を中心に、非常に高い水準の研究拠点を形成している。いくつかの財閥企
業（サムスン医療センター等）が大学と連携した研究拠点を持っており、活発な
研究が行われている。 

 PET 

・ IEEE NSS-MIC のアジア発開催となる 2013 年ソウル開催を成功させ、アカデミ
アが活気付いている。ソウル大医学校や Younsei 大学のグループが、PET/MRI

の基礎研究を世界に先駆けて行ってきた。 

 プローブ 

・ 核医学および光イメージングの基礎研究が盛んに行われている。アメリカの中核
研究拠点との共同研究も積極的に進めておりレベルの高い研究も一部行われてい
る 

 脳科学への利用 

・ 新しい技術などの研究開発は遅れており、目覚ましい論文・学会発表などにも乏
しい。 

・ 韓国政府は 2009 年に、脳研究促進振興計画（2017 年までに脳研究（科学技術論
文と特許技術）で世界第 7 位に入ることを目標) を発表しており、その成果が期
待される。 
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韓国 
応用研究・ 

開発 
× → 

 全般 

・ 当該分野に係る機器メーカーはなく、応用研究・技術開発に関する情報に乏しい。
ただしプローブに関しては海外で評価されたものを中心に応用研究が進められて
いる。 

 光学 

・ ほとんど情報がない。 

 MRI 

・ 実験的ながら 7T-MRI の開発実績があり、10T を超す超高磁場の MRI の開発計画
がある。欧米や日本に比べて研究者数は少ないが、放射線科を中心に活発な研究
が行われている。 

 PET 

・ 韓国の PET メーカーはまだない。ソウル大医学校のグループがベンチャー企業を
立ち上げて、イスラエル aspect imaging 社の小動物用 PET/MRI 装置に PET 部
分を提供することが 2016 年 9 月に発表された。 

 プローブ 

・ 海外で評価された分子イメージングプローブを中心に、臨床診断への応用展開が
積極的に進められており、着実に成果を挙げてきている。 

・ 医薬品開発への分子イメージングの利用も注目されており、いくつかの関連プロ
ジェクトが国からの研究費で行われている。 

 脳科学への利用 

・ 特に新しい開発の発表等はないが、上記の脳研究促進振興計画による活発化が期
待される。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.３.９ 生体分子計測技術 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

ここでは生体内の分子を計測する技術、特に質量分析法に係る研究開発領域を扱う。ただ

し飛行時間型二次イオン質量分析法（TOF-SIMS）のデータ解析に係る動向は「プロファイ

リング・解析技術」領域で扱った。 

生体内の分子のうち遺伝子やゲノムすなわち核酸の解析（エピゲノム解析を含む）ではシ

ーケンス技術の進歩が先行する一方、多細胞生物における一細胞レベルの解析や、環境中の

多数の種や個体の解析といった、複数階層を跨ぐ計測も既に現実のものとなっている（詳細

は「ゲノム解析、オミクス解析」、「生体分子の科学」、「臨床検査機器・技術」領域等を参照）。

またタンパク質や脂質、糖鎖、さらにはメタボライトや薬剤といった低分子の解析は、主に

質量分析技術と分子イメージング技術の進歩を駆動力に進展している（イメージング技術の

詳細は「診断機器・技術」、「生体イメージング機器・技術」、「プロファイリング・解析技術」

領域等を参照）。さらにシーケンス技術、質量分析技術、分子イメージング技術の進歩の背景

には、計測分析装置におけるハードウェアとしての新しい物理計測法の発案、装置を制御し

データ処理を行うコンピュータ工学の発展、試料を分析に適した状態に処理する前処理法や

プローブ化学の発展、データ解釈の深化とデータベースの出現がある。このように生体分子

計測技術が分子生物学とその医学応用の基盤となって近年ますます進展する一方、これらの

技術の進歩に伴って産業界では企業・事業の売買収が世界的に行われ、活発な動きが見られ

る。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

・ 既知の分子の分析（バイアス）：核酸以外の生体分子の分析は、これから分析しようとし

ているものの正体が既に分かっている場合の分析（バイアス、またはターゲット分析）と、

未知である場合の分析（ノンバイアス、またはノンターゲット分析）とで手法が大きく異

なる。前者はそれぞれに特化した検出系、主に抗体、PET、蛍光を用いた検出系によるプ

ローブを作成することによって実現される（詳細は「生体イメージング機器・技術」領域

参照）。 

・ ノンバイアスな分析：プロテオーム（タンパク質）、ペプチドーム（ペプチド）、メタボロ

ーム（代謝物）、リピドーム（脂質）、グライコーム（糖質）といった生体分子の“リスト”

を作成するための各種のオミックス解析が行なわれているが、現状では既知となった分子

の割合は極めて限定的である。例えばある受託会社が扱う生体の代謝物メタボライトは主

要な数十種類、多くても 300 種類ほどと言われ、質量の違いから推定される少なくとも数

万種類以上、構造異性体を考えた場合には数十万種類とも数百万種類とも言われる実際の

総体と比べるとごく一部にとどまっているのが現状である。そのため今後は、まずは化学

的な構造を同定してリストのカバレージを高めることが必要と考えられている（カバレー

ジを高める上での科学技術的課題については後段参照）。 

・ RNA の分析：核酸のうち RNA は、かつてはトランスクリプトームのリストが作成され

ジーンチップ解析で汎用されていた。その後タンパク質をコードしていないノンコーディ

ング RNA の多彩な機能が発見されたこと、多種のスプライスフォームがほぼ際限なく見
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つかってきたこと等から、ノンバイアスに次世代シーケンサーで解析してゲノム上にマッ

ピングするようになり、リストという考え方そのものが意識されないようになってきてい

る。ただその一方では、質量分析技術の進展によって RNA 分子そのものの化学修飾によ

る多様性が発見されその機能的意義が議論され始めている。 

・ 産業界での企業・事業の売買収：産業界では、次々に出現する当該領域の新技術に相応し

て活発な売買収が行なわれている。2016 年に話題となったのはわが国最大規模の製薬会

社の一つである武田薬品工業が、中核の新薬開発に集中するために、子会社で研究用試薬

国内最大手の和光純薬工業を富士フイルムに売却した件である。報道によればその入札に

は国内外の複数社が名乗りを上げて争奪戦になったと言われる 1)。その中では、和光純薬

工業を買収することで「生体計測」から「生体分子計測」へ更なる進化を遂げるための相

乗効果を狙った企業もあったのではとの見方もある。なお本領域に係る機器メーカーとし

ては、世界的には一分子ゲノムシーケンサーや新しい装置設計思想に基づく機器であるオ

ービトラップ型質量分析計を販売する米サーモフィッシャーが時価総額約 2 兆円で最大

である。同社は今年だけでも 1 月には細胞解析や遺伝子解析関連製品で有名な米アフィメ

トリクスを約 1525 億円 2)で、6 月にはクライオ電子顕微鏡で有名な米 FEI を約 4600 億

円 3)で買収している。この他にもベンチャーの興亡と合併買収売却による業界再編が日々

起こる領域となっている。 

（３）注目動向 

・ 質量分析の高感度化、高分解能化：質量分析技術による先端的な計測は大きな勢いで進展

しており、高感度化、高分解能化、小型化、高速化が主に企業主体で進んでいる。例えば

同じ価格帯の装置の感度はこの 10 年で 2 桁ほど向上した。一方、測定対象をイオン化す

る部分の効率はまだ 2 桁ほど改善の余地があると考えられている。生成したイオンを分離

するイオン光学系の部分でも 3 桁ほど改善の余地があるとされる。検出器は一部すでに一

分子の感度に到達しているがダイナミックレンジや処理速度で改善が進んでいる。これら

を合わせると特別に原理的なブレークスルーが無くても既存の技術の延長線上の改善改

良でまだ 5 桁ほど良くなってゆくと期待されている。その他、飛行時間型

（Time-of-Flight：TOF）の螺旋多重周回、オービトラップ型、磁場フーリエ型等の新た

な質量分析法が実用化されている。これらのうち、螺旋多重周回が最も高速である。オー

ビトラップ型は原理的に廉価化小型化が可能であり汎用性が高い。磁場フーリエ型の装置

は格段に分解能が高い。 

・ 新しい分離技術：生物試料を質量分析に持っていくまでの段階も極めて重要である。液体

クロマトグラフィー（LC）技術はナノスケールのもの（ナノ LC）が既に普及している。

半導体技術を流用したマイクロ流路技術やナノ流路技術、マイクロビーズを用いた装置の

実用化も進んでいる。キャピラリー電気泳動、超臨界クロマト、イオンクロマト技術など

も汎用されている。特に注目すべき新技術としてはイオンモビリティ技術がある。これは

質量分析装置の中で気層分離を行うもので、同質量でもキラル分子などこれまで分離が難

しかった構造異性体も分けることができる 5)。 

・ 新しいフラグメンテーション技術：イオンをさらに分割する技術としては希ガスをぶつけ

る他にレーザーや電子線や紫外線をあてるなどでフラグメント化する技術がある。これに
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関する基本的な応用物理学的知見は 20 世紀中盤に得られていたが、最近になって実際の

ニーズが高分子化学や医学生物学に頻出するようになってきている。多様な分子構造のそ

れぞれに特徴的なフラグメンテーションを予め割り出し、それを生体分子の分析に用いて

逆演算するという新技法の発表が、欧米の化学系の研究室から相次いでいる。さらにそう

したフラグメンテーションを多段階に行う多重反応モニタリング（MRM）の手法も一般

的になってきた。同位体標準物質を用意して比較定量を行う手法も薬剤やペプチドの分析

で流行している。また最近では高速な計算が可能になってきたために in  silico でフラグ

メンテーションパターンを多数予測してフィルターに使うという手法（コンピューター上

ではバイアスだが実験的にはノンバイアス）もペプチドや脂質で実用化されている 6)。 

・ 質量分析イメージング技術：ノンバイアスな分析で分子を絞り込むことは科学技術上の課

題である（後述）が、それに係る技術の一つとして近年特に注目されているのが、質量分

析イメージング技術である。質量分析を組織や細胞に対して二次元的に行うこの手法は、

イオン化の方法によって、レーザー光を用いるレーザー脱離イオン化（LDI）（LDI でマ

トリクスを用いるとマトリックス支援レーザー脱離イオン化（MALDI））、液滴を用いる

脱離エレクトロスプレーイオン化（DESI）、電子線やイオンクラスタービームを用いる二

次イオン質量分析（SIMS）などに大別される。LDI は低分子から高分子まで最も多種多

様な生体分子に応用可能でありレーザーの組み合わせやマトリクスの選択によって拡張

性も高く次々に新たな発展応用が生まれている 7)。DESI は簡便でリアルタイム分析との

相性が良い 8)。SIMS は最も解像度が高く生体への応用が始まったばかりであり今後の発

展が期待される 9)。これらは解剖学的、形態学的、病理学的、細胞生物学的な挙動を同時

に捉え可視化することが出来る。そのため薬物の効果を見たい場合に薬物の分布と変化が

一致する分子に絞る、病理学的変化の分布と変化分布が一致する分子に絞る、癌細胞など

目的の細胞の変化に絞る等が可能になってきている。その上、解像度は一細胞レベルから

オルガネラレベルに到達しつつある。一細胞質量分析にはマイクロマニピュレーターを用

いた別の手法もある 10)。 

・ 時間情報を用いた絞り込み技術：質量分析イメージング技術は空間情報を用いた絞り込み

であるが、時系列データを取得することによって時間情報を用いた絞り込みの試みもある。

特に河川の生物環境測定などの環境計測などの場合には他に適切なコントロールが存在

しないことが多いため定点観測が基本であり、近年はリアルタイムモニタリングも試行さ

れている 11)。同技術は尿や糞便や透析のリアルタイムモニタリングにも応用される。さら

に最近では位置情報も組み合わせ、手術中の電気メスから出る煙を質量分析でリアルタイ

ムモニタリングする技術等も出現している 12)。 

・ 局所操作と分析の連携：ごく最近の潮流として、光操作や原子間力顕微鏡（AFM）など

の時間解像度空間解像度のよい局所操作と分析を連携させることでより因果関係に迫る

研究も始まっている 13)。臨床での打診のように、対象に局所摂動を与えることで分析の情

報確度を上げることが生体分子分析でも可能な時代が到来しつつある。 

・ 微生物同定における絞り込まない技術：多数の分子の挙動を個別の分子の集合としてでは

なくその総体のまま扱う技術もある。そうした技術を科学的な研究や分析に用いる場合は

測定条件や測定装置が変わると意味をなさないという欠点がある一方、常に同じ装置で同

じ条件で測定できるのでさえあれば極めて実用的であるため、ビジネスとしてはマーケッ
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トシェアを先に押さえることが極めて重要であり後続の参入は極めて困難な分野である。

なお現在は、既に微生物同定の分野で独 Bruker14)、あるいは島津製作所－同社子会社の

英クラトス・アナリティカル－連携先の仏ビオメリュー15)が開発した測定装置が社会実装

され臨床応用で普及している 16)。 

・ NMR の高感度化、高速化、並列処理化：現在のハイエンド機 900MHz の装置の次の世代

として 1.3GHz の NMR を建設する計画がある 4)。しかし高感度化しシステムとしての自

動化が進み実質的なスループットが上がることが期待される一方、一基あたり数十億円と

も試算される高額さと装置の巨大さから導入の困難さを指摘する声もある。 

・ その他の技術の進展による同定技術の可能性（電子顕微鏡、光子顕微鏡、Ｘ線）：筋肉に

おけるミオシンのような大きな物質で、生体内に大量にあって同じ形でじっと位置してい

るものであれば、原理的にはクライオ電子顕微鏡で分子同定することが可能である。これ

までは電子顕微鏡で新規同定された例はないが、原理的には他の方法では扱えない不溶性

の物質も対象にできることから、今後、最後に残される最も困難な対象を扱うことになる

可能性があると見られている。また光学顕微鏡ではラマン過程など非線形光学を用いて分

子情報を取ろうという試みがあるが、分子同定できるほどの長距離シグナルは今のところ

取れていない。超解像顕微鏡による分子同定は今の解像度では 2 ケタ足りないが、Ｘ線と

境界領域の分光分析分野はまだ開拓の余地があると言われる。AFM、走査型プローブ顕

微鏡（SPM）、走査型透過電子顕微鏡（STEM）等のプローブ顕微鏡は、マイクロフルイ

ディクスなどの分取法や質量分析など別の分析手法との接続による新しい展開が期待さ

れており、実際に島津製作所から光学顕微鏡と質量分析イメージングを接続した装置が製

品化されている。さらに精製によって純品の結晶が手に入るのであれば直接Ｘ線結晶解析

で構造と分子式を一度に決めることができる。放射光Ｘ線解析の感度や技術も従来の技術

と比べて飛躍的に向上しており、最近では結晶化不要な手法も提案されている 17)。しかし

その装置は NMR 以上に超大型化する方向で進化している。その他、特殊な分析としては

ニュートリノ、ミューオン、中性子、放射光などもあり、一部生体計測への応用も始まっ

ているが、現状ではまだ実現に遠い状況にある。 

（４）科学技術的課題 

・ 分子の同定：ノンバイアスな分析で既知の分子を増やす（カバレージを高める）ためには、

分子の同定および絞込みの困難さという科学技術上の課題がある。同定については、現在

はクロマトグラフィーで分光分析し分離粗精製したのちに質量分析で質量を決め、核磁気

共鳴（NMR）で分子内構造を決定する、というのがゴールドスタンダードである。21 世

紀に入って質量分析の感度と精度と速度が二ケタほど向上し、クロマトグラフィーの処理

速度も二ケタほど早くなった。例えば独 Bruker のイメージング質量分析装置の最新型（約

1 億円）において質量分解能は 40,000、検出感度は 250amol において S/N 比=200:1、周

波数は 10kHz といった発展を成し得ている 18)。NMR も感度向上したがこれらほど劇的

ではなかった。その結果、質量分析はできるが NMR はできないくらいの量の生体分子、

つまり質量数はわかるが分子内構造がわからない物質が大量に（数万種類以上）発見され

ている。食事由来のもの、腸内細菌など共生生物由来のもの、環境由来のものなど多種多

様にあり、しかもそれらの多くは無視しがたい重要因子と見なされている。そこで、これ
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らに対してNMRに頼らずに質量分析技術でもう少し推定を進める試みが活発に行なわれ

ている。一つはフーリエ型の質量分析技術などにより質量分解能を向上させ分子式を推定

する方法である。もう一つは分子のフラグメンテーション技術で分子を細かくバラバラに

して内部構造を調べる方法である。実際にはこれら二つを組み合わせて用いられる。とこ

ろがそうやって分析を行なったとしても、一度の質量分析では一万種類以上のピークが容

易に検出され、しかもその中にはある程度の数の擬陽性も含まれるので、質量数しか分か

らないこれらの正体不明な分子を対象に同定作業を進めていくのには膨大な時間と費用

が必要になってしまう。一つ一つ大量精製して NMR で分子同定し、化学合成し、さらに

生体に戻して効果を見るという作業を行うとすると一つの解析で数か月はかかってしま

い、そのような候補が数百あるだけで数年の期間と数億円の費用がかかることにもなりか

ねない状況にある。 

・ 同定すべき分子の絞込み：膨大な数の同定すべき対象を何らかの方法によって絞り込むこ

とが検討されている。現在比較的有力なのは質量数の変動の差ないし比に基づき絞り込む

方法である。しかしそうして数種類に絞り込んだものに対してまずは公開データベースを

使って分子同定を行うが、それらは十分でないことが多い。そこで製薬会社、検査会社、

あるいは関連の研究を長年行ってきた研究室が独自にデータベースを構築・所有し、それ

らを独自の知的財産としているのが現状である。なおこうした絞り込みを避け、先行研究

により既に名前のついているもの、機能が明らかにされているもの、重要と指摘のあるも

のだけに対象を絞り込んで一定の結論・議論を構成するような研究もあるため、カバレー

ジが拡大せず、既知の分子に関する情報ばかりが集まることへの懸念を指摘する声がある。

人工知能を用いた解析でも同様の自己言及によるポジティブフィードバックが加速する

可能性を懸念する声もある。 

（５）政策的課題 

個々の研究者や企業がインハウスのデータベースや技術体系を個別に整備している状況は

局所最適ではあるものの全体としては必ずしも効率的ではない。同定したものの目的外であ

った分子は通常報告されることはないが、それが他の研究者にとっては目的の分子であるこ

とも往々にしてある。そのため学会や研究グループ単位でデータベースや技術を公開する動

きが生ずるが、その一方では各グループが拠って立つ国家間、学会間、予算間のせめぎ合い

もある。さらにそうしたデータベースや技術体系の公開は、関連ノウハウを収益の源とする

受託会社との間で利益が相反する場合もある。これらの公私の利害調整は重要な政策的課題

となりうる。具体的には、例えば公益的な活動に対する評価の在り方の検討、あるいは既存

の技術体系やデータベースを公開する国際的な動きに対する支援等を通じた取り組みが考え

られる。 

なおこうした状況はかつてゲノム解析の時にも存在した。個別の研究室が個別のデータを

別個に蓄積している状況を打開すべく公的なヒトゲノム計画が始まったものの、受託分析の

私企業のセレラ社が出現して一気に解析を加速させると産学官の利害が錯綜して事態が複雑

化した。こうした過去も踏まえ、合成の誤謬を回避することが重要であるとの指摘がある。 
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（６）キーワード 

ノンバイアス（ノンターゲット）分析、質量分析の高感度化・高分解能化、分離技術（イ

オンモビリティ技術）、フラグメンテーション技術、質量分析イメージング技術（LDI、MALDI、

DESI、SIMS）、オルガネラレベルの一細胞質量分析、リアルタイムモニタリング、局所操

作と分析の連携、微生物同定、分子構造の同定、分子カバレージの拡大、公開データベース 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 △ ↘ 

・大学で基礎研究を手掛けていた本分野の理学系研究室の多くは、ベンチ

ャー企業の創設や企業とのタイアップによる短期的な応用研究によって

資金獲得を行っている。そのため大企業での基礎研究の方がむしろ長期

的な視野から継続されている。 

応用研究 ○ → 

・物理化学的にはある程度枯れてきており、新規の物理過程や化学過程が

理学系からあまり出てこなくなった一方、工学系や医学薬学系のバイオ

応用研究開発は比較的盛んに行われており、なかには世界的な拠点とな

っている研究室も複数ある。 

米国 

基礎研究 ○ ↗ 

・海外からの侵略を比較的受けにくいとされる中部に軍需産業都市が比較

的多く、周囲の国研や州立大学でも最先端の計測技術の基礎研究の基盤

が厚い。 

応用研究 ◎ ↗ 

・ボストンや MIT を中心とした東海岸、シリコンバレーを中心とした西海

岸で応用・産学両面で華やかである。日本と比較すると薬学の研究室が

ほとんどなく、化学の研究室が日本でいうところの薬学を行っており、

近年ますます盛んになっている。 

欧州 

基礎研究 ◎ ↘ 

・質量分析は、イギリスのマンチェスターでダルトン以来の２００年の大

学基礎研究の歴史がある。スイスで代々ノーベル賞が出る NMR の研究

室や、世界で最初の電子顕微鏡を作ったドイツ-オランダの研究グループ

など、圧倒的な継続性がある。最近でもオービトラップという新しい装

置設計思想がロシアから出た。 

応用研究 ○ ↘ 
・米中の台頭と EU の混乱で、相対的な地位は以前に比べると長期低落傾

向にある。 

中国 

基礎研究 ？ ？ 
・ほとんど表に出てきていないが、軍事技術の根幹の一つとして全く手を

付けていないということはないと見られている。 

応用研究 ○ ↗ 
・市場としては爆発的な勢いで成長し米国に迫る勢いである。応用論文の

質も向上著しいが、世界をリードしているとまではまだ言えない。 

韓国 

基礎研究 × → ・従来、ほとんど存在しない。 

応用研究 ○ ↗ 
・大学や研究所で国内製品を作るナショナルプロジェクトがいくつか走っ

ている。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.３.10 プロファイリング・解析技術 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

ここでは様々な計測機器や画像取得装置等を通じて得られるデータを解析・分析し、また

データの特徴を抽出する技術に係る研究開発領域を扱う。最近の分析装置の高精度化・高感

度化や通信技術の発達によって様々な分野で取り扱うデータの蓄積が膨大となり、いわゆる

ビッグデータをどう取り扱い、いかに有益な情報を取り出せるかが課題となってきている。

そこで特に画像解析技術として「医用イメージング」を、多量な情報を含むスペクトルデー

タを計測データとして扱う「飛行時間型二次イオン質量分析法（TOF-SIMS）」を例として

取り上げ最近の動向を概観するとともに、それらにより得られるデータの「プロファイリン

グ」についての技術動向を取り上げる。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

＜医用イメージング＞ 

メディカルイメージング（医用イメージング）とは、臨床の場で用いられる CT スキャナ

や MRI、あるいは超音波診断装置、内視鏡などのイメージング装置ならびに、そこから得ら

れる画像を処理する技術（医用画像処理技術）を指す。医用画像処理技術を基にして診断治

療などの医療行為を支援する技術も医用イメージングの範疇に含まれる。メディカルイメー

ジングの研究開発は直接的に医療機器の開発につながり、技術的意義に加え、社会的意義も

極めて大きいものである。 

 

①イメージング装置開発 

装置開発動向については本項で詳細を扱わないが、医療分野で一般的に用いられるイメー

ジング装置（画像取得装置）のうち代表例としてＸ線 CT と MRI を取り上げ、画像処理と関

連する研究開発動向の概要を示す（詳細については「診断機器・技術」や「生体イメージン

グ機器・技術」参照）。 

 

・ X 線 CT の再構成：X 線 CT に関する技術開発では、X 線被ばくをできる限り少なくする

ための技術開発が行われている。低線量で画像撮影を行い、逐次再構成法や TV 再構成法

などの数学的な工夫をすることによって、低線量での撮影でもノイズの少ない画像を得る

ための試みが数多くなされている。 

・ MRI の撮影法に関する研究：核磁気共鳴現象を利用する MRI では撮影時間の短縮を可能

とする技術や機能情報を取得する技術などの開発が行われている。特にスパースサンプリ

ングされたデータから L1 正則化などを利用して高精細な画像を再構成する技術開発が主

として行われている。 

・ 研究開発体制：国内においてＸ線 CT の再構成、MRI の撮影法の研究に従事している大学

等の学術機関の研究者は極めて少ないのが現状であり、研究開発のほとんどは企業サイド

で行われている。また MRI の撮像方法に従事する国内研究者は CT よりも一層少なく、

欧米で MRI の撮像方法自体の研究に携わる大学等の研究者が数多くいるのと対照的であ
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る。なお後述する医用画像処理研究は、ここで述べたイメージング技術の研究と同時に行

われることが重要であるため、両者が連携して検討を進められるような研究体制整備に関

する施策が今後は必要と考えられている。 

 

②医用画像処理研究 

X 線 CT、MRI、内視鏡などから得られた医用画像を処理する研究が含まれる。CT 画像か

らがんなどが疑われる部位を自動的に検出する技術、撮影時刻や撮影方法などが異なる画像

同士の位置合わせを行う技術、CT 画像・MRI 画像上で臓器領域を同定するセグメンテーシ

ョン技術、断層像を積層する形で撮影された 3 次元医用画像をコンピュータグラフィックス

によって可視化する技術などがある。また手術前に撮影される CT 画像や MRI 画像を地図と

して用い、手術をガイドする手術ナビゲーション、自律的に制御される手術ロボットなども

本研究開発領域に含まれる。これらの医用画像処理技術が適用される体の部位は全身にわた

り、体のほぼすべての領域の画像が研究開発の対象となっている。 

 

・ 2016 年の MICCAI における論文発表から見る研究動向（1）：医用画像処理研究の分野

で注目されている国際会議は MICCAI（Medical Image Computing and Computer As-

sisted Intervention Society）である。2016 年の MICCAI における医用画像処理に関す

る論文発表の分野及び件数は下表のとおりであり、現在の潮流を顕著に表していると思わ

れる。なおこのうち日本からの発表数は 4 件のみであった（筆頭著者が国内の研究機関所

属となっている論文数）。 

 

表 3-2 MICCAI2016における医用画像処理関連の論文発表件数 

分野 件数 分野 件数 

脳画像解析論文 12 件 セグメンテーションに関する論文 33 件 

Brain Connectivity に関する論文 12 件 病理画像解析 7 件 

大脳皮質の形態に関する論文 12 件 画像位置合わせと臓器変形推定 16 件 

アルツハイマー病の解析の解析に関する論文 10 件 形状モデリング 6 件 

超音波画像解析に関する論文 5 件 心血管系 19 件 

がんの画像解析 7 件 画像再構成 10 件 

機械学習と特徴抽出に関する論文  12 件 MRI 画像解析 16 件 

ディープラーニングに関する論文 13 件 コンピュータ支援治療 10 件 

機械学習応用に関する論文 14 件 手術ガイドと追跡 15 件 

 

・ 2016 年の MICCAI における論文発表から見る研究動向（2）：上表の論文件数から分か

ることは、脳の MRI 画像解析に関する研究が非常に多いことである。例えば米国では、

アルツハイマー病に関する大規模観察研究（ADNI）において、MRI 画像の他、生活歴や

生化学的バイオマーカー情報等も含む大規模なデータベースが構築されており、それらの

情報を用いた研究が盛んに行なわれている。MRI 画像を使った研究の中にはセグメンテ

ーションや皮質の形状変化、あるいは神経束の追跡といった研究も含まれており、研究層

が厚くなっている。 
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・ 2016 年の MICCAI における論文発表から見る研究動向（3）：次に特筆すべき特徴は機

械学習、特にディープラーニングを用いた医用画像処理研究の広がりである。従来は

Support Vector Machine、Random Forest などの機械学習アルゴリズムを用いた研究が

主であったが、最近はディープラーニングを用いた研究一色であるといっても過言ではな

いような状況となっている。なおこの分野においても、少なくとも MICCAI2016 の傾向

においては欧米からの発表が極めて多い。 

 

＜飛行時間型二次イオン質量分析法（TOF-SIMS）＞ 

生命科学系への応用が可能な計測法の開発、およびデータの蓄積やデータ解析法の応用が

進んだことによって、未知物質を含む多成分系試料の解析が可能となってきた。例えば未知

試料を測定したスペクトルをデータベースと比較することにより未知物質の同定が可能であ

る。データ解析法の適用によって未知試料に含まれる主要物質に関する情報のみを引き出す

こともできる。またこうした技術は化学イメージングにも応用可能である。 

ここでは、生体計測への応用により生命科学にとって必要な情報の取得が大幅に進展する

と期待されている飛行時間型二次イオン質量分析法（TOF-SIMS）を中心に取り上げる。

TOF-SIMS は有機物・生体試料の分析でも空間分解能が 100nm 程度と高く、かつ分子およ

び分子構造情報が詳細に得られるため現在注目を浴びている化学イメージング手法である。 

 

①データベースおよび解析ソフトのアクセス状況 

・ 二次イオン質量分析（SIMS）分野のデータベース：赤外吸収分光法を中心とする分光法

分野および質量分析分野ではデータベース構築が進んでいるが、より複雑なスペクトル情

報をもつ SIMS 分野（TOF-SIMS を含む）では、その必要性に関する国際的な議論は続

いているものの、本格的に実用的なデータベースはできていない。主な理由としては、

SIMS および TOF-SIMS が極めて高感度であるため、理想的な状態で調整された標準試

料とは異なり、一般的な試料では主目的物質以外のピークが多く含まれ、かつ共存成分に

よるマトリックス効果によってスペクトルパターンが変化するためスペクトルの解釈が

極めて難しい点が挙げられている。また二次イオン化過程が完全には理論化されていない

ため二次イオン生成の予測が難しい点も理由と考えられている。そのため SIMS 分野では

データベース化よりも多変量解析を中心とするケモメトリックス・データ解析が現在のと

ころ実用的と見られている。 

・ 多変量解析を中心とするケモメトリックス・データ解析：スペクトルの解釈に対するケモ

メトリックスの応用は、赤外吸収分光法を中心とする分光法分野および質量分析分野、お

よび SIMS による質量イメージング分野において国際的にも広く浸透している。SIMS 分

野の中でも特にケモメトリックスの応用が必要とされている TOF-SIMS での多変量解析

の本格的な応用は 2000 年ころ 1)からであり、国内での普及は欧米諸国に比べて遅く、普

及率もやや低い。 

・ SIMS 分野の解析ソフト：ION-TOF 社の TOF-SIMS データ解析ソフト（SurfaceLab）

には PCA や G-SIMS を半自動的に行う機能が搭載されているが本格的な解析には不十分

である。SurfaceLab およびアルバック・ファイ社の WinCadence どちらのソフトウェア

もTOF-SIMSのRawdataをbinary image file (BIF)に変換する機能は付属している。BIF
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ファイルは、Eigenvector Research Inc.（米国） が開発した多変量解析ソフト PLS toolbox

で読み込みが可能である。PLS toolbox は、Matlab（米国）で作動するものが一般に使わ

れているが、このソフトウェアでは、SIMS やその他幾つかの分析法による Rawdata の

読み込みも可能であり、特に位置と化学情報を併せ持つような化学イメージングデータを

多変量解析する際に有効である。このソフトがカバーしていない測定装置のデータも汎用

フォーマット（テキスト、CSV、JPG など）に変換することによって、読み込み可能で

ある。また、ワシントン大学の D. G. Castner 教授の研究室の研究員 D. Graham らが中

心となって開発した TOF-SIMS データ用の多変量解析ソフトが無料で提供されている 2)。

ただし、ワシントン大学のソフトも Eigenvector 社のソフトもマニュアルが英語であるた

め、最近まで日本では普及率はあまり高くなかったが、島根大学および 2014 年からは成

蹊大学でこうしたソフトの使用方法を公開 3)していることもあり、Eigenvector 社のソフ

トに関しては活用できる研究者は日本でも増えつつある。このような背景があり、特に

Eigenvector 社のソフトによって TOF-SIMS のイメージングデータに対する多変量解析

の応用が容易になったことから、2010 年頃から、化学イメージングデータを対象とした

多変量解析の応用が伸びている。 

 

②多変量解析の応用 

・ 応用の方向性：定性的な解析とイメージングも含めた定量的な解析の 2 通りがある。前者

はサンプルごとのタンパク質の性質の違いに基づいた分類などに応用可能である。タンパ

ク質などの生体分子の定性評価 1, 4-7)や高分子の結晶状態の違いの評価 8)に用いられている。

後者は特定の成分の空間分布や未知成分の抽出・同定などに応用されている。2009 年の

Surface and Interface Analysis 41 巻(2)号 9)および同(8)号 10)が、TOF-SIMS を始めとし

た表面分析への多変量解析の応用の特集号だったことが一つの契機となり、多変量解析の

TOF-SIMS イメージングデータへの応用が世界的に広がった。 

・ 研究動向：欧米では TOF-SIMS 分野への多変量解析の応用はかなり普及し、研究例も非

常に多い。一方アジア諸国では、日本からの発表が比較的多く、韓国は多変量解析の成果

があるグループがいくつかあるが、日本に比べると少なく、中国（香港からはいくつか発

表例がある）からの発表はさらに少ない。ただし欧米の研究所に所属する中国系の研究者

によるこの分野の論文数は多い。 

 

＜プロファイリング＞ 

計測データには目的としていない情報も多く含まれ、機器の高精度化、高感度化によりそ

こに含まれる情報から新しい知見を見出す探索的要素の重要性にも着目されるようになった。

情報の総体から意味のあるデータを探り当てる手法はデータマイニングと称され、既にマー

ケティングや社会科学の分野で利用されている。主に統計解析の手法で行われる仮説の検証

的分析（目的志向型）もデータマイニングの一種であるが、そこでは量的変数から分類や抽

出といった質的変数を分析してモデルの検証を行うのに対し、探索型のデータマイニングで

は個々のデータの相互関係をアソシエーション解析やクラスタリングによって分類すること

によってその特徴を推測する。こうした手法を用いて情報を構成するグループの特徴を表現

する手法がプロファイリングとして定義される。 
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生体計測におけるプロファイリングは、得られるデータの特徴を抽出してその生体の全体

的な性質を記述したり動向を予測したりするために必須な技術となる。通常行われる手法は

クラスター分析で、多数からなるデータ集団から互いに似た性質を持つデータのグループを

作る手法である。クラスター分析は、予め目的に合致した性質を規定したり、分類の形式を

決定したりする必要があるため、目的志向型の分析となる。分析対象となるデータ集団は限

定的なものであってもいわゆるビッグデータであっても解析することは可能であるものの、

予め目的に合致した性質、つまり「似ている」または「似ていない」をどのように定義する

かという問題がある。また想定していない性質や類似性の定義が難しい場合には正確性を欠

く欠点もある。 

生体計測分野においての利用で一般的に行われているのは、遺伝子チップの分析結果を遺

伝子の性質、発現パターンなどでクラスタリングして対象の状態を記述するなどであるが、

対象とする遺伝子が多くなればなるほど「ノイズ」も多く含むことになり、必ずしも正確な

状態の記述（＝プロファイリング）に至らないことも多い。この点を改善する手法として情

報工学で用いられるオントロジーの手法が生体計測におけるプロファイリングに導入され、

特に遺伝子解析において遺伝子オントロジー解析(GO 解析)がその有効性を認められてきて

いる。 

（３）注目動向 

＜医用イメージング＞ 

・ ディープラーニングの適用拡大：医用画像処理の分野に限らず、画像処理全般でディ

ープラーニング、あるいは深層学習といった機械学習の仕組みを利用した研究が爆発

的に増えている。従来は手作業で特徴量抽出を行い、SVM などの分類器を用いてセグ

メンテーション処理を行っていたものが、最近ではディープラーニングを用いて大量

のラベル付けされた画像データベースさえ用意できれば、画像認識の問題がある程度

の精度で誰でも解くことができるようになってきている。また、ディープラーニング

の対象とは従来考えられていなかった対象、例えばステレオ内視鏡画像における対応

する特徴点の探索などにも利用されるようになってきている。 

 

＜TOF-SIMS＞ 

・ データフュージョン：より高い空間分解能を目指して、化学情報の得られる手法と空

間分解能の高い顕微鏡手法との組み合わせがよく行われている。例えば、TOF-SIMS

の場合は有機物の分析での空間分解能が 100nm 程度だが、数 10nm の空間分解が必

要な場合は電子顕微鏡(SEM)などの顕微鏡像とフュージョンすることによって空間分

解能を高める研究例がある 11-13)。ただ、データの位置合わせが難しいため課題も多く、

研究例はまだ少ない。 

・ NMF（非負値行列因子分解）、MCR（変量波形分解）：以前から広く用いられている

が PCA（主成分分析）よりも解析結果の解釈が容易であることから一般ユーザー向け

に使用が広がると期待されている。ただし解析者の恣意的要素が入る余地があるため

解析手法への理解が必要となっている。 
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・ 質量分解能向上：TOF-SIMS へのタンデム質量分析（MS/MS）機能の追加が可能と

なり、遅くとも 2017 年頃には市販の TOF-SIMS にも MS/MS が追加されると見られ

ている。さらに質量分解能の高い質量分析機（orbitrap など）の搭載も進められてお

り、既存の TOF-SIMS よりもさらに高い質量分解能が実現し、生体分子の分析に有利

となると期待されている。 

・ マトリックス効果の除去または補正：TOF-SIMS の定量分析において大きな問題とな

っていたマトリックス効果に関する詳細な検証と補正方法に関する論文が 2015 年に

発表されたため、今後、マトリックス効果が補正できる可能性が示された。化学イメ

ージングは一種の定量でもあるため、マトリックス効果の除去もしくは補正は正確な

イメージングに不可欠であり、また補正が可能となれば、化学イメージングの可能性

がさらに広がると期待されている。 

・ ビッグデータ化：Ar クラスターなどの巨大クラスターイオン源の開発 14-17)によって有

機物や生体試料の３次元分析が可能になったことでデータがより大容量化した。質量

分解能と３次元空間分解能が高まればデータ数はこれまで以上に膨大となり、市販の

コンピュータメモリでは解析に不十分な場合も生じてくる。少ないメモリでも主成分

分析ができるアルゴリズムの開発や、スパースモデリングなど、新しいデータ解析法

の適用によって対応が可能になると期待されている。 

 

＜プロファイリング＞ 

・ オントロジー解析：生体計測分野において、特に遺伝子解析の手法として注目されつ

つある。近年の遺伝子解析技術の革新に伴って多くの生物種の遺伝子関連情報が集積

されデータベース化されてきた。一方、それぞれの遺伝子情報は様々な属性に基づい

てその性質が記述されているため、同一の遺伝子であっても異なった名称で表示され

ることも多い。さらに生物種が異なっている場合には比較することも難しい。これら

のデータベースに蓄積されたデータを有効に活用するために、遺伝子が持つ属性（機

能、発現時期や場所などの生物学的プロセス、細胞の構成要素などの性質他）を統一

した語彙を用いて記述することが提案された 18)。この概念が遺伝子オントロジー(GO)

で、統一された語彙は GO タームと呼ばれる。一つの遺伝子の GO タームを調べるこ

とによって、その遺伝子の属性がある程度わかるようになる。また GO タームの定義

づけには実験結果に基づく場合や配列解析の相同性に基づく場合、系統解析などの結

果によって定義づけられる場合など様々なものがあるため、それらを表すために

evidence code が付加されている 19)。 

・ スパースモデリング：オントロジー解析はプロファイリングにおいて膨大なデータを

意味のあるグループに分類する手法であるが、生体計測においては膨大なデータの大

部分が無意味なデータであることも多い。このような場合、大量のデータに埋もれて

しまった少数の意味のあるデータを抽出して必要最低限の本質的な部分を抜き出す手

法が必要で、このための方法論がスパースモデリングである。スパースモデリングは

CT や MRI などの医用画像技術において、放射線や電磁場により探り得られたデータ

を分析することで体内の様子をより短時間で詳細に画像化できるようになった。これ

は 2002 年頃の工藤らのグループによる先駆的研究に端を発し 20)、2007 年の Lustig
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らのグループによる研究 21)を契機として急速に広がった。スパースモデリングによる

医用画像取得技術は、「圧縮センシング」と呼ばれる必要のないデータを取得しない技

術により大量の画像を短時間で取得することができるようになったため、MRI での動

画取得も可能とした。医用画像への応用だけでなくさまざまな計測技術と組み合わせ

ることで計測技術に大きな革命をもたらしたとも言われる。なおスパースモデリング

が画像処理における解析法として利用されることになった発端は 1999 年 Nature 誌

（Nature 401, 788-791）に掲載された人の顔の表現要素の解析であった。この研究で

は非常に多くの人の顔の画像から顔を表現するための代表的な要素を抽出してそれら

をうまく組み合わせることによって個人の顔の画像を構築できることを示した。この

プロセスは人の脳の情報の表現法や符号化にも相関し、スパース符号化と呼ばれてい

る。スパース符号化によって脳の記憶容量は飛躍的に向上することが証明されている。

また、最近の深層学習とも連携し、計測技術や解析技術の発展に多大な貢献が期待さ

れている。 

（４）科学技術的課題 

＜医用イメージング＞ 

・ データベース整備：現在の医用画像処理の主役はディープラーニングであり、これを

的確に利用するためには大量の良質な画像データが蓄積されたデータベースの整備が

必要となる。そのため医用画像のリポジトリを作成し、研究者が自由に利用できるオ

ープンなナショナルデータベースセンターの構築が望まれている。データベースの好

例としては米国の ADNI データベースがある。データベースを核として多くの知識集

積が進むとともに研究者コミュニティーが育っている。 

・ コンピューティング機能強化：大量のデータを処理するには膨大な量のコンピューテ

ィングが必要になる。特に画像処理アルゴリズムの開発を行うには数多くの試行を行

わなければならず、膨大な量の計算が必要になる。そのため、例えば国内の基幹的な

大学や公的研究機関の情報基盤センターに設置されたスーパーコンピュータを最大限

活用できるような仕組みの構築や、国内の基幹的なコンピュテーションセンターの連

携などによる課題の克服が期待されている。 

 

＜TOF-SIMS＞ 

・ 標準試料：データ解析結果の検証のためにも、濃度情報や位置情報を制御した安定な

TOF-SIMS 用の標準試料が必要とされているが、その入手が難しい点が課題となって

いる。 

・ 実験的検証の難しさ：TOF-SIMS は他の手法では得られない情報が得られることが多

いため、TOF-SIMS データの解析結果の正しさを他の手法で検証することが難しい場

合が多い。現在は他の物理化学情報との照合や、可能であればシミュレーションとの

照合によって検証されている。 

・ 定量性の確保（マトリックス効果補正）：イメージングは各位置での濃度を反映してい

るため、マトリックス効果などによって濃度情報が不正確であるとイメージング結果
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の妥当性検証が難しい場合もある。そのためマトリックス効果の除去および補正 22)が

必要とされている。 

・ 感度（１ピクセルあたりの強度の確保）：イメージングデータにおいては、１ピクセル

における二次イオンのカウント数が足りなければ、鮮明なイメージを得ることができ

ない。二次イオン化収率の向上、もしくは今後可能となる MS/MS による標的 2 次イ

オンだけの厳密な抽出や、スパースモデリングなどのデータ解析法によってカウント

数が少なくてもノイズと明確に識別することにより、実質的な感度向上が望まれると

考えられている。 

 

＜プロファイリング＞ 

・ データの扱いに係る方法論の共有：膨大化するデータの取り扱いに係る専門的な理論

や実証に関して、研究分野を超えて横断的に共有、適用する仕組みの構築が望まれて

いる。遺伝子オントロジー（GO）解析では、GO コンソーシアムが米国中心で構築さ

れ、日本の研究者も参加している。この解析技術の基礎となった超幾何分布の解析を

オントロジーに応用する発想には日本人研究者も関与していたが、それを実用化して

利用できるようにするためのコンソーシアムの立ち上げは日本ではなく米国で行われ

た。またスパースモデリングを医用画像解析に応用する提案は日本において行われた

が、その応用範囲が広大な分野に及ぶにもかかわらず国内では汎用されるにはまだ程

遠い状況にある。 

（５）政策的課題 

＜医用イメージング＞ 

・ 良質な医用画像データベース構築のための仕組み作り：良質な画像データからなるデ

ータベースを構築するためには、病院等で撮影される医用画像に、医用画像処理を行

っている国内研究機関が、然るべき処理および手続きを経た上で比較的自由に利用で

きるようにする仕組みの構築が望まれている。 

・ 機器開発上の課題：医用画像処理技術を利用した機器開発の推進に向けては、個人情

報保護への配慮・対応と研究推進とのバランスに注意を払うことが重要であるととも

に、機械学習を導入した医療機器に関するガイドラインの作成なども検討が必要にな

る。 

 

＜TOF-SIMS＞ 

・ ケモメトリックスの応用に係る人材の不足：計測法へのケモメトリックスの応用は、

データ解析手法の専門家だけでも計測手法そのものの専門家だけでも不十分であり、

解析対象の試料、データ解析手法および用いる計測手法の全てに関して十分に深い知

識と理解が必要である。しかし試料から測定手法およびデータ解析手法まで橋渡しが

できる研究者は少なく、またその価値も十分に評価されていない。 
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＜プロファイリング＞ 

・ ビッグデータの扱いについての方法論等の構築に係る情報共有の場：膨大化するデータの

取り扱いに係る専門的な理論やその実証に関して研究者が分野を超えて横断的に情報共

有、議論する場の構築を目指す際、そうした動きに対する政策的支援が望まれている。 

（６）キーワード 

医用画像、セグメンテーション、手術ナビゲーション、MRI、CT、US、内視鏡、レジス

トレーション、ディープラーニング、機械学習、形状モデリング、アトラスベースセグメン

テーション、CAD、化学イメージング、ケモメトリックス、質量イメージング、多変量解析、

スペクトル解析、データ解析、二次イオン質量分析、飛行時間型二次イオン質量分析

（TOF-SIMS）、質量分析、分光法、主成分分析、多変量スペクトル分解、マトリックス効果、

タンデム質量分析、データマイニング、アソシエーション解析、クラスタリング、ニューラ

ルネットワーク、スパースモデリング、オントロジー解析 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ ↗ 

 医用イメージング 

・ 文科省科研費新学術領域「多元計算解剖学」などの医用画像処理に関する
基礎的研究が実施されている。国際会議ではこの領域から出てきた研究が
発表され始めている。ただし、基礎研究に携わる研究者人口の縮小が目立
っており、このことは MICCAI での研究発表の少なさに表れている。 

 TOF-SIMS 

・ケモメトリックスの応用は各分野で盛んであり、専門書も充実している
ため、基盤はできている。分光法や質量分析分野への普及も広い。ただ
し、TOF-SIMS 分野に関しては専門家がまだ多くはないが、今後増える
と予想される。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

 医用イメージング 

・応用指向の国際会議 CARS では、日本からの研究発表が極めて活発に行
われている。ただし、商品化となると欧米に比べて劣っている。 

 TOF-SIMS 

・企業内で進んでいる研究については必ずしも発表されていないので明ら
かにできない部分もあるが、さまざまな試料への応用は進んでおり、必
要となればバイオ材料、医療用材料および生体試料への応用も十分可能
な段階である。 

米国 

基礎研究 ◎ → 

 医用イメージング 

・医用画像のすべての分野において厚く基盤研究が行われている。
MICCAI においても米国からの基礎的分野における研究発表が非常に多
い。また、世界中から研究者を引きつけている。 

 TOF-SIMS 

・多変量解析を得意とする化学イメージング分野の研究者が多く、解析手
法を理解した上で研究されている。 

応用研究・ 

開発 
◎ → 

 医用イメージング 

・応用研究も非常に盛んであり、その成果を様々なベンチャー企業が商品
化している。特に医用イメージング装置の大メーカである GE が核とな
って大学（例 ハーバード大学）と協力に研究を進めている。 

 TOF-SIMS 

・計測およびデータ解析関連の研究者と医学系研究者の共同研究も充実し
ており、研究例は多い。標準的な手法として広く用いられている印象あ
り。日本のアルバック・ファイ社の米国の研究チームから MSMS が可能
な TOF-SIMS が開発されるなど装置の新たな発展はあるが、ドイツの
ION-TOF 社も MSMS などが可能な装置を開発したため、新規的な発明
につながる兆しはヨーロッパに比べるとやや低い。 
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欧州 

基礎研究 ◎ ↗ 

 医用イメージング 

・高等数学を駆使した医用画像処理に関する基礎研究に極めて強く、特に、
イギリス、ドイツ、フランス、スイスでは強力な研究コミュニティーが
形成されている。また、Virtual Physiological Human Project などもあ
り、医用画像を含めた高度な人体の理解に関する研究プロジェクトが進
行している。 

 TOF-SIMS 

・英国（マンチェスター大学、ノッティンガム大学、英国物理学研究所な
ど）を中心にデータベースや解析手法の改良・開発が常に提案されてい
る。計画だけで進んでいないものもあるが、蓄積された研究は奥深い。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

 医用イメージング 

・ドイツ・シーメンス社、オランダ・フィリップ社などがあることもあり、
応用研究は極めて盛んである。医用画像処理に関する国際会議において、
これらの企業の研究者からの積極的な発表が数多くあること、また、医
用画像処理に関するワークショップに対して財政支援を積極的に行って
いることも、本分野における欧州の存在感を示すことにつながっている。
全体的に医用画像処理に関するベンチャー企業の創業も盛んである。 

 TOF-SIMS 

・ドイツの ION-TOF 社からは英国物理学研究所などとの連携によって、
オービトラップと MSMS で質量分解能を大幅に改良した TOF-SIMS 装
置が開発された。すでに市場に出ている。また以前から連続イオンビー
ムによる TOF-SIMS を市販していた Ionoptika 社（英国）と欧米の各大
学の連携が増えており、より複雑化するデータの解釈に多変量解析は今
後も応用されると考えられている。現状では、ヨーロッパを中心にこの
分野は発展している。スウェーデン（ヨテボリ大学など）、オランダ
（Maastrichtd 大学）などに質量分析・TOF-SIMS のデータ解析をよく理
解して、生体試料、医療材料への応用を進める研究グループが充実した
研究を発表している。フランス(CNRS)も比較的進んでいる。そのほか、
ドイツ、イタリア、ポーランドなど各国から興味深い研究例が発表され
ており、研究の裾野は広く今後ますますの発展も予想される。 

中国 

基礎研究 △ ↗ 

 医用イメージング 

・米国・欧州・日本留学からの帰国者を中心として、急激に基礎研究のレ
ベルを上げてきている。MICCAI 2016 における中国からの発表件数にも
如実に表れている。 

 TOF-SIMS 

・香港、北京大学などに基礎的検討ができる研究者がいるが、全国的には
まだ普及していない。TOF-SIMS そのものは導入されているが、充実し
た研究が発表されるようになるにはまだ時間がかかる。台湾も同様だが、
医療系への応用は以前から研究されている。 

応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

 医用イメージング 

・メディカルイメージング機器開発はまだまだであるが、その存在感は着
実に増しつつある。2016 年 11 月に開催された北米放射線学会(RSNA)

では数多くの中国企業が医用イメージング装置の展示を行っていた。ま
た、基礎研究と同様に、米国・欧州・日本留学からの帰国者を中心とし
て、応用研究が盛んに行われようとしている。 

 TOF-SIMS 

・海外の研究期間で活躍する研究者が多く、彼らが帰国した場合は中国国
内の研究が現状よりも飛躍的に発展する可能性があるが実態が読みにく
いところがある。 

韓国 

基礎研究 △ → 

 医用イメージング 

・まだまだの状況である。 

 TOF-SIMS 

・韓国標準科学研究院(KRISS)を中心にある程度進められており、研究例
も少なくない。米国での研究経験のある研究者を中心に進められている。 

応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

 医用イメージング 

・応用研究は行われているが、独自のものは少ないように思われる。ただ
し、北米放射線学会(RSNA)では Samsung の医用イメージング装置に関
するブースが年々大きくなっており、今後の研究開発動向に目が離せな
い状況である。 

 TOF-SIMS 

・KRISS を中心に応用されているが、他の機関では関わっている研究者は
少なく、独自の研究として発展できる研究者が現状では少ない。 
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（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 
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３.４ 食料・バイオリファイナリー 

＜区分の俯瞰全体像＞ 

「食料・バイオリファイナリー」区分は、ライフサイエンス系の基礎的な学問分野から派生

する生物系技術のうち、植物、微生物に関わる分野を対象とする。微生物学、植物科学、生

態学など複数の基礎科学領域にまたがり、食料生産、物質生産、環境リノベーションへの応

用につながるという観点から、近年特に社会的なニーズが高いものを中心に、以下の 7 領域

を設定した。これら以外にも重要な研究領域が存在することは認識しており、次回の俯瞰

（2019 年）に向けた調査を実施予定である。 

 

表 3-3 「食料・バイオリファイナリー」区分領域一覧 

領域名 領域設定の観点 

グリーンバイオ関連基礎科学 微生物学、植物科学、生態学などの分野全体の知識基盤 

バイオリファイナリー 植物バイオマス資源活用・生産技術体系 

作物増産技術 草本性・木本性作物の作物増産技術 

持続型農業 窒素およびリンの持続的施用と評価技術、共生微生物利用技術 

高機能高付加価値作物 機能性成分強化作物開発 

食品原料（機能性成分） ヒトの健康の維持・増進などに役立つ機能性成分 

リン・レアメタル回収 有限かつ代替不可能な資源の回収 

 

「グリーンバイオ関連基礎科学」は、微生物学、植物科学、生態学などの学術から派生し、

食料生産、物質生産、環境リノベーションを目標とする基礎基盤研究領域である。他の全て

の研究領域に関わる。近年の次世代シーケンサーの性能向上などにより、これまで困難であ

った生物間相互作用研究の進展が期待されている。 

「バイオリファイナリー」は、植物バイオマス資源を原料に、石油代替となる燃料や化成品

など多様な製品を製造する生産技術体系および研究領域である。原料バイオマスごとに、木

本（木質）、草本、藻類についての動向を述べる。 

「作物増産技術」は、穀物および野菜などの草本性作物、果樹などの木本性作物の作物増産

技術である。育種的アプローチ（遺伝的能力の改善）と耕種的アプローチ（栽培環境の改善）

に大別し、草本性および木本性の作物についてそれぞれの動向を述べる。 

「持続型農業」は、人類が生存を続けていくために必要な食糧生産を、地球環境に不可逆的

な負の影響を与えずに持続的に継続していくための研究開発領域である。環境負荷の低減を

目指した窒素やリンの施用・評価・技術、共生微生物の利用技術を中心にとりまとめた。 

「高機能高付加価値作物」は、ヒトの健康を維持増進させることが期待される植物由来成分

を多く含む作物開発である。長年蓄積された育種研究をもとにした「機能性作物」開発につ

いて、官民両方の動向について述べる。 

「食品原料（機能性成分）」は、ヒトの健康の維持・増進、体調の維持・管理、QOL の向上

などに役立つ可能性のある物質、機能性成分に関する研究領域である。高齢化などの近年の

社会ニーズを受けて、抗酸化成分やアミノ酸などを中心にとりまとめた。 

「リン・レアメタル回収」は、有限かつ現時点で代替不可能な資源であり、農業および各種
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産業に必須の元素であるものとして、リンおよびレアメタルの回収にかかる研究領域につい

て取り上げた。 

以下に、区分４「食料・バイオリファイナリー」の要素技術マップと、今回取り上げた研

究開発領域の関係を概観する図を示す。 

 

 

図 3-1 「食料・バイオリファイナリー」区分の要素技術マップ（左）と、 

今回取り上げた研究開発領域の関係の概観図 
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３.４.１ グリーンバイオ関連基礎科学 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

グリーンバイオ注）関連の基礎基盤研究・技術領域。食料生産、物質生産、環境リノベーシ

ョン等を目標とし、対象は主として、微生物、植物、生態系（たがいに相互作用する植物・

動物・微生物などの生物叢全体、という概念を含む）である。 

※注：本報告書で用いる「グリーンバイオ」の定義は調査報告書「グリーンバイオ分野に

おける研究開発の重要課題と統合的推進」（CRDS-FY2015-RR-08）1)で述べたとおり。対象

は植物、微生物、および生態系であり、農業に資するバイオテクノロジー以外にも、微生物

を用いた産業用バイオテクノロジー技術および生態系を扱う基礎科学から派生した技術群も

包含する。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

グリーンバイオ関連の基礎基盤研究領域の共通する動向は、高性能の核酸塩基配列解読装

置（次世代シーケンサー）の登場と普及により、環境中のあらゆるサンプルから膨大な生物

多様性情報を取り出すことが可能となったことである。これにより、複雑な生物種間の相互

作用ネットワークから微生物-微生物、あるいは宿主-微生物の相互作用研究がこれまでより

も大規模かつシステマティックに行えるようになった。今後爆発的に増えると予想される微

生物などのバイオリソース、および生物多様性情報を、どのように維持管理し活用していく

かは、既存のカルチャーコレクションやデータベースの維持・活用とともに、極めて重大な

課題となる。 

本稿では、微生物、植物、生態系と、ミクロからマクロにいたる視点にわたって、食料生

産、物質生産、環境リノベーション等を目標にしたグリーンバイオ関連の基礎研究領域につ

いてまとめた。以下、微生物学、植物科学、生態学の順に述べる。 

【微生物学】 

微生物は伝統的発酵食品の生産者として、その存在が認識される以前の古代から利用され

てきた。また微生物は大腸菌、出芽酵母に代表されるように、生物学、分子生物学の基礎研

究のためのモデル生物として多くの研究の材料となり、成果を上げてきた。2016 年、ノーベ

ル医学生理学賞を受賞した大隅良典博士の研究がその実例である。1920 年代後半に発見され

1940 年代に大量生産が可能になった抗生物質は、微生物が生産する医薬品として、世界中の

製薬企業の新薬開発のターゲットとなった。2015 年にノーベル医学生理学賞を受賞した大村

智博士の成果はこの延長線上にある。1960 年代に日本が世界をリードしたアミノ酸産業は、

化学合成では困難な異性体の合成を微生物および微生物由来酵素が開拓した典型例である。

洗剤用酵素や希少糖などでは、微生物利用が製品の大幅なコストダウンをもたらし、新しい

産業の創生、利用分野の開拓などにつながった。同様に環境汚染への解決手段として汚染物

質の除去手段として環境修復（バイオレメディエーション）では、人工難分解物質の微生物に

よる分解といった利用が進められている。これらの生命科学研究とバイオテクノロジーの産業

化はつねに、新規微生物の発見に始まり、新規機能の開発、育種、といった研究開発がリード

してきた。各時代に応じて、研究材料として多様な形での微生物資源が求められている。 
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2000 年代後半頃から、土壌をはじめとして水圏、排水処理汚泥など様々な環境を対象に、

16SrRNA や 18SrRNA のシークエンス配列を利用した微生物プロファイリングについての

研究が行われるようになった。Operational. Taxonomic Unit（OUT、ある一定以上の類似

性、一般的には 96- 97%程度の相同性、を持つ配列同士を一つの菌種のように扱うための操

作上の分類単位）をベースにし、ごく一部の部分配列をもとに大まかに微生物集団の全体像

を把握する解析が中心であった。近年はさらに、次世代シークエンサーの性能向上およびコ

ストの劇的な低下の影響で、個々の微生物種のゲノム解析や遺伝子発現解析を含めた、総合

的かつ網羅的解析を目指す方向性にある。同時に、微生物群の分離・培養技術も向上し、モ

デル植物や作物の根圏等からコア微生物叢が単離、同定されてきている。 

今後の微生物の未知機能の発見と開発においては、次のような基盤整備が求められる。(a) 

未知機能探索のための多種多様な微生物株の取得（アクセス）、(b) 発表された研究成果の保

全のための微生物株の保存体制とそれを利用した発展的研究の担保、(c) 微生物の多様性を

認識し、効率的な探索と利用を可能にする分類学的研究の推進、(d) 生物多様性条約、名古

屋議定書による生物資源の国際移転の円滑化や安全性に関する法令遵守と知的財産権管理、

(e) カルチャーコレクションの整備とその国際ネットワーク化、(f) 塩基配列情報や生理的特

性、分類情報などのデータベースの開発と、論文情報や安全情報などの他のデータベースと

のリンク。これらは、応用研究や産業化のためだけではなく、研究評価、公的機関の国際共

同研究、留学生の研究課題などにも影響を与える重要な要素である。 

【植物科学】 

植物を中心とした生物間相互作用研究は、大別すると、植物とそれに被害を与える生物

（主に微生物を主とした病原体、昆虫、植物を含む）との相互作用、植物と相利共生をむす

ぶ生物（主に菌根菌および窒素固定菌）との相互作用、そして、比較的新しい分野である

植物圏の生物叢研究、3 つに大別される。これらの相互作用は、複数の生命体がかかわる多

様な現象であり、農業の生産性や森林・水圏などの環境保全などに大きな影響を与える。相

互作用にもとづく生物間の関係性もダイナミックに変化するため、従来は解析が非常に難し

い研究領域であった。近年の次世代シークエンサーの性能向上によりゲノム・トランスクリ

プトーム解析のコストが下がってきたこと、環境モニタリングデータ等のビッグデータのデ

ータ収集および解析技術が著しく向上してきたことなどにより、最先端の研究領域となって

きている。以下、植物—病原体（微生物、昆虫、植物を含む）相互作用の研究、相利共生に関

する研究に大別して説明する。植物圏の生物叢研究の具体的な内容は、生態学の項で詳述す

る。 

＜植物—病原体相互作用の研究＞ 

これまでは、主に解析が比較的容易だった植物—ウイルス、植物—細菌の相互作用に集中し

て研究が行われてきた。つまり、あるモデル植物とあるモデル病原体の 1 対 1 の関係から、

相互作用を規定する因子（病原性エフェクター蛋白質、病原体分子パターン、およびそれら

を認識するレセプター）の同定とその機能解析が中心であった。次世代シークエンサーの性

能向上およびコストの劇的な低下により、植物の研究対象が穀物や野菜、果実等の作物に拡

大し、それらに寄生する多様な病原体との研究が始まっている。特に、主流は実害の大きい

病原体の解析にシフトしてきている。例えば、カビや卵菌（藻類に近い糸状タイプの菌、19

世紀のジャガイモ飢饉を引き起こした生物群としても知られる）、土壌線虫など駆除が難しく
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培養が難しい病原体、アフリカ等で被害額の大きい寄生植物 2, 3)などがあげられる。これら

の病原体は、真核生物であり、比較的ゲノムが大きく、かつ形質転換法が確立してないため、

機能解析が困難なことが多い。また、病原体のゲノム解析により、進化のスピードが速い多

様な遺伝子群を多く保持していることがわかってきた 4)。これらの遺伝子の機能はほとんど

不明であり、またそれらの遺伝子によって生産される二次代謝産物も多様かつ新奇なものが

多く含まれると予想される。これら遺伝子群の機能解析および、植物微生物間の相互作用に

関与する低分子化合物の同定とその利用が期待できる。 

＜相利共生に関する研究＞ 

地上に生息する植物のほとんどは、菌根菌に代表される真菌門（カビ・キノコなど）の生

物と共生し、生育に必要な栄養を吸収している。特に、菌根菌は土壌中のリン酸の吸収に大

きく関与しており、宿主の植物の生育に影響を与えている。また、マメ科植物に代表される

根粒細菌による窒素固定も、栄養条件が悪い土壌の利用や、化学肥料の削減に非常に重要で

ある。これまでマメ科モデル植物の遺伝学的解析から、菌根菌の共生と根粒菌の共生には共

通の遺伝子群が関与していることがわかってきた。これら共通の遺伝子群の機能解析および、

下流の遺伝子群の同定と機能解析が、相利共生の総合的理解と応用への鍵を握ると考えられ

る。また、培養法、形質転換法が確立されてはいないが、ゲノム解析などを用いた真菌側の

研究も盛んになってきており、真菌側の共生因子などの理解に大きな進展が予想される。 

【生態学】 

生態系が果たす機能は、肥沃な土壌形成、送粉サービス、環境浄化、温室効果ガスの固定

や消去、水の保持、など極めて多面的である。生態系の再生と設計に関わる研究を統合する

ことで、複合的な問題に取り組む枠組みを提供できると考えられる。しかし、生態系内には

無数の生物種が生息し、その生物種間の相互作用ネットワークは非常に複雑である。従来、

生物の系統ごとに研究者層が分かれ「縦割り」構造が形成されており、生態系全体の動態を

理解するには限界があった。しかし、次世代シーケンサーを用いた生物多様性研究の勃興後

は、全生物に共通の物質、DNA をもとに分析・解析技術の標準化が可能となった。これに

より、従来の「縦割り」研究の枠を超えて、生態系内の様々なタイプの生物間相互作用を極

めて効率的に解析することができ、さらにその知見を統合することが可能になってくると予

想される。それらを通じて、未知の共生ネットワーク構造や食物網のループ、ひいては新た

な生態系機能の発見につながると期待される。膨大な DNA 情報に基づく生物群集・生態系

研究において、日本は先駆的な業績をあげつつある 6)。生物種間のネットワークに関する知

識が飛躍的に増大し、その生態系内での機能に関する知識が深まれば、農地や水産資源の管

理、また、自然生態系の再生において新たな戦略が見いだされるであろう。DNA 情報に基

づく大規模生物多様性分析で解明が期待される生態系の機能について、植物圏の生物叢研究

および、水域生態系研究について以下に例示する。 

＜植物圏の生物叢研究＞ 

①土壌中の菌根菌群集とその動態 

植物の陸上進出のごく初期から、植物は菌根菌との共生関係を結んでいた。菌根菌類は、

土壌中の窒素、リン、水を植物に提供する基幹的な役割を担っている。また、菌根菌類は、

高温・乾燥・病原生物に対する宿主植物の抵抗性を高める役割を担っており、極めて重要

な機能を自然・農地生態系内で果たしている。今後は菌根菌の多様性と群集構造解析およ
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び菌根菌種ごとの詳細な機能解析などを通じた基礎情報の蓄積が、農業技術への新たな展

開へ向けて必要である。 

②植物内生菌の多様性と共生微生物間の相互作用 

近年、植物の葉・茎・根に膨大な数の真菌や細菌が共生していることがわかってきてい

る。菌根菌の一部を除いて大多数は機能未知で、「内生菌」と呼ばれている。最近の研究か

ら、一部の内生菌が菌根菌やその他の微生物と宿主の関係を制御している可能性が浮上し

てきた 7)。共生微生物同士の相互作用ネットワークの解明を進めることで、有用微生物が

共生しやすく、病原生物が侵入しにくい植物体を設計する手がかりが得られると期待され

る。 

③共生者・寄生者で結ばれる植物どうしのネットワーク構造 

林産物と食料の生産を同時に行うアグロフォレストリーなど、複数の植物種の栽培を基

本にした農地生態系の管理が世界的に拡大している。このような新たな動きの背景にはい

くつかの理由がある。第一に、複数の植物を栽培することで、農地が裸地化する時期がな

いために、土壌の流失や劣化が起こりにくい。第二に、生物多様性が高い生態系ほど、安

定性が高い傾向にあるため、病害虫の発生による壊滅的被害が発生しにくい。第三に、多

品目の生産により、異常気象や農産物価格の変動によるリスクが軽減される。日本ではま

だ普及していないが、気象・国際経済環境の変動に対応する上で、こうした複数作物栽培

の技術が重要性を増してくるであろう。こうした多品目栽培を見越し、植物種間でどのよ

うに菌根菌や内生菌、寄生菌を共有しているのか大規模に解明し 8)、植え合わせのよい植

物の組み合わせを科学的に検討していくことが期待される。 

＜水域生態系の食物網構造＞ 

水産資源の枯渇は国際社会の喫緊の課題である。漁業資源の管理を効率的に行うために

は、食物網構造に関する知見を蓄積し、水域生態系のしくみについて理解を精緻化してい

く必要がある。捕食者の体内に残る餌種の DNA をハイスループットに分析することによ

って 9)、食物網研究を加速させることができると期待される。 

（３）注目動向 

【国内動向】 

・ 純粋培養できない微生物の複合系での培養、試料の微生物の全体の遺伝子プロファイル

を解析するメタゲノム解析技術、または細胞一個からでもゲノムの塩基配列決定ができ

る技術など、新しい技術、考え方の導入が進んでいる。 

・ 微生物株の取得：1980 年代までは日本企業の研究者も海外で自由に試料採集をしてき

たが、生物多様性条約の規制のある現在では、海外の試料を用いた研究には、原産国の

法令遵守に注意が必要であり、国際共同研究が必須である。 

・ 次世代シーケンサーの登場により、これまで考えられなかった規模で生物種の多様性と

群集構造を解明できるようになってきた 10, 11)。土壌や水の中に含まれる DNA（「環境

DNA12)」を分析すれば、そこにどのような生物種が存在するのか、ハイスループットに

分析可能になった。得られた DNA 情報をもとに、データベースの DNA 配列と照合し、

生物の同定を行う技術を「DNA バーコーディング」と呼ぶが、この技術を完成する理
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論が日本人研究者によって構築された 13)。また、この理論をもとにした自動生物同定プ

ログラムがウェブ上で公開された（https://www.fifthdimension.jp/products/claident/）。こ

のプログラムを用いれば、あらゆる生物群の多様性解析を高速かつ自動で行うことが可

能である。 

・ 膨大な種数を誇る微生物について、その種間相互作用を解明するのは従来非常に困難で

あったが、その状況を克服する解析が現れはじめている。例えば、ヒトの糞便サンプル

や植物体サンプルをもとに、宿主体内で共存しやすい微生物種のペアや、共存できない

微生物種のペアを解明することができるようになってきた。多数の宿主サンプルを次世

代シーケンサーで同時解析することにより、共存・非共存のネットワークを統計解析に

よって解明することも可能になった 14)。こうした微生物種間ネットワーク解析をもとに、

微生物生態系内で重要な役割を果たす「コア（中核）微生物」の存在が示唆されるよう

になった 7)。 

・ ERATO「野村集団微生物制御プロジェクト」が平成２８年５月にスタートし、集団微

生物の制御技術の創出を目指した研究が推進されている。植物圏微生物叢研究にも応用

可能な技術の開発が行われている。 

・ CREST「環境変動に対する植物の頑健性の解明と応用に向けた基盤技術の創出」、さき

かげ「フィールドにおける植物の生命現象の制御に向けた次世代基盤技術の創出」が平

成２７年１０月にスタートし、植物のフィールドでの環境変化への適応のため分子レベ

ルの設計に基づく基盤開発が行われている。 

・ AMED CREST「ヒトの微生物叢と宿主の相互作用・共生の理解と、それに基づく疾患

発症のメカニズム解明」が平成２８年４月にスタートした。開発される技術が植物圏微

生物叢研究にも応用可能となる可能性がある。 

・ 名古屋大学ＷＰＩトランスフォーマティブ生命分子研究所 (ITbM)および理化学研究所

環境資源科学研究センター(CSRS)が平成２５年にスタートし、ケミカルバイオロジー、

有機化学、植物科学を融合する研究基盤が構築された。 

・ 新学術領域「植物細胞壁の情報処理システム」（平成２４年開始）および「植物の成長

可塑性を支える環境認識と記憶の自律分散型統御システム」（平成２７年開始）、が設置

され、植物の環境への応答を多角的に理解する領域が発足した。 

・ 新学術領域「生合成リデザイン」（平成２８年開始）が採択され、植物、微生物等の生

合成遺伝子群と低分子化合物を網羅的に解析する領域が発足した。 

・ 日本国内において、生態学・微生物学・情報科学・数理生物学の専門家が集う研究会（エ

コミメティクス研究会）が結成され、定期的に分野融合のための研究イベントやシンポ

ジウムを企画している。 

 

【海外動向】 

・ 原核生物（細菌とアーキア）の新種の発表はこの数年 800 種/年以上になっており、多

くは分類学者以外による発表である。原核生物ではそれが 2000 年までに世界的に集中

的に進められ、ほぼすべての細菌種の rRNA の塩基配列が決定されたことは分類体系の

構築だけではなく、微生物のゲノム解析に基づく遺伝子解析の利用において重要な基盤

を形成した。 

https://www.fifthdimension.jp/products/claident/
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・ 生物多様性条約と知的財産権：生物多様性条約の骨子は、生物多様性の保全、持続可能

な利用、公平な利益配分である。同時に、研究、教育の促進もうたっており、各国は適

切な管理の下、利用促進の環境を整備しなければならない（2016 年現在、日本は生物

多様性条約を批准しているが、名古屋議定書は批准していない）。生物資源の取得や移

転は国の当局の事前承認が必要であるが、名古屋議定書を担保する国内法を整備した国

はきわめて少なく、明確な手続き法が確立していない。現状、生物資源の移転や利用に

ついては、研究者同士ではなく大学等の組織間で協定を締結することで研究活動との調

和が期待されている。知的財産権としては微生物を使った特許についてはそのクレーム

を担保する微生物株の取得を可能にするように特許微生物寄託センターが各国に整備

されている。国際特許に対しては世界知的財産機構(WIPO)によるブダペスト条約に基

づき、1 カ所の国際寄託当局(IDA)に寄託することにより加盟国への特許出願が可能にな

っているが、この制度と生物多様性条約の調和についてはこれからの課題として残され

ている。(インドとブラジルは手続きのための国の法令が整備されている) 

・カルチャーコレクション：かつて各国に最低１つは微生物株の公的な保存機関（公的カ

ルチャーコレクション）が存在したが、近年は運営のための公的研究資金の不足により、

各国さまざまな形態をとるようになっている。基本的にカルチャーコレクションでの微

生物の保存は、寄託者の研究成果に基づくものであったが、最近では、カルチャーコレ

クションは法令遵守、知財管理の点からも、自らの技術で品質を管理し、利用者に提供

する必要に迫られている。さらに、加速度的に増えているゲノム情報を活用するために

は微生物株の取得は必須であるが、ゲノム情報を担保できる微生物株の提供には高度な

品質管理が求められている。また、国際的な移転、各国の機関との微生物株の共有のた

めの基盤整備も必要で、OECD では 2001 年にバイオテクノロジーに求められる生物資

源センター(BRC)について報告書をまとめ、2007 年にはその運営のためのベストプラク

ティスガイドラインを作成している。また、近年、単独では培養できないが、特定の微

生物の共存状態で培養可能な微生物の場合は、共存微生物存在下で保存提供する

Co-culture の考え方が保存機関にも導入されてきている。 

・データベース：微生物保存機関は保有微生物株の学名、履歴、分離源、培地と培養法、

分類学的情報などをカタログとして出版してきたが、最近ではデータベースとしてオン

ラインで公開するのが一般的である。これらには各保存機関独自の微生物資源の他、公

定試験の使用株や分類学的基準株など、日本国内、あるいは国際的に共有すべき微生物

株は複数の微生物保存機関で保有している。これらの複数の保存機関で保存情報のネッ

トワーク化はもとより、塩基配列情報などの他のデータベースとのリンクなどが進めら

れている。保存機関情報については、WFCC の下部機関として世界データセンター 

(World Data Center for Microorganisms, WDCM)がいろいろなデータベースを構築し

ており、各保存機関の動向も把握できる。 

・ 複数タイプの相互作用ネットワークを同時に解析する動きが、イギリスや北欧の研究者

の中から現れてきている。しかし、そこで分析対象となっている相互作用ネットワーク

は未だに生態系内の構造のごく一部にとどまっている。 

・ 米国では、大統領主導での総合的微生物叢研究プロジェクト($121M,National Micro-

biome Initiative)が発足した。 



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

461 

俯
瞰
区
分
と
研
究
開
発
領
域 

食
料
・
バ
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・ 米国植物病理学会から”Phytobiome”という概念が 2013 年頃に提唱され、2015 年 7 月

に”Phytobiome Initiative”のキックオフミーティングがワシントン DC で開かれ

た。”Phytobiome”とは、植物とそれをとりまく生物集団および環境を指す。2016 年に

発表されたロードマップによれば、”Phytobiome”中の相互作用は土、植物、および農業

生態系の健全性に絶大な影響を及ぼすため、”Phytobiome”の研究は、世界の持続的な食

料、飼料、繊維の持続的な生産の確保に極めて重要であるとしている。戦略的なファン

ディングと官民連携研究が必要と訴え、関連研究費の増加や、”Phytobiome Alliance”

という官民連携体制の構築、および学術雑誌”Phytobiomes”の発刊に向けて活動中であ

る。 

（４）科学技術的課題 

・ 従来、微生物の分類には、形態、生理試験、細胞成分などの表現型性状に基づき分類学

者によって専門的に行われてきた。近年、rRNA の塩基配列が共通のものさしとして使

われるようになり、専門の分類学者でなくとも微生物の分類学的位置が容易に決定でき

正確に記述されるようになった。原核生物では 2000 年までに世界的に集中的に進めら

れ、ほぼ全ての細菌種の rRNA の塩基配列が決定され分類体系が構築された。それらに

基づき現在では、細菌の rRNA の遺伝子を決定し、未知のものであれば新種の可能性が

高いとして報告されるようになった。 

・９９％の微生物は難培養性といわれ、単離できる微生物は氷山の一角と考えられている。

難培養性微生物の培養技術の開発が急務である。 

・ 土壌は非常に多様であり、環境に適応した微生物も多様である。このため、様々な場所、

様々な植物、様々な環境要因におけるサンプリングが必要となり、ビッグデータ解析技

術、データストレージ、菌株ライブラリーの維持等、大型のプロジェクトが必要である。 

・ 土壌から単離、同定された微生物を他の土壌に移植しても微生物叢を再構成することは

難しい。微生物叢の構築原理を理解できていないためであると考えられている。 

・ 植物病原菌のフィールドでの分子疫学的な情報はほとんどない。 

・ 微生物が生産する低分子化合物は非常に多様性が高い。ゲノムシークエンスにより、生

合成遺伝子群が数多く見つかっているが、そのほとんどが機能未知の酵素群である。 

・ 加速度的に進行する環境悪化は、アフリカや中国といった地域だけでなく、日本の農業

環境も大きく変える恐れがある。異常気象による悪影響を和らげるためにも、生態系が

本来持つ「バッファー」としての機能を最大限に活かす農地管理が今後求められてくる。 

・ タンパク質の供給源として重要な水産資源についても、枯渇が懸念されている。現在の

漁獲規制は十分ではなく、魚種によっては急速にその個体数が減少している。「共有地

の悲劇」として典型的な事例と言える。漁獲規制や漁獲枠をめぐった国家間の交渉では、

漁業資源量の将来予測に関する説得力のある科学的情報が必要となる。しかし、水圏食

物網の構造は複雑で、まだその構造に関する知見は乏しく、説得力のある情報を提供す

る生態学的な技術の開発が待たれている。 
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（５）政策的課題 

・ 微生物を材料とした研究開発を基盤とし、農業・畜産業への応用、医学・薬学への応用、

産業化につながる可能性は多数ある。しかし、微生物には感染症法、植物防疫法、家畜伝

染病予防法など、安全のための法令とともに生物多様性条約関連の相手国側の規制がある。

微生物には WHO によって定義された危険度によってバイオセーフティレベル(BSL)が指

定され、それに基づいた梱包と輸送法によって国際的な移動をさせなくてはならない。し

かし実情では、個々の微生物種に対して各機関ごとの規制レベルで行っており、国際的な

情報共有のためのデータベースとネットワークの整備が求められる。 

・ 日本国内では主要なカルチャーコレクション 23 機関が参加している日本微生物資源学会

を中心に日本細菌学会、日本臨床微生物学会などが連携して新種の発表などについて行け

るようなデータベースを構築するための専門家の作業分会の設立が提案されている。ヨー

ロッパでも同様な動向がある。 

・ 生物多様性条約は自国の生物資源について国家の主権的権利を認め、生物資源の国際移

転には移転の条件(MAT)に対して国家による事前合意(PIC)が必要であるとしている。

しかしほとんどの国はそれを担保する国内法が整備されていない。海外との生物材料を

取り扱う共同研究の場合は、大学対大学など、組織間の公式な協定を締結して実施して

いるのが現状である。海外の微生物資源の利用のためには国家間レベルで合意した包括

的覚書 (Memorandum of Understanding, MOU) を締結し、これを PIC とし、そこで

承認された国際プロジェクトを実施することにより、生物多様性条約に則った生物資源

を共有する共同研究を実施することが望ましい。 

・ 微生物の全ゲノム配列が加速度的に蓄積されているとはいえ、メタゲノム解析は未培養

の微生物群集に対して行われると、遺伝子の保有者が分類学的に何であるかはまだ特定

するのは難しい。そのような中で生物多様性条約第 13 回締約国会議において合成生物

学で用いられる遺伝子及び遺伝情報に対する権利が大きな議論となり、あらためて提供

国と利用国の間で論争の火種になっている。 

・ 遺伝子資源の確保の意味から、異国間での菌株ライブラリーの委譲、交換が難しくなる

と考えられる。生物資源管理の厳しい提供国に関しては、協働研究プロジェクト推進中

に、生物資源の移転や利用に関するインフラの整備をすることが一つの解決策となる可

能性がある。これにより、研究成果の保持や後継プロジェクトでの生物資源の効率的な

利用が可能になった実例がある（JST-SATREPS 事業）。 

・ 全国規模での微生物叢技術開発基盤の構築が必要である。特に、難培養微生物培養技術

基盤、微生物叢再構築技術、微生物ライブラリーシステムが必要となる。 

・ 新規化合物の微量同定基盤の構築が必要である。 

・ ビッグデータインフォマティクスの構築：例えば、フィールド病原菌ゲノム疫学にもと

づく病害予報システムなど。 

・ 微生物資材のマーケティング戦略、微生物叢ベンチャー企業の育成 

・ 温室効果ガスの増大や生物多様性の減少、農作不適地の増加、漁業資源の枯渇といった

問題がますます深刻化している。 

・ これまで個別の問題として認識されることの多かった、地球温暖化・生物多様性の喪

失・土壌劣化・環境汚染・漁業資源の枯渇・新たな病原体系統の進化といった問題が相
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乗効果を及ぼしながら「合流」し、食料生産の不安定化や環境難民の増大を引き起こし

始めている。こうした問題が転換点（tipping point）を越えつつある。地球上の人々の

「運命がグローバル化」した現在においては、資源・食料・環境汚染の問題について、

地球規模で収支を合わせていくためのリーダーシップおよび、そのリーダーシップを担

えるだけの生態学的基盤を構成し、生態系の再生・設計を担える人材を育成することが、

速やかに求められる。 

・ これまでの生態学研究から、生物多様性の高い生態系がより安定なシステムであること

がわかっている。しかし、このまま生物の絶滅が続けば、生態系の動態がますます不安

定化し、重要な生態系機能が失われてしまうと考えられる。生物多様性の価値を経済的

に評価する試みが数多くなされてきたが、その結果はどれも、生物多様性の喪失が破滅

的な経済コストを生じることを予測している。絶滅危惧生物が逃げ込める環境を、自然

生態系の再生と農地生態系の設計を通じて行っていく必要がある。 

・ 生態系全体の健全な動態を理解してはじめて、生態系から供給される機能の最大化がは

かれる。多面的かつ極めてうまく働くシステムとしての生態系機能を、個別に研究する

のではなく、一つの研究プロジェクトの中で統合することが必要である。 

・ すでに標準化が進んできている DNA 分析技術を用いれば、迅速かつ大規模に生物群集

の構造が解明され、調査対象の生態系の状況を高精度で評価することができるようにな

ると期待される。その情報をもとに生態系の動態を予測し、適切な管理戦略を提案する

ことが将来的に可能になってくると期待される。ただし現段階では、生態系の構造と動

態に関する人類の知識が不完全で断片的であり、上記の技術革新を基盤に速やかに研究

体制を整える必要がある。分析技術面で先駆的な業績を挙げている日本は、包括的な生

態系研究において国際的なリーダーシップを取れる潜在力を秘めており、若手研究者が

活躍する研究環境の整備が望まれる。 

（６）キーワード 

微生物、微生物叢（マイクロバイオーム）、ファイトバイオーム、寄生、共生、植物免疫、

窒素固定、リン酸吸収、寄生植物、病原体ゲノミクス、フィールドゲノミクス（分子疫学）、

菌根菌、根粒細菌、低分子化合物、微生物資材、生態系、次世代シーケンサー、環境 DNA、

土壌劣化、生物多様性、生態系機能、生物群集、食物網、カルチャーコレクション、生物多

様性条約、名古屋議定書、アクセス、利益配分、データベース、国際移転、ブダペスト条約、

NBRP、GBIF、WFCC、 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ 

 

↗ 

 

・ゲノム解析やケミカルバイオロジー手法を駆使して寄生植物ストライガに

おける土壌中発芽誘導因子のレセプターの発見など成果をあげている 2, 3)。 

・微生物叢ネットワークの研究が増えてきている 5)。 

・河川や海の中に溶けた魚類等の DNA を検出する「環境 DNA」技術につ

いて、世界的な研究拠点を形成している 7)。 

・あらゆる生物群を対象に次世代シーケンシングによるメタバーコーディ

ングを可能にする手法とプログラムが開発されている 8)。 

・上記の先駆的な手法をもとに生物間相互作用ネットワークを大規模に解

明する手法について、世界に類例がない手引書が出版されている（「DNA

情報で生態系を読み解く」）9)。 

・微生物学、バイオインフォマティクス、生態学、数学の若手が集まり、

微生物生態系の動態を解明するための分野横断型研究グループが立ち上

がっている（「エコミメティクス研究会」） 

応用研究・ 

開発 
△ → 

・農業微生物資材の商品化は長年行われてきており、市場はあるものの、

科学的根拠を示している商品が少ない。 

・環境 DNA を用いた応用研究がこれから急拡大することが期待される。 

・植物体内やヒト体内の微生物叢動態について、微生物学、生態学、数理

生物学の専門家が連携した共同研究が立ち上がりつつある。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・ハワード・ヒューズ研究所を中心にベイツ財団、ムーア財団等による基

礎研究の促進がおこなわれている。 

・NSF による米国、カナダ、フランス共同の土壌メタゲノムプロジェクト

（Terragenome）が進行中。 

・2016 年オバマ政権時代にホワイトハウス主導で、総合的微生物叢研究プ

ロジェクト($121M,National Microbiome Initiative)が立ち上がった。 

・APS による Phytobiomes, ASPB による Plantae 等の新ジャーナルを立

ち上げ、新規分野のコミュニティーを積極的に立ち上げている。 

・生物群集動態の基礎研究で重厚な研究者層を持ち、「先住者効果」や「代

替安定性」の研究で先駆的な業績を挙げている。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・モンサントやデュポン等の大型企業を中心とする安定した応用研究がお

こなわれ、フィールド計測、データ解析、ゲノム多様性利用の育種等の

開発研究が進められている。 

・モンサントは Climate Corporation を買収し、詳細気象データの収集と

農業への応用を進めている。 

・Agbiome 等ベンチャー企業による土壌微生物の収集とその商品化が進め

られている。 

・デュポンは Taxon Bioscience を買収し、微生物叢研究とその利用を開始

した。 

・CRISPER を用いたゲノム編集による作物の実用化が積極的に行われて

いる。 

・植物を取り巻く微生物などのシステムを統合的に理解しようという

Phytomiome プロジェクトが立ち上がっている。 

欧州 基礎研究 ◎ ↗ 

・カルチャーコレクションが始めて生まれたのはチェコスロバキア（当時）

であり、微生物の分類学的研究と保存機関の運営には積極的である。し

かし、公的予算のみによる維持は難しく、現在の国家レベルのコレクシ

ョンは、民間、州や連邦の公的予算、自己収入の加算など様々な形態で

運用している。今後は遺伝資源へのアクセスがＥＵ規制で厳しくなる可

能性がある。ＥＵ離脱予定の英国は独自の立場で運用の可能性あり。 

・ERC では、基礎研究に重点が置かれ、植物の免疫、発生、エピジェネテ

ィクスを中心に、開発が進められている。当該領域での基礎研究が進展

する可能性が大きい。 

・イギリスのジョンイネスセンターは、植物と微生物のゲノム解析のセン

ター（TGAC）を開設し、この分野の研究に積極的に取り組んでいる。 
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・イギリスで、フィールドにおける病原体ゲノム解析が始まっている 4)。 

・ ドイツ、スイスでシロイヌナズナ等の根圏微生物叢の解析が進んでいる 15)。 

・ドイツでは National Research Strategy Bioeconomy 2030 を立ち上げ、

「Bioeconomy International」(10MEURO/Year)「Plant Breeding Re-

search for the Bioeconomy」のプログラムを通して、作物、バイオマス

の育種と微生物の相互作用による応用プログラムを展開している。 

・スイスでは Agroscope による微生物叢研究を展開している。 

・陸上生態系を対象に、植物や昆虫類で構成される複数タイプのネットワ

ークを統合して解析する試みがなされているが、解析されているネット

ワークの数も種類もまだ少ない（イギリス; Michael J.O. Pocock）16) 

・DNA バーコーディングを利用して食物網構造を大規模に解明しようと

いう試みが、フィンランドの研究者（Helena K. Wirta）を中心に進んで

いる 17)。 

・マックスプランク研究所を中心として、植物体内の複雑な微生物叢の動

態が研究されている。 

・イギリス王立協会が Philosophical Transactions of the Royal Society of 

London 誌で‘From DNA barcodes to biomes’という特集号を組んだ

（September 2016; volume 371, issue 1702）。 

 
応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・今後厳格化されるＥＵ規制が文面通りに運用されると、微生物そのもの

の持込だけでなく微生物を用いた製品にも規制が及ぶので、基礎ならび

に応用研究にも影響が波及する可能性がある。 

・イギリス BBSRC は Strategic Longer and Larger grants (sLoLas)を展

開し、微生物叢研究と応用をその重要領域の一つと定めて展開している。 

・デンマーク Novozymes は Monsanto と提携し、BioAg Alliance を立ち

上げ、微生物叢の商業的利用開発を推進している。 

・ドイツ大手 BASF は平成２８年５月、マイクロバイオームを利用した植

物保護技術の開発をめざす新規Ｒ＆Ｄセンターを設立すると発表した。 

・植物と菌根菌の関係における進化的な力学を考慮した上で適切な農地管理を

提案するグループが出てきた（オランダのE. Toby Kiers らのグループ）18)。 

中国 

基礎研究 ○ ↗ 

・細菌、アーキアの新属新種の発表数では世界一であるが、研究の新規性

は乏しい。 

・中国科学院は英国のＪＩＣと連携して植物-微生物研究拠点(CEPAMS)

を発足させた。 

・Shanghai Center for Plant Stress Biology (PSC)を立ち上げ、日本人 PI

三名を含む研究体制で、植物と微生物等の環境応答研究を推進している。 

・植物および微生物研究者が非常に多く、研究の質もかなり高くなってきた。 

・Molecular Plant 誌を立ち上げ、被引用数を引き上げ、研究の底上げを行

っている。 

・中国科学院を中心とする分厚い研究者層が構築されてきており、生態学

分野における躍進が著しい。次世代シーケンシングによる DNA バーコ

ーディング等、現代的な技術を利用した研究が急増している。 

応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

・ChemChina は農業バイオテク大手 Syngenta の買収し、微生物叢研究の

企業内ベンチャーSymbiota を手中に収めた。 

・今のところ顕著な成果はみられないようであるが、環境問題が国家的に

焦眉の仮題であり、また、研究者層の充実が進んできていることから、

今後、応用研究面でも世界の中核になっていく可能性を秘めている。 

韓国 

基礎研究 △ → 

・ソウル大学を中心にトウガラシゲノムを整備し、病原抵抗性の分子育種

を進めている。 

・ソウル大学を中心にいもち病菌ゲノムとその機能解析が進んでいる。 

・KRIBBは植物と微生物の相互作用に関与する化合物の研究を進めている。 

応用研究・ 

開発 
  

・特に情報なし 

・顕著な傾向は見えていない。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  
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（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）引用資料 

1) 「グリーンバイオ分野における研究開発の重要課題と統合的推進」（CRDS-FY2015-RR-08） 

2) Tsuchiya et al., Science 349:864-868 PARASITIC PLANTS. Probing strigolactone receptors 

in Striga hermonthica with fluorescence. (2015) 

3) Conn et al. Science 349: 540-543 PLANT EVOLUTION. Convergent evolution of strigolac-

tone perception enabled host detection in parasitic plants. (2015) 

4) Hubbard A, et al. Genome Biology 16: 23  Field pathogenomics reveals the emergence of a 

diverse wheat yellow rust population. (2015) 

5) Toju,H. et al. Science Advances 1:e1500291, Below-ground plant–fungus network topology is 

not congruent with above-ground plant–animal network topology. (2015) 

6) 東樹宏和. DNA情報で生態系を読み解く―環境 DNA・大規模群集調査・生態ネットワーク― (共

立出版, 2016). 

7) Toju, H., Yamamoto, S., Tanabe, A. S., Hayakawa, T. & Ishii, H. S. Network modules and 

hubs in plant-root fungal biomes. Journal of the Royal Society Interface 13, 20151097 

(2016). 

8) Toju, H., Sato, H. & Tanabe, A. S. Diversity and spatial structure of belowground plant–

fungal symbiosis in a mixed subtropical forest of ectomycorrhizal and arbuscular mycor-

rhizal plants. PLOS ONE 9, e86566 (2014). 

9) Hata, H. et al. Diet disparity among sympatric herbivorous cichlids in the same ecomorphs 

in Lake Tanganyika: amplicon pyrosequences on algal farms and stomach contents. BMC 

Biology 12, 90 (2014). 

10) Toju, H., Guimarães, P. R., Jr, Olesen, J. M. & Thompson, J. N. Assembly of complex plant–

fungus networks. Nature Communications 5, 5273 (2014). 

11) Toju, H., Guimarães, P. R., Jr, Olesen, J. M. & Thompson, J. N. Below-ground plant–fungus 

network topology is not congruent with above-ground plant–animal network topology. Sci-

ence Advances 1, e1500291 (2015). 

12) Minamoto, T., Yamanaka, H., Takahara, T., Honjo, M. N. & Kawabata, Z. i. Surveillance of 

fish species composition using environmental DNA. Limnology 13, 193-197 (2012). 

13) Tanabe, A. S. & Toju, H. Two new computational methods for universal DNA barcoding: A 

benchmark using barcode sequences of bacteria, archaea, animals, fungi, and land plants. 

PLOS ONE 8, e76910 (2013). 

14) Yamamoto, S. et al. Spatial segregation and aggregation of ectomycorrhizal and 

root-endophytic fungi in the seedlings of two Quercus species. PLOS ONE 9, e96363 (2014). 

15) Bai, Y. et al. Nature 528, 364-369  Functional overlap of the Arabidopsis leaf and root mi-

crobiota. (2015) 
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16) Pocock, M. J., Evans, D. M. & Memmott, J. The robustness and restoration of a network of 

ecological networks. Science 335, 973-977 (2012). 

17) Wirta, H. K. et al. Complementary molecular information changes our perception of food 

web structure. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 111, 1885-1890 

(2014). 

18) Verbruggen, E. & Toby Kiers, E. Evolutionary ecology of mycorrhizal functional diversity in 

agricultural systems. Evolutionary Applications 3, 547-560 (2010). 
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３.４.２ バイオリファイナリー 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

デンプンやセルロース、植物油などを含む植物バイオマス資源を原料に、石油代替となる

燃料や化成品など多様な製品を製造する生産技術体系および研究領域。植物バイオマスは、

大気中の二酸化炭素を固定して生育した植物の構造体であるため、その燃焼により大気中の

二酸化炭素濃度を増加させない持続可能な資源である。バイオリファイナリーの原料として、

本稿ではおもに、食料との競合を避けることが可能な非可食の植物バイオマス資源を中心に

取り上げる。バイオリファイナリー技術は、再生可能で循環型の社会の構築に向けた重要な

基盤の一つになると期待されている。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

植物の光合成などによって生産される再生可能な資源を、石油の代わりに化成品やエネル

ギー源として利用することを（石油から化成品やエネルギー源を生産することを oil refinery

と呼ぶのに対して）「バイオリファイナリー（biorefinery）」と呼ぶ。欧米では、バイオリフ

ァイナリー技術を基盤の一つとした「バイオエコノミー（bioeconomy, あるいは biobased 

economy、biotechnomy とも。日本語ではバイオ経済、あるいは生物経済とも）」が今後急

速に拡大するという予想のもと、国家戦略が掲げられている。バイオリファイナリーを社会

実装するためには、バイオマス生産植物の選択と、生産に関する技術の他に、植物バイオマ

スの前処理技術（植物バイオマスに含まれるセルロースなどの強固な構造体を微生物が直接

利用可能な低分子へと変換する工程）、発酵生産技術、生産物の分離技術など、多様な要素技

術を開発し、開発した各要素技術を統合して最適化する必要がある。本稿では、バイオリフ

ァイナリー研究開発領域について、おもに非可食のバイオマス原料、木本（木質）、草本、藻

類の 3 種類についてとりあげ、それぞれ「木本（木質）バイオリファイナリー」、「草本バイ

オリファイナリー」、「藻類バイオリファイナリー」として述べる。 

【木本（木質）バイオリファイナリー】 

木本（木質）バイオマスは、人間によって利用可能な光合成産物の大部分を占め、賦存量

が莫大であることから、今後の人類が循環可能なエネルギーやマテリアルを確保していくた

めに重要な資源と認識され、その有効利用が望まれている。 

FAO の統計 1)によると、我が国は国土の約 7 割が森林（25Mha）で、森林面積を国土面積

で割った森林率は 69%となり、欧州の森林国として知られるフィンランド（22Mha、75%）

やスウェーデン（28Mha、73%）とほぼ同じ規模の森林を持つことが分かる。しかしながら、

国内における木材の伐採量は年間 1,600 万 m3で、スウェーデン（8,000 m3）の 1/5、フィン

ランド（5,200 m3）の 1/3 しかない 2)ことから、我が国は「豊富な森林資源を持つのにうま

く利用できていない国」であると言える。 

木材の主成分は、グルコースの多量体であるセルロースと、様々な種類の単糖からなるヘ

ミセルロース、そして芳香族化合物の多量体であるリグニンである。人類は木材そのものを

建築用材や薪として利用する以外にも、古くからセルロース繊維を取りだして紙として利用

してきたが、都市部における非木造建築の増加や、紙の需要低迷によってこれまでの利用法
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とは違う木材の使い方が求められており、その結果として木材を原料とする木質バイオリフ

ァイナリーに対して、国内外で大きな期待がかけられている。 

上述した木質バイオマスの三大成分（セルロース、ヘミセルロース、リグニン）は、木の

種類によって組成や構造に若干の違いはあるものの、この三大成分を利用することは世界的

に共通の目的である。よって国内・海外を問わず研究のアプローチはほとんど大差ない。多

糖であるセルロースとヘミセルロースは、加水分解によりグルコースやキシロース、マンノ

ースなどの単糖に変換され（このプロセスは糖化と呼ばれる）、それらを発酵して目的の化合

物を得る。 

1970 年代のオイルショック時から半世紀近くにわたって行われているバイオ燃料（特にバ

イオエタノール）研究では、グルコースを酵母で発酵してエタノールを生産するという古く

からの手法に加え、ヘミセルロースから得られるキシロースを高効率でエタノール発酵でき

る遺伝子組換え酵母などが開発されてきた。また、単糖は比較的容易に発酵できるため、そ

の他にも生分解性プラスチックなどに利用可能な乳酸や、様々な化成品に変換可能なコハク

酸を生産するプロセスなどが開発されている。一方で、軽微な化学／物理処理によってセル

ロースを微繊維化させた「セルロースナノファイバー（Cellulose Nanofiber）」は、様々な

マテリアルに利用可能であることから、糖化をしないバイオマス利用として注目されている。 

木質バイオリファイナリーに関する国策は、各国の地球温暖化に対する考え方や二酸化炭

素の削減目標、エネルギー事情等に深く関与するため、国によってその立ち位置は大きく異

なる。森林面積は広いが森林率が低い米国（森林面積が 310Mha で世界第 4 位、森林率は

35%）や中国（森林面積が 208Mha で世界第 5 位、森林率は 25%）では、トウモロコシなど

の穀物由来の草本バイオマスの利用を強く進めており、先に挙げたフィンランドやスウェー

デンのような森林国とは、木質バイオマスの利用に対して明らかな温度差がある。また、バ

イオエタノールの生産に関しては米国と並んで世界最大の生産国であるブラジルは、森林面

積は 494Mha で世界第 2 位、森林率も 62%と高いが、主にサトウキビに含まれるショ糖（ス

クロース）から直接エタノールを作る第一世代のバイオエタノール生産が主である。また、

セルロース系バイオマスからの第二世代エタノール生産に関してもサトウキビの絞りかす

（バガス）の利用により大きな注目が集まっているため、草本バイオマスの利用研究が先行し

ている。わが国の場合は森林の利用状況や穀物生産量、使用している石油の量などを考える

とき、明らかに木本と草本双方由来のバイオマス利用を考えなければ、持続性や再生産性を

確保できないと考えられる。現在ヨーロッパ 3)および米国 4)では、バイオマスやバイオリフ

ァイナリーの上位概念である「バイオエコノミー（地上および海洋の生物による再生産が可

能な経済社会）」に関する研究とイノベーションに対して重点的にサポートを行っており、

2015 年末に採択され 2016 年 11 月に発効した「パリ協定」の内容を考えても、バイオマス

の利用は我が国に取って急務であると考えられる。 

【草本バイオリファイナリー】 

草本系バイオマスは、樹木など木本系バイオマスと比べて、原料とするバイオマス作物の

世代時間が短く育種が容易であり、単位面積当たりの年間生産量が高く、植物体の分解が容

易であるなどの利点がある。デンプンやサトウキビの廃糖蜜を原料とするバイオリファイナ

リー技術の開発により、2000 年代にはバイオエタノールの発酵生産が商業化された。しかし、

バイオエタノールがガソリン代替輸送燃料として市場に普及した結果、資源利用における食
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料生産との競合が新たな社会問題化した 5)。そこで近年では、農業残渣(廃棄物)などの非可食

なリグノセルロースバイオマスを利用する第二世代バイオ燃料の生産技術が、研究開発の主

流となっており、ライフサイクルアセスメント（LCA）を用いた環境影響評価も行われてい

る 6)。現在バイオエタノール生産の主要原料となっているサトウキビの他、農業との競合を

さけるために、従来の食料・飼料生産には適さない“限界耕作地”における栽培を想定した

ススキ、ソルガム、スイッチグラスの利用や、農業残渣としてのトウモロコシ茎葉、麦わら、

稲わら等の利用が、地域特性に応じて研究されている 7)。 

また、原料の非可食資源へのシフトと共に、生産物の多様化が近年顕著となっている 8)。

化学、繊維、医療、自動車などの分野への応用を想定して、化成品のプラットフォームとし

ての前駆体や、ポリマー素材としての脂肪族および芳香族モノマー9)、あるいは高分子とし

てそのまま成形加工可能なバイオポリマーが 10)、バイオベース化成品として生産技術開発さ

れ、その一部はすでに製品化している 11, 12)。 

【藻類バイオリファイナリー】 

微細藻類（藻類バイオマス）は、食料や色素生産（アスタキサンチンなど）でも産業応用

され、近年注目を集めている。現在は、より効率的に藻類バイオマスを生産するための技術

開発や、多様な微細藻類がもつ機能性成分の利用に関して研究が進められている。一方で、

単位面積あたりの生産量ポテンシャルの高さを活かして、最終的にはバイオ燃料として利用

できるように各種の研究開発が集中的に行われている 13)。 

微細藻類由来のバイオマスについては、藻体そのものの活用についても進められているが、

バイオリファイナリーという観点からは、色素と燃料の生産をゴールとする研究テーマが多

い。その中でも特にバイオ燃料に関する研究は産官学連携で進められており、複数のグルー

プが国内ではそれぞれ異なる種類の微細藻類からの燃料生産を目指している。その背景には、

国内ではエネルギー資源を海外に過度に依存していることの是正を目指していることが挙げ

られる。また、海外（主に米国）では国防という観点もあり、政府機関等の助成をもとに微

細藻類による燃料生産の研究開発が行われてきている 14)。そのような状況のもと、国内では、

社会実装を目指すうえで培養に不可欠な大量の CO2 と水を再利用する形で供給可能かにつ

いて検証が行われており、基本的には廃水、排ガスさらには排熱をどのように培養に組み合

わせるかという検証が実証実験レベルで行われつつある。中長期の目標としては、節目の

2020 年を目途に、得られた藻類バイオマスからの燃料製造が掲げられている。 

一方で、ここ数年で米国内の藻類関連企業の中には、大きく研究開発の方向性を変えると

ころが出てきているのも大きな特徴と言える。特にバイオ燃料を目的としていた企業が、食

品に焦点を当て事業を進めているような動きがみられ、DHA や EPA といった不飽和脂肪酸

に着目しているとみられる 15)。 

（３）注目動向 

【木本（木質）バイオリファイナリー】 

・ アメリカ農務省による「Woody Biomass Utilization Grant」2013 から開始された木質

バイオマス利用研究に対するプロジェクトで、本年までに約 20 億円（総額 19.1 百万ド

ル）が補助されている。 
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・ 木質バイオマスからバイオオイル生産手法の開発のために、カナダ国およびケベック州

から AE Côte-Nord Bioenergy Canada 社に対して約 60 億円（76.5 百万カナダドル）

が支給された 16)。（2016 年 7 月） 

・ ノルウェーの Borregaard 社が微繊維化セルロースの開発研究および商品化で EU から

約 30 億円（25 百万ユーロ）の補助を受けた。（2016 年 4 月） 

・ 国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）においてパリ協定が採択され、（2015

年 12 月）2016 年 11 月に発効した。 

・ 木材由来のパルプからセルロースナノファイバーを高効率で取り出す方法を開発した東

京大学磯貝教授が、森林分野のノーベル賞と言われる「Marcus Wallenberg 賞」を受賞

した。（2015 年 9 月） 

・ ヨーロッパ研究分野ネットワークは「Sustainable forest management and optimized 

use of lignocellulosic resources」に関する 13 課題に 16 億円（13.7 百万ユーロ）を補助

するとした 17)。その中で木質バイオリファイナリーに関する課題は「樹皮由来の断熱材

開発」「木材由来ナノコンポジット」「間伐材等からの油脂生産」「ピノシルビン（松由来

の抽出物）の食品への利用」「紙の高強度化」「リグニンからの高付加価値品生産」「木材

からのマテリアルおよび燃料生産」。（2014 年 11 月） 

・ 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）による「非可食性植物由来化学品製造

プロセス技術開発：木質系バイオマスから化学品までの一貫製造プロセスの開発」助成・

委託先を決定した。（2013 年 9 月） 

・ ヨーロッパ連合（2012 年 2 月）および米国（2012 年 4 月）でバイオエコノミー戦略を

策定した。 

【草本バイオリファイナリー】 

・ 最新のゲノム編集技術を利用したイネや小麦など草本系バイオマス植物の機能改変に関

する研究が進んでいる 18)。 

・ LCA による経済性評価:単位面積当たりの年間生産量が高いリグノセルロースバイオマ

スほど CO2削減効果が高い 19)。草本バイオマスのなかでも、ソルガム、ミスカンサス、

ダンチクのバガス利用は、木本系バイオマスと比べて、単位面積当たりの CO2排出削減

量が２倍ほど高いと試算されている。 

・ 独 BASF と Saarland 大 Wittmann 博士らのチームは、微生物の代謝改変技術を用いて

100％バイオ由来のポリアミドである bio-nylon PA5,10 を生産した 20)。 

・ 北陸先端大・金子博士らのチームは、微生物発酵産物である 4-アミノ桂皮酸を素材にし

て、世界最高強度の透明樹脂を開発した 21)。引っ張り強度は 407 MPa、ガラス転移温度

は 243℃に達し、低炭素社会の構築に必須のガラス代替軽量プラスチックとしての利用

が期待される。 

・ 英国においてメタボリックエンジニアリング研究が加速している 22)。 

【藻類バイオリファイナリー】 

・ 1970 年代の「サンシャイン計画」、1990 年代の「ニューサンシャイン計画」に続き、国

内で藻類研究が三度目の盛り上がりを見せている 23)。NEDO 支援による鹿児島での実証、

国土交通省による佐賀県での実証事業（B-DASH）、そして経済産業省資源エネルギー庁

主導の実証プロジェクト等が将来の事業化に向けて動いている 24, 25)。その中で、NEDO
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によるプロジェクト以外はいずれも藻類培養と廃水処理や燃料生産を組み合わせたテー

マであり、数年内にその成果が得られるとみられる。 

・ デンソーによる熊本県での実証評価、九州地方において複数の実証事業が行われている。

特に、デンソーは年間 20 KL を産出するための技術確立を 2018 年に実証事業地にて行

うとしている 26)。その一方で、一概に比較はできないがユーグレナ社は 2019 年には年

間 125 KL 生産可能なプラントを横浜で稼働するとしている 27)。 

・ 2012 年には微細藻燃料開発推進協議会といったオールジャパン体制を目指した協議会

も設立され、関係者がそれぞれ共通の課題を克服するべく情報交換等を行っており、一

貫生産システムの構築を行おうとしている。 

・ 2014 年には次世代航空機燃料イニシアチブが設立され 28)、藻類バイオマス以外のバイ

オマスも含め、原油に依存しない燃料の実用化に向けて、こちらも国全体として目標達

成に向けて各種課題に取り組んでいる。 

（４）科学技術的課題 

【木本（木質）バイオリファイナリー】 

一般的なリファイナリー技術から考えると、沸点の違いから石油を軽油やガソリン・ナフ

サ、重油などに分留するのと同様に、木質バイオマスを成分毎に分離する技術開発を行うこ

とが、バイオリファイナリーの根本であると言える。しかしながら、石油の場合には熱をか

けることで成分分離ができるのに対して、熱処理だけでバイオマスの成分分離を行うには限

界がある。そこで機械的に成分分離する物理処理、薬品などによって分離する化学処理、さ

らに酵素や微生物などを用いる生化学処理を組み合わせることになるが、これはほぼ製紙工

程と等しい。現在の製紙プロセスは「パルプ繊維の強度を保ちながらいかに白い繊維を生産

するか」が目的であり、リグニンを多く含む「黒液」は熱源として用いられているが、バイ

オマス利用ではその用途やその後のプロセスによって様々な処理を考える必要がある。すな

わち、バイオマスをどのように利用するかによって技術開発の仕方が大きく異なるため、基

礎研究からのボトムアップが非常に重要となる。その中で今後重要となると考えられる科学

技術開発に関して以下に列挙する 

・ 成分利用しやすいバイオマスの開発：組換え植物を用いず、品種改良で必要となる成分

を多くさらに抽出しやすい形で含む植物の育種が重要と考えられる。 

・ 物理/化学処理と生化学処理の融合：昨今、多くの変換プロセスで穏和な化学処理と酵素

を用いるケースが増えてきているため、化学系の研究者または企業と生化学系研究者の

コミュニケーションは必須と考えられる。 

・ 新規木質バイオマス変換生物の探索：現在我々が用いている変換プロセスは、自然界に

比べると明らかにエネルギーの損失が大きい。新規木材腐朽菌、メタゲノムなどを用い

た新規酵素の探索は必須である。 

【草本バイオリファイナリー】 

・ バイオマスの供給：バイオリファイナリーに適した高収量（単位面積当たりの年間生産

量が高い）の“バイオリファイナリー植物”を育種・選抜する必要がある。その際、土

地の農業利用と競合しない、乾燥耐性、低栄養要求性、高高塩耐性などの特性を備える
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植物をデザインすることが望ましい。 

・ バイオマスの前処理：不均一で多様な成分で構成されるバイオマスから糖など目的物質

の収量を最大化するための革新的な前処理・糖化技術を開発する必要がある。セルロー

スの分解に用いる糖化酵素は非常に高コストであるため、糖化酵素の高活性とこれに適

合した前処理法の開発を通じてプロセスコストを削減する必要がある。 

・ バイオマスの前処理：バイオマスを構成する 3 成分（セルロース、ヘミセルロース、リ

グニン）の、選択的な成分分離技術が求められている。さらに、リグニンの有効利用に

向けて、リグニンの構造決定、および非変性状態での単離技術の確立が求められている。 

・ 変換プロセス：微生物発酵における生産性の向上と化合物の多様化を達成し、2 次変換

プロセス（ダウンストリームを含む）との適合性を図ることで、生産コストを削減し新

たなニーズを開拓する必要がある。 

・ 社会実装：合成生物学アプローチによる、非天然かつ新規な化合物の生産技術開発が注

目されている 29)。これら新規な化合物の活用法と用途開発を併せて進める必要がある。 

【藻類バイオリファイナリー】 

・ これまでに多くの微細藻類が発見されているものの、経済性を成立させつつ商業的生産

が行える種類は現在のところ非常に限られている。その原因の一つとして、効率的な培

養法が確立しておらず採算が見合うだけのバイオマスを一定期間内に確保できないこと

が挙げられる。その一方で、赤潮のように、望まれない場面で意図せずに微細藻類が大

量に増殖してしまうこともあり、それを防ぐ手段も求められている。すなわち、微細藻

類の培養技術については、今後も知見を集積することが必要と考えられる。 

・ 一方で、現在培養技術が確立されている種類に対しては、よりその生産性を上げるため

や新規な物質生産を可能とするために、遺伝子組換えによるデザインを施すことはこれ

までに多く行われてきているが、解決すべき課題も多い。特に、目的の遺伝子が発現し

なくなるジーンサイレンシングは、どのような遺伝子を発現対象として選ぶにせよ、現

時点では避けては通れない問題である。そのため、ジーンサイレンシングの影響を最低

限に抑える技術開発および、その技術に適した株を選抜育種そすることが求められてい

る。 

・ さらに、数年前より台頭しているゲノム編集技術については、種類が非常に限定されて

いるものの、微細藻類においても TALEN や CRISPR/Cas の系の適用が実際に可能であ

るとの報告がなされ始めている 30, 31)。一方で、実際にどの程度応用に即したものとでき

るかは今後の研究課題の一つと言える。 

・ また、藻体由来のバイオマスそのものではなく、特定の物質生産に焦点を当てると、目

的物質をいかに効率良く取り出すかということが課題となる。具体的には、抽出精製法

の改良および最適化、可能な限り培養増殖させたのちに、簡便に抽出精製できる方法が

望まれる。 

  



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

474 

（５）政策的課題 

【木本（木質）バイオリファイナリー】 

本領域は主に経済産業省、農林水産省、環境省の管轄であるが、文部科学省はもちろん、

国土交通省や内閣府からも補助金などが支出されてきた。これは国レベルで大変重要な分野

であることを認識している結果だと考えられるが、その一方で府省連携に関しては難しい場

合が多い。その主な原因はバイオマスの特有の事情が考えられる。バイオマスの生産工程は

農林業との関係が深いが、変換工程はむしろ化学系企業などの範疇となり、さらにその背景

には環境対策の視点が加わるために、カバーしなければならない範囲が非常に広く、各省庁

で得意とする部分が大きく異なることが主な理由であると考えられる。これは欧米でも同様

の傾向にある。一方で、本領域の時間スケールから考えると、わが国特有の「短期プロジェ

クト型の予算」にはそもそも合わない性質の領域であると言える。すなわち、木の成長が最

低でも 5 年以上かかるのに対して、3〜5 年で成果を出さなければならないとなると、変換手

法の改良程度の研究しか見込めないのが実情である。欧米では石油価格の乱高下等に影響さ

れないように、基礎研究から開発、実用化の各フェーズを継続的におしなべて続けられるよ

うにしているのに対して、我が国では各フェーズにシーケンシャルに予算を付けている傾向

が強い。我が国は 1980 年代に本領域においてトップレベルの研究が行われていたにもかか

わらず、バイオテクノロジーが本格的に動き始めた 1990 年代にほとんどバイオマス研究が

行われなかった結果、本領域でのアドバンテージを大きく失うこととなった。今後の政策と

しては、ブームを作るのではなく、継続的な支援が必要であると考えられる。 

【草本バイオリファイナリー】 

日本：各省庁による個別のファンディングが行われているものの連携がうすいため、実証

に向けた有機的なプロジェクトの構築が難しい。木本系バイオマスでは実証研究が進められ

つつあるが、草本系バイオマスでは、農水省のソフトセルロース利活用技術確立事業を最後

に、実証研究の継続的開発がなされておらず、エタノール生産においても、その継続的な検

証は困難となっている。更に、エタノールや乳酸に係る基盤研究グラントは少なくなりつつ

あり、研究の継続性も困難となりつつある。一方で、多様な化学品などの基礎研究への研究

資金の投資が活発になってきている。 

【藻類バイオリファイナリー】 

科学技術的課題のところで記載した、微細藻類におけるゲノム編集技術はすでに一部の微

細藻類で解決されつつあり、今後はそういったゲノム編集を適用した株をどのように扱うか

について明確な指針が求められる。特に微細藻類は光合成を行い、二酸化炭素を固定しなが

らバイオマスを獲得できることが、酵母や大腸菌等との明確な違いであり、閉鎖系だけでな

く開放系での培養を実施可能性が高いからである。すでにアメリカのカリフォルニア州にあ

る UCSD においては、EPA 承認のもと屋外で組換え体の微細藻類培養が可能である。もち

ろん周辺環境へのリスク評価について慎重に検討しながら実施することとなるが、日本国内

においてもそういった検証を行うための枠組みがあることで、一段と研究が加速する可能性

がある。もう一方で、燃料等の直接人が摂取しないものについてはゲノム編集技術や遺伝子

組み換えといったバイオテクノロジーの安全性やリスク評価について寛容な意見も多いが、

食品（色素）等では一般消費者から一定の理解を得るのに時間がかかることが予想される。

ゆえに、一般消費者に対する啓蒙活動を継続的に丁寧に行うことが重要である。 
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（６）キーワード 

バイオリファイナリー、木質バイオマス、草本バイオマス、藻類バイオマス、セルロース、

ヘミセルロース、リグニン、バイオエコノミー、木材腐朽菌、二酸化炭素削減、地球温暖化、

循環型社会、再生可能資源、気候変動、前処理、酵素糖化、発酵生産、微細藻類、バイオ燃料 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 
○ 

 
→ 

・セルロースナノファイバーに関する研究を主として、木質バイオマスの
繊維利用に関する基礎研究は比較的高いレベルにある。 

・現在はリグニン利用に関するいくつかのプロジェクトが動いているが、政
策的な後ろ盾が多くないためか次期プロジェクトの方向性が見えない。 

・すでに応用段階に入ったという判断のもと、基礎研究がほとんど行われ
ていない状況。基礎研究の継続性が鍵か。 

・CREST や ALCA など国家主導の研究資金の投入により、バイオマス植
物育種と有用化合物生産、新規バイオ素材の開発など、グリーンイノベ
ーションに関する研究が進展している 32)。 

・植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発（NEDO）33) 
・ 府省連携によるセルロースナノファイバーの実用化研究が加速されつつある。 

・各種微細藻類を利用した物質生産のプログラムが ALCA 等で積極的に行
われている。また、CREST や ImPACT 等でも幅広く藻類を対象とした
テーマが存在している。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

・木質バイオマスの繊維利用の新しいトレンドであるセルロースナノファイ
バーを生み出した国として、研究開発・実用化が産官学で行われている。 

・化成品製造に関しては欧米に大きく水をあけられている。石油依存の体
質から抜けられない事情があるのか。 

・バイオマスを用いたバイオエタノールや乳酸生産に関する実証研究で
は、新規のプロジェクトの動きが鈍化している。 

・セルロースナノファイバーの実用化研究が積極的に行われてる。 

・複数省庁から藻類を対象とする実証事業が定期的に募集される等、 
オールジャパン体制での目標達成に向けた動きがみられる。 

米国 

基礎研究 ◎ → 

・草本バイオマスを先行させた結果を木質バイオマスにフィードバックす
る形で基礎研究が淡々と続けられている。政権の後押しがあるためか。 

・ウィスコンシン大学および大学内にある米国農務省（USDA）の林産学
研究所（http://www.fpl.fs.fed.us/）が長年木質バイオマスに関する研究
を続けており、基礎研究レベルは非常に高い。 

・DARPA BAA – Living Foundries 1000 Molecules Program  

国防省DARPAにより合成生物学的アプローチ等により1000種の新規有
用化合物を創製する計画が始動（1000 分子プロジェクト）34) 

・UCSD が微細藻類で遺伝子組換え体の屋外培養を行うなど、先進的な研究
が行われている。DOE 等によるファンディングも継続的に存在している。 

応用研究・ 

開発 
○ ↘ 

・ 木質バイオマスからバイオ化成品やバイオオイルを生産するプロセスの実
用化が、多くのベンチャー企業によって続けられている。もともと大企業
が参入しにくい領域であることがかえって好都合であると考えられる。 

・シェールガス・オイルとの競合や草本バイオマス利用を考えると、木質
バイオマスの利用に真剣に取り組んでいくかどうかは疑問が残る。 

・生産物の多様化：自動車産業では、タイヤの原料である天然ゴムの代替
となるバイオイソプレンが商業化（グッドイヤー）；繊維産業では、40％
が植物（コーン）由来の繊維バイオベースポリマーが商品化（DuPont） 

・Geomatica 社は再生可能原料ベースの 1,4-ブタンジオールの製造を独
BASF とのライセンス契約により世界規模で展開している 35)。 

・Amyris 社はバイオマスからディーゼル燃料やジェット燃料を生産する
技術を開発し、フランス Total 社とのジョイントベンチャーによるサト
ウキビバガスからのバイオ燃料生産を 2020 年から開始する予定 36)。 

・ POET-DSM Advanced Biofuels （米国）セルロース系バイオエタノール 
・例年、Algae Biomass Summit と呼ばれる応用研究や開発にフォーカス
した会合が開かれており、メジャーな企業も参加しており、関心の高さ
をうかがわせる。 

http://www.fpl.fs.fed.us/
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欧州 

基礎研究 ◎ ↗ 

・バイオエコノミー戦略の傘の下、莫大な基礎研究費が付けられている。 

・製紙産業やエネルギー産業がこぞって本領域の基礎研究に出資をしてい
ることに注目すべきか。 

・英国において代謝工学研究が活発化している。 

・FP7 においても関連研究が継続されている。 

・Alga Europe と呼ばれる会議が定期的に開催されており、基礎的な研究
が多く発表されたりしている。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・パリ協定を受けて気候変動に関わる技術開発をビジネスチャンスと捉え
る傾向にある。環境意識の高さも要因の一つか。 

・北欧（フィンランド・スウェーデン）では林業政策と融合させて、木質
バイオマスを木材、エネルギー（熱）源、繊維、化学品原料など広範囲
で利用するためのプラットフォームができつつある。 

・バイオ燃料に関して日米と比較すると、あまり目立った動きは見られて
いない印象である。 

中国 

基礎研究 △ → 

・木質バイオマスに関する研究は継続的に行われているが、エネルギー利
用が主である。バイオリファイナリーという観点では草本バイオマスの
利用でより盛んに研究が行われている。 

応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

・2010 年〜15 年に再生可能エネルギーに 40 兆円投資しており、木質バイ
オマスの利用もその中に含まれる 37, 38)。 

・バイオエネルギー会社の一つである Kaidi 社が、木質バイオマスを化成
品に変換する会社をフィンランドに設立。10 億ユーロ（1100 億円）の出
資 39)。 

・Novozyme との連携によるバイオエタノール生産を行っている。 

韓国 

基礎研究 △ → 

・ 木質バイオマスのバイオリファイナリーに関わる研究者の数が多くない。 

・潜在的に石油の輸入依存度と森林率の高い国であるので、木質バイオマ
スのバイオリファイナリー研究を推し進める可能性は十分ある。 

応用研究・ 

開発 
△ → 

・木質バイオマスは主にペレットや発電に用いられており、化成品等への
変換利用は少ない。 

・本質的に日本と同じ状況なので、木質バイオマスを化成品に変換するよ
うな利用に力を入れてくる可能性が高い。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.４.３ 作物増産技術 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

「遺伝的能力の改善」あるいは「栽培環境の改善」を通して、穀物・野菜・果樹などの増産

および生産性の安定を図る研究領域。本稿では、穀物・野菜などの草本性の作物と、果樹の

木本性の作物についてそれぞれ述べる。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

世界人口は、1 年に 7 千万人増えており、今世紀末には 100 億人に達すると推定されてい

る。一方、これに反比例するかのように、世界における健全な農地は、半乾燥地化、アルカ

リ土壌化、酸性土壌化により、1 年に 500 万～600 万ヘクタール減少し（日本の農耕地面積

は 450 万ヘクタール）、作物生産に大きな影を落としつつある。近い将来、食料が不足する

のは火を見るより明らかである。人類は今、食料と農業生産に関して深刻な状況に追い込ま

れつつあり、作物の増産とこれを可能にする新しい技術の開発は喫緊の課題となっている。

日本の食料事情はさらに深刻で、カロリーベースで約 60%を海外に依存している。とくに、

重要作物であるコムギ、ダイズ、トウモロコシの海外依存度はそれぞれ 86%、96%、100%

となっており、日本の将来に大きな不安を投げかけている。 

作物の生産力の向上には 2 つの側面からのアプローチが必要である。ひとつは、「作物の

遺伝的能力を大幅に拡大すること、すなわち、画期的な育種を実現すること」（育種的アプロ

ーチ）であり、他方は、「作物の栽培環境を改善すること」（耕種的アプローチ）である。収

穫部位は作物の種類によって異なっているため､増産技術も作物種・収穫部位にあわせて行わ

なければならない。例えば、イネやコムギでは子実、ホウレンソウやコマツナでは葉（茎を

含む）、ニンジンやダイコンでは根、トマトやキュウリや果樹では果実､が収穫部位である。

なお、作物の増産には、生産性に関わるポテンシャルを遺伝的に高めること（育種）が何よ

りも重要であるが、生産性の制限要因（病虫害・雑草などの各種ストレス）を育種によって

取り除くこと（抵抗性あるいは耐性の付与）､果樹などにおいては、低樹高による密植化・早

期成園化、ライフサイクルの倍速化、機械化による規模拡大化、スマート農業などによる果

実収量の増大、なども重要である。以下､穀物・野菜などの草本性の作物と、果樹などの木本

性の作物について述べる。 

【穀物・野菜など】 

育種的アプローチ（遺伝的能力の改善）：過去の歴史を振り返ると、作物の生産性の向

上は、育種の成果によるところが大きく、今後もこれは不変であろう。育種的アプローチ

は､1900 年の Mendel の遺伝法則の再発見とこれにつづく遺伝研究に基づいて発展してき

た。Mendel の遺伝法則は､異なる特性をもった２つの品種（系統）を交雑すると両親の望

ましい形質をあわせもつ個体が獲得できることを示しただけでなく、交雑育種を実践する

うえで重要な交配母本の効果的選定や、交雑後代における形質分離の予測等を可能にし、

育種効率を飛躍的に向上させた。実際に、日本のイネの単位面積当り収量（玄米）は 1900

年当時の約 2.5 倍まで向上した（減反政策による生産調整がなければ、さらにアップした

だろう）。交雑以外にも放射線や化学変異原処理（人為突然変異の誘発）、組織培養、転移

因子の利用、遺伝子組み換え、なども開発されてきているが、遺伝子組み換えを除くと交
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雑と同様、変異の獲得に確実性がないこと、また、遺伝子組み換えにあっては市民からの

反対が根強いことから、これら手法に代わる新しい効率的変異創成技術の開発が希求され

ている。育種的アプローチの近年の動向について､「ゲノム編集技術」､「マーカー選抜育

種（MAS）とゲノミックセレクション」「遺伝資源の開発・保存、遺伝子の網羅的解析」

「遺伝子組み換え（GMO）品種の開発」「エピジェネティック変異の利用」の各項目ごとに

述べる。 

＜ゲノム編集技術＞ 

ゲノム編集技術は、ヌクレアーゼを利用して、部位特異的に標的遺伝子を改変する（塩

基の削除、置換、挿入）技術であり、新たな変異創成技術としての期待が大きい。日本や

欧米、中国などがこぞってこの技術の開発と高度化に取り組んでおり、熾烈な国際競争が

行われている。日本における本技術の基盤構築は欧米に比べて若干の遅れがみられていた

が、最近になって、我が国発の技術の開発が進み、欧米や中国と横一線の競争状態になっ

ている。なお、ヌクレアーゼとしては、ZFN（ジンクフィンガーヌクレアーゼ）、TALEN

（タレン）、CRISPR/Cas9（クリスパー・キャスナイン）が開発されているが、最近では、

CRISPR/Cas9 が効率的であると考えられている。 

＜マーカー選抜育種（MAS）とゲノミックセレクション＞ 

マーカー選抜育種（MAS）は、すでに有効な育種選抜法として定着しており、その利用

は今後ますます増加するものと考えられる。重要遺伝子に関する分子マーカーの作成は継

続すべき重要課題である。 

ゲノミックセレクションとは、ゲノム情報に基づいて個体の遺伝的能力を予測して優良

個体を選抜する方法である。収量性など多くの遺伝子が関与する形質の改良に有効である

と考えられている。我が国においては、イネのみならず、野菜、果樹などでも、その効果

の検証が進められているが、欧米や中国においても同様の研究が進められている。本法に

よると、栽培試験を行わなくても優良個体の選抜が可能であること、また、育種年限の短

縮も可能であることから、新たな効率的育種選抜法として期待が寄せられている。 

＜遺伝資源の開発・保存、遺伝子の網羅的解析＞ 

ゲノム編集技術やゲノミックセレクションを行いたくても、ターゲットとなる遺伝子の

情報がなければ、実行に移せない。したがって、遺伝資源の開発・保存、遺伝子の網羅的

単離と機能解析、遺伝子間相互作用の解析（形質発現に至るまでの遺伝子カスケード）、デ

ータベース化は、今後も重要な研究課題として取り上げられなければならない。しかし、

残念ながら、我が国においては、長期的視野に立った本課題に対する研究支援資金が官民

ともに薄く、いずれこれを実行している中国や欧米に大きな後れをとることになるのでは

ないかと危惧される。本課題に対する研究支援強化が「作物増産技術」（育種的アプローチ）

における最も重要な点であると考える。すなわち、新品種育成の国際競争に勝つためには、

有用遺伝資源の開発・保存、育種素材となる品種・系統における遺伝子の網羅的解析、ゲ

ノムワイド関連解析（Genome Wide Association Study；GWAS）、それらのデータベース

化を重点的に実施する必要がある。 
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＜遺伝子組み換え（GMO）品種の開発＞ 

遺伝子組み換え作物の社会実装は、きわめて困難な状況にあるが、長期的視野に立つと、

GMO 品種開発の試みは継続すべきと考える。ゲノム編集技術は、ある遺伝子型個体のゲ

ノムを改変するものであり、異種生物からの有用遺伝子を導入できる遺伝子組み換え技術

ほど大幅な表現型改変はできないであろう。 

＜エピジェネティック変異の利用＞ 

DNA の配列変化によらず、遺伝子の発現を制御・伝達するシステムであり、近年、この

システムを利用した変異創成技術の開発、および、このシステムと適応進化との関係究明が

進められている。このシステムには主に DNA メチル化とヒストン修飾が関与している。 

耕種的アプローチ：穀物・野菜における耕種的アプローチの動向について､「ICT を活用

した農業の実現」「土づくりによる増産（安定生産を含む）の実現」の項目について述べる。 

＜ICT を活用した農業の実現＞ 

欧米では、ICT を利用した精密農業が、施設園芸のみならず、広大な畑地でも進められ

ており、日本においても、農業を取り巻く種々の問題（農業後継者不足問題もその一つ）

解決にむけて、ICT を活用した精密農業の推進が政府によって進められようとしている。

現在、日本においては植物工場などの施設栽培で ICT 化が進んでいるが、これをさらに推

進するとともに、屋外の田畑においてもその利用を進め、国際競争に負けないスマート農

業を実現しようとしている。 

＜土づくりによる増産（安定生産を含む）の実現＞ 

第二次世界大戦以降の農業は、多肥、多農薬の投入と、これに適応した品種の開発によ

って大きな進展をみせた。しかしながら、多肥・多農薬の長期にわたる連用は、農地の疲

弊を促し、近い将来、農業そのものが実施できなくなる可能性がある。このような状況に

あって、農学者および農業者が実践すべきことは、疲弊しつつある農地を持続可能な農地

に変換すること、すなわち、疲弊した土地で「土づくり」を行うことである。「土づくり」

の重要性については、これまで、多くの研究者によって指摘され、堆肥等の有機物の投入

が推奨されてきた。しかし、多肥・多農薬栽培を続けた農地では、せっかく投入した有機

物の分解が進まず、宝の持ち腐れになっている。新たな視点からの「土づくり」に関わる

研究を進める必要がある。 

土壌中に存在する有機物の分解には、土壌中に棲む微生物（真正細菌、古細菌、藻類な

ど）の働きが不可欠であり、微生物が多様でなければ、分解される有機物の種類は限定さ

れる。したがって、「土づくり」のもっとも有効な方法は、土中の微生物の多様化を図るこ

とであろう。具体例を 1 つ挙げると水稲や野菜、果樹類の栽培実験を通して、アミノ酸、

ビタミン類、有機酸等の混合液の極少量散布（１平方メートル当たりたったの約２cc）が、

バイオマスを増加させるともに、病害の発生を著しく軽減することを認めている。このよ

うな現象から、混合液の散布によって上層に棲む土壌微生物叢の活性化を促し、同時に、

活性化された微生物が混合液と同様の成分を産生することによって、微生物叢の自然循環

（食物連鎖）が回復し、微生物の多様化が図られると推測している。土壌微生物の多様化は、

微生物間の捕食および拮抗関係を自然の状態に戻すため、特定の病原菌が優占できなくな

り、土壌感染性病害（連作障害を含む）が回避されるのではないかと考える。 



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

482 

【果樹】 

果実は日本の食後に食べる「フルーツ」、「くだもの」として親しまれてきた。その大部

分は生食として消費されるが、贈答用にも使われたため、必ずしも食生活に欠かせない食

品ではなく、外観的品質が重視され、かつ糖度が高く良食味で贅沢な食品というイメージ

がある。よって、日本では高品質品種（外観（見た目）が良く、大果で高糖度の選抜）の

育成が行われてきた 1)。一般的な栽培は樹間を十分にとって育てる疎植大木栽培で、また、

摘花（果）、袋かけ、剪定などの集約的な管理 1)、さらに、光センサーを用いた選果により、

良食味の果実が出荷されている 2)。そのため、経営規模は小さく（2ha 未満の経営体が 85%）、

労働力を集約的に投入した経営体となっている 2)。例えば、10a あたりのリンゴの労働時

間は、米国では機械化が進み 70～90 時間であるが、日本ではその 3～4 倍の 273 時間で

労働コストは高くなっている 2)。また、果樹生産者の高齢化により作付面積は減少し、単

位当たりの収量は減少、あるいは、横ばいである 2)。さらに、農林水産省は消費の拡大に

取り組んできたが、果実の摂取量が近年減少している 2)。このような状況下で、持続的な

果樹経営を進めるには大規模化により省力化、低コスト化を図り、単位面積当たりの生産

量の増大が必要である。一方、海外では果実はビタミン類、ミネラル及び食物繊維の摂取

源として重要であるという認識が強いことから、1 日の摂取量は多く、カジュアルフルー

ツとして位置づけられている。そのため欧米では肥培管理、収穫、選別を行う機械を導入

した大規模経営によってコストダウンを図る 3)とともに、海外輸出を視野に生産を行って

いる企業体が多い。 

世界的には温暖化による気候変動と人口増加が進む中で、作物の増収と安定した持続生

産が共通の課題になっている。作物の増収と安定生産には育種技術と栽培技術の開発が必

要である。果樹の育種では、ゲノム情報を活用した品種開発の基礎研究が欧米を主導に行

われ 4, 5, 6, 7, 8)、パパイヤなど遺伝子組換え（GMO）果樹が商業化されている中で 9)、遺伝

子組換えの痕跡が残らない手法が開発され注目されている 7)。また、病害虫に抵抗性を備

えた新品種の育成に DNA マーカーの活用が進んでいるが、高収性などの量的形質につい

て育種 6)はこれからの課題である 10)。一方、栽培技術としては、イタリアが開発したリン

ゴの高密植栽培法 11)が世界展開する動きを見せている。日本で開発した樹体ジョイント栽

培法 12)が国内に普及している。また、二期作 13)や周年栽培化 14, 15)が可能な品目もあり、

ライフサイクルの倍速化により増収が期待できる。さらに、各国で環境や作物のモニタリ

ング、位置情報のセンシング、GPS による自律走行などのオートメーションや農業ロボッ

トなどの技術 3, 8)を活用したスマート農業(精密農業) 16)により作物の能力を最大に発揮さ

せる栽培システムの開発が行われている。 

（３）注目動向 

【穀物・野菜】 

国内動向：作物物増産は農学研究者にとってもっとも関心の高いテーマであり、多収性

に関与する遺伝子やハプロタイプの同定、ゲノム編集技術の開発・高度化、ゲノミックセ

レクションの有効性について種々の作物種において研究が行われている。政府が主導する

農業生産に関わる以下の事業の中でも、これらの課題は取り上げられており、主要作物の

増産に資する多くの知見が急速に集積されつつある。ただし、土づくりに関しては、外来
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微生物の投入による効果の解析が若干行われているが、微生物の多様化による土づくりに

ついてはほとんど研究が行われていない。 

＜内閣府戦略的イノベーション創造事業＞ 

内閣府総合科学技術・イノベーション会議が主導し、府省や従来の研究分野間の連携に

よって、社会を飛躍的に変える科学技術イノベーションを強力に推し進めていく国家事業

である。農林水産業に関しては、「農業のスマート化」と「農林水産物の高付加価値の技術

革新の実現」を目標とする事業である「次世代農林水産業創造技術（アグリイノベーショ

ン創出）」が展開されており、現在３年目に入っている（平成２８年１１月現在）。このな

かで、「作物増産技術」に関わる課題が設定されている。 

＜農林水産省競争的資金＞ 

① 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業（農林水産・食品分野の成長産業化） 

② ｢知｣の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業 

③ 農林水産省委託プロジェクト研究」など 

以上のような農林水産省競争的資金補助金事業、さらに、農林水産省管轄の国立研究開

発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）の通常業務の中でも、「スマート農業」

実現のための「作物増産技術」の研究・開発が行われている。 

海外動向： 

作物の増産を目的とする育種的および耕種的研究は、欧米のみならず中国などでも種々

の角度から絶えず行われてきている。上述のゲノム編集技術に関しては、知的財産権の獲

得という命題もあり、国際競争が熾烈になっている。ゲノム編集技術の実践に当たっては、

ターゲット遺伝子の同定が必須であり、この方面からの研究も熾烈な競争になっている。 

人口の多い中国では、2008 年 11 月に『国家食糧安全中長期計画綱要（2008～2020 年）』

のもと、重要作物の多収化に向けた事業が展開され、イネのジャポニカ固定種で直立穂が

利用されるなど、固定観念にとらわれない育種が行われ、イネの単位面積当たり収量の大

幅な増加が実現している（現在 6.5 トン/ヘクタール）。 

ICT を活用した農業技術に関しては、欧米や中国でも、作物の生育状況、気象や土壌条

件等のデータを基にきめ細かい農業生産を行う精密農業に注目が集まっている。施設園芸

における、自動冠水や自動温度調節などの精密化に加え、田畑におけるドローンによるデ

ータ収集や、農業用機械の自律運転などを用いた精密が進められている。米国では、これ

に関連するベンチャー企業への投資が増加している（2015 年の前年比：2 倍）。 

【果樹】 

国内・海外の共通の動向 

＜DNA マーカーの開発と新品種の育成 6, 7)＞ 

病害虫抵抗性に関する DNA マーカーの開発により早期選抜が可能になっている 5)。し

かし、果樹は複雑で大きなゲノムをもつものが多いことから､収量に関する量的形質の遺伝

子の特定はこれからの課題である。 

＜高密植栽培法 11)＞ 

わい性台木を使い長めのフェザー（副梢）を発生させた苗を密植して栽培する低樹高・

高密植栽培法（トールスレンダースピンドルブッシュ樹による高密植栽培）が開発され、

収量が約 2 倍以上となる。 
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国内： 

＜樹体ジョイント栽培 12)＞ 

日本では樹の枝の先端を隣の枝とつなげる樹体ジョイント栽培が開発され、早期の収量

が増加する。 

＜施設を利用した二期作栽培および連続開花結実栽培（四季成り化）13, 14, 15)＞ 

温帯性果樹は 1 年に 1 回しか果実を収穫できない。施設栽培を利用したブドウでは落葉

を促進して萌芽させ、1 年に 2 回収穫する 2 期成りの技術が開発されている。ブルーベリ

ーでは果実収穫直後の株を短日低温処理すると新梢先端から開花が順次行われることによ

り、連続的に開花と結実がみられる。この方法により周年での果実収穫が可能になり、収

量が自然栽培の約 5 倍となる。 

＜農業機械の自動化技術＞ 

果実の運搬など重労働時の人力作業をサポートするウエアラブルアシストスーツの開発

が進んでいる 17)。 

海外： 

＜遺伝子組み換え果樹 4, 5, 6, 7, 8, 9)＞ 

リンゴを始めとして GMO 果樹に関して世界各国で試験が行われ、米国、中国では、GM

パパイヤなどが商業栽培まで進んでいる。 

＜農業機械の自動化技術 3, 16)＞ 

米国ではモニタリング、センシング、自律走行などのオートメーション技術の開発が進

んでいる。 

＜生体情報と環境情報の統合による栽培管理＞ 

ドイツは画像処理で成育状況や収量を把握するシステムを開発している 19)。また、米国

では枝径を測定し、潅水するシステムが開発されている 3)。 

（４）科学技術的課題 

【穀物・野菜】 

＜育種的アプローチ＞ 

・ 作物の増産には育種的アプローチが効果的であるが、これを実践するためには、生産性

に関与する形質や遺伝子を同定する必要がある。しかし、前者に関しては、1960 年代

から、イネやコムギで多くの研究がなされてきているものの明確な結論は得られていな

い。多くの品種・系統のゲノムワイド関連解析を行い、収量性に関与する遺伝領域を明

らかにするともに、それらのデータベース化による情報整理が重要な課題になると思わ

れる。 

・ ゲノム編集技術は、新育種技術として現在最も期待されている技術であるが、植物以外

の生物種（微生物）における開発も進んでいる。植物以外で行われている技術開発にも

関心を持ち、積極的に活用したい。 

＜耕種的アプローチ＞ 

・ 各作物における光合成能、転流、養分吸収能などは、当然、遺伝的支配を受けており、

改良が可能であろう。しかし、これら形質の生理学的研究があまり進んでおらず、これ

らの遺伝的改良によってどの程度生産性が向上するのか予測がつかない。 
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・ 土壌微生物の多様性程度を評価する簡便な方法の開発が求められる。 

・ 土壌微生物の多様化が難分解性の有機物の分解につながると思われるが、この方面の研

究はほとんど行われていない。 

・ ICT の活用による精密農業に必要なコスト計算が求められる。 

【果樹】 

＜育種的アプローチ＞ 

・ 果樹の収量倍増計画を先ず育種面から考えると、1)収量と関連する遺伝子の解析と

DNA マーカーを使った育種技術の確立、2) 本体の遺伝子を組換えない新たな遺伝子組

換え技術よる遺伝子導入技術の確立、さらに、3)育種期間の超短縮技術の確立が必要に

なる。近年、次世代シークエンサーに象徴されるゲノム解析機器や情報解析技術が急速

に進歩しているので、収量など量的形質に関わるマーカー開発は最先端の機器の導入を

行い、早急に開発すべきである。また、リンゴの’ふじ’育成には交配から 23 年間の歳月

がかかっている。育種年限の短縮化は不可欠な研究課題である。そこで、京都大学の荒

木氏が開花を制御する FT 遺伝子を発見し 19)、岩手大学の吉川教授がリンゴに感染する

RNA ウイルス(リンゴ小球体潜在ウイルス ALSV)に FT 遺伝子を組み込み、発芽した

実生に感染すると、リンゴ自体を組換えることなく、1 年以内で開花、結実させること

ができた 20)。本技術は他の果樹にも利用できる技術として応用すべきである。 

・ 次に、栽培面から考えると、収量を増加させるには、1)リンゴのような高密植栽培法、

2)ライフサイクルの短縮化法の確立、3)生体情報と環境情報の統合による栽培管理が必

要になる。疎植大木栽培から密植低木栽培への技術の集積が必要になるであろう。また、

栽培施設の中で低木の個体を密植し、さらに二期作、周年栽培を行うことにより、収量

の増大が飛躍的になると期待される。一方、植物体の生体情報を正確に把握し、それら

情報を活かした制御により収量の最大化が期待できる 16)ことから、生体情報と環境情報

の統合による栽培管理に関する研究を推進すべきである。 

（５）政策的課題 

【穀物・野菜】 

・ ゲノム編集技術の社会実装には、何よりも市民の理解が必要である。関係省庁は、その

社会実装に向けた全国基盤戦略を構築することが肝要である。 

・ 農業の国際競争力をつけるために、政府は、イネ品種の超多収化を求めているが、日本

における超多収育種は「生産調整」のあおりを受けて一時中断していた。したがって、

超多収品種の育成にはしばらくの時間が必要であろう。 

・ ICT の活用による精密農業は、施設園芸のほか大規模圃場で威力を発揮すると謳われて

いるが、米国並みの大規模化は不可能と思われる。それでも、ICT を活用して精密農業

を行うメリットがあるのか、疑問である。 

・ 農業者の多くは、「土づくりは絶対に必要である」と考えているにもかかわらず、有効

な情報がないせいか、ほとんど行われていない。政府の強い指導の下、他国に先駆けて

「国をあげての土づくり」を開始すべき時期にきている。 

【果樹】 

・ 日本では遺伝子組換え作物を受け入れない傾向は強いが、世界では特定遺伝子の導入し
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た GM 果樹が作成され実験が進められている 4, 5)。一方、新たな遺伝子組換え技術 5)が

開発されつつあるので、日本では新育種技術（NPBT）6)を積極的に取り入れ、政策的

に推進していく必要がある。 

・ イタリアで開発された高密植栽培法 11)は EU のほかアメリカやインド、中国、韓国、日

本の各国に導入されたことから、標準化された栽培技術は世界展開できる。樹体ジョイ

ント栽培 12)は国内での普及が始まっているが、世界展開を視野に入れた取り組みが必要

である。技術の標準化を行い、国内における実証圃場の設置、海外からの視察の受け入

れ、海外への普及を積極的に政府は支援すべきである。 

・ 世界中でゲリラ豪雨、台風などによる果実の落果と傷害、高温による日焼けや着色不良

果の発生、冬期の低温不足による開花数の減少が報告され、生産を不安定にしている 21)。

このような状況が続くと、政策的に果樹産地の移動も視野に入れ、既存産地の熟練者の

ノウハウを継承するネットワーク構築が必要である。これまでの日本の優れた熟練の要

素技術と、生体情報、環境情報を統合することにより、他国と異なった IOT モデルの

構築に繋がると考えられる。 

（６）キーワード 

作物増産技術、育種、新育種技術（NPBT）、栽培、遺伝資源、遺伝子の同定・機能解析、

ゲノム編集、ゲノミックセレクション、ゲノムワイド関連解析、エピジェネティック、ICT、

精密農業、植物工場、施設園芸、土壌の疲弊、土壌微生物の多様化、施肥、超多収、イネ、

コムギ、ダイズ、野菜､DNA マーカー、GM 果樹、早期選抜、低樹高、高密植栽培、樹体ジ

ョイント栽培、早期成園化、わい性台木、施設栽培、ライフサイクルの倍速化、二期作、連

続開花結実（四季なり化）、ウエアラブルアシストスーツ、果実収穫機、収穫ロボット、スマ

ート農業、地球温暖化 

（７）国際比較 

作物の増産は、人類の生存基盤を支える重要な営みであり、いずれの国も熱心に取り組ん

でおり、その中でも熱心な日本と先進国、中国との間に大きな差はない。基礎研究、応用研

究の区別なく、ほぼ横一線で研究が進んでいると考えてよい。ただし、日本のコムギとダイ

ズの単位面積当たり収量は、これら諸国と比べてとりわけ低い水準である。 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ ↗ 

・大学、農研機構などで多収育種をターゲットとする研究が行われている。 

・ゲノム編集技術の開発と高度化に関する研究が積極的に行われている。 

・ICT を活用した精密農業による増産を目指した研究が行われている。 

・土づくりに関する基礎研究が遅れている。 

・果樹の育種期間を短縮できる技術として、RNA ウイルスにFT 遺伝子を組み
込むことで、1年以内で開花、結実させることが可能な技術が開発された 6) 。 

・DNA マーカーによる品種の同定が進められている 6)。病害虫などの抵抗
性などの質的形質に関わる遺伝子マーカーは開発されているが、収量性
など量的形質に関わるマーカーは開発されていない 10)。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・農研機構において多収品種の開発が行われている。 

・農林水産省関係事業により、道府県でも多収性育種が行われている。 

・種々の作物でゲノム編集技術による品種開発の試みが行われている。 
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・土づくりに関する研究開発が進められている。 

・ 高収量技術の高密植栽培法 11)や樹体ジョイント栽培が開発されている 12)。 

・ライフサイクルを早くすることによる 2 期作のブドウハウス栽培 13)、ブ
ルーベリーの周年栽培が報告され、増収が期待できる 14, 15)。 

・運搬など重労働時の人力作業をサポートするウエアラブルアシストスー
ツの開発が進んでいる 17)。 

・地球温暖化と異常気象への対応による果実の安定生産技術として、環状
剥皮などの技術が開発されている 21)。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・大学、農務省などで多収育種をターゲットとする研究が行われている。 

・ゲノム編集技術の開発と高度化に関する研究が積極的に行われている。 

・ICT を活用した精密農業による増産を目指した研究が行われている。 

・土づくりに関する基礎研究が遅れている。 

・遺伝子組み換え果樹の育成が積極的に行われている 3, 4, 7, 8)。また、連鎖
地図の統合、DNA マーカーの開発が行われている。さらに、バイオイン
フォマティックスを利用したメカニズムの解析が行われている 7, 8)。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・民間企業と農務省、大学との連携により多収品種の開発が行われている。 

・種々の作物でゲノム編集技術による品種開発の試みが行われている 

・GMO 作物の開発が進んでいる。 

・米国では GPS を活用した自動化技術の応用が展開している 3)。多様な機
能を持つ農業ロボット、画像処理による果実検出、多関節マニュピュレ
ータ、果実をパイプで吸引搬送する自動搬送車の開発を行っている 3)。 

欧州 

基礎研究 ○ ↗ 

・大学と民間企業との連携により多収育種をターゲットとする研究が行わ
れている。 

・ゲノム編集技術の開発と高度化に関する研究が積極的に行われている。 

・ICT を活用した精密農業が行われている。米国をリードしている 

・ リンゴ、モモなどバラ科果樹およびイチゴのゲノム研究を推進（EP7）4, 5, 8) 

・EU 内大学・公的研究機関で共同研究体制をとり、ゲノム研究と栽培技術
（高品質生産システム）の開発を行っている（Horizon2020）4, 5, 8) 

・園芸作物について定量的な表現型解析のための画像解析アルゴリズムが開
発されている 18)。CROP プロジェクトで農業ロボットを開発中である 3)。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・大学と民間企業との連携により多収品種の開発が行われている。 

・種々の作物でゲノム編集技術による品種開発の試みが行われている。 

・チロル地方のスピンドル苗リンゴ栽培 超高密植栽培（フェザー苗を利
用した早期成園化を目指した矮化栽培）で増収している（イタリア）11)。 

・ ベリー類において気候変動に対応した高収量・収穫期拡大・環境負荷低減
を目指して新しい遺伝形質と栽培システムの開発を推進（EUberry）22)。 

・農薬使用量を半減させるプロジェクト(ECOPHYTO2018)が進められて
いる 23)。 

・有機施設栽培の持続可能性と生産性を向上させる取り組みを行っている 24)。 

中国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・大学と政府農業部研究機関などで多収育種をターゲットとする研究が行
われている。 

・ゲノム編集技術の開発と高度化に関する研究が積極的に行われている。 

・ICT を活用した精密農業による増産を目指した研究が行われている。 

・果樹の全ゲノムの解析が国家プロジェクトとして行われ 華中農業大学
は国産オレンジの全ゲノムマップを作成した 25)。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・多収品種の開発が行われている。 

・種々の作物でゲノム編集技術による品種開発の試みが行われている 

・遺伝子組み換え果樹（パパイヤ）が商業化している 26)。 

・省エネルギー・低エミッションの日光温室を中心に、果樹の施設栽培が 17.8

万 ha(全施設面積の 3.8％,2014)行われ、作期の拡大が研究されている 27)。 

・果樹園の正確な測位データ図を瞬時にして獲得し、果樹の成長と分布の
情報を正確に把握できる技術を開発した 28)。 

韓国 

基礎研究 △ → 
・品種判別としの DNA マーカーが開発されている 29)。 

・環境配慮型農業機械、エネルギー節約型農業機械の開発を行っている 3)。 

応用研究・

開発 
△ → 

・韓国国立園芸科学院では低農薬栽培の安定生産技術の開発が行われてい
る 30)。また、気候変動に対応した安定生産の確立、新たな高機能性物質
の探索などの研究が行われている。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  
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応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.４.４ 持続型農業 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

ヒトの生存のために必要な食料生産を持続的に続けるための研究開発領域。おもに､農作物

による一次生産における､リン・窒素などの化学肥料の利用と､植物と共生する微生物の利用

について､本稿では述べる。リン・窒素などの化学肥料の利用については､環境への負荷を低

減しつつ食料生産を維持あるいは増産するための技術開発領域､共生微生物利用については､

現在の慣行的な農業と比較して環境に対する負荷および人為的な投入（コストなど）を低減

できる農業を目指す基礎・基盤的研究開発が主な方向性である。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

ヒトは生存するために食料が必要であり、農業・漁業・畜産業は食料を供給する産業とし

て営まれる。ヒトの生存のために必要な栄養素は糖質、脂質、タンパク質、ビタミン類、ミ

ネラルで、これらの栄養素は食品の形で供給され食事として摂取される。これらの栄養素の

それぞれの生合成経路を辿ると、すべての栄養素の原料は土壌、大気、水から供給される無

機物である。すなわち、糖質と脂質は植物の光合成によって二酸化炭素と水から合成され、

タンパク質は土壌中のアンモニウムイオン、硝酸イオンと糖質から、ビタミン類は植物・動

物・微生物の細胞で合成され、ミネラルは土壌や海水中の無機物が植物・動物・微生物を経

由して吸収される。このように土壌や大気の無機物を、植物が糖質やタンパク質、脂質など

の有機物に変換することによって、ヒトにとっての食料生産が成り立っている。つまり 72

億人の地球人口を支えるための食料はすべて土壌、海洋での生物生産によって維持されてい

る。 

地球人口は増加の一途をたどり、今や 70 億人を超え、人口増加が停止するときには 90 億

人とも 100 億人とも見積もられている。地球の農業が充分な食料を生産することが出来るの

かどうか、食料供給が不安視されたこともあったが、現在では化学肥料の増産によって食料

の量は確保されるだろうと見込まれるに至った。問題は、100 億人の人口をまかなうだけの

多肥農業を展開した場合、はたして環境が耐えられるのか､どの程度の期間、この規模の食料

生産が持続できるのか､という疑問が呈されるに至った。すなわち、食料不足の怖れは克服さ

れたものの、現在の規模の食料生産が、どのくらいの期間、地球環境に不可逆的な負の影響

を与えないで継続できるのか､という命題に変質した。 

【リン・窒素利用】 

有史以来、ヒトの義務は人口の増加に見合う量の食料を生産することであり、飢餓を回避

するために食料増産の努力が続けられてきた。実際に食料が不足する場合には飢饉が発生し

て食料生産能力を超える人口の増加は抑制されてきた。地上の食料生産の最大の制限因子で

ある窒素肥料、窒素化合物は、1913 年のハーバー・ボッシュ法の発明によって、ヒトが必要

とするだけの量を生産することが可能になり、さらに食料の生産方法、貯蔵加工方法、運搬

方法などが改善され、いまや食料危機は、必要な場所に必要量の食料が供給されないために

発生するようになった。 

しかし、一方で、窒素肥料の施肥によって環境の富栄養化が顕著になってきた。これは肥

料に含まれる窒素化合物の、作物による吸収利用率が低いため、作物に吸収されなかった窒
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素成分が環境中に漏出するために生じる。さらにヒトの排泄物、食べ残し、食料として生産

される作物、家畜のうち、実際に食用されない部分（非可食部）が、食料供給の増加に伴っ

て急増している。これら、いったん有機物に変化した窒素化合物や作物に吸収されなかった

窒素化合物は、微生物による代謝を受けて最後には硝酸イオンとなって地下水、河川水、陸

水、海水に漏出し、それぞれの領域で富栄養化をもたらす。さらに畜産業が、小農による有

畜農業からコストの削減、生産性の向上をねらった多頭飼育に変質することによって家畜排

泄物が集中して有機物の局所濃度が高まることによって周辺地域で陸水、河川水、地下水、

海水の富栄養化が顕在化しはじめた。 

水圏が富栄養化すると生物相が変化し、特定の藻類の突発的な繁茂によって水質劣化や悪

臭、景観の破壊などが見られるようになる。生物相の変化は、単にこれまで見慣れてきた昆

虫や動物の姿が見えなくなるだけでなく、病原性微生物、病原性生物にとっての宿主動物の

分布の変化も誘発し、細菌、糸状菌、ウィルスなどによる病気が頻発する危険性も高まる。

陸水を水道水として利用する場合には、微生物によって硝酸イオンが還元されると亜硝酸イ

オンとなるため、飲用者にチアノーゼといった健康被害を引き起こす。特に乳児は胃が充分

に酸性になっていないため、硝酸イオンを摂取すると胃で還元されて亜硝酸イオンを生成し、

その結果、酸素結合型ヘモグロビンの濃度が低下してチアノーゼを起こす。 

肥料の三要素のひとつとされるリンはリン酸の形で細胞の代謝に必須の化合物だが、農業

におけるリン肥料の給源として 20 世紀以降はおもにリン鉱石が用いられてきた。リンが作

物の肥料として重要な働きをしていることは 19 世紀に世界で初めての人造肥料が硫酸処理

した骨粉だったことでも知ることが出来る。リン鉱石は産出される鉱山が偏在し、掘削可能

な埋蔵量が限られていることもあり、今後も現在の勢いで人口が増加し続けるとリン鉱石が

不足する可能性が指摘されている。肥料としてリンが土壌に与えられた場合、土壌中のカル

シウムイオンや鉄、アルミニウムイオンと難溶性のリン酸塩を形成するため、作物による利

用効率は低い。このため継続的な施用が必要になる一方、与えられたリンは次第に蓄積しは

じめた。いまや施設栽培（ビニールハウスなど）や連作される野菜作圃場では作土へのリン

の集積が顕著である。陸水中のリン酸濃度が陸水域のバイオマスを制御する因子であること

が知られており、食料生産を目的としたリンの施肥による陸水の富栄養化が心配される。滋

賀県では水田への田植え前に代かきして発生する土壌懸濁液を排出するが、そのとき土壌微

粒子に吸着されたリンが琵琶湖に流入し富栄養化の原因となる。酸性雨や過剰の窒素施肥に

よって土壌 pH が低下した場合、土壌に蓄積されたリンが急激に可溶化される可能性もある。

このように土壌に蓄積したリンは環境に対して潜在的な危険因子である。 

こうした状況のもとで、肥料と農業がもたらす富栄養化を規制しようとする動きが先進国

には見られる。それが有機農業、有機農産物の希求という形で顕在化する。しかし、こうし

た環境への配慮は、食料が充分に供給される、あるいは食料の供給に社会的な不安がない場

合に限ってなされる。社会的不安という立場からは、農業が低収入の人々によって担われて

いる側面もあり、生活の不安定さをさらに増長しかねない肥料や農薬の削減にはいまだに社

会のコンセンサスが得られない。例えば中国の場合、経済的には大きな発展を遂げたが、多

くの人口を養うために耕作では窒素肥料の大量投入が顕著であり、国内では各地で富栄養化

による水質・土壌・大気の劣化が心配されているが、環境問題よりも食料の安定供給が優先

される。欧州では耕作地に施肥された窒素肥料、家畜排泄物中の窒素化合物の流亡による地
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下水の硝酸イオン汚染、硝酸イオンが高濃度で含有される葉菜類の市場出荷が報告されてい

る。これらの事案に対して、英国では地下水の硝酸イオンが高い地域を硝酸塩脆弱地域に指

定して、農地への窒素施肥量の上限、家畜糞の農地還元量に規制値を設けている。さらに英

国ではホウレンソウ、レタスなどの葉菜類に含有される硝酸塩についても上限値を定め、そ

れを超える作物の出荷を禁止している。わが国でも葉菜類の硝酸態窒素濃度に対して、窒素

肥料を過剰に与えないようにという行政指導が行われたが、具体的な規制は行われていない。

また、家畜排泄物については、その保管や処理についての法律は整備されているが、圃場で

の施用方法、施用量などについての規制はない。中国、韓国でも畜産農家に対する排泄物処

理に関する法律は整備されているが、堆肥や尿の使用に関する規定も規制もない。 

リンの過剰施肥については、窒素と異なり過剰に施肥されても土壌に固定され環境への影

響が少ないため、農業における経費削減という視点で問題視される場合がほとんどである。

しかし、日本のように相対的に農産物の価格が高く、しかも火山灰母材の土壌が多い地域で

はリン肥料の過剰施肥が常態化している。これまでに過剰に施用されたリンは土壌に強く吸

着されるため、作物や環境にあまり影響しないとする意見が強かったが、実際にはさまざま

な作物の生育異常がリンの過剰に起因する可能性も報告されるようになっており、リンの過

剰障害についてはさらに研究が必要である。 

一方で生産に有機合成農薬や化学肥料を使わなかった生産物を有機農産物として認証する

動きは世界的に広まっている。しかし、化学肥料を用いない生産方法が環境への窒素負荷を

軽減できるかどうかには疑問があり、慣行農法と有機農法の比較が盛んに行われている。し

かし、すでに述べたように、窒素化学肥料が開発され大量に生産されはじめたことによって

食料不足をもたらす窒素不足はすでに解消された。しかし、その結果として、肥料の過剰施

用、食事に供されない有機物、家畜排泄物によって土壌の有機物汚染が進行している。環境

保全型農業とは、単に化学肥料や化学合成農薬を使用しない有機農業ではなく、地球上の元

素の循環の輪の中に食料生産／消費／廃棄の環を構築し直すことを意味しており、地球人口

100 億人の地球の環境の許容できる状態を長らえさせるために求められる農業の改質である。 

【共生微生物利用】 

地球温暖化による農業環境の変化、埋蔵資源の枯渇による将来的な化学肥料の払底など、

長期的に見た農業生産に対して現状の農業体系は必ずしも立ち行かないと考えられている。

収量（生産量）を現実的に担保するためには環境ストレス耐性や農薬低減などの他、肥料低

減に対する育種および栽培における要素技術の研究開発が重要になる。ここでは持続型農業

に資する研究のうち主に肥料低減に関して、微生物共生を利用した研究開発領域について記

述する。 

微生物共生については、対象となる微生物の植物に対する効果がそのメカニズム上明白な

ケースと、必ずしもそうでないケースで研究開発動向が大幅に異なる。前者に該当する微生

物は「細胞内共生」というキーワードでくくることができ、土壌微生物が宿主植物と共生す

ることで宿主が必要な窒素やリンなどの栄養分を供給することで、肥料低減につながる。こ

れらはダイズなどマメ科植物と共生する窒素固定細菌である根粒菌、および陸上植物の８割

と共生するアーバスキュラー菌根菌が挙げられ、近年の基礎研究における飛躍的な進展に加

え、資材化などの応用研究・開発においても一定の成果が見られる。一方、土壌微生物のう

ち、根圏（根および根の周囲）に生息する多様な種（根圏微生物として総称）については、
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堆肥などの資材に含まれることを効能として謳った商品が出回っているものの、その効果に

ついては必ずしも明瞭ではない場合が多い。肥料低減の他に病原抵抗性の付与を通じた農薬

低減の可能性が挙げられるが、植物に対する作用についての基礎研究は現状において限定的

である。 

以上のような状況において、これまでに特に根粒菌の遺伝学的解析から、共生に必要とさ

れる低分子化合物やタンパク質が明らかにされてきた他、根粒菌およびアーバスキュラー菌

根菌の細胞内共生に必要な宿主植物の遺伝子の解析が進んでいる。特に後者については、マ

メ科モデル植物（タルウマゴヤシ、ミヤコグサ）における研究基盤が整備されたことで、そ

れら植物遺伝子の機能解析を含め、近年の当該分野のトレンドとなってきた。 

アメリカにおいては、トウモロコシの裏作として、また飼料用としてダイズの作付けが歴

史的に重要であり、農務省（USDA）および大学を中心としたダイズ根粒共生の基礎研究に

政府が力を入れてきた。またタルウマゴヤシのゲノム解析では世界をリードしてきた経緯が

ある。1)しかし近年は USDA および NSF からのファンディングは個別の基礎研究に向かな

くなっている様子である。ヨーロッパでは、牧草であるアルファルファおよびその近縁種で

あるタルウマゴヤシを中心に基礎研究が充実しており、イギリス、フランス、ドイツなど各

国のファンディングとともに、近年は環境問題の高まりに合わせて EU を主体とした予算措

置（ERC など）が注目される。一方、わが国では科研費の単発的なファンディングで基礎研

究がサポートされてきた経緯があり、また大型予算としては JST/CREST および

JST/ACCEL の他、科学技術振興調整費によるグループファンディングが措置されてきた。

農林水産省も交付金や委託プロジェクトで微生物共生の研究をサポートしてきたが、最近は

減少傾向にある。ミヤコグサのゲノム解読はかずさ DNA 研究所が単体で進めてきたが、２

回のバージョンアップ以降、サポートは終了している模様である。その他研究基盤としては

宮崎大学を中心としてナショナルバイオリソース事業（NBRP ミヤコグサ・ダイズ）が動い

ている。 

（３）注目動向 

【リン・窒素利用】 

・ 作物によって利用されなかった肥料窒素の環境中への流出が環境富栄養化の主因なの

で、肥料の利用効率を高めること、さらには少ない肥料で充分な収穫を挙げることが

できる品種改良が求められる。しかし、環境の負担が増えることに対して、直接的な

不利益を被る人間がいるわけではないので、研究へのインセンティブが働きにくいの

が実態である。環境負荷が負の経済効果をもつことを定量的に捉える手法が開発され

るべきだろう。今後、窒素肥料に環境負荷税を掛けるのが現実的な対応であろう。 

・ 窒素肥料の作物による利用率を高めるために、施肥された化合物を水に溶けにくくす

る技術が開発されている。特に、尿素に側鎖を導入して溶解度を下げることによって

難溶性とした窒素化合物の肥料としての利用、水溶性の肥料粒の表面を被覆する技術

（被覆肥料）が日本の会社によって開発されている。被覆剤としてポリオレフィン樹脂、

硫黄、ポリウレタン樹脂などが利用されている。日本では、作物に対する施肥の回数

を減らして労働生産性を高めようという目的でこれらの技術が開発された。こうした

肥料は同時に肥料の利用率を向上させる機能も持っているが、使用の目的が環境保全
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となると、被覆のためのコスト増加が肥料価格の増加となるため、市場での競争力は

弱い。 

・ イネ科牧草の中には、土壌中で起こるアンモニウムイオンの硝酸イオンへの硝化を抑

制する物質を根から分泌する草種が見つかっている。また、硝化を抑制する物質も化

学的に合成され、消化抑制剤入りアンモニア肥料として実用化されている。アメリカ

など大規模農地では液化アンモニア（液安）を直接土壌中に灌注する施肥法が行われ

ており、土壌中のアンモニウムイオンは容易に硝化され、雨水とともに溶脱、流亡す

る。アンモニアはアンモニウムイオンとして存在し、土壌の陽イオン吸着力によって

土壌に保持されるので、硝酸イオンへの硝化を抑制すれば土壌への滞留時間は長くな

ると期待できる。このため硝化抑制剤によって環境の硝酸イオン汚染は抑制されると

考えられるが、薬剤とその散布のコストを誰が負担するのかが問題となる。 

・ リンの利用効率に優れた育種（少ないリン施肥で収量が低下しない品種の選抜、育種）

が広く行われている。 

・ 有機農業（環境保全型農業）による有機性廃棄物の肥料としてのリサイクル利用は、

作物への窒素供給という面では、その能力が不足するが、リンや微量必須元素の供給

という点では非常に優れている。有機物の肥料としてのリサイクル利用と、そこに化

学合成窒素肥料をうまく組み合わせて行く施肥体系が求められる。さらに、こうした

肥料資源の再利用という視点からの有機農業、環境保全型農業の評価も求められる。 

【共生微生物利用】 

・ 根粒共生および菌根共生においては、マメ科モデル植物における分子遺伝学的解析が

進展したことで、特に初期シグナル伝達経路についてその分子メカニズムの実体が明

らかになりつつある 2)。根粒菌の分泌する共生シグナルについては古くからその分子

構造が知られていたが、2011 年にはアーバスキュラー菌根菌も同様のリポキトオリゴ

糖を共生シグナルとして利用することが明らかとなり、その後より単純な構造である

キチンオリゴ糖の関与も知られるようになった。これらの宿主植物受容体として

LysM 型受容体キナーゼが同定され、デンマークの研究グループを中心としてその構

造や結合特性など生化学的解析が進んでいる。また、シグナル伝達経路の下流で機能

する転写因子については、両方の共生で共通するもの、またそれぞれ特有なものを含

め、この数年で新たな因子が次々と明らかになっている 3)。上記シグナル伝達経路の

理解を前提に、マメ科植物以外の植物、特にイネ科植物（穀物）に根粒菌を感染させ、

根粒で窒素固定を実現させようという国際プロジェクトが立ち上がっている（ゲイツ

財団）。また、根粒共生の有無をゲノム比較で進化的に明らかにするプロジェクトも２

件、ERC のファンディングで動いている。加えて、高タンパク質、低肥料栽培という

マメ科作物の本来の特性を生かして、栽培技術をアフリカに浸透させる国際プロジェ

クトも成果を出している（ゲイツ財団）。 

・ 根圏微生物一般については、モデル植物シロイヌナズナを用いた細菌メタゲノム解析

が 2012 年に Nature 誌に発表されたことを機に、ノースカロライナ大学（アメリカ）

およびマックスブランク植物育種学研究所（ドイツ）のそれぞれの研究グループが国

際的に研究をリードしている 4)。現状は微生物叢の把握とその動態解析であるが、ヒ

ト腸内微生物叢研究の高まりを受けて、「マイクロバイオーム」のキーワードでアメリ
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カ政府などが巨額のファンディングを実施しており、植物微生物共生の研究分野にお

いてもブレークスルーになることが予想される。 

（４）科学技術的課題 

【リン・窒素利用】 

・ 環境保全型農業の必要性を周知する上で最大のボトルネックは知識の欠如である。窒

素やリンなど、本来ならば食料や樹木、草地の生育に必須の栄養元素が、人口の増加

によって環境中に高い濃度で存在するようになったことが、環境の劣化、新しい病気

のアウトブレイクを招いているという認識を持つことが重要である。 

・ これまで食料を増産するための駆動力は多く機能してきたが、環境富栄養化による生

態系の劣化、環境の価値の低下を定量的に評価する方法がない。このため環境を保全

するためのコストをどのセクターが負担するのかのコンセンサスが得られていない。

環境コストの査定方法を確立し、その評価に基づいて窒素肥料とリン肥料に一定の賦

課金を課すことが現実的な対応であろう。 

【共生微生物利用】 

・ 土壌微生物の共生における競合について：フィールドにおいては多種多様の土壌微生

物が根圏に存在しており、有用微生物の接種が必ずしも作物の生育に効果的であると

は限らない。病原微生物の場合と同様、共生微生物もエフェクターを分泌し、宿主植

物への感染を制御していることが明らかになってきた。植物微生物共生におけるエフ

ェクターの作用が明らかになることで、フィールドにおける接種効果を調節できるよ

うになると考えられる。 

・ 難培養微生物の利用について：土壌微生物叢のメタゲノム解析が進展するにつれ、ゲ

ノムシーケンスとしては同定できるものの（Operational Taxonomic Unit p455, 3.4.1

の項参照）、種として単離同定できていない土壌微生物が大半であることが明らかとな

った。これは微生物の培養技術の進展が伴っていないことが１つの原因である。例え

ば根圏での培養単離技術が確立されることで、これら難培養微生物の機能解明と利用

が期待できる。 

・ 微生物叢としての作用について：根粒菌あるいはアーバスキュラー菌根菌は単独種で

の共生効果が明らかであるが、根圏微生物一般については、複数の種が協調すること

で宿主植物に作用している可能性が高い。基礎研究としてハードルの高い課題ではあ

るが、微生物叢としての相互作用を明らかにできる手法が確立されれば、根圏微生物

の応用研究・開発に弾みがつくと思われる。 

・ 穀物への根粒共生付与について：ダイズなどマメ科植物を含む真正双子葉植物とイ

ネ・トウモロコシなどの単子葉植物は進化的に１億年以上前に分岐したと考えられて

おり、その後の進化において遺伝子の機能が大幅に異なっている可能性がある。した

がって、根粒菌との共生に必要なマメ科植物の遺伝子を穀物に導入することが必ずし

も共生能の付与につながらない。根粒共生の進化は「窒素固定クレード」に含まれる

植物にのみ見られることから、その原因を探ることで、構成生物学的なアプローチに

寄与できると想定される。 
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（５）政策的課題 

【リン・窒素利用】 

農業は食料の確保のために必須の産業である。一方で農業生産者は、産業の中でもっとも

小規模で弱い存在である（生産高が気象に影響される、規模が小さい、投資と利益の回収の

間の時間が長い）。さらに技術の発達によって、食料を保存すること、加工すること、輸送す

ること、が可能になり、これは他国からの食料の輸入が増加する要因にもなった。また、農

業生産は自然環境に制約されるので、技術革新によっても生産性（土地生産性、労働生産性）

は大きくは向上しない。さらに多くの国で工業の発展を農業の発展に優先させるため、国民

にとって安価な食料の確保と農家の収入増加、保護はしばしば対立する政策となる。環境保

全型農業の必要性を論じるにあたり、農業の生産物は食料であるから、国あるいは地上自治

体が、まずはその国民、構成員の食料をどのように確保するのか、俯瞰的なマスタープラン

を立てる必要がある。その点からも商社などの食料の輸出入はある程度行政のコントロール

を受ける必要がある。そのうえで、行政サービスとしてのゴミ処理、特に有機性の廃棄物や

ヒトの排泄物をどのように処理するかについて、物質の収支も勘案したマスタープラン立案

が求められる。その上で、国土保全、国土の環境の劣化を防止する立場から、ゴミの管理、

有機性廃棄物の農業での再利用、水田の維持、海洋河川陸水の富栄養化の防止、などの視点

でのマスタープランを立案し、これら三つの整合性のある総合的な立案が必要だろう。農業

は単に食料を生産増産するだけではない。食料の供給、有機性廃棄物の処理、環境の保持の

三位一体の政策が求められ、それこそが 21 世紀の農水省をはじめとするわが国の省庁の果

たすべき職務だと考える。 

自然エネルギーによって発電された電気の固定価格買取り制度によって薪炭材や有機性廃

棄物から電気を取り出す事業が進んでいる。有機物は生育に使われた肥料成分を含んでおり、

有機物の分解は電気だけでなく肥料成分の抽出にも有効である。特にメタン発酵と呼ばれる

有機物の嫌気分解、鶏糞ボイラーと呼ばれる鶏糞や牛糞の燃料化、木材の炭化、は有機物蓄

積による環境負荷を減らし、副生成物の肥料としての再利用に有効なので、これらを促進す

る政策の意義として発電だけでなく環境負荷低減があることも PR するべきである。 

【共生微生物利用】 

ヨーロッパにおいては、イギリスでは BBSRC、ドイツでは DFG、フランスでは

CNRS/INRA などによる各国のファンディングと EU における ERC のそれが、規模は異な

るものの問題なく機能していると思われる。またアメリカにおいても、DOE、NSF、USDA

などが協調的に研究政策に寄与していることが見て取れる。 

一方、わが国では省庁間連携が重要視されているものの、予算措置においてはそれが必ず

しも明白ではなく、微生物共生の研究分野に限らず植物科学研究一般において、基礎研究(文

部科学省)と応用研究（農林水産省）の乖離が顕著である。競争的資金においてはこの問題は

一部解消されているものの、アメリカおよびヨーロッパと比較して、大型プロジェクトの立

案にとってはデメリットとなっていると考えられる。 

（６）キーワード 

硝酸イオン、アンモニウムイオン、アンモニア、リン、リン酸、環境の富栄養化、水質汚

濁、地下水の富栄養化、有機物、土壌有機物、堆肥、環境保全型農業、有機農業、食料生産、

細胞内共生、根粒菌、窒素固定、アーバスキュラー菌根菌、根圏微生物、メタゲノム 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ ↗ 

・幅広く行われている。地球温暖化に関わる二酸化炭素、メタン、一酸化
窒素、フロンなどの濃度規制につながる基礎研究が進められている。そ
ろそろ窒素やリンなど土壌圏の汚染物質についての研究が緒に就いたと
ころである。茶園（静岡県）、草地（根釧台地）など、特定の土地利用の
地域では窒素の収支について環境調査などの視点で研究が進んでいる。
リンは施設園芸、多肥地帯などで報告が見られるが、減肥の対策は立て
られていない。 

・細胞内共生の基礎研究については、アメリカ、ヨーロッパと並んで顕著
な成果を生み出している。 

・根圏微生物についても水田におけるメタゲノム解析を始め、独自の研究
成果が見られる。 

・病理学や生態学との学際研究などで研究者層が広がりつつある。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・一部は会社の環境ビジネスとして取り組み始められた。メタン発酵消化
液は有機農業適合資材と認められるなど、リサイクルの重要性は認識さ
れはじめた。食料の自給率は低下し続けていて、国内で農業することが
環境の維持に機能することをまず認知させる必要がある。 

・一時、共生微生物の資材化に向けて複数の企業の参画が見られたが、現
在は限定的である。しかし近年の基礎研究の活性化を受けて再び参入の
動きがある。 

米国 

基礎研究 ○ → 

・ 幅広く行われているが、国土が広いため畜産集中、肥料多肥の影響は限定的。 

・政府が National Microbiome Initiative を立ち上げ、根圏微生物叢のメ
タゲノムを含む研究を推進している。5) 

応用研究・ 

開発 
△ → 

・養豚場からの排水が閉鎖海面の富栄養化をもたらしている事例（大西洋
岸）が報告されている。 

・ノボザイムがモンサントと提携して共生微生物利用研究および商品化を
大規模に進めている。6) 

欧州 

基礎研究 ◎ ↗ 

・幅広く行われている。食料自給に対する考え方が日本とは違い、それぞ
れの国内農業を維持し食料自給率を維持することに関心が高い。有機農
業に対する関心も高い。 

・一方、英国やフランスではコムギ作において土壌に対する過剰施肥と家
畜排泄物の草地還元による地下水の硝酸イオン汚染に関心が高く、施肥
量や還元量の総量規制が行われている。さらにホウレンソウやレタスな
どの葉菜類の過剰硝酸塩には規制値を設けて出荷を禁止している。堆肥
などの土壌中の挙動について研究が積み重ねられている。 

・John Innes Centre（イギリス）を中心としたグループが穀物への窒素固
定能の付与の研究を進めている。7) 

・根圏微生物叢のメタゲノムではマックスプランク研究所（ドイツ）が世
界をリードしている。8) 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・技術の現場への応用が盛んである。 

・ヴァーヘニンゲン大学（オランダ）を中心となり、アフリカにおいてマ
メ科作物の栽培促進を展開している。9) 

中国 

基礎研究 △ → 

・食料増産に力点が置かれているため、環境への気配りはまだ見えない。
しかし陸水や河川の水質劣化から、これらの問題が存在していることに
気がつきはじめている。 

・マメ科非モデル植物のゲノム解析で 1KP プロジェクトへの参入がある。10) 

応用研究・ 

開発 
× → ・農産物の収量には関心が高いが、環境への負荷にはほとんど興味がない。 

韓国 

基礎研究 △ ↗ 

・幅広く行われているが、学問領域の縦割りがはっきりしており、畜産と
耕種の連携はあまり顕著ではない。有機農業への技術的な関心が高い。 

・植物微生物共生の基礎研究において目立った動きはない。 

応用研究・ 

開発 
△ → 

・農業の環境負荷は認識されている。畜産の産業としての比率が、耕種農
業、漁業に対して強いため、政府からの補助金が多く、制度の整備など
が進んでいる。また業界への強い指導も行われているが耕種農業の衰退
によって堆肥などの使用は滞っているらしい。 

・植物微生物共生の応用研究・開発において目立った動きはない。 
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（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 

1) Young N, et al. Nature 480: 520–524, 2011. 

2) Oldroyd GE. Nat Rev Microbiol. 11: 252-263, 2013. 

3) Soyano T, Hayashi M. Curr Opin Plant Biol. 20: 146-154, 2014. 

4) Hacquard S, et al. Cell Host Microbe 17: 603-616, 2015. 

5) https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/12/fact-sheet-announcing-national-mic

robiome-initiative 

6) http://www.novozymes.com/en/news/news-archive/2016/01/the-bioag-alliance-readies-new-

microbial-solution-to-improve-corn-harvests 

7) https://www.ensa.ac.uk 

8) http://www.mpipz.mpg.de/schulze-lefert 

9) http://www.n2africa.org 

10) https://sites.google.com/a/ualberta.ca/onekp/ 
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http://www.novozymes.com/en/news/news-archive/2016/01/the-bioag-alliance-readies-new-microbial-solution-to-improve-corn-harvests
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https://sites.google.com/a/ualberta.ca/onekp/
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３.４.５ 高機能・高付加価値作物 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

農作物には、トマトのリコピン、ホウレンソウのルテインなどのように人間の健康を維持

増進させることが期待される物質を含むものがあり、「機能性成分」、それらを含む農作物は

「機能性作物」と呼ばれている。それら機能性成分のヒトへの効果を検証するとともに、品種

改良・生産方法の改良などにより、機能性成分をより多く含む農産物およびその加工品を生

産する技術を確立する。さらに、栄養・健康機能性を有する農林水産物とその一次機能から

三次機能に関する研究開発を通して、「食」を通じた人々の健康維持・増進に寄与することを

目指すものである。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の動向 

1984 年に初めて食品の機能性を一次機能から三次機能に分ける概念と機能性食品の名称

が提唱された。食品の一次機能とは栄養機能（カロリー、タンパク質、脂肪、糖質、ビタミ

ン等必要な栄養素の補給）、二次機能とは嗜好・食感機能（色、味、香り、歯ごたえ、舌触り

などの美味しさ）、三次機能とは健康性機能・生態調節機能（生態防御、老化制御、疾患予防

など生体の調節）である。同年に食品の三次機能に関する最初の国の大型研究プロジェクト

による体系的な研究が開始された。その後、農林水産省や文部省（当時）によって続けられ

た大型研究プロジェクトの成果を受け、1991 年には食品の三次機能の表示制度としては世界

初となる、機能を表示できる「特定保健用食品制度」が開始された。また、2001 年にはビタ

ミンとミネラル類の表示について栄養機能食品制度が導入された。さらに、昨年、2015 年 4

月には、機能性表示食品制度が創設された。この間、米国や欧州を中心に、大規模なコホー

ト研究が行われ、その結果、従来の５大栄養素以外にも健康の維持に重要な成分の存在が明

らかになってきた。 

わが国では現在、三次機能のみが大きく注目されているが、本来、食品には前述したよう

に３つの重要な機能性がある。三次機能の研究は、これまでは疾病や疾病予備軍を対象にし

た研究が多く、最終的に薬との仕分けが難しくなる場合もあった。これまでの研究の結果、

高機能性作物を、実際の食事や食品として供給する場合を考えると、まず通常の食材として

の機能（一次機能と二次機能）を持つことが必須で、それにプラスする形での三次機能がな

ければ、食材としては使われないことが明らかとなった。つまり、これらの３つの機能性は

本来不可分であり、今後は一体として、食事として供給されるべきであることを示すもので

ある。 

今後、高機能・高付加価値作物の有効性を検証するために、栄養・嗜好・生体調節機能の

３つの機能を同時に評価するとともに、作物独自の未病マーカーを探索・決定して健康増進

効果の検証方法を開発されることが期待される。また、食品が健康増進に役立ち、疾病予防

に寄与していることが検証され、それを表示できることが、国民の健康維持増進に寄与する

ものと考えられる。 

当該研究領域は、新規機能性成分の発見・効果検証から製品開発まで多岐にわたる。ここ

では、上流から 4 分野に分けて研究開発内容の説明を行う。 

① 機能性成分の健康維持・増進効果の検証 
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対象とする機能性成分の効果を検証しようとする研究であり、試験管内実験・動物実験・

コホート研究・ヒト介入試験等様々なレベルの研究が存在する。試験研究の目的は主とし

て、対象成分の効果（例：血中コレステロール低下・視力維持等）およびその効果を発揮

するのに必要な摂取量を明らかにすることである。機能性成分の健康維持・増進効果検証

については国を問わず研究が進められてきた。コホート研究により食事内容と疾病発生

率・寿命などの関連を明らかにする研究は主に欧米で進められ、ポリフェノール接種の心

臓疾患に対する効果やカロテノイド類接種のがん発生に対する効果などが検証されている。

わが国では、「機能性をもつ農林水産物 食品開発研究プロジェクト」が農研機構を中心に

実施され（2013-2015 年度）1)、 産学官連携により、生活習慣病予防効果が期待される農

産物/加工品の開発、生産・流通技術の確立とともに、医療機関との連携により、農産物や

その加工品について、疾病リスク低減への影響をヒト介入試験により評価した。栄養・機

能性、安全性、特性情報等を盛り込んだ農林水産物データベースを構築して、個人の健康

状態に応じたテーラーメイドな提供システム・栄養指導システムの開発を行った。健康維

持・増進に寄与する「機能性弁当」（高機能作物を使用した弁当）のヒト介入試験では、

生活習慣病予防効果に関する知見が得られた。本プロジェクトでエビデンス実証を目指し

ている高機能作物としては、高アミロース米、アミロペクチンロングチェーン米、高β-

グルカン大麦、高ルチンダッタンそば、高 β-コングリシニン大豆、高ケルセチンタマネ

ギ、高 β-クリプトキサンチン柑橘、高メチル化カテキン緑茶、高リコピン人参、高ルテ

インケール、高トリテルペンゴーヤである。 

② 機能性成分を豊富に含む農作物の育種開発 

機能性成分を含む農作物について、育種によってその含量を高め、高機能高付加価値作

物を作出しようとする研究開発である。高機能作物の育種は、民間レベルでは野菜を中心

に行われ、ファイトケミカル（健康によい影響を与えるかもしれない植物中に存在する天

然の化学物質）含有量の多い果菜類が市場にも出回っている。タキイ種苗株式会社におい

て 20 年前に、健康維持機能を持つ成分を多く含み、なおかつ食味に優れた「機能性野菜」

の研究プロジェクトをスタートさせた。そして研究開発の結果、機能性成分を多く含む新

しい野菜品種を育成、商品化することに成功した。「ファイトリッチ」シリーズと名付けら

れたこれらの品種は 2015 年 5 月現在 15 種類を数え 2)、年々その品目・品種を充実させて

いる。このように野菜品種を栄養成分からとらえて育成し、シリーズ化したことは世界で

も前例のないことである。 

国レベルでは農研機構が、米、大麦、大豆、ジャガイモ、サツマイモ、タマネギ、ゴマ、

ダッタンそば、茶、柑橘、イチゴ、ヤーコンなどで、食物繊維、ポリフェノール、カロテ

ノイド、リグナン、ビタミンなどの含有量を従来の品種より高めた品種育成を行い 3)、こ

れらを活用した製品開発がいくつか行われてきた。 

③ 生産方法による機能性成分の高含有化 

機能性作物について、その栽培条件と機能性成分の含有量の関係を明らかにし、栽培法

によって含有量を高めようとする開発研究。国内の例として、ファイトリッチシリーズの

ニンジン品種「こいくれない」を生産する企業「NK アグリ」で、農業 ICT 技術の利用に

より成分含有量の最も高くなるタイミングで収穫を行い、全国各地の産地からリレー出荷

を行っていることが挙げられる。この「地域をつないで一つのバリューチェーン『リコピ
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ン人参プロジェクト』」は、農業 ICT の利用例として総務省「地域情報化大賞」部門賞を

獲得している 4)。 

④ 機能性成分を損なわない食品加工 

第６次産業などにおいて、機能性作物を加工・販売する場面は十分に想定される。その

場面において、機能性成分の性質を把握し（熱に弱い・油溶性であるなど）、加工時に成分

が損なわれないようにする、あるいは消化吸収の良い製品とするなど一層の付加価値を与

えることを目的とした技術開発である。日本以外の国ではこれらの機能性成分はサプリメ

ントの形態で摂取することが主に想定されている。日本ではその他に 6 次産業化などで加

工品を販売する動きがあるが、加工法と機能性成分の関係については各加工品メーカーの

ノウハウによるところが大きく、研究状況は明らかでない。 

（３）注目動向 

【国内動向】 

＜機能性表示食品制度＞ 

・ 2015 年 4 月から施行された機能性表示食品制度を活用して、2017 年 2 月 10 日現在 705

品目の食品が届け出られている。その中で、生鮮食品として、ウンシュウミカン、大豆

もやし、単一の農林水産物のみが原材料である加工食品（農産物）として、べにふうき

緑茶、大麦、米、蒸し大豆、蒸し雑穀、トマトジュースなどが受理、販売されている。

これは、効能についての科学的根拠（最終製品による臨床試験もしくは機能性成分につ

いてのシステマティックレビュー）、および製品に含まれる機能性成分の含量担保（サ

ンプリング検査による母集団の含量推定もしくは非破壊検査法による全量検査）の両者

が満たされれば、消費者庁への届出をもって商品パッケージへの効能記載を可とする制

度である 5)。 

 

表 3-4 機能性表示生鮮食品及び加工食品（単一の農林水産物のみが原材料であるもの） 

品目 機能性関与成分 表示されている機能性 

三ヶ日みかん β‐クリプトキサンチン 

β‐クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助ける

ことにより、骨の健康に役立つことが報告されていま

す。 

大豆もやし イソフラボン 
大豆イソフラボンは骨の成分を維持する働きによって、

骨の健康に役立つことが報告されています。 

べにふうき緑茶 メチル化カテキン 
メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる

目や鼻の不快感を軽減することが報告されています。 

大麦 β‐グルカン 

大麦β-グルカンには LDL-コレステロールを下げる機

能、腸内環境を改善する機能があることが報告されてい

ます。 

米 γ-アミノ酪酸（GABA） 
γ-アミノ酪酸（GABA）には血圧が高めな方に適した

機能があることが報告されています。 

蒸し大豆 イソフラボン 
大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能が

あることが報告されています。 

トマトジュース リコピン 
リコピンには血中 HDL（善玉）コレステロールを増や

す働きが報告されています。 

 

・ 規制改革実施計画（2013 年 6 月 14 日閣議決定）で、「食の有する健康増進機能の活用」
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として、企業の責任で行う新たな機能性表示の検討を行うことが決定された。それを受

けて、「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」が消費者庁に設置されて８回に

わたって審議され 6)、農林水産物を含む食品での自主的な新たな機能性表示制度が 2015

年４月からスタートした。 

・ 「和食：日本人の伝統的な食文化」が 2013 年 12 月にユネスコ無形文化遺産に登録され 7)、

和食を構成する伝統的農作物も注目されている。このことは、伝統的農作物や地域農作物

が、今後、世界的な新高付加価値作物として取り扱われる可能性を示唆するものである。 

・ 地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち、品質等の特性が産地と結び

付いており、その結び付きを特定できるような名称（地理的表示）が付されているもの

について、その地理的表示を知的財産として保護し、生産業者の利益の増進と需要者の

信頼の保護を図ることを目的として、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」（地

理的表示法)が 2014 年 6 月に制定された。現在、登録高付加価値作物としては、あおも

りカシス、夕張メロン、八女玉露、江戸崎かぼちゃ、鳥取砂丘らっきょうなどがある。 

【海外動向】 

・ 海外の機能性研究は、一次～三次機能性を栄養機能性の範疇として取り扱って実施され

ている。 

・ 海外で健康と食品の関係が問題になっており栄養疫学研究が盛んに行われている。 

・ 米国：がん、肥満（生活習慣病）、EU:血管系疾患、生活習慣病、アジア：貧富の二極

化による低栄養と肥満（生活習慣病） 

・ 海外の機能性表示制度では、届出制の表示が可能なのは米国のみで、米国もサプリメン

トだけのため、高機能・高付加価値作物で機能性を表示できるのは日本だけである。 

・ EU、米国、オーストラリア・ニュージーランド、日本の機能性表示に関する制度を比

較すると、疾病リスク低減ではいずれも規制当局による審査・認可が必要であり厳しく

制限されている 8)。 

＜EU＞①一般に認められたエビデンスに基づくヘルスクレーム、②新規かつ専有のエビ

デンスに基づくヘルスクレーム、③疾病リスク低減に関するヘルスクレーム、④子供の健

康及び発達に関するヘルスクレーム（いずれも EFSA による上市前の評価と認可が必要）

があるが、健康な人に対する効果を検証する必要があり、認可された割合は①、②で 11%

以下となっており厳しい 8)。メラトニン(時差ぼけ症状の緩和、睡眠に入るまでの時間の短

縮)、紅麹エキス(血中コレステロールの正常化)、オリーブ油ポリフェノール(酸化ストレス

からの血中脂質保護)、コリン(ホモシステイン代謝の正常化、脂質代謝の正常化、肝機能

の維持)、ベタイン(ホモシステイン代謝の正常化)、トマト水抽出物（正常な血小板凝集の

維持による健全な血流維持）などの認可がある。 

＜米国＞①栄養表示教育法に基づくヘルスクレーム、②FDA 近代化方に基づくヘルスクレ

ーム、③条件付きヘルスクレーム、④構造・機能クレーム（届出制）があるが、条件付き

ヘルスクレームでは、摂取カロリーの増加につながらない低不飽和脂肪酸・低コレステロ

ールの食事の一部として、「1 日 1.5 オンスのクルミを食べることと、冠状動脈性心疾患の

リスク低減との関連性を決定的ではないものの支持する研究が報告されています」、といっ

たクレーム表現がある 8)。 

＜オーストラリア・ニュージーランド＞①一般レベルのヘルスクレーム（今まで認可され
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たものから選ぶ方法、オーストラリア・ニュージーランド食品基準局 FRANZ による評価・

認可を受ける方法、システマティックレビューにより FRANZ への届出を行う方法）、②

高度なレベルのヘルスクレームがあり、エルダーベリー抽出物の免疫機能の維持、フリー

ラジカルによる損傷からの保護、インフルエンザ等のウイルスからの保護、オオバコの肝

臓コレステロールの分解を促進する胆汁酸吸収の減少、アップルサイダー酢の体脂肪減少、

食欲減少などのクレームが承認されている 8)。日本との違いは、評価の厳しさの高低はあ

るが、免疫系の正常な機能に寄与、ホルモン作用の調節の寄与、神経系の正常な機能に寄

与が認可されていることである。 

（４）科学技術的課題 

・ ライフステージ別健康維持・増進のための高機能作物の活用法の開発：健康で活力ある

超高齢社会に向けた健康長寿延伸のためには、幼小児層の栄養問題や若い女性のるい痩

（やせ過ぎ、肥満症の対極にある概念）の問題解決および、各年代層での各生活習慣病

予防効果や、脳機能・運動機能・免疫機能・腸管機能の維持・増進効果のある高機能作

物の活用が重要となる。そのためには、高機能作物に最適な栄養・健康機能性評価手法

の開発やヒト介入試験による高機能作物（丸ごと食品）やその作物を用いた食事メニュ

ー（複合食品、調理食品）の栄養・健康機能性の検証が必要である。 

・ 高機能・高付加価値作物のデータベースの構築：高機能・高付加価値作物の有効な利用

のためには、品目、品種、産地、栽培条件、収穫時期、加工・調理条件、保存条件、栄

養成分含有量、機能性成分含有量、エビデンス、安全性などのデータを集約して、デー

タベースとして整備し、広く公開する必要がある。 

・ 高機能・高付加価値作物のエビデンスを獲得するための新たな手法開発：高機能・高付

加価値作物は、サプリメントと異なりプラセボを設計することが難しい。また、マイル

ドな効果を検証するため、多大な例数を必要とする。そのため、高機能・高付加価値作

物独自の未病マーカーの探索、健康増進効果の検証方法の開発などが必要となる。 

・ 分析法の標準化：機能性を表示するためには、高機能・高付加価値作物の機能性成分含

有量を定量する必要がある。そのため、機能性成分分析法の妥当性確認と標準化を進め

る必要がある。 

・ 植物を構成する成分のうち明らかとなっているものはごく一部にすぎず、さらに機能性

が解明されているのはごく少数である。また、機能性成分は単体で効果を持つのみなら

ず、食物繊維なども含めた多くの成分が協力的に健康維持機能効果を発揮していると推

測され、その全体像の解明が期待される。 

・ 栽培法と機能性成分の関係は、前述のニンジンなどを除いて大規模な調査はほとんど行

われておらず、機能性成分を高める栽培法は確立していない。今後、栽培方法、土壌条

件、栽培環境など多数の要因を取得し、主要要因を解析する試験が進められることが望

まれる。 

・ 機能性表示のための全量検査に使用する、近赤外線などを利用した非破壊検査機は、一

部の機能性成分（リコピンなど）に対応したものは開発されているが、現状では定量で

きない機能性成分も多く、各種機能性成分に対応する検査機が望まれる。加えて、現状

では検査機の価格は数十万円～十数万円と高価であり、普及のためには生産者が気軽に
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使用できる安価な検査機の開発が必要である。 

（５）政策的課題 

・ 高機能作物の機能性表示における指針・マニュアル作成：高機能作物をより高付加価値

化し市場へ積極的に導入するためには、機能性表示が重要となってくる。特定保健用食

品の申請は多大な費用と大規模な研究開発が必要であったが、新たな機能性表示制度に

おいては、農林水産物への表示も認めており、農業生産者による機能性表示も可能とな

った。しかし、農林水産物に関しては、他の食品とは異なり認証・支援機関などもなく、

今までのエビデンスの蓄積も少ないため、行政による表示制度活用のための指針・マニ

ュアルの作成、丁寧な指導や高機能作物のエビデンス蓄積（高機能作物の研究レビュー

の整備）、高機能作物中の機能性成分の分析体制の整備が不可欠である。 

・ 高機能・高付加価値作物の長期コホート研究による健康維持・増進効果の実証：和食が

ユネスコ無形文化遺産に登録されて、日本の伝統的農産物や地域農産物などに注目が集

まるようになってきた。しかし、地中海食の栄養疫学研究成果（論文数）は 2042 報、

日本食の研究成果は 130 報（2013 年６月、東大佐々木敏教授資料 9)）であり、日本の

農産物や日本食の長期コホート研究（栄養疫学研究）を政策的に推進しなければ、世界

的に高機能・高付加価値作物としては認められず、海外輸出の急増には寄与できない。 

・ 政府を挙げての健常人のライフステージ別健康維持増進のための「健康寿命延伸プログラム」

の開発：健康で活力ある超高齢社会に向けた健康長寿延伸のための健常人の健康維持・増進

のために、エビデンスが実証された高機能・高付加価値化作物やそれを利用したレシピを活

用した包括的なプログラムを協力に策定・推進する必要がある。そのためには、健康維持・

増進効果を検証する新規なヘルスチェックシステムの開発が必要であり、政策としてそれを

推進していく必要がある。 

・ 機能性成分はあくまで食品の成分であり、疾病の治療を目的とした医薬品とは異なる。

このため、その効能をどのように標記するかについては省庁によって意見が微妙に異な

り、いまだにその基準が統一されているとは言いがたい。生産・販売者にとってグレー

ゾーンが広いことが販売上のネックとなっており、わかりやすい明確な基準の確立が強

く求められる。 

・ 育種による機能性成分強化に関しては、すでに解明された代謝系の遺伝子の機能を停止

させることにより特定の成分を蓄積させることが有力な手段として想定される。現状で

は変異誘起処理を行った後にその遺伝子に変異を起こした個体を選抜する以外の方法

がなく、多大の時間と費用が必要となっている。ゲノム編集などの新規植物育種技術を

使用することができればより簡便に対象遺伝子の機能を停止させることができるため、

現在曖昧になっているその法的な位置づけが明確化されることが望まれる。 

・ 機能性作物および機能性成分のヒトに対する臨床試験にかかる費用は、それら作物の販

売から得られる利益を考慮した場合著しく過大であり、多くの生産者にとって試験の実

施は困難である。もう一つの科学的根拠であるシステマティックレビューについても、

経験のない生産者には実施が困難であると考えられ、機能性表示制度の利用のボトルネ

ックとなっている。メチル化カテキン・β-クリプトキサンチン・ルテインなどの成分

ではで公的研究機関によるシステマティックレビューが作成されているが、さらに他の
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成分についても公的機関による支援が求められる。 

（６）キーワード 

栄養・健康機能性、高機能・高付加価値作物データベース、健康寿命延伸プログラム、ヒ

ト試験、機能性表示食品制度、地理的表示（GI）、ファイトケミカル、機能性成分、機能性

作物、ポリフェノール、グルコシノレート、カロテノイド、野菜、農産物、農産物加工品、

交雑育種、新規植物育種技術、ゲノム編集、健康維持増進 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ ↗ 

・高機能作物の機能性成分データベース開発が国研で実施され、都道府県
では研独自の高機能作物の洗い出し作業が盛んに行われている。 

・高機能作物の品種育成は種苗メーカー中心に積極的に進められている。 
・日本においては、野菜の消費量が減少し、一方で生活習慣病が増加する
状況において、ファイトケミカルによる健康維持増進効果の研究が積極
的に進められている。各種機能性からのアプローチ、各作物からのアプ
ローチの双方の報告が蓄積されている10) 。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・高機能作物の機能性解明（臨床試験も含む）に関する農林水産省委託プ
ロジェクトで研究が進行中である。 

・2015年4月施行機能性表示制度により、機能性生鮮食品への関心が、自
治体、企業、JA等で高まり、県独自の高機能作物開発支援事業が多く
の県で立ち上がり、農林水産省食料産業局の支援事業も多く進行中であ
る。 

・既存のシステマティックレビューを用いて、機能性表示の届出を行うた
め、機能性成分の安定化を図るための技術開発研究が、大学、国研、公
設試で積極的に行われている。 

・前述のように、育種により機能性成分を高めた野菜としてファイトリッ
チシリーズが上市されている。他に、製法によりスルフォラファン含量
を高めたブロッコリースプラウト、高リコピントマトなどが販売されて
いる。 

米国 

基礎研究 ◎ → 

・米国では1980年頃よりファイトケミカルの有効性が評価され始め、1990
年には「デザイナーフーズ」計画においてがん予防に有効性のあるとさ
れる野菜類が40種類ほど公開された 11) 。1993年には計画は予算の関係
で頓挫するが、その後も各種プロジェクトにより引き続き研究が進めら
れている。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・機能性食品（体の調子を整える栄養成分を強化した食品）では、ヨーグ
ルト、食物繊維含有シリアル（消化管の健康、心臓病予防）、栄養成分
添加ジュースなどが開発上位にある。 

・機能性作物に対する関心は高く、Seminis社よりスルフォラファン含量
を高めたブロッコリー品種”Beneforte”が発売されている12) 。 

また、”Five a day”などの運動を通じて、野菜・果物などの摂取量を増
やし、健康維持増進につなげようとする動きも活発に進められている。 

欧州 

基礎研究 ◎ → 

・ポリフェノール（ファイトケミカル）に関する研究が盛んで、ブドウ、
ベリー類、にんにくなどが研究対象。 

・疫学研究が多数実施されており、特に地中海食（オリーブ油、ナッツ、
トマト等野菜、全粒粉パン、魚介類）と疾患との関連性を解明。 

・農作物の機能性に対しては、ヨーロッパでは特にオランダにおいて食生
活と健康の関連についての研究が活発に行われている。 
また、ワインのポリフェノール、地中海食など健康維持増進に効果があ
るとされる食品・食習慣が各国にあり、それぞれについての研究が進め
られている。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・健康の新たなマーカー探索、健康に寄与する栄養・健康機能性成分探索、
機能性食品開発がEU全体（大学、企業、国の機関の連携）でプロジェ
クトとして実施されている。 
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・育種および栽培法によるファイトケミカルの強化については、上市され
た商品はなく、顕著な成果は得られていない。むしろ、食生活の中での
野菜・果物の消費を高めることにより摂取するファイトケミカルの量を
増やそうとする取り組みが主となっている。 

中国 

基礎研究 ○ → 

・漢方薬的動植物やその抽出物の機能性研究、生理作用の解明に基づく機
能物質の探索を実施（トウモロコシペプチド等タンパク質、ペプチド、
食物繊維、藻類等） 

・国内に多種多様な民族と生活様式を有する中国では、食生活の違いに
よるその後の疾病の発生状況などを調査し、関係を解明するコホート
研究が多く行われている。その中で、ファイトケミカルの摂取量も1要
因として解析の対象となっている。 

・漢方薬となる植物についてその有効成分を明らかにし、作用機作を解明
する研究は活発に実施されている。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

・保健食品、普通健康食品とも急速に開発が進み（CFDAによると2014

年は2010年の3倍の消費額で3000億元）、免疫力強化、疲労回復、栄養
補助の順で上市が多い。国民の所得が増加するにしたがっていわゆる健
康食品の需要は大きく伸びており、その一部ではファイトケミカルが使
用されている 13)。 

・野菜類などの機能性成分を人為的に高めようとする研究は活発でない。
古くから「薬食同源」の考え方を持つ中国では、必要に応じて食品に薬
草類のファイトケミカルなどを加えることで健康維持増進を図ろうと
する考えが強いものと推測される。 

韓国 

基礎研究 ○ → 

・朝鮮人参の研究を中心に機能性成分研究が実施されている。 

・農作物および機能性成分の摂取に関するコホート研究などは実施され
ている14) などが、他の国に比してその頻度は高いとはいえず、顕著な
活動・成果は見られない。 

応用研究・ 

開発 
△ → 

・キムチ等韓国伝統食の健康への寄与について乳酸菌、野菜、香辛料につ
いて研究応用がなされている。 

・FOODPOLISを中心に機能性食品開発が実施されている。 

・農産物におけるファイトケミカル強化の活動・成果はほとんど見えてい
ない。伝統的に十分な量の野菜類を摂取していること、健康維持増進に
関してはチョウセンニンジンの効用に対する信頼が篤く、他の野菜がそ
れほど重視されていないことが要因として推測される。 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・ 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド 

基礎研究 ○ ↗ 

・FSANZ 食品安全基準 1.2.7に則って機能性を表示している。 

・ニュージーランドでは、機能性に関する科学プラットフォームに重点分
野（健康的な離乳食、健康な胃腸、健全な免疫系、メタボ対策）を設け
て集中的に研究を進めている。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・食欲コントロール食品、消化機能改善食品、腸バリア機能を高める乳製
品、山羊ミルク、抗メタボ効果をもつキーウイ、気管支炎症を制御する
機能性果物、グリーンムール貝と微細藻類を使った抗炎症食品などの研
究を推進している。 

・ニュージーランドでは、食品の保健機能に関して権威あるバーチャルセ
ンターを設立して、国内外の研究期間・業界と連携して研究を進めてい
る。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）引用資料 

1) 「機能性をもつ農林水産物 食品開発プロジェクト－「医食同源」の考え方で健康で豊かな生活
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を目指す－ 

http://www.naro.affrc.go.jp/project/f_foodpro/index.html 

2) タキイ種苗株式会社 ファイトリッチ紹介ページ http://www.takii.co.jp/tsk/phytorich/ 

3) 農研機構『品種 2012』『品種 2014』 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/kind-pamph/025205.html,  

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/files/hinshu2014.pdf 

4) 総務省「地方創生に資する「地域情報化大賞 2015」表彰事例の発表」  

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/01sotsu07_01000767.html  
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３.４.６ 食品原料（機能性成分） 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

食品原料に含まれる成分のうち、人の健康の維持・増進、体調の維持・管理、QOL の向上

などに役立つ可能性のある物質、機能性成分に関する研究領域。食品の機能性は、一次機能

（栄養機能）、二次機能（嗜好・食感機能）、三次機能（生体調節機能）に分けられが（3.4.5

参照）、本稿では特に、三次機能について取り扱う。機能性成分の生産・抽出・評価、さらに

それらを利用した食品の研究・開発・評価といった内容を含む。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

食品原料に含まれる機能性成分については、1980 年代に一次機能から三次機能に分ける概

念が提唱され、その後、大型プロジェクトによる体系的な研究が行われた。1991 年に世界初

となる、機能を表示できる特定保健用食品制度が開始した。2001 年にはビタミンとミネラル

類の表示について栄養機能食品制度が導入され、その後 2015 年に機能性表示食品制度が開

始するに至った。本稿では、高齢化社会を背景に近年特に注目されているものとして、抗酸

化成分、アミノ酸を中心に取り上げ、注目動向を紹介する。 

【抗酸化成分】 

植物は、多種多様な「植物化学成分（フィトケミカルズ; Phytochemicals）」を持っている。

ファイトケミカルズは、高温や強力な紫外線による酸化傷害から植物自身を保護する機能を

持つと考えられている。本来、植物が自己防御物質として生成した抗酸化物質を、ヒトが積

極的に摂取することによる疾病予防の効果が大きく注目を集めてきている 1)。 

わが国では、古くから抗酸化性に関する研究が活発に行われ、今までに多種多様な抗酸化

能測定法を用いた食品の機能評価法が数多く開発されている。評価法に関する研究報告は米

国よりもはるかに多い。しかし、異なる抗酸化機構をもつ抗酸化成分の活性は、互いに他と

単純比較できない。また、抗酸化成分の摂取量と健康影響に関した生体内抗酸化作用に関す

る学術研究も不足していた。 

日常の食生活で摂取する抗酸化食素材として、表―１に示したように、エース（ACE）と

呼ばれるビタミン A，C，E などの「抗酸化ビタミン」やポリフェノール、さらには、カロ

テノイド、コエンザイムＱやαリポ酸、エルゴチオネインなどの抗酸化機能が注目されてき

ている 2)3)。その抗酸化機能性の評価のために、統一又は公定法化（分析値の妥当性確認）さ

れた方法がなかった。 

以下に、抗酸化成分の評価方法とその標準化に関する研究と評価法の確立に向けた動向に

ついて述べる。米国では、食品や生薬中の抗酸化力を分析する方法として ORAC 値の認知度

が高い。既に ORAC 値を表記したサプリメントや飲料の上市が進んでおり、消費者に対し食

品がどれだけ活性酸素を吸収する能力（抗酸化力）があるかが具体的数値で示されている。

しかしながら、ORAC 法だけで抗酸化機能を全てカバーすることは難しいことが示唆されて

きた。我が国では産官学が連携して、2007 年 4 月に食品分析開発センターSUNATEC が事

務局となって、AOU 研究会が設立され（http://www.antioxidant-unit.com/index.htm）、現在、

100 社（2016 年 11 月 16 日現在）の企業も含めた産官学の連携により運営され、多くのデ

ータの収集と解析が進められている。特に、ポリフェノール類やビタミンＣなどの抗酸化表

http://www.antioxidant-unit.com/index.htm
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示のためには、ORAC 法を中心とした AOU-P、また、アスタキサンチンやリコピンなどを

含めたカロテノイド類に対しては、一重項酸素捕捉能（SOAC; Singlet Oxygen Absorption 

Capacity）を基盤にした AOU-C 法を用いることで、ほとんどの食品の抗酸化単位として対

応できることが明確となっている。 

酸化ストレスは、喫煙や飲酒、過度の運動や紫外線、さらにさまざまな精神的なストレス

でも生じ、その蓄積が生活習慣病の原因である、と考えられている。現在わが国で精力的に

進められているのが、老年病と呼ばれる疾患の予防に重要なバイオマーカーを、酸化ストレ

スバイオマーカーと共にチップ上にインプリンティングする試みである。疾患予防バイオマ

ーカーや酸化ストレスバイオマーカーに特異的なモノクローナル抗体を、スライドガラス上

にスピンコートされたアゾポリマーに光照射によりインプリンティングすることで「抗体チ

ップ」を作製する。ごく微量のサンプル（一滴の血液・唾液・尿など）から、化学発光で測

定しようというものである。これらの技術は 2009 年 3 月には、大学発ベンチャー企業「(株)

ヘルスケアシステムズ」社で事業化された。「抗体チップ」を予防医学の分野に応用すること

で、未病診断を行い、各個人に適した科学的根拠に基づく統合医療による治療への未病診断

のツールになるものと期待している 4)。 

平成２７年４月より、アベノミクスの一環として、「機能性表示食品」の制度がスタートし

た（3.4.5 にも記載あり）。今まで、我が国で食品の機能性を表示できるのは「特定保健用食

品」と「栄養機能食品」に限られており、これら以外の食品に機能性表示を行うことは、医

薬品医療機器法、食品衛生法、健康増進法により禁止されてきた。しかし、栄養機能食品に

ついては対象成分が限定されていること、特定保健用食品については、その安全性や有効性

について、食品ごとに臨床試験が必要であり、時間も費用もかかるため、中小企業にはハー

ドルの高いものであることが指摘されてきた。このような背景で、平成 25 年 6 月に規制改

革実施計画が閣議決定され、企業等の責任で、科学的根拠をもとに食品に機能性表示を行う

ことができる新たな制度としてスタートしたものである 5)。この新制度は、米国のダイエタ

リーサプリメントの表示制度を参考に検討され、事業者の自己責任で構造や機能の表示を行

うことができるが、疾病リスク低減表示や、疾病名を含む表示等は原則として禁止されてい

る。また、国の評価を受けたものではない旨、疾病の治療を目的としたものではない旨の表

示が必須とされている。その結果、最終製品を用いた臨床試験の実施か、最終製品もしくは

機能性成分に関する研究論文のシステマティックレビューの実施により、機能性の根拠を評

価することとされた。 

2017 年 2 月 10 日現在、705 品目の申請が認められている。特に注目すべき点は、機能表

示に抗酸化性がとりいれられたことである。消費者庁食品表示企画課の担当官は制度施行前

の１５年３月、「抗酸化」の機能性表示の実現可能性について科学的見地からすると難しいと

の見解を示していた（免疫機能表示に対しても同様）。しかし、その後、「抗酸化力を向上さ

せ、日常的に疲れを感じる方の寝つき、眠りの深さ、寝覚めという体調の改善に役立ちます。」

と、抗酸化力をメカニズムとして表現した機能性表示食品の最初の例として 2016 年 3 月に

サプリメントが登録を受理された。今後、メカニズムではなく、科学的根拠に基づいた機能

として抗酸化を表示できる機能性表示食品の開発が望まれる。科学的な根拠に基づいた抗酸

化食品の開発が必要となっている。 

評価系のヒト臨床への応用の動向について述べる。わが国では、チョコレートやココアに
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含まれる機能性成分であるカカオポリフェノールの持つ動脈硬化予防作用を中心に、糖尿病

や白内障などの予防、さらには、がん予防作用などについても、細胞レベルおよび実験動物

レベルでの機能研究が行われてきた 6)7)。しかし大規模なヒト臨床研究は、欧米が中心となっ

て行われ、わが国ではほとんど行われてこなかった。欧米での大規模なヒト臨床研究では、

1 日に 100 グラム、500 キロカロリー以上のチョコレートを摂取するもので、これらの研究

では血圧低下や動脈硬化予防効果の結果は得られたものの、摂取カロリーも高く、体重が増

加する結果も生じた。近年になって、わが国独自の取り組みとして、アジア系の人種に限っ

たチョコレート大規模調査を行った。カロリーの取り過ぎを避けるため、カカオポリフェノ

ール高含有チョコレートを摂取する方法をとった。その結果、体重や BMI の増加はない状

態で、高血圧状態の改善、HDL コレステロール値の上昇、精神的、肉体的活動にも安定と

いう結果が得られた 11)。さらに、チョコレートの摂取前後で、BDNF（Brain-derived 

neurotrophic factor：脳由来神経栄養因子）が有意に上昇することがわかった。BDNF は、

神経細胞の発生・成長・維持・再生を促進させる神経栄養因子（分泌性タンパク質）の一種

で、海馬などの中枢神経系に多く存在している。血液中にも存在し、血液脳関門を通過する

と考えられている。BDNF は、ニューロンの産生や神経突起の伸長促進、神経伝達物質の合

成促進などに関与し、各種研究でうつ病やアルツハイマー型認知症や、記憶、学習といった

認知機能と関連性が報告されている。運動や脳活トレーニングなどで BDNF が上昇し、認知

症の予防とも関係すると考えられている 8)。サプリメントの機能評価だけではなく、今後、

日常食品や機能性農産物のような「機能性表示食品」の開発において、ポリフェノール 9)を

はじめとする抗酸化成分の果たす役割は重要になってゆくものと期待されている。 

【アミノ酸】 

アミノ酸とは炭素、酸素、水素、窒素の 4 原子と一部硫黄で構成され、広義にはその分子

内にアミノ基とカルボキシ基の両方を持つ有機化合物の総称である。自然界には遊離体の形

でもアミノ酸は存在するが、大部分のアミノ酸は、様々なタンパク質を構成して生物の体内

に存在する。地球上には約 700 種類ほどのアミノ酸が見出されているが、タンパク質を構成

するアミノ酸はわずか 20 種類であり、狭義にはこの 20 種類をアミノ酸と呼ぶ 8)。 

タンパク質は筋肉、内臓、血液、骨格、皮膚等の組織を形作り、また酵素、ホルモン、免

疫抗体として、生体の生理機能を維持、調節している。さらに生体内の遊離体のアミノ酸は

それ自身が神経伝達物質として働くなどのほか、生体の各種生理・代謝機能を調整している。

つまりアミノ酸は、生命活動を司る生命の基本物質のひとつである 8)。 

人は通常このアミノ酸を、摂取した食事中のタンパク質から得ている。摂取したタンパク

質は消化により、一旦アミノ酸に分解され吸収される。体内に吸収されたアミノ酸は、上述

の生理・代謝の調節因子として働くほか、生体内のタンパク質の合成原料となる。アミノ酸

を直接摂取する場合は、タンパク質を摂取する場合と異なり特定のアミノ酸だけを摂取する

ことが可能となることと、タンパク質の消化の必要がなく容易に吸収されるため、生理・代

謝の調節機能が期待され、食品の機能成分としても使用されている。 

ヒトの機能性に関するアミノ酸の研究は、医薬品への応用を目的として始まった。初めて

のアミノ酸の医薬品への応用は、アミノ酸輸液の開発であり、これはアミノ酸の工業生産が

進んでいた日本で世界に先駆け 1956 年に製品化された。その後国内では、アミノ酸を主成

分とする医薬用栄養剤などが上市されている。食品としては、1975 年にアミノ酸飲料が発売。
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1995 年にはスポーツ用サプリメントとしてアミノ酸を主成分とする製品が販売開始となっ

た。スズメバチアミノ酸混合物の基礎研究をもとにした商品を実際に施用した日本人選手が

2000 年の五輪マラソンで金メダルを獲得、2001 年で世界新記録を出すなどの話題もあり、

2001 年には大手飲料会社複数社よりアミノ酸飲料が発売され大ブームとなった。これを契機

にアミノ酸の生理機能に関する研究が加速され、アミノ酸を機能性成分として配合した健康

食品等が開発・発売されている。2007 年には、生命科学分野におけるアミノ酸の学術的研究

を推進、奨励、啓発し、もって人類の健康・福祉の向上に資することを目的とし、日本アミ

ノ酸学会が発足し、以後アミノ酸に関する研究活動を推進している 10)。アミノ酸のみにフォ

ーカスした学術団体は、世界でも稀である。 

海外、特に米国においては、単品のアミノ酸がサプリメントとして発売されている。アミ

ノ酸に期待する機能性については、主として、医学分野、スポーツ生理学分野における研究

成果に基づき説明されている。 

（３）注目動向 

【国内動向】 

・ 健康食品は、医薬品医療機器等法（旧薬事法）により、厳密に医薬品と区別されており、

その機能性を表示し宣伝することは、特定保健用食品と栄養機能食品以外には禁止され

ていたが、平成 27 年より「機能性表示食品」制度が始まり、消費者庁長官に届出を行

うことにより一定の科学的根拠に基づき、事業者の責任において、健康の維持及び増進

に資する特定の保健の目的が期待できる旨の表示が可能となった。 

・ また、機能性表示食品制度に呼応する形で、2016 年 3 月に特許・実用新案審査基準の

改訂により、食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合には、用途限定が請求項

に係る発明を特定するための意味を有するものとして、食品の機能が用途発明として認

められた。これにより従来は認められていなかった食品の新規機能性に関する特許の取

得が可能となった。 

・ これらにより、アミノ酸に限らず機能性成分、および機能性成分を配合した食品の機能

性に関する研究開発が活発化している。 

 

【海外動向】 

・ 米国では、野菜や果物をはじめとする各種抗酸化食品やサプリメントの持つ抗酸化性の

標準化をしようという動きが活発となっており、とくに米国が積極的に取り組んでいる。

米国農務省（USDA）と米国大学連携機関 Antioxidant Research Center が 20 年ほど

前に抗酸化指標として提唱した ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity）は、米

国では抗酸化値の商品表示として施用されている。USDA が代表的な 326 品目の野菜・

果物の抗酸化値リストを公開したので、健康食品市場に出回った多くの抗酸化食品が

ORAC 値を表示し、抗酸化能を競うようになった。この ORAC 法は、標識物質の蛍光

物質（Fluorescein）がラジカル発生剤（AAPH）と反応することにより生成したペル

オキシラジカルの分解を、抗酸化成分が抑制する過程を経時的に測定する、という方法

である 2)。しかしその後 2013 年 5 月に農務省（USDA）が、ホームページ上に掲載さ

れていた市販の食品を中心とした ORAC 法による抗酸化力のデータベースを突然削除
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した。ORAC 法だけでは正当な抗酸化力の測定法として不十分である可能性があるので、

今後、抗酸化単位（Antioxidant Unit）の統一に、世界的にも拍車がかかるものと期待

されている。 

 

（４）科学技術的課題 

・ 今後、日常食品や機能性農産物のような「機能性表示食品」の開発において、ポリフェノ

ールをはじめとする抗酸化成分の果たす役割は重要になってゆくものと期待されている。 

・ アミノ酸はマクロ栄養素であるタンパク質の構成成分であり、他の一般的な食品機能性成

分と比較して大量にタンパク質の形で摂取している（日本人男性の平均で 1 日あたり約

70g、女性で約 60g）11)。またアミノ酸は体内にも遊離およびタンパク質の形で多量に存

在する。これらの事により、他の機能性成分・医薬品・化学物質と異なり、機能性の実証

や体内動態の解析が困難であることが多い。 

・ アミノ酸は、毎日摂取している（むしろ栄養素として摂取しなければならない）という意

味では一般的に安全な物質であるが、一方で摂取許容量（上限摂取量）を定めることが困
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難である。げっ歯類で求められた各アミノ酸の毒性学的な無影響量から、通常の化学物質

での方法に則り人への外挿のための係数を乗じて摂取許容量を求めると、人の通常摂取量

の範囲となってしまうアミノ酸も多く、人での研究で確認された許容量とは大きく乖離す

る。一方、人ですべてのアミノ酸で許与量を求めることは、健康障害がおこる摂取量を求

める必要があり、倫理的に実施が困難である 12)。人での機能性の実証や、許容量を求める

ための手法開発が必要となっている。 

・ アミノ酸、特にタンパク質を構成する L-アミノ酸は独特の苦みを呈し、食品としての官能

特性に劣るものが多い。そこで、それらの味覚品質を改善あるいはマスクするための手法

開発が必要である。 

・ 溶解性が低いアミノ酸、水溶液中での安定性が低いアミノ酸もあり、食品への応用形態に

ついて制限がある。これら食品への応用品質を改善・克服するための技術開発が必要であ

る。 

（５）政策的課題 

・ 機能性表示制度において、機能性の根拠として病者を対象としたデータが使用できない制

限がある。健康の維持・増進という保健の目的とされているが、全くの健常人を対象とし

て健康の維持・増進効果を立証するのは一般に非常に困難である。また一般消費者の期待

は疾病リスクの低減や現存する疾病状態の改善にあるにもかかわらず、これらが目的外と

して除外されている。 

・ 本制度は届出制であるが、届け出が受理されるまで、書類の不備の無いことが確認される

必要があり、受理されるまでの期間が長くかかっており、事業者にとっては営業上の問題

が生じている。一方届出制であるために、機能性・安全性の根拠について、科学的なレベ

ルが様々であることが指摘されている。 

・ 機能性の証明には、人を対象とした研究（臨床研究）が不可欠であるが、昨今の医薬品開

発における医学倫理逸脱等の問題により、医学研究の実施の規則が厳格化され、その実施

において多大な労力・準備・期間・費用を要する。食品の機能性に関する人を対象とした

研究もこの医学研究に含まれるために、従来よりも人を対象とした研究の実施が困難にな

ってきており、新しい機能の研究開発実施の阻害要因となっている。 

（６）キーワード 

抗酸化成分、抗酸化力、ポリフェノール、アミノ酸、タンパク質、生理機能、アミノ酸輸

液、アミノ酸飲料、サプリメント、健康食品、スポーツ生理学、医薬品医療機器等法、機能

性表示食品、食品の用途発明、栄養素、許容量、上限摂取量、味覚品質、溶解性、人を対象

とした研究、臨床研究 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ → 

・食品原料の機能性成分研究については 1980 年代からの蓄積があり、基礎
研究のレベルはある程度維持されている。2015 年以降の食品科学分野で
のアミノ酸の論文数は、世界 3 位。  

応用研究・ 

開発 
○ → 

・食品/飲料会社を中心に、特定保健用食品制度や 2015 年に始まった機能
性表示制度を利用するための商品開発研究などが盛んに行われている。
2014年より約30機関が参画する内閣府 戦略的イノベーション創造プロ
グラム（SIP）「次世代農林水産業創造技術」の中で「次世代機能性農林
水産物・食品の開発」が継続中。 

米国 

基礎研究 ◎ → 
・抗酸化成分をはじめ、植物が機能性成分を産生する代謝経路の研究など
の基礎研究のレベルは高い。 

応用研究・ 

開発 
◎ → ・巨大なサプリメント市場を背景に、圧倒的な研究開発力を誇る。 

欧州 

基礎研究 ○ ↗ ・抗酸化成分の論文数は、スペインやイタリアが世界上位 5 位以内に入る。 

応用研究・ 

開発 
◎ → 

・地中海食の健康増進効果などについての研究が活発に行われている。一
方でヘルスクレームのためには欧州食品安全機関（EFSA）の評価が必要
で、ノベルフード制度により新規原料の利用には一定のハードルがある。 

中国 

基礎研究 ◎ ↗ 
・抗酸化成分、アミノ酸とも、論文数が急激に伸びている。2015 年以降の
食品科学分野で米国を抜いて 1 位。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・健康食品の消費額は年平均成長率で 30％と、健康に対する意識の高まり
が需要を喚起している。13) 

・現在中国で販売されている（広義の）保健食品は、保健食品と、普通健
康食品の 2 種類ある。認可・登録・管理業務は、国家食品薬品監督管理
局（CFDA）が行っている。2015 年 7 月末時点で、保健食品に批准され
たは約 1 万 6000 件 13)。 

韓国 

基礎研究 ○ ↗ ・2015 年以降の食品科学分野で論文数が 7 位。 

応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

・サプリメントに関する法制度化が進んでおり、健康機能食品制度（法律）
がすでにある。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）引用資料 

1) 大澤俊彦(2011)「抗酸化食品」をめぐる現状と動向、おいしさの科学、vol.2, 120-123, エヌ・

ティー・エス 

2) 大澤俊彦、超簡単フードファクター（第 2 回 抗酸化フードファクターの魅力）、アンチエイジ

ング医学―日本抗加齢医学会雑誌、9(2)、87-93 、2013 

3) 大澤俊彦、活性酸素と抗酸化物質、臨床医学、44(3)、183-190、2015 

4) 大澤俊彦 (2009) 抗体チップによる未病診断・食品機能性評価の新しい展開、テーラーメイド個

人対応栄養学（日本栄養・食糧学会監修）、p.71-82、建帛社 

5) 消費者庁ホームページ （http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1443.pdf） 

6) 大澤俊彦、木村修一、古谷野哲夫、佐藤清隆共著：チョコレートの科学、朝倉書店、東京、2015 

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1443.pdf
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7) 大澤俊彦：カカオポリフェノールと健康長寿―細胞レベルからヒト臨床試験まで、第１５回日

本抗加齢学会総会シンポジウム（栄養と健康長寿～抗酸化食品・機能性成分に着目して～）、福

岡、2015.6.30 

8) 船山信次：アミノ酸 タンパク質と生命活動の科学，東京電機大学出版局，2009 

9) 田口茂明，アミノ酸研究，2:5-10,2008 

10) 日本アミノ酸学会 http://www.asas.or.jp/jsaas/ 

11) 国民健康・栄養調査，厚生労働省， 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkou_eiyou_chousa.html 

12) 鳥居邦夫、門脇基二監修：アミノ酸科学の最前線‐基礎研究を活かした応用戦略‐，シーエム

シー出版，2014 

13) 健康食品調査（中国） 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/84dd8e088ba38d31/rphealth_pcs20160

3.pdf 

 

 

 

  

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/84dd8e088ba38d31/rphealth_pcs201603.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/84dd8e088ba38d31/rphealth_pcs201603.pdf
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３.４.７ リン・レアメタル回収 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

有限かつ現時点で代替不可能な資源である、リンおよびレアメタルの回収・利用を、生物

学的手法を駆使して行う技術開発群。リンについては、枯渇すれば食料問題だけでなく広範

な製造業にも深刻な影響が懸念され、また環境へ放出されれば負荷も大きい。レアメタルに

ついても同様で、ハイテク産業に必須であるので枯渇による産業の不安定化が懸念され、環

境への漏出は汚染を引き起こす。日本が科学技術立国として、また自然と共生した安心安全

な持続社会構築をリードしていくためには、これらの資源について、環境適合技術によるグ

ローバルで適正なマネジメント技術開発が必要である。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

本稿では、リン、およびレアメタルの回収・利用技術について、資源の乏しいわが国の視

点、および地球的課題としての視点から述べる。 

【リン回収・利用】 

人類生存の 3 要件は、安定した気候、栄養分の循環、多様な生命と言われる 1)。安定し

た気候(例えば地球温暖化防止)と生物多様性の問題についてはすでに国際的な取組みが行

われているが、次に取組むべき地球的課題としては、栄養分の循環、とくにリンの管理に

ついてだろう。リンはすべての生物にとって欠くことのできない「生命の栄養素

(bionutrient)」である。「緑の革命」によって、世界人口は約 42 億人増加したが、リン肥

料がなければ決して実現し得なかったと言われている 2)。現代農業は、食料生産に必要な

ほぼすべてのリンを天然のリン鉱石に頼っていることから、もしリン鉱石が枯渇すれば、

地球全体の食の安全保障にとって深刻な脅威となる 2)。食の安全保障は人類の生存に最も

重要な課題のひとつであるが、「生命の栄養素」の確保なしにはありえない。 

世界のリン鉱石は、モロッコ、中国、米国および南アフリカの 4 ヶ国に集中している 3)。

しかし、米国はフロリダ等のリン鉱床の枯渇が進み、1997 年にいち早くリン鉱石の海外輸

出を停止している。もし米国に続いて他の産出国もリン資源の囲い込みに動けば、世界の

リン需給はたちまち逼迫する。2008 年、中国が四川省大地震の直後にリン製品の輸出制限

を行った結果、リン鉱石の価格が一時的に 8 倍以上に高騰した（リンショック）。2009 年、

Cordell らは 2030 年前後がリン鉱石採掘のピークになると予測して世界的な注目を集め

た 4)。その後 2011 年に米国で世界のリン鉱石埋蔵量の見直しが行われ、現在のリン鉱石

資源の耐用年数は約310年となっている 5)。その結果、世界のリン鉱石埋蔵量の約 75％は、

モロッコ王国一国に集中していることが判明した 5)。しかしこれら机上の計算上の数値に

は、リン鉱石資源の偏在による地政学的問題や品質の問題が全く考慮されていないので注

意が必要である。とくに、世界最大規模の埋蔵量を誇るモロッコのリン鉱石には、有害カ

ドミウムや天然放射性物質が多く含まれており、食の安全上重大な懸念となりつつある。 

リンは代替不可能で、新しく作り出すことが出来ない。リンの危機を回避して食の安全

保障に貢献するためには、従来の３R（リデュース、リユーズ、リサイクル）にとどまら

ず、資源効率性(resource efficiency)を高め天然地下資源への過度な依存を避けることが求
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められている 6) 。一方、リンは湖沼や内湾の富栄養化を引き起こし、赤潮やアオコなど水

利用や栽培漁業等に甚大な被害を与える原因物質の一つでもある。欧州やわが国は、閉鎖

性水域の富栄養化防止のために、厳しいリンの排水規制を課しており、工場・事業所等排

水からの脱リン技術の開発が進んでいる。また、わが国はリン鉱石を産出せず、リンの全

量を海外からの輸入に頼っていることもあり、リン回収・リサイクル技術の開発が進んで

いる。例えば、国土交通省が主に下水汚泥関係からのリン回収技術開発、農林水産省が食

品廃棄物からのリン回収技術、NEDO が製鋼スラグなどの未利用リン資源を対象にリン回

収技術の開発に予算を投じている 7) 。プロセスを最適化し良質で低価格のリサイクル品も

作り出されているが、欧州のようにまだ国を上げて取組むには至っていないこともあり、

従来のリン肥料の流通経路を劇的に変えるに至っていない。 

国際的にも、リン資源の確保と管理は、持続可能な人類社会の実現に関わる大問題であ

り、すでに問題解決のための技術開発や取組みも始まっている。例えば、EU7 カ国による

リン資源リサイクルのための P-REX プロジェクトが 2012 年 9 月から実施されている 8)。

特に欧州において持続的なリン利用が政策課題になっている背景には、EU の基本的な経

済成長戦略に、直線的な経済から循環型の経済への移行が組み込まれていることがある。

リンを産出しない欧州にとって、リン資源問題に取り組むことは、持続的な農業の実現は

もとより、経済のリン資源制約の解除と環境汚染の防止にも効果が期待できる。欧州が輸

入するモロッコのリン鉱石には、カドミウムなどの有害金属が含まれており、それを輸入

してリン肥料を製造するよりも欧州内の回収リンを活用した方が農地への負荷を低減でき

るメリットもある。2016 年、EU では回収リンを含むイノベーション肥料には循環型経済

(CE)マークの使用を認め、EU 加盟各国はイノベーション肥料の国内販売と国境を越えた

取引を支援することが義務付けられている 9)。日本でもリン資源リサイクル推進協議会が

設立され、リン回収技術の社会実装のための情報交換や議論が行われている 10)。 

【レアメタル回収・利用】 

レアメタルは自動車、液晶テレビ、携帯電話など様々なハイテク進化の時代への変化に

必要不可欠な素材であり、レアメタルの安定供給は世界の科学技術の発展にとってもはや

死活問題ともなってきている。しかし一方現代社会では、重金属による環境汚染が深刻さ

を増しており、環境や水資源の浄化が世界で声高に叫ばれている。日本では、足尾銅山鉱

毒事件に始まり、水俣や神通川での重金属汚染事件を契機に、要求されている環境排水基

準は厳しいものとなっており、環境浄化や水資源の確保の重要性が浸透してきている。 

レアメタルは科学技術立国日本を支える重要な資源である。近年レアメタルの需要は、

BRICs などの経済発展、特殊機能をもつ電子機器の開発、さらに、先進市場の要求により

増大している。そのためレアメタルの国際価格は数倍から十倍程度まで跳ね上がっている。

日本の備蓄金属も底をつくリスクがあるなどハイテク産業への影響は計り知れない。レア

メタルは日本だけでなく、世界の現代社会や未来社会のアキレス腱とも言われている。こ

のような状況の中、レアメタル類を自然界から効率よく集める技術や、廃棄された製品や

排水中などから効率よく回収してリサイクルできるような技術の確立が急務となっている。

物理化学的な手法と比べてより安価で有効であることから、生物機能を有効に利用して浄

化を行う「バイオレメディエーション」が大きな可能性を秘めた技術として注目を集めて

いる。 
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レアメタルとは、リチウム（Li）、ベリリウム（Be）、ホウ素(B)、チタン(Ti)、バナジウ

ム(V)、クロム(Cr)、マンガン(Mn)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、ガリウム(Ga)、ゲルマ

ニウム(Ge)、セレン(Se)、ルビジウム(Rb)、ストロンチウム(Sr)、ジルコニウム(Zr)、ニオ

ブ(Nb)、モリブデン(Mo)、パラジウム(Pd)、インジウム(In)、アンチモン(Sb)、テルル(Te)、

セシウム(Cs)、バリウム(Ba)、ハフニウム(Hf)、タンタル(Ta)、タングステン(W)、レニウ

ム(Re)、白金(Pt)、タリウム(Tl)、ビスマス(Bi)と希土類（いわゆるレアアースで、すべて

で１種として数える）の３１種の総称である。 

一方、レアアースとは、希土類元素１７種で、スカンジウム(Sc)、イットリウム(Y)、ラ

ンタン(La)、セリウム(Ce)、プラセオジム(Pr)、ネオジム(Nd)、プロメチウム(Pm)、サマ

リウム(Sm)、ユーロピウム(Eu)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ジスプロシウム(Dy)、

ホルミウム(Ho)、エルビウム(Er)、ツリウム(Tm)、イッテルビウム(Yb)、ルテチウム(Lu)

の総称で、レアメタルの範疇に入る。 

これらのレアメタルは、ベースメタルに添加することにより、性能強化した構造材料の

作成、また電子・磁性材料などの機能性材料の作成に必須の要素となっている。レアメタ

ルは、身近な電子機器ほぼ全てに含まれ、さらなる機能の高度化の要求がエスカレートし

ている。レアアースは、化学的性質が互いによく似ており、同じ鉱石中に相伴って産出し、

単独で分離することが難しい。一つ一つの元素の分離精製が特に難しく、精錬による濃縮

に煩雑な操作とコストがかかるのが、「レア」な所以である。永久磁石には、Nd、 Sm、 Dy、

光磁気デイスクには、Tb、 Dy、 蛍光体には、Y、Ce、Eu、 Tb、レーザーには、Y、 Ho、 

Yb、光ファイバー増幅器には、Er、 Tm、コンデンサーには、Y、 La、 Nd、水素吸蔵

合金には、La が必須の元素となっている。レアメタル、レアアースともに、鉱業において

銅、亜鉛、鉛などの副産物として産出され、経済性のため混合物のまま野積み放置されて

いることもある。 

レアメタルは日本の経済活動において重要であるにも関わらず、その供給構造は極めて

脆弱で輸入に完全依存している。またレアメタルは、アフリカ諸国、中央アジアや南米諸

国など政情不安定な国に偏在し、世界情勢に価格が大きく影響される。そこで日本では、

海外からの供給が困難になった場合に備えて、Ni、 Cr、W、 Mo、 Co、 Mn、 V の 7

種類が約 3 週間～1 ヶ月分国家備蓄されている（ちなみに、石油は、約 3 ヶ月分備蓄）。レ

アメタルの安定供給のために、電子機器などの加工品を再生資源とするリサイクル技術が

非常に重要な課題である。 

（３）注目動向 

【リン回収・利用】 

・ 2016 年 3 月、欧州肥料法改正案を発表。有機性廃棄物や二次資源からリサイクルされ

るリン肥料が基準を満たせば、イノベーション肥料として認定され、循環型経済(CE)

マークを付けて流通させる制度を確立 10) 。 

・ 2016 年までに欧州と北米に 20 基をこえるリン回収プラントが稼動している。 

・ 2015 年 12 月、スイスが世界で初めて下水汚泥および食肉加工廃棄物からのリン回収

を義務づけ。 
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・ 2015 年 12 月、EU は 6.5 億ユーロを投じて、linear economy から circular economy

への転換のための産業育成を発表。2030 年までに下水汚泥の 65％をリサイクルする

ことを目標にしている 9)。 

・ 2014 年、欧州でリン鉱石を戦略物資に指定。 

・ 欧州では、リンの排水基準を 0.1mg/L まで厳しくする動きがあり、すぐれたリン回収

技術開発につながる可能性がある。 

・ 持続的リン管理に関する国際研究プロジェクトGlobalTraPs11)の世界会議が2013年 6

月に北京で開催された。 

・ 2013 年 5 月より全米科学財団(NSF)の資金による「持続的な食料供給のためのリン共

同研究」プロジェクトが開始された 12)。 

・ リン資源リサイクル推進協議会 10)が主体となり開催した「持続的リン利用シンポジウ

ム」（第一回は平成 26 年 3 月、第二回は平成 27 年 11 月）にそれぞれ 200 名以上の参

加者があった。 

・ わが国のリン研究者が集まり、わが国初の「リンの事典」が編集され平成 27 年度に

出版される。 

【レアメタル回収・利用】 

・ 「都市鉱山」という概念は、１９８０年代に、東北大学の南條道夫教授によって提唱さ

れた。「都市鉱山」とは、都市ごみとして大量に投棄・廃棄される家電製品をリサイク

ル技術の対象および再生資源とみなすものである。国内に蓄積されリサイクルの対象

となる金属の量を算定すると、日本は世界有数の資源大国に匹敵するとも言われてい

る。都市鉱山は天然鉱山よりも金属含有量が非常に高いという大きな利点ももつ。わ

が国の都市鉱山に存在する金の総量は６８００トンと算出され、世界の天然埋蔵量の

１６％に相当する。銀の総量は６万トンで世界の天然埋蔵量の２２％に相当する。こ

れから需給不足が懸念されているインジウムは、１７００トンで天然埋蔵量の６１％、

世界の消費量の４年分を保有していることになる。電気自動車の電池材料として期待

されているリチウムも世界の消費量の７年分、排ガス除去触媒に重要なプラチナは５

年分が埋蔵されていると算出されている。このように、レアメタルについては、わが

国の都市鉱山に甚大な量が蓄積されており、世界トップの資源大国として、垂れ流し

で無駄に使い放置するのではなく、リサイクルの重要性が認識され実行に移されねば

ならない。 

（４）科学技術的課題 

【リン回収・利用】 

・ 日本国内の畜産廃棄物にリンは約 10 万トン、下水汚泥に約 5 万トン、脱リンスラグ

に約 11 万トン含まれる。合計 26 万トンの二次資源リンは、国内農業に利用されるリ

ン消費量約 27 万トンに匹敵する 13)。 

・ リンの resource efficiency + 3R の具体的な研究例としては、排水からの画期的なリン

リサイクル技術はもちろんのこと、未利用リン資源の利用技術開発、省リン型の農業

システムの開発、リンを効率よく土壌から吸収できる品種の育成なども重要な課題で
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ある。 

・ リンは産業上も重要である。世界のリンの約 15％は、工業用のリンとして使われてい

る。黄リンから製造される各種リン化合物は、自動車産業、電子部品産業や製薬・化

学産業などにおいて、工業用原料として広く利用される。わが国には黄リン製造プラ

ントが一つも存在せず、中国からの輸入はすでに期待できなくなっており、最後に頼

りとしているベトナムがリン鉱石枯渇により生産できなくなると、わが国の製造業は

深刻なダメージを被る。国内の二次資源（下水汚泥、畜産廃棄物や製鋼スラグ等）か

ら回収したリンを用い、黄リンを製造する技術開発が急務である 14)。 

・ 米国科学アカデミーは、温暖化ガス排出量削減への貢献が期待されるバイオ燃料の生

産にはリンのリサイクルが不可欠と結論している。バイオ燃料生産におけるリン回収

再利用技術の開発も重要な課題になっている。 

・ 製鉄業から廃棄される脱リンスラグは、最大の未利用リン資源であり、有効利用技術

を開発する必要がある。また、化学工業分野から廃棄される亜リン酸などの未利用リ

ン資源を有効利用する技術開発が課題である。 

・ わが国の下水処理場の 80％はコストおよび人手不足により、このままではリン回収を

実施できない。より低コストで簡便なリンを回収する技術開発することが課題である。 

・ 我が国の農地には、長年の過剰なリン肥料の施肥により、リンが蓄積した土壌がある。

土壌中のリンを簡便に診断する技術を開発し、リン肥料の過剰使用を抑える必要があ

る。 

・ 火山性の土壌において植物が吸収できない形態のリン（非可給態のリン）が蓄積して

いる。非可給態のリンを植物が利用できる様に助ける微生物の開発も課題である。ま

た、ソルガムなど増殖速度の速い植物を栽培し土壌に蓄積したリンを吸い上げた後に、

緑肥として活用することも考えられる。 

【レアメタル回収・利用】 

・ 世界トップの都市鉱山を有するわが国としては、レアメタルを自然界から効率よく集

める技術だけでなく、廃棄された製品や排水中などから効率よく分離・選択的回収す

る技術を開発することが非常に重要な課題である。従来の技術では困難であった、濃

縮回収と選択的特異的な個別回収に対して、革新的な技術、微生物を吸着剤とする「バ

イオアドソーベント」の開発への期待が大きい。 

・ 微生物が金属イオンを吸着する作用に着目した場合、(1)細胞表層における吸着、(2)

細胞内への蓄積後の細胞内タンパク質への吸着、の 2 つの過程に大別できる。（2）ま

で進んだ場合には、金属イオンの回収には細胞破砕が必要である。一方、（1）の細胞

表層における吸着だけであれば、吸着に要する時間も短く、細胞破砕の必要もない。

また、一度吸着に用いた細胞の再利用が可能である 15)。 

・ （1）の細胞表層での吸着が近年注目されている。生物の細胞表層デザインを可能にし

たバイオ・アーミング技術（細胞表層工学技術）が確立されたことにより、バイオレ

メディエーションの新技術として細胞表層をデザインした新しいバイオアドソーベン

トが開発されつつある。細胞表層吸着を使った新しい金属イオン吸着システムは、有

害重金属の吸着･回収だけでなく、レアメタルの回収にも威力を発揮する、先導的バイ

オ技術として期待されている 15) 。 
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・ 細胞表層での吸着･回収システムは、ターゲットとして有害重金属だけでなく、レアメ

タルのような産業上価値の高い金属に対しても効果的であると期待される。資源回収

に有用なレアメタル回収酵母の創製も可能となりつつある。レアメタルの 1 つである、

モリブデンをターゲットとしたバイオアドソーベントの創製が既に試みられており、

酵母の細胞表層デザインによる吸着･回収システムが利用可能であることが分かった。

今後は、多種多様なレアメタル・レアアースへの対応技術および革新的バイオ素子創

製基盤技術の展開が期待される 15)。 

・ バイオ・アーミング技術によって、様々な機能性タンパク質を細胞表層にディスプレ

イすることが可能になった。各種金属イオンに特異的な吸着機能を付与したタンパク

質分子を、細胞表層提示したアーミング細胞が作製されている。様々な金属イオンを

細胞表層上で吸着･回収することのできる、多種多様なバイオアドソーベントとしての

アーミング細胞を、分子育種することが可能になってきた 15)。多様なレアメタルやレ

アアースに対し、それぞれに選択的に対応する新しいタンパク質分子素子の創製も可

能であると考えられる。今後、分子認識システムの基礎解析と更に実用的で魅力的な

未来型環境適合資源リサイクルバイオシステムがアーミング技術を基に発展していく

ことが期待される。 

（５）政策的課題 

【リン回収・利用】 

・ わが国も、リン資源を持たない欧州と同じ様に、持続的リン利用への産業育成を始め

るべきである。それには、持続的リン利用の重大性に関する社会的認知度の向上、回

収リンを用いた肥料の利用を推奨、回収リンの品質保証やトレーサビリティーなど情

報公開する制度構築が重要である。 

・ リンの管理は人類生存に直結する地球的課題である。その重要性から考えると、この

分野の研究者が非常に少なく、国による大型の研究・教育投資（特に若手人材育成）

が求められている。 

・ 日本においては工業用リンの確保も考えなければならない。農業分野と工業分野にま

たがる超域的なリンのバリューチェーンを構築する必要がある。 

【レアメタル回収・利用】 

・ レアメタル回収・利用に対するバイオテクノロジーの研究領域は、技術的には日本が

世界的にトップである。しかし政策的には、レアメタル回収・利用関連の研究は、旧

来の金属研究領域が中心となっている。政策的に、バイオテクノロジーの寄与できう

る領域を拓くべきである。 

（６）キーワード 

リン、リン肥料、リン鉱石、リン資源リサイクル、汚泥、廃棄物、アーミング技術、細胞

表層工学、レアメタル、バイオアドソーベント、メタルバイオテクノロジー 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ ↗ 

・酸、アルカリ、熱などによる余剰汚泥からリンを取り出し、回収する技
術が開発されている 7)。 

・微生物のリン蓄積に関する基礎的研究のレベルは高い。リン鉱石と同等
レベルのリン含量を示す微生物が開発されている 7)。 

・不溶性リン酸化合物を溶解する微生物の研究も行われている。 

・菌根菌によるリンの有効利用技術開発が進んでいる 16) 。 

・低濃度のリンを濃縮する生物リアクターが開発されている 7)。 

・鉄鋼スラグからの磁気分離法によるリン回収技術が開発されている 7)。 

・回収リン酸からの黄リン製造技術開発ができれば極めて画期的な研究成
果になる可能性が高いが、国の研究支援はなされていない。 

・レアメタル個々を特異的に吸収濃縮する微生物や植物、タンパク質やペ
プチドの探索が拡大した。 

・レアメタル個々を特異的に吸着濃縮するタンパク質やペプチドを提示で
きるアーミング技術が世界に先駆けて開発され、一つの微生物で多様な
レアメタル（レアアースを含む）に対応できるバイオテクノロジー技術
が完成している。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・リン資源リサイクル推進協議会において、様々なリン除去・回収・資源
化技術の社会実装のための情報交換や議論が行われている 11)。 

・MAP 法、HAP 法と呼ばれる排水からのリン回収技術はあるが、まだコ
スト等の問題があり自治体での導入も容易でない。 

・ケイ酸カルシウムをベースにした安価なリン吸着剤が開発され、実証試
験が行われているが、まだ実機導入には至っていない 17)。 

・水処理、汚泥処理によって回収したリンの植害試験や肥効試験が行われ
ており、コスト評価も行われている。 

・下水汚泥焼却灰からのリン回収技術が開発されている 7)。また、汚泥焼
却灰そのものの肥料化試験が行われている。 

・畜産廃棄物（豚ふん、鶏糞）からのリン回収技術が開発されている 7)。
鶏糞発電が行われ、灰を肥料原料にしている。 

・世界最速のリン吸着担体が企業で開発され、実証試験が行われている 18)。 
・レアメタル個々を特異的に吸着濃縮するタンパク質やペプチドを提示で
きるアーミング技術が開発され、酵母一つで多様なレアメタル（レアア
ースを含む）に対応でき、リアクター化が進みつつあるが、政府の対応
が遅れている。 

米国 

基礎研究 ○ ↗ 

・2014 年、持続的リン利用のための社会実装を推進する The North 

American Partnership for Phosphorus Sustainability (NAPPS)が立ち
上げられている 19)。 

・2013 年、全米科学財団の資金による「持続的な食料供給のためのリン共
同研究」プロジェクトが開始される 13)。 

・2009 年、Scientific American 誌でリン資源の重要性が訴えられる 20)。 

・アリゾナ州立大学で”Sustainable P Initiative”が立ち上げられる。 

・ レアメタル個々を特異的に吸収濃縮するバクテリアの探索が拡大している。 

・ファージを用いて、 レアメタル個々に特異的に反応するペプチドの探索
が拡大している。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

・米国でもリン回収のための実機プラントがすでに 10 基稼動している。バ
イオ燃料生産にはリンリサイクルが不可欠であることが認識され、技術
開発が始まっている。 

・レアメタル個々を特異的に吸収濃縮する大腸菌の利用が拡大している。 

・ファージを用いて、 レアメタル個々に特異的に反応するペプチドの特許
化が進行している。 

欧州 基礎研究 ○ → 

・リン回収の基礎研究は主にストラバイト（MAP 法）を中心に行われてい
る。 

・下水汚泥焼却灰の高温還元処理によるリン回収技術が開発されている。 

・ドイツ、デンマークなどで大型の科学研究費が出ており、基礎研究とと
もに人材育成に重要な役割を果たしている。 

・レアメタル個々を特異的に吸収濃縮する微生物の探索が拡大している。 

・ファージを用いて、 レアメタル個々に特異的に反応するペプチドの探索
が拡大している。 
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欧州 
応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・欧州ではリン資源問題を、技術の問題というよりも、社会的・政治的課
題として捉え、社会構造を変革することにより問題解決しようとしてい
る。 

・ESPP(European Sustainable P Platform)が活発に活動して、技術動向
や様々な情報を流すとともにロビー活動している 21)。 

・2016 年、有機性廃棄物や二次資源からリサイクルされるリン肥料の推進
を狙い、欧州肥料法改正案を発表 10)。 

・ドイツ、フランスなど欧州 7 カ国によるリン資源リサイクルのための
P-REX プロジェクトが実施 8)。 

・様々な現場での MAP 法によるリン回収法が導入されている。2013 年に
はオランダのアムステルダム市において、世界最大規模のリン回収装置
を導入。汚泥脱水率の向上による汚泥処理費の削減が年間約 2 千万円と
している。 

・レアメタル個々を特異的に吸収濃縮するバクテリアの利用が拡大してい
る。 

・ファージを用いて、 レアメタル個々に特異的に反応するペプチドの特許
化が進行している。 

中国 

基礎研究 △ ↗ 

・国がリン鉱石を戦略物資ととらえ、リン研究に投資しはじめた。2016 年
8 月に世界リン会議(P Summit)が雲南省昆明市で開催。とくに畜産廃棄
物の問題が深刻となり、研究費が出るようになっている。 

・先進国の後追い的な研究が出てきている。 

応用研究・ 

開発 
○ → 

・リン鉱石からリン酸を製造する際の石膏副産物が野積みされている。有
害フッ素や重金属などが石膏に移行し、環境問題を引起しており、リン
酸石膏の再利用が新たなビジネスを生んでいる。 

・日本のリン資源リサイクル技術に関して、中国リン酸国営企業が強い関
心を示している。 

・レアメタル個々を特異的に吸収濃縮する大腸菌の利用が拡大している。 

・ファージを用いて、 レアメタル個々に特異的に反応するペプチドの特許
化が進行している。 

・日本のアーミング技術を模倣したバイオテクノロジー技術が展開し始め
ている。 

韓国 

基礎研究 △ → 
・日本や中国に比べると研究報告のほとんどは脱リンである。 

・先進国の後追い的な研究が出てきている。 

応用研究・ 

開発 
× → 

・まだ、富栄養化防止対策に取組んでいる段階であるが、リンリサイクル
への関心は高まっている。 

・先進国の後追いが多く独自性は薄い。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 

1) Ruthe DeFries、食糧と人類-飢餓を克服した大増産の文明史、日本経済新聞社、2016  

2) James Elser and Stuart White, Peak Phosphorus,2010:  

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/04/20/peak_phosphorus 

3) 大竹久夫／編著、リン資源枯渇危機とはなにか、大阪大学出版会、2011 

4) Cordell et al., Global Environmental Change, 19 , 292–305, 2009 

5) USGS Phosphate Rock (2016) 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mcs-2013-phosp.pdf 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/04/20/peak_phosphorus
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mcs-2013-phosp.pdf
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6) Communiqué, G7 Toyama Environment Ministers’Meeting,Toyama,Japan,May 15-16, 2016 

7) 大竹久夫／監修、リン資源の回収と有効利用、サイエンス＆テクノロジー、2009 

8) P-rex project: http://p-rex.eu/index.php?id=13 

9) New Regulation to boost the use of organic and waste-based fertilisers:  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-826_en.htm 

10) リン資源リサイクル推進協議会: http://www.jora.jp/rinji/rinsigen/ 

11) Global TraPs: http://www.uns.ethz.ch/gt/ 

12) The Phosphorus Sustainability Research Coordination Network (P-RCN):  

https://sustainability.asu.edu/foodsystems/2014/12/17/phosphorus-sustainability-research-c

oordination-network/ 

13) 大竹久夫、リンの自給体制構築し世界の模範国に、月刊公明 7、2016  

14) P イノベーションー高純度リン素材の生産力確信によるリン循環産業の創造、早稲田大学総合

研究機構リンアトラス研究所、2015 

15) 植田充美、黒田浩一「アーミング技術によるメタルバイオテクノロジー：レアメタル資源の選

別回収への展開」Journal of Environmental Biotechnology 2009 vol.9 p17-24 

16) アーバスキュラー菌根菌宿主跡のダイズ栽培ではリン酸施肥を 3 割削減できる:  

http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/harc/2013/13_038.html 

17) 高機能リン吸着剤リントル： 

http://www.taiheiyo-cement.co.jp/rd/rintoru/download/pdf/pamphlet_rintoru.pdf 

18) 世界最速性能のリン吸着剤：https://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/news/2007/ch070919.html 

19) The North American Partnership for Phosphorus Sustainability:  

http://articles.extension.org/pages/72826/the-north-american-partnership-for-phosphorus-s

ustainability:-creating-a-circular-p-economy-as-part- 

20) David A. Vaccari, Phosphorus: a looming crisis, Scientific American, 300, 54-59, 2009 

21) ESPP: http://www.phosphorusplatform.eu/ 
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３.５ 健康・医療・農業データ科学 

＜区分の俯瞰全体像＞ 

第２章の中でも述べた通り、ICT 技術の進展や計算機の性能向上などによって、健康・医

療あるいは農業に関連する多種多様なデータの流通・蓄積が進み、これら膨大な量のデータ

（ビッグデータ）の活用が現実的になってきているのが昨今の状況である。本区分では、これ

らの状況を背景に、ライフサイエンス・臨床医学分野の基礎生命科学から医療・介護、農業

までを含んで横断的に領域を設定し、現在の研究開発動向や課題等をとりまとめた。 

具体的には、分野全体におけるデータ科学のインフラ（知識基盤）となる領域、基盤技術

に関する領域、長期・大規模臨床データ取得のインフラとなる領域、コンテンツ（データ）

整備などを扱う領域、データに基づいた医療や農業への社会実装に関する領域、という観点

で８領域を設定した（下表）。 

 

表 「健康・医療・農業データ科学」区分領域一覧 

領域名 領域設定の観点 

生命科学データベース 分野全体の知識基盤 

医療データ活用基盤技術 データ活用の基盤技術 

疫学・コホート 長期・大規模臨床データ取得のインフラ 

健康・医療・介護情報 コンテンツ（データ）整備 

AI 医療応用 社会実装（創薬・医療全般） 

予防・個別化医療 社会実装（予防・診断・治療） 

医療資源配分 社会実装（医療制度） 

スマート農業 社会実装（農業） 

 

「生命科学データベース」は、ライフサイエンス・臨床医学分野の研究において共通かつ重

要なインフラ（知識基盤）となる、ゲノム・生体分子（タンパク質等）などの構造・機能情

報を蓄積し活用するためのデータベースを対象とする。 

「医療データ活用基盤技術」は、多種多様なデータを活用するための基盤技術のうち、特に

医療関連のデータを扱う際に重要となる技術を対象とする。具体的には電子カルテ等に含ま

れる自然文データを扱う自然言語処理技術や、患者のプライバシーを含む診療データ等を扱

うデータ保護・活用技術（秘匿計算、プライバシー保護データマイニング等）などが含まれ

る。なお、データ収集のための計測技術・機器については「区分３ 生体計測分析技術・医

療機器」を、医療に限定しない AI 技術全般やビッグデータ関連技術全般については俯瞰報

告書「システム・情報科学技術分野」を参照いただきたい。 

「疫学・コホート」は、様々な要因と健康との関係を明らかにする医学分野の研究領域であ

り、また、コホートはそれらの研究のために長期・大規模に臨床関連データを取得するイン

フラでもある。その歴史は長いが、昨今は複数の疫学研究のデータを統合し解析する、大規

模分子疫学コホート研究が実施されるようになってきている。 

「健康・医療・介護情報」は、カルテ等の診療情報の電子化やその活用、介護保険レセプト

等の全国レベルで収集する医療・介護データなどが対象となる。これらのデータは個人のラ
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イフステージに伴っていくつもの種類があり（図参照）、日本には世界有数規模で集約してい

るデータベースも存在するが、現時点ではそれらのデータが統合されておらず活用しやすい

状況にはなっていないという課題もある。 

「AI 医療応用」は、創薬の効率化や画像解析、カルテ解析など、創薬・医療全般への AI の活

用を対象とする。パーソナル化された健康管理、ロボット開発への展開も期待されている。 

「予防・個別化医療」は、疾患の発症予防や重症化予防、個人の特性（遺伝的要因、環境要

因）に合わせた診断や治療を行なうための研究開発を対象とする。個別化医療の概念は従来

から存在していたが、ビッグデータ解析技術の進展や 2015 年の Precision Medicine Initi-

ative 発表（米国）等により注目度がさらに上がっている。 

「医療資源配分」は、医療従事者・医療施設・医療費財源などの限られた資源を最適に配分

し、多くの人々が適正な負担で、持続可能な制度の下で医療を受けられるようにするための

研究開発を対象とし、具体的には医療サービスの効率化や医療費増加要因の分析等を対象と

する医療経済学、医療技術の有効性・安全性や経済性等の評価、さらには医療保障制度の研

究等も含まれる。 

 

 

図 「人の生涯で発生する健康・医療・介護関連データ」 

 

「スマート農業」は、高解像な計測と記録に基づき、作物の生産性向上や高付加価値の育種

に資する農業データ科学と、環境制約のもとで生産性や収益性を同時に追求する農場マネジ

メントである精密農業(Precision Agriculture)を統合した技術開発を対象とする。 

 

これらの領域毎の技術動向や課題等は、各個別領域の項目を参照いただきたいが、各領域

でほぼ共通していることは、様々なビッグデータを活用して、個人・グループやフィールド

（圃場）毎に、より精密に解析、予測を行ない医療や農業等に応用していく方向性であり、ま
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たそのために必要な、継続的な研究インフラの支援体制やデータ整備（標準化等）、人材育成

が課題として現れている。 

また現在、健康・医療戦略や医療分野研究開発推進計画の改訂案では AI、医療データの活

用促進等についての記述が増え、具体策についても次世代医療 ICT 基盤協議会等で検討が進

められている。厚生労働省はデータヘルス改革推進本部も設置するなど、医療分野のデータ

活用を取り巻く環境は急激に変化しているところでもあり、今後数年で国内外の状況はデー

タ活用促進に向けて大きく変わっていくと予想される。 
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３.５.１ 生命科学データベース 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

生命科学は、次世代ゲノムシークエンサーを始めとする計測技術の革命的な進歩により、

ビッグデータ時代を迎えており、データベースはこれを解析するための人工知能技術や情報

処理技術と相俟って、生命科学のあらゆる研究分野において必要不可欠なインフラストラク

チャーとなっている。網羅性が高くて使い易い、そして世界的に競争力のあるデータベース

を構築・保持できるかがまさに研究の成否を握っている。一方で、データ量の爆発的増加な

どの問題があり、今後も多種多様なデータベースを持続可能な形で維持するのが困難な状況

も生まれている。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

世界全体でどの程度の生命科学データベースが存在するか正確な見積もりは難しいが、日本

のデータベースに関しては Integbio1)、世界の著名なデータベースに関しては BioSharing 2)や

BioCatalogue 3)などのデータベースのカタログが作成されており、主要なものに関してはこ

れらが参考になる。ただし、これらのカタログにおいても必ずしも網羅性は高くなく、日々

新たなデータベースが生み出されており、世界的には 1 万から 2 万程度のデータベースが存

在するものと思われる。 

本項では次世代シークエンサーの登場により変革が著しいゲノム科学・生物医学分野周辺

のデータベースを中心的に述べ、それ以外の分野についても、日本を含めて国際的に運営さ

れているデータベースを簡単に紹介する。 

＜塩基配列/遺伝子/ゲノム＞ 

塩基配列と付随する生物学的情報は米国 National Center for Biotechnology Information

（NCBI）、欧州 European Bioinformatics Institute（EBI）、日本の国立遺伝学研究所に設置

されている DNA Data Bank of Japan センター（DDBJ センター）の三拠点で構成される国

際塩基配列データベース（International Nucleotide Sequence Database、INSD）4)で 1980

年代から収集・共有されてきた。2005 年頃から解析能力が飛躍的に向上した「次世代シーク

エンサー」と総称される装置が様々な生物学分野で大量のデータを出力するようになり、

INSD は登録データ量の爆発的な増大と複雑化に直面することになった。INSD は次世代シ

ークエンサーからの出力データを効率的にアーカイブするようにデザインされた「Sequence 

Read Archive（SRA）」5)を 2009 年に稼働させ、2017 年 1 月時点で 4,200 兆塩基のデータ

を公開するに至っている。これと並行してデータを取りまとめる BioProject と BioSample 4)

の提供を開始し、それぞれ「研究プロジェクト」と「サンプル」という観点でデータベース

を横断してデータを分類整理している。また、リファレンスゲノム配列は生体分子情報を統

合する上で基本軸となる最重要情報であり、INSD では Assembly 4)というリソースで様々な

生物のゲノム情報を整理統合している。中国科学院 Beijing Institute of Genomics（BGI）

は INSD の一員ではないものの、次世代シークエンスデータを SRA と同一のデータモデル

で Genome Sequence Archive という独自のデータベースで収集し始めている 6)。 
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＜ヒトの遺伝子型・表現型情報＞ 

プライバシー保護とインフォームド・コンセントの尊重が求められるヒトを対象とした研

究データ（以下、ヒトデータ）の共有のためには、所定の条件を満たした研究者のみが利用

できるアクセス制限データベースが必要である。米国では NIH（National Institutes of 

Health)傘下の NCBI でアクセス制限データベースである database of Genotypes and 

Phenotypes（dbGaP） 7)が 2007 年から稼働している。dbGaP に登録されている個人レベル

のデータは NIH に設置されている倫理審査委員会で承認された上で利用する必要がある。

2016 年 10 月時点で dbGaP には約 110 万人分、5,000 兆塩基のシークエンスデータが蓄積

されている。遺伝医学的に重要な変異と表現型情報、両者の関連性に関する解釈とエビデン

ス情報は公的データベースである NCBI ClinVar 8)に集約されている。欧州では EBI が 2008

年にアクセス制限データベースである European Genome-phenome Archive（EGA） 9)を稼

働させており、2016 年 10 月時点で 3.4 ペタバイトのデータが蓄積されている。 

日本においては科学技術振興機構 (JST) 傘下のバイオサイエンスデータベースセンター

（NBDC）が 2013 年 4 月にヒトデータ共有に関するガイドライン 10)を策定し、これに呼応

する形で DDBJ センターが同年 10 月から NBDC と共同でアクセス制限データベース

Japanese Genotype-phenotype Archive（JGA） 11)の運用を開始している。DDBJ センター

は NBDC ガイドラインに準拠したデータベースシステムの運用、NBDC はデータの提供・

利用申請審査を分担して実施している。 

＜配列多型＞ 

一塩基多型、短い領域の挿入・欠失等の情報は NCBI dbSNP 12)が 1998 年からアーカイブ

しており、EBI も 2014 年に同様の EVA（European Variation Archive） 13)を開始している。

比較的長い領域の挿入・欠失、重複、染色体転座や逆位等の構造変異情報は NCBI dbVar と

EBI DGVa（Database of Genomic Variants Archive） 14)が収集している。dbSNP/EVA と

dbVar/DGVa は相互にデータを交換しており、NCBI ClinVar や主要なゲノムブラウザーと

連携している。日本においては NBDC のヒトゲノムバリエーションデータベース 15)が主に

国内の研究者から登録された変異情報をアーカイブしている。 

＜ヒトデータ産生と共有＞ 

ヒトデータのデータベース整備と並行して、海外では将来の医療応用も見据えた大規模プ

ロジェクトデータの集積も進んでいる。2008 年に始まった 1,000 人ゲノムプロジェクトでは、

最終的に世界中から集めた 2,500 人以上のゲノム配列を決定し、変異の情報を提供している 16)。

エピゲノムや機能エレメントデータを網羅的に測定し、提供しているデータベースとしては

IHEC (International Human Epigenome Consortium)  17)や ENCODE (Encyclopedia of 

DNA Elements) 18)がある。また、がんゲノム分野では ICGC (International Cancer Genome 

Consortium) 19)や TCGA (The Cancer Genome Atlas) 20)などのプロジェクトで産出された大

規模データが提供されている。 

ゲノム情報や臨床情報を世界的に共有するためのアライアンスである Global Alliance for 

Genomics and Health (GA4GH) 21)が 2013 年に発足し、2017 年 1 月現在で 42 カ国から 452

の機関（日本からは 14 機関）が参加している。GA4GH ではデータ共有のためのルールや

方法についていくつかのワーキンググループで話し合うとともに、ヒトゲノムデータセット

中に目的とする変異データが存在するか否かを横断検索するための Beacon Project 22)、希少
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疾患を対象にゲノム情報と診療情報を共有して類似の未診断症例を発見するための

Matchmaker Exchange 23)等の実証実験プロジェクトが進められている。 

＜遺伝子発現＞ 

マイクロアレイや次世代シークエンサーで測定された遺伝子発現やエピジェネティクス等

の機能ゲノミクスデータは NCBI Gene Expression Omnibus（GEO）  24)と EBI Ar-

rayExpress 25)の二大公共データベースでアーカイブされている。両データベースでは解像度

と網羅性の高さから次世代シークエンサーからの出力が旧来のマイクロアレイのそれを代替

しつつある。 

＜タンパク質/立体構造＞ 

タンパク質アミノ酸配列と機能情報を網羅的に収集しているのが UniProt 26)である。

UniProt の中心となるのが UniProt KnowledgeBase（UniProtKB）であり、専門キュレー

タによるアノテーションを経たエントリは UniProtKB/Swiss-Prot、INSD やモデル生物デ

ータベースから公開されたタンパク質配列に機械的なアノテーションを付加しただけのエン

トリは UniProtKB/TrEMBL としてまとめられている。UniProt の特徴として世界一の網羅

性、精度の高い機能注釈付け、数多くの外部データベースへのリンク付けが挙げられる。 

タンパク質や核酸などの生体高分子の立体構造情報は Worldwide Protein Data Bank

（wwPDB）27)でアーカイブされている。日米欧の計４拠点で wwPDB は構成されており、日

本では大阪大学蛋白質研究所と NBDC の支援を受けた PDBj（PDB Japan）28)が活動して

いる。国際塩基配列データベースと並び日本が長年に渡り貢献している分野である。 

＜化合物＞ 

低分子化合物とその生物学的活性は NCBI により維持管理されている PubChem 29)が収集

している。2017 年 1 月時点で 9,300 万件を超えるユニークな低分子化合物と 125 万件を超

える生物学的活性データが公開されている。EBI の ChEMBL 30)は文献から手動で抽出され

た医薬品および開発化合物の結合データ、薬物動態、薬理活性データを収集しており、2017

年 1 月時点で 168 万件を超えるユニークな化合物、11,000 件以上の標的タンパク質、1,437

万件以上の生物学的活性情報が収録されている。JST の日本化学物質辞書（日化辞） 31)は国

内外の科学技術文献および、国内の医学文献から手動で抽出した 350 万件以上（2017 年 1

月時点）の化学物質およびその混合物の日本語名、英語名、法規制番号、CAS 登録番号、構

造情報、用途語などを収録している。 

＜生体分子パスウェイ情報＞ 

代謝経路、シグナル伝達、タンパク質間相互作用等のパスウェイ情報をゲノム・遺伝子情

報と統合した世界初のデータベースは京都大学化学研究所で 1995 年から運営されている

KEGG（Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes）32)であり、近年は疾患や医薬品など

ヘルスケア関連情報との統合が推進されている。非営利組織 SRI インターナショナルの

BioCyc 33)は専門家によるキュレーション度合いにより三種類に分類された生体分子パスウ

ェイ情報データベース群を提供している。KEGG と BioCyc が幅広い生物種をカバーしてい

る一方、EBI 等が運営する Reactome 34)では専門家によりキュレーションされた高品質なヒ

トの生体分子パスウェイ情報データベースを中心に構築されている。 

＜マススペクトル＞ 

発現しているタンパク質を測定したマススペクトルデータのための公共データベースは日
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欧米の計 4 拠点から構成されている ProteomeXchange 35)コンソーシアムのメンバーによっ

て運営されている。2016 年には NBDC の支援を受け、京都大学を中心としたオールジャパ

ン体制で運営されている国際標準プロテオームレポジトリである jPOST 36) が

ProteomeXchange の正式メンバーに加わった。 

化合物のマススペクトル情報のための世界初の公共データベースは日本の MassBank 37)

であり、欧米のパートナーとともにデータを収集し、化合物検索・同定・KEGG パスウェイ

へのマッピングツールを提供している。カリフォルニア州立大学サンディエゴ校のメンバー

を中心とした Global Natural Product Social Molecular Networking (GNPS) 38)は 18,000 以

上のユニーク化合物に関する 22 万を超える MS/MS スペクトルデータを公開し、化合物検

索・同定ツールと共に提供している。 

（３）注目動向 

・ 米国オバマ大統領が 2016 年度に 2 億ドルを投入することを表明した Precision Medicine 39)

は、患者を遺伝子型や個人の分子データで精密に分類し、より適切な治療や予防の選択を目

指すものであり、100 万人以上のコホートデータ収集も目標の一つに掲げられている。 

・ NIH の National Cancer Institute (NCI) は 2016 年 6 月にシカゴ大学とともにがんゲノム

データのクラウド型情報統合プラットフォーム Genomic Data Commons 40)を立ち上げてお

り、2016 年から始まった 10 億ドル規模のがん研究計画 Cancer Moonshot でも中心的な基

盤として活用される予定である。 

・ 米国に約１年遅れて中国も Precision Medicine に参入 41)している。予算額は 2030 年までの

15 年間で 600 億元（約 90 億ドル）とされ米国の規模を超えている。中国全体で Illumina

社の新機種 HiSeq X が 2016 年内に 70 台以上購入される 42)と見られている。 

・ 2006 年の OECD 科学技術政策委員会閣僚級会合宣言 43)、2013 年の G8 科学大臣共同声明

文 44)を経て、オープンサイエンスの流れが活発になってきており、日本の 2016～2020 年度

の第五期科学技術基本計画 45)においてもオープンサイエンスの推進が謳われるようになっ

た。欧米では Research Data Alliance (RDA) 46)が組織され、データのオープンな共有を可能

にする社会的・技術的な問題に取り組んでいる。 

・ 各国のデータ共有状況に対するファンディング機関のポリシーの影響は極めて大きい。米国

NIH では研究費申請時にどのようにデータを共有するかを記載したデータマネジメントプ

ランの提出が義務付けられている。また、NIH が 2015 年に施行した Genomic Data Sharing 

(GDS) ポリシー 47)では大規模ヒトデータに対して、データ処理が済み次第データベースへ

登録すること、及び、登録後半年以内にデータを公開することを求めている。英国の

Wellcome Trust のデータ共有ポリシー 48)でも原則データ共有を求めている。 

・ オープンデータの流れを受けて、研究データから導き出される解釈ではなく、データそのも

のを詳細に紹介する Scientific Data 等のデータジャーナルも登場した。また、PLOS ONE

等の雑誌では一般の研究論文に加えてデータセットのみの論文を受け付けている。PLOS の

全ての雑誌は 2014 年から論文の根拠となる全てのデータを共有することを要求 49)しており、

Springer Natureも 2016年 12月に同社の 600を超える雑誌に対して研究分野とデータの特

性毎に４段階のデータ共有ポリシーを新たに設定し、適切なデータ共有を求めていく方針を
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打ち出している 50)。今後出版社側からの要請で一次データのデータベースへの登録が必須と

なっていくことが予想される。 

（４）科学技術的課題 

生命科学分野の公共データベースが直面している喫緊の課題はデータの爆発的な増大であ

り、なかでも最大の容量を占めているのが数ペタバイトに及ぶ次世代シークエンスデータで

ある。様々なグループが次世代シークエンスデータの圧縮技術開発に取り組んでいるが、こ

こでは EBI の CRAM 51)技術を紹介する。基本的な圧縮方法は次の二通りである。①塩基配

列をリファレンス配列との差分のみ保存する、②クオリティスコアを圧縮する、あるいは除

去する。まず①ではリファレンス座標でソートされたアライメントデータとリファレンス配

列との差分を計算し、差分のみを保存する。この方法はリファレンス情報を使って元の配列

情報を復元することができる可逆圧縮であり、サイズを半分程度にすることができる。次に

ファイルサイズの７～８割を占める塩基配列決定の正確性を表すクオリティスコアを圧縮す

るのが②であり、40 段階に渡るフルスケールのクオリティスコアを８段階、２段階に圧縮す

る、あるいは完全に除去する程圧縮率が高くなり、最大でサイズを 1/10 程度にまで圧縮する

ことができる。 

データの移動を最小限に抑える、あるいは、研究者がセキュアな解析環境を各自で準備す

る必要をなくす、という点でヒトデータをクラウドで解析できる環境を整えることは利点が

多い。NIH が 2015 年にクラウドでの dbGaP データ利用を認める GDS ポリシー47)を打ち出

したのに伴い、NIH はセキュリティなどの基準を満たしたクラウドシステムを Trusted 

Partner として認定し、そこでの dbGaP データ利用を認める方式を導入している。(3)で述

べた先進的なクラウド統合環境である NCI Genomic Data Commons 40)は dbGaP の認証シ

ステムと連携しており、網羅的な大規模がんゲノムデータ、解析・高速データ転送ツールや

開発者向け API といったがんゲノム解析に必要な環境一式を使いやすい形で提供している。 

データ量の爆発的な増大への対応に加え、各種実験で産出されるデータが多様化する中で、

それらを統一的に扱うためにファイルフォーマットの標準化、用語の統一、オントロジーの

整備などが不可欠である。この課題を解決するために、Resource Description Framework 

(RDF)と呼ばれるデータモデルが注目されており、日米欧を中心に活発に開発が進められて

いる。例えば、米国では化合物のデータベースである PubChem 29)や、文献に付与するキー

ワードの語彙を収集した MeSH 52)が既に RDF 化されており、欧州ではタンパク質のアノテ

ーション情報を収集したデータベースである UniProt 26)を皮切りに、ゲノム情報を収集した

Ensembl 53)、化合物情報を収集した ChEBI 54)、パスウェイ情報を収集した Reactome 34)な

どが EBI RDF Platform 55)としてまとめられている。日本においても、アノテーションが付

与された塩基配列情報データベースである DDBJ 56)やタンパク質立体構造データベースで

ある wwPDB27)など、主要なデータベースの RDF 化は進んでおり、NBDC RDF ポータル 57)

としてまとめられている。しかしながら、RDF は有望な技術であるものの、現状では検索速

度等に課題があり、いまだ発展途上である。 
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（５）政策的課題 

データベースは生命科学やバイオ産業において必要不可欠のインフラストラクチャーであ

り、データベースを抜きにして研究開発が進められない。しかしながら、これを今後構築し

維持して行くためには、恒久的なデータベースセンターの整備、データベースのファンディ

ングのあり方、データ共有のルールやガイドラインの作成、オープン・クローズの戦略立案、

爆発的に増えるデータのための大規模ストレージ確保や解析用スパコンの設置、データのキ

ュレーションや統合のための人材の確保や育成、これらを実現するための永続的な予算措置、

など政策的な課題は多い。さらに、ヒトのゲノムデータなどの機微情報に関しては、上記に

加え、個人情報保護法との関係や倫理面での配慮なども関係してくる。 

（６）キーワード 

データベース、データ共有、データベース統合、ビッグデータ、データ駆動型研究、オープ

ンデータ、オープンサイエンス、ゲノムコホート、バイオインフォマティクス、ゲノム医療 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ → 
・BioSharing に”Japan”タグが付いたデータベースが 36 件あり、積極的に

データベースが公開されていることがわかる。 

応用研究・

開発 
○ → 

・2011 年より東北メディカルメガバンクがスタートし、東北住民の 10 万

人規模のバイオサンプルの収集、各種オミクスデータの収集、データベ

ースの整備が始まっており 58)、既に日本人の標準ゲノム配列が公表され

ている。 

・国立がん研究センターにおいて、肺がん・大腸がんを対象に、臨床情報

とゲノム情報をデータベース化し、統合的に検索可能な SCRUM-Japan

プロジェクトが開始された 59)。 

・日本医療研究開発機構 (AMED) を中心として希少疾患を対象に未診断

疾患イニシアチブ IRUD プロジェクト 60)が開始され、ゲノム情報と表現

型に関する情報の収集が進んでいる。 

米国 

基礎研究 ◎ → 

・BioSharing に“United States of America”タグのついたデータベース

が 311 件あり、突出した数のデータベースが整備されていることがわか

る。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・医学的意味のあるバリアントと表現型の情報を収集した ClinVar 8)、これ

をもとに高度なキュレーションが施された ClinGen 61)が提供されてい

る。 

・Precision Medicine Initiative として 100 万人を対象としたゲノムコホ

ート研究 62)が開始された。 

・Genomic Data Commons 40)として、がんゲノムのクラウド型のゲノム情

報統合プラットフォームも構築している。 

欧州 基礎研究 ◎ → 

・BioSharing に“European Union”タグで 51 件のデータベースがある他、

“United Kingdom”で 84 件、“Germany”で 47 件、“France”で 58 件、

“Switzerland”で 27 件のデータベースがあり、多数のデータベースが作

られていることがわかる。 
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応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・英国ではGenomics Englandと称して10万人分の全ゲノム情報を収集し

ている 63)。また、UK10K として、1 万人の希少疾患や生活習慣病の全ゲ

ノム情報を収集している 64)。 

・欧州全体の取り組みとして、ENGAGE (European Network for Genetic 

and Genomic Epidemiology)プロジェクト 65)が進められ、60 万人分のバ

リアントデータが収集された。また、Cancer Core Europe コンソーシア

ム 66)にて 6 万人分のがん患者のデータが収集されている。 

中国 

基礎研究 ○ ↗ 

・BioSharing に“China”タグで 37 件のデータベースが登録されている

他、BGI がオープンジャーナル GigaScience のレポジトリとして開設し

た GigaDB 67)があり、Chinese Precision Medicine からのデータ登録が

今後見込まれる。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・Chinese Board of Genetic Counseling と上海の Children’s Hospital of 

Fudan が共同で希少疾患を対象に Chinese Newborn Sequencing Pro-

ject を開始し、今後 5 年間で 10 万人の新生児の全ゲノム情報が蓄積され

る予定である 68)。 

・オックスフォード大学、China Centre for Disease Control and Pre-

vention、Chinese Academy of Medical Sciences が共同で、がんや生活

習慣病を対象とした約 50 万人規模のコホート研究を開始している 69)。 

韓国 

基礎研究 △ → ・BioSharing に”South Korea”でデータベースの登録が 8 件ある。 

応用研究・

開発 
△ → 

・Genome Korea として、Ulsan National Institute of Science and 

Technology を中心に、約 25 億円の予算規模で 2019 年までに 1 万人の韓

国人ゲノムを解読するプロジェクトが開始されており 70)、既に韓国人の

標準ゲノム配列が公開されている 71)。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）引用資料 
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３.５.２ 医療データ活用基盤技術  

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

診療情報などの医療現場で発生するデータだけでなく、患者の日常生活を通じて日々発生

する健康・医療に関わるデータまで含めると、医療関連データは種類・量ともに膨大となる。

それを扱うための基盤技術も、AI やビッグデータ解析技術、セキュリティ技術等も含めると、

その種類は極めて多種多様なものとなるため、本領域では、これら基盤技術のうち、特に医

療関連のデータを扱う際に重要となる技術を主な対象とする。具体的には電子カルテ等に含

まれる自然文データを扱う自然言語処理技術や、患者のプライバシーを含む診療データ等を

扱うデータ保護・活用技術（秘匿計算、プライバシー保護データマイニング技術等）が含ま

れる。なお、データ収集のためのウェアラブルデバイス等の機器、計測技術については「区

分３ 生体計測分析技術・医療機器」を、医療に限定しない AI 技術全般、ビッグデータ関

連技術全般については俯瞰報告書「システム・情報科学技術分野」を参照いただきたい。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

＜自然言語処理＞ 

医療データの活用には、情報発生源である診療へ応用する利用（一次利用）と、研究や施

策等への利用（二次利用）がある。現在、盛んに利活用が叫ばれているのは後者の二次利用

である。これまでの二次利用は、検診データや診療報酬データなど比較的構造化されたデー

タが主な材料であった。しかし最近では、ビッグデータ解析の流れを受けて、より大規模か

つ非構造化されたデータを扱う方向へ発展しつつあり、現在、以下の３つの動向が存在する。

第一には、(i) 診療録（狭義の電子カルテ）に代表される医師が日常診療で残すデータの利活

用を目指す方向である。もう一つの大きな動向は、患者が残すデータの利活用である。これ

は、（ii）ソーシャルメディアなどに健康者も含めた非医療者が主体的に残すデータ扱う方向

と、(iii)患者が電子的な患者会などを通じてやり取りする極めてプライベートなデータを扱

う方向とに大別され、それぞれ、まったく新しい医療データとして利活用が模索されている。

それぞれの動向を以下に述べる。 

(i) 動向（i）では，電子カルテ（退院サマリーや診療録）を扱う研究が中心となる。病院、

特に大規模病院で日常やり取りされる書類の数は膨大な数になり、大学病院規模では一

ヶ月に 20 万以上との統計がある。これらは基本的には、直接の業務のために使用され

るが、蓄積されたカルテ文章を利用することでかつてない大規模な研究が実施可能とな

る。中でも、診療録（以降、電子カルテ）の記述は、入院時初期記録から退院時サマリ

ーまでの患者の全体像が生々しく、かつ、あまねく表現されており、最も利活用が期待

されている。このデータの潜在的な活用は２つに大別される。まずは、大量の医療情報

を分析・利活用し、新たな臨床研究を推進することが挙げられる。次に、健康・医療政

策に資する統計データの収集に貢献することも期待される。ただし、電子カルテの記述

内容については医療者に一任されてきた面が多く、その結果として、自然言語処理で解

決が困難な非文法的かつ断片化した表現が多く含まれている。このため、病院ごとに異

なった形で行われているカルテから、医療用語(傷病名・愁訴・身体所見・検査・治療
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に関する記述)を抽出し、標準化（ICD-10（International Classification of Diseases 10th 

Revision）や SNOMED-CT（Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms）

へ自動変換）する技術が研究されている。同時に、すでに大量に蓄積されている既存の

電子カルテ情報に対して処理する（後ろ向き解析）だけでなく、新しく電子カルテに医

師等が入力する際に、裏側で標準化を行なった結果をサジェストするという前向き処理

に関する研究も行われている。これらの研究成果は、異なる電子カルテベンダーによっ

て開発された様々な種類／バージョンのカルテに導入されていくことが必要で、どのよ

うな形で実際のカルテシステムに組み込むかという課題もあり、今後の実装デザインの

検討が期待される。 

(ii) 動向（ii）は、主に医学論文やウェブ文章などの公開されたパブリック・データを扱う。

医学論文の蓄積は膨大なものになりつつあり、例えば現在、PubMed では 2400 万件を

超える論文のアブストラクトが登録されている。特にがん及びゲノム関係の論文の数は

著しく、がん関係だけでも 2014 年だけで 20 万報を超えている。これらを 1 人の専門

家、または少数の研究グループが把握することは困難となりつつあり、学問領域を検索

する技術、及び俯瞰する技術が研究されている。この検索においては、Google のよう

な汎用の検索と異なり、ドメインに特化した検索要求に応えられることが望ましい。例

えば、タンパク質の作用の関係、医薬品と副作用の関係、疾患と症状の関係など、ニー

ズに特化した検索技術が研究されている。このような高度な検索を実現するためには、

動向（i）に述べた標準化だけでなく、用語同士の関係を捉えるために、関係抽出や構

文解析といった深い言語解析が必要で、これを実現するための大規模なコーパス（用語

の関係が付与されたテキストデータ）が必須となる。英語圏においては GENIA プロジ

ェクト 1)などにより、データ構造とテストベッドとなる標準データセットなどの研究基

盤はすでに一通り整理されている。一方、日本語圏においては、これに相当する大規模

データが存在しないためボトルネックとなっている。 

 一方，医学文章の処理と同時に、ウェブ文章も注目を浴びている。ウェブ文章の中で

も、非医療者である一般人が記述した Twitter や Google 検索クエリといったテキスト

は、ユーザー生成コンテンツ（User Generated Contents; CGC）の一種ともみなせ、

医療者文章以上の大規模なデータが利用可能である。これらユーザー生成コンテンツを

用いた研究としては、インフルエンザなどの感染症や、花粉症などのアレルギー、うつ

といった一般に馴染みのある疾病に関して研究が進んでいる。ただし、情報の信頼性や

インフラを私企業が担っている点などの問題があり、実用化に至った例は少ない。今後、

いかにこれら萌芽的な技術を社会実装していくかが課題となっている。 

(iii) 動向（iii）として、患者の医療の語りを集め、利活用するという全く新しい試みが行わ

れはじめている。患者の多くは、ある日突然病気になり、十分に知識がないまま闘病生

活を迎える。そのような患者にとって、既に永い闘病生活を経ている先輩患者のノウハ

ウは重い価値がある。そこで、患者の記録の体系だった集積や整理を目指して、闘病記

録や患者ソーシャルメディアへの投稿記事のライブラリ化や検索サービスなど付加し

て、利活用する試みが始まっている。対象となる疾患としては、特に、治療が長期化し

がちながん患者を中心とした試みが多い。中でも、英国オックスフォード大学プライマ

リヘルスケアサイエンス部門と非営利団体 DIPEx は、運営しているウェブサイト 2)を
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通じて、合計 3000 人を超す患者や介護者の語りを映像（もしくは音声）とテキストの

形式で公開している。また、米国の患者 SNS サイトである PatientLikeMe3)は、デー

タを研究機関に提供し、このデータを用いた多くの医学論文が出版されつつある。わが

国でも DIPExJapan4, 5)が同様の活動を行っており、また患者 SNS もいくつか存在する

が、研究に利用される段階のものは少なく、今後の適切な利活用が模索されている。こ

のような患者の語りは、３つの効果が期待されている。第一に、患者の悩みを患者達が

共有することで QOL の向上に寄与する可能性がある。また、患者が正しい知識を身に

付けることで、医療者とのコミュニケーションがスムーズになり、結果的に医療の質の

向上に資することが考えられる。さらに医療者側にとっても、患者の医療者には語らな

い不満や不安を知ることができ、看護教育用のコンテンツとなりうる 6, 7)。このように、

患者と医療者の双方に利点があるものの、患者同士のコミュニケーションの円滑化のた

めには、プライバシーを保護しつつ、必要な情報にアクセスできるという情報技術が必

要となり、何を公開し、何を匿名化するかの選定とともに、自動匿名化する研究が進ん

でいる。 

＜データ保護・活用技術＞ 

クラウドなどに格納された膨大な医療データを秘匿したままで活用する基盤は、次の種類

に大別される。(1) 検索技術： クラウドに格納された医療データベースに対して、検索クエ

リーを与えてマッチするレコードを検索する技術。データの種類によっては、照合されたデ

ータそのものではなく、マッチする位置と回数だけを抽出するものもある。完全一致ではな

く、部分一致するパターン検索の需要もある。また、クエリーの中にポリシーに反するもの

がないか監査したり、検索結果から漏れる情報を秘匿する出力プライバシー技術もここに分

類される。(2) プライバシー保護データマイニング技術： 暗号化されたり、秘密分散された

複数のデータベースに対して、暗号文を復号することなく、解析のためのデータマイニング

のみを実行する技術。解析の例には、疫学研究でよく用いられるロジスティック回帰や、解

析結果の有意水準を検定する統計検定などがある。(3) 匿名加工技術： 医療情報から個人の

特定に繋がる情報を取り除く加工を行う。 

〇背景と意義 

医療関連データには、病院などで登録が行われる疾患と治療に関するデータ、投薬などの

診療請求データ、定期的な健康診断のデータ、次世代シーケンサーなどにより抽出された個

人の DNA データやゲノムデータベースなどがある。これらのビッグデータを活用し、疾病

に対する未知の原因を特定したり、喫煙などの健康習慣に関するリスクを定量化したり、化

合物合成パターンを創薬に応用したりなどの多くのユースケースが期待されている。 

しかしながら、2015 年の個人情報保護法の改正に伴い、病歴を含むデータは個人情報の中

でもより厳密な取り扱い義務のある「要配慮情報」に分類されることとなった。要配慮情報

は他の個人情報と異なり、原則的に、利用者から適格な本人同意（オプトイン）を求めるこ

とが義務付けられている。加えて、認証に用いられる指紋、虹彩、歩容などからの特徴量は、

個人情報の中の「識別符号」に分類された。従って医療データの多くの情報は、これらの「要

配慮情報」や「識別符号」と分類されることとなり、その取り扱いには厳密な安全管理措置

などの義務規定が課せられることとなる。 

その一方で、スマートウォッチなどによるバイタルデータの取得や、パーソナルヘルスレ
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コード（PHR）などの活用のための情報基盤の開発が進み、次世代シーケンサーによる DNA

情報の取得も低コストにより大規模に行うことが出来る環境がそろいつつある。これらの機

微な情報を標的とした攻撃の脅威も深刻になり、企業内での個人情報の管理はリスクが高い

とみなされ、十分なセキュリティ対策と定期的なバックアップのサービスが整備された商用

のクラウドサービスに預ける傾向が強くなってきている。 

〇これまでの取り組み 

これまでは、医療データを前提としない、一般的なデータに関するセキュリティ要素技術

の研究開発が行われてきた。主なものに、(i) 検索可能暗号、(ii) 秘匿関数計算、(iii) 出力プ

ライバシー制御、 (iV) プライバシー保護データマイニング、などの技術がある。 

（i）検索可能暗号 

クラウドに委託されたデータの漏えいを防ぐ目的で、データを暗号化して保存しておき、

たとえクラウドの管理者が不正を行おうとしても、そのデータの中身を知ることが出来な

い暗号文のデータベースの研究が行われている。Boneh らは、データ所有者が公開鍵を用

いてデータを暗号化してクラウドに保管し、秘密鍵を持つ利用者が検索用のタグを生成し

て、クラウドに検索を実行させる公開鍵検索可能暗号(Public Key Encryption with key-

word Search: PEKS) を提案した 8)。これを元にして、キーの連言検索や範囲検索を可能

とする方法などいくつもの改良が試みられている。 

（ii）秘匿関数計算 

秘匿計算、あるいは秘匿回路計算(SFE:Secure Function Evaluation)とは、入力値を秘匿

したままで任意の関数（回路）を評価する技術である。入力の一部を持つ複数の入力者と

回路評価者との間で関数評価が行われるので、マルチパーティープロトコル(Multi Party 

Protocol)とも呼ばれる 9, 10, 11, 12)。(i)の匿名化には、匿名性の強さに応じた再識別のリスク

が残っていたのに対して、この技術では暗号化や秘密分散を用いて平文の情報を 1 ビット

も漏洩させないことを試みる。プライバシー情報を秘匿したままで、いかなる解析アルゴ

リズムも実行することができる。 

(iii）出力プライバシー制御 

データマイニングされた知識から漏洩するプライバシー情報を秘匿するために、マイニン

グ出力の結果に対して必要十分なだけのノイズを追加することが研究されている。Dwork

によって提唱された差分プライバシー (Differential Privacy)13, 14)は、加えるべきノイズの

確率分布とその大きさを決める技術である。 

（iV）プライバシー保護データマイニング（PPDM） 

PPDM(Privacy-Preserving Data Mining)15, 16)は、水平または垂直に分割されたデータセ

ットを保有する複数の組織が、それぞれのデータを漏らすことなく協力し、各種のデータ

マイニングを実行する技術である。加法準同型を満たす公開鍵暗号などを用いて、それぞ

れのデータを暗号化して送りあい、暗号化したまま内積計算などを繰り返すことで、決定

木学習や相関ルール 17)などのデータマイニングされた結果だけを共有する。利用者のプラ

イバシーを保護してビッグデータの活用を実現する最も有力な技術である。 

〇今後必要となる取り組み 

改正法とともに導入された匿名加工情報は、本人同意なく第三者提供することが許される。

個人情報保護委員会の規定によると、識別子の削除や加工、識別符号に該当する情報の削除
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や加工、特定の個人を識別する情報の削除や加工、その他、当該データベースの性質を勘案

して適切な措置を講ずることで、個人情報を匿名加工情報にすることが定められている。学

術分野では、従来より、k-匿名性 18, 19)、一般化アルゴリズム 20)など多くの基礎研究が行われ

てきており、今後それらを適用して、医療情報も匿名加工情報とすることが求められている。 

従来の多くの方式では、年齢や性別などの個人に関する静的な情報の加工が対象になって

いたが、購買履歴、移動履歴、病歴などの時系列データを加工する方法やその安全性の評価

方法が明確になっていない。特に医療情報の場合は、病名や検査結果などにノイズを加えた

り、置換したりすることは、大きな差異を生じさせてしまうため、その方法は自明でない。

しかも、治療の時刻や投薬の種類まで含めるとほとんどの履歴は一意に識別できるものとな

り、個人の識別を不可能にするのは困難である。これらの課題を解決することが今後重要に

なることと考えられる。本人同意の取り方についても、より自由度が高く、かつ事業者の負

担にならない同意取得方法の研究開発が必要になる。 

（３）注目動向 

＜自然言語処理＞ 

・医療 IT 領域は、情報の蓄積が必須であり、その基盤となるデータの量が領域の発展のた

めに必要となる。したがって、本格的な研究のためには、電子カルテデータを研究者が自由

に利用できることが重要である。米国においては、HIPAA（Health Insurance Portability 

and Accountability Act； 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律）21)により、個人

情報が明確に定義され、これにもとづいたデータの公開とその利活用が進んでいる。 

・米国では、電子カルテデータを公開し、これを標準データとして用いて、共通したタスク

を解こうという試み（シェアードタスクとも言われる）が盛んであり、2006 年から i2b2 

NLP22)（i2b2：Informatics for Integrating Biology and the Bedside、NLP：Natural 

Language Processing）として取り組まれている。欧州でも CLEF（Cross-Language 

Evaluation Forum）が主催する CLEF eHealth23)として同様の試みが 2013 年から開始され

ている。 

・わが国でも、NTCIR MedNLP プロジェクト（NTCIR：NII Testbeds and Community for 

Information access Research）として、2011 年から電子カルテの標準データを作る試みが

なされてきた。これまで約 300 件近い模擬カルテデータが公開されており、現在も拡充を継

続している 24)。 

＜データ保護・活用技術＞ 

ここ数年で、医療関連情報を用いたプライバシー保護技術の応用研究が盛んになってきてい

る。従来のような合成データや公開されたデータベースだけではなく、現実の医療情報を用

いた実験や評価が行われていることも注目に値する。 

・ 産業技術総合研究所セキュアシステム研究部門（現・情報技術研究部門）「プライバシー

保護データベース検索技術」プロジェクト： 化合物データ、ゲノムデータ、地質データ

などのデータベース提供者に対して、検索クエリーを知らせないで検索を実現するプロジ

ェクト。生命情報工学研究センター（当時）と共同して、創薬開発分野における応用を検

討している。2016 年には、加法準同型性暗号を用いて、部分文字列を Burrows-Wheeler



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

544 

変換を行い、巨大なデータベースから効率的に文字列を検索するアルゴリズムを発表して

いる 25)。2184 個の SNP データから、4.6 秒でクエリーの検索を実現したことが報告され

ている。 

・ エストニアの Tartu 大学のグループは、秘密分散されたデータベースに格納されたゲノム

ワイド関連解析（GWAS： Genome-wide association studies)として、共通する特定のリ

スク因子を計算し、確率検定を秘匿されたままで実施するプラットフォーム secure GWAS

を開発した 26)。 23andME, deCODme, Navigenics などのパーソナルゲノムサービスを統

合することを意図している。 

・ 米国カリフォルニアの DNAnexus 社は、NIH の National Human Genome Research 

Institute (NHGRI)と共同で、ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements)と呼ぶプロジ

ェクトを実施している 27)。パーソナルゲノムのデータベースを確立し、ISO などの国際標

準に準拠したセキュリティを維持して、顧客企業に対して API を提供している。 

・ スイス EPFL の研究グループは 2016 年、230 人の患者の暗号化データベースを用いて、

準同型性暗号を用いた方法で、HIV に関する効果のあるモデルを抽出する実証実験を行っ

たことを報告 28)。加法準同型性暗号と、代理再暗号化、２者間の秘匿比較と秘匿乗算プロ

トコルを用いて実現し、ゲノムベースの創薬に対する道筋をつけたことを主張している。 

・ 富士通研究所データ・プライバシー保護プロジェクトでは、加算だけではなく、複数回の

乗算を可能とする Ring-LWE ベースの環準同型性暗号の開発を進めている 29)。従来の加

法準同型性暗号よりも効率よく、内積計算を実現することが可能であり、遺伝情報の秘匿

検索やテンプレートを保護した生体認証などへの応用を研究している。 

・ 情報通信研究機構では 2016 年、暗号化された 1 億件のデータを 30 分でロジスティック回

帰分析を実施するプライバシー保護基盤 SPHERE を発表した 30)。疫学分野では主流であ

るロジステック回帰は、代数的な解法がなく、加算や乗算の回数が限られた準同型性暗号

で実施するのは困難であった。この問題点に対して、SPHERE ではロジスティック回帰

で用いられる非線形関数を多項式近似して実現し、大規模なデータに適用可能であること

を示している。 

・ CREST「自己情報コントロール機構を持つプライバシ保護データ収集・解析基盤の構築

と個別化医療・ゲノム疫学への展開」： 暗号技術を適用して、ゲノム塩基配列中の塩基の

変異(SNP)とその影響を秘匿したままで評価する技術の研究プロジェクト。ゲノムの影響

を考慮した個人に特化した治療等への応用を目標としている。筑波大学、東京大学、名古

屋工業大学、三重大学、産業総合研究所による共同プロジェクトである。 

・ NTT セキュアプラットフォーム研究所と東北大学メディカル・バンク機構は 2016 年、秘

密分散型の秘匿計算プラットフォームを開発し、疾患と遺伝子の関係を調べるゲノムワイ

ド関連解析を実現した 31)。従来の加減算、比較、ランダムシャッフル、ソートなどに加え

て、フィッシャーの性格検定を実現した。実際のゲノムデータから抽出した最大 19,420

人の症例群の 48 万個の SNP に対して糖尿病のリスクを解析している。 

・ 米国ノースカロライナ大学のWang教授は2016年、新しい完全準同型性暗号を発表した 32)。

従来の完全準同型性暗号は、乗算を行うたびに誤差が蓄積し、bootstrap と呼ばれるノイ

ズ除去の操作を行う必要があった。この処理には大きなコストがかかり、それがこの要素

技術の普及の妨げになっていた。Wang らの試みは、Octonion 代数（八元数）に基づくこ



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

545 

俯
瞰
区
分
と
研
究
開
発
領
域 

健
康
・
医
療
・
農
業
デ
ー
タ
科
学 

とで、ノイズが増えることなく、乗算を可能にしている。共通鍵型の暗号であるため、ク

ラウドに対する依頼計算の目的などに有効である。 

・ 三菱電機は 2016 年、部分一致を許した検索可能暗号を導入したクラウドサービスを発表

した 33)。暗号化された検索キーワードの文字位置を秘匿したまま、部分一致を検索するこ

とを実現している。検索機能を有するクラウドを商用でサービスしており、様々な用途の

拡大を期待している。 

（４）科学技術的課題 

＜自然言語処理＞ 

・ 電子カルテシステムの自動標準化技術 

・ ディープラーニングを用いた各処理精度の高度化 

・ スマートフォンで利用が普及している音声認識の有効な利用 

・ 非文法的な表現を扱う頑健な言語処理 

＜データ保護・活用技術＞ 

・ 安全で多機能、実用的な秘匿計算の技術開発。現在提案されているものの多くは、非現実

的な計算時間がかかるものも少なくない。通常の（暗号化のない）計算を全てプライバシ

ー保護する程のレベルには達していない 

・ 医療データの標準的なフォーマット、解析手法、交換プロトコルの実現等。分散されたデ

ータベースの構築技術やグローバルな識別子の確立などの課題も重要 

（５）政策的課題 

制度面では、わが国独自の個人情報保護制度から来る、次のような課題がある。 

・PPDM のような技術が十分考慮されておらず、データが暗号化されていても組織を超えた

第三者提供が許されていない。他の国では積極的にプライバシー保護技術を導入しようと

しているのに対して、遅れている 

・改正法では匿名加工情報が導入されたが、その情報を識別目的で他の情報と照合することが

禁じられている（改正法 38 条）。従って匿名加工情報と他の属性を照合して行う分析のほと

んどが実現できない。疫学では通常数十年単位の長期間に渡るコホートの観測が行われるが、

匿名加工情報にした後は追跡することができないので、その目的にも活用出来ない 

人材面では、次のような課題がある。 

・ビッグデータ解析を行うデータアナリスト人材が全般的に不足しており、人材育成が必要 

・医療者のニーズを正しく情報研究者に伝えるコーディネータ的人材の育成が必要。特にわ

が国においては、医療者と情報工学者の知識の乖離が大きく、計画的な育成が望まれる 

（６）キーワード 

自然言語処理、ビッグデータ・アナリスト、電子カルテ標準化、ディープラーニング、PHR

（Personal Health Record）、電子カルテコーパス、匿名加工情報、秘匿計算、検索可能暗号、

プライバシー保護データマイニング、差分プライバシー 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ → 

・カルテについては早くから電子化が進み、辞書、オントロジーなど、基

本的な解析については、一通りの試行が終わっている 

・第 1 回 JAMI 医用知能情報学研究会・JSAI 医用人工知能研究会（2015）

など学術的な交流も進んでいる 

・研究利用可能な電子カルテデータはまだ希少である 

・データ保護・活用技術については大学や企業の研究部門がいくつかの研

究開発を始めている。ただ、基礎研究より応用研究を求めるところがあ

り、秘匿計算の多くは欧米の研究機関で提案されている 

応用研究・ 

開発 
○ → 

・蓄積されたデータの二次利用に向けた期待が高まっている 

・言語処理の応用研究は、現状での主な試みは医学論文や保健データ（DPC

データ）が扱われるのみである 

・保護・活用技術については医療の実データを用いた実証実験が行われて

いる。検索可能機能を有する商用のサービスなども始まり、より本格的

な応用を目指そうとしている 

・医療データの言語処理について唯一、成果をあげつつある医用人工知能

は IBM Watson に関連したものであり、わが国独自の技術の開発が望ま

れる 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・重要な課題は確実に押さえており、医療者、情報系研究者が分担を行い

つつ、確実に進めている 

・潤沢かつ厳しい競争的な軍事予算や Google、IBM といった企業との人材

交流も含めた流動性の高い連携が進んでおり、名実ともに世界トップで

ある 

・言語処理の主要な論文は Carnegie Mellon 大学、Stanford 大学などによ

るものが多く、今後注目される動向であるディープラーニングにおいて

も依然として研究のコアとなっている 

・iDash（Integrating Data for Analysis, Anonymization and SHaring）

など、ゲノムの秘匿検索に対する要素技術の開発が著しい 

・完全準同型性暗号などの提案なども，主に米国が中心である 32) 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・応用においても、IBM と Mayo Clinic など、世界有数の最先端の組織同

士の密な連携が継続しており 34)、基礎研究成果を速やかに臨床で試用す

る体制が整っている 

・西海岸を中心とした IT 系ベンチャーや、大学から流動的に人材が流れる

仕組みがあり、このような人材インフラを持たない他国との差はますま

す広まると思われる 

・Seven Bridge 社 35)、DNAnexus 社 27) 23andMe などの民間のゲノム情

報産業が盛んである。多くのベンチャーが起業されている 

欧州 

基礎研究 ◎ → 

・ターミノロジー／オントロジーといった言語リソースや知識ベースの整

備に関する研究が古くから盛んであり、現在も継続している。その一方

で、機械学習に関する知見の集積は、米国と比較して若干の遅れがある

ように見られる 

・匿名加工の概念、欧州データ保護規則など、医療分野のプライバシー保

護の基礎となる枠組みの多くはここで行われている 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・ EU 連携プロジェクトなどと通じて、各国の技術交流や、CLEF などの大

規模プロジェクトが進行しており、特にイギリスにおいては Manchester

大学に英国国立テキストマイニングセンター36)が併設された  

・バイオインフォマティクスの拠点があり、特に、言語処理の応用におい

て一日の長がある 

・保護・活用技術についても、医療データを活用する実験が大学などの研

究機関で行われている 26) 
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中国 

基礎研究 △ → 
・言語処理のレベルは急速に上昇しているものの、病院との連携において

は不明な点が多い。データ保護・活用技術については詳細不明 

応用研究・ 

開発 
△ → 

・言語処理の応用研究については、信頼性のある文献に乏しく現時点での

判断は困難 

・データ保護・活用技術についても詳細は不明。目立つ応用研究はなされ

ておらず社会的な需要があるかも不明 

韓国 

基礎研究 △ → 

・ソウル大学、KAIST などアジア圏でも有数の情報研究拠点があり、また、

日本と同様かそれ以上に医療の IT 化が進んでいる。インフラは整ってい

るものの、医療情報については現在、他国に抜きんでている成果がある

わけではない 

・データ保護・活用技術については詳細不明 

応用研究・ 

開発 
△ → 

・通信インフラが進んでおり、医療 IT は日本と同程度に進んでいる。応用

を抑制しているものが何であるかは不明な点も多いが、今後大きく発展

する可能性はある 

・データ保護・活用技術については詳細不明。目立つ応用研究はなされて

おらず社会的な需要があるかも不明 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

 

なお、現在、アジア圏において最も情報学研究でインパクトのある研究を推進しているの

はシンガポールである。シンガポール大、シンガポール科学技術研究庁（Agency for Science, 

Technology and Research；A*STAR）を中心とした研究は、単純な成果量としては日本や

中国と同等であり、国そのものの規模は小さいが、逆にそれを活かして研究拠点を集中させ、

相乗効果により欧米をも凌ぐ成果を出すポテンシャルがある。また、大規模な実験に対して

も迅速かつ必要な倫理申請が可能で、今後、大きな影響力を持つと思われる。 
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３.５.３ 疫学・コホート 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

疾病に対する予防・対策に必要なエビデンスを構築するための疫学研究とその研究基盤で

あるコホート研究 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向  

疫学研究とは、疾病の罹患をはじめ健康に関する事象の頻度や分布を調査し、その要因を明ら

かにする学術研究手法であり、環境や生活習慣と健康との関係を明らかにするためには不可欠な

研究である。 

疾病の罹患や死亡の大小や推移を見るには、疾病登録や死亡統計が必要である。同様に、疾病

の要因を解明するには人間集団を対象とする疫学研究ツールが必要である。その中でも、コホー

ト研究は、予防要因の効果を検証するような、実施可能な状況下でのランダム化比較介入試験を

除けば、最も信頼性の高い研究デザインと位置づけられており、出てきた結果は疾病予防施策に

も大きく影響を与える。高血圧など比較的頻度の高い病態や疾病をターゲットにしたコホート研

究は、アウトカムも高率に発生するので、それほど大規模でなくても、ある程度の期間追跡を継

続することにより、その後の要因の分析が可能である。しかし、がんのように発生率そのものが

大きくない疾病は、逆にある程度以上の規模がないと、長期に追跡していても発生数が限られて

おり、その後の要因分析が進められない。 

日本では従来、高血圧・脳卒中が多く、高血圧では脳卒中などのメインアウトカムに至る前の

中間病態の把握が可能であったことから、歴史的に循環器疾患疫学者の主導により、要因分析の

みならず、中間病態の集団予防介入も同時に行う数千人規模のコホート研究が多く実施されてき

た。一方がんについては、部位別の発生率そのものは高血圧ほど高くなく、さらに、前がん病変

のような病態として一律に把握できる中間指標的病態が存在しないことから、症例対照研究を主

体にした疫学研究が主流であった。実際、がんでは数万人以上の大規模コホート研究集団の構築

が進められ、これら大規模コホートは、地域がん登録などのがん登録システムや人口動態統計の

死亡情報を利用してアウトカムを把握していることが多く、結果的には多疾患をターゲットにし

た大規模コホート研究として展開されつつある。以上、コホート研究においては、数も多く社会

的に影響力の大きい疾病である循環器疾患・がんなどの生活習慣病・非感染性疾患を中心に基盤

が形成され、その後、分子疫学コホートなどへ発展している。特に 1980 年代半ば以降に誕生し

た当時の環境庁、文部省、厚生省の研究費助成による三府県コホート研究、JACC Study、多目

的コホート研究の多地域をターゲットとした 10 万人規模の大規模コホート研究をはじめ、宮城

県コホートや高山コホートなどの単一地域をターゲットとした数万人規模の大規模コホート研

究が開始された。これらの研究は現在、結果の刈り取りの時期に達しており、多くの疫学論文が

創出され、日本発の疫学的エビデンスとして、世界における要因評価などにも貢献している。こ

れらは、欧米中心であった疫学的エビデンスをアジアからも発信するという意味で、大きな成果

をあげている 1)。 

国外では、大規模コホート研究として知られているのは、英国の男性医師コホート研究 2)や、

米国の男性医療専門職コホート（Health Professionals Follow-up Study）3)および女性看護職研
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究（The Nurses' Health Study）4)、欧州 10 か国共同の EPIC 研究（The European Prospective 

Investigation into Cancer and Nutrition Study）5)などをはじめ、2000 年頃までに欧米各国で

大規模コホート研究の構築が進んだ。これらの研究には、化学予防や検診をターゲットとした大

規模な無作為化比較試験の対象者を長期追跡することにより、メインターゲットの研究終了後も、

各種要因情報と死因や疾病罹患情報を用いたコホート研究として存続しているものも多い。アジ

アについても、欧米ほど多くのコホートはないものの、中国や韓国などの東アジア諸国を中心に、

1990 年以降いくつかのコホート研究の構築が進んだ。 

近年は生活習慣のみならずゲノム情報も加味した疾病の個別化予防を照準にいれた、数十

万人以上の規模の健常者バイオバンクの構築が世界各国で進んでおり、これらにがん罹患や

死因情報などをリンクすることにより、将来には非常に大規模なコホート解析が行われるこ

とが予想される。UK バイオバンク（50 万人規模）6)、中国をフィールドに英国オックスフ

ォード大と共同の China Kadoorie Biobank（50 万人）7)、韓国の Korean Genome and 

Epidemiology Study (KoGES) Consortium（21 万人）8)、マレーシアでの多民族構成を武器

にした Malaysian Cohort study（10 万人）9)など、質の高い生活習慣・環境因子と遺伝情報

の利用の包括同意とを組合せた大規模コホート研究も立ち上げられている。さらに台湾でも

バイオバンクの構築を開始している 10)。遺伝情報取得用に収集するサンプルについては、同

意を得る段階では明らかになっていない遺伝子を将来調べる可能性があることも含めた、包

括同意に関する倫理的な議論が行なわれ、欧州ではほぼ容認、米国でも容認の方向で調整が

続いている。ただし疫学と遺伝子研究は本来別々に発展してきた研究分野であり、相互の融

合には倫理指針上の制約の違いや大量のデータを扱うバイオインフォマティクスの人材育成

なども合わせて、まだ課題は多い。 

日本では特に 2000 年以降、個別化医療・個別化予防の高まりから、疾病研究における体

質・遺伝子型など個人差の考慮の必要性が認識されたこともあり、ゲノム情報の収集を前提

とした分子疫学コホート研究が展開されるようになった。2005 年開始の日本多施設共同研究

コーホート（J-MICC）（約 10 万人） 11)、2011 年開始の次世代多目的コホート研究

（JPHC-NEXT）（対象地域、連携地域あわせて 10 万人予定）12)、2013 年には東北メディカ

ル・メガバンク機構（宮城県・岩手県地域住民 8 万人、三世代コホートとして 7 万人、全 15

万人）（ToMMo）13)が開始している。しかし同時に、ゲノム情報収集のためベースライン調

査時の説明・同意に求められる内容がより詳細かつ長時間化し、その人員雇用関連費用が大

幅に増大している。一方で、個人情報保護に対する国民の認識・意識の高まりから参加率は

低くなっているのが現状である。 

ゲノム情報を含んだ大規模コホート研究は、疫学研究にとどまらず、日本の将来に向けた非常

に重要な研究基盤として運営・維持していく必要があるが、それには、結果解析を主眼においた

数年単位の短期研究源ではなく、結果が出てくるのに 10 年以上を要するこのような分子疫学コ

ホート研究基盤の構築、長期の維持・運営を目的とする十分な研究費枠が必要である。大規模分

子疫学コホートやバイオバンクを精力的に構築している欧米やアジア諸国と比較して、日本では

このような研究基盤構築、長期維持・運営を目的とする研究費枠が非常に少ない。このような背

景から、大規模な生体試料収集を含むコホート研究やバイオバンク研究などについては、欧米各

国、さらに韓国や中国など一部のアジア先進国と比べても日本の研究基盤整備は大きく遅れてお

り、その結果、予防・治療のみならず、創薬・医療産業育成にも支障をきたしかねないことが懸
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念されている。 

 

＜コホート連合の形成と積極的な統合解析＞ 

世界の大規模コホート研究では、コホート連合の形成と積極的な統合解析も進行している。現

存するコホート研究の効率的活用や、より精度の高い検討のため、欧米が主導して共通要因と共

通アウトカムを持つコホート連合の形成が活発化した。食事要因とがんとの関連を解析するハーバ

ード大学を中心とした Pooling Project of Prospective Studies of Diet and Cancer（約 80 万人）14)、

アジア地域の大規模コホート研究の統合基盤であるアジアコホート連合 Asia Cohort Consor-

tium（約 110 万人）15)の他、EPIC 研究（約 50 万人）5)も一種のコホート連合である。さらに、

特定要因や特定疾病をキーとして、肥満と死亡、乳がんと前立腺がん、肺がんに関するコホート

連合、さらにはゲノム解析を主軸にした統合解析のコホート連合 Breast and Prostate Cancer 

Cohort Consortium（BPC3）のように、既存のコホート研究の統合による 1 万人規模のコホー

ト内症例対照研究が行なわれ、リスク遺伝子と環境因子との相互作用が検証されているなど、国

際コホート連合による多くの統合解析が進行している 16)。残念ながらそのほとんどは欧米の主導

で、日本のコホート研究については、1990 年前後に誕生したコホート研究を中心に、コホート

連合研究 Japan Cohort Consortium が継続的に実施されている 17)。 

さらには、様々な疾病について世界における負担推計研究が精力的に実施されている。The 

Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study（GBD）18)は世界の疾病負担研究

と称して各国の健康関連のあらゆるデータを米国ワシントン州の Institute for Health Metrics 

and Evaluation（IHME）に集約し、様々な切り口から世界及び各国の疾病負担を推計している

もので、ゲイツ財団などから巨額な研究財源が拠出され独立運営を可能としている。現在では、

世界 120 カ国から 1600 人の専門家が参加する巨大プロジェクトである。このプロジェクトから

の結果は、トピック毎にランセット誌に掲載され、世界の保健関連政策立案に影響を及ぼしてい

る。 

これと同時に各国で主要疾病の要因の寄与度の解析が進められるようになってきたのも注目

される。過去には米国人のがんの要因の寄与度に関する推計を、英国人疫学者 Doll らが試みたの

が最初であったが 19)、寄与度の推計には、関連する要因の保有率などの国代表値が存在すること

に合わせ、システマティックレビューやメタアナリシス、統合解析が推計段階で必須になる。こ

れまで、米国 20)、欧州（英 21)・仏 22)など）、日本 23)、韓国 24)、中国 25)、さらには豪州 26)などで、

がんの要因の寄与度が報告されている。その他、GBD プロジェクトの発展として、死亡につい

ての疾病負担研究を同じ方法論で実施している国もある（米国 27)、日本 28)、中国 29)等）。これら

はその国の保健政策に直接影響を与えるエビデンスとなるため、今後、主要疾病の要因寄与度の

推計や疾病負担研究はさらに増えていくことが予想される。 

日本では残念ながら、このような研究のために国内外疫学研究がネットワークを主導し、プー

ル解析や統合プロジェクトを率先して実施していく基盤整備のための研究支援体勢が未熟であ

り、リーダーシップを他国にとられている状況にある。国際コホート連合の基盤として、研究を

調整する研究調整センターと、貴重なデータを集約し高度なセキュリティの中で解析を実現する

データセンターの設置、研究調整やデータマネジメントに係わる人員の確保が必須である。また、

各国によって異なる倫理指針やデータの取り扱いに対応するため、データを移動しなくても解析

できるいわゆるリモートアクセスの方法論開発も必要である。例えばアジアコホート連合 15)は、
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アジア約 20 カ国のコホートデータを統合した解析を実施可能な統合プロジェクトであるが、初

期には米国に所在していた研究調整センター・データセンターもアジア諸国の希望により東京に

移された。日本への国際的信頼からこのような経緯になっているが、基盤自体を維持できなけれ

ば研究解析も進展できない。そのためコホート連合基盤そのものへの日本の研究支援財源確保が

喫緊の課題であり、国際的リーダーシップの推進のためにも、このような研究開発領域の強化が

望まれる。 

コホート研究では対象者を追跡していくツールとして死亡登録や疾病登録の存在が重要であ

るが、北欧諸国では、死亡統計のみならず全国民を対象とした悉皆がん登録が社会インフラとし

て整備され、その他の社会的な各種データとの自在なリンクによって、独自の双子研究や代々の

親子研究というジャンルも切り拓かれ、生活習慣・環境因子と遺伝因子の相互作用の検討により、

数々のユニークな成果が導かれてきた。韓国でも 1990 年代の終わりから同様の社会インフラ整

備が進められ、2009 年に立ち上げられた前述の KoGES8)でも、追跡時のデータリンクのために

国民番号を収集している。日本では、がん登録推進法が 2013 年に成立し 2016 年より医療機関に

がん患者の情報提供が義務付けられ、ようやくがんに関しては全国規模のデータベース（生命予

後も含む）の整備がスタートした 30)。当該法では、がんに係わる研究へのがん登録情報の利用や

提供についても明確にうたわれており、適切な手順を経ることによる研究利用への道筋が示され

た。氏名・性別・生年月日など識別子となる情報も収集されており、疫学研究におけるアウトカ

ム情報としてのデータリンクを想定した今後の研究利用への期待が高まっている。 

 

＜運動器疾患の疫学・コホート研究＞ 

超高齢社会に突入した日本をはじめ、高齢化が進む各国では高齢者の生活の質（QOL）、介護

予防や医療費等の観点から、骨粗鬆症（Osteoporosis, OP）やそれによる骨折、変形性関節症

（Osteoarthritis, OA）など、運動器疾患の対策の重要性が高まっている。本項では、これら運動

器疾患の疫学・コホート研究について国内外の動向を記載する。 

〇運動器疾患の疫学研究の必要性 

平成 25 年厚生労働省国民生活基礎調査の概況でも、高齢者が要介護になる原因の 4 位が骨折・

転倒で全体の 11.8%を占め、5 位が関節疾患で 10.9%と運動器疾患が続き、4 位・5 位の頻度をあ

わせれば 1 位の脳血管障害 18.5%を凌駕する。このように、運動器の障害が要介護の主な原因と

なって、高齢者の QOL を著しく低下させているのは明らかであり、その予防対策は喫緊の課題

である。これらの疾患の疫学指標(有病率、発生率）を推定することは予防の第一歩であるが、運

動器の障害には、慢性に進行し、経過が長く、症状がほとんどないという特徴をもつものが多い。

そのため医療機関に受診しないことが多く、疫学指標を推定するためには一般住民の集団を設定

して、集団全体について検診を行う必要がある。このため患者数が極めて多いと考えられるにも

かかわらず、OP や OA を目的疾患とした疫学研究の報告はまだ十分とは言えない。 

〇骨粗鬆症（OP）とそれによる骨折 

OP はほとんどの場合無症状で進行し、骨折により顕在化することが多い。OP の予防対策をた

てるには、まずどのくらいの対象者がいるのか(有病率)、それらに影響を及ぼす要因は何かを明

らかにする必要がある。さらに追跡調査が可能なら、どのくらいの患者が発生するのか(発生率)、

発生に影響する要因は何かを明らかにすることができる。OP による骨折、特に高齢者の QOL

に重大な影響を及ぼす大腿骨頸部骨折については、日本では全国的な疫学調査が数度にわたって
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行われ、系統だった危険因子の探索が行われてきた。しかしながら、骨折の原因となる OP その

ものについての疫学研究は十分ではない。 

運動器の障害を調査ターゲットとしたコホート研究として、日本では Research on Osteoar-

thritis /osteoporosis Against Disability (ROAD) スタディがある 31, 32)。ROAD では都市型コホ

ート（東京都、1,350 人）、山村型コホート（和歌山県、864 人）、漁村型コホート（和歌山県、

826 人）と、特性の異なる３地域コホートを設置し、ベースライン調査参加者に対して、400 項

目からなる詳細な問診票調査、栄養調査、握力、歩行速度、身体測定、骨密度測定等を行い、脊

椎、股関節、膝関節の X 線撮影、整形外科医による診察を行っている。さらに、3 年後の 2008-2010

年、7 年後の 2012-2013 年、10 年後の 2015-2016 年に追跡調査を実施し、運動器障害の発生率

と危険因子の解明に取り組んでいる。例えば、ベースライン調査時には OP ではなかったが、3

年後の追跡調査時に WHO 基準に基づいて OP の範疇に入った者を発生者と定義すると、3 年間

での発生率は腰椎 L2-4 では 0.76％/年、大腿骨頸部では 1.8％/年となった 33)。 

OP そのものに比較すると、OP による骨折については、よくデザインされた疫学調査の報告が

多い。最も重大な合併症であり、寝たきりの原因ともなることから予防が極めて重要な骨折であ

る大腿骨頸部骨折は、日本での発生率については過去 25 年にわたり、5 年ごとに計 6 回の全国

規模の調査が行われている 34-42)。国際的な視点からみると 43)、2000 年以降の調査ではヨーロッ

パ、北米などで大腿骨頸部骨折発生率が減少に転ずる国が増えてきているが日本ではまだ増加傾

向を維持している。脊椎椎体骨折は最も頻度が高く、また近年では脊椎椎体骨折の罹患が次の脊

椎椎体骨折のリスクを増し 44)、またその生命予後に影響を及ぼすとの報告 44, 45)があることから、

やはり予防の重要性が高い骨折である。脊椎椎体骨折発生率の長期変化については、広島、長崎

での出生年別コホート研究 46)がその手がかりになる。これら以外の部位の骨粗鬆症関連骨折の頻

度に関する報告としては、鳥取県での橈骨遠位端骨折 47)、上腕骨近位端骨折の発生率の調査があ

る。このほかの報告 48-51)も合わせると、四肢の骨折については日本の骨折率は国際的にみて高く

はないが、脊椎椎体骨折については欧米並みかそれ以上と考えられる。 

〇変形性関節症（OA） 

関節疾患は高齢者が要介護になる原因の 5 位であるが、要支援の原因に絞ると 1 位であり、高

齢者の QOL を大きく障害する疾患である。OA は OP と比べて疫学研究は少ない。OP にははっ

きりとしたアウトカム（骨折）が設定し得るのに対して、OA の主たる症状は痛みであり、痛み

を客観的に評価する方法が確定していないところに原因があると考えられる。OA をターゲット

とした国内の疫学研究としては、前述の ROAD スタディがあり、変形性膝関節症、変形性腰椎

症の累積発生率がそれぞれ年間 2.9%、11.4%である等の報告がされている 52, 53)。 

〇運動器障害による疼痛の疫学：腰痛と膝痛 

前述の平成 25 年国民生活基礎調査結果によると、腰痛の有訴者率は男性では有訴者率 92.2(人

口千対)で 1 位、女性では 118.2 で肩こりに次いで 2 位と極めて高く、しかも増加傾向にある。「手

足の関節の痛み」の有訴者率は男性 41.8 で 5 位、女性 70.3 で 3 位と高く、このうちの少なから

ぬ割合が膝痛を自覚していると思われる。その疫学的アプローチはまだ乏しく、予防のために必

要な情報はまだ十分とは言えないが、厚生労働科学研究（長寿科学総合研究事業）「膝痛・腰痛・

骨折に関する高齢者介護予防のための地域代表性を有する大規模住民コホート追跡研究」班では、

国内で運動器障害の予防を目的として行われてきた代表的な地域コホート研究のデータを統合

し The longitudinal cohorts of motor system organ (LOCOMO)スタディとして、運動器関連症
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状の頻度を明らかにしてきた。LOCOMO スタディには、東京、和歌山 (山村、漁村)など８地域

コホートが参加し、統合コホートは 12,019 人からなる大規模住民コホートとなった。この統合

コホートの情報から、腰痛、膝痛の有病率や、共にもっているものの有病率や、これらの関連要

因等について報告が出されている 54)。 

（３）注目動向 

・ 世界各国で、数十万人以上規模の健常者バイオバンクの構築が進んでいる。これらにがん

罹患や死因情報などをリンクすることにより、将来には非常に大規模なコホート解析が行

われることが予想される。UK バイオバンク、中国 China Kadoorie Biobank、韓国 Korean 

Genome and Epidemiology Study (KoGES) Consortium などに比して、日本の健常者バ

イオバンクは規模が小さい。 

・ 国際コホート連合の形成が活発化している。欧米主導が多いが、アジア地域でもアジアコホー

ト連合 Asia Cohort Consortium が構築され、現在東京に研究調整センターとデータセンター

が所在している。 

・ 各国で主要疾病の要因の寄与度の解析が進められるようになってきた。特にがんの原因の寄与

度に関する推計が多く報告されている。 

・ 世界の疾病負担研究（The Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study

（GBD））が Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）主導で実施されている。

IHME に各国の保健関連情報を集約し、様々な切り口から世界及び各国の疾病負担を推計して

いるもので、ゲイツ財団などが巨額な研究財源を拠出し、120 カ国から 1600 人の専門家が参

加する巨大プロジェクトとなっている。結果はランセット誌に掲載され、世界の保健関連政策

立案に影響を及ぼしている。 

・ ゲノム情報を有した大規模コホート研究基盤である J-MICC Study は 2016 年度より、新

学術領域研究「学術研究支援基盤形成」のコホート・生体試料支援プラットフォームに組

み入れられることになった。これにより、J-MICC Study のベースライン調査で収集され

た生体試料や、データ等を用いて、他の研究者が共同研究として研究を実施できるように

なった。これは、J-MICC Study が個々の研究課題への技術支援・リソース支援・技術相

談等を通して、研究者に対し問題解決への先進的な手法を提供するとともに、支援機能を

横断した研究者間の連携、異分野融合や人材育成を一体的に推進し、研究の更なる発展に

資することを目的としている。 

・ 日本では保健医療に関して個人毎に一元化された番号が無く、医療情報や死亡などをアウ

トカム情報の把握のためのツールとして活用するのが困難であり、分析疫学・介入研究な

どの円滑な遂行の障壁になっていた。これについては、「行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用などに関する法律」により、いわゆるマイナンバーが 2018 年

以降使用されることが決定し、これに伴って交付される「個人番号カード」について、2020

年をめどに健康保険証と一元化を目指すことなどを盛り込んだ新たな IT 戦略が閣議決定

された。保健医療情報を疫学研究に利用できるような仕組みづくりが今後の課題。 

・ 保健医療情報の収集・処理には明示的な同意取得が原則あるいは必須となるが、学術研究

や調査目的の場合はさまざまな条件の下で適用除外となっている。最近の注目すべき動き
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として、EU データ保護規則改正において、研究目的での適用除外の条件が厳格化された

ため、疫学研究での利用が厳しく制限されることが危惧されている 55)。 

（４）科学技術的課題 

・ 近年活発化してきているコホート連合を日本が主導するためには、国際コホート連合の基盤と

して、研究を調整する研究調整センターと貴重なデータを集約し、高度なセキュリティの中で

解析を実現するデータセンターの設置、研究調整やデータマネージメントに係わる人員の確保

が必須である。また、各国によって異なる倫理指針やデータの取り扱いに対応するため、デー

タを移動しなくても解析できる、いわゆるリモートアクセスの方法論開発も必要である。その

ため、日本におけるコホート連合基盤そのものへの研究支援財源確保が喫緊の課題で、この分

野における国際的リーダーシップの推進のためにも、このような研究開発領域の強化が望まれ

る。 

・ バイオバンクは生体試料の貯蔵庫であり、関係研究者の利用と研究の推進によりその存在価値

を発揮する。欧米では対象者リクルート時からバイオバンク専門施設と専門職員が対応して、

バンクそのものが維持運営され、さらに雇用にも役立っている。日本ではそのような研究支援

財源や体制がなく、専門職員の専任雇用ができないことも多い。バイオバンクの構築に、大学

などに所属する疫学教員や研究機関疫学研究者が、構築と現場のデータ収集や同意取得などに

携わっていることが多いのが現状である。疫学研究者は、研究者でありながらデータを収集し

追跡することが主となり、後の結果の刈り取りの多くを構築にかかわらなかった基礎研究者が

実施するとなれば、構築にかかわる労力が疫学研究者のみに負荷となり疫学研究者からの構築

への貢献は得にくくなり、結果として研究基盤が構築できなくなる。将来的に、この悪循環に

陥らないよう、工夫が必要である。 

・ 医療情報を総合的に把握するために、電子母子健康手帳や電子カルテシステムの標準化、国民

の保健・健康情報の一元化が必要である。 

（５）政策的課題 

・ がん登録の推進に関する法律が 2013 年に国会で成立し、がん登録情報の研究利用への期待が

高まっている。今後円滑に研究利用が進められるよう手続き手順の整理と、必要以上の煩雑な

手続きや障害が取り除かれるようはかる必要がある。さらに他疾患症例等を把握するためのイ

ンフラ整備には、国民の理解のみならず届出の義務化など、技術以外の多方面の調整も必要で

ある。 

・ 保健医療に関して個人毎に一元化された番号の欠如が疫学研究の円滑な遂行の障壁になって

いたが、いわゆるマイナンバーの導入や新たな IT 戦略の閣議決定など、今後、保健医療情報

を疫学研究に利用できる可能性が高まった。しかし、実際にはそれぞれの保健医療情報に関連

した法律・ガイドライン・指針その他により、円滑な利用になかなか進まないことが危惧され

ている。技術的のみならず、比較的簡単な手続きで、研究のためには入手できるように法整備

することも必要と考えられる。特に、マイナンバー制度は、ばらばらに行われている健診など

のデータを連結するうえでは有力な手段であり、諸外国では健康情報管理の基本となっている
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ことが多い。医療情報を総合的に把握するために、さらに公衆衛生に資する疫学研究へのデー

タ活用のためには、制度の整備が必要である。 

・ 大規模コホート研究は、10 万人以上のリクルートによるデータの蓄積とバイオバンク並みの

検体保存による 20 年以上の追跡が必要であるが、日本の財政制度下では単年度、単体の予算

で安定的に実施するのは極めて困難である。コホート研究の構築のみではなく、ベースライン

の諸情報収集後の長期の追跡・維持・運営にかかわる資金財源が必要である。 

・ 一般住民のコホート研究参加の同意率低下は、どの国でも問題である。科学的妥当性を保持す

るには同意率を向上させる政策的な取り組みが必要である。また、研究参加者のゲノム利用に

関する包括的同意の扱いについても、保健医療に関するデータの収集と処理も含め、指針で明

確にしておく必要がある。 

（６）キーワード 

疫学、コホート、分子疫学、バイオバンク、生体試料、ゲノム、コホート連合、統合解析、寄

与度、疾病負担、疾患登録、全国がん登録、マイナンバー、運動器障害、ロコモティブシンドロ

ーム、追跡調査、介入研究、栄養疫学、生活習慣病、危険因子 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ ↗ 

・がん登録推進法が成立し、2016 年より開始となった。今後の発展が期待

される 

・ゲノム情報をもつ住民ベースの大規模コホート研究として J-MICC や

JPHC-NEXT、東北メディカル・メガバンクなどが開始されている 

・疾病負担研究、要因寄与度推計、統合解析などが進められている 

・複数の疫学研究のデータ統合（大規模分子疫学コホートコンソーシアム

研究）が実施されている。さらにこれを発展させ、ビッグデータやマイ

ナンバーを利用した外部データや既存試料との統合のための研究（公衆

衛生研究のプラットフォームとしてのコンソーシアム）が求められる 

応用研究・ 

開発 
― ―  

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・ 住民ベースのがん登録が悉皆登録として全米をカバーしている。また、

他の政府統計なども含めて、疫学研究への応用や個人情報とのリンクが

可能なため、分析疫学研究が容易に遂行し得る社会インフラとなっている 

・1980 年代より前向きコホート研究が数多く行われてきた 

・米ハーバード大プーリングプロジェクトやNCIコホートコンソーシアム

など、国際的なプール解析を行うプロジェクトが進行している 

・Institute of Health Metrics and Evaluation（IHME）が中心となって世

界の疾病負担推計研究（GBD）を主導している 

応用研究・ 

開発 
― ―  

欧州 基礎研究 ◎ ↗ 

・北欧各国では国の悉皆がん登録システムが早期から整備されている 

・記述疫学分野に必要なデータやデータリンクの整備は最も進んでおり、

概して電子化医療情報の活用も盛んである 

・EPIC 研究を始め、欧州各国間の国際共同研究や国際的な疫学研究やその

統合解析が盛んに行われている 
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・2008 年開始 50 万人規模の分子疫学コホート研究である UK バイオバン

クは、主に非営利団体の寄付で維持されている。英国以外でも各国でバ

イオバンクを構築している 

応用研究・ 

開発 
― ―  

中国 

基礎研究 ○ ↗ 

・大規模コホート研究としては、Shanghai Women's Health Study

（SWHS）、Shanghai Men’s Health Study (SMHS)、Linxian General 

Population Trial Cohort など多くの近代的な観察型疫学調査・介入研究

が米 NCI との共同研究として行われている 

・2004 年から、英オックスフォード大と共同で、50 万人規模の分子疫学

コホート研究（China Kadoorie Biobank）が開始されている 

・中国 CDC が中心となって、GBD 疾病負担研究を実施しており、中国の

疾病負担について論文報告もされた 

・中国でのがん登録 National Central Cancer Registry of China (NCCR)

は政府主導で 2002 年に開始。全人口の 6.5％をカバーし、がん罹患及び

死亡統計を推計している 

応用研究・ 

開発 
― ―  

韓国 

基礎研究 ○ ↗ 

・1999 年より国の全がん登録システムが整備され、さまざまな統計データ

や医療データとのリンクにより解析が行われている 

・1990 年代半ばより、生活習慣との関連を調べる 2 万人規模のコホート研

究が行われた（KMCC）。また、公務員の健診データをベースに健保デー

タと紐付けた 100 万人規模のコホート研究（KCPS）が行われてきた 

・2004 年より、Korean CDC が 25 万人規模の分子疫学コホート（KoGES）

を構築 

・たばこ税をがん対策研究予算に配分している 

応用研究・ 

開発 
― ―  

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 
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３.５.４ 健康・医療・介護情報 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

本領域は診療データや介護保険データ等、健康・医療・介護に関する情報を対象とする。「医

療情報学」（Medical Informatics、Health Informatics）も含み、手法、方法論等の学術・研究

領域であるとともに医療制度、診療・ケアの実践、患者参画などの医療社会と直接的に結びつい

ている。電子カルテの時代になり、診療の質向上のための高度情報化が進み、大規模なデータベ

ース（DB）に蓄積される診療情報の解析が行われている。さらに機械学習、ディープラーニン

グ等を応用した、ゲノム情報を含む医療ビッグデータ解析の取り組みが脚光を浴びている。同時

に、極めて機微な情報を扱うことから、倫理的、制度的、社会的、技術的側面からのプライバシ

ーの議論が一つの研究領域をなしている。 

介護情報はサービス提供者と利用者の二局面において存在し、提供者側からの情報としては、

日本では 2000 年の介護保険制度開始から介護給付費明細書（介護保険レセプト）が電子データ

として整備され、その活用が進められている。全国レベルでの均一フォームで電子化された、国

際的にも貴重な情報である。また各自治体（保険者）レベルでは後期高齢者医療情報との突合も

可能で、医療と介護を連続して分析する研究が開始されている。一方で利用者における介護情報

は、日本では国の個票調査等に依存し、またその分析も十分でなく、特に利用者側の家族介護者

に関する情報や、地域情報が不足している現状がある。介護離職や介護・経済負担といった社会

問題への対応とともに今後、インフォーマル・ケアや地域の在り方に関する情報の収集・分析の

システム構築が課題である。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

【医療情報】 

＜診断・治療における意思決定＞ 

「医師の診断プロセス自体が情報の処理プロセスにあたる」という考え方は、この分野の創成

期からあり、臨床における意思決定支援(Clinical Decision Support: CDS)は中心テーマの一つで

ある。多変量解析や数理的手法を中心とする研究が進み、1980 年代は AI 応用としてエキスパー

トシステムや遺伝的アルゴリズム等の手法が注目されたが、臨床医学知識の深さ・膨大さに当時

は追いつかなかった。しかし、知識表現、知識処理は医療情報学研究の中心に位置づけられ、意

思決定支援のため医学知識の表現、診療に現れる概念の表現などオントロジーが成果をあげつつ

ある 1)。膨大な臨床知識を計算処理可能な形で表し、非構造化データ、ナラティブ（narrative）

テキストを含む大規模データから機械学習等を用いて新たな知識を創出し、臨床医学に還元する

という新時代の医学研究領域でもある。 

＜医療情報システムの開発と評価＞ 

医療情報システムは導入初期には大学病院等で研究開発が進められ、その後製品化が進ん

でいる。しかし一方で、常に新たなニーズが生まれる領域であり、継続して研究開発の対象

でもある。国際的には近年 EHR(Electronic Health Record、電子医療記録)に力が注がれて

いる。EHR は院内に閉じた電子カルテではなく、標準化を踏まえ、必要な診療情報を時宜

を得て、必要とし利用が認められる相手に渡すことができるシステムである。 

海外では米国再生・再投資法(2009)の一環として始まった Meaningful Use が知られてい
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る 2)。良質の医療情報技術の活用により、医療提供の質向上等を目指すもので、医療機関は

政府機関が認定するシステムの中から EHR を採用し、quality measure の報告を提出する

等、一定要件を満たすことで資金提供を受けられる。シンガポールでは幾多の取り組みを経

て、National EHR(NEHR)の開発に至った 3)。保健省(Ministry of Health: MOH)のもと

MOH Holdings が実運営を行っており、診療録は各病院が保有、コアの診療情報のみが

NEHR に登録され公的病院の医師の間で共有される(民間病院にも拡大中)。 

医療施設間の連携、診療情報共有は国際的に共通のテーマで、国内では 200 以上の地域医

療連携システムが存在するが 4)、課題も多い。一般に医療情報システムは高額な投資を要す

るが費用対効果のエビデンスを出し難い。近年は診療情報交換(Health Information Ex-

change: HIE)による効果の評価に関する研究論文も出ており 5-7)、国内でも評価が求められる。 

＜蓄積される診療情報と臨床研究・疫学研究＞ 

医療情報化の急速な進展とともに蓄積される診療情報の活用が注目される。米国の大規模医療

プロバイダでみられるように蓄積された情報から診療成績を比較できるようにして臨床現場に

フィードバックし、医療者のモチベーションを高め、診療プロセス改善、医療の質向上、費用対

効果の向上にと繋げることを目指す取り組みがある。オンラインで複数施設の情報を検索・収

集・集約可能とし診断治療に活かすという使い方は、一次利用(診療)、二次利用(研究)という従来

の分類を超える形である。国内では糖尿病、腎臓病など疾患別/目的別の大規模レジストリーの構

築が進んでおり、また臨床 DB 構築を支援するシステム MCDRS が稼働している 8)。国際的には

ゲノム情報から得られた知見の臨床応用、健康増進・疾病予防に向けたヘルスデータの総合的解

析が広がり、EHR データを用いた phenotyping の取り組みも始まっている 9)。2016 年の「国際

保健のための G7 伊勢志摩ビジョン」では保健医療データ活用の国際協力がうたわれ 10)、国際的

研究協力、医療情報の基盤整備の必要性が指摘されている。 

なお診療報酬明細（レセプト）については、全国のデータを匿名化して集積した NDB（レセ

プト情報・特定健診等情報 DB）を日本では構築している。既に 100 億件を超えるデータが蓄積

されており、研究目的の申請に対し審査した上での提供等も実施している 11)。また次世代医療

ICT 基盤協議会では NDB を含む医療・介護 DB の活用を推進しており、DB の整備・拡充や、

提供機関の整備などの検討を進めている 12)。 

＜患者情報のプライバシー・医療情報倫理＞ 

国際的に医療情報倫理(Health Information Ethics)とよばれる領域があり、国際医療情報学連

盟は医療情報専門職のための倫理綱領を採択している 13)。倫理綱領が必要な理由は、診療情報が

単に機微な情報であるだけでなく、公共財として「医療を受ける人は、ポピュレーションヘルス

のための情報の提供者であるとともに、本人が、そして、その家族が将来、その蓄積により恩恵

を受ける一人でもある」という性質の特殊性にある。将来にどのような資産を残したいのか、ゲ

ノム情報と診療情報を統合した解析、長期的・縦断的レジストリーには国をあげての倫理的観点

を含めた議論が求められる。 

＜医療情報の標準化＞ 

病名、医薬品、検査など医療情報の活用には標準化が必須であり、国内外で力が注がれている。

ISO では TC215、CEN では TC251 に「Health Informatics」の技術委員会が設置されている。

また、HL7 は医療情報に特化した標準化団体であり、規格の名称でもある。ISO/TC215、

CEN/TC251、HL7 という 3 大・医療情報標準化団体が国際的な医療情報標準規格をリードし、
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システム間でやりとりできるという「相互運用性」から、臨床上の意味内容を交換できる「意味

的相互運用性」へと向けて、医療情報の参照モデル、臨床文書アーキテクチャ、オブジェクト技

術に基づいた EHR 交換規格などが策定されている。 

＜人材育成＞ 

近年、マイニングや機械学習、ビッグデータ解析などアナリティクス(analytics)が脚光を集め

る中、医療情報アナリティクスのスペシャリスト育成が不可欠である。大学院修士課程のコース

などで一部、養成の事例がみられるが圧倒的に不足しており、より大規模に人材育成に取り組む

必要がある。 

医療情報技術に関しては、国内には医療情報技師、上級医療情報技師という資格(日本医療情報

学会)がある。医療情報技師は、医療情報システムの技能、医療・診療情報の知識と理解、医療情

報の活用をはかる力を有する人材であり、次世代電子カルテシステムについて職種・業種を超え

て一体となって将来のあるべき姿を目指すにあたり、その重要性は高い。 

 

【介護情報】 

＜日本における介護情報の主な種類とソース＞ 

① 調査票に基づく公的統計調査： 国民生活基礎調査、中高年者縦断調査、介護サービス 

 施設・事業所調査 14) 

② 行政記録情報： 全国介護保険レセプトデータ、保険者介護保険レセプトデータ 

③ 研究者主導の一部地域における調査： JAGES（Japan Gerontological Evaluation  

 Study, 日本老年学的評価研究）、くらしと健康の 

 調査（JSTAR）等 

＜各種情報の概要および研究動向＞ 

① 調査票に基づく統計調査 

・ 国民生活基礎調査は、全国の世帯及び世帯員を母集団として層化無作為抽出した地区内

の住民を対象としており、全国規模で在宅介護において要介護者および家族介護者の実

態を把握できる唯一の調査である。介護情報として、1．要介護者等のいる世帯の状況（世

帯構成別割合）、2．要介護者等の状況（基本属性、要介護状態となった原因）、3．主な

介護者の状況（基本属性、同別居、介護時間）、4．同居の主な介護者の悩みやストレス

の状況、5．介護サービスの利用状況等が調査毎に公表され、研究の基礎資料となってい

る。特に、家族介護者を世帯内で特定でき、家族介護者の世帯・健康情報データを特定

できることは重要である。家族介護者の就労状況についても把握でき、就労していない

理由として介護という選択肢がある。（※この選択肢を入れた調査は、ほかには就業構造

基本調査、中高年者縦断調査がある）。個票データは統計第 33 条に基づき、公共性かつ

有用性の高い研究への利用を認めておりセミオープンである。 

・ 中高年者縦断調査は、平成 17 年 10 月末に 50～59 歳であった全国の男女を対象とし、

そのうち前回調査又は前々回調査において協力を得られた者を客体としたパネル調査で

あり、平成 17 年から毎年調査が行われている。介護情報として、調査対象が同居して

いる家族への介護の有無、ADL（activity of daily living）、就労をやめた理由（選択肢

に介護あり）が得られている。家族介護者の精神的健康状態への介護の影響を明らかに

するなど、調査対象が家族介護者であるケースに関して分析が行われている 15, 16)。今後
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は調査対象者本人が要介護者であるケースの分析も進められていくと考えられる。個票

データの利用条件は、国民生活基礎調査と同じである。 

・ 介護サービス施設・事業所調査データは、厚生労働省が全国の介護サービス施設/事業所

を対象に実施した調査によるデータである。施設/事業所の提供するサービス種類 （訪

問介護、通所リハビリテーション、老人保健施設等）ごとに記載項目が異なるため、デ

ータもサービス種類ごとに分類されて提供されるが、おおむね以下の項目が収録される。 

- 法人名、施設名/事業所名、所在地、活動状況、定員、開設・経営主体、在所者数/

利用者数、従事者数等、利用者の要介護度、認知症高齢者の日常生活自立度、障害

高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）等 

② 行政記録情報 

・ 全国介護保険レセプトデータは、介護事業者から保険者に請求するための月単位のデー

タであり、レコードは利用したサービス別の個人単位である。高度な公益性を有する研

究に利用する場合、統計法第 33 条に基づいて利用の申し出を厚生労働省統計情報部に

行うことができる。データは予め匿名化処理が行われており、居住する地域の保険者番

号と匿名化された被保険者番号を元に、各情報を突合した分析が可能である。なお、被

保険者番号は同一保険者内でのみユニークであるため、被保険者が他の保険者の地域に

転出した場合、レセプトデータから追跡はできない。記載項目の多くはサービスの種類

と請求金額、事業所番号等の、請求に必要な内容であり、個人属性は性、生年月、要介

護度、要介護認定期間等が得られる。介護サービス施設・事業所調査とは事業所番号を

連結キーとして突合可能である。医療レセプトとの突合に関しては、全国介護レセプト

は事前に不可逆匿名化処理を行っているため、現状では不可能である。 

・ 保険者介護保険レセプトデータは、当該市町村との合意が得られれば、個別に契約を行

うことでデータが利用可能である。この場合、統計法による制約は存在しない。匿名化

処理がデータ授受前に行われるが、保険者に依頼・了承が得られれば、他データとのリ

ンケージを前提とした匿名化処理等のカスタマイズが可能である。保険者間でフォーマ

ットが同一とは限らないが、全国データでは提供されない項目（被保険者の保険料段階、

要介護認定調査の基本調査項目等）が利用可能となる場合がある。また、後期高齢者や

同一保険者（国保）の医療レセプトと突合可能性がある。 

・ 全国介護レセプトデータを用いた研究はその緒についたところであるため、今後の業績

が待たれる。他方、保険者別介護レセプトを用いた研究はすでに進んでおり、それらは

医療レセプト（国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度）および介護レセプトの双方

を用いた分析 17, 18)と、介護レセプトのみを用いた分析 19-23)に大別できる。 

③ 研究者主導の一部地域における調査 

・ JAGES は愛知県の 2 自治体から始まった AGES（Aichi Gerontological Evaluation 

Study, 愛知老年学的評価研究）プロジェクトを母体に、2010 年から全国の自治体に拡

張し展開している。縦断データであることが特徴であり、複数の調査プロジェクトで得

られた調査データ間で突合を行い、データの拡張性が高いことが強みである。また、デ

ータへのアクセスはセミオープンであり、一定の手順を踏めばデータを扱うことができる。 

・ くらしと健康の調査（JSTAR）24)は、高齢者の実態を多角的に捉えたマイクロデータを

整備し、学術研究や現実の政策立案の判断材料として活用するため、高齢者対象のパネ
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ルデータ調査を経済産業研究所と一橋大学が協力して実施してきた。本調査のデータは、

先進各国で既に実施されている高齢者対象の調査との比較可能性を、最大限維持するよ

うに設計されている。 

＜海外（米国、欧州、中国、韓国）における動向＞ 

米国  

・ CMS（Centers for Medicine & Medicaid Services）では、Medicare または Medicaid

の指定介護施設に居住する高齢者全体に対し、患者の状態を標準化された評価方法

（Resident Assessment Instrument-Minimum Data Set （RAI-MDS））で調査してい

る。研究者は Research Data Assistance Center（ResDAC）にデータを申請した後に、

CMS の承認を受けてデータを活用することができる 25)。MDS の個人レベルデータは施

設レベルで集計し、施設サービスの質の指標（quality indicator）としても活用してい

る 26)。 

・ HRS（Health and Retirement Study）27)は 1990 年に開始された高齢者の介護及び医

療サービスに関する内容を含む代表的調査で、Medicare/Medicaid/Health Insurance 及

び End of life decision については既に学術誌論文、報告書等が 300 個以上掲載されてい

る。MDS と HRS を用いた研究はテーマと方法論等の様々な側面で介護領域の国際的な

先頭としての役割を果たしている。 

・ RAI-MDS を活用した施設レベルの質の指標は CMS Nursing Home Compare website

で一般に公開されている 28)。Online Survey Certification And Reporting（OSCAR）も

用いられていたが、このシステムは 2012 年から Certification and Survey Provider 

Enhanced Reporting（CASPER） system and the Quality Improvement Evaluation 

System（QIES）に代替された。CASPER/QIES データを基盤に、毎年介護施設の統計

年報 Nursing Home Statistical Yearbook が出版されている。提供者レベルの研究は個

人レベルの研究に比べて少ない。 

欧州 

・ 欧州諸国： 統合質問紙調査やプロジェクトによって国家間の比較を可能とする介護情報

「The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe （SHARE）」（欧州 20 国）, 

「English Longitudinal Study of Ageing （ELSA）」（イギリス）等が構築され、このデ

ータによる高齢者の健康・介護に関する研究が行われている 29, 30)。 

施設ケアについては、EU の助成のもとで、長期ケアにおける高齢者へのサービスと健

康の研究「The Services and Health for Elderly in Long Term Care, （SHELTER）」

が推進された 31)。ここでは、保健システムが異なる EU 諸国で、共通の介護施設評価ツ

ール（inter RAI instrument for Long Term Care Facilities, inter RAI LTCF）を用い、

施設に入居している高齢者の状態を測定、その情報を蓄積し、国家間比較研究が発表さ

れている 32-34)。 

・ ドイツ： 介護施設（Nursing home）ではストラクチャー情報と患者の特性（年齢、性

別、要介護度等）の提出が義務化され、他の統計とともに「Research Data Centers of the 

Federal Statistical Office and the Statistical Offices of the States」が管理し、有料で

提供されている。研究としては、地域レベルデータを用い、施設ケアの地域差に対する

分析 35)がある。全国レベルのデータ活用は未だされていないようである。 
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・ イギリス: 自治体におけるケアの質の向上を目的とした、ケア利用者および介護者の評

価に関する枠組み（Adult Social Care Outcome Framework :ASCOF) が整備されてお

り、「1.要支援者・要介護者の QOL 向上」、「2.支援・介護ニーズの遅延および低減」、「3.

支援・介護サービス利用者の肯定的経験の保証」、「4.弱者の保護および避けられる被害

からの保護」の 4 領域に分けられている 36) 。ASCOF の中でも、上述１の社会的ケアに

関連する QOL を測定する指標（Adult Social Care Outcome Toolkit :ASCOT)は、ケア

の質を評価する指標として注目されている。各自治体は、ASCOF に基づいた評価を行

い、その結果は DB 化されている 37)。 

中国 

・ 高齢者健康状況調査（Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey ：CLHLS）38)

は、1998 年アメリカ国立老化研究所（National Institute on Aging）の資金により北京

大学が行い、その後 2001 年に国家特別委託プロジェクトとなった。この調査は 65 歳以

上の高齢者に対し 1988 年を初年として 2000、2002、2005、2008、2011 年に 31 省中

23 省で行われた。健康の状況、生活機能、自己評価身体状況と生活の質、生活満足度、

精神状態、高齢に感じたもの、身体検査、栄養、医療サービスの利用が調査され、130

編以上の英文雑誌論文、報告書、単行本が公表されており、データは一般公開、ダウン

ロード可能となっている。 

・ 中国健康と養老追跡調査（China Health and Retirement Longitudinal Study：

CHARLS）39)は北京大学が国家自然科学基金、アメリカ国立老化研究所および世界銀行

の資金で行った。45 歳以上の中高齢者の家庭状況、健康状況、医療と保険、引退と養老

年金、収入、支出及び資産、住宅状況を調査し、中国の高齢化対策に役に立つことを目

的とし、2011 年から 2 年ごとに調査している。100 以上の論文が国際雑誌に掲載され、

データは研究者に公開されている。 

韓国 

・ 2008 年の老人長期療養保険制度の導入以来、 介護レセプトデータを活用し、様々な基

礎研究が行われてきた。特に 2015 年からは高齢者コホート DB とともに、健康検診コ

ホート DB を有料で研究者や一般人に公開している 40)。その他、老人の介護に対し調査

した、代表性を持つ２次データ（高齢化研究パネル調査（KloSA）、韓國医療パネル調査

（KHP）等）が無料で提供され、高齢者の健康と介護における多様な研究が行われた 41, 42)。

韓国内での学位論文及び学術誌論文の実績に比べ、国際学術誌での実績はまだ少な

い 43-47)。 

・ 介護施設水準の基本情報（住所、定員、ホームページ等）及び質評価結果等級（A～E, 最

優秀～不十分）は公団が運営する長期療養保険ポータルサイトに公開中である 48)。更に、

施設水準の構造的側面情報（機関類型、設立区分、人力、装備等）は 2015 年から公開

された高齢者コホート DB にも含まれ、施設情報まで用いた研究を促進している。 

（３）注目動向 

【医療情報】 

・ EHR やレジストリー等のデータソースを用いた臨床表現型抽出(phenotyping)の取り組

み、Computable phenotype に対する注目が高まっている。米国の eMERGE(Electronic 
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Medical Records and Genomics Network)では genotype-phenotype の関連の特定に

EHR の膨大なデータを用いることができる。また PheKB (Phenotype KnowledgeBase)

では phenotyping アルゴリズムの共同開発や検証等のためのツールが提供されている 9)。 

・ ゲノム情報など、バイオ分野で日々生み出されるビッグデータを臨床に活用するための

情報処理基盤の議論が活発である。国際的にはゲノムデータやオミックスデータなどの

情報と臨床情報を統合化した研究や人材育成が強力に進められており、特に海外の若い

研究者層の伸びが目覚ましい 49)。 

・ 医療ビッグデータ解析により過去になかった類の発見に期待が高まっている。北欧では

蓄積された医療データの研究活用を可能とする措置が法的に講じられており、全国規模

のレジストリーが有名である。デンマークのナショナル患者 DB は 15 年の経過を得て

temporal disease trajetories50)をはじめ過去にない類の成果を輩出し、長期縦断的ビッ

グデータ解析が注目されている。 

・ 米国 NIH と FDA が共同で、米国国立医学図書館（NLM)を通じて、治験及び臨床研究

に関する情報を患者や家族、一般の人々に提供する取り組みを 2000 年から行っている。

現在どのような治験・臨床研究が行われているか、患者を募集中か、どこに連絡をすれ

ばよいか知ることができ、医療者には臨床研究の段階まで至った最新の治療法の検索サ

ービスがある 51)。 

・ 自然言語処理、ビッグデータ、スーパーコンピューティング技術を駆使した診断支援シ

ステムの研究が活発である。医用人工知能の第 2（第 3)のブームとも言われるが、第 1

のブームでは知識表現・知識ベースに重点があったのに対し、近年はデータ駆動型に特

徴がある。 

【介護情報】 

日本 

・ 各種の介護関係情報が電子化され集約できているのは、日本の強みである。厚生労働省

による「見える化」も整備されたことは特記すべきで、これをいかに政策に活用しうる

かが今後の課題。 

・ 全国介護保険レセプトに研究利用の道が開かれていることも、世界的にみても画期的で

あり、日本ならではの全国レベルの介護保険におけるヘルスサービスリサーチが展開し

うる。 

・ 2015 年マイナンバー制度開始。今後あらゆるデータ間の突合、個人の縦断的な情報統合

が可能になることも期待できるが、一方、個人情報保護法改正との関係が重要になる（現

時点では未確定）。 

・ 企業や産学連携組織で介護ロボットの開発・普及が進められており、そうしたロボット

が、クラウド化された介護情報を基に最適なレスポンスを導き出すなどの情報活用が期

待される。 

・ 小規模事業者による参入も多く、ベンチャーによる介護関連ソフトの開発も活発。SNS

をモデルとした情報共有ソフトが一部で利用されているなど、今後の現場での情報化が

見込まれる。 

米国  

・ 提供者レベルのサービスの質（施設の感染管理等）の向上のためのファンディングや研

究が 2012 年以来、積極的に拡大されている。また、利用者満足度測定も種々試みられ
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ている。 

欧州 

・ 欧州疾病管理本部 ECDC（European Centre for Disease Prevention and Control）で

介護施設での感染を減少させるためのプロジェクト「Healthcare-Associated Infections 

in Long-Term Care Facilities （HALT）」が導入され（2013 年）、その研究成果が見ら

れている 52, 53)。 

・ ドイツでは、高齢者介護関係ヘルスサービスリサーチの RCT に特化したグラント（3 年

間で 50 億円）が 2015 年から新設された。 

・ イギリスの Technology Strategy Board と Assisted Living Innovation Platform は介護

の革新プログラム（The Long Term Care Revolution Program）を 2013 年に導入し、

介護領域の現在市場状況、施設及び在宅ケアサービスに対する公的・民間セクターの市

場規模推計、テクノロジー（例えば、Telecare、Smart Homes 等）、介護システムと関

わる未来の市場価値等の内容が報告された 54)。その後ヨーロッパの他国とのパートナー

シップを締結し、産業との連携発展に努力している 55)。 

韓国 

・ 政府（国民健康保険公団）の主導によってデータが構築・公開され、研究が促進されて

いる。このデータは学生・研究者・一般人にも公開され、大学だけでなく民間からの利

用も可能とし幅広い活用を図っている。今後の研究および産業の領域でどのような試み

が行われるかについてはその推移を見る必要がある。 

（４）科学技術的課題 

【医療情報】 

・ 日常医療から発生する診療データのデータ表現形式の標準化技術、および異なる粒度の

情報の統合利用技術が未熟。非構造化、ナラティブテキストの解析技術が進む一方で、

エビデンスを生み出す基盤として、診療データの質的向上に取り組む必要がある。 

・ 臨床 DB/レジストリーの連携、連結が必然的に求められる一方で、匿名化が求められる。

匿名化をはかりつつ多施設医療データを統合化・解析できる技術の発展が必要である。 

・ 電子カルテシステムは臨床支援には、まだほど遠いといわれて久しい。時間軸を追って、

検査、診断、治療、各種イベントの関係を把握できるようなアーキテクチャが必要であ

る。 

・ 医療の評価、医療情報システムの評価を進める上で、各専門団体で合意できる医療の質

のメジャー(測定)の定義、これを統括管理する組織、機械的計算が可能であるアルゴリ

ズムが必要である。 

・ 医療データ相互運用性の推進が必須である。コアとなる診療データ要素の特定、語彙・

コード化、データ構造、診療データモデルの開発など技術・臨床双方の参加による標準

基盤の構築が必要である。 

【介護情報】 

・ 日本は基幹統計として人口動態統計、国民生活基礎統計などの重要なデータを収集し、

統計法の改正とともに、研究利用することが可能となった 56)。しかしこれらは研究利用
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を想定して作成されていないために、質の高い知見を導出することが時に困難である。

これを克服するためには下記の問題点を改善する必要がある。 

- 悉皆性が高い調査（人口動態統計、介護給付費等実態調査）などについて、データ

の連結が難しい。 

- サンプルされた統計の場合、それが重要な統計であっても、サンプリング理論が不

十分であるために代表性が担保できないことがある。 

- 国民生活基礎調査は 3 年毎の大調査と毎年の小調査でサンプリング方法が異なって

おり、データの年度間の連結に問題がある。 

- 政府統計は年々回収割合が低下し、また質問項目についての欠測が増えている傾向

がある。欠測の結果に対する影響についても統計学的にその影響度についての情報

を提供する必要がある。 

- データについて経年的につながらない。今後を考えた場合、毎年毎年の対象者をコ

ホート（観察集団）として、追跡して情報を収集するという枠組みが必要となる。 

・ 政府統計はいわゆるビッグデータであり、その提供において、利用者が利用しやすいよ

うなデータの提供方法を検討する必要がある。昨今のインフラ整備や情報通信技術の発

展に応じて提供方法を更新していく必要がある。 

（５）政策的課題 

【医療情報】 

・ 海外の医療情報化事例は国の規模や医療制度、歴史・文化的背景も異なり、日本にその

まま適用はできないが、先駆的事例には共通する学ぶべき点がある。医療情報化は何の

ために行うのか、日本では必ずしも明確でなかった。医療情報化には国全体を統括する

一貫性ある長期的ビジョン、定期的な評価・見直し、改善するサイクル、政策が必要で

ある。 

・ 医療の評価と同様に医療情報化も評価の段階にあるが、従来アンケート調査程度にしか実施

されていない。医療施設レベル、地域医療連携システムレベルで標準的評価メジャーの定義、

仕様策定が行政主導で行われ、特に国費、公費の投資対象には、客観的、定量的評価が必要

である。 

・ 日本では電子カルテ等の国レベルの DB はまだ少なく限定的である。関連法規の整備も含め、

国家規模の臨床 DB/疾患レジストリーを長期的、戦略的に構築し、活用を推進する必要があ

る。 

・ レセプトについては世界有数規模の NDB が国内では構築されているが、現時点では DB 間

でのデータ統合ができていないなど、研究に活用しやすい状況とはなっていない。DB の整

備・拡充や、活用促進のための環境整備を国が行なっているところで、引き続き取り組んで

いく必要がある。 

・ 医療情報の標準化に従事するプロフェショナルが日本には存在しない。欧米と伍して日本発

の国際標準を打ち出すには医療情報の規格開発のプロフェショナルを擁する仕組みが必要

である。 

・ PHR には予防接種、アレルギー情報など産まれてからの重要な健康情報を、本人の許諾
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を得て医療者が参照できるというユースケースが想定される。各方面で様々な PHR の

開発がなされ、仕様が乱立しつつあり、長期的な電子化保健医療政策として国主導で取

り組むことが望まれる。 

【介護情報】 

・ 介護情報の収集・分析・還元のサイクルにおいて、まず「どのような介護を社会が望む

のか」というビジョンの重要性を認識する必要がある。ウェアラブル端末や介護ロボッ

トの普及、また介護における看取りなどの今後、介護現場が変化する局面に対し、理念

の探求と具現化を目指すための介護情報であるという姿勢を国や地方自治体そして研究

者が共有することが重要と考えられる。 

・ データ利用に関わる手続きが複雑であり、アクセシビリティが高いとは言い難い。デー

タ利用申請における手続きの簡素化・簡略化が求められる。 

・ 介護ロボット、介護関連の IT 機器の発展や介護事業への民間の参入、個人の嗜好の高ま

りといった発展・多様化する社会に対し、望まれる高齢社会を図るための統計、高齢社

会において問題になっている点が反映される統計といった政策評価のための統計の役割

を認識し、そのための情報収集システムを整備するとともに研究・社会への還元をより

強化する必要がある。 

（６）キーワード 

Electronic Health Record (EHR)、Personal Health Record (PHR)、Health Information 

Exchange (HIE)、Clinical Decision Support、医療ビッグデータ解析、医療知識処理、臨床医学

オントロジー、Phenotyping、自然言語処理、医療 CIO、医療情報倫理、介護給付費明細書、

介護保険レセプト、国民生活基礎調査、中高年縦断調査、介護サービス施設・事業所調査デ

ータ、JAGES、JSTAR、NDB 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 基礎研究 △ ↗ 

医療情報 

・医療データの自然言語処理やテキストマイニングの組織的、体系的、計
画的実施がなされていない。 

・電子カルテシステムのアーキテクチャをはじめ、基礎的な研究開発の取
り組みが極めて少ない。企業の医療情報部門に基礎的研究の投資が、ほ
とんどなされていない 

・NDB は世界有数規模のレセプトデータを蓄積している。ただし現時点で
は研究に活用しやすい状況とはなっていない 

介護情報 

・介護レセプトのうち全国データを用いた研究はようやく始まったばかり
である一方、個別保険者データについては既に研究が進んでいる。なお
全国データは他の統計調査等との突合を前提とした匿名化処理がされて
いない 

・国民生活基礎調査を主軸として家族介護者の情報を含めた情報収集がな
されている。ただしパネルデータではなく縦断的な情報が得られていな
い。施設入所者や近年増えている集合住宅入居者（サービス付き高齢者
向け賃貸住宅や有料老人ホーム）がサンプルから漏れており、今後の課
題である 
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・介護サービス施設・事業所調査により、供給体制のデータは毎年得られる 

 
応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

医療情報 

・オーダエントリシステムは他国より進んでいる。電子カルテシステムは、

普及は進んでいるが、データの質に課題が多い 

・ゲノムデータと臨床データを統合したバイオメディカルインフォマティ

クスが、やや遅れている。人材育成についても取り組みが弱い 

・ 大学病院の医療情報部門には実務の過剰な負担がかかり研究活動が制限さ

れている。医療 CIO が明確でなく病院情報化におけるガバナンスが弱い 

介護情報 

・厚生労働省が「地域包括ケア「見える化」システム」を構築する等、広

く情報発信に努めている 

・基礎研究から得られた知見の応用に関する典型例として、レセプトデー

タ等利用契約を結んだ個別保険者への情報還元等が挙げられる 

米国 

基礎研究  ◎ ↗ 

医療情報 

・ 大学・公的機関における医療情報化のための基礎研究が計画的かつ組織的

に進んでおり、国の研究資金も全体的視野から計画的に投資されている 

・大手 IT 企業の研究所が医療研究機関と共同で医療情報領域の基礎研究

を大規模に進める例が実績を上げている 

介護情報 

・介護情報に関する信頼性と妥当性を持つ統合資料（HRS, MDS dataset

等）の蓄積に伴い、高齢者の健康と介護に関する実証研究が活発に行わ

れている。介護サービスの利用、効果、費用、サービスの質、公平性、

長期推計等、研究の主題や掲載された論文の数の側面で基礎研究が活発

である 

・2012 年から隔年で実施された NSLTCP 調査 57)を通じて施設種類による

研究と政策に必要な情報を蓄積し、各セクター別・地域別比較及び時間

によるモニタリング研究が行われている 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

医療情報 

・ゲノムデータとの統合利用を目指した研究、医療上の意思決定支援など

の研究開発が特に進んでいる 

・ 標準化団体であるHL7 には世界各国が参加し、国際規格開発を進めている 

・大規模医学ターミノロジーである SNOMED-CT（Systematized No-

menclature of Medicine-Clinical Terms）の実践的活用により、意味解

釈を含むデータ解析が進められている 

・国の医療情報化政策が 10 年以上のスパンをもって長期的に進められ、困

難も多いが成果が見える形で進められている 

介護情報 

・Medicare では Web サイト「Nursing Home Compare」を通じて介護サ

ービスを提供する機関に対する情報（質評価結果等）を公開し、サービ

ス提供者の透明性と競争力を高めている 

・介護サービスに対する需要と供給の増加とともに介護情報を用いた報告書

「Nursing Homes & Long-Term Care Facilities Industry Overview, 

Home Health Care Services Industry Overview」58)等では介護施設及び

在宅ケアサービスの種類による商品性、該当産業の動態等を紹介している 

欧州 基礎研究 ◎ ↗ 

医療情報 

・イギリス、スウェーデン、ノルウェー、ドイツ、オランダなどで診療情

報モデル、医学オントロジー、国際標準規格の開発が進んでいる 

介護情報 

・欧州諸国では国家間比較が容易な同一質問紙調査ツール（SHARE, 

ELSA 等）を適用し、高齢者の介護及び健康関連情報を蓄積、それを用

いた個人水準の基礎研究が様々な観点で行われた 

・欧州疾病管理本部（ECDC）では介護施設での感染管理のための HALT

プロジェクトを実施し、施設の感染実態を報告するとともに関連する疫

学研究を発表した。さらに、介護サービス利用者の健康やサービス利用

に関する SHELTER プロジェクトを助成し、共通の評価ツール

（interRAI）を基盤とした国家間介護サービス実態比較研究を活発に進行
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している 

欧州 
応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

医療情報 

・英国等の先進国では、GP（General Practitioner）の情報化率は非常に

高いが、病院での情報化、システム化に関しては、ばらつきが大きい 

・EU の国家間での臨床 DB、EHR データの二次利用に関する研究、サマ

リーの標準化等が進められている 

・ 米国規制当局と連携し医薬品識別の ISO 規格である IDMP を推進している 

介護情報 

・イギリスはケアの質を評価する枠組み、指標として ASCOF、ASCOT を

整備。各自治体は ASCOF に基づいた評価を行い、その結果は DB 化さ

れている 

・イギリスは介護の革新プログラムを 2013 年に導入。介護領域の現在市場

状況、施設及び在宅ケアサービスに対する公的・民間セクターに対する

市場規模推計、テクノロジー、介護システムと関わる未来の市場価値等

を含んだ報告書が発表された 

中国 

基礎研究  ―  ・信頼性のある文献に乏しく現時点での判断は困難 

応用研究・ 

開発 
△ ↗ 

・信頼性のある文献に乏しく現時点での判断は困難だが、介護情報につい

ては、高齢者調査データを用いた学術的研究はある程度進んでいて、中

国高齢化対策に根拠を示すことが注目されている 

韓国 

基礎研究  ○ ↗ 

医療情報 

・ゲノム情報を含む臨床情報の処理に関する Translational Bioinformat-

ics 等で若手研究者の育成が進められている 

介護情報 

・健康保険及び老人長期療養保険データ（介護レセプトデータ）及び他の 2

次データを用いた学術研究が活発に行われている。コホートデータ活用

のため、オンラインの情報共有、オフラインの学術大会等を運営してい

る。国民健康保険公団等の国策機関がデータ収集・管理を担当するが、

研究者や一般人にデータを公開し、公共と民間のデータ活用を同時に狙

っている 

・国家水準の DB 構築と管理によって幅広い活用を狙っている。ただし２

次データを用いた国際水準の研究や開発はまだ初期の段階にある 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

医療情報 

・電子カルテの導入、画像情報の電子的連携、医療費 DB の二次利用など

実務面ではかなり進んでいる 

介護情報 

・公共機関や学を中心に政策目的に介護情報が用いられてきたが、2015 年

高齢者コホートを構築後、学と産の応用研究の活性化が期待されている 

・国家が運営する長期療養保険ポータルサイトで介護施設水準の基本情報及

び質評価等級を公開している。これにより施設間の透明な競争を誘導し、

消費者が自分に合う機関及びサービスを選択することに役立っている   

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）引用資料 

1) 医療情報システムのための医療知識基盤データベース研究開発事業. 

http://www.m.u-tokyo.ac.jp/medinfo/medont2009proj/ 

http://www.m.u-tokyo.ac.jp/medinfo/medont2009proj/
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https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/Publications/educational_resources/2015/national-electronic-health-record--nehr-.html
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３.５.５ AI 医療応用 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 1-4) 

AI（Artificial Intelligence）技術の急速な進歩をうけ、医療への応用が始まりつつある。機械

学習が得意とする画像データなどからの画像解析を中心とする応用は、疾患の病態解析などが世

界各国で進みつつあり、概ね 2020 年までには相当数の医療機関で利用できる環境が整っていく

と考えられる。すでに、カルテ解析など、AI を用いた日本語の意味解析を含む技術を基とした精

緻な病状診断支援技術が開発されつつある。その次には、保健衛生の高度化でもあるヘルスケア

サービス（未病、生活習慣病の予測・予防支援など）や感染症の予測などが現れると予想される。 

近年、急速に当該分野への関心が高まった背景は、自動車の自動運転や、碁においてプロ棋士

に勝るなど、コンピューター処理能力の飛躍的な向上と膨大な電子データが蓄積され、扱えるよ

うになったことにある。つまり、AI、とくに Deep Learning（深層学習）の実力が世に現れてき

たためである。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

AI 技術の応用のうち、医療画像からがんなどの病変や異常を認識することが最も早く実現され

ると考えられる。今後２～３年の主たる応用は、Deep learning のうち Convolutional Neural 

Network（CNN）画像解析の分野である。X 線画像、CT/MRI などの画像解析、細胞治療・再生

医療に関わる細胞画像の解析、がん細胞・組織の検出などが主要な対象と考えられる。同じく遺

伝子・核酸の異常、生化学検査情報から得られる情報の活用など、Autoencoder（自己符号化器）

技術といった AI の取り組みやすい分野から発展すると考えられる。上記のような画像解析、遺

伝子解析、検査技術などの開発は 2015 年ごろから始まり、2016 年になってから爆発的に研究が

増加している 5-11)。 

IBM 社の Cognitive Computing「Watson」の診断への利用開発が進んでいる 12)。「Watson」

はクイズで人間に勝ったことで有名な高度なエキスパートシステムで、あらゆる情報を学習し自

然な対話を通じて私たちの意思決定を支援する。すなわち、関係する膨大な論文やコンテンツを

読み込み、データベース上に知識構造として蓄えることで、多くの知識だけでなく、その知識を

得るに至った医師・科学者の思考も構造化できる。医療に応用した場合は、その知識構造からの

探索を通じて、診断支援の推論・予測をすることができることになる。だが、その推論・予測は

人間が与えた情報や、あくまで読み込んだデータに依存し、間違った情報を与えた場合は当然間

違った結果を導き出す。また、構造化の段階で、もし知識構造が途切れていれば、勿論その探索

も繋がらない。しかし、今や膨大な情報として蓄積されつつある医療情報は、人間の認知できる

情報処理能力を遥かに超え、今後さらに欠損する知識が補完されてくれば、医療革命へと大きな

前進が期待される。同様の手法を用いた電子カルテ解析の研究も進みつつあり、遠からず部分的

には成功するものがでると考えられる。さらに、画像情報、検査情報、診断情報などが大量にネ

ット上を行き来する時代となるために、クラウドビジネスの深化が促進されるといえる。このよ

うな流れは遠隔医療に大きな影響を与えると考えられ、医療手法として実現する可能性は高い。

以上より、今後数年の状況を考えると、情報科学の応用よりも技術レベルでの発展が中心といえ

る。また、企業の参入（主に診断補助）も現実的に進むと思われる。 
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次に発展する分野としては、細胞・組織画像解析が挙げられる。これと共に顕微鏡の高度化も

進み、こちらも企業ベースの取り組みが進むといえる。また、疾患分析では、多量変数を必要と

する成人病などへの応用、精神疾患などの診断基礎への応用も実用的な対象となってくる。遺伝

子レベルの解析をベースに、感染症への応用は直ちに始まるが、遺伝子解析の十分な支援が必須

であるために、感染症予防の決定打にすぐになるとは言い難い。以上のような取り組みはデータ

の蓄積とともに有用性が高まり、数年後には実用的な技術になると予想される。さらには、多く

の人間の健康向上に関わる保健・予防対策が、AI 技術の主要な応用分野へ成長するといえる。ま

た、そのような大規模健康情報は医療だけでなく、創薬へも大きく影響を与えるものと考えられ

る。 

しかし、最大の課題は、AI 技術の医療への応用に必要な人材（①AI 技術を理解できる医師、

②AI 技術者、③データサイエンティスト）の枯渇である。なおこれは、現在の医療データ（実臨

床データ）の量が、電子データの成長発達段階で、まだ人間が認知・対応できる量であるという

ことが前提となっている。恐らくここ数年で想像を超える勢いで電子データは増加し、処理が追

いつかず、大氾濫が起きると予想される。その時は、「予測不可能であった」では済まされない、

すなわち技術的に追従できない状況に陥る。現状でも、京都大学病院の CyberOncology（電子カ

ルテに完全連動したデータベース）の 12 年間の がん患者データ 約 5,300 人では、検査・投薬・

処置・レジメンや関連するマスタ類などを含めると約 2,600 万レコードの組み合わせデータが存

在する 13)。これには画像データなどは含まれていない。正に、これはビッグデータと言えるが、

実はスモールデータの集合体でもある。 

 

＜市場と公的取り組み＞  

・ 医師の偏在や介護人材不足などの医療・介護提供の問題が深刻化している。そのような中、医

療機関における ICT 利活用の取り組みが進められている。例えば、電子カルテシステムの整

備率は、一般病院全体で 2008 年には 14.2 %であったのに対し、2014 年には 34.2%となり、

中でも病床数 400 床以上では 77.5%に達するなど、医療情報活用のための基盤が広く普及しつ

つある 14)。 

・ 医療・福祉（遺伝子解析、新薬開発支援、診断支援、介護・手術支援関連）における AI 活用

は 2.2 兆円のビジネス規模に達すると予想されている 15)。 

・ 米国では、2013 年にオバマ大統領が「Brain Initiative」プロジェクトを発足させた。NIH、

DARPA、NSF などの研究機関・支援機関による投資は 2014 年に１億ドル、2015 年に２億ド

ルの規模に達したと考えられる。 

・ 欧州では、Horizon2020 において IoT 関連公募（2016～2017 年）が 1 億 3,900 万ユーロと

される。2013 年に EU FET のフラグシッププログラムのひとつとして採択された「Human 

Brain Project」では、脳の情報処理機構を応用した高度な情報処理技術の確立を目指し、10

ヶ年で予算総額 11.9 億ユーロが投入される予定となっている。 

・ 日本では AMED（国立医療研究開発機構）の臨床ゲノム情報統合データベース整備事業が 2016

年 10 月から開始された。希少・難病、感染症、認知症、がん、その他疾患で、遺伝子情報を

病気の診断や治療などに活用するゲノム医療支援システムである。すなわち、患者の臨床情報

やゲノム情報のデータベースと、各種インターネット上の公開データベースを統合し、信頼

度・精度の高い臨床解釈を付与して公開する「臨床ゲノム統合データベース」の構築が進めら



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

579 

俯
瞰
区
分
と
研
究
開
発
領
域 

健
康
・
医
療
・
農
業
デ
ー
タ
科
学 

れている。その中でも、医師などが行っている臨床解釈の付与を支援する機械学習・AI 技術

の応用を富士通が担当している 16)。また同社の「DeepTensor」は、従来は難しかったグラフ

構造のデータに Deep Learning を適用させる新技術として注目される 17)。一方、最近の Deep 

Learning の注目に合わせ、Recurrent Neural Network（RNN）の一種である Long short-term 

memory（LSTM）も脚光を浴びてきている 18)。 

 

＜関連企業の取り組み＞ 

・ 世界の大手 ICT 企業においても、Google、Facebook、Baidu などが AI に関連する研究組織

の設立や研究者の採用を進めている。さらには、ベンチャー企業への投資や買収、提携などに

より人材確保に力を入れている。例えば、GE が Arterys への大型投資、提携を実施 19)など。 

・ IBM 社 Watson システムが注目されている。わが国でも、東京大学医科学研究所が有するスー

パーコンピューター「Shirokane3」と、クラウド基盤で稼働する「Watson Genomic Analytics」

が連携、ビッグデータ解析基盤を構成し、がん細胞ゲノム に存在する遺伝子変異情報に基づ

いたゲノム医療や個別化医療の研究開発が行われている。また、IBM 社は、医療分野における

事業拡大に向けて、クラウドによるヘルスケア情報の提供や分析を行う企業 Truven Health 

Analytics を 26 億ドルで買収（2016 年４月）している。 

・ 米国の医療ベンチャーである Enlitic 社は、Deep Learning による画像認識技術で、X 線や CT

スキャンなどの医療画像データを取扱い、がんなどの検出システムを提供している。同社の技

術による肺がん検出の精度は、熟練の放射線医師１人が検出する精度よりも 50 ％以上も上回

るとされている。 

・ 英国の DeepMind 社 （2010 年設立）は、2014 年に Google により買収され、deep Q-network

（DQN）を開発（2015 年２月）した企業である。最近では囲碁ソフト「アルファ碁」がプロ棋

士に勝利したことで注目を集める一方で、 医療分野では DeepMindHealth を提供（2016 年

２月）しており、英国 NHS（National Health Service）や病院と共同して急性腎障害の早期

措置を医師や看護師が判断できるようにする、モバイルアプリ「Streams」の開発を行ってい

る。 

（３）注目動向 

＜医療への AI 応用が期待される技術＞ 

・ 細胞の状態判定（分化誘導・癌化など） 

・ X 線画像の判定（エコー画像など全ての形状） 

・ 心電図の解釈（全ての物理測定への応用可能） 

・ 生化学検査の解釈（物理・化学総合的検査評価方法の開発） 

・ ウイルスの同定・伝染予測 

・ 細菌系感染症の同定・予測 

・ 臨床治験の効率化（コホート、プラセボ） 

・ 身体運動・臓器・細胞形状などから 

- 患者状態の判定 

- 疾病の影響を見出す・リハビリの効果を検証する 

- 薬剤の効果を見出す・放射線治療の効果判定 
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・ 疾患モデル動物の選定 

・ 治療機器・計測機器の設計・評価 

・ カルテ情報から疾病の推定 

・ 実臨床データ解析に適合するビッグデータ解析技術 

 

＜その他技術への AI の利活用 2)＞ 

① 創薬の効率化  

計算機の処理性能向上に伴い、タンパク質と化合物の結合および条件設定における大量の組

合せを自動でシミュレーションすることが可能となり、これを活用して効率的に新薬を創り出

す取り組みがすでに進められている。新薬の開発を促進するとともに、研究開発費の低減にも

貢献する。実臨床データに臨床データ、さらにはゲノム情報に加えたビッグデータ解析と AI

技術を用いれば、標的タンパク質の特定が可能となり、新規分子標的薬や新たながん治療薬の

開発などに繋がると考えられる。また、新薬開発工程での AI 技術適用で、人間とマウスの生

理活性の違いや人間への安全性評価など、研究開発工程の効率化や成功率の向上も進むなど、

ここ数年で創薬の研究開発の仕組みが大きく変わるパラダイムシフトが起きると予想される。 

② オーダーメイド医療の提供  

患者の電子カルテ情報や処方箋、遺伝子情報などのデータを活用することによって、個々の

患者に起こりうるリスクを事前に予測し、個人に適した医療（オーダーメイド医療）を実現す

るための研究が活発化している。解析対象となるビッグデータについて、当面は国内の様々な

データを統合・活用し確保することとなるが、その際に重要な取り組みとして、データの標準

化、不足するデータを如何にして補うか、そして複雑なデータを可視化し意味付けする技術が

必要となる。そして医療に応用するには、数理モデル化、データ解析の結果を検証・評価する

技術も必要である。それらに関する戦略的な取り組みが、医療 ICT による医療システムの改革

へとつながるものと考える。さらに中長期的な視点からは、国内のデータにとどまらず、世界

の電子カルテ情報などを人類の共通知識データベースにする努力も必要であろう。 

③ パーソナル化された健康管理  

日常生活におけるあらゆる生体情報を常時取得することによって体の異常予兆検知が実現

する。各個人の健康状態・体調にあわせた適度な運動・食事の支援が可能になる。身体状況の

可視化により健康意識が高まり、自発的な健康維持に繋がる。 

④ 医療技術のイノベーション創発  

言語処理技術などの活用により、あらゆる論文の知識を蓄積した AI を構築し、その知識を

組み合わせることによって、人間の発想およびスピードを超越したイノベーションを実現し、

医療技術の高度化を加速させる。 

⑤ ロボット開発 

外科手術などの人の技量が必要な分野においては、レセプトデータなどの活用だけでは不十

分である。外科手術などの高度医療において活用出来る AI 技術の開発が必要である。高度な

技術を持つ医師が行う術中の動作や視線、診断技術をロボットの動きとして実装することによ

って「神の手」を具備した手術支援ロボットが可能になると期待される。 
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（４）科学技術的課題 

人間の膨大なバイタルデータ、遺伝子情報、ライフログなどの情報を集めた医療ビッグデータ

の解析を基に、個人に適した医療（Precision Medicine）やヘルスケアの提供を行うことで、病

気を未然に防ぎ、健康寿命の延伸、医療費の最適化などが期待されている。さらに精度を上げる

ためには、AI・機械学習による大規模データの高度な分析が求められる。 

人の社会環境の変化や医療技術の急激な進歩などで実臨床データの内容、傾向は大きく変化し

ている。例えば、60 年の歴史をもつ久山町の前向きコホート研究でも、日本で認知症の有病率が

ここ 30 年で増加し、特にアルツハイマー病が急増したが、その危険因子は糖尿病の増加だと言

われている 20, 21)。また、抗がん剤治療は、最近の分子標的薬の処方が入院治療でなく外来治療に

変わってきている。創薬のための解析には実臨床データに不足する製薬会社の”クスリ”の情報も

重要となる。バイアスを排除した臨床試験であればAI技術を使った解析は有効かもしれないが、

このように診断技術や治療技術の進歩などが複雑に絡み合った実臨床データには、闇雲な AI 技

術の適用は難しいと考えられる。また、実臨床データはの質を確保するためには、常にチェック

し検証することが重要であり、場合によっては病院間や地域間での比較など、データの動きを監

視することも意味をもってくる。 

真の医療改革には個別課題の研究・議論も重要ではあるが、その全貌は複雑で多岐に渡ること

を認識する必要がある。その認識の上で、これからの重要なアプローチとして、実臨床データを

扱った国主導のパイロットスタディを並行で推進する必要がある。医療ビッグデータ活用には解

析〜数理モデル化〜シミュレーションの循環が実在し、人材育成や、ハード技術からソフト開発、

インフラ整備など、多くの要素技術も必要となる。当然、実臨床データを扱うための法整備も重

要である。わが国は世界に先駆けて少子高齢化社会を迎えていることから、日本人の実臨床デー

タは国家の貴重な財産であり、それを適切に管理・運営し活用していく体制整備が必要である。 

（５）政策的課題 

NEDO は、平成 28 年４月に「次世代人工知能技術社会実装ビジョン」を公表した 10)。これは、

ものづくり、モビリティ 医療・健康、介護 流通・小売、物流に関する調査を行うものである。

医療･健康関係についても同様に、バイオ技術と AI を組み合わせた新産業を育成するため、経済

産業省を中心とした産学官の共同研究組織の創設が望まれる。バイオ技術は AI の活用で遺伝子

情報の解読、解析などのスピードアップが可能で、関連費用が７年前に比べて１万分の１まで低

減してきている。これにより医療分野の関連産業が平成 26 年に 38 兆円規模まで成長すると見込

まれる。創薬技術や検査機器の開発も期待されることから、研究開発分野の充実が望まれている。

一方で、ハード面の研究は予算化し易いが、先に述べた通りパイロットスタディなどの実験検証

や将来のビッグデータ対策に向けたソフトウェアの充実なども並行に進める必要がある。 

（６）キーワード 

人工知能、AI、ビッグデータ、機械学習、Deep Learning、エキスパートシステム、遠隔医療、

クラウドビジネス、実臨床データ、パイロットスタディ、Recurrent Neural Network、Long 

short-term memory 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ ↗ 

・AI 研究の起源国の 1 つであり、学術としてのレベルは高い。 

・人工知能学会などの学会レベルでの医学との連携も比較的早く進みつつ

ある。 

・アカデミアの研究者・学生の人数は十分とはいえない。 

・新規分野を開拓するために、大学の創造力とリーダーシップが問われる。

医工研究体制の構築が必要だが、工学系におけるモノ作り中心の体制か

ら、AI を中心とする医工連携体制を早急に編成することが重要。 

・日本では世界に先駆けた貴重な少子高齢化社会の健康情報が取得するこ

とができる。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・医工連携が求められているが、工学・情報科学側の医療応用に関する専

門家が不足している。 

・創薬研究などへの応用はこれから始まるところであるが、研究者人口が

まだ限定的である。 

・当該分野の急速な発展に対応する研究体制や検証するパイロットスタデ

ィなどを拡充する政策が必要である。 

・企業では AI の直接応用に大規模に取り組んでいる。特に、医療機器メ

ーカーでの AI 組込み形式での開発が進むと予想される。 

・IBM のような長期の研究に基づくエキスパートシステムは限定的であ

る。 

・AI 専業のベンチャー企業が数社立ち上がっている。医療応用に特化する

ことを目指している企業もあり、実用化の可能性は高い。 

・企業で実際に実臨床データを触ったところは少なく、本当に何ができる

か、課題が何かなどはまだ見えていない。 

米国 

基礎研究  ◎ ↗ 

・世界をリードする基礎研究の分野が多い。 

・コンピューター資源、計算機開発のための環境が整っている。 

・研究者人口も多く、人材も多様である。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・企業と病院・医学部が一体となった研究開発が急速に発展しつつある。 

・技術開発の研究レベルが高く、関連研究が急速に進んでいる。 

・IBM の様に知識ベースのソリューションビジネスの発展が急速である。

米国の産業力の主軸は、モノ作りの時代が終わり、すでに知的ビジネス

に移行し、強力である。 

・世界的に強い影響力を持つ大企業が、開発を積極的に進めている。 

・ベンチャー企業の活動は活発である。AI の医療応用専業ベンチャーが実

用化を進めている。 

欧州 

基礎研究 ◎ ↗ 

・基礎的研究のレベルは高く研究者人口も多い。 

・政策的支援が大きく、コンピューターなどの計算機資源は日本よりも人

口比で多い（英、仏、独）。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・欧州には製薬会社が集中しているため、当該 AI の応用は急速に進むと

考えられる。 

・研究者人口が多く、需要が明らかであるために、応用研究のポテンシャ

ルは高いと考えられる。 

・モノ作りへの応用(Industry4.0)ではリーダーであるドイツの影響力が

大きい。 

・大企業での研究開発は当然進んでいるものと考えられる。 

・ベンチャーについては情報が少なく不明である。産学連携の中から強力

な企業が現れる可能性は高いと思われる。 
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中国 

基礎研究  ○ ↗ 

・主要大学内に National Key Laboratory を設置するなど、国家的規模で

積極的に基礎研究への投資が行われるとともに、先端的な環境整備が進

んでいる。 

・世界の最先端をいく AI 研究の成果が、中国内研究室から発表されてい

る。関連発表論文数では日本より数倍多い。 

・AI 研究のうち、医療応用の論文が中国および米国などに在住の中国系研

究者によって多数出版されるようになった（2015 年以降に急速な伸び）。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・スーパーコンピューターの計算速度では 10 年近く世界トップを維持し、

計算機資源の競争では世界的に大きな力になりつつある。 

・Baidu などの企業の影響で AI 関連の技術者・研究者の数は日本の十倍

近く多いと言われており、米国に次ぐ実力を備える可能性が大きい。 

・直接の医療応用については情報が少ないが、上記のような数的状況から

考えるに、世界レベルでの先端研究開発が進められていると考えられる。 

・独自技術による機器開発などはまだ顕在化していないが、今後国家的戦

略により急速に進んでいくものと予想される。 

・欧米に並ぶ世界の一局になる可能性が高い。 

韓国 

基礎研究  ○ → 
・基礎研究者の層は日欧米中に比べると薄いが、半導体産業が大きいこと

もあり、ポテンシャルのある研究者を多数擁する。 

応用研究・

開発 
△ ↗ 

・AI への関心は高いが、産業界がモノ生産を中心とする段階に現状はある

ため、大きな発展は見えていない。 

・アルファ碁との対局の結果、政府は研究開発に力を入れようとしている。 

・Deep Learning 用のチップ開発が大学（KAIST）によって行われている

が、ソフト開発の能力は不明である。サムスン電子などの電機メーカー

が医療応用に注力しており、民間主導の研究開発が中心と考えられる。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 
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2) 内閣府「科学技術イノべーション総合戦略 2016」閣議決定（平成 28 年 5 月 24 日） 

http://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/2016.html (2017 年 2 月アクセス) 
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20) 健康・医療戦略推進本部（第四回）資料 7「わが国における高齢者認知症の実態と対策：久山町

研究」（九州大学大学院医学研究院環境医学分野教授 清原裕氏説明資料） 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/suisin_dai4/siryou7.pdf（2017 年 2 月ア

クセス） 

21) Ohara T, et.al.、“Glucose tolerance status and risk of dementia in the community: the 

Hisayama study.”Neurology. 77, 12, 1126-34 (2011) 

 

  

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/suisin_dai4/siryou7.pdf
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３.５.６ 予防・個別化医療 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

予防には疾患の防止（一次予防）のほか、重症化や再発を予防する二次・三次予防も含ま

れる。個別化医療は、個人の遺伝的多様性や環境要因の個人差を考慮し、個人の特性に合っ

た予防・診断・治療を行うことである。超高齢社会の中で癌や生活習慣病などの患者は増加

を続け、一次予防だけでなく二次・三次予防の重要性も高まっている。また、遺伝要因や環

境要因と疾患の関連について研究が進展するのに伴って、発症予防や重症化予防を個人に合

った形で実施できる可能性も広がってきている。本項では主に、個別化医療による発症予防

や診断、治療や重症化予防を中心に、研究開発の動向や課題を述べる。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

医療は個々の患者の病歴、身体所見、検査所見等を基に診断し、最適と思われる治療法を

選択するものであり、「個別」という概念を本質的に内包している。ただし、これまでは診断

に用いられる所見に高い精密性が求められず、同じ診断名であれば同じような治療法が選択

されていたため、患者の治療反応性に予測できない多様性が認められてきた。このバリエー

ションの振れ幅を出来る限り小さくして、治療の有効性や患者の満足度を出来る限り高める

こと、それと同時に医療費を削減し社会福祉面で貢献すること、これらの点が近年の「個別

化医療」の目標となっている。先制医療は健康寿命の延伸を目的としており、疾病に罹患す

る前の予防に主眼を置くが、これも個別化医療と位置づけることができる。本項に記載しな

いが、再生医療も自らの細胞を用いる点において広義の個別化医療である。 

治療反応性のバリエーションの幅を小さくするためには、診断情報の精密化、すなわち疾

患概念の細分化あるいは再編成、そのための新たな診断ツールの開発が必要となる。さらに、

治療の有効性を高めるためには、従来の診断法であれば選択されていた治療法に替わる、新

たな治療法の開発も場合によって考慮する必要がある。先制医療においては、時間軸も考慮

にいれた診断ツール、すなわち未病状態での発症予測ツールの開発が必須となる。 

新たな診断ツールとして考えられるもののひとつが、ゲノム情報に基づくバイオマーカー

である。疾患罹患性や治療への反応性等は遺伝要因と環境要因とが程度の違いはあれ、複雑

に絡まり合って生じてくるものであり、生活習慣病を含むさまざまな病態において遺伝要因

を無視できない。ゲノム情報は一部の遺伝性希少疾患を除いて、これまで診療情報としては

ほとんど捉えられていなかった。近年の急速な技術進歩によりゲノム情報取得が容易となり、

研究成果が公表されるにつれ、ゲノム情報を予防や診断に用いる動きが加速している。 

個別化医療が治療で実践されている主な領域としては癌領域と薬理遺伝学領域があり、こ

れらの動向について以下に述べる。 

＜癌領域における個別化医療＞ 

抗癌剤は数ある薬剤の中で有効性が最も低いもののひとつであると言われてきたが、分子

標的治療薬の登場が近年の奏効率の向上に大きく貢献している。最も古い分子標的治療薬は

慢性骨髄性白血病を対象としたものである。フィラデルフィア染色体の相互転座によってお

こる本疾患は BCR 遺伝子と ABL 遺伝子が融合した、正常では存在しないキメラ遺伝子の
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コードする融合タンパク質が発癌の原因である。2001 年に上市された、融合タンパク

BCR-ABL を標的とするチロシンキナーゼ阻害剤であるイマチニブは、慢性骨髄性白血病に

対して 90%を超える奏効率を示す。本剤の添付文書には「消化管間質腫瘍については、免疫

組織学的検査により KIT（CD117）陽性消化管間質腫瘍と診断された患者に使用する」、「急

性リンパ性白血病については、染色体検査又は遺伝子検査によりフィラデルフィア染色体陽

性急性リンパ性白血病と診断された患者に使用する」と記載があり、KIT(CD117)あるいは

フィラデルフィア染色体の有無をみる「コンパニオン診断薬」により、同一診断名であって

も薬剤を使い分け、有効性を向上させることにつながっている 1)。 

その後、エルロチニブ、トラスツズマブ等、癌に対する分子標的治療薬が数々開発されて

いるが、中でも 2011 年に承認された ALK 陽性非小細胞肺癌を対象とした治療薬であるクリ

ゾチニブは創薬の新たなモデルとなると考えられる。クリゾチニブは、EML4-ALK キメラ

遺伝子により出現する融合タンパク質を標的とする治療薬であるが、対象となる患者は非小

細胞癌患者全体の 5%のみにしか認められない。そのことにより、「肺癌」あるいは「非小細

胞肺癌」を対象とする薬剤ではなく、希少疾患用医薬品(オーファンドラッグ)に指定され 2)、

薬事審査等で支援・優遇措置を受けることができた点がまず挙げられる。また、肺癌以外の 

ALK キメラ遺伝子が認められる疾患 (ALKoma) にも同様の効果が期待できるため、癌の種

類に依存しない、遺伝子変異に基づいた診断・治療に道を開いたと言える 3)。 

＜薬理遺伝学領域＞ 

薬剤の有効性は種類によって異なり、消化性潰瘍など治療の満足度が 100％に近い疾患か

ら、癌、認知症、神経系疾患のように、非常に低いものまでさまざまである 4)。一方、メタ

解析の結果、入院中に起きた薬剤副作用により、患者一人あたり約 2400 ドルの追加費用と

入院期間の約 8%の延長を認めたとの報告がある 5)。これは医療費全体の約 20%増加に相当

すると推定されている。有効性と安全性の両面における問題を解決するために、ゲノム情報

を活用した薬理遺伝学が注目されている。 

薬理遺伝学 (Pharmacogenomics, PGx) は、薬理学 (Pharmacology) とゲノム学 (Ge-

nomics) の造語であり、平成 17 年厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知 6)によれば「医薬

品の作用に関連するゲノム検査を利用して被験者を層別する等の手段を用い、被験薬の有効

性、安全性等を探索的、検証的に解析・評価すること」である。薬剤関連ゲノム情報を薬剤

投与前に把握しておくことにより、主に以下の３つの効果が考えられる。 

（１）有効であると予測される患者にのみ薬剤を投与する 

（２）副作用の出現が予測される患者への投与を回避する 

（３）個々人に適切な投与量を予測する 

以上により、薬剤の有効性を高めて副作用の出現を抑え、患者の物理的・精神的・金銭的

負担の軽減、ひいては医療費の削減につなげる。上述した癌領域における治療薬は効果（１）

に相当する。 

わが国で販売されている、添付文書に副作用に関連したゲノム情報の記載がある薬剤とし

ては、カルバマゼピン（その他の注意）、イリノテカン（臨床成績）、アロプリノール（その

他の注意）、アバカビル（その他の注意）、アトモキセチン（用法・用量に関連する使用上の

注意）などがあり 7-11)、今後増加していくものと予想される。 
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＜その他＞ 

バイオバンク事業、国際多施設共同研究等の成果により、糖尿病、心疾患等の生活習慣病

の発症に関連する遺伝子群は近年多数報告されているが、現時点では知見を医療の場で用い

る動きは限定的である。東京大学発のベンチャー GeneQuest12)や東京大学医科学研究所と 

DeNA との協働による MyCode13) 等、一般人向けの DTC (Direct to Consumers) サービス

が日本でも開始されており、一般社会での認知度が先に高まる可能性がある。医師を介した

形でゲノム情報を健康管理に用いる事業は東京医科歯科大学において開始されている。 

母体血を試料とし、並列型高速シークエンサーを用いて取得したゲノム情報から胎児の染

色体異常を検査する新しい出生前遺伝学的検査 (Non-invasive prenatal testing, NIPT) が

日本でも 2013 年に始まった 14)。現時点では「臨床研究」との位置づけで、症例データを蓄

積している段階である。 

当初は医療とは異なる領域において開発された最新技術を用いた個別化医療もみられる。

例えば CT、MRI 等の 2 次元画像データを用いて臓器の 3 次元的な再現ができる。それを 3D

プリンターにより「印刷」して患者の臓器の立体構造を手術前に予め把握しておくことによ

り、不測の事態が生じる可能性を低め、手術をより高度にコントロールできる。 

（３）注目動向 

・ IBM は、コンピュータ言語ではなく自然言語を用い、膨大なデータを分析して回答を作

成する、自動学習機能も備えた新しいタイプの人工知能 Watson を開発し、医療への応用

も進めている。すなわち、医学系文献を精査してデータベースとして蓄積し、患者のゲノ

ム情報や医療データを基に、コンピュータが診断や治療法選択の支援を行うものである。

Memorial Sloan Kettering Cancer Center や New York Genome Center において、それ

ぞれ、がん治療、膠芽腫治療の支援を行うためのツールを開発中である 15, 16)。日本では東

京大学医科学研究所に導入され、遺伝子情報を用いた患者の診断の一助となっている。 

・ Precision Medicine Initiative は 2015 年１月、米国オバマ大統領が一般教書演説の際に発

表した医学・医療プログラムである。precision medicine は personalized medicine とほ

ぼ同じ意味を持つが、分子レベルの情報を統合的に活用して診断や治療の精度を上げてい

くことを目的としている。初出は 2008 年、ハーバードビジネススクールの Clayton 

Christensen による。本プログラムは遺伝情報、生活環境、生活習慣などの多様性を把握

し、利活用して疾患予防へつなげるためのもので、ヒトゲノム配列の決定、大量並列塩基

配列決定装置の開発、ビッグデータ解析の広がりがでてきた現在がプログラムの開始に適

切な時期であると述べている。短期的なターゲットは癌である。National Cancer Insti-

tute へ 7,000 万ドルの研究資金を提供し、臨床試験の拡充、抗癌剤耐性の克服、データベ

ースの構築などを主眼においている。治験に関しては、NCI-MATCH (Molecular Analysis 

for Therapy Choice) Clinical Trial という新しい枠組みのトライアルを 2015 年 8 月に開

始している。対象は固形腫瘍とリンパ腫で、標準的治療では効果がなかった患者を合計で

約 3,000 名エントリーする。がん組織の DNA を対象に 143 種類のがん関連遺伝子をシー

クエンスして、治療薬のターゲットとなる 'actionable mutation' を探索し、同定された 

mutation に対応する抗癌剤を投与して効果をみるものである。これまでの治験と大きく
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異なるのは、投与される抗癌剤が現状の適応癌種によらず、ゲノム情報を基にしている点

であり、非常に画期的である。参加希望者が多すぎてエントリーを一時中断したほど、国

民からの関心は高い。中長期的には 100 万人を超える米国人ボランティアからなるコホー

トの創設を目指している。構築するデータベースには遺伝情報、生体試料、生活習慣情報、

電子カルテ情報を含み、大規模バイオバンク事業を国家をあげて実施していくものである。

データシェアやプライバシーの保護についても新しいモデルを構築することを掲げてい

る。 

・ ゲノムプロジェクトのリーダーであった John Craig Venter が Human Longevity 社を

創設 17)。老化と加齢に由来する疾患（癌、肥満、心疾患、肝疾患、認知症）をターゲット

として、並列型高速シークエンサーを大規模に導入し、ヒトの遺伝情報と臨床情報を網羅

的に蓄積するデータベースを構築し、診療に貢献することを目的としている。1 年間で 4

万人分の全ゲノム情報取得を可能とするシステムを構築中であり、7000 万ドルの初期投

資を得たとしている。 

・ 母親の乳癌を契機に自身のゲノム情報を調べて予防的な乳腺摘出術を受けた、米国の女優

Angelina Jolie18)を始めとして、ゲノム情報を自ら進んで取得し、治療（あるいは生き方）

の選択肢として用いることが一般社会で既にみられている。日本においてもがん研有明病

院が臨床研究の一環として行っている他、聖路加国際病院、昭和大学においては通常の診

療として予防的乳腺摘出術を行っている。 

・ 国内ではこのほか、国立がん研究センターと産業技術総合研究所人工知能研究センター等

との共同による統合的がん医療システム開発プロジェクト 19)や、国立病院機構と企業の共

同による、糖尿病の重症化予防を支援するシステムの実証研究 20)、経済産業省による、個

人の健康・医療情報を活用した行動変容促進による生活習慣病の重症化予防 21)など、AI・

データ活用による予防・個別化医療の研究開発プロジェクトも進められている。 

（４）科学技術的課題 

・研究用試料へのアクセス（同一人由来の多種類の試料、臨床情報） 

近年の研究により、単純な疾患罹患性に関連するゲノム情報はかなり報告されており、今

後は発現情報解析、メタボローム解析等の多階層に亘る複合的解析による、より精度の高い

バイオマーカー群の同定から予測アルゴリズムの開発へとフェーズが移行すると考えられる。

それには同一人から多階層データを取得する必要があるが、現在進行中の大規模バイオバン

クプロジェクトでは、例えばゲノム DNA、血清、病理試料の 3 種類を同一患者から取得す

る動きは大きくないようである。また、既に普及している電子カルテシステムとの連動で精

密な臨床情報をリアルタイムで電子的に転送するシステムが構築できれば、高精度の解析が

可能になる。規模の大きな地域中核病院や健康保険組合は、それぞれ「地域」と「職域」に

おいて予防医療・個別化医療を推進するための基盤となりえる存在であるが、これまでは研

究への貢献はあまり大きくない。今後の医療ビッグデータ解析においては、大規模かつリア

ルタイム性を重視した電子カルテ情報の活用が望まれ、大学病院バイオバンク等の研究拠点

との連携が必要となる。また、地域中核病院や健康保険組合は研究成果の社会実装の場とし

ても大きな役割を果たすと考えられ、大学病院等との双方向性の（一方のみに利点のある形
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ではない）緊密な連携が必要である。 

・データ統合医学の推進 

Precision Medicine Initiative に見られるように、疾患に関連するビッグデータの入手・

解析技術が進む中で、それらから価値ある情報を効率的に抽出し、有効に活用しようとする

方向性が今後さらに進むと予想される。この方向性を進めて、個人や層別化した小集団を対

象に、疾患の発症、重症化、再発を予見し、適切に対処して予防する医療、それを実現する

ための「データ統合医学」の推進が今後重要となる。（データ統合医学については「2.4 分野

の今後の展開と日本の研究開発戦略の方向性」も参照） 

（５）政策的課題 

・データシェアリングと個人情報保護法 

国際的な潮流にも沿う形で、AMED 等はゲノム情報等のデータシェアリング（共有・公

開）を積極的に進めていく方針をとっているが、個人情報保護法が改正され、ゲノムデータ

も個人識別符号であるとの定義がなされている。この定義により、疾患ゲノム解析研究のデ

ータ公開において大きな障壁が生じている。例えば、これまでのインフォームドコンセント

には説明文書に「成果を公表する際には個人が特定できない形で行う」との記載があるのが

ほとんどであり、上記の個人識別符号の定義と説明文書の記載内容から、ゲノムデータを公

開することができなくなることも考えられ、研究の萎縮に陥らないような方策が求められる。 

・倫理審査委員会 

多施設共同研究を行う際は、すべての機関においてそれぞれの機関内倫理審査委員会

（Institutional Review Board，IRB）での研究計画の承認が必要であるが、同一の研究計画

を提出しても機関毎に判断が異なる場合が見受けられる。セントラル IRB を設置し、一括で

審査する体制が強く望まれる。また、倫理審査委員会は倫理指針に基づいて設置されている

ものであるから、委員は倫理指針についての知識は十分持っている必要があり、レクチャー

等で委員の理解を深める等、委員会における審査の質を担保するための方策をとる必要があ

る。現状では、指針に記載がない点について委員の個人的見解に基づき研究者に修正を要求

する場合や、他施設で実施中の共同研究に参加する際の審査において他施設倫理審査委員会

にて承認済の、他施設での同意書の内容に修正を求める場合、などの事例が見られている。

これが多施設共同研究においては大きな足かせとなっており、各機関倫理審査委員会毎の守

備範囲を明確にし、ローカルルールを可能な限り廃する必要がある。 

・人材の確保および養成 

これまでの研究と比してオミックス関連研究では扱うデータサイズが格段に大きい。Wet 

の実験を行う研究者・実験補助者のみならず、情報解析に携わる Dry の研究者やテクニカル

スタッフの充実が今後の研究推進の鍵を握っているが、わが国のライフサイエンス・臨床医

学分野の研究においては、情報解析関連の研究者・研究補助者の参入が盛んではない。キャ

リアパスが不明瞭である点、民間企業との給与格差等が原因として考えられる。研究者とし

てのパスしかない現状を改め、稀有の技術を持った「技師」や「技能者」、あるいは経験を活

かして人材育成に関わる「教育者」としてのキャリアパスの制度設計が必要である。 
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・法整備 

米国では 2009 年に遺伝情報差別禁止法(The Genetic Information Nondiscrimination 

Act)が施行され、健康保険および雇用に際して、保険者や雇用者の遺伝情報に基づく差別的

取扱いなどを禁止している 22)。また、臨床検査の質を保証する制度 (臨床検査改善修正法

Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA) も 1988 年より存在し 23)、遺伝情

報を一般社会で受け入れる体制が整備されている。わが国ではこれらがまだなされていない

状況である。 

（６）キーワード 

ゲノム、オミックス、precision medicine、多階層性解析、並列型高速シークエンサー、

バイオバンク、分子標的治療、副作用、有効性、薬理遺伝学、遺伝統計学、先制医療、コン

パニオン診断薬、DTC 検査、NIPT、医療ビッグデータ、人工知能（AI）、地域中核病院、

健康保険組合 

（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ◎ ↗ 

・疾患オミックス研究の基盤となるナショナルバイオバンクプロジェクト

（バイオバンクジャパン、東北メディカルメガバンク、６つのナショナル

センターによるバイオバンクネットワーク）が進行中である 24, 25, 26)。大

学においても臨床研究推進のため、独自のバイオバンク事業を立ち上げ

ている。 

応用研究・

開発 
○ → 

・バイオバンクジャパンにて収集した臨床情報およびゲノム情報を活用し

て、創薬ターゲットを探索する共同研究を武田薬品が開始した 27)。 

・ゲノム創薬を目指した研究センターやアライアンス活動が活発化してい

る。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・Vanderbilt 大学の BioVU28)、メイヨー・クリニック（Mayo Clinic）の 

Center for Individualized Medicine29)、Regeneron Genetics Center30)、

Amgen31) 等、バイオバンク事業あるいは疾患ゲノムプロジェクトを行っ

ている大学や企業は多い。現在では、SNP 解析から全ゲノム配列解析へ

とフェーズが転換している。 

・NIH、UCSF、Kaiser Permanente (NPO 法人、健康保険組合)の連携で

78,000 人分の遺伝情報と医療情報を全世界の研究者に公開した 32)。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・Chicago 大学では Center for Personalized Therapeutics を設立し、

2011 年に開始した「1200 Patients Project」により、実際に患者のゲノ

ム情報を基にした薬剤選択を行うことを臨床で行っている 33)。 

欧州 

基礎研究 ◎ → 

・UK BioBank はすでに 50 万人の医療情報、ゲノム DNA を収集し、2014

年末までに 15 万人分のゲノムデータを公開する予定である 34)。 

・アイスランド国民全員約 32 万人のゲノム情報を取得、解析し、医療に

つなげる deCode 社の取組は米国企業アムジェンに買収されてからも

続いている 35)。 

応用研究・

開発 
○ ↗ 

・EC では個別化医療の実現を将来の health research においてもっとも

革新的な領域のひとつと位置づけ、FP7 programme のひとつとして、

「Personalized Medicine 2020 and beyond」を 2013 年に立ち上げた 36)。 

・フランスの Institut National du Cancer では The Cancer Plan の主軸

のひとつとして、癌領域のより個別的な医療の開発を目標としている 37)。 



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

592 

中国 

基礎研究 ◎ → 

・法律によりゲノム試料の国外持ち出しを禁止し、疾患ゲノム解析研究を

進めている。国立のバイオバンクは北京と上海の大学病院を中心に 30 

ほど存在する 38-41)。 

応用研究開

発 
○ → 

・上海の The National Center for Drug Screening42) と Perkin-Elmer 

が共同で個別化医療のため、薬剤スクリーニングのためのゲノムマーカ

ーの単離のため、全ゲノム情報を取得すると発表した等の動きが散見さ

れる。 

韓国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・バイオバンクプロジェクトを全国的に展開しており、National Biobank 

of Korea と 17 の地域型バイオバンクが存在する。現時点で合計約 60 万

人分の試料を収集している 43)。 

・韓国 NIH に Center for Genome Science を設立しており、ゲノム医療

に対する支援体制を構築している 44)。 

応用研究開

発 
○ ↗ 

・2014 年から開始された 8 年間にわたる省庁横断的な Genome Tech-

nology to Business Translation Program の一分野として、個別化医療

のための診断法、治療法の開発が挙げられている (2014 年予算は 1000

万ドル)43)。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 

1) http://www.info.pmda.go.jp/downfiles/ph/PDF/300242_4291011F1028_1_22.pdf 

2) https://www.nibiohn.go.jp/shinko/orphan/kisyoiyaku-hyo1.html 

3) Mano H.  ALKoma: a cancer subtype with a shared target.  Cancer Discov. 2012 2(6):495-502.  

4) Spear BB, Heath-Chiozzi M, and Huff J.  Clinical application of pharmacogenetics.  

Trends Mol. Med. 2001, 7(5):201-204. 

5) Khan LM.  Comparative epidemiology of hospital-acquired adverse drug reactions in 

adults and children and their impact on cost and hospital stay--a systematic review.  Eur. J. 

Clin. Pharmacol. 2013 69(12):1985-1996. 

6) http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000004461 

7) http://www.info.pmda.go.jp/downfiles/ph/PDF/480866_1139002C1082_3_01.pdf 

8) http://www.info.pmda.go.jp/downfiles/ph/PDF/800015_4240404A1040_1_10.pdf 

9) http://www.info.pmda.go.jp/downfiles/ph/PDF/230127_3943001F1322_1_10.pdf 

10) http://www.info.pmda.go.jp/downfiles/ph/PDF/166272_6250014F1036_2_05.pdf 
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16) http://www.nygenome.org/news/new-york-genome-center-ibm-watson-group-announce-colla
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３.５.７ 医療資源配分 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

医療従事者・医療施設・医療費財源などの限られた資源を最適に配分し、多くの人々が適

正な負担で、持続可能な制度の下で医療を受けられるようにするための研究開発を対象とし、

具体的には医療経済学、医療技術評価、さらには医療保障制度の研究等も含まれる。 

経済学(economics)は、資源をどのように配分すれば個人並びに社会が最適な状態に達しうるか

を議論する行動科学であり、医療経済学(health economics)は、保健医療サービスを分析対象と

した経済学である。医療技術評価(health technology assessment)は、個別の医療技術の有効性・

安全性に加え、経済性さらには倫理的・社会的側面等を総合的に吟味することであり、この中で

特に医療経済評価は、公的保障における優先順位の決定や適正な価格の設定、あるいは適用とな

る患者の選別など医療資源配分に関する問題を議論する上で重要なデータとなる。医療技術評価

の政策応用は特に欧州において進んでおり、日本でも 2012 年度から中央社会保険医療協議会（中

医協）において、費用効果分析の結果を医薬品の薬価算定の参考とするという形で政策応用が検

討されている。欧州では、医療技術評価を医療経済学の一分野に含めることがある。しかし米国

では別の分野として扱われることが多い。本項では、ミクロ経済学の応用分野としての医療経済

学と、医療技術評価を分けて論じる。 

医療技術の進歩を主な原因として、先進各国の医療費は年々増加傾向にある。医療費の規模は

国によって異なるものの、社会保険料と税のいずれかまたは両方にほとんどの財源を求めている

点は、米国を除いて先進各国とも同じである。医療費を適正化し、持続可能な医療保障制度を築

くことは、先進各国の共通課題である。医療保障制度に関する研究とその政策応用は、欧米諸国

ではすでに 1970 年代から試みられている。従来の医療制度論は公衆衛生学の一領域として発達

してきたが、近年はヘルスサービスリサーチ(Health Service Research)という新しい学際研究領

域が作られ、専門の学術雑誌も創刊されており、医療システムや医療サービスに関する研究はさ

らに発展しつつある。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

＜医療経済学＞ 

Kenneth Arrow が 1963 年に American Economic Review で発表した論文「医療の不確実性と

厚生経済学」が医療経済学の嚆矢と言われる。Arrow はその先駆的な論文において、医療の不確

実性(uncertainty)や、医療サービス市場における情報の非対称性(asymmetric information)など、

医療における市場の失敗(market failure)について論じ、一般の財・サービスとは異質の医療サー

ビスに特化した経済学の重要性を指摘した。 

Wagstaff らは、2012 年に Journal of Health Economics に出版したレビュー論文において、

過去 40 年間にわたる医療経済研究の歴史を検証した。それによれば、1970 年代における医療経

済学の創世記においては、保険の経済理論（逆選択、リスク選択など）に関する研究や、医療サ

ービス生産の効率性に関する研究が主流であったが、その後様々な研究テーマが生み出された。 

医療サービス生産の効率性に関する研究には、包絡分析法(Data Envelopment Analysis)や確

率的フロンティア分析（Stochastic Frontier Analysis)といった方法論が発展した。Joseph 
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Newhouse は Journal of Health Economics に 1994 年に発表した論文において、医療サービス

の効率性測定の問題点として以下を挙げた：(1)医療サービスの生産量を適切に計測できるのか？、

(2)医療サービスの品質をどのように調整するのか？、(3)測定対象とする医療機関の同質性をどう

担保するか？、(4)測定対象の患者特性をどのように調整するか？ 

供給者誘発需要(supplier-induced demand)仮説に関する研究も歴史的な進展をたどった。供給

者誘発需要仮説とは、消費者と供給者の間に情報の非対称性が存在する場合、すなわち、供給者

の方にサービスに関する情報や知識が偏在する場合、供給者が自らの利得を目的として消費者に

不必要なサービス利用を促し、需要を喚起する、という仮説である。Fuchs はこれを医療サービ

スに適用し、医師誘発需要(physician-induced demand)仮説と称して理論的に発展させた。医師

誘発需要が本当に存在するとしたら、不必要な医療サービスが患者に提供され、患者の不利益と

なる。健康アウトカムの改善を伴わない医療費の増大に繋がりうる。特に米国で、医師誘発需要

は医療費高騰の原因のひとつと疑われ、研究が進められた。しかしその存在は依然として証明さ

れておらず、「仮説」のままである。医師誘発需要の立証が困難な理由は、患者自律的需要（patient 

initiated demand）との識別が困難なためである。たとえば、人口当たりの医師数が増加すれば、

医療サービスへのアクセスが向上し、結果として需要が増大する。これは患者が自分の意思で需

要を増大させているのであって、医師による誘発ではない。1970 年代までの一連の古い研究は、

地域別の集計データを用いた粗い手法を用いて「誘発需要あり」と結論付けた。しかし 1980 年

代以降、患者の個票データを用いた精緻な研究では「誘発需要はあってもわずか」または「ほぼ

ゼロ」という結果が多数を占めている。医師誘発需要に関する研究が進むにつれて、医師の行動

以外の要因によって、あたかも需要が誘発されたかのように見えてしまうことが明らかとなって

きた。例えば、人口当たり医師数の多い地域の方が、患者の受診にかかる時間コストが低いため、

受診回数が増える。人口当たり医師数の多い地域の方が、より品質の高い医療サービスが提供さ

れ、遠隔地の患者も引き寄せてしまう、などが示された。 

医療費増加の要因について、Smith らは、1960 年～2007 年の約 50 年間に、アメリカの総医

療費上昇率に影響を与えた要因を定量的に分析した。各要因の寄与率は、(1)人口高齢化：7%、(2)

医療保険の普及：11％、(3)国民所得の増加: 29－43%、(4)その他（医療技術の進歩など）：27－

48%であった。この研究を含め、医療費増加に影響する要因を分析したこれまでの医療経済研究

では、(1)人口高齢化の影響はわずか、(2)医師誘発需要の影響はほぼゼロ、(3)医療保険導入の影

響はある程度、(4)国民所得増加の影響は大きい、(5)医療技術の進歩の影響は大きい、とされてい

る。Zweifel は、医療費高騰の要因は、高齢化よりもむしろ死に至るまでの有病期間である、と

する Red herring hypothesis（燻製二シン仮説）を提唱した。Spillman が 2000年に New England 

Journal of Medicine に出版した論文では、Medicare でカバーされた生涯医療費は死亡時年齢に

よって有意差は無く、生涯介護費用は死亡時年齢が高いほど多くなることが示された。

Hashimoto らは日本における実証研究で、医療費に限ると高齢はむしろ医療費の減少要因となり、

死に至るまでの有病期間は医療費の増加要因となること、医療費と介護費の総費用は年齢が増加

要因となることを示した。 

＜医療技術評価＞ 

公的医療保障制度の財源が限られる中、諸外国においては、医療技術の経済評価とその政策応

用が進んでいる。例えばイギリスでは、1999 年に NICE（National Institute for Clinical Ex-

cellence、現在の名称は National Institute for Health and Care Excellence）という国立の組織
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が設立された。NICE は、基本的に税金を財源として全国民をカバーする医療保障制度である

NHS（National Health Service）における臨床医療のレベル向上と資源の効率的な使用を促進

するために、個別の医療技術の評価(Technology Appraisal Guidance)や疾患ごとの臨床ガイドラ

イン(Clinical Guidelines)の開発などを行っている。NICE の特徴は、医療技術評価を行う際に、

特に医療経済評価を重視する点にある。 

医療経済評価の原則的な手法はある程度確立している。医療経済評価の分析方法には、大別し

て、効果をすべて金銭単位で換算する費用便益分析と、効果を生存年数や健康状態を表す指標な

ど金銭単位以外で表す費用効果分析がある。費用便益分析を行う際には、効果としての健康状態

の改善や延命をどのように金銭換算するかが課題となる。手法としては、健康の損失に伴う逸失

利益を便益とする人的資本法や、望ましい健康状態を得るために支払う最大意思額（willingness 

to pay: WTP）を用いる方法などがあるが、いずれも研究段階であり、一般に広く用いられてい

る方法はない。 

一方、費用効果分析では、新規の医療技術（医薬品、医療機器などを含む）を従来の技術と比

較し、追加的に得られる効果と追加的にかかる費用を評価し、新規技術の効率性を検討する方法

である。多くの国では、費用効果分析の政策応用が進んでいる。医療技術の費用効果分析を行う

際にはいくつかの取り組むべき課題がある。まず、効果の測定方法である。生存年数の延長など

が多く指標として用いられてきたが、医療経済評価を政策に応用している国で多く用いられてい

るのが、質調整生存年（Quality-adjusted Life Year: QALY）を用いる方法である。QALY は生

存年数に、その期間の健康関連 QOL（Health-related Quality of Life: HRQOL）で重み付けし

た指標である。QALY を用いることの利点は、生存年数だけでなく、その間の健康状態を勘案す

ることにより、様々な疾患や治療法において共通の尺度として用いられることである。費用効果

分析の効果指標に QALY を用いる方法を特に費用効用分析(Cost-utility Analysis)と呼ぶ場合が

ある。 

QALY の算出に用いる HRQOL は、0 を死亡、1 を完全な健康とする尺度で表現される。この

ような HRQOL の測定ツールは、Time Trade-Off（TTO）や Standard Gamble（SG）といった

直接法の他に、EuroQol 5 Dimension（EQ-5D）や Health Utilities Index（HUI）といった間

接法と呼ばれる手法がある。これらは現在の健康状態の価値を主観的に評価するものであり、計

量心理学的な検討による妥当性や信頼性が確認された評価ツールが必要となる。日本ではこのよ

うなツールの確立とあわせて、様々な疾患での HRQOL の評価が必要となる。HRQOL 値の測定

ツールとしては 5 項目の質問から構成される EQ-5D が代表的であるが、従来の 3 段階で回答す

る 3 段階版（EQ-5D-3L）に加えて、回答を 5 段階にした 5 段階版（EQ-5D-5L）の日本語版も

整備され、国内での調査研究も徐々に進みつつある。 

効果の測定とあわせて必要になるのが、費用の測定である。費用の測定に際しては、分析の視

点と費用の範囲、さらにデータソースが重要となる。経済評価はどのような分析の視点を用いる

かで含めるべき費用の範囲が異なる。例えば、医療費の支払者の視点からは、医療を受けるため

に医療機関でかかる費用を考慮することが必要となる。しかし、患者の視点からは、医療費とし

てかかる費用のうち、窓口での自己負担分のみを考えればよいかもしれない。一方で、医療機関

でかかる費用以外に、例えば、医療機関に通うための交通費といった費用も考えられる。さらに、

より広く社会的な視点に立つと、疾患により活動できないことによる労働損失なども機会費用と

して取り上げるべきかもしれない。このような分析の視点と費用の範囲については、理論的な背
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景とあわせて、実際の測定が可能かなどの検討も必要である。費用のデータソースについては、

例えば、医療機関でかかる医療費を取り上げると、レセプトデータの活用方法などが考えられる。

日本ではようやく診療報酬請求の電子データ化が進み、これを集約して NDB（レセプト情報・

特定健診等情報データベース）が作成されている、という段階になっている。日本の保険制度で

は、健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険等、保険の種類がいくつか分かれているものの、

請求のフォーマットや金額は同一であるため、これを日本全体で集約すれば世界でも有数のデー

タベースとなる。NDB を用いた研究も進みつつあるが、現時点では、利用の手続きが容易でな

いことなどが課題となり、今後、このようなデータベースを活用した分析が望まれる。 

医療技術の経済評価研究は、一般に長期にわたる推計を行うことが必要であることから、疾患

ごとにマルコフモデルなどの予後予測モデルを用いて状態の推移を分析することが行われる。こ

のような分析モデルを構築するためには、疾患ごとに状態間の推移などに関する疫学的なデータ

が必要となる。これらは特に日本での疾患の発生状況や推移をもとにした国内のデータが望まれ

るため、疫学データの蓄積と活用も課題である。 

経済評価研究の結果は、どのような手法を用いるかで変わるものであり、経済評価研究の結果

を政策に応用するためには、標準的な手法を確立する必要がある。そのため、諸外国では、医療

経済評価の手法に関する研究ガイドラインが作成されている。日本では、厚生労働科学研究費に

よる研究班の提案がいくつかなされたのち、後述のように中医協における費用対効果評価の試行

的導入のためのガイドラインが導入された。 

標準的な手法を確立し、経済評価が適切に実施されたとしても、その結果を用いてどう判断す

るかが重要となる。医療経済評価は必ずしも新規技術により費用削減に結びつくと考える必要は

なく、追加的な投資が追加的な効果に見合うかどうかを考えることに意義がある。そのため、経

済評価の分析を assessment、それに基づく価値判断を appraisal と分けて表現される。

Assessment については、前述の通り、分析手法上のいくつかの課題に取り組み、標準的な分析

手法を確立することが必要である。Appraisal に関しては、誰がどのような基準で判断をするべ

きかを議論する必要がある。諸外国においても経済評価は appraisal の際の判断材料のひとつで

あり、他に様々な要素、例えば疾患の重篤度や対象患者数などを勘案して判断される。経済評価

を政策に応用するためには、assessment の方法とあわせて appraisal の方法についても議論する

必要がある。 

＜医療保障制度＞ 

他国の医療保障制度を無批判に模倣することは有用でない。背景となる国情を考慮せず、単に

各国の医療保障制度のパーツだけを相互比較して、是非論に直接結びつけることは妥当でない。

各国の背景を理解した上で、日本と諸外国の医療保障制度を比較分析することは有用である。そ

うすることで、現行の日本型システムの問題点を抽出し、改善案を見出すヒントが得られる。 

医療保障制度には大きく分けて、１）普遍主義モデル、２）社会保険モデル、３）私的保険モ

デルがある。普遍主義モデルは、全国民を対象とした普遍主義的、社会民主主義的な福祉国家モ

デルであり、税を財源とし、医療サービス供給体制は公的部門が担っている。かつての英国のモ

デル（ビバリッジ・モデル）が該当する。社会保険モデルは、ドイツ・フランスなどヨーロッパ

大陸のモデルであり、歴史的には最も古く、その原型はビスマルク・モデルと言われる。財源は、

雇用者・労働者が負担する社会保険料であり、医療サービス供給体制は公的・民間を含む。医療

サービスを受けることは労働者とその家族の権利であり、保険者が医療制度の管理運営に強い影
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響力を持つ。私的保険モデルは、被保険者・保険者・医療サービス供給者間の私人間契約に基づ

く。医療サービス供給体制も民間が主体である。公的セクターも関与するが、最低限の社会扶助

のみにとどまる。国民は、国家に依存することなく、自己責任の原則に則って福利を自己実現す

べき、とされる。米国などの民間医療保険などが該当する。 

日本のみならず、欧州の多くの国々では、全国民を対象とした公的な社会保障制度がすでに整

備されている。例えばフランスでは 1999 年以降、普遍的医療制度(Couverture maladie uni-

verselle, CMU)という強制加入の医療保険が確立され、任意加入の補足的医療保険と併用されて

いる。 

欧州でかつて行われた医療費適正化政策を俯瞰すると、まず 1970 年代、経済危機を背景に総

額予算制や地域医療計画といったマクロ的な医療費抑制策が取られた。しかしそれらは目立った

成果は無く、1980 年代以降は、よりミクロレベルの対策が取られるようになっている。その例

として、市場原理の試行的導入や、診断群分類に基づく包括支払い制度の導入などが挙げられる。

前者に関しては、例えば英国では 1990 年代のサッチャー政権時代における National Health 

Service (NHS)改革の一環として、「準市場(quasi-market)」を導入し、非政府・独立採算である

複数の医療サービス提供主体による競争環境を作るなどの改革を行った。しかし、一連の市場改

革は期待されたほど医療サービスの効率化をもたらさず、1990 年代後半以降はその見直しを迫

られた。このほかにも欧州では、マネージドケアの導入、プライマリケアの重点化、一般医によ

るゲートキーピングの導入など、様々な試みがなされている。例えばフランスでは、1996 年の

社会保障財政法が成立し、それまで国は医療保険制度にあまり関与してこなかった方針を転換し、

医療保険支出全国目標(ONDAM)を導入することによって、財政赤字縮減を図っている。 

米国では無保険者の問題が未解決のまま残っている。その大きな転機として、2010 年 3 月に

医療制度改革法(Patient Protection and Affordable Care Act)が成立し、民間保険を中心とした

国民皆保険を目指すことが決まった。いわゆるオバマケアである。米国市民及び合法的居住者に

対する保険加入の義務化、医療保険取引所(health insurance exchange)の設置、企業への保険提

供の促進、民間保険会社への規制強化、メディケイドの拡張、などが柱である。しかし制度の運

営上多くの問題点を抱え、政権も交代し先行きは不透明である。 

米国は他国に比べて医療費が高く、逆に言えば医療財源は豊富である。新規医療技術の臨床応

用も早い。多様化する医療ニーズに応えるために、民間保険会社が競い合う保険サービス市場を

展開している。医療政策意思決定においては、連邦議会が大きな権限を持っており、共和党と民

主党による対立がときに先鋭化する。ここに、民間医療保険会社、医師会、病院協会、製薬協会

などの圧力団体が激しいロビー活動を展開する。中立的な立場で政策提言を行うシンクタンクが

多いことも特徴である。 

日本は、１）と２）を併せ持つシステムである。社会保険モデルをベースとしながら、医療費

の財源の半分近くを税に依存している。医療制度の管理運営は政府が主体であり、保険者の影響

力はほとんどない。医療供給体制は民間中心である。また、他の OEDC 諸国と比べて相対的に、

人口当たり医師数はやや少なく、人口当たり病院数・ベッド数は多く、人口当たり医療機器数は

多く、患者の外来受診回数は多い。 

2000 年代以降、超高齢化の進展にともない、医療と介護の一体的運用が各国において優先順

位の高い課題となっている。米国では、異なる機能を持つ多数の医療介護施設群（急性期病院、

亜急性期病院、外来手術センター、ナーシングホーム、介護付き住宅、在宅ケア事業者、ホスピ
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スなど）が垂直的に経営統合する Integrated Healthcare Network が増えつつある。日本でも、

「地域包括ケア」という概念のもとに、医療・介護の外職種間連携、患者が住むコミュニティー

との連携など、医療と地域が一体となった取り組みが進められている。また、情報技術の発展に

より、医療情報のデジタル化やその利活用も各国で進められている。 

（３）注目動向 

・ 経済学の実証研究の観察研究が主体である。観察研究における因果推論のための計量経

済学の手法は年々発達しており、その医療経済学への応用も進められている。 

・ 日本では 2006 年に医療経済学会が設立された。 

・ カナダやオーストラリア、英国といった 1990 年代から医療技術評価の政策応用に取り

組んでいる国もあるが、スウェーデン、オランダのように 2000 年以降に取り組みを始

めた国や、フランスのように最近取り組みを始めた国もあり、これらの国での議論は参

考になると考えられる。また、アジア地域においても、韓国やタイで医療技術評価の政

策利用が始まっており、その動向に注目すべきである。 

・ 英国などの歴史がある国でも、医療経済評価ガイドラインの見直しが行われている。ま

た英国では 2009 年から、患者アクセス保障（Patient Access Scheme）といった方法で

患者による医療技術へのアクセスが阻害されないように様々な対応が取られている。 

・ 医療技術評価は特に新規技術の効率性に焦点を当てるが、医療費の抑制が目的ではなく、

価値の高い技術を適切に評価する役割ももつ。そのため、イノベーションをどう評価す

るかという視点を含めることも重要である。そのためには、例えば医薬品などの研究開

発を重要な産業として位置づけている国の取り組みは、日本にとって参考になる。 

・ 国内においては、2012 年度に中医協の下に「費用対効果評価専門部会」が設置され、経

済評価の方法や対象とする医療技術、結果の活用方法などについての議論が行われた。

これらを踏まえ、2016 年度に「費用対効果評価専門組織」が新たに設置され、費用対効

果評価の試行的導入が開始した。まず、あらかじめ定められた条件に該当する医薬品及

び医療機器（新規収載品および既収載品）が選定され、企業に医療経済評価のデータ提

出を求める。次に、企業が提出したデータについて、公的な専門体制により中立的な立

場から再分析を実施する。この結果に基づき、既収載品の価格改定の際に価格への反映

を行うこととするが、新規収載品については価格への反映は当面は行わない。 

・ 先進各国とも、医薬品にかかる医療費削減を目的としてジェネリック医薬品の使用を奨励し

ており、代替処方や参照価格制などが導入されている。しかしその医療費削減効果は限定的

である。高額医薬品の使用量増加による医療費上昇分が、ジェネリック医薬品使用による医

療費節減分をはるかに凌駕している。そこで先進各国では、高額医薬品に対して、医療技術

評価の手法を用いた有効性評価と費用効果分析を実施している。日本でも近年、費用効果分

析に基づく薬価算定の導入が検討されている。 

・ 外来医療について、先進各国で、ゲートキーピングによる受診の適正化、プライマリケアの

重視、総合診療の推進が図られている。ゲートキーピングやプライマリケアについては、一

般医(general practitioner, GP)や家庭医(family physician)の役割が重視されている。例えば

英国では、キャメロン政権によるNHS改革において、従来のPrimary Care Trustを解体し、
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全国212か所の地域単位でClinical Commissioning Group (CCG)を組織した。CCGはGP、

Practice Nurse (PN)、ソーシャルワーカー(SW)で構成される。 

・ 入院医療については、医療の情報化が進められると同時に、いくつかの国で診断群分類

（Diagnosis Related Group,DRG）に基づく包括支払方式が導入されてきた。日本では 2003

年以降、大学病院・大病院などに DPC (Diagnosis Procedure Combination)に基づく PDPS

方式（Per Diem Payment System,１日当たり定額支払いシステム)が順次導入されている。

包括支払方式は過少診療をもたらすといわれるが、これまでの実証研究において、そのよう

な事実はほとんど認められていない。また、米国の Medicare における DRG/PPS が一入院

当たり包括支払であるのと異なり、日本の DPC/PDPS は一日あたり包括支払であるため、

在院日数短縮のインセンティブは大きくない。 

・ 日本では、2014 年に医療介護総合確保推進法が成立し、病院機能報告制度と地域医療構想

（地域医療ビジョン）策定が定められた。病院機能報告制度は、病院が病床の機能を自主的

に選択し都道府県に報告する制度である。従来の「一般病床」「療養病床」を「高度急性期

機能」「急性期機能」「回復期機能」「慢性期機能」に分類し、病院が自ら病棟ごとに機能を

選択できる。報告データを公表することにより、各医療機関の自主的な機能分化と連携を促

すねらいがある。地域医療構想は、都道府県が病床機能報告のデータを活用して、医療計画

の一部として、各都道府県の実情にあった医療提供体制を作る構想である。構想を実現に導

く仕組みとして、（１）都道府県と知事の権限強化、（２）地域医療構想調整会議の設置、な

どが盛り込まれた。なお厚生労働省が定めた地域医療構想策定ガイドラインでも、地域医

療構想の策定及び実現に必要なデータの収集、分析及び共有が必要であるとしており、

医療資源配分に関わる検討や関係者の協議などの場で、データ活用の重要性がさらに高

くなっている。 

・ 社会保障制度改革推進本部では、地域横断的な医療・介護情報の活用方策等の調査及び

検討を行うため、「医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会」および

その下に「医療・介護情報の分析・検討ワーキンググループ」を設置。NDB 等のデータ

を活用して、医療費の地域差や、医療機能別必要病床数、医療費の将来推計に関するデ

ータの調査・公開等を行なっている。 

（４）科学技術的・政策的課題 

・ 医療政策決定を行う審議会委員に医療経済学研究者が選ばれることは少なくない。しか

し、個々の施策に関する実証分析には、利用可能なデータや分析力をもつ人材は少ない。 

・ 経済学研究のためには、レセプトなど診療・医療費情報だけではなく、所得・教育水準

といった社会経済状況(socioeconomic status)に関するデータも必要となる。こうしたデ

ータが揃う研究基盤は徐々に整備されているものの、諸外国に比べるとまだ貧弱である。 

・ 医学系の大学院には医療経済学の専門講座は点在するものの、その規模もスタッフ数も

十分でない。経済学系の大学院にあっては、医療経済学はマイナーであり、専門の研究

者は各大学に 1 名程度と少ない。医学系・経済学系ともに、研究体制や研究者育成体制

の強化が課題である。 

・ 医療・介護・予防を統合したヘルスケアシステムを地域毎に構築する「地域包括ケアシ
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ステム」の実現が急務となっている。それぞれのサービスにどのように費用・人材を配

分していくかについては、経済学的な視点も不可欠である。そのため、地域の特性に応

じたシステムの構築には、全都道府県にある医学部に医療経済学の専門家を配置する必

要がある。 

・ 医療技術評価を政策応用するためには、標準的な手法を確立し、同じ方法で分析を行う

ための研究ガイドラインが必要となる。研究ガイドライン作成にあたっては、分析の視

点と費用の測定方法、健康アウトカムの測定方法などが課題になる。2016 年 1 月に「中

央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン」が公開されたが、

今後、具体的な事例に対して実際に使用する中で、必要に応じて研究ガイドラインを見

直していくことも検討すべきである。 

・ 医療技術評価研究を行っていくためには、それに必要なデータを整備することも課題で

ある。特に費用データなどは様々な研究で共通に用いることができるデータが望まれる。

また、健康関連 QOL の調査データや、疫学研究における疾患ごとのデータの整備も課

題である。 

・ 経済評価の手法の標準化とあわせて、評価結果をどのように用いるかを検討する政策的

な議論も必要である。その際には、既存の医療政策との関連を検討したり、そもそも効

率的な資源配分に関する原則の議論も必要となる。 

・ 医療保障制度の研究には、その基盤として、医療関連の様々な行政統計や業務統計情報の利

用体制の整備が必要となる。さらにそうした情報を用いた学際的研究を推進していくための

政府または非政府の組織が必要である。 

・ 医療保障制度に関する政策研究の手法の一つとして、社会実験の活用がある。例えば DRG

の導入、標準化電子カルテの導入、新しい医療費支払い制度（包括支払い制度、pay for 

performance など）の導入などの影響を分析するために、特定地域における前向きの社会実

験が、欧州などで時折実践されている。しかし、日本の医療政策研究で大型の予算が組まれ

ることは稀であり、大規模な社会実験を行う土壌もほとんど無い。 

・ 近年、日本でも医療ビッグデータ研究が発展しつつある。医療ビッグデータには様々なタイ

プのデータがあり、その規模も内容も多様である。診療報酬明細データベースには DPC デ

ータ、全国レセプトデータ（NDB）、国保レセプトデータ（KDB）などがある。疾患特異的

患者登録型データベースには、がん登録データといった法律に基づき収集されるデータの他

に、外科学会 National Clinical Database (NCD)などのアカデミアが主体となって収集され

るデータがある。厚生労働省統計情報などの政府統計も医療ビッグデータの一類型である。

電子カルテデータも多施設間で統合すれば立派な医療ビッグデータになりうるものの、広域

のデータベース化はまだ発展途上である。その他、ゲノムなどの遺伝子情報を扱うデータも、

その情報量の多さから、医療ビッグデータの一類型に位置付けられる。医療ビッグデータの

うち、診療報酬明細データベースや政府統計は、臨床疫学研究や医療経済・政策研究の基盤

となるデータベースである。データの統計分析手法についても、DPC や NDB を用いた研究

が蓄積されつつある。しかし、こうしたデータを用いた臨床疫学研究は進んでいるものの、

医療経済・政策研究はまだ少ない。 

・ 諸外国に比較して、日本はこうした医療ビッグデータの活用を促進するシステム整備そのも

のが遅れている。例えば米国の Medicare や Medicaid のデータは、CMS (Center for 
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Medicare and Medicaid Services)によって収集され、研究利用のサポートは Research Data 

Assistant Center (ResDAC)が行っている。ResDAC はミネソタ大学内にある組織であり、

日本でも同様なサポート組織が必要である。 

・ 近年、東京大学・京都大学など複数の大学に公衆衛生大学院(School of Public Health)が創設

されている。保健・医療政策にかかわる人材育成や研究の推進に中心的役割を担うことが期

待される。今後さらに医療ビッグデータ研究を推進する上でも、公衆衛生大学院の機能強化

が不可欠である。 

・ 異なるデータベース間の個人レベルでのリンケージも今後の課題である。保健・医療・

介護などのデータを個人レベルで連結し総合的に分析するために、生涯を通じて個人を

追跡できるマイナンバーなどの個人識別番号を研究目的に利用するための基盤整備が不

可欠である。 

（５）キーワード 

医療経済学、計量経済学、医療サービスの生産効率性、医療の不確実性、情報の非対称性、供

給者誘発需要仮説、医療費、社会保障、医療技術評価、費用対効果、費用効果分析、費用便益分

析、医療経済評価、質調整生存年、医療保障制度、レセプト、NDB、診断群分類、DPC、包括

支払方式 
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（６）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 △ ↗ 

・レセプトデータ、健康関連 QOL データ、疫学データなどの整備に関する

研究や取り組みが少しずつ行われている。 

・本領域の研究者があまり多くないため、教育・研究を推進する体制作り

が必要である。 

・レセプトデータ等を解析する基本的技術の開発は進んでいる 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・計量経済学の手法は年々発達しており、その医療経済学への応用も進め

られている。 

・医薬品を中心に医療技術評価研究は活発化してきている。 

・ISPOR（International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes 

Research）の日本部会が 2005 年 8 月に設立され、この領域の研究推進

の取り組みが行われてきた。 

・2016 年度国際医療技術評価学会が 2016 年 5 月に東京にて開催され、国

内外より多くの研究者や行政関係者が参加した。 

・ISPOR（International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes 

Research）のアジア太平洋大会が 2018 年 9 月に開催されることが決定

した。 

・近年、DPC や NDB、政府統計などの医療ビッグデータが、医療政策研

究（医療計画や地域医療ビジョンに応用する研究など）にも利用されつ

つある。しかしながら、学際的研究はまだ少ない。 

米国 

基礎研究  ◎ ↗ 

・経済学研究全体の中心であり、医療経済研究においても、ゆるぎない中

心的な位置を占めている。 

・医療技術評価に関する手法が議論され、多くの基礎的研究の蓄積がある。 

・Medicare、Medicaid や民間保険データの活用による医療提供モデルの理

論研究と実証研究が行なわれている。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・全米経済研究所（NBER）は経済学研究に特化した組織であるが、医療

経済学の応用研究も多数行われている。 

・医療技術評価手法の標準化に関しては、1996 年に研究者グループによる

研究ガイドラインが示された。強制力はないが、それに沿った研究が多

くなった。2016 年には、ガイドラインの改訂版が研究者グループにより

公開されている。 

・医療提供モデルの理論研究と実証研究を踏まえ、政府レベルでの社会実

験（例：オバマケアや Pay for Performance）と、その結果を踏まえた政

策立案が行なわれている。 

欧州 

基礎研究 ◎ ↗ 

・英国、オランダ、北欧などの研究者を中心に、経済評価研究の手法や活

用方法についての議論がされてきている。 

・英国は米国に次ぐ医療経済学の研究拠点であり、特に政策分析のための

医療経済学研究が盛んである。多くの基礎的研究の蓄積があり、ヨーク

大学、ロンドン大学、シェフィールド大学など、本領域をリードする研

究機関で研究が進められている。 

・各国の公衆衛生大学院や WHO ヨーロッパ事務局、EU レベルでの各委
員会など、種々の組織で医療制度の理論研究と実証研究が行われている。 

応用研究・ 

開発 
◎ ↗ 

・英国では 1999 年に NICE が設立され、経済評価の政策応用が本格化し

ている。 

・フランスでは HAS が経済評価を応用しており、経済評価の研究ガイドラ

インも示されている。また、2013 年から新規医薬品の一部について経済

評価研究に基づく価格設定の取り組みが始まっている。 

・スウェーデン、オランダなどでも取り組みが行われるようになってきて

おり、今後普及していくものと見込まれる。 

・ドイツでは、IQWiG において効率性フロンティアに基づく評価と判断の

方法について提案されている（政策応用には至っていない）。 

・医療制度の理論研究と実証研究を踏まえた政府レベル・欧州レベルでの

社会実験（例：免責制やゲートキーピング、代替政策、民営化、Pay for 

performance の影響分析）と、その結果を踏まえた政策立案が行なわれ
ている。 
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中国 

基礎研究  ○ ↗ 

・医療経済学、医療技術評価の研究者が増えており、研究が盛んに行われ

るようになっている。 

・アジア初の世界医療経済学会は北京で 2009 年に行われた。 

・大学や政府の医療政策研究者の協力による理論研究が進められている。

この分野における米中の研究者の交流も進んでいる。 

応用研究・ 

開発 
△ → 

・統一的な手法で医療技術評価を行い、その結果をもとに医療給付を考え

るような取り組みは今のところほとんどない。 

・医療政策研究の理論を実証するための小規模な応用研究がフィールドで

行われているが、基礎となる制度が未完成であるため、その一般化は難

しい状況にある。 

韓国 

基礎研究  ○ ↗ 

・医療経済学や医療技術評価の研究者の養成を積極的に行っており、研究

も増えている状況である。 

・大学や政府の医療政策研究者の協力による理論研究が進められている。

この分野における米韓の研究者の交流も進んでいる。 

応用研究・ 

開発 
○ ↗ 

・2006 年末から、新規医薬品については医療技術評価データの添付が義務

づけられ、応用が進んでいる。 

・HIRA（Health Insurance Review and Assessment Services）により、

経済評価の標準的な手法を示す研究ガイドラインが作成され、新薬の評

価に用いられている。 

・HIRA や公衆衛生大学院の研究者が、HIRA の提供するデータなどをも

とに実際の政策を意識した研究を行なっている（例：診断群分類 DRG の

一般化）。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（７）引用資料 
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３.５.８ スマート農業 

（１）研究開発領域の簡潔な説明 

高解像な計測と記録に基づき、作物の生産性の向上や付加価値の高い新品種の育種に資す

る農業データ科学と、環境制約のもとで生産性や収益性を同時に追求する農場マネジメント

である精密農業(Precision Agriculture)を統合した技術開発。作物栽培や管理工程を、強力な

記録解析ツールである情報通信技術（ICT）で把握した上での最適化や、作業手段として自

動機械やロボットあるいは高度な環境制御施設などが試されつつある 1-6)。 

（２）研究開発領域の詳細な説明と国内外の研究開発動向 

地球規模の気候変動と人口増加によって食糧供給の多様なリスクが顕在化している。一方

で、作物の生産性の増大は社会の近代化を進める原動力であり、地域経済の安定化や新産業

の創成に繋がる。日本では、農業人口の高齢化が危惧される一方で、農業生産法人が ICT(情

報通信技術)を積極的に取り入れ、生産や流通の最適化により収益の拡大をめざす動きも目立

つ。 

本稿では、データ科学に基づくスマート農業の研究開発領域について、農業データ科学と

精密農業に特に注目して述べる。 

【農業データ科学】 

作物の収量、環境ストレス耐性や病害抵抗性といった農業形質は、作物品種の遺伝子型と

環境、栽培方法の影響をうける。そのため、農業データ科学が扱う課題は、作物の内外環境

のデータに基づいて、将来の作物の生産性を予測し、それを向上するための介入方法の開発

ということが出来る。 

＜作物栽培への介入方法＞ 

作物の生産性を向上するための介入方法は、育種による介入と、生産への介入に分けられ

る。育種による介入は、作物の生産性に対する気候変動の影響を予測し、遺伝資源の交配や

遺伝子組換え、ゲノム編集等により、作物の改変によってその農業形質を改変して、生産性

の低下を避けることを目指す。作物の生長過程における遺伝子と環境の相互作用を明らかに

し、作物の農業形質を頑健化する生理状態や遺伝子構成を推定する技術が必要である。一方

の生産への介入は、精密な収量予測に基づいて生産計画を最適化することを目指す。 

＜作物の生長履歴の理解＞ 

生活環の終盤で顕在化する農業形質は、生長過程における状態変化の積み重ねであり、過

去の環境変化と生理応答の影響を大きく受ける。したがって、作物の内外環境のデータに基

づいて、将来の作物の生産性を予測するためには、生長履歴の理解が不可欠といえる。作物

の生長履歴を、その生理状態と生長状態について計測する技術が進展している 7)。 

＜作物の生理状態の計測＞ 

植物の生理状態の計測技術の進歩は、次世代シークエンサーや質量分析装置の機能向上を

背景としたオミックス解析技術の発展に依るところが大きい。網羅的な遺伝子発現(トランス

クリプトーム)の情報は、生物の全ての遺伝子発現の状態を描出する有効な方法である。次世

代シークエンサーを用いたトランスクリプトーム解析が低コストかつハイスループットで行
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われるようになり、多品種×時系列試料といった多検体解析により、作物の生長過程を通じ

た環境と遺伝子発現の変動の関連を理解することが可能になりつつある。モデル植物での解

析から、生長過程を通じたエピゲノムの変動と農業形質との関連が注目されつつある。また、

代謝物を網羅的に計測するメタボローム解析は、多様な代謝物の蓄積様式から植物の生理状

態を記載する有効な方法である。作物の多様な代謝物は、有効成分等の機能的特徴としばし

ば深く関連するので、作物の食品としての機能性や付加価値と関連する農業形質の計測にも

重要である。植物の生長、環境ストレス応答や病害抵抗性に関わる植物ホルモンの一斉計測

(ホルモノーム解析)は、植物の生長状態やストレス状態を理解するために役立つ。これらの

オミックス解析で得られるデータは、高い網羅性、モデル植物等の他生物との比較、細胞シ

ステムにおける階層間の関連性(トランスオミックス)に基づく統合、といった解析上の利点

をもつ。一方、これらの計測は侵襲的に行われるため、データはスナップショットであり経

時計測においてデータ収集の労力も依然として大きい。 

＜作物の生長状態の計測＞ 

作物の生長状態を、カメラやセンサー等により非侵襲的に経時計測する技術が高度化され

ている。植物地上部の光合成、窒素量、水分量等を計測するセンサー機器が販売されており、

インターネットによる遠隔操作が可能なものも多い。フィールドサーバー8)は、圃場の環境

計測と画像記録による栽培状態の計測と通信を一体化したデバイスであり、農場での利用が

始まっている。従来の RGB カメラに加え、100 バンド以上の波長情報を得ることの出来る

ハイパースペクトルカメラによる作物のイメージングも実用化されており、植物の生長状態

やストレス状態の分析に用いられている 9, 10)。種々のカメラを用いて作物の生長を計測する

ため、実験圃場や温室では、植物用のスキャナ機器、農場では無人航空機(ドローン)等が用

いられている。 

【精密農業】 

＜技術要素と近年の動向＞ 

1990 年代以降，持続的農業(Sustainable Agriculture)の技術革新として欧米および東アジ

アに登場した精密農業は、今や南米も含め世界各国の未来型農業として取り組まれている。

精密農業の技術要素は、ほ場センシング・マッピング技術、可変作業技術、意思決定支援シ

ステムである 2, 4)。最近では、センシングと判断と作業の融合技術に着目して、精密農業の

技術的側面を「スマート農業」や「AI 農業」などと呼ぶこともある。 

精密農業を実現するための農作業連鎖のボトルネックが、ほ場のばらつき計測と記録、適

切な作業判断、ばらつき対応の農作業、そしてほ場履歴地図による情報共有ツールの創生で

ある。そのインパクトは、収量や収益性あるいは地力維持や農作業の安全性の向上、環境負

荷削減の克明な作業履歴とほ場状態の記録、生産現場のトレーサビリティ（作業結果の相互

関係）など多岐に亘る。 

＜ほ場センシング技術＞ 

バイオセンシングと時空間データベース作成の融合技術である。作物と土壌および生育環

境の高解像実時間計測による詳細なほ場マップの作成が当該技術の目的である。作物計測で

は、GPS および収量センサーを装着した収穫機械が核心技術で、収量マップを創成する。対

象は、米麦・大豆などの穀物、トマトなどの果菜類、飼料作物などである。その有力な補完

技術として衛星・航空・小型無人飛行(UAV)によるリモートセンシングがあり、光合成活性
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や収量が予測されている。また、マルチスペクトルを用いた近接リモートセンシングでは、

正確な生育予測のほかに病害虫の発生予測が試みられている。土壌計測では、土壌サンプリ

ングと室内分析による土壌マッピングが実用上の主流であるが、複数土壌成分の自動計測装

置が開発されており 6)、特にトラクタ搭載型の土壌分析システムは 20 項目以上の土壌成分測

定を可能にした 5)。 

＜可変作業技術＞ 

外界認識型の自動作業機械システムである。環境制約の下で作物生育と収量の向上に直結

する技術は、可変施肥技術と可変防除技術である。可変施肥の対象は窒素肥料とリン酸肥料

であり、土壌成分マップと作物吸収量の見積りおよび肥料効率の予測により、場所ごとの施

肥量を計算して散布する自動機械システムが開発されている。収量維持で施肥量２割削減が

一般的である。可変防除では、除草剤散布が実用技術になっている。注目する雑草のみに除

草剤を散布することにより、散布量５割削減が一般的であり、雑草の葉齢や種類を判別する

ことで８割削減も可能にしている。病害虫防除では、時間と場所の発生予測がいまだ困難で、

病害虫の生活史研究と精密な兆候測定技術開発および統計的発生予測による総合防除（IPM: 

Integrated Pesticide Management）が取り組まれている。 

＜意思決定支援技術＞ 

環境制約の下で収益向上と生産力の持続性を維持するための、農業者判断を支援する情報

解析システムである。従来は、可変作業などの農作業判断の効率化という意味で意思決定支

援技術を扱っていたが、最近では，膨大な気候変動情報と作物・ほ場情報を対象にして、ビ

ッグデータ解析や人工知能解析あるいはディープラーニングによる経験知や科学的知見の探

索、人材養成のための教育プログラムが注目の研究対象になっている（例えば、第 13 回精

密農業国際会議，セントルイス，2016.8.1-8.4）。また，技術開発とその運用の仕組みを同時

に扱うコミュニティーベース精密農業の構想が、ユーザー視点の意思決定支援技術のスキー

ム提供として注目されている 4)。 

＜日本の開発状況＞ 

2000 年の農業基本計画に将来農業の展望として精密農業が位置づけられ、2008 年には農

林水産研究開発レポートとして日本型精密農業の考え方と技術体系が紹介された 3)。水稲や

畑作および施設園芸を対象に技術開発が展開され、更に 2016 年の第５期科学技術基本計画

ではスマート生産システムおよびスマートフードチェーンの一部に精密農業技術が取り上げ

られた。技術開発の特徴は、小規模ほ場を対象にしたほ場センシングおよび可変作業技術・

ロボット技術が国際的にも競争力をもって取り組まれている。また、熟練農業者の農業技術

を対象にした意思決定支援技術の開発は日本独特であり、アジア諸国や開発途上国の注目を

集めつつある。農業構造や担い手の急速な変化とともに、食料安全保障や技術伝承および効

率性向上の面から精密農業の受容が進むと考えられる。 

＜諸外国の開発状況＞ 

欧米および南米やオーストラリア・ニュージーランドのビジネス型農業では、一般技術と

して精密農業技術が利用されつつある。代表的なものは、GPS 利用の収量メーター付きコン

バインや可変作業機械、リモートセンシングや GIS ソフトウェアによるほ場マッピング技術、

グリーンハウスオートメーションなどである。一方、農業ビジネスコンサルタントが意思決

定支援システムを活用して農業サービスの向上に取り組んでいる。また、農作業情報が農場
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保証の GLOBALG.A.P.認証に利用され、データの標準化やオープン化による生産性の効率化

と食料安全保障への利活用が取り組まれている。 

【諸外国の政策および研究開発の動向】 

英では、” Agri-Tech Strategy”として、農作物研究開発を推進 11)。 

仏では、” Agriculture and Innovation 2025”の中で、デジタル農業技術の開発を推進 12)。 

米では、農業関連データの利用性を高めるため、Global Open Data for Agriculture & Nu-

trition13) が立ち上がっている。 

（３）注目動向 

・バイオインフォマティクス 

次世代シークエンサーや質量分析装置から出力されるデータを解析する上で、バイオイン

フォマティクスは不可欠の技術となっている。データ量に負けること無くオミックスデータ

を扱う技術、オミックスデータの特徴を効果的に可視化する技術の開発は、当該分野の重要

な研究課題になっている。 

・イメージングインフォマティクス 

カメラの低価格化や小型化によって、作物の生長状態の計測が手軽になりつつある一方で、

得られたデータを解析するするイメージングインフォマティクスに対するニーズが高まって

いる。野外環境で対象植物を認識する技術、器官や組織レベルの解像度で生長状態の変化を

抽出する技術の開発が課題となっている。 

・AI 関連技術の利用 

これまで、実験室内でのモデル植物を用いた研究は、植物の基本的な生理現象を解明して

きたが、野外環境では反映しないことも多い。野外環境における作物生長の非線形性を念頭

に、機械学習を初めとする AI 関連技術により環境変動に対する植物の状態変化を記述し、

野外環境変動に対する生理状態や農業形質の予測する技術の高度化が期待されている。 

・精密農業の展開には、米国の精密農業国際会議、精密農業ヨーロッパ会議、精密農業アジ

ア会議が重要な役割を果たした。 

・精密農業の横展開：精密農業のばらつき管理方法の横展開として、個体の特性把握に着目

した精密酪農や精密畜産、樹木の栽培管理に着目した精密林業、ワイン製造のための精密ワ

イナリー管理、土壌浸食防止のための精密環境保全、個体成長と給餌に着目した精密養殖な

ど、センシング技術とばらつき管理法の開発が取り組まれている。 

・ゲノム育種との接合：ゲノムの環境応答特性を正確に計測し、環境耐性などの育種と収量

予測につなげようとする分野融合研究が欧米や中国で急速に展開している。現在のところ、

温室内の作物 Phenotyping 計測が主体であるが、ドローンなどの近接リモートセンシングの

技術開発で、ほ場の作物 Phenotyping 計測と緻密な生育環境計測が注目を集めている。 

・ビッグデータ解析とデータ標準化：気象情報、土壌情報、作物情報、病害虫情報、労働力

情報、利用可能な機械技術情報、環境制約などの法規制など、農業生産に関わる多様で膨大

な時空間データベースを対象にして、適切な農作業の選択と判断のためのビッグデータ解析

が進められている。農業情報の流通促進のため、データ形式等の国際標準化が進められてい

る。 
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・サイバー攻撃への対応：精密農業の先端技術を導入すると、サイバー攻撃の標的になりや

すい。経営情報や個人情報の保護には、技術的対応のみならず法令等の制度設計が重要とな

り、米国などでサイバー攻撃対応技術が取り組まれている。 

・カーボンファーミング(Carbon Farming)：2011 年、オーストラリア政府が農業による炭

素固定にクレジットを認める農業予算を決定した。農耕地に吸収された炭素量の測定評価方

法および炭素固定と生産性や収益向上を同時に実現する科学的農法の確立は緒に就いたとこ

ろである。精密農業の導入が期待される。 

・英国では、農業分野のデータ科学研究を推進するための研究センター”Agrimetrics”を設立

した(2015 年 10 月)。ファンディングパートナーは、Rothamstead Research、the University 

of Reading、 the National Institute of Agricultural Botany(NIAB)、Scotland’s Rural 

College(SRUC)で、英国政府は、Innovate UK を通じて£11.8 million を支援 14, 15)。 

・米国政府は約$50million を農業関連データ研究分野に支援。支援対象には、Maize Genome 

Database、SoyBase、GrainGenes、GRIN、PubAg、Ag Data Commons and Nutrition 

Databases 等が含まれる 16)。  

（４）科学技術的課題 

・ 施設園芸栽培や圃場環境に対応した、安価で導入しやすい表現型解析基盤の構築とデー

タ形式の標準化が必要。 

・ 実験室での観察と、農業栽培現場における観察の違いが埋まらない現実がある。 

・ 生物分野のデータのほとんどは少標本高次元であり、多数の説明変数の候補によって現

象を説明しようとするケースが少なくない。現象のスパース性を活用したデータ解析方

法などを導入する必要がある。 

・ 小規模ほ場の群管理システム：日本の競争力ある小型・中型機械化体系を基盤技術とし

て、数百枚の小規模分散ほ場の単収向上と収益性を同時に追求できる農場マネジメント

システムの開発。 

・ 農業知財：農業知財の開発・利活用のスケールについて体系的に整理すること。空間ス

ケールとしては、個人、農家集団、市町村、県、全国などがあり、時間スケールでは数

年間から世代交代の 20 年くらいまでにより、農業知財の形態や保護の仕方が異なるこ

とが予想される。 

・ ゲノム育種と表現型評価（Phenotyping）の接続：ほ場レベルにおける栽培作物の正確

な環境応答予測モデルの開発。 

・ 食味に接続する栽培要素の評価系：出口を農産物の食味にして、食味の向上要因とリス

ク要因に分解し、栽培要素の評価系を作成する。地中海料理などに対応して、国際比較

に耐えうる基礎研究を蓄積する。収量についても同じ考え方で取り組む必要がある。 

・ 精密畜産および精密養殖のための評価系：環境制約や動物福祉などの国際標準を受け入

れた上で、持続的生産が可能なビジネスモデルおよび生体計測評価システム、効率的な

給餌システム、環境負荷評価システム、遵法評価システムを作成する。 
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（５）政策的課題 

・ 府省連携：精密農業推進のため農業情報共通化・標準化、農業データのオーナーシップ

とオープン化、サンバーセキュリティ強化、農業知財保護・利活用、企業参入の促進な

ど、産業育成のための施策を推進する。 

・ 産学官民連携：研究対象として、農業を軸にして複数のビジネスを手がける多角的事業

体の経営および技術革新を推進する。この事業体は熟練農家の技能や知識を伝承展開す

る担い手であり、技術開発の重要な出口でもある。農業団体および民間企業の出資によ

るファンディング組織をつくり、自覚的農業者の意見を重視した研究資金の投資を行う。 

・ プロジェクトファイナンス：上記の多角的事業体が自己資金および借入金により自律経

営ができる金融工学モデルを開発する。公的資金による補助は、事業リスクの高い場合

に限る。 

・ 土地政策：日本の農耕地はおよそ 5,000 万枚あり、その小規模ほ場にそれぞれ所有者が

いるが必ずしも効率的に活用されていない。土地台帳がデジタル化され閲覧可能になっ

たが、これを農業資本財として活用できるような非営利分野も含むグランドデザインと

システム開発が求められる。 

・ 本領域の推進にとって農業試験場の機能、種苗会社、農業法人等との連携は重要であり、

文科省-農水省の連携によるファンディング等の制度の充実が重要となる。 

・ 野外植物の試料に関しては、ヒトサンプルで行われているようなバイオバンクという考

え方がなく、将来より安価かつ精密に解析できるような技術が普及した際に、またサン

プリングから始めなくてはならない。少量サンプルでのトランスクリプトームとゲノム

の同時解析などの技術開発も必要な課題である。 

（６）キーワード 

GPS（汎地球測位システム）、GIS（地理情報システム）、VRT（可変作業技術）、DSS（意

思決定支援システム）、リモートセンシング、バイオセンサー、農業ロボット、作業履歴、農

業情報標準化、MOT（技術マネジメント）、機械学習、深層学習、次世代シーケンサー、メ

タボロミクス、トランスクリプトーム、データサイエンス 
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（７）国際比較 

国・ 

地域 
フェーズ 現状 

トレ 

ンド 
各国の状況、評価の際に参考にした根拠など 

日本 

基礎研究 ○ → 

・育種：育種現場と種苗産業および生産者の連携が弱い。ほ場におけるフ

ェノタイプ研究は緒に就いたばかり。 

・センサー開発：土壌センサー、作物生育センサー、品質センサーなどの

センサー技術は世界の先端にある。生産現場に対応したシステム化が弱
い。 

・栽培技術：計測記録および情報ネットワークを活用した「AI農業」が先

進農業者に普及しつつあり、構造変化の進行とともに急速に普及する。 

・情報解析：情報爆発とガラパゴス化の兆候がある。農業情報の標準化、

信頼性、リスク管理の取組が産官学連携で開始された。 

・フィールドにおける植物の環境応答機構の包括的な理解に基づき、実用

植物を分子レベルから設計する技術の確立に資する研究を進める

CRESTが立ち上がっている 

(https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/ongoing/bunyah27-

4.html)。 

・科学的発見・社会的課題解決に向けた各分野のビッグデータ利活用推進

のための次世代アプリケーション技術の創出・高度化(CREST)では、農
業ビッグデータの課題が採択されている 

(https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/ongoing/bunyah25-

5.html)。 

応用研究・

開発 
△ ↗ 

・ほ場マッピング：水稲の収量メーター付きコンバインが市販された。GPS

機能付きセンサーが市販され、マッピングソフトが利用されている。 

・可変作業機械：田植え・可変施肥の同時作業機械が実用化された。農業

ロボットのほ場作業が実現した。小規模ほ場群管理の研究が開始された。 

・意思決定支援：熟練農家のノウハウ記録と伝承のシステム化が研究され

ている。ビジネス農業の担い手が登場しつつある。 

・サイバーセキュリティ：農業のスマート化はサイバー攻撃の標的になり

安いという意識がない。農業ロボットの安全基準が策定された。 

・野外のオミックスデータの体型的な収集は、イネ等で収集されているに

とどまる。植物研究者と数学者やデータ科学者らとの連携も盛んとはい
えない。 

米国 

基礎研究 ◎ ↗ 

・育種：強力な種苗産業のもとで戦略的育種が推進され、ほ場フェノタイ
プ研究も産学連携で推進されている。 

・センサー開発：各種センサーデバイスの小型化、無人飛行体と画像計測

の結合、マルチスペクトルによる土壌・植物計測システムが開発された。 

・栽培技術：数千社の農業コンサルタントおよびディーラーを対象にした

大学等研究機関のエクステンションサービスが高度化している。 

・情報解析：農業情報の標準化、信頼性、リスク管理の取組が産学連携で

開始されている。機械学習などのビッグデータ解析が進展している。 

・例えば、Donald Danforth Plant Science Centerでは、ドローン利用を含

むフェノタイピング関連の支援研究室を立ち上げている。 

http://www.bizjournals.com/stlouis/blog/biznext/2016/04/danforth-rese

archers-help-in-drone-project.html 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・ほ場マッピング：各種ほ場マップサービスが常態化、米国全土の土壌調

査が開始され、各種無人飛行体によるほ場画像情報が提供されている。 

・可変作業機械：可変施肥機械、可変スプレヤーの改良と普及が進展。可
変播種機械による栽植密度制御が開始された。 

・意思決定支援：ほ場マップに基づくマネジメントゾーン（作業管理単位）

の設定方法が農業専門家との連携で洗練されつつある。 

・サイバーセキュリティ：スマート農業を対象にした産学の研究連携があ

り、民間企業がサービスを開始している。オープンデータ化が進展して

いる。 

・the University of Arizona's Maricopa Agricultural Centerに、世界最大

級の野外の作物生長解析用のスキャナが導入されている。 

https://uanews.arizona.edu/story/world-s-largest-robotic-field-scanner

-now-place 

https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/ongoing/bunyah27-4.html
https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/ongoing/bunyah27-4.html
https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/ongoing/bunyah25-5.html
https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/ongoing/bunyah25-5.html
http://www.bizjournals.com/stlouis/blog/biznext/2016/04/danforth-researchers-help-in-drone-project.html
http://www.bizjournals.com/stlouis/blog/biznext/2016/04/danforth-researchers-help-in-drone-project.html
https://uanews.arizona.edu/story/world-s-largest-robotic-field-scanner-now-place
https://uanews.arizona.edu/story/world-s-largest-robotic-field-scanner-now-place
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欧州 

基礎研究 ◎ ↗ 

・育種：強力な種苗産業のもとで戦略的育種が推進され（H26特許出願技
術動向調査－農業関連技術－，特許庁）、ほ場フェノタイプ研究も進展。 

・センサー開発：植物生育センサー、動物行動センサー、食品センサーな
ど各種センサーデバイスが開発され、システム化と国際標準化が強い。 

・栽培技術：環境負荷軽減、農場リスク管理、動物福祉などの国際標準提
案と栽培技術開発が一体のものとして展開され、市場も受け入れている。 

・情報解析：農業情報の標準化、信頼性、リスク管理の取組が産官学連携
で開始された。機械学習などによるビッグデータ解析が進展している。 

・LemnaTech社等の表現型解析装置を販売する企業が古くから創業して
いる(http://www.lemnatec.com/)。 

・INRA(仏)、IPK(独)は、コムギやオオムギなどのゲノム解読で中心的な
役割を演じている(http://www.wheatgenome.org/, 

http://www.public.iastate.edu/~imagefpc/IBSC%20Webpage/IBSC%20

Template-home.html)。 

・European Plant Phenotyping Network (EPPN) 

(http://www.plant-phenotyping.org/)が立ち上がっている。 

応用研究・

開発 
◎ ↗ 

・ほ場マッピング：ほ場地図作成が農業者にほぼ義務づけられている。ド
イツでは全国の土壌調査が開始された。 

・ 可変作業機械：環境負荷軽減のための可変施肥機械、可変スプレヤーの改
良と普及が進展。英国・ドイツなどでは農業ロボットが開発されている。 

・意思決定支援：ほ場のマネジメントゾーンの設定方法、オランダの施設
園芸栽培支援など、多様な栽培支援ソフトが開発されている。 

・サイバーセキュリティ：スマート農業を対象にした産学の研究連携があ
り、民間企業がサービスを開始している。オープンデータ化が進展して
いる。 

・BIG DATA EUROP(https://www.big-data-europe.eu/)が立ち上がり、農
業や気候に関しても扱っている(https://www.big-data-europe.eu/food/)。 

・英国では農業分野のデータ科学研究を推進するための研究センタ
ー”Agrimetrics”を設立しており、データ科学の推進が農業分野でも進め
られている。 

中国 

基礎研究 ○ ↗ 

・育種：シンジェンタが中国資本に買収された。環境変動に対する作物育
種が国家事業５カ年計画の一つとして推進されている。 

・センサー開発：土壌センサー、生育センサー、品質センサーなどの各種
センサーの低コスト開発が進展しており、先端研究の見本市である。 

・栽培技術：化学肥料投入半減など環境負荷軽減の農法開発が国家事業５
カ年計画の一つとして開始された。 

・情報解析：機械学習等によるビッグデータ解析が進展している。生産財
が国有なので、農業情報の標準化に向けた障害が低い。 

・BGI(http://www.genomics.cn/en/index)は、依然として世界的なシーケン
スセンターとしての役割を演じており、多くの作物のゲノム解読を推進
している。 

応用研究・

開発 
△ → 

・ほ場マッピング：収量メーター付きコンバインやGPS機能付きセンサー
およびマッピングソフトが研究機関を中心として利用されている。 

・可変作業機械：欧米の可変作業機械を導入して模倣的研究開発がされて
いる。農業機械の自動操行など自動化・ロボット化の研究が推進されて
いる。 

・意思決定支援：判断の担い手である農業公社等の経営者や行政関係者を
対象にした意思決定支援の取組がされている。 

・サイバーセキュリティ：農業のスマート化はサイバー攻撃の標的になり
安いという民間レベルの意識がない。 

・農業分野でのデータ科学の応用に関しては、未知数。 

韓国 基礎研究 △ ↗ 

・ 育種： 韓国では種苗産業強化を国家戦略にしている（H26特許出願技術動
向調査－農業関連技術－，特許庁）が、栽培現場との接続情報は少ない。 

・センサー開発：施設園芸に対応した環境センサー、生育センサー、品質
センサーなどが開発されている。 

・栽培技術：ＬＥＤ光源開発など、施設園芸のための環境制御システム開
発が取り組まれている。 

・情報解析：ビッグデータ解析、農業情報の標準化、信頼性、リスク管理
の取組は緒に就いたところである。 

http://www.lemnatec.com/
http://www.wheatgenome.org/
http://www.plant-phenotyping.org/
https://www.big-data-europe.eu/food/
http://www.genomics.cn/en/index


研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

614 

 

応用研究・

開発 
△ → 

・ほ場マッピング：無人飛行体を利用したリモートセンシングによる生育
調査、GPS機能付きセンサー、マッピングソフトが利用されている。 

・可変作業機械：可変施肥機械が試行された。農業ロボットの試作が行わ
れているが、可変作業や情報付きの機能まで意識されていない。 

・意思決定支援：熟練農家の経験知を基礎にしたデータベース作成とノウ
ハウ記録が研究されている。 

・サイバーセキュリティ：農業のスマート化はサイバー攻撃の標的になり
安いという意識がない。 

南米 

基礎研究 △ ↗ 

・育種：土壌浸食防止・土壌有機物蓄積を目指した輪作体系に適した作物
の選択と育種が研究機関や農協の研究農場で実施されている。 

・センサー開発：土壌センサー、生育センサー、などの各種センサー開発
が活発である。ラテンアメリカの精密農業コミュニティーが2016年に発
足した。 

・栽培技術：ブラジルの土壌保全農業、チリ・アルゼンチンのワイナリー
管理、アルゼンチンの畜産などに精密農業が普及しつつある。 

・情報解析：農業情報の標準化、データの信頼性や相互運用、リスク管理
の取組が産官学連携で開始されつつある。 

応用研究・

開発 
△ ↗ 

・ほ場マッピング：収量メーター付きコンバインが普及しつつある。GPS

付センサーやリモートセンシング用い、広域マッピングが行われている。 

・可変作業機械：ブラジルでは大型の可変施肥機械および農薬の可変散布
機械が開発された。 

・意思決定支援：サトウキビや大豆のマネジメントゾーンの設定方法が研
究されている。 

・サイバーセキュリティ：農業のスマート化はサイバー攻撃の標的になり
安いという意識がない。 

※ 表中の根拠情報の一部は、第１３回精密農業国際会議および InfoAg 会議（2016.7.31-8.4，セントルイス，

米国）における学術討論、企業展示、パーソナルコミュニケーションで得た。 

（註1）フェーズ 

基礎研究フェーズ ：大学・国研などでの基礎研究のレベル  

応用研究・開発フェーズ ：研究・技術開発（プロトタイプの開発含む）のレベル  

（註2）現状 ※わが国の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価である。 

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている、 ○ 顕著な活動・成果が見えている 

△ 顕著な活動・成果が見えていない、 × 活動・成果がほとんど見えていない 

（註3）トレンド 

↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向 

（８）参考文献 

1) National Research Council (NRC) : Precision Agriculture in the 21st Century, National 

Academy Press, Washington, D．C． p.149, 1997. 

2) 澁澤 栄 編著：精密農業，朝倉書店，p.199, 2006. 

3) 農林水産術会議：日本型精密農業を目指した技術開発，農林水産研究開発レポート，No.24，p.18, 

2008.  

4) 澁澤 栄：第 5 世代の精密農業－日本から発信するコミュニティーベース精密農業，特技懇，

256，pp. 31-37, 2010. 

5) Kodaira M., Shibusawa S. Geoderma, 199, pp. 64-79, 2013. 

6) Zhang Q. Ed, Precision agriculture technology for crop farming, CRC Press, p.360, 2016. 

7) Mochida K, et al. Front. Plant Sci. 6:740. 2015. 

8) http://www.elab-experience.com/fieldserver 

9) Mahlein A, et al. Plant Methods 8:3. 2013.  

10) Kim D, et al. Sci. Rep. 5. 2015.  

http://www.elab-experience.com/fieldserver
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11) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/227259/9643-

BIS-UK_Agri_Tech_Strategy_Accessible.pdf 

12) http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid99578/lancement-du-plan-agriculture-in

novation-2025.html 

13) http://www.godan.info/about 

14) https://www.gov.uk/government/news/new-agrimetrics-centre-will-boost-food-and-farming-i

ndustries 

15) http://www.rothamsted.ac.uk/news-views/agrimetrics-first-centre-agricultural-innovation-o

pen-business 

16) http://www.godan.info/es/node/1936 
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid99578/lancement-du-plan-agriculture-innovation-2025.html
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http://www.rothamsted.ac.uk/news-views/agrimetrics-first-centre-agricultural-innovation-open-business
http://www.rothamsted.ac.uk/news-views/agrimetrics-first-centre-agricultural-innovation-open-business
http://www.godan.info/es/node/1936
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（付録１）検討の経緯 

 本報告書の第 3 章は、付録 2 に記載した各専門分野の有識者等の協力を得て作成した。また第

2 章は、第 3 章の成果に加え、国内外の研究機関への訪問調査・意見交換、各種学会・文献等調

査、および以下に示す各種ワークショップ開催、施策データベースの作成・分析などを通じて得

られた俯瞰調査活動の結果をとりまとめ作成した。 

 

１.１ 俯瞰ワークショップ等開催一覧 

（参加有識者は五十音順、敬称略。所属・役職は開催時点） 

 

ライフサイエンス・臨床医学分野 俯瞰検討会 

・日時：2016 年 3 月 9 日（水） 9：30～12：00 

・場所：科学技術振興機構 東京本部別館（五番町）2 階会議室 F 

・参加有識者 

石井 俊輔 理化学研究所 研究政策審議役 

小安 重夫 理化学研究所 理事 

高井 義美 神戸大学大学院医学系研究科 特命教授 

西田 栄介 京都大学大学院生命科学研究科 教授 

 

 

俯瞰ワークショップ 「生命・健康・疾患科学」区分 

・日時：2016 年 4 月 7 日（木） 15：00～19：00 

・場所：科学技術振興機構 東京本部別館（五番町）2 階会議室 A-2 

・参加有識者 

石野 史敏 東京医科歯科大学難治疾患研究所・エピジェネティクス分野 教授 

岡部 繫男 東京大学大学院医学系研究科・医学部神経細胞生物学 教授 

岡村 均 京都大学大学院薬学研究科医薬創成情報科学講座 教授 

萩原 正敏 京都大学大学院医学研究科医学部医科学専攻形態形成機構学 教授 

片桐 秀樹 東北大学大学院 医学系研究科 糖尿病代謝内科学分野 教授 

椛島 健治 京都大学大学院医学研究科皮膚科学 教授 

佐藤 匠徳 ㈱国際電気通信基礎技術研究所 佐藤匠徳特別研究所 特別研究所長 

田之倉 優 東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命科学専攻 食品生物構造学 

教授 

中野 明彦 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻発生細胞生物学研究室 教授／

理化学研究所光量子工学研究領域生細胞超解像イメージング研究チーム 

チームリーダー 

西川 徹 東京医科歯科大学精神科／精神行動医科学分野 教授 

西田 栄介 京都大学大学院生命科学研究科統合生命科学専攻多細胞体構築学 教授 

吉村 昭彦 慶應義塾大学大学院医学研究科微生物学･免疫学 教授 
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俯瞰ワークショップ 「生体計測分析技術・医療機器」区分 

「生体機能イメージング」に関する検討会 

・日時：2016 年 6 月 15 日（水） 13:00～17:00 

・場所：科学技術振興機構 東京本部別館（五番町）2 階セミナー室 

・参加有識者 

唐木 幸子 オリンパス（株）技術開発部門 技術開発統括本部 顧問 

河村 賢一 （株）東京インスツルメンツ 商品開発室 室長 

高橋 良輔 京都大学 大学院医学研究科 教授 

高松 哲郎 京都府立医科大学 大学院医学研究科 教授 

柳川 右千夫 群馬大学 大学院医学系研究科 教授 

山田 真澄 千葉大学 共生応用化学専攻 准教授 

 

 

俯瞰ワークショップ 「食料・バイオリファイナリー」区分 

「植物の器官・組織間の長距離情報伝達機構の理解を生産性の向上へ繋げるには」 

・日時：2016 年 6 月 25 日（土） 13：00～18：30 

・場所：科学技術振興機構 東京本部別館（五番町）2 階会議室 A-2 

・参加有識者 

講演者： 

遠藤  求 京都大学大学院 生命科学研究科 准教授 

大政 謙次 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 

小原  聡 アサヒグループホールディングス株式会社 経営企画部門 マネージャー 

木下 俊則 名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 教授 

辻  寛之 横浜市立大学 木原生物学研究所 講師 

西谷 和彦 東北大学大学院 生命科学研究科 教授 

野田口 理孝 名古屋大学大学院 理学研究科 特任助教 

牧野  周 東北大学大学院 農学研究科 教授 

松林 嘉克 名古屋大学大学院 理学研究科 教授 

持田 恵一 理化学研究所 環境資源科学研究センター チームリーダー 

吉川 信幸 岩手大学 農学部 教授・副学長 

コメンテーター： 

斉藤 和季 理化学研究所 環境資源科学研究センター グループディレクター 

柴田 大輔 かずさ DNA 研究所 バイオ研究開発部長 
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俯瞰ワークショップ 「生命・健康・疾患科学」区分／「創薬関連技術、医薬品等」区分 

「創薬加速技術【標的探索～構造解析～評価】」戦略検討会 

・日時：2016 年 7 月 23 日（土） 13：00～17：00 

・場所：科学技術振興機構 東京本部別館（五番町）2 階会議室 A-1 

・参加有識者 

岩崎 憲治 大阪大学蛋白質研究所  附属蛋白質解析先端研究センター 准教授 

大嶋 篤典 名古屋大学大学院 創薬科学研究科 准教授 

岡田 随象 大阪大学 大学院医学系研究科 遺伝統計学 教授 

上村 みどり 帝人ファーマ株式会社 生物医学総合研究所 上席研究員 

児嶋 長次郎 横浜国立大学 工学研究院 機能の創成部門 教授 

杉田 有治 理化学研究所 基幹研究所 杉田理論分子科学研究室 主任研究員 

津本 浩平 東京大学 大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻 教授 

渡邉 力也 東京大学大学院 工学系研究科 応用化学専攻 講師 

 

 

俯瞰ワークショップ 「生命・健康・疾患科学」区分 

領域別分科会「加齢・老化制御」 

・日時：2016 年 7 月 31 日（日） 13：00～16：00 

・場所：科学技術振興機構 東京本部別館（五番町）2 階セミナー室 

・参加有識者 

油谷 浩幸 東京大学 先端科学技術研究センター ゲノムサイエンス分野 教授 

桜田 一洋 ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー 

西田 栄介 京都大学大学院 生命科学研究科 統合生命科学専攻 教授 

濱崎 洋子 京都大学大学院医学研究科免疫細胞生物学 准教授 

原  英二 大阪大学 微生物病研究所 遺伝子生物学分野 教授 

諸橋 憲一郎 九州大学大学院医学研究院 分子生命科学系部門 性差生物学講座 教授 

柳田 素子 京都大学大学院医学研究科 腎臓内科学 教授 

吉森  保 大阪大学大学院 生命機能研究科 細胞内膜動態研究室 教授 

楽木 宏実 大阪大学大学院 医学系研究科 内科学講座 老年･腎臓内科学 教授 

 

 

俯瞰ワークショップ 「生命・健康・疾患科学」区分／「創薬関連技術、医薬品等」区分 

創薬加速技術②「構造インフォマティクス」戦略検討会 

・日時：2016 年 10 月 17 日（月） 14：00～17：30 

・場所：科学技術振興機構 東京本部別館（五番町）2 階会議室 A-1 

・参加有識者 

一條 秀憲 東京大学 大学院薬学系研究科 教授 

岩田  想 京都大学 大学院医学研究科 教授 

奥野 恭史 京都大学 大学院医学研究科 教授 

上村 みどり 帝人ファーマ株式会社 生物医学総合研究所 上席研究員 
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小林 博幸 武田薬品工業株式会社 医薬研究本部 主席研究員 

白井 宏樹 アステラス製薬株式会社 専任理事 

杉田 有治 理化学研究所 杉田理論分子科学研究室 主任研究員 

高木 淳一 大阪大学 蛋白質研究所 教授 

高橋  亘 第一三共株式会社 モダリティ研究所 所長 

中村 春木 大阪大学 蛋白質研究所 所長 

水口 賢司 医薬基盤・健康・栄養研究所 バイオインフォマティクスプロジェクト プ

ロジェクトリーダー 

森川 一実 中外製薬株式会社 創薬企画推進部長 

若槻 壮市 スタンフォード大学 医学部構造生物学 教授／米国 SLAC 国立加速器研

究所 光科学部門 教授 

 

 

俯瞰ワークショップ 「食料・バイオリファイナリー」区分 

「次世代微生物学研究基盤のあり方と方向性を探る 

-発酵・物質生産・環境制御分野において、我が国が世界を牽引するためには-」 

・日時：2016 年 11 月 11 日（金）14：00～18：00 

・場所：科学技術振興機構 東京本部別館（五番町）2 階セミナー室 

・参加有識者 

講演者： 

跡見 晴幸 京都大学大学院 工学研究科 合成・生物化学専攻 教授 

小川  順 京都大学大学院 農学研究科 応用生命科学専攻 教授 

田中  寛 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授 

野村 暢彦 筑波大学 生命環境系 教授 

本郷 裕一 東京工業大学 生命理工学研究科 教授 

コメンテーター： 

長田 裕之 理化学研究所 環境資源科学研究センター  副センター長 

鈴木 健一朗 東京農業大学 応用生物科学部醸造科学科 教授 

西山  真 東京大学 生物生産工学研究センター 教授 

本山 裕章 バイオインダストリー協会 部長 

 

 

１.２ ライフ系施策データベース調査 

＜調査の背景・目的＞ 

国が推進する科学技術関連事業は、科学技術の進展や国際的な潮流による影響も受けながら、

その時々の政策目標、各種イニシアティブ、研究開発プログラム等に従い体系化されている。他

方、公的研究費は大多数の研究者にとって研究のための主要な原資であり、国の事業体系は研究

開発活動の営みにも少なからず影響を与える。そのため科学技術・研究開発の将来の方向性は、

こうした関係性を明らかにした上で、それらを念頭に置きつつ、過去の成果の積み上げや反省を
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活かし、昨今の科学技術トレンドを踏まえて検討される必要がある。加えて近年は客観的根拠に

基づく政策立案の重要性が強く指摘されており、これも事業の変遷や事業間の関係性を明らかに

する折に必要な視点であると考えられる。しかしながら特定の科学技術分野の事業体系や時系列

変化を捉える資料は、任意の時点前後のスナップショットや限定された対象に関する変遷を扱う

ものであるか、あるいは定性的なものに留まるものが多く、定量的かつ俯瞰的に調査分析した例

は少ない。そこでこの度、国のライフサイエンス・臨床医学分野（以下、ライフ系分野）におけ

る研究開発関連事業等のデータベース（DB）化、及びその分析による近年のライフ系分野の研究

開発動向の俯瞰を試みた。 

 

＜調査方法＞ 

・調査対象事業：ライフ系分野に関連する以下の事業を対象とした 

- 内局事業：文科省、厚労省、経産省（NEDO）の研究開発関連事業（三省施策） 

- 政策的な方向付けに基づく研究：JST 戦略的創造研究推進事業（JST 事業）、三省・JST

から AMED に移管された事業（AMED 事業） 

- アカデミアからのボトムアップな研究：JSPS 科学研究費助成事業（JSPS 事業） 

他の府省や、各独法のいわゆるインハウスの予算で行なわれる研究関連事業等は今回は

対象外とした。これらは DB の今後の更新・拡充にあたっての検討課題。 

・情報源・調査対象期間 

- 三省施策： 情報源は、各省 HP で公開されている予算関連資料等。期間は、事業単位の

予算額が確認可能であった 2003 年度以降 

- JST 事業（CREST、さきがけ、ERATO、ICORP の関連領域）： 情報源は、領域の終了

報告書等の公開資料。期間は、各事業の開始初年度以降（CREST の場合、1995 年度～） 

- JSPS 事業（新学術領域、特別推進研究の関連課題）： 情報源は、KAKEN-科学研究費助

成事業 DB の公開情報等。期間は、新学術領域は 2008 年度（創設年度）以降、特別推進

研究は 1995 年度以降 

- AMED 事業（研究開発関連事業）： 情報源は、健康・医療戦略推進本部等の公開資料。

期間は、2015 年度～。 

・DB 作成（データ登録）の対象項目 

- 各事業・領域等の所管機関、名称、年度毎の予算額等を記載。 

- 各事業・領域等の特徴を分析するため、個々の事業・領域等に“分野”および“研究開発

フェーズ”という２種類の属性を付与（次頁の表および図参照）。 

 

＜DB 作成（データ登録）結果＞ 

・登録事業・領域等の総数： 642（文科省:26、経産省:87、厚労省:53、JST:158、JSPS:268、AMED:50） 

・付与した属性： ①分野（下表）、②研究開発フェーズ（「基礎」、「応用・非臨床」、「臨床・治験」、

「その他」）。①、②とも、最大 4 つまで付与可能とした 
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表： 設定した分野の一覧（事業・領域ごとに最大 4つまで付与可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図： ライフ系施策データベース サンプル（DBを一部抜粋）  

 

＜DB に関する留意事項および今後の課題＞ 

・このデータのみで判断できることには限界があるが、DB は、各事業等の性質、及び政策やサイ

エンス動向を概ね良く反映していた（「2.3.2 研究開発・研究コミュニティーの動向」参照）。 

・今回の DB 作成および分析はまだ試行段階であったが、分野の傾向を俯瞰するなどのツールの

１つとして有用性は感じられた。 

・今回対象とした三省以外の関連府省、及び関連公的研究機関での主要なインハウス事業に関す

る情報は含まれていない。利用可能な情報源と DB 対象範囲の拡充は今後の検討課題。 

・予算額など基本的なデータは記載しているが、各事業の成果・評価については別途情報が必要。 

・「分野」や「フェーズ」の予算額はそれぞれ重複して集計されるため、それらを足し合わせると

実際の予算総額を上回る。よって結果の解釈には注意が必要。 

・「分野」や「フェーズ」の設定・付与作業については、厳密な付与基準を定めることができなか

ったため、ある程度のばらつきが含まれる。「分野」の見直しや付与作業の標準化は今後の検討

課題。 



研究開発の俯瞰報告書 

ライフサイエンス・臨床医学分野（2017年） 

 

 

 
CRDS-FY2016-FR-06 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

622 

（付録２）作成協力者一覧 

※五十音順、敬称略、所属・役職は本報告書作成時点 

■生命・健康・疾患科学 

鍋島  陽一 先端医療振興財団 先端医療センター長（CRDS特任フェロー） 

石井   健 医薬基盤研究所 アジュバント開発プロジェクト 上席研究員／ 

 AMED戦略推進部長 

礒村  宜和 玉川大学 脳科学研究所 教授 

岡部  繁男 東京大学 大学院医学系研究科・医学部 神経細胞生物学分野 教授 

岡村   均 京都大学 大学院薬学研究科  

 医薬創成情報科学講座システムバイオロジー分野 教授 

片桐  秀樹 東北大学大学院医学系研究科 糖尿病代謝内科学分野 教授 

門松  健治 名古屋大学大学院医学系研究科 生物化学講座 分子生物学 教授 

椛島  健治 京都大学大学院医学研究科 皮膚科学 教授 

小安  重夫 理化学研究所 理事 

桜田  一洋 ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー 

柴山  史朗 小野薬品工業株式会社 筑波研究所 免疫研究センター  センター長 

祖父江  元 名古屋大学大学院医学系研究科 神経変性・認知症研究部／ 

 名古屋大学脳とこころの研究センター ディレクター 特任教授 

泊   幸秀 東京大学 分子細胞生物学研究所 RNA 機能研究分野／東京大学大学院  

 新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 教授 

西川   徹 東京医科歯科大学大学院 精神行動医科学分野・精神科 教授 

西田  栄介 京都大学大学院 生命科学研究科 統合生命科学専攻 教授 

野本  康二 株式会社 ヤクルト本社 中央研究所 特別研究員 

橋爪  真弘 長崎大学 熱帯医学研究所 小児感染症学分野 教授 

華山  力成 金沢大学 医学系 免疫学 教授 

本田  賢也 慶應義塾大学医学部微生物学・免疫学教室 教授 

前村  浩二 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学 教授／長崎大学病院  

 副病院長 教授 

松島  綱治 東京大学 医学部 大学院医学系研究科 分子予防医学教室 教授 

松本  正幸 筑波大学 医学医療系 生命医科学域 教授 

武藤   誠 京都大学 医学研究科 遺伝薬理学ユニット／京都大学 名誉教授 

望月  敦史 理化学研究所 望月理論生物学研究室 主任研究員 

諸橋 憲一郎 九州大学大学院医学研究院 分子生命科学系部門 性差生物学講座 教授 

安田  二朗 長崎大学 熱帯医学研究所 振興感染症学分野 大学院医歯薬学総合研究科 

 教授  

柳田  素子 京都大学大学院 医学研究科 腎臓内科学 教授 

吉村  昭彦 慶應義塾大学大学院医学研究科 微生物学･免疫学 教授 

■創薬基盤技術、医薬品 

坂田  恒昭 塩野義製薬株式会社 Global Innovation Office シニアフェロー 
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 （CRDS特任フェロー） 

岡田  随象 大阪大学 大学院医学系研究科 遺伝統計学 教授 

小澤  敬也 東京大学医科学研究所 附属病院 病院長／先端医療研究センター・ 

 遺伝子治療開発分野 教授／ 自治医科大学 医学部 内科学講座血液部門 

 分子病態治療研究センター遺伝子治療研究部 免疫遺伝子細胞治療学 

 （タカラバイオ）講座 教授 

川本  篤彦 先端医療振興財団 先端医療センター病院  

 再生治療ユニット長・血管再生科部長／臨床研究情報センター 副センター長 

神田  大輔 九州大学 生体防御医学研究所 （附属生体多階層システム研究センター）  

 構造生物学分野 教授 

木村   徹 大日本住友製薬株式会社 取締役・執行役員  

 経営企画部長兼再生・細胞医薬事業推進担当  

黒田  真也 東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻 教授 

小泉   誠 第一三共株式会社 研究開発本部 研究基盤統括部  

 モダリティ研究所 第一グループ グループ長 

小路  弘行 元 株式会社 PRISM Pharma 代表取締役 

小林  博幸 武田薬品工業株式会社 医薬研究本部 基盤技術研究所 主席研究員 

酒井  康行 東京大学 生産技術研究所  第 4部 物質・環境系部門 教授 

佐々木えりか （公財）実験動物中央研究所 応用発生学研究センター センター長／ 

 実験動物中央研究所 マーモセット研究部 部長／慶應義塾大学  

 先導研究センター 特任教授 

佐藤  俊朗 慶應義塾大学 医学部内科学（消化器）教室 准教授 

白髭  克彦 東京大学 分子細胞生物学研究所 エピゲノム疾患研究センター  

 エピゲノム情報解析分野 教授 

杉浦  慎治 産業技術総合研究所 創薬基盤研究部門  

 医薬品アッセイデバイス研究グループ 主任研究員 

杉田  有治 理化学研究所基幹研究所 杉田理論分子科学研究室 主任研究員 

泰地 真弘人 理化学研究所 生命システム研究センター 計算分子設計研究グループ  

 グループディレクター 

高木  淳一 大阪大学蛋白質研究所  附属蛋白質解析先端研究センター 教授 

高橋   亘 第一三共株式会社 研究開発本部 モダリティ研究所 所長 

高山  正己 塩野義製薬株式会社 医薬研究本部 グローバルイノベーションオフィス  

 化学・技術戦略グループ 主幹研究員 

津本  浩平 東京大学 大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻／ 

 化学生命工学専攻兼務、医科学研究所疾患プロテオミクスラボラトリー兼務、 

 生産技術研究所兼務 教授 

夏目   徹 産業技術総合研究所 創薬分子プロファイリング研究センター センター長 

西中村 隆一 熊本大学発生医学研究所 腎臓発生分野 教授 

濡木   理 東京大学大学院理学系研究科 生物化学専攻 教授 

藤田  聡史 産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門  
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 細胞マイクロシステム研究グループ 研究グループ長 

前川  和彦 塩野義製薬株式会社 創薬疾患研究所 バイオ医薬部門長 主席研究長 

真下  知士 大阪大学大学院医学系研究科附属動物実験施設 准教授 

宮岸   真 産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門 分子複合医薬研究グループ 

 研究グループ長 

■生体計測分析技術・医療機器 

菊地   眞 公益財団法人医療機器センター 理事長（CRDS特任フェロー）  

澤田   誠 名古屋大学 環境医学研究所 生体適応・防御研究部門 脳機能分野 教授（CRDS

特任フェロー）  

青木 伊知男 量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 分子イメージング診断治療

研究部 機能分子計測チーム チームリーダー  

青柳  里果 成蹊大学 理工学部 物質生命理工学科 准教授  

井上  剛伸 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 福祉機器開発部 部長  

岩崎  清隆 早稲田大学 理工学術院先進理工学研究科 共同先端生命医科学専攻 教授  

長我部 信行 （株）日立製作所 理事／（株）日立製作所 ヘルスケアビジネスユニット CSO/CTO  

小山内  実 東北大学大学院 医学系研究科 医用画像工学分野／医工学研究科 知能シス

テム医工学分野（兼） 准教授 

川嶋  健嗣 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 バイオメカニクス分野 教授  

岸田  晶夫 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 物質医工学分野 教授  

河野  隆二 横浜国立大学大学院 工学研究院 教授／横浜国立大学 未来情報通信医療社

会基盤センター センター長  

齋藤  邦明 藤田保健衛生大学大学院 医療科学専攻 病態制御解析学 教授  

佐治  英郎 京都大学大学院 薬学研究科 病態機能分析学分野 教授  

杉町   勝 国立循環器病研究センター研究所 循環動態制御部 部長  

瀬藤  光利 浜松医科大学 医学部 細胞分子解剖学講座 教授／浜松医科大学 国際マスイ

メージングセンター センター長  

高松  哲郎 京都府立医科大学 医学フォトニクス講座 教授  

鄭   雄一 東京大学大学院 工学系研究科（医学系兼担） バイオエンジニアリング専攻 教

授  

道免  和久 兵庫医科大学 リハビリテーション医学教室 主任教授  

中野  壮陛 公益財団法人医療機器センター 専務理事  

正宗   賢 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 先端工学外科学分野 教授  

三林  浩二 東京医科歯科大学 副理事／東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 センサ医

工学分野 教授  

虫明   元 東北大学大学院 医学系研究科 生体システム生理学分野 教授  

村山  正宜 理化学研究所 脳科学総合研究センター 行動神経生理学研究チーム チームリ

ーダー  

村山  雄一 東京慈恵会医科大学 脳神経外科学講座 主任教授／脳血管内治療部 診療部長 

森   健策 名古屋大学大学院 情報科学研究科 メディア科学専攻 教授／名古屋大学 情

報基盤センター センター長／名古屋大学 情報連携統括本部情報戦略室 室長 
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山中  章弘 名古屋大学 環境医学研究所 神経系分野２ 教授 

山谷  泰賀 量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 計測・線量評価部 イメージ

ング物理研究チーム チームリーダー  

吉村  佳典 （株）エイアンドティー 取締役／（株）エイアンドティー 開発本部 本部長 

■食料・バイオリファイナリー 

篠崎  一雄 理化学研究所 環境資源科学研究センター センター長（CRDS 特任フェロー） 

大西  康夫 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授（CRDS 特任フェロー） 

五十嵐圭日子 東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 

岩田   修 株式会社ユーグレナ 主任研究員 

植田  充美 京都大学大学院 農学研究科 教授 

大澤  敏彦 愛知学院大学 心身科学部 栄養学科 教授 

大谷  敏郎 農業・食品産業技術総合研究機構 理事 

荻野  千秋 神戸大学大学院 工学研究科 教授 

荻原   勲 東京農工大学大学院 農学研究院長 教授 

川口  秀夫 神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 特命准教授 

黒田  章夫 広島大学大学院 先端物質科学研究科 教授 

小林  久峰 味の素株式会社 

斎藤  敦夫 タキイ種苗株式会社 

坂元  雄二 日本バイオ産業会議（JABEX） 

白須   賢 理化学研究所 環境資源科学研究センター グループディレクター 

鈴木 健一朗 東京農業大学 教授 

谷坂  隆俊 吉備国際大学 教授 

東樹  宏和 京都大学大学院 人間・環境学研究科 助教 

林    誠 理化学研究所環境資源科学研究センター チームリーダー 

間藤   徹 京都大学大学院 農学研究科 教授 

山本(前田)万里 農業・食品産業技術総合研究機構 領域長 

■健康・医療・農業データ科学 

康永  秀生 東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻 臨床疫学・経済学 教授 

 （CRDS特任フェロー） 

荒牧  英治 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 特任准教授 

池田  俊也 国際医療福祉大学 薬学部薬学科 教授 

伊藤  智子 筑波大学医学医療系 ヘルスサービスリサーチ分野 助教 

井上 真奈美 東京大学大学院医学系研究科 健康と人間の安全保障（AXA）寄附講座  

 特任教授 

植嶋  大晃 筑波大学大学院人間総合科学研究科 ヒューマン・ケア科学専攻 博士課程 

岡田 美保子 川崎医療福祉大学 医療情報学科 教授 

河野   信 情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター  

 特任准教授 

川村   顕 筑波大学医学医療系 ヘルスサービスリサーチ分野 研究員 

 （現 早稲田大学公共経営大学院 准教授） 
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菊池  浩明 明治大学総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 教授 

金   雪瑩 筑波大学大学院人間総合科学研究科 ヒューマン・ケア科学専攻 博士課程 

草場  茂喜 元富士通株式会社 

児玉  悠一 国立遺伝学研究所 DDBJ センター 特任研究員 

澁澤   栄 東京農工大学大学院 農学研究院 教授 

高木  利久 東京大学大学院理学系研究科 教授 

高橋  秀人 福島県立医科大学医学部 放射線医学県民健康管理センター 教授 

田中  敏博 東京医科歯科大学 疾患バイオリソースセンター 教授 

田宮 菜奈子 筑波大学医学医療系 ヘルスサービスリサーチ分野 教授 

畠中  秀樹 科学技術振興機構 バイオサイエンスデータベースセンター 研究員 

真島   淳 国立遺伝学研究所 DDBJ センター 特任研究員 

三宅   淳 大阪大学大学院 基礎工学研究科 教授 

持田  恵一 理化学研究所 環境資源科学研究センター チームリーダー 

吉村  典子 東京大学医学部附属病院 関節疾患総合研究講座 特任准教授 

Boyoung Jeon 筑波大学医学医療系 ヘルスサービスリサーチ分野 研究員 
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（付録３）参考文献等 

 主にライフサイエンス・臨床医学分野全般に関連する参考文献、参考 URL を記載する。個別の

研究開発領域に関わる参考文献は第３章に、各研究開発領域ごとに記載している。 

 

1) G7 伊勢志摩サミット成果文書（外務省） 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_001562.html 

2) Global Health Observatory (GHO) data（世界保健機関 WHO の統計） 

http://www.who.int/gho/en 

3) Precision Medicine Initiative（米国ホワイトハウス） 

https://www.whitehouse.gov/precision-medicine 

4) SDGs 持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（外務省） 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/doukou/page23_000779.html 

5) 科学技術基本計画（内閣府）http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html 

6) 科学技術研究調査（総務省）http://www.stat.go.jp/data/kagaku 

7) 科学技術白書（文部科学省）http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/kagaku.htm 

8) 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書（環境省） http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/ 

9) 健康・医療戦略推進本部 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou 

10) 厚生労働白書（厚生労働省）http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/ 

11) 高齢社会白書（内閣府）http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html 

12) 国民医療費の概況（厚生労働省）http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/37-21c.html 

13) 食品産業動態調査（農林水産省） http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_doutai/doutai_top.html 

14) 食料・農業・農村白書（農林水産省） http://www.maff.go.jp/j/wpaper/index.html 

15) 世界の統計（総務省）http://www.stat.go.jp/data/sekai/ 

16) 日本再興戦略 2016－第 4 次産業革命に向けて－（日本経済再生本部） 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/zentaihombun_160602.pdf 

17) 農林水産研究基本計画（農林水産技術会議） http://www.s.affrc.go.jp/docs/kihonkeikaku/ 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_001562.html
http://www.who.int/gho/en
https://www.whitehouse.gov/precision-medicine
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/doukou/page23_000779.html
http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html
http://www.stat.go.jp/data/kagaku
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/kagaku.htm
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou
http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/37-21c.html
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_doutai/doutai_top.html
http://www.maff.go.jp/j/wpaper/index.html
http://www.stat.go.jp/data/sekai/
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/zentaihombun_160602.pdf
http://www.s.affrc.go.jp/docs/kihonkeikaku/
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（付録４）専門用語説明 

DTC 遺伝子検査 

直接消費者向け（Direct to Consumer）に提供される遺伝子検査ビジネス。消費者自ら検体を

採取し、検査結果は消費者に直接返される。検査結果においては統計データに基づいて疾患の

罹患リスクや体質等が示される。疾患リスクは生活習慣病等の多因子疾患が対象となっている。

疾病の診断や治療・投薬の方針決定を目的とした医療分野の検査とは異なり、利用者に気付き

を与え、利用者自らの行動変容を促すサービスが提供される。DNA マイクロアレイや次世代

シーケンサーをはじめとしたゲノム解析技術の進展、バイオインフォマティクス研究の進展を

背景とした個人遺伝情報の取得及び利活用への期待などから注目が高まっている。国内では関

連府省および業界団体による制度的枠組みの整備が進められている。 

GWAS（Genome-Wide Association Study ゲノムワイド関連解析） 

ゲノム全体をほぼカバーするような、50 万個以上の一塩基多型（single nucleotide poly-

morphism: SNP）の遺伝子型を決定し、主に SNP の組み合わせ頻度（対立遺伝子や遺伝子型）

と、疾患や量的形質との関連を統計的に調べる方法。ヒトの疾患に関わる遺伝子の同定や疾患

の機構解明に用いられてきた。近年、作物への適用例が報告されるようになってきた。 

NDB（National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan） 

レセプト情報・特定健診等情報データベース →「レセプト」を参照 

アジュバント（adjuvant） 

免疫分野におけるアジュバントとは、抗原と混合して投与することでその抗原性を増強させる 

物質（免疫増強剤）。ワクチンと一緒に投与することで、ワクチンの効果を高める。その作用

機 序は未解明の部分が多い。なお、がん治療におけるアジュバントとは、一般に手術や放射

線療法 を行った後に行われる化学療法を指す。 

医用イメージング 

臨床の場で用いられる CT スキャナや MRI、あるいは超音波診断装置、内視鏡などのイメー

ジング装置、ならびにそこから得られる画像を処理する技術（医用画像処理技術）を指す。医

用画像処理技術を基にして診断、治療などの医療行為を支援する技術もその範疇に含まれる。

現在のところ医用画像処理研究の分野では脳の MRI 画像解析に関する研究や機械学習（とく

にディープラーニング）を用いた研究が活発に行なわれている。 

医療機器プログラム 

汎用コンピュータ等にインストールすることで医療機器としての性能を発揮するプログラム。

疾病の診断、治療に用いるプログラムが単体でも「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律」（2014 年 11 月 25 日施行）の規制対象となることが明示された。

医療機器プログラムの開発は今後も増えると見られている。 

介護レセプト 

→「レセプト」を参照 

環境 DNA 

多様な環境から取得したサンプル中に含まれるバルク DNA の総称。海、河川、湖沼など水サ

ンプルに対して使うことが多い。体組織や分の断片に由来する DNA が含まれるため、魚類の

群集構造や個体群密度の推定に用いられるようになってきた。 
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機能性成分 

人間の健康を維持増進させることが期待される物質のこと。食品の機能性は一次機能（栄養機

能）、二次機能（嗜好・食感機能）、三次機能（健康性機能）に分類されるが、単に「機能性成

分」と記述された場合は三次機能を指すことが多い。 

機能的核磁気共鳴画像(fMRI） 

脳血管において血液中のヘモグロビンが酸素を放出する際、あるいは酸素を受け取った際に生

じる磁場の変化を感知して画像化し、脳活動を計測することができる装置。最近は、神経・精

神疾患を対象に、安静状態で機能的 MRI を測定する手法（resting-state fMRI、rsfMRI）を

用いた研究が増えており、発症前診断などへの応用可能性から注目されている。 

クリニカルシーケンス 

癌細胞の遺伝子を網羅的に解析することによって得られた結果を個々の癌患者の診断や治療

に役立てようとする癌領域の新しい個別化医療。次世代シーケンサーの登場により遺伝子の網

羅的な解析が安価にできるようになってきたことなどが背景にある。 

ゲノミックセレクション 

ゲノムワイドなDNAマーカー多型と、目的の形質の表現型多型を関連づけるモデルを構築し、

そのモデルをもとに目的形質が優良と思われる個体を予測して選抜する。育種に必要な時間を

大幅に短縮できる。 

ゲノム編集 

部位特異的なヌクレアーゼを利用して、標的遺伝子を改変する技術。ヌクレアーゼは大別して

ZFN、TALEN、CRISPR/Cas9 の 3 種類がある。非常に応用範囲が広く、農作物、家畜、養

殖魚、ヒトの疾患治療、疾患も出る動物の作成、ジーンドライブ（遺伝子工学による種の改変）

などで研究開発が行われている。極めて技術開発のスピードが早く、将来的に様々な恩恵をも

たらす革命的技術として期待される一方、危険性や倫理的な懸念について、国内外で議論があ

る。 

ゲノムワイド関連解析（Genome Wide Association Study） 

→「GWAS」を参照 

生物多様性条約 

1993 年に発効した。生物多様性を「種」「遺伝子」「生態系」の３つのレベルでとらえ、①生

物多様性の保全、②生物多様性の構成要素の持続可能な利用、③遺伝資源利用によって生ずる

利益の配分、などを目的とする。2016 年 12 月現在、日本を含む 194 カ国、EU およびパレス

チナが締結。米国は未締結。 

名古屋議定書 

遺伝資源利用による利益の配分について、資源提供国と利用国で配分することに実効性を与え

た議定書。配分は、金銭の支払いおよび共同研究を通じて行われる。2014 年に発効した。日

本は 2013 年に署名し、遅くとも 2015 年までに議定書に対応する国内措置を実施することを

目指すとされていたが、2017 年 2 月現在、締結と実施には至っていない。 

バイオエコノミー 

バイオリファイナリー技術を基盤の一つとする、社会経済の有り様。石油経済の次に来るべき

将来の社会経済の姿として提唱されている。バイオ経済、生物経済とも言う。 
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バイオデザイン 

デザイン思考によって医療機器開発を推進する人材の育成を目的としたプログラムとして、

2001 年にスタンフォード大学の Paul Yock 博士らにより開発されたもの。すでにインド、シ

ンガポール、アイルランド、イギリスで導入されていたが、2015 年 6 月に東北大学、東京大

学、大阪大学の 3 大学とスタンフォード大学の間で契約が締結され、ジャパン・バイオデザイ

ンが発足した。医療機器開発全般の人材育成に係る動向として注目されている。 

バイオマーカー（biomarker） 

血液などに含まれる様々な生体由来物質（RNA（microRNA ほか）、タンパク質、代謝産物な

ど）、PET などの画像データ、心電図、骨密度、血圧、生活リズム（睡眠ほか）など、生体の

状態を示す客観的な指標であり、疾患発症リスクの定量的評価において不可欠のものである。 

バイオリファイナリー 

植物由来の再生可能な資源を、化成品やエネルギー源として利用すること、およびその生産技

術体系を指す。石油の oil refinery に対して、biorefinery と呼ぶ。 

ヒト化動物 

ヒト疾患の解明と医薬品開発のため、作製されたヒト細胞や組織を生着させたモデル動物。 

ファイトケミカル 

植物が持つ多種多様な植物化学成分で、高温や紫外線などの外部ストレスから植物自身を保護

するために自己防御物質として生成したものの総称。そのうち、ヒトが摂取することで健康維

持や増進に機能するものをを特に指す場合もある。 

ブレイン・マシン・インターフェース 

脳情報を利用することで脳（ブレイン）と機械（マシン）を直接つなぐ技術（インターフェー

ス）。医療介護福祉分野への応用が期待されており、多様な研究開発が産学官で行なわれてい

る。 

マルチモーダルイメージング 

生体のイメージングに際して、適した波長領域、浸透度などを複数組み合わせて観測・計測す

る技術。蛍光プローブ、造影剤などの開発、これらを用いる光学機器の開発が進められている。 

マルチモダリティ診断（multimodality diagnosis） 

CT や MRI、超音波などの複数の方法で得られた医療画像データを組み合わせ、それぞれの特

性を活かしてより精度の高い診断を可能とする技術。 

メタゲノム 

環境サンプルから直接 DNA を回収・調製し、ヘテロなゲノムをそのまま配列決定（シークエ

ンシング）する。従来の培養法では容易に培養できないような微生物のゲノム情報も入手可能

になるので、膨大な数の未知の細菌や菌類などの存在や動態を検出する方法として非常に有力

である。 

メディケア、メディケイド 

米国の公的医療保険制度。高齢者及び障害者に対するメディケア（Medicare）及び一定の条

件を満たす低所得者に対する公的扶助であるメディケイド（Medicaid）がある。運営主体は、

メディケアは保健・福祉省メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS；Centers for 

Medicare & Medicaid Services）または民間保険者（給付の種類により異なる）、メディケイ

ドは CMS が監督し、各州が運営。加入者数は、メディケアは 5,383 万人（2014 年）、メディ
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ケイドは 5,116 万人（2015 年 3 月時点）。（厚生労働省「2015 年 海外情勢報告」より） 

なお米国以外にも Medicare や Medicaid と称する医療制度を持つ国はあるが、本項では特に

米国について記載した。 

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（Universal Health Coverage, UHC） 

全ての人が適切な予防、治療、リハビリなどの保健医療サービスを、必要な時に支払い可能な

費用で受けられる状態を指す。2012 年 12 月 12 日の国連総会にて国際社会共通の目標とする

決議が全会一致で採択された。2030 年までに達成すべき持続可能な開発目標（SDGs）の一

つとしても取り上げられている。また 2016 年５月 27 日に発表された「G7 伊勢志摩首脳宣言

（コミュニケ」」にも保健の中心的な課題として記載されている。 

リキッドバイオプシー 

血液中の細胞や遺伝子から疾患を早期診断する技術。例えば血液中を循環するごく微量のがん

細胞（血中循環腫瘍細胞、Circulating tumor cells:CTC）を検出、採取する検査チップや、

血中に漏出した微量のがん細胞 DNA（血中循環腫瘍 DNA、Circulating tumor DNA:ctDNA

または Cell free DNA:cfDNA）を高精度で検出、シーケンシングする技術の開発、あるいは

がんやアルツハイマー病などの認知症の患者を早期発見するマーカーの探索および実用化に

向けた取組みなどが行われている。 

レセプト 

保険診療を行った医療機関は、診療報酬点数表に基づいて計算した診療報酬（医療費）を毎月

の月末に患者一人一人について集計した上で、患者一人につき、外来と入院を別々にした明細

書を作成し、審査支払機関を経由して保険者へ診療報酬を請求する。この明細書をレセプト（診

療報酬請求明細書）という。（厚生労働省「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」資料

より） 

国は全国のレセプトデータ、および特定健診データ等を匿名化した上で集約し、NDB（レセ

プト情報・特定健診等情報データベース）と呼ばれるデータベースを構築している。NDB へ

のレセプトデータの蓄積は約 110 億件（平成 21 年４月～平成 28 年１月分）の規模となっ

ている。 

 なお介護保険については介護給付費明細書があり、「介護レセプト」あるいは「介護保険レ

セプト」とも呼ばれている。介護レセプトについても、国は全国のデータを匿名化し集約した

「介護保険総合データベース」を構築しており、介護レセプトデータの蓄積は約 5.2 億件（平

成 24 年 4 月～平成 27 年 10 月サービス提供分）となっている。 
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（付録５）研究開発の俯瞰報告書（2017 年）全分野で対象としている 

俯瞰区分・研究開発領域一覧 

 

１．エネルギー分野（CRDS-FY2016-FR-02） 

俯瞰区分 研究開発領域 

エネルギー供給 エネルギー資源開発技術 

エネルギー供給 火力発電 

エネルギー供給／利用 CCUS(Carbon Capture Utilization and Strage) 

エネルギー供給 新型原子力炉 

エネルギー供給 核融合炉 

エネルギー供給 原子力安全 

エネルギー供給 使用済燃料等の処理処分・廃止措置 

エネルギー供給 風力発電 

エネルギー供給 地熱発電 

エネルギー供給／利用 太陽光発電 

エネルギー供給／利用 バイオマス 

エネルギー供給／ネットワーク／利用 エネルギーシステム評価 

エネルギーネットワーク／利用 分散協調型エネルギーマネジメントシステム 

エネルギーネットワーク／利用 直流送配電・超電導送配電 

エネルギーネットワーク／利用 パワーエレクトロニクス 

エネルギーネットワーク／利用 蓄電デバイス 

エネルギーネットワーク／利用 蓄熱技術 

エネルギー供給／ネットワーク／利用 エネルギーキャリア 

エネルギー供給／ネットワーク／利用 燃料電池 

エネルギーネットワーク／利用 モータ・トランス磁石材料 

エネルギー利用 スマートビル・ハウス 

エネルギー利用 断熱・遮熱・調光 

エネルギー利用 照明・ディスプレイ（有機 EL、量子ドット LED等） 

エネルギー利用 熱再生利用技術 

エネルギー供給／利用 触媒 

エネルギー利用 分離技術 

エネルギー供給／利用 燃焼（全般） 

エネルギー利用 エンジン燃焼（自動車） 

エネルギー供給／利用 トライボロジー 

エネルギー供給／利用 耐熱材料 

エネルギー利用 高強度軽量材料 
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２．環境分野（CRDS-FY2016-FR-03） 

俯瞰区分 研究開発領域 

気候変動 気候変動予測 

気候変動影響予測・評価 

環境汚染・健康 大気汚染 

水質汚染 

土壌・地下水汚染 

物質循環・環境動態 

健康・環境影響 

化学物質リスク管理 

生物多様性・生態系 生物多様性・生態系の把握・予測 

生態系サービスの評価・管理 

循環型社会 水循環 

農林水産業の環境研究 

リサイクル・廃棄物処理 

資源・生産・消費管理 

環境都市 
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３．システム・情報科学技術分野（CRDS-FY2016-FR-04） 

俯瞰区分 研究開発領域 

知のコンピューティング 知の集積・増幅・探索 

予測と発見の促進 

知のアクチュエーション 

ELSIと社会適用 

認知科学 

脳情報システム 

知的インタラクション 

CPS/IoT/REALITY 2.0 REALITY 2.0による社会デザイン 

ソフトウエアデファインドソサエティーのサービスプラット

フォーム 

モノ・ヒト・コトのスマートなサービス化技術 

CPS/IoT/REALITY 2.0アーキテクチャー 

モノ・ヒト・コトのインターフェース 

社会システムデザイン ― 

ビッグデータ ビッグデータ処理基盤技術 

機械学習技術 

画像・映像解析技術 

自然言語処理技術 

ビッグデータ活用促進技術 

ビッグデータによる価値創造 

ビッグデータに関わる制度設計 

新計算原理 

ロボティクス ロボティクスと社会 

モビリティー・フィールドロボット 

空中ロボット 

生活支援・福祉ロボット 

医療ロボット 

産業用・研究開発用ロボット 

システム化技術 

ソフトロボティクス 

認知発達ロボティクス 

セキュリティー IoTセキュリティー 

サイバー攻撃の検知・防御 

認証・ID連携 

プライバシー情報の保護と利活用 

セキュリティーアーキテクチャー 

運用・監視技術 

ITシステムのためのリスクマネジメント 
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４．ナノテクノロジー・材料分野（CRDS-FY2016-FR-05） 

俯瞰区分 研究開発領域 

環境・エネルギー応用 太陽電池 

人工光合成 

燃料電池  

熱電変換 

蓄電デバイス  

パワー半導体 

グリーン触媒 

分離技術 

ライフ・ヘルスケア応用 生体材料（バイオマテリアル） 

再生医療材料 

ナノ薬物送達システム（ナノ DDS） 

バイオ計測・診断デバイス 

脳・神経計測 

バイオイメージング 

ICT・エレクトロニクス応用 超低消費電力（ナノエレクトロニクスデバイス） 

スピントロニクス 

二次元機能性原子薄膜 

フォトニクス 

有機エレクトロニクス 

MEMS・センシングデバイス 

エネルギーハーベスティング 

三次元ヘテロ集積 

量子コンピューティング 

ロボット基盤技術  

社会インフラ応用 構造材料（金属系、複合材料）  

非破壊検査・劣化予測 

接合・接着・コーティング（溶接・接合、接着、コーティング） 

機能と物質の設計・制御 空間・空隙構造制御 

バイオミメティクス 

分子技術 

元素戦略・希少元素代替技術 

データ駆動型物質・材料開発（マテリアルズ・インフォマティク

ス） 

フォノンエンジニアリング 

共通基盤科学技術 加工・プロセス技術 

ナノ・オペランド計測技術 

物質・材料シミュレーション 

共通支援策 ナノテクノロジーの ELSI/EHS、国際標準 
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５．ライフサイエンス・臨床医学分野（CRDS-FY2016-FR-06） 

俯瞰区分 研究開発領域 

生命・健康・疾患科学 生体分子の科学（RNA、糖鎖、エクソソーム等） 

生体機能の科学（時間科学、性差医学・生物学等） 

免疫科学 

脳・神経科学 

老化科学 

微生物叢（マイクロバイオーム）の科学 

数理科学 

生活習慣病（がん、代謝疾患、腎疾患） 

精神・神経疾患 

免疫疾患 

感染症 

創薬基盤技術、医薬品 ゲノム解析・オミクス解析 

生体再現技術 Ⅰ（臓器チップ） 

生体再現技術 Ⅱ（オルガノイド） 

モデル動物 

ゲノム編集 

構造解析技術 Ⅰ（Wet） 

構造解析技術 Ⅱ（Dry） 

創薬・育薬技術（バイオマーカー、ドラッグリポジショニング等） 

バイオ医薬（抗体医薬等） 

核酸医薬 

中分子医薬 

細胞治療 

遺伝子治療 

生体計測分析技術・医療機器 診断機器・技術 

臨床検査機器・技術 

治療機器・技術（手術支援システム、ロボット・デバイス） 

治療機器・技術（人工臓器、生体機能補助・代行装置） 

介護福祉・リハビリテーション支援機器 

健康・予防医学関連機器 

医療技術評価（医療機器） 

生体イメージング機器・技術 

生体分子計測技術 

プロファイリング・解析技術 

食料・バイオリファイナリー グリーンバイオ関連基礎科学 

バイオリファイナリー 

作物増産技術 

持続型農業 

高機能高付加価値作物 

食品原料（機能性成分） 

リン・レアメタル回収 

健康・医療・農業データ科学 生命科学データベース 

医療データ活用基盤技術 

疫学・コホート 

健康・医療・介護情報 

AI医療応用 

予防・個別化医療 

医療資源配分 

スマート農業 
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