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  ご挨拶
　人口、環境、食糧問題などグローバリゼーションの進展により全地球規模で対応すべき課題として認識さ
れています。その上で生活の質を高めつつ持続可能な社会を目指す取り組みが進められ、実現に向けて科学技
術イノベーションの役割が重要視されています。産総研では 2020 年度より第 5 期中長期計画が始まり、生
命工学領域では、少子高齢化等の社会課題の解決と経済成長、産業競争力の強化に貢献するイノベーションを
創出することを目標に以下の重点課題に取り組んでいます。

Ⅰ）社会課題の解決に向けた研究として、QoL を向上させる高品質・高機能・高精度な治療・診断技術の開発。
Ⅱ） 経済成長・産業競争力の強化に向けた研究として、医療システムを支援する先端基盤技術の開発やバイオ

エコノミー社会を実現する生物資源利用技術の開発。
Ⅲ） イノベーションを支える基盤の整備として、バイオものづくりを支える製造技術の開発と先進バイオ高度

分析技術の開発。

　上記課題を推進するために、産業界や社会からのニーズを踏まえた課題設定を行うと供に次のシーズを生み出す基盤研究を積極的に
進め、研究のみならず、橋渡しを強化するため適材適所で活躍できる人材養成にも取り組みます。
　研究実施には、専門性や技術的類似性に基づいた 4 研究部門に加え、領域横断型の「次世代治療・診断技術融合ラボ」、大学キャン
パス内に設置した産学官連携研究拠点等により取り組みます。また所内外連携を積極的に推進し、生命工学領域のみならず所内 7 研
究領域の多様性を総合的に生かした研究展開も進めます。是非、生命工学領域の研究者情報や技術内容をご覧いただきお気軽にお問い
合わせ下さい。

　皆さまのご理解とご支援をお願い申し上げます。

鎌形洋一
領域長補佐

亀山仁彦
研究戦略部長

千葉靖典
研究企画室長

生命工学領域長
田村具博
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【 研究部門長 】 【 副研究部門長 】 【 副研究部門長 】

達 吉郎 鎮西 清行 大家 利彦

分野横断的な知識・知見の結集・融合による
健康医工学研究の推進

Health and Medical Research Institute
健康医工学研究部門

～医療機器基盤・ヘルスケア技術の開発により
健康な社会づくりへ貢献～

研究拠点：四国センター、つくばセンター（中央、東）

https://unit.aist.go.jp/hmri

〒761-0395　香川県高松市林町2217-14
電話：087-869-3526　FAX：087-869-4178

健康医工学研究部門では、持続可能な社会の中で健康
かつ安全・安心で質の高い生活の実現を目指し、生体
工学、生物学、材料化学、物理学などの知識や知見を
結集・融合することによって人間や生活環境について
の科学的理解を深め、それに基づいて、人と適合性の
高い製品や生活環境を創出するための研究開発を行い
ます。大学や産業界とも連携し、基礎研究から橋渡し
研究を進め、健康医工学研究領域の確立、並びに21世
紀における新たな健康関連産業創出に貢献することを
目指します。また、地域の健康関連産業の活性化への
貢献も任務とします。

【 研究部門長 】

宮崎 歴
【 副研究部門長 】

小松 康雄

研究拠点：つくばセンター（中央）、臨海副都心センター

https://unit.aist.go.jp/cmb5

〒305-8568　茨城県つくば市東1-1-1
つくば中央第６
E-mail：M-cmb5-info-ml@aist.go.jp

Cellular and Molecular Biotechnology 
Research Institute
細胞分子工学研究部門

～健康長寿に貢献する先端基盤技術の開発～

全ての生物体を構成する最小単位の細胞の中には未だ未
知の仕組みが数多くそなわり、生命をつくりあげていま
す。私たちは、その細胞の中の分子的機序を解明しそれ
を技術基盤としながら、医療・創薬からヘルスケア領域
まで、最先端の技術を社会へ提供していきたいと考えて
います。特に、これまでの実績をもつ糖鎖解析・幹細胞
操作・天然化合物生産・バイオ計測・バイオITの最先端
技術を融合させながら、今後期待される再生医療や個別
化医療、健康長寿に貢献する技術開発を推進します。

医療機器の高度化と
レギュラトリーサイエンス

健康状態の可視化 ヘルスケア基盤研究
の推進
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の基盤技術

【 研究部門長 】

大西 芳秋
【 副研究部門長 】

本田 真也
【 副研究部門長 】

萩原 義久

研究拠点：つくばセンター（中央）、関西センター
https://unit.aist.go.jp/bmd/

〒305-8566　茨城県つくば市東1-1-1 中央第6
電話：029-861-6022　FAX：029-858-3282

当研究部門のプレゼンス

～生体機能を解明、計測、応用することによる
バイオ産業への展開～

Biomedical Research Institute
バイオメディカル研究部門

バイオメディカル研究部門では研究開発による社会課題解
決、特に健康医療に関する社会ニーズに応えるのみならず、
研究開発を通じた人材育成を進めることにより健康長寿社
会実現に永続的に貢献することを目的としています。
研究者自身の研究の位置づけ（生物機能解明、生物機能計
測、生物機能応用）、研究目的を明確にし、効率よく研究
目標に達成し、広く成果発信に努めます。生命工学領域研
究の特色である個人の興味から湧き出るアイディアに基づ
く個々のシーズを芽吹かせます。部門経営として夫々の課
題を有機的に融合し、より付加価値の高い研究成果として
発信をするとともに、シーズを上手く発展させるための体
制を積極的に構築し、速やかな研究展開を図り、技術を確
立ならびに成果発表に結び付けます。また、外部連携を促
進させるためのイベントを積極的に開催し、企業ニーズを
サーチするとともに橋渡し連携の緒とします。バイオメデ
ィカル研究を社会実装するためには医学連携が重要となる
ため、外部大学医学部や医療研究機関との連携強化に努め
ます。

【 研究部門長 】

鈴木 馨
【 副研究部門長 】

佐々木 正秀

当研究部門の重点課題

研究拠点：北海道センター、つくばセンター（中央）

〒062-8517　北海道札幌市豊平区月寒東2条17-2-1
電話：011-857-8537　FAX：011-857-8915
https://unit.aist.go.jp/bpri/

Bioproduction Research Institute

生物プロセス研究部門

～バイオテクノロジーによるものづくりのため
の基盤研究から実用化へ～

生物プロセス研究部門は、生物プロセスによる高効率な
物質生産を目指した基礎的・基盤的研究から実用化研究
に至るまでの一貫した研究を行い、化石燃料代替物質、
化成品原料、医薬原材料、有用タンパク質、生物資材、
新機能植物品種など、物質循環型社会の実現ならびに高
品位な物質生産技術の開発に貢献します。
これらの目的を達成するために
1.微生物をはじめとする各種生物遺伝子資源の探索技術
　の開発
2.遺伝子組換え植物・微生物・動物などによる有用物質
　生産技術の開発
3.タンパク質・核酸・生体関連化学物質材料などの開発
に取り組みます。
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超高齢社会 生涯現役社会

医師の技術だけでは実現困難な次世代医療支援システムの創出によるフレームシフトの実現

開発から製品化までを見据えた
シームレスな連携体制構築

Next-Generation Medical Treatment 
and Diagnosis Research Laboratory
次世代治療・診断技術研究ラボ

【ラボ長】丸山 修

大学病院を中心とした
医療機関

開発技術の評価・検証
医療機器・臨床検査薬

等の民間企業

薬事に基づいた製品化

次世代治療・診断技術研究ラボ

QoLに資する
分野横断的な基盤技術開発

AIST-Osaka University Advanced Photonics and Biosensing OIL
産総研・阪大 先端フォトニクス・バイオセンシングOIL

【 ラボ長 】 民谷 栄一
【 副ラボ長 】藤田 聡史
【 副ラボ長 】脇田 慎一

〒565-0871　大阪府吹田市山田丘2-1(P3)大阪大学フォトニクスセンター
Ｅ-mail：info-photobio-ml@aist.go.jp
https://unit.aist.go.jp/photobio-oil/

AIST-Waseda University Computational Bio Big-Data OIL
産総研・早大 生体システムビッグデータ解析OIL

【 ラボ長 】 竹山 春子
【 副ラボ長 】油谷 幸代

〒169-8555　東京都新宿区大久保3丁目4-1 早稲田大学西早稲田キャンパス
Ｅ-mail：cbbd-oil_e-ml@aist.go.jp 
https://unit.aist.go.jp/cbbd-oil/laboratory/

5領域から研究者が参画

産総研では大学等のキャンパス内に設置する産学官連携研究拠点「オープンイノベーションラボラトリ（Open
Innovation Laboratory : OIL） 」を整備し、大学等の基礎研究と、産総研の目的基礎研究・応用技術開発を融合
し、産業界へ技術の「橋渡し」を推進しています。

産総研の卓越した計測デバイス化技術と、阪大の卓越した最先端
フォトニクス技術を融合させることで、既存の計測限界を超える
バイオセンシング技術を開発し、橋渡し研究を組織的に行い、社
会実証・社会実装のみならず、世界のデファクトスタンダードを
目指しています。集中研方式で以下の３つの戦略課題を実施して
います。
・革新的な細胞操作・イメージング技術の開発
・次世代フォトニクスバイオセンサーの開発
・バイオセンシングの超高感度IoTプラットフォームの構築

早大が有する日本有数の生体システムビッグデータや技術アド
バンテージに対し、産総研・早大双方の情報解析シーズやデー
タ解析技術を合わせて、生命現象のメカニズムの理解を深める
ことを目指しています。細胞や生物をシステムとして理解する
ことで、
・疾病メカニズムの解明
・海洋や微生物による医薬品原料の探索・生産
・究極の個別化医療への貢献
を目指した研究開発を行っています。

産総研は第５期中長期計画のミッションの一つとして「世界に先駆けた社会課題の解決」を掲げ、それらの解決に
貢献する戦略的研究課題へ全所的に取り組む研究体制として、融合研究センター、融合研究ラボを設置しています。

少子超高齢化を迎える本邦の社会課題に対し、QoLを向上させる
高品質・高機能・高精度な治療・診断技術の開発を重点テーマと
して掲げ、領域の垣根を超えた融合研究により課題解決を図る

・ 医用材料研究チーム
・ 治療・診断機器研究チーム
・ 体外診断・ウエラブル

治療デバイス研究チーム
・ 融合企画チーム

1
2019/06/06　創薬基盤研究部門 / 生物プロセス研究部門 / 人工知能研究センター / 産総研・早大　生体システム
　　　　　　　　ビッグデータ解析 OIL
　微生物のタンパク質生産量を向上させる遺伝子配列設計技術
　－情報技術でバイオものづくりを加速－

2
2019/07/04　バイオメディカル研究部門

　ナノレベルで生きたまま観察！骨形成の初期過程を解明

3
2019/08/16　産総研・阪大　先端フォトニクス・バイオセンシング OIL

　世界最薄・最軽量のノイズ低減機能付き生体計測回路を実現
　－歩行中もノイズの少ない心電計測が可能に－

4
2019/10/11　創薬分子プロファイリング研究センター

　ミトコンドリアへのタンパク質搬入口TOM複合体の精密構造と働く仕組みを解明

5
2019/10/22　生物プロセス研究部門

　昆虫の特異的な腸内共生は細菌間の競合によって形作られる

6
2019/11/22　バイオメディカル研究部門

　アルツハイマー病発症初期の病態を示す新たなモデルマウスを開発
　－発症のメカニズムの解明や、認知機能障害の予防・改善方法の開発に期待－

7
2020/01/16　生物プロセス研究部門

　真核生物誕生の鍵を握る微生物「アーキア」の培養に成功
　－生物学における大きな謎「真核生物の起源」の理解が大きく前進－

8
2020/02/12　バイオメディカル研究部門

　疑似生体組織構築のためのマイクロマシンを開発
　－マイクロマシンを使って細胞を運んで並べ、生体組織を人工的に組み立てる－

9
2020/02/19　生物プロセス研究部門

　加工性に優れた鮮やかな赤色の木材をつくる桑の秘密を解明

10
2020/03/03　生物プロセス研究部門

　生命のもととなる可能性のある有機物の合成反応を実証
　－生命誕生の解明へのブレークスルー－

11
2020/03/30　生物プロセス研究部門

　疾患の要因となる“糖鎖”を認識する抗体を作るための化合物を開発
　－新しい特性の抗体やワクチンの開発に貢献－

12
2020/04/14　細胞分子工学研究部門

　人工組織に血管を作製する技術を開発
　－組織培養デバイスを使って主血管と毛細血管を持つ生きた組織を作製－

13
2020/05/21　バイオメディカル研究部門

　細胞培養用の微小デバイスをタンパク質で作製
　－架橋アルブミンによる細胞パターニングをより迅速・簡便に－

14
2020/06/09　細胞分子工学研究部門

　完全に非破壊的に抗体の高次構造を解析
　－独自のNMR技術により製剤・保存条件でのバイオ医薬の評価を可能に－

15
2020/06/11　生物プロセス研究部門

　共生細菌が宿主昆虫の幼虫と成虫で異なる機能を担う
　－昆虫の変態、暮らし方の変化、体内微生物の関係を解明－

(2019.6～2020.6 の生命工学領域のプレスリリース)

最近の主な研究成果

T. Iwayama, T. Okada et al, 
Science Advances, 2019 より転載

Shen Y. et al., PLOS ONE,
2020 より一部改編し転載
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https://unit.aist.go.jp/cbbd-oil/laboratory/

5領域から研究者が参画

産総研では大学等のキャンパス内に設置する産学官連携研究拠点「オープンイノベーションラボラトリ（Open
Innovation Laboratory : OIL） 」を整備し、大学等の基礎研究と、産総研の目的基礎研究・応用技術開発を融合
し、産業界へ技術の「橋渡し」を推進しています。

産総研の卓越した計測デバイス化技術と、阪大の卓越した最先端
フォトニクス技術を融合させることで、既存の計測限界を超える
バイオセンシング技術を開発し、橋渡し研究を組織的に行い、社
会実証・社会実装のみならず、世界のデファクトスタンダードを
目指しています。集中研方式で以下の３つの戦略課題を実施して
います。
・革新的な細胞操作・イメージング技術の開発
・次世代フォトニクスバイオセンサーの開発
・バイオセンシングの超高感度IoTプラットフォームの構築

早大が有する日本有数の生体システムビッグデータや技術アド
バンテージに対し、産総研・早大双方の情報解析シーズやデー
タ解析技術を合わせて、生命現象のメカニズムの理解を深める
ことを目指しています。細胞や生物をシステムとして理解する
ことで、
・疾病メカニズムの解明
・海洋や微生物による医薬品原料の探索・生産
・究極の個別化医療への貢献
を目指した研究開発を行っています。

産総研は第５期中長期計画のミッションの一つとして「世界に先駆けた社会課題の解決」を掲げ、それらの解決に
貢献する戦略的研究課題へ全所的に取り組む研究体制として、融合研究センター、融合研究ラボを設置しています。

少子超高齢化を迎える本邦の社会課題に対し、QoLを向上させる
高品質・高機能・高精度な治療・診断技術の開発を重点テーマと
して掲げ、領域の垣根を超えた融合研究により課題解決を図る

・ 医療材料研究チーム
・ 治療・診断機器研究チーム
・ 体外診断・ウエラブル
　 治療デバイス研究チーム
・ 融合企画チーム

1
2019/06/06　創薬基盤研究部門 / 生物プロセス研究部門 / 人工知能研究センター / 産総研・早大　生体システム

ビッグデータ解析 OIL
　微生物のタンパク質生産量を向上させる遺伝子配列設計技術
　－情報技術でバイオものづくりを加速－

2
2019/07/04　バイオメディカル研究部門

ナノレベルで生きたまま観察！骨形成の初期過程を解明

3
2019/08/16　産総研・阪大　先端フォトニクス・バイオセンシング OIL

　世界最薄・最軽量のノイズ低減機能付き生体計測回路を実現
　－歩行中もノイズの少ない心電計測が可能に－

4
2019/10/11　創薬分子プロファイリング研究センター

ミトコンドリアへのタンパク質搬入口TOM複合体の精密構造と働く仕組みを解明

5
2019/10/22　生物プロセス研究部門

　昆虫の特異的な腸内共生は細菌間の競合によって形作られる

6
2019/11/22　バイオメディカル研究部門

アルツハイマー病発症初期の病態を示す新たなモデルマウスを開発
　－発症のメカニズムの解明や、認知機能障害の予防・改善方法の開発に期待－

7
2020/01/16　生物プロセス研究部門

　真核生物誕生の鍵を握る微生物「アーキア」の培養に成功
　－生物学における大きな謎「真核生物の起源」の理解が大きく前進－

8
2020/02/12　バイオメディカル研究部門

　疑似生体組織構築のためのマイクロマシンを開発
　－マイクロマシンを使って細胞を運んで並べ、生体組織を人工的に組み立てる－

9
2020/02/19　生物プロセス研究部門

　加工性に優れた鮮やかな赤色の木材をつくる桑の秘密を解明

10
2020/03/03　生物プロセス研究部門

　生命のもととなる可能性のある有機物の合成反応を実証
　－生命誕生の解明へのブレークスルー－

11
2020/03/30　生物プロセス研究部門

　疾患の要因となる“糖鎖”を認識する抗体を作るための化合物を開発
　－新しい特性の抗体やワクチンの開発に貢献－

12
2020/04/14　細胞分子工学研究部門

　人工組織に血管を作製する技術を開発
　－組織培養デバイスを使って主血管と毛細血管を持つ生きた組織を作製－

13
2020/05/21　バイオメディカル研究部門

　細胞培養用の微小デバイスをタンパク質で作製
　－架橋アルブミンによる細胞パターニングをより迅速・簡便に－

14
2020/06/09　細胞分子工学研究部門

　完全に非破壊的に抗体の高次構造を解析
　－独自のNMR技術により製剤・保存条件でのバイオ医薬の評価を可能に－

15
2020/06/11　生物プロセス研究部門

　共生細菌が宿主昆虫の幼虫と成虫で異なる機能を担う
　－昆虫の変態、暮らし方の変化、体内微生物の関係を解明－

(2019.6～2020.6 の生命工学領域のプレスリリース)

最近の主な研究成果

T. Iwayama, T. Okada et al, 
Science Advances, 2019 より転載

Shen Y. et al., PLOS ONE, 
2020 より一部改編し転載
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生命工学領域は、企業・地域の皆様のライフサイエンスに関する研究開発を
強力にサポートします。

産学官連携活動

様々な連携の形で皆様と一緒に社会の課題解決に取り組みます。

各センターの生命工学領域
連携担当者
経験と専門性を備えたメンバーが
ご相談に対応し、研究者との
マッチングをサポートします。

共同研究

技術コンサル
ティング 技術相談

受託研究研究試料
提供

企業

公的機関

地域

生命の基本原理から最新の医療機器まで多種多様な研究開発に対応
高度な解析技術や最新の測定装置を保有
企業の皆様のニーズに対応した戦力的な共同研究をコーディネート
地域・企業の皆様のニーズと産総研の技術シーズのマッチング
最新技術情報の提供、技術開発に対する意見交換
産総研が保有する、技術・ノウハウ等知的財産の手続き等

( 北海道 C )

( つくば C )

( 関西 C )

( 四国 C )

■発行
　国立研究開発法人　産業技術総合研究所　生命工学領域研究戦略部研究企画室
　〒305-8560 茨城県つくば市梅園 1-1-1 中央第 1、　https://unit.aist.go.jp/lsbt/rp-lsbt/index.html
■お問合せ・ご相談
　Email：life-liaison-ml@aist.go.jp

表紙写真説明

1. トランスポゾン発現系を用いて作製した、EGFP を発現する遺伝子組換えヒヨコ（バイオメディカル
研究部門　大石 勲 研究グループ長）

2. 効果的に新型コロナウイルスを排除できる医薬品候補を既存承認薬の中からコンピュータ解析により
発見（細胞分子工学研究部門　広川 貴次 上級主任研究員）

3. 真核生物の祖先と考えられる微生物「アーキア」の顕微鏡写真：世界初の培養と解析から真核生物誕
生の謎に迫った（生物プロセス研究部門　Masaru K. Nobu 研究員）

4. マイクロチップとスマートフォンで高感度な検査・診断を実現する技術を開発（健康医工学研究部門　
渕脇 雄介 主任研究員）

5. マイクロ流路型 PCR チップ（2.6 cm × 7.6 cm）を開発。流路中の往復送液を利用することでリア
ルタイム PCR 装置の小型化・高速化を実現（バイオメディカル研究部門　永井 秀典 研究グループ長）

6. 独自の遺伝子制御技術により木質の増加した植物の作出に成功（生物プロセス研究部門　光田 展隆 研
究グループ長）
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