資料２－３

ライフサイエンス・臨床医学分野の俯瞰
世界の研究開発動向、日本への示唆
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研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野（2019年）
「健康医療」、「食料・農業等」、「サイエンス」の３つのカテゴリーに加え、「（技術）シーズ」と「土壌（研究システム）」のポートフォリオ・バランスを
考慮して調査分析活動を実施
約100名の有識者の協力を得て、左図の35領域についてトレンド、トピックス、国際ベンチマークの調査分析を行った。
2年間で一定のテーマの下に、13回のワークショップなどを開催し、約150名の有識者からご意見を頂いた。
さらに、このような俯瞰による調査分析活動を通じて、世界の政策・研究開発の動向や日本の既存政策を見極め、今後日本として取り組む
べきテーマを抽出し（右図）、有識者の協力を得ながら調査を行った（行っている）。

今回はそういった活動から見出したトレンド・トピックスや日本の方向性について下記の視点からまとめた。
1. 全体像
2. 共通研究基盤（プラットフォーム）
健康寿命延伸の
食の安全、確保
3. ヘルスケア（予防・診断）
実現
4. 創薬
5. 食料・農業
医療保障制度の
健康・医療産業の
農業・製造業の
環境・生物多様
6. 生物生産（合成生物学）
活性化

持続性確保

詳細はWEBで
https://www.jst.go.jp/crds/report/report02/CRDS-FY2018-FR-04.html
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研究開発の俯瞰報告書

ライフサイエンス・臨床医学分野（2019年）

概要

社会・経済動向（期待・要請）

ライフサイエンス、健康・医療、食料・農業、物質生産等の研究開発の
俯瞰図

世界的に「より多くの人に、より質の高い医療サービスを、より安価に提供
する」ことが求められている。また世界の人口は増加の一途をたどっており、
「より多くの人が、より質の高い食料を安定して入手できる」ための、食の
安全、食料確保の問題は喫緊の課題となっている。

ライフサイエンスの研究スタイルの変化

健康・医療

食料・農業、物質生産、環境

医療費の高騰（国の財政問題）
産業構造の変化

ICT 技術の進展等によって、社会の中に存在する多種多様なデータの活用が
現実的になりつつある。社会からのフィードバックを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構造（下図）
の重要性が認識されている。社会・国民を巻き込んだ研究開発が大きな潮流
となってきている。昨今世界的な大きなトレンドとなっている個別化医療や
バイオエコノミーはその最たる例である。

日本の研究開発推進体制の課題と方策

科学技術として進展の大きいテーマ、および社会的ニーズ・インパクトの大きいテーマの視点から、定点観測、国
際ベンチマークを行うべき領域として下記の35の研究開発領域を抽出し、２章に各領域の詳細を記述
•
•
•
•
•
•
•

遺伝子発現機構
ゲノム編集
ケミカルバイオロジー
構造解析技術
オミクス
一細胞解析
細胞外微粒子・エクソソーム

•
•
•
•
•
•

免疫科学
時間科学
老化科学
微生物叢
感覚器科学
脳・神経科学

•
•
•
•
•
•

電子顕微鏡
•
光学イメージング
•
生体イメージング
•
生体分子計測技術
•
ヘルスケアIoT
•
計測データ解析（AI）

環境微生物学・合成生物学
植物・農業
水産
畜産
機能性物質・食品

•
•
•
•
•
•

中分子医薬
高分子医薬（抗体、核酸）
ＡＩ創薬
遺伝子治療・細胞治療
再生医療
オルガノイド・臓器チップ

•
•
•
•
•

世界の研究開発政策の潮流

技術トレンド

■ 健康・医療分野
・ ゲノム医療、個別化・層別化医療（がんを中心に）
ヘルス・メディカルインフォマティクス、AI医療、AI創薬
・ 創薬：がん免疫、中枢神経系、感染症
大規模な官民パートナーシップによる産学協働型研究
・ 細胞治療・遺伝子治療
・ 脳神経研究（長期的研究）

一細胞オミクス技術の隆盛と細胞社会・不均一性の理解や疾患の理解
クライオ電顕、超解像顕微鏡・光シート顕微鏡等イメージング技術の発展による各
生体スケールの解像度の向上
ゲノム編集技術の精度の向上による医療、食料応用への展開
AI・機械学習の生命科学、臨床への着実な浸透
新しい創薬等アプローチの出現
個別化・層別化医療、精密医療、ゲノム医療・創薬およびバイオエコノミー等社
会・国民の理解が必要な研究開発の大きな潮流の継続
計測技術やAI・機械学習等をはじめとしたICT技術の急速な進展は、分野の研究のあり方や
手法のパラダイムを変えつつある。自動化、大規模化という流れは今後も続いていく。

■ 食料・農業分野
・ 持続可能、気候変動、循環型、スマート
■ 物質生産分野
・ 合成生物学の取組（米英中を中心に）

「データ駆動型」の新しいアプローチによる生命現象の理解が進
展し、今後「精緻な理解」と「予測」が大きな方向性となる
研究者あるいは研究コミュニティが、研究対象として、研究開発
の循環構造を意識し、生命の時空間階層を広く見ることができる
ようになった（見ていかなければならなくなった）
技術進展サイクルの短縮化の結果、研究単位当たりのハイスルー
プット化、高コスト化、つまり「ビッグサイエンス化」が急速に
進展
今後ますます実験デザイン（データの取り方と解析）が重要に
ブロード研究所（米国）、フランシスクリック研究所（英国）な
ど各ラボと技術コアによる協働を前提としたオープンなアンダー
ワンルーフ型の大規模研究所が誕生

研究開発動向の概観を把握するため、健康・医療分野と食料・農業、物質生産、環境（グリーンバイオ、ホワイト
バイオ）分野の各々について基礎から出口までを軸とした俯瞰図（研究構造のスナップショット）を設定

日本の課題
少子高齢社会（労働人口減）
人口増加や気候変動による食料問題
情報技術・社会の加速度的進展

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

直近2~3年の大きな技術・研究の変化、進展

診断技術・バイオマーカー
診断技術・がんゲノム医療
生活習慣病
精神・神経疾患
感染症

下記を実現する研究プラットフォーム（拠点化とネットワーク化）
の構築と研究者のマインド、科学研究文化の変革
研究者が研究に専念できる環境構築
機器共用による全体コスト効率化
若手研究人材のスタートアップ環境整備
異分野融合による新しいサイエンスの創出
Wet/Dry統合と人材育成
データマネジメントと計測技術等の標準化
マウスからヒトへ、ラボからフィールドへ（人材育成と研究）
異分野（生命科学・工学・情報学・医学）の統合や産学連携に
よる基礎研究からイノベーションまでのコスト・時間短縮
イノベーションのCo-driverという認識の下、ELSI/RRI

国際ベンチマーク（技術）から見た日本の位置づけ
日本が強みを有する領域（基礎研究）
構造解析、細胞外微粒子、光学イメージング、核磁気イメージング、免疫科学、時間科学、脳神経科学、
植物科学、畜産科学、高分子医薬、幹細胞・再生医療、オルガノイド、生活習慣病、精神・神経疾患

日本が強みを有する領域（応用研究）
細胞外微粒子、水産、機能性食品、高分子医薬、幹細胞・再生医療、精神・神経疾患

世界の潮流だが日本が後塵を拝する領域
遺伝子・細胞治療、がんゲノム医療

今後の方向性

世界の研究開発の潮流、近年の技術革新、現在実施中の日本の研究開発
プログラム、日本の強み・弱みを総合的に勘案して下記を導出

ライフサイエンス・バイオメディカル3.0（データ駆動型・統合型）
これからのライフサイエンス・バイオメディカル研究は組織戦（データ統合・知識集約）
が主流に！⇒オープンサイエンス・コラボレーションが制する

近年の技術革新の例
第三・四世代DNAシーケンサ
一細胞オミクス技術
クライオ電子顕微鏡（単粒子解析技術）
超解像顕微鏡
人工知能・機械学習技術
ゲノム編集技術
光免疫技術、光遺伝学
オルガノイド技術／Body on a Chip技術
遺伝子改変免疫細胞治療技術

次世代シーケンサ、AI・機械学習をはじめ、
技術革新のスピードが年々速くなり、従来の
ライフサイエンス・バイオメディカルとはパラダイ
ムが変わりつつある。
戦後の分子生物学の勃興が2.0だとすると現
在のデータ統合・駆動型は3.0の時代に！

ブロード研究所、ジャネリア研究所、BIOHUB（以上、米国）、
フランシスクリック研究所、MRC分子生物学研究所、サンガー研
究所（以上、英国）、欧州分子生物学研究所（EMBL)、
マックス・プランクなど世界の研究所では各ラボと技術コアによる協
働を前提としたオープンなアンダーワンルーフ型の研究が主流に。
ゲノムシーケンサの急速な高速化と低コスト化

高々３年程度でスループットが６０倍に

ライフサイエンスの研究スタイルの変化
研究者あるいは研究コミュニティが、生命の時空間階層を広く見ることができるようになっ
た（見ていかなければならなくなった）
「データ駆動型」の新しいアプローチによる生命現象の理解が進展し、今後「精緻な理
解」と「予測」が大きな方向性となる
技術進展サイクルの短縮化の結果、研究単位当たりのハイスループット化、高コスト化、
つまり「ビッグサイエンス化」が急速に進展
今後ますます実験デザイン（データの取り方と解析）が重要に（下図）
従来の個別ラボで研究を進めるスタイルは新しい生物医学分野の課題に対する研究
にそぐわない面も
ライフ・バイオは一細胞オミックス（シーケン
サ）、質量分析、イメージング、バイオエン
ジニアリング（ゲノム編集、光遺伝、人工
染色体、抗体、幹細胞等）、データ解析
の５つの技術領域の総合への期待が大
（図）。
世界の潮流は、これら複数技術（物理、
化学、生物、情報、工学）の統合による
生命の理解や疾患の理解、創薬研究など。
今後イメージング技術の更なる活用に期待。

このような世界の先端研究所では、
オープンラボスタイルが通常（右図）
各ラボが独自のアイデアを各種の最先端技術にアクセスしな
がら実現
ワンストップで一細胞オミックス（シーケンサー）、質量分析、
イメージング、バイオエンジニアリング、データ解析の５つの技
術にアクセスできる
全ラボには少なくとも１名のテクニシャンが配置され、加えてコ
アファシリティ付きのスタッフが存在
公的な研究所では、研究者数10に対して、少なくとも4以
上の比率の人員がファシリティスタッフに割かれている
研究スタイルの変化に伴い、テクニシャンだけでなく、スタッフサ
イエンティスト、リサーチスペシャリストなど様々な形態の職種
が生まれてきている。

日本はラボで完結（蛸壷・
分散型）、世界はラボ＋
研究所

なぜならばこれが下記にも直結するから

研究者は研究に専念（機器のお守りから解放）
機器共用による全体コスト効率化
若手研究人材のスタートアップ環境
データマネジメントや計測解析手法の標準化
異分野融合による新しいサイエンスの創出
基礎研究からイノベーションまでのコスト・時間短縮

フレッシュなアイデアをもったコンパクトな
個々のラボ（５～１０名）が技術コアおよび
それを支える高度人材と協働で研究を進める

科学者の周りにテクニシャンやスペシャリストがたくさん存在
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ヘルスケア（予防、診断、ヒト計測）
健康・医療の重心は「治療」から「予防」へ、一律から「個別化」へシフトしていく過程。
1. 遺伝子パネル検査
2. リキッドバイオプシー（遺伝子、細胞外微粒子、蛋白質、代謝、細胞）
3. マイクロバイオーム、ヴィローム
4. 画像解析・診断
5. リアルワールドデータ（EHR、PHR（スマホ、時計等ウェアラブル））

ゲノム診断、
検査

2017年11月、FDAはファウンデーション・メディシン社（FMI）のFoundationOne
CDx™を固形がんの網羅的遺伝子解析プロファイリング情報を提供する検査として初
めて承認
日本でも、2018年12月、シスメックス社は、国立がん研究センターと協働で開発した
「OncoGuide™ NCCオンコパネル システム」について承認を取得
米23andMe社、様々ながんに関連する遺伝子を調べる消費者直送型のテストキッ
トをFDA認可（2018.3）。数百万人の匿名化されたデータを企業、研究機関等に
販売。

：従来の検
査よりコストが
大幅に低く、
サンプルを提
出後数分内
に結果

2016年、FDAはロシュ社のリキッドバイオプシーキットを肺がん患者のctDNAにおける
EGFR遺伝子変異検出用として承認。日本でも保険適用。
2019年、Anpac Bio社は、世界的な病院との14万例余りの共同研究により、
CDA（Cancer+Differentiation+Analysis）リキッドバイオプシー診断が疾病初
期の20タイプ以上のがんを80-90%の感度・特異度で検知と報告。
英国 Owlstone Medical 社は、呼気 VOC を対象とする「診断デバイス」および
「診断キット」を開発。肺がん、喘息の臨床試験を実施中。
日本でも、NEDO・AMED「体液中マイクロRNA測定技術基盤開発」、JSTCREST「細胞外微粒子」など。

マイクロバ
イオーム

ベンチャーを中心に臨床試験が実施中
AMED事業「微生物叢」等

画像解
析・診断

2018年2月、FDAは脳卒中の可能性があることを医療提供者に知らせることができ
るコンピュータ断層撮影（CT）のAI解析ソフトウェアを承認
2018年4月、FDAは米IDx社が開発した糖尿病網膜症を検出するAIを用いたデバ
イスを医療機器として初めて承認
2018年、Google社の画像認識AIによって「99％の精度で転移性の乳がんを検知
できる」、「主要な2種類の肺がんを97パーセントの精度で判別できる」など発表
UCSFの研究者らが、脳のPET検査の画像からAIがアルツハイマーの発症を6年も早く
予想できると発表
2019年４月、FDAはAIを使った医療機器の発売前に必要な承認方法を巡って新
たな規制枠組みを検討開始（AIによる学習・アップデートをどのように把握・規制する
か）
日本でも、昭和大学・AMEDの成果として、AI内視鏡画像診断支援ソフトウェアが承
認（2018年12月）

リアルワー
ルドデータ
（RWD
）

Abbott、Dexcom、Empatica、Medtronic、Zoll社 等が FDA の承認を得たウ
エアラブルデバイスを提供
2017年、FDAがアボット社の「FreeStyle Libre」フラッシュグルコースモニタリング・シ
ステムを承認。日本でも保険適用。
2019年、AliveCor社の「KardiaMobile」は、心房細動だけでなく、脈が遅くなる徐
脈、心拍数が増加する頻脈も検出できる個人用心電図デバイスとして、FDAから初
めて認可

リキッド・ガ
スバイオプ
シー

•
•
•
•

FDA（米国食品医薬品局）がデジタル技術を用いたイノベーションを適切に評価する体制を整えるため、
2017年7月「Digital Health Innovation Action Plan」を始動
パイロットプログラムには、米Apple社、米Fitbit社、米Johnson & Johnson社、スイスRoche社、韓
国Samsung Electronics社、米Verily社（Google)など9社が参加。
予防・予測診断において、PaaS（Product as a Service）型のビジネスモデルが盛り上がっていくこ
とが予想される。
米国だけで3.5兆ドル規模のヘルスケア業界はGAFAにとってビジネスチャンス。世界のヘルスケアビジネス
は異業種からの参入が相次いでいる。

Apple

2015年、Appleは医療の研究調査用に設計されたソフトウエアフレームワーク「ResearchKit」を研
究者や開発者向けに提供開始。国内ではNTTドコモが東京大学と共同で糖尿病用のアプリを開発
。順天堂大学でも花粉症用など複数の疾患研究に活用。
スタンフォード大学とのApple Watch心臓健康調査のために1年足らずで400,000人を募集、医
療情報を共有
Apple社のAppleWatch４の「ECG App（心電図アプリ）」FDA認可（2018年9月）
100のCHS関連病院（米国最大のヘルスケアサービスプロバイダーの1つ）がiOSデバイスのHealth
Records機能をサポート。患者が複数のプロバイダからのEHR情報にアクセス可能。
2018年３月には自前の医療機関ACウェルネスを設立

Google

英国では、2016年からDeepMind Health（Google)が国民健康サービス（NHS)運営の国立
病院で実装され、患者の容態をモニターする病院関係者向けアプリ「Streams」の開発目的で提供
されている。
2017年～、Verily Life Sciencesにおいて、デューク大学、スタンフォード大学とGoogle
Baseline Project（スマートウォッチを介して各種センサーから得られた心拍数、皮膚電位、運動
習慣などのデータを収集）を実施。
2018年、NIHのSTRIDES（発見、実験のための持続可能な科学技術研究基盤）イニシアティ
ブ開始。生物医学研究者が、Googleクラウドを活用して、大規模な生物医学データにアクセスし、
コンピューティングへの経済的、技術的障壁を軽減することが目的。

Amazon

2018年1月、バークシャー・ハサウェイ、Amazon、JPモルガン・チェースは共同で新たな医療ケアシス
テム事業Havenの立ち上げを発表。ビッグデータや仮想技術を利用し、自社の従業員（百万人規
模）の慢性疾患への対応や医療費を減らすととともに、このシステムを他の企業にも広げる可能性。
バークシャー・ハサウェイはイスラエルのジェネリック医薬品大手テバの株式を買い増し。
Amazonはインターネット薬局のスタートアップPillPackを買収

今後の研究の方向性 ～IoBMT（Integration of Bio-Medical Things)～
「ヒト研究」×「データ研究」の戦略的な活性化を通じ、１）生命科学・工学・医学の“知の構造化・統合”、２）国民
参加型の“個別予防・予見医療（precision medicine）”および“適正な医療資源配分”、の実現を加速する研究
開発、基盤整備

IoBMTの目指す社会像「個別予防・予見医療」
Copyright © 2019 CRDS All
Rights Reserved.
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創薬
核酸医薬の承認が相次ぐ

次世代創薬基盤技術の俯瞰
「Ｃ）新規モダリティへの挑戦」は、現在アカデミア主体の研究段階にある医療技術シーズ群
を列挙。
これらは新しい医療技術であり、極めて複雑な技術でもあることから、レギュラトリーサイエンス
と知財戦略の 2 点が、アカデミアにおける研究開発の早期段階から必要。

FDA、バイオジェン社の脊椎性筋萎縮症に関するRNAを標的としたアンチセンス核酸医薬
(Spinraza)を承認。患者の髄腔内に投与（2016年）
FDA、スパーク・セラピューティクス社が開発した、先天性の視力障害に対するRNA干渉核酸医薬
（Onpattro）を世界で初めて承認。患者の網膜に直接注射（2018年）

細胞治療・遺伝子治療の潮流
細胞治療、遺伝子治療への投資が増
加（右図）。ゲノム編集治療、ポスト
CAR-T細胞治療がホットトピックス。
ゲノム編集の治療への応用として、体内
に直接ゲノム編集ツールを導入するin
vivo法、ゲノム編集した細胞（T細胞
など）を作製、体内に導入するex
vivo法の2つが進められる。
幹細胞はオルガノイド等薬物動態（薬
効）・創薬ツールへの活用が盛ん。

出典：CRDS「次世代医薬・基盤技術の動向と展望、推進すべき研究開発戦略」

ゲノミクス・オミックス医療（AIを伴う）と創薬の開発方法の変化
企業と大学、病院が協力・連携し、患者さんに初期段階から参画してもらい、そこから得られ
る知識・データを元に各段階で、個別の治療法を見出し提供していく。そして患者のアウトカ
ム・プロフィール管理型の治療法への取り組み（米国や英国が先導）。
AIは既に創薬のさまざまな問題（オミックスの相関解析、化合物の活性予測、化合物の標
的予測、化合物の薬理作用・副作用予測等）で活用されており、 IT 企業が 創薬事業
へ参入する動きもあり、製薬産業全体に大きな波が押し寄せている。

ハーバード大学
ペンシルバニア州立大学

NEW

出典：Alliance for Regenerative Medicine

2017年、米国FDA、ノバルティス社が開発した急性リンパ性白血病向けのCAR-T療法「キムリア」を、
米国で初めて細胞療法として認可（欧州が先行）
→2019年3月 日本でも認可。5月 薬価3349万円で保険適用開始。
米サンガモ・セラピューティクス社は、ゲノム編集技術を用い、難病患者の体内で遺伝子を修復して治
療する世界初の臨床試験を開始。先天性難病「ムコ多糖症２型」が対象。ゲノム編集するための遺
伝子を組み込んだウイルスを、静脈から患者の体内に送り込む。
2018年、米国NIH、ゲノム編集技術を使い、骨髄腫や皮膚がんといった複数のがんの治療を目指す
臨床研究の実施を承認。ペンシルベニア大。（中国が先行）

出典：CRDS「次世代医薬・基盤技術の動向と展望、推進すべき研究開発戦略」

Copyright © 2019 CRDS All Rights Reserved.
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食料・農水畜産
食料関連研究開発の潮流と課題
《農業》
［目標］
環境負荷低減
持続可能な農業
気候変動対策（適応＆CO2削減）
農村の多様性＆環境・所得改善

［戦略］
土壌の物質循環、土壌微生物、作物の遺伝子型・
生態生理、圃場の微気象をリンクさせる融合的アプ
ローチにより、収量と環境負荷低減のバランスを取る
農家に利益のある、環境にやさしい農業

［課題］
気候変動下、高温・高CO2でも多収・高品質・
環境負荷低減が求められる。
土壌の物質循環、土壌微生物、作物の成長・
代謝・物質生産、圃場の微気象は互いにリンク
しているので、作物の物質生産効率だけを追求
すると環境負荷低減することは難しい。

海外のプロジェクト

2018年6月、米国ナショナルアカデミーがコンセンサスレポート発行。2030年までに到達すべき目標として、１．
食料・農業システムのさらなる効率化、２．持続可能な農業、３．急速な変化と極端な状況に対応できる
農業システムを挙げている。
米国USDAによる研究開発で、有機農業研究イニシアティブ(OREI)開始。2018年度予算は約19億円。
EUでは、Horizon2020の枠組みで、農業/食糧の研究開発のために 1 billion EUR (約1246億円)の
投資を決定。
英国では、2013年、「英国農業テクノロジー戦略」を発表。英国の大学や研究所で行われている基礎植物
学研究と応用研究との橋渡し研究を活性化し、その効果を産業界へ波及させることを目標としている。2013
～2019年で1.6億ポンド（約226億円）。
英国では、合計48億円を投じてケンブリッジ作物センター(3CS)を開設し、より高収量で環境負荷を低減し
た農業基盤の確立を目指す。

注目動向
農薬・種苗業界は大手による再編が進み、４強時代に突入（右図）
農業においては、情報技術やドローンなど専門技術に特化した多数の
バイオベンチャー群が研究エコシステムを形成。
現在、医療用を除くと、マーケットにある遺伝子組換え生物のほとんどは植物(農作物)であり、
大半が、除草剤耐性、または虫害対抗物質を組み込んだもので、飼料用作物、または油脂
抽出用（キャノーラ）、あるいはワタであり、直接、人間の口に入る作物は少ない。

一方、外来DNAを含まないタイプのゲノム編集作物は、消費者指向の付加価
値を付けた設計が多く、新たな市場価値の創出が見込まれている。

(トピックス例)
Cibus社、ナタネの遺伝子コードを1カ所だけ変更し、除草剤への耐性をもたせることに成功。すでに
ノースダコタ州とモンタナ州で栽培。
デュポン パイオニア社、最先端の育種技術であるCRISPR-Casにより育成した最初の農業製品が
ワキシーコーンハイブリッドとなることを発表
Calyxt社、ゲノム編集技術を活用し、高温でもトランス脂肪酸が生成されない油に加工できる大豆
を大量に栽培。さらに、より健康に育つジャガイモや、低グルテン・高食物繊維の小麦なども開発。
モンサント社、急速に進化する食品技術の現場を確保するため、Pairwiseという遺伝子編集スター
トアップに1億2500万ドルを投資。長い賞味期限の甘いイチゴが早い時期に提供される可能性。
英エディンバラ大学のロスリン研究所、ゲノム編集により、ウイルスへの耐性があるブタを生み出した。
EU離脱後、英で市販されるとの見方。
筑波大学、GABA生合成量が多くなったトマトを作出。2019年中に市場に出すことを目指。
弘前大学、ゲノム編集ジャガイモの屋外試験栽培を、2017年４月から開始。
近畿大学水産研究所、ゲノム編集を使い、筋肉量を1.2倍に増やしたマダイの量産にめど。

(注目研究)

2019年1月、メリンダ＆ビルゲイツ財団が助成する国際研究プログラムRIPEの
グループが、植物の光呼吸によるCO2のロスを合成生物学的手法を用いて抑え、
バイオマスを25%増大させることに成功。

《水畜産》
SDG’s、バイオエコノミーの概念普及の世界的潮流を受けた社会的関心の高まり
• 水産：天然水産資源の維持、持続可能な食料生産の重要性から、漁獲から養殖へのシフトが進行。一
方、養殖適地の飽和、水質汚染、天然魚の遺伝攪乱の可能性が危惧される。
• 畜産：牧場の開発、温室効果ガス排出による環境への影響が懸念される他、ウシの人工授精受胎率の
低下が世界的な懸念。
ゲノム編集技術などのバイオテクノロジー発展に加え、IoT、AI技術を活用したデータ駆動型検討が盛んである
が、未だ水畜産への恩恵は限定的。
個別の優れた研究事例は存在するが、ライフサイクルの長さ、制御困難さが障害となり、成果の一般性検証や
統合、現場ノウハウ解析が停滞。

今後の研究の方向性
テーマ例1：気候変動下での環境負荷低減
農業を実現する基盤の創出
～圃場における微生物、作物、気象を統合的に
扱うモデルの開発に向けて～

テーマ例2：
高品質水畜産物の高速·持続可能な生産に向
けた品種改良、飼育養殖手法開発

海外のプロジェクト

ノルウェー：水産養殖研究の大規模プログラムHAVBRUK2（2016～2025年）を実施。145
million NOK (約18億円)/年。
中国：ゲノミクスベース研究プロジェクトAquatic10-100-1,000 Genomics Programを実施。10種
類の養殖魚においてゲノム育種を実践し、100種類の魚種で全ゲノムを解読し、1,000種の魚種でトラン
スクリプトームデータを取得することを目指す。
Copyright © 2019 CRDS

All Rights Reserved.
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国内外の主なプロジェクト

合成生物学（生物生産）

国

プログラム

米
国

• NIHのGenomes to Natural Products：天然物の探索、生合成経路や制御ネットワークの解析、及びHTSに向けた新しい
ツール、生産モデル生物開発
• DARPAのLiving Foundries：DBTLサイクルを迅速に回す基盤技術開発や自動化、ゲノム編集、機械学習を活用し化成
品、医薬品など有用な1000の分子の生物生産法開発
• DOEによる藻類によるバイオ燃料生産
• NSFのUnderstanding the Rules of Life：遺伝子型から表現型の予測など、数学物理コンピュータサイエンスを活用し普
遍的な生命のルールを解明。

欧
州

• Horizon2020の枠組みで、植物分子農場における新育種手法の利用（BIOTEC-07-2017）研究プログラムを2018年か
ら開始。ワーゲニンゲン大学が統括するチコリ(CHIC)と、バレンシア大学が統括するタバコ(Newcotiana)の2課題、約5年でそ
れぞれ7.5～10億円程度の予算。
• 英国８大技術の一つ（2012年）、6つの研究拠点が指定された。2013年国立のビジネスインキュベーターとしSynBICITE設
立
• BBSRC、EPSRC合同出資により、ケンブリッジ大学、アールハム研究所、ジョン・イネス研究所共同で、2015年から植物の合成
生物学プロジェクト、OpenPlantを開始。予算規模は5年で約18億円。

日
本

•
•
•
•

概況
合成生物学とは要素構成的なアプローチによる生物学。大きく分けて、トップダウン型（還元的、
遺伝子改変型）と、ボトムアップ型（構成的、合成型）の研究アプローチがある。
国際的なバイオエコノミーの流れに加え、NGS、AI・機械学習、ゲノム編集などの技術進展と相
俟ってDBTLサイクル（下図参照）が回せるようになったとの期待から、予測に基づき任意の生
物を設計、構築が可能になることが期待され、合成生物学が再度国際的なブームに。
［想定される出口］

研究のターゲットとしては、医薬品、生理活性物質、大規模市場の見込みがある化成品が主流。
医薬品では生物生産が拡大。抗生物質、抗体、ワクチンなど。2017年世界医薬品売上げラン
キングにおける上位7/10はバイオ医薬品（日経バイオ年鑑2019より）。
ナノテク、情報技術を駆使し、専門技術に特化したバイオベンチャーが米国を中心に多数設立さ
れ、研究エコシステムを形成（上位31/50社が米国拠点）。大手化学企業との提携や、IT企
業からの投資が進む。

先行事例：アルテミシニン生産プロセス確立（米Amyris社 ）2013年
抗マラリア薬、アルテミシニンはクソニンジンから発見されたが、栽培に長い時間を要し、気候変動の
影響を受け収量が安定しない。そこで、多数の組換え酵母作製、アルテミシニン前駆物質の実用
レベル生産に成功。

高コスト化の要因は、デザイン精度不足。
作製した改変分子、システムが機能しな
い、といった問題をデザインの時点で可能
な限り減らす効率化が必要。

• 【Sc2.0】米国、中国、英国などが参画する国際プロジェクト

国
際

ボトムアップで酵母の染色体を組換えていくことを目的
2017年3月に関連する7報の論文がScience誌に投稿
ただ合成DNAで置き換えていくわけではなく、必須でない遺伝子やトランスポゾンを除去している。ゲノム全体にランダム遺伝子変換システムを
導入し、組み換えによる実験が行えるような取り組みも。

• 【Genome Project-Write(GP-Write)】2016年に発足した国際コンソーシアム

目的はヒトのゲノム全体のデザインとアセンブル。10年以内に1億～1000億塩基対のゲノム調達コストを1/1000にするとしている
日本からも4名が参画

世界の潮流

しかし、Amyrisの事例は膨大なコスト
（1億ドル）の果てのもの。後続の成功
例にも乏しい。育種が複雑になるにつれ
て、コストは指数関数的に増加。

スマートバイオ産業・農業基盤技術（SIP)
スマートセル（NEDO）86億円予定／５年
人工細胞リアクタ（ImPACT）10数億円規模／５年
ゲノム合成（JST-CREST/さきがけ）70億円程度／５年

今後の研究の方向性
テーマ例1：核酸、タンパク質、細胞を結ぶ、高
い壮横断的サイエンス水深による生体分子・生
命システム設計ルールの創出
生体分子の設計精度向上

DNA にコードされた遺伝情報の伝達プロセスや、こ
れを経て合成されたタンパク質の機能発揮の障害と
なるチェックポイント·条件を網羅的に把握

生命システム（代謝経路）設計精度の向上

代謝経路に必要な核酸、酵素、基質、エネルギーな
どの細胞内のリソースや、その調達のための転写、翻
訳などのプロセスのキャパシティを把握し、経路成立の
ための最低条件を解明

テーマ例2：植物分子工場
（植物バイオ物質生産基盤技術の開発）

エピゲノムの徹底利用

エピゲノム編集
染色体攪乱レジリエント解明（動物には無理な染
色体融合、多倍体形成）

未利用遺伝資源の徹底利用

DBTLサイクルを効率よく回すことが必要。
ゲノム、タンパク質、メタボロームといった階
層を超えたデータを統合し、学習させる
データ駆動型の研究が必要。

植物ならではの複雑な構造の化合物生産基盤（有
用植物の代謝・遺伝子発現操作ＡＩ予測、合成
経路を辿る有用化合物進化）

植物ならではの遺伝子発現ネガティブ制御の
全容解明

Copyright © 2019 CRDS All Rights Reserved.
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【参考】国際ベンチマーク
基礎基盤科学技術（分子・細胞、組織）

基礎基盤科学技術（分析・計測技術）
日本が強みを有する領域（基礎研究）

構造解析、細胞外微粒子、光学イメージング、核磁気イメー
ジング、免疫科学、時間科学、脳神経科学、植物科学、畜
産科学、高分子医薬、幹細胞・再生医療、オルガノイド、生
活習慣病、精神・神経疾患

日本が強みを有する領域（応用研究）

細胞外微粒子、水産、機能性食品、高分子医薬、幹細胞・
再生医療、精神・神経疾患

世界の潮流だが日本が後塵を拝する領域
遺伝子・細胞治療、がんゲノム医療

食料・農水産業、生物生産

健康・医療
この表からだけでは投資対象分野を決めるのは難しい。
応用研究の後ろに産業・市場というカラムがあるとすると、、、
「光学イメージング」では、基礎研究は◎応用は〇。産業を見ると、光学顕
微鏡メーカーは世界で４社。そのうち２社が日本メーカー。優れた技術を
持っている証拠だが、ビジネスとして世界水準で儲かっているかというと？？
となる。
「高分子医薬（抗体、核酸）」は基礎も応用も◎。日本のいくつかの製薬
メーカーは世界トップレベルの抗体技術をもつ。しかし、市場をみると、医薬
品売上げの上位に日本発のバイオ医薬品は多くない。
「再生医療（幹細胞医療）」は基礎も応用も◎。ただし、市場自体がま
だほぼないので、産業・市場は世界的に△。また今後の市場性については
有効性・安全性・経済性の点から注意深く見守る必要がある。
「細胞外微粒子・エクソソーム」は基礎も応用も◎（ただし欧米も同じ）。
一部重複する「バイオマーカー」では〇。リキッドバイオプシーなど予防・診断
技術の今後の市場性は見込める。医療ベースと民間ベース両方の可能性
有り。AIやビジネスモデルが鍵に。

※1つの研究開発領域について3名程度の専門家による主観評価をCRDSにて取りまとめたもの。
根拠となる情報は報告書の国際比較表に記載。

■基礎・応用
基礎：大学･国研などでの基礎研究レベル
応用：技術開発(プロトタイプの開発含む)・量産技術のレベル
■現状（日本の現状を基準にした相対評価ではなく絶対評価）
◎：他国に比べて顕著な活動･成果が見えている
〇：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
■動向
直近２年程度の取り組み状況。↗：上昇傾向、 →：現状維持、 ↘：下降傾向

共通して、いまの産業の延長で考えることだけで国としての投資先を検討する
のが良くないのは明白である。社会の変化（未来予測）、新技術、新産業
の創出（イノベーションのジレンマ）も考慮した上で検討していきたい。
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【参考】国際ベンチマーク

論文による国際ベンチマーク

Web of Scienceを用いてCRDSで集計

ライフ・医学分野全体
（世界）

最先端研究機器の導入状況（国際ベンチマーク）
次世代シーケンサー（NGS）
イルミナ社（世界のNGSの90%のシェア）で世界に11000台。圧倒的に米国のシェア
が大きい。
最先端機種のNovaSeqは世界に285台、日本に数台。英国、ドイツは日本の2倍以
上のNovaSeq（約2億円）を導入。
データの集約の視点からもHiSeqを含め、英国、韓国、ドイツは拠点に集中させる傾向。
日本は、研究から企業、non-clinical から clinical への速度が遅く、依然としてアカデミ
アでの利用がメイン
最近の研究は受託サービス企業（中国、韓国等）への外注がほとんどである。一方で、
ゲノム情報は知的財産の塊、サンプルの海外流出や技術確保への懸念がある。
出典： Illumina, Inc

ゲノム編集

合成生物学

免疫

クライオ電顕
今後の低分子・中分子創薬はクライオ電顕、スパコン、AIがキーテクノロジー
日本は米国、中国はおろか、ドイツ、英国にも大きく後れを取る。中国は購入契約済み
ベースを合算するとドイツを上回る。
サーモフィッシャー（先行）と日本電子の２社が販売。

最上級機
約5億円

スクリーニ
ング機

出典：日本エフイー・アイ株式会社

Installed base as of Oct. 2018

ライフ・バイオは一細胞オミックス（NGS)、質量分析（MS）、イメージング、バイオエンジ
ニアリング、データ解析等の技術を総合して健康・医療、化成品、食料・農業などの理解
や応用へ向かう分野
２年に一度ぐらいの頻度で上位機が発表。最先端についていくには３年に一度の投資
が必要だが、ハイエンド機は容易には購入不可能。

日本は分野全体をマクロに見ると英国、ドイツに次いで５番手。個別ラボによる従来型研究で
対応できるゲノム編集、合成生物学、免疫などの分野も同様。
しかし、世界の新興・先端分野である一細胞オミックス技術などのXオーム・Xオミクス研究、
クライオ電顕など高額な機器や高度なデータ解析（インフォマティクス）が必要な分野では
日本は英国、ドイツについていけず（ダブルスコア）。プロテオーム・メタボローム、マイクロバ
イオーム・メタゲノムもまったく同じ動向。
このような新しい技術・研究分野に投資をするのであれば、クリティカルマスがあり、研究環境・
システム改革と同時にしなければ効果がない。
何らかの手を打たないと今後も生命科学の研究力は低下傾向が続くのではないか。
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【参考】注目すべき世界の先端研究拠点（アンダーワンルーフ型コラボレーション拠点）
英国Francis Crick Institute

米国Broad Institute
2004年～＠ボストン
MITとハーバード大学の合同出資
オープンな研究環境
3千人以上の科学者が参加
2016年度予算4.1億ドル、チャリティが1/3以上。
特定の分野で働く個々の研究室の伝統的な学術モデルは、生物医学の新た
な課題に対応するように設計されていない。ヒトゲノムと生物システムの包括的
な見方を得るために、高度に統合された方法で作業しなければならない。
生物学、化学、数学、計算、工学を医学と臨床研究と組合せた素早いチーム
世界クラスの質と量を有するインフラストラクチャーにアクセス
創造性、リスク、データ及び研究のオープンな共有の雰囲気を醸成

製薬業界からのお金を
増やしていく方向

医学部や病院と協働できる環境

バランスのとれた投資元

2016年～＠ロンドン
MRC、Cancer Research UK、Wellcome、UCL、King‘s College London、Imperial
College Londonの合同出資
1500人の科学者とサポートスタッフ
6.5億ポンドの初期投資（箱物・ハード）
総収入1.６億ポンド（2017年）、チャリティの出資大
No Boundary, No Divisionで異分野連携、産学連携を促進
5つの戦略的優先事項
境界なしで発見を追求
将来の科学リーダーの育成
英国の科学とイノベーションを促進するために創造的な協力
健康と富のトランスレーションを促進
公衆に関与して鼓舞する
GlaxoSmithKline、AstraZenecaとpre-competitive
な基礎研究領域について、オープンサイエンスの実施

建物は研究者のコミュニケーション・
コラボレーションをいかに活性化する
かの思想の基に設計

米国Chan Zuckerberg Biohub

米国Janelia Research Campus
2006年～＠ワシントンDC郊外
HHMI財団傘下の研究所
「機械的認知神経科学」を掲げ、①新規イメージング法の開発、②神経回路が行う計算の
根底にある基本原理の解明、を主なミッションとした研究活動
研究者は6年間の契約。完全に所内資金で運営。
AT＆Tベル研究所と英国MRCの分子生物学研究所をモデルとし、制約のないコラボレーショ
ンを生み出す設計。参考にした点として、コンパクトなチーム、内部資金による研究の推進、
優れた支援施設とインフラ、限られた在留期間、団結性。
自身が積極的に研究を行っているラボヘッドが主導する小さな研究グループ
初期の科学的自立を重視
グループ、特にツールビルダーとツールユーザー間のコラボレーションを促進する環境
共同プロジェクトを運営し科学的支援を提供する優れたチーム
少数のインパクトのある、挑戦的な研究分野で進展を目指す明確な目標

研究分野（個々のラボ）、ツール開発と理論、プロジェクトチーム、サポートチームに分かれた
小さなチームで構成され、これらのグループ間でのコラボレーションでオープンサイエンスを推
進
サポートチームは、下記の17のファシリティで構成。

解剖学と組織学、細胞および組織培養、コネクトーム情報付加、CryoEM、ショウジョウバエ資源、電子顕
微鏡、遺伝子ターゲティングとトランスジェニック、Janelia Experimental Technology（jET）、光学顕
微鏡、培地準備、分子生物学、プロジェクトテクニカルリソース、定量ゲノミクス、コンピューティングソフトウェア
、ストレージと計算リソース、ウイルスサービス、動植物飼養場

2017年～＠サンフランシスコ
カリフォルニア大学バークレー校、カリフォルニア大学サンフランシスコ、スタンフォード大学バ
イオメディカルおよびエンジニアリングによる共同プログラム
世界的に有名な科学者と技術者を集め、世界最大の健康問題を解決するための最先端
技術を提供
ザッカーバーグ財団が下記に10年間で6億ドルの投資（2017-）
–
–

CELL ATLAS INITIATIVE
感染症イニシアチブ

チームに最高の科学的ツールを提供。コラボレーションが中心。
最大150万ドル／チームを2回公募し、約100名のPI
マウスの20の器官および組織から約100,000個の細胞を含む単一細胞アトラス（遺伝子
発現パターン）を発表（2018年10月Nature誌）
新興の多くの研究所が設立に際して参考にした研究所として、欧州分子生物学研究所
(EMBL)や英国MRC分子生物学研究所（LMB）を挙げる。
オーム・オミクス系のビッグサイエンス（データ統合型）を研究所単体で実施可能なのはブロード
研究所、ジャネリア研究所、英サンガー研究所くらいになりつつある。これらは豊富なチャリティ、
私設財団がバックについている点で共通。
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