
2.2.4	 バイオイメージング

（1）研究開発領域の定義　
バイオイメージングとは、生命現象の理解を目的として生体内の情報を可視化することである。可視化の対

象は、生体を構成する物質（生体組織、細胞、細胞内のオルガネラ、核酸・タンパク質・糖・脂質などの生
体分子、イオン等）の形態や大きさ、数、分布、さらには生体内局所の温度やpHなど、空間と時間にまた
がる多次元の情報に及ぶ。種々のイメージング手法、プローブ材料、観察装置、画像処理、機械学習による
データ解析などを包括する研究開発領域であり、生命科学系に加え、材料、機械、計算科学など広い分野の
連携が求められる。

（2）キーワード　
蛍光、化学発光、ラマン散乱、近赤外光、量子ドット、透明化技術、ライトシート顕微鏡、超解像、生体

深部イメージング、無標識イメージング、マルチモーダルイメージング、トランススケールイメージング、オプ
トジェネティクス、画像処理

（3）研究開発領域の概要
[本領域の意義]

生体は、数多くの種類の分子をはじめ、さまざまな物質により構成され、それらの物理的・化学的な相
互作用を介して生命活動を行っている。生体を構成する物質について、生体内での空間分布とその時間変化、
物質間の相互作用などを観察するバイオイメージングは、生体の機能や生命現象の理解に貢献するだけでな
く、疾患や病変の発生原理の理解や治療法の探究にも不可欠な技術となっている。ただし、現状のバイオイ
メージング技術は、分子などの生体構成物を観察するうえで十分な時間分解能、空間分解能、視野が達成さ
れているとはいえず、また、これらの物質を生体内で全て識別することはできない。対象の複雑さを十分な情
報量をもって撮像する技術も存在していない。生体を扱うという物理的な制約のなかで、目的に応じて機能の
向上や技術の統合が行われている状況にあり、技術的ブレークスルーが望まれている。

本研究開発領域は、生体試料の調製、可視化に必要なプローブ、プローブからの信号を検出するハードウェ
ア、検出された信号を生体の構造・機能と結びつけて分析し表示するためのソフトウェアなど多くの材料、技
術、方法論が必要な融合領域である。また、プローブの送達と特異的相互作用が鍵を握るMRIや、蛍光イ
メージングなど、ナノテク・材料技術の貢献によって、さらなる発展の期待される領域といえる。

[研究開発の動向]
タンパク質、核酸、低分子といった物質や、それらの複合体の動態、相互作用、濃度変化、機能変化な

どのバイオイメージングでは、試料を色素や蛍光タンパク質等のプローブで標識することが一般的である。蛍
光イメージングでは、蛍光プローブからのシグナルを検出し画像化する際に、光の波動性に起因した空間
分解能の限界（回折限界）が技術的なボトルネックとなるが、回折限界を超えた空間分解能を達成するた
めの原理が1990年代中頃から2000年代中頃にかけて提案・実証され、2010年頃には40〜100 nmの
空間分解能を有する超解像顕微鏡が市販された。 STED （STimulated Emission Depletion）やPALM 

（PhotoActiavation Localization Microscopy）などの超解像計測法と、PALMの元になった1分子計
測法（ローカリゼーション法）は2014年度にノーベル化学賞が授賞されている。現在はこれらの手法以外に
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も超解像計測を行うさまざまな方法が提案されている。近年では、超解像広視野観察、フォトニック結晶チッ
プによる構造化照明、生体内の3次元超解像計測、高次アンチストークスラマン散乱による超解像計測、高
空間分解能化（1〜5 nm）、時間分解能の向上などの研究開発が行われている。超解像顕微鏡の大きな利
点の1つは、試料を固定する必要がある電子顕微鏡と異なり、生きたまま回折限界を超えた計測が可能なこ
とであるが、従来の超解像計測では非常に強い照明光が必要であり、生きた細胞・組織・生体に対して光毒
性となることが問題になっていた。この問題を解決する生体適合性の高い超解像イメージング技術の開発も進
められている。

蛍光色素や蛍光タンパク質等のプローブは光照射によって容易に褪色してしまい、生体の動的変化を連続
的に観察する際に問題となる。近年、蛍光褪色が起こりにくい量子ドットがプローブとして用いられるように
なってきたが、量子ドットを構成するカドミウムやセレンなどの毒性を抑えるため、また化学修飾を容易にす
るためにコーティングが施されており、量子ドットのプローブは蛍光色素などに比べサイズが1桁以上も大き
くなってしまい、標識対象への立体障害などの影響が懸念される。量子ドットのコア自体はnmオーダーで
十分小さいため、コーティング層を薄くするなど、サイズを抑えるための工夫が望まれる。また、グラフェン
ナノ構造を利用した低毒性で生体適合性の高い炭素量子ドットも蛍光量子収率の向上が図られ、生細胞や個
体内でのイメージングに応用されており、今後のさらなる改善が期待される。最近ではNitrogen-Vacancy 

（N-V）ダイヤモンドがプローブとして用いられるようになり、蛍光褪色が無いことから注目されているが、
大きさや供給、試料への導入などに課題があり、今後の改良が望まれる。

長時間計測における蛍光プローブの褪色の問題を解決する別の手法として、近年DNA-PAINTが普及し
てきている。これは、2本鎖形成の親和性が調節された一本鎖DNAで標識した抗体と蛍光標識した相補的
DNAを用いて1分子局在顕微鏡法で超解像イメージングを行う手法である。この手法では、試料内のターゲッ
トに結合した蛍光プローブが褪色しても、未褪色の蛍光プローブと随時入れ替わっているため、継続して超
解像観察を行うことができる。また近年、UnaGやmiRFP、iLove等、ビリルビンやビリベルジン、フラビン
などの生体内低分子を発色団として利用する蛍光タンパク質が報告されている。これらのタンパク質は発色団
が褪色によって損なわれた場合でも、逐次新たな生体内低分子が供給されることで発色団が更新されるため、
蛍光強度を維持することができる。また、発色団の褪色と更新による蛍光の明滅を積極的に利用することで、
超解像観察への応用も試みられている。

空間分解能の向上、時間分解能の向上、3次元観察、分光分析といった光学顕微鏡分野の基本的な観察
能力を向上させるという流れから、目的に応じてこれらを統合させ、新しい応用分野を開拓していく方向性も
生まれている。例えば、時間分解能の向上はフローサイトメトリーにおけるハイスループットスクリーニングと
統合され、従来法では検出できなかった希少かつ重要な細胞を検出することを可能にしている。また、分光
分析とも組み合わせることで、従来法では識別できなかった細胞内の分子構成を数値化し、それを利用して
有益な機能をもつ細胞のスクリーニングが行われている。他のイメージング技術と統合することで、より情報
量を高める手法というのも潮流の1つになっており、その代表的な例が電子顕微鏡と光学顕微鏡（特に超解
像顕微鏡）とを統合させた光-電子相関顕微法（Correlative Light-Electron Microscopy： CLEM）の開
発である。複数の光学効果を組み合わせて撮像する、マルチモーダルイメージングについても基礎研究、応
用研究・開発ともに活発である。

従来技術では可視化が不可能であった分子や現象を可視化する試みも増加している。特に、ラマン散乱
顕微鏡の登場以降、同技術に利用できる分子標識技術としてラマンタグが提案され、それを活用した小分子
イメージング、代謝イメージング、超多重イメージングなどの新しいイメージング技術が登場している。また、
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試料をプローブ標識することなく様々な生体試料の情報を得る無標識イメージングについて、新しい手法が提
案されており、赤外吸収を使った分子分析イメージング法、ブリルアン散乱を使った細胞の弾性分布のイメー
ジングといった技術が登場し、それらの応用研究も徐々に報告されている。さらに、バイオイメージングによっ
てコントラストとして得られる情報が、濃度などの示量変数から、分子の反応、温度、力などの示強変数へと
広がりをみせており、バイオイメージングはより直接的に生体の状態、活性、機能を可視化していく方向にある。
バイオイメージングは日本人の得意とする精細な作り込み技術が活きる分野であり、日本が世界的に大きな

シェアを持つ技術に内視鏡、顕微鏡がある。一方、蛍光プローブの開発においては、日本発の研究成果が多
くみられるにもかかわらず、産業化は遅れている。海外をみると、米国では比較的速い市場展開を見込んで
研究開発投資が行われるのに対し、欧州、特にドイツでは、息の長い技術開発によってニッチな技術を発展
させ、独自性の高いイメージング技術を市場化していく傾向にある。アジア諸国は欧米に比べると多くの国で
立ち遅れているが、中国は欧米で研究成果を上げた研究開発者の本国への呼び戻しにより急速により技術レ
ベルを上げつつある。中国製のイメージング装置は今のところわが国では普及が進んでいないが、安価なデ
バイスである点が特徴的であり、今後の動向に注目する必要がある。また、シンガポールは独自の投資体制
により近年急速にハイレベルなイメージングの研究成果を報告しており、ビジネス展開への意欲も高い。

（4）注目動向
[新展開・技術トピックス]
超広視野顕微鏡、トランススケールイメージング

英国のMesolens、中国のRUSH、日本のAMATERASなど、高空間分解能と広視野を同時に実現
し、分子レベルから個体レベルまでシームレスなイメージング・計測を行う顕微鏡が登場している。英国
のMesolensはストラスクライド大学において、Medical Research Council が行ったNext Generation 
Optical Microscopy Initiative等の研究助成によって開発されている。日本では新学術領域「シンギュラリ
ティ生物学」において、超解像顕微鏡技術と超広視野顕微鏡を融合することで、1台の光学顕微鏡システム
で分子スケールから個体スケールまでシームレスに、超解像分解能でのイメージングが可能なトランススケー
ルイメージング技術の開発が進められている。最近、1億画素を超えるイメージセンサを搭載したトランスス
ケールスコープ （AMATERAS） が開発され、数µmの空間分解能で広視野に画像撮影を行うことで、数百万
個の細胞からなる組織に対して、構成する個々の細胞領域を自在に拡大し解析することが可能になった。一
方、個体に対しては生体深部での計測技術も必要であり、今後は既存のライトシート顕微鏡や2光子計測技術、
さらには光音響イメージングといった手法と組み合わせることで、より高解像度・高時間分解能での観察が可
能な装置の開発が期待される。さらに、膨大な量のデータを処理する必要があるため、ハード・ソフト両面
での技術開発も必要となる。

透明化、全組織イメージング
生体内部の3次元イメージングを可能にする方法としてScaleSや CUBIC に代表される組織透明化法の開

発が進んでいる。ここ10年間で蛍光タンパク質の消光を起こさない透明化法の開発が進み、3次元イメージン
グを可能にするライトシート顕微鏡の実用化とともに、神経科学や発生学を中心に研究報告例が増加している。

一方、透明化を行わない通常の固定化組織を用いて、イメージングと試料の切断を繰り返すことにより、
全組織を観察する連続切断顕微鏡イメージング技術も開発されている。連続切断法は撮影時間が長いものの、
高精細な画像が得られるという利点があり、レンズの回折限界レベルの解像度での観察が可能である。組織
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の前処理は一般的な固定化だけで済むことが多く、解剖学的な構造が良く保たれる点でも優れている。また、
最近、透明化組織をライトシート顕微鏡で観察する場合と同程度に高速に撮影可能で、しかも空間分解能に
優れた連続切断法FAST（block-face serial microscopy tomography）が日本で開発され、成体マーモセッ
トの全脳やヒト死後脳組織の高精細イメージングを行い、透明化法では達成できない高いスケール拡張性が
示されている。 FASTにおいても前述のトランススケールイメージングを用いることで、1cm四方の全脳断面
画像を一括で撮影した後、構成する各細胞の蛍光を区別して高精度に観察することに成功している。

近赤外光イメージング
蛍光イメージングでは一般的に可視光（400〜700 nm）が用いられるが、可視光は生体による吸収や散

乱の影響を強く受けるため、深部を観察することが難しい。そこで近年、生体組織透過性の高い波長700nm
以上の近赤外（NIR）光を利用した蛍光イメージング法が開発されている。さらに、生体組織内の光吸
収・散乱がもっとも小さくなる1000nmを超える近赤外（Over-Thousand Nanometer-Near InfraRed： 
OTN-NIR）光を用いた生体内深部のイメージングが注目されている。波長700〜900 nm付近の「第1の
生体の窓」（NIR-I）を用いるNIR蛍光イメージングに対して、OTN-NIR波長域においては1100〜1350 
nmの波長域を「第2の生体の窓」（NIR-II）、1550 - 1800 nmの波長域を「第3の生体の窓」（NIR-III）」
と区別し、2010年頃より日本および米国の研究者を中心に希土類含有セラミックスナノ粒子、単層カーボン
ナノチューブ、量子ドットなどさまざまな蛍光プローブの開発と生体適合性の向上、イメージング応用が進め
られてきた。最近では、中国の研究グループから、有機色素プローブを中心に多数の研究が報告されている。
また、ソニーが400〜1700nmにわたる広帯域カメラの発売を予定するなど、撮像機器の入手が年々容易に
なってきており、これに対応した種々のプローブマテリアルの提供がナノテク・材料分野の課題となっている。

示強変数イメージング
生体内局所の温度やpHなど示強変数の計測が、バイオイメージング研究のトレンドになっている。例えば、

温度は生命現象を支配するもっとも重要な物理量の1つであり、細胞内など生体の微小領域の温度分布の計
測は、さまざまな生命現象の解明や、次世代の診断・治療技術につながる可能性があることから、蛍光プロー
ブの蛍光強度や蛍光ピーク波長、蛍光寿命の温度依存的な変化を利用した蛍光ナノ温度イメージングの研究
がさかんになっている。また、pHは生体内の正常組織と病変部位とで異なることが知られ、骨代謝やがん細
胞の浸潤などさまざまな生命現象に関与していることから、pHの変化に応答して蛍光特性が変化するプロー
ブの開発とイメージング応用が進められている。なお、生体内では蛍光プローブの拡散が起こることから、一
定のプローブ濃度で蛍光観察をすることが困難であり、これを解決するためにレシオ型蛍光プローブや、タイ
ムゲート型蛍光寿命測定プローブなどが開発されている。

メカノバイオロジーと力のイメージング
医療におけるメカノセラピー、生命科学におけるメカノバイオロジーは、ともに生体内分子、オルガネラ、

細胞、組織に関わる「力」の作用を扱う学問分野として注目を浴びており、そのための「力」を可視化するイメー
ジング技術の研究も積極的に進められている。この分野では、巨視的な力を蛍光でイメージングする高分子
材料の開発が行われているほか、特に米国の研究者がリードしているFörster共鳴エネルギー移動（FRET）
プローブを用いて細胞と足場の間に発生する力の様子を観察する手法が急速に発達してきている。
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生物（化学）発光
生物（化学）発光を利用したイメージングは、励起光を必要としないことから、光毒性や自家発光の影響

を受けず、観察対象へのダメージが少ない。これまで発光強度の低さが課題であったが、2012年頃から開
発されている生物（化学）発光タンパク質と蛍光タンパク質との融合タンパク質を利用することにより、従来
の10〜100倍まで発光強度が上昇している。生体組織の透過性に優れた600 nmを超える波長を呈する生物
（化学）発光タンパク質の開発も急進している。

化学発光は基質を必要とし、基質は時間とともに代謝されるため、長時間のイメージングには持続的な基
質の投与を必要とする。自ら発光基質を作り出す発光生物の発光基質生合成経路を解明し、観察対象の細胞
や生体中において再構築することができれば、外部からの基質投与なしに自発的に発光させることが可能にな
ると期待される。これまでに、発光バクテリアの基質合成経路が解明され、これを応用した発光動物培養細
胞や発光植物が開発されたが、その発光強度は顕微鏡観察できるほどには高くないため、バクテリア発光シ
ステムの高輝度化が求められている。また、発光キノコの基質合成経路についてロシアのグループを中心に解
明が進み、コーヒー酸を出発点とした基質生合成に必要な遺伝子群が同定され、これらをゲノムへ導入した
自発光植物を同グループと米研究グループがほぼ同時に報告している。このキノコの自発光植物は、通常の
顕微鏡イメージングで使用される高感度カメラなどを必要とせず、市販のデジタル一眼レフカメラでも長時間
の撮影が可能である。今後は時間・空間分解能を向上させるために発光タンパク質の高輝度化や多色化が進
むと予想される。

オプトジェネティクスと生物（化学）発光
光によってタンパク質機能を制御することが可能なオプトジェネティクスは、生体内の生理機能を低侵襲的

に操作することができる技術として、特に脳科学の分野で積極的に利用されている。さまざまなオプトジェネ
ティクスツールが開発され、刺激に用いられる光の波長域も青色から近赤外まで幅広い。光刺激によって引き
起こされる細胞内環境変化は、個体の行動変化や、細胞内セカンドメッセンジャー濃度変化として観察するこ
とができるが、後者の場合、セカンドメッセンジャーを観察するための指示薬の多くは蛍光性であるため励起
光を必要とし、オプトジェネティクスツールが励起光によって活性化され細胞内環境が乱れるという問題が生
じる。そこで、光励起を必要とせず、基質との化学反応により光を発することが可能な生物（化学）発光プ
ローブがオプトジェネティクスツールと併用されている。特に、最近は非常に明るい生物（化学）発光プロー
ブが開発されてきており、蛍光観察と遜色ない観察が可能である。また、生物（化学）発光タンパク質から
発せられる光をオプトジェネティクスの刺激光として応用する分野が進展している。この手法では生物（化学）
発光タンパク質近傍のオプトジェネティクス分子だけを直接光刺激し、活性化することが可能であり、1細胞、
1分子特異的なオプトジェネティクスが実現される。また、外部からの光の到達が難しい生体深部での光制御
を行うために、オプトジェネティクスツールと生物（化学）発光タンパク質を融合させたluminopsinも開発
されている。このように、生物（化学）発光はレポータやマーカとしてだけでなく、機能ツールとしての可能
性が広がりつつある。

ラマンイメージング
生体分子固有のラマン散乱スペクトルは多様な生理的な現象を反映して変化することが明らかになり、これ

を分析することにより無標識で、例えば胚性幹細胞（ES 細胞）の分化に伴う細胞状態遷移を捉えられること
が報告されている。ラマン散乱のスペクトルを活用した無標識イメージングにより、物質の細胞内取り込みや
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排出過程のライブイメージング、生体試料内における分子間相互作用や、分子・材料の生分解の可視化が期
待されている。
また、特異なラマン散乱を示すラマンタグを結合させ、ラマン散乱顕微鏡によりイメージングする方法が進

展している。ラマンタグは蛍光観察に用いられるプローブに比べて小さく、塩基や脂質、薬剤の機能を大きく
変化させること無く、これらを標識し可視化することができる。生体内での分子の代謝を可視化することも可
能であり、例えばアミノ酸や水の水素を重水素に置換し、それを生体内に取り込ませることで、新たに生産さ
れる分子を特異的なラマン散乱によって観察し代謝活性の高い部分を可視化することができる。また、ラマン
タグの発光スペクトルは蛍光発光に比べて数十分の1の幅しか無いため、数十のタグを同時に用いて、分光
計測により簡単に識別できる。この超多重観察により、従来（5種程度）よりも多くの生体分子の同時観察
が可能になることから、より複雑な生命現象の理解が進むと期待される。ラマンタグは検出感度の低さが課
題であったが、表面増強ラマン散乱との組み合わせによる高感度化により、ラット脳組織内に導入した薬剤の
検出にも成功している。

コンピューテーショナルイメージング
計算機科学の発展により、光学システムで計測されたデータを計算機処理することを前提としたイメージン

グ法が多く登場している。用途も多岐にわたり、簡易3次元観察、微弱光観察、明視野像によるオルガネラ
認識、超解像画像の構築などがある。これらはディープラーニングを基本とした手法が多く、物理的には計
測ができない情報であっても周辺情報から判断を行い、計測画像として可視化する。多くの研究論文が発表
されているが、これが一過性のものなのか、また計測技術として信頼に足る技術であるかは、用途別に慎重
に見極める必要がある。

[注目すべき国内外のプロジェクト]
米国では、NIHのNational Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering （NIBIB）の

下にバイオイメージング分野の研究促進事業を行っているDivision of Applied Science & Technology 
（Bioimaging）が設置されているほか、Howard Hughes Medical InstituteのJanelia Research 
Campus等の研究所でバイオイメージングの最先端研究を行っている。また、NSFの支援の下、Next 
Generation Network for Neuroscience Program（NeuroNex）が発足し、バイオイメージング技術開
発を行う研究プロジェクトを含むNeuroNex Technology Hubの研究事業が実施されている。DOEもバイ
オエネルギー研究の進展を目的に、バイオイメージングの研究開発に対して2019年より総額1350万ドルの
研究助成事業を行っている。カリフォルニア大学バークレー校に2020年春に、バイオイメージング技術の基
礎研究から実用化まで取り組むAdvanced Bioimaging Centerが設置され、新しいバイオイメージング技術
の開発と応用研究にかかわる物理学者、化学者、生物学者が集まり融合的な研究を進めている。さらに、米
国のChan Zuckerberg Initiativeはバイオイメージング施設で働く“Imaging Scientists”をサポートするた
めの助成金支援事業を全世界の研究者を対象に行っている。

EU圏では、バイオイメージングを用いた生物学および生物医学研究のための画期的な研究基盤として
Euro-BioImaging（EuBI）がHorizon2020の資金援助により発足し、2016年5月に事業を暫定開始し
た。2019年10月にEuropean Research Infrastructure Consortium（ERIC）の正規事業として承認さ
れたことにより、2019年12月からは完全な形で稼働している。EU内の8カ国21カ所のイメージング施設の
利用公開、イメージング技術トレーニング、イメージングデータの相互利用と解析ツール提供を実施し、各地
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のバイオイメージング施設との連携を図るとともに、EU内の研究者に各種バイオイメージング技術の提供を
行っている。また、Horizon 2020プログラムにおいては数十万〜数百万ユーロ規模のバイオイメージングの
研究プロジェクトが多数発足している。また、EUでは脳のイメージングに特化したプロジェクト （IMAGEN 
Project） が長期にわたり進められている。

英国では、大規模な生物医学研究機関であるFrancis Crick Instituteがロンドンに2015年に発足し
た。この研究所では、医学生命科学と物理学、化学、数学、工学などの異分野融合の推進により、最
先端バイオイメージングや数理モデリングを中心として、生物物理学的な側面を強調した新たな生命科学
研究の開拓が中心的な目標とされている。さらに英国では近年、MRC（Medical Research Council）、
BBSRC（Biotechnology and Biological Sciences Research Council）、Wellcome Trust、EPSRC

（Engineering and Physical Sciences Research Council）がバイオイメージング分野への研究資金提供
を強化しており、各大学のバイオイメージング施設の充実化、バイオイメージング研究の振興を図っている。
日本では平成30年度に新学術領域「シンギュラリティ生物学」（2018〜2022年度）が発足し、トランスス

ケールスコープの開発などが行われている。「シンギュラリティ生物学」は、極めて稀にしか起こらない少数要
素のイベントが核となり、多要素システム全体の働きに不可逆で不連続な変化をもたらす生命現象について解
明する新しい研究分野であり、稀なイベントを見逃さない、超広視野と高解像度、高速と長時間撮影を両立す
るイメージングプラットフォームと、それに対応する情報解析手法の構築を進めている。

（5）科学技術的課題
これまでに開発された超解像顕微鏡では、光学顕微鏡による高解像度の観察が必要不可欠であったという

新規の科学的発見は少なく、電子顕微鏡で見えていたものを光学顕微鏡で観察にしたに過ぎない報告例が多
い。今後、生体物質の動態、細胞の生理機能、情報伝達等を積極的に捉える研究の取り組みが求められる。

超解像イメージング法のうち、構造化照明超解像顕微鏡、Super-resolution optical fluctuation 
imaging （SOFI）、SPoD-OnSPANなどでは、計測した画像データから画像再構成計算を経て超解像画
像を得るが、画像再構成計算は計算量が多く、そのハイスループット化がしばしば課題になっている。画像
再構成計算に深層学習を用いることで、構造化照明超解像顕微鏡では画像データ数を激減させることができ、
SPoD-OnSPAN法では計算時間の飛躍的な短縮を実現した（SPoD-Net法）。今後、さまざまな超解像計
測手法において、深層学習等の手法を応用することにより、画像再構成計算のさらなるハイスループット化が
求められる。

超解像顕微鏡による広視野観察については、サブミリメータースケールまでの超解像計測が報告されている
が、この視野サイズは生体内の組織のごく一部分に過ぎない。分子レベルの計測データから組織・個体レベ
ルの生命現象を解明するには、分子スケールの超解像計測データを組織全体や生物個体の範囲で収集する超
解像トランススケールイメージング技術と、そこで得られるビッグデータを処理し解析する情報処理手法の開
発が必要である。

超広視野顕微鏡技術は、今後の光学技術、エレクトロニクス技術の発展とともに、大きな進展が期待される。
高解像度かつ高感度のカメラの開発も進み、これを活用した新技術が登場すると予想されるが、一方で、こ
れらのカメラを十分に活用するレンズ、フィルタ等の光学素子については技術開発が進んでいない。トランス
スケールスコープは共通の技術基盤となりうる装置であり、十分な研究開発投資の下、世界に先駆けて高性
能、高機能なシステムを構築することが望まれる。
バイオイメージングと分析技術、操作技術との融合が求められている。これまでのバイオイメージングでは、
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物質の分布やその時間変化を捉えることに主眼が置かれていたが、ハイスループットスクリーニングの利用の
増加にもみられるように、計測と同時に分析を行い、必要な対象を分別し、採取することが求められている。
多量の試料をいかに高速に統合的に処理できるかが重要であり、分光分析や試料操作、試料チャンバー等に
おけるボトルネックを解消する技術の開発が求められている。大量のデータを取得分析するためのインフラの
整備、ICT、IoT、AIを手軽に活用できる環境整備も重要である。
オルガノイドなどの3次元組織体を生体外で構築する技術が進展しており、その内部を観察可能な3次元

イメージング技術が求められている。3次元組織体は主に薬効評価を目的として開発されているが、従来の2
次元的な培養細胞を用いた評価系に対する優位性について、実際の生体に近いという漠然とした理由でなく、
細胞接着の様式など詳細な解析から示していく必要がある。また、3次元組織体内部の細胞の生死や機能を
確認することも必要である。
イメージング技術とAI・ビッグデータ解析などの情報科学技術との融合が重要になっている。最近では、

高速で流れる大量の細胞をイメージングしてその特徴量をAIに深層学習させ、細胞の形状から高い精度で特
定の細胞を自動的に分離する技術などが報告されている。しかしながら、解析結果を計測系にフィードバック
し、計測自体を最適化・迅速化するといった、計測と情報の双方向的な高度融合型の研究は実現されていな
い。機械が自律的に、特徴量集合の中から人間が設定した機能を表現する特徴量の組み合わせを選択し、必
要に応じて計測する部位・領域を変更するというような、計測技術とAIの高度融合が期待される。また、イ
メージングの解像度が上がれば上がるほどデータ量は膨大になる。遺伝子発現データなどの異種データをど
のように紐付けして統合的に管理し、迅速かつ容易に解析するか、また、データを圧縮したまま論理演算する
といった情報解析技術も重要である。

（6）その他の課題
バイオイメージングデータ、特に超解像データは膨大な量のビッグデータを含むため、研究室内のリソー

スはたちまち枯渇する。また、データ量がテラバイトを越えるうえに、イメージングデータ、遺伝子発現解析
データなど異なる特徴を持つデータが蓄積してくる。そのため、それらの異なるデータを統合的に管理し、迅
速かつ容易に可視化、解析できるシステムが重要となってくる。学術情報ネットワークSINET5は全国の研究
機関を100Gbpsの高速ネットワークで有機的につないでいるが、各研究機関内の情報転送速度は今もって
1Gbps程度である。SINET5を有効に利用するには各研究機関内における高速ネットワーク化が必須である。
また、近未来の需要増に備え、現在、東京-大阪間にのみ敷設されている500Gbpsネットワークを全国に拡
張することも今の段階から想定しておく必要があるといえる。
プローブ等を開発するナノテクノロジー・材料分野の研究者とイメージング技術のユーザーである生命科学

者や医学者、さらに撮像装置や画像処理の開発者までが一体となった技術開発体制の構築が、国際競争に
打ち勝つうえでも本領域では重要といえる。欧州にみられるような10年スパンの長期の組織体制が日本では
整っていないが、安定した予算と人材、設備に支えられた研究体制の樹立が、競争力のある技術創出に向け
て求められる。
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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 ◎ →

超解像顕微鏡や各種プローブ、透明化試薬などの研究がさかんに行われ
ている。また、新学術領域やAMED、CREST、さきがけなどで、バイオ
イメージング関連の領域が複数発足するなど、研究は活発に進められて
いる。イメージングの対象も、細胞レベルから生体組織まで、幅広く展
開されている。

応用研究・開発 ◎ →

各種顕微鏡や小動物イメージング装置など、大学・研究機関で開発され
た技術をベースに市販化されたものも多く、実用に結び付いている。蛍
光プローブや透明化試薬についても、大手試薬メーカーから市販化され
るケースが複数ある。

米国

基礎研究 ◎ ↗

NIHなどを中心に、多くの研究機関が潤沢な予算のもと、バイオイメー
ジング研究を強力に推進している。超解像技術、光-電子相関顕微法、
誘導ラマン散乱顕微法、ブリルアン散乱顕微法などの基礎技術の開発と、
各種蛍光プローブ、ラマンタグなどの技術開発で世界に先行している。近
年、スタンフォード大学が近赤外光イメージングで目覚ましい研究成果を
あげている。

応用研究・開発 ◎ ↗

HHMI のJanelia Research Campus、UC BerkeleyのABC等をはじ
めとする研究機関が組織的にバイオイメージングの応用研究をサポートし
ており、上手く機能している。特に、工学系研究者、各種プローブの開
発者、生物学者を1 カ所の研究施設に集め、基礎研究から応用研究まで
を非常に速いスピードで実施している。また、アカデミアの研究成果の実
用化が、非常に速いスピードで推し進められている。米国だけでなく全
世界のバイオイメージング研究者をサポートする助成金制度がある。

欧州

基礎研究 ◎ →

光学顕微鏡技術はもとより、STEDのような超解像顕微鏡の発祥の地で
あり、ドイツ、英国、フランスを中心に依然として基礎研究がさかんに行
われている。学会等での発表件数も多い。超解像顕微鏡、ラマン顕微鏡
などの新技術開発を広く手がける。スペインのマドリード自治大学が、蛍
光温度イメージングの研究を世界に先駆けて強力に推し進めている。脳
のイメージングの共同プロジェクトをEU全体で10年以上にわたり進め
ている。

応用研究・開発 ◎ →

歴史的にもCarl ZeissやLeicaなどの大手メーカーが存在し、現在
も世界をリードする存在である。ドイツJenaのLeibniz-Institut für 
Photonische Technologien（IPHT）は術中診断用の非線形光学顕
微鏡の実用化研究が進むなど成果が際立っている。

中国

基礎研究 ◎ ↗ 各種光学イメージング技術について多くの成果がみられる。技術力が向
上しており、著名な国際誌への掲載も多い。

応用研究・開発 〇 ↗
ライトシート顕微鏡やイメージングセルソーターなどの製品も登場してお
り、従来から定評のあった光学素子に加え、先端光学機器への産業展開
がみられる。今後急速な発展があると予想される。

韓国
基礎研究 〇 →

計算機科学と光学撮像とを組み合わせたコンピューテーショナルイメー
ジングにおいて先進的な研究成果が見られる。研究者人口は多くはなく、
国としての競争力は低い。

応用研究・開発 △ → 特に目立った動きは見られない。
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シンガ
ポール

基礎研究 ◎ ↗

シンガポール科学技術研究庁（A*STAR）とシンガポール国立大学（NUS）
を中心に、世界中から研究者を集め、Nature、Scienceなどの有力
科学誌に多くの研究成果を発表している。バイオポリスやSingapore 
Bioimaging Consortium （SBIC）、NUSのMechanobiology 
Instituteなど、バイオイメージングを含むバイオ研究の環境としては世
界最高レベルにある。特に、近年のバイオ研究で重要視されているメカノ
バイオロジーに関して、世界最大級の研究所を設立するなど、注力する
研究分野の先見性も優れている。

応用研究・開発 △ →

2000年以降、世界中の製薬会社やバイオ関連企業がR&D拠点をシンガ
ポールに設立してきたが、近年は合理化を進め次々と撤退しているため、
産業化という面では、バイオイメージングを含むバイオ研究は順風満帆と
いう状況ではない。

（註1）フェーズ

基礎研究：大学 ･ 国研などでの基礎研究の範囲

応用研究 ･ 開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲　

（註2）現状　※日本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

◎：特に顕著な活動 ･ 成果が見えている 〇：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 ×：特筆すべき活動 ･ 成果が見えていない

（註3）トレンド　※ここ1〜2年の研究開発水準の変化　

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・バイオ材料（ナノテク・材料分野　2.2.1）
・光学イメージング（ライフ・臨床医学分野　2.5.2）
・トランススケールイメージング（ライフ・臨床医学分野　2.5.3）
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