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■ 生物の優れた構造や機能などを解析して、そこに潜む原理を解明し、新たな工学技術を

生み出す取り組みであるバイオミメティクスへの注目が高まっている。 

■  バイオミメティクスは、分子系、機械系、材料系の 3つに大別される。近年の新潮流

としては、材料系を中核に、これまで個別に展開してきた分子系と機械系の研究を統合

した総合的なバイオミメティクス研究が進展している。 

■  バイオミメティクスで他国に先行しているのはドイツである。国を挙げた産業展開策

が講じられ、産学官連携や生物技術と機械工学の融合研究が進んでいる。国際標準化で

もドイツが主導権を握っている 

■  バイオミメティクスに対するわが国の産業界や国の動きはドイツと比べると周回遅れ

だが、最近政策面で進展が見られる。 

■  現在、生物データベースに含まれる大量の画像データからものづくりのイノベーティ

ブな発想を導き出すのを支援するデータベースの構築プロジェクトが進んでいる。これ

は日本発、世界初の試みで、異分野連携によるイノベーション創出を促すための武器に

なると期待される。 

■  バイオミメティクスの応用範囲は広く、多様な分野でイノベーション創出のエンジン

になることが期待される。だが、その実現には生物学と工学や医学など異分野の連携が

必要不可欠である。 

 

 

 

 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 
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はじめに 

 近年、バイオミメティクスへの注目が高まっている。電子顕微鏡やナノテクノロジーの発達

によって、生物のメカニズムが解明され、人間の手で再現することが可能になってきたことが

背景にある。 

 日本の取り組みは、ドイツなど欧米諸国にと比べて遅れていたが、「バイオミメティクス推進

協議会」の発足（2014年）や、生物の画像データから工学的発想を導き出すのを支援するデー

タベースの構築など、国レベルの支援策が強化されつつある。 

 本稿では、バイオミメティクスの最近の動向について概観し、今後の注目点や課題に言及し

たい。 

 

バイオミメティクスとは 

 バイオミメティクス（biomimetics）とは、生物の優れた構造や機能などを解析して、そこ

に潜む原理を解明し、そこから新たな工学技術を生み出す取り組みのことである。「生物模倣技

術」「生物規範工学」などと訳されることが多い。bio（生物）、mime（パントマイム）、mimic

（模倣者、擬態の）を組み合わせた造語で、1950年代後半に米国の神経生理学者のオットー・

シュミットによって提唱された。 

 類似の言葉にバイオミミクリー（biomimicry）があり、これは『自然と生体に学ぶバイオミ

ミクリー』の著者であるジャニン・ベニュス氏が命名した言葉である。バイオミミクリーは、

バイオミメティクスからの派生語とされているため1、本稿ではバイオミメティクスという用語

に統一することとしたい。 

 身近に存在する生物たちは、地球上に 35 億年前に誕生した生物のなかで、厳しい生存競争

や環境変化を生き抜いてきた精鋭であり、そこには人知の及ばない素晴らしい技術が潜んでい

る。それを観察し、解明し、模倣して、人間の問題解決に応用しようとするのが、バイオミメ

ティクスである。 

 生物の機能や形態、知恵の構造を、人間が既存の工学の知識を積み上げてボトムアップ式に

開発するには限界があるとされている。バイオミメティクスは、生物が持つさまざまな機能、

原理、システムを観察、分析し、これを模倣して、トップダウン式に飛躍的なイノベーション

を実現しようという取り組みである。 

 

バイオミメティクスの事例は昔からあった 

 バイオミメティクスという言葉ができるはるか以前から、生物模倣の事例は存在する。 

 ルネサンス期イタリアのレオナルド・ダ・ヴィンチは、飛ぶ鳥を長年観察した結果に基づい

て、空を飛ぶハングライダーやヘリコプターなど多くの機械を設計した。 

 薬は、本質的に生物模倣的（バイオミメティック）である。太古の人類が、病気の動物が優

れた成分を含んだ植物を探し求める様子を観察して治療薬を開発したと考えられている。現代

の薬に使われている化合物のうち、すでに 7000種以上が植物に由来している。 

 18 世紀初頭にフランス人技師のブルネルは、イギリスの造船所で働いている時、フナクイ

ムシ（船食い虫）が木に穴を掘り進む際に、口から出した分泌液で後方の壁を固めていくのを

                                                   
1 出所：下村政嗣「生物の多様性に学ぶ新世代 バイオミメティック材料技術の新潮流」（科学技術・学術政策

研究所『科学技術動向』2010年 5月号） 
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見た。これにヒントを得て、彼はトンネルを掘る際に用いるシールド工法（鋼鉄の筒で穴を支

えながら掘り進み、後方を壁で覆ってトンネルを作っていく方法）を開発した。 

 林業に革命的進歩をもたらしたソーチェーン（通称チェーンソー）は、1940年代に米国オレ

ゴン州の木材伐採者であり発明家であったジョゼフ・コックス氏が、カミキリムシの幼虫が切

り株を掘り進んでいく姿にヒントを得て発明したものである。顎を左右交互に動かしながら、

固い木材をかみ砕いて進んでいく小さなカミキリムシにひらめいて、刃が左右交互に配置され

たソーチェーンが開発された。 

 テキスタイル分野もバイオミメティクス事例の宝庫である（図表１参照）。天然繊維から化合

繊、スーパー繊維（高強度・高弾性率の性能をもつ繊維）へという繊維の技術開発の歴史も、

バイオミメティクスの発達史ととらえることができる2。 

 商業的に成功したバイオミメティクスとして最も有名な実例の一つに、面状ファスナー

(VELCRO®)がある（わが国ではマジックテープという名称で知られるが、これはクラレの商

標である）。これは、スイス人の発明家が 1941年にアルプスをハイキングしている時に、キク

科の雑草オナモミがソックスや犬の毛に執拗にくっついて悩まされたことにヒントを得て開発

されたものである。 

 

バイオミメティクスの全体像 

 図表２はバイオミメティクスの歴史と動向の一覧図である（日本におけるバイオミメティク

ス研究の第一人者である千歳科学技術大学理工学部応用化学生物学科教授の下村政嗣氏の手に

よる）。 

 バイオミメティクスは、分子系バイオミメティクス、機械系バイオミメティクス、材料系バ

イオミメティクスの 3つに大別される。 

 

 

図表１　テキスタイル分野でのバイオミメティクスの事例

年 商品名 対象生物 開発企業

1952 ベルクロ（面ファスナ） ゴボウの実 ベルクロ

1965 クラリーノ（人工皮革） 皮の構造 クラレ

1970 エクセーヌ(人工皮革） スウェード 東レ

1980 ウェルキー（吸水・吸汗性素材） 木 帝人

1984 デフォール（構造発色繊維） モルフォ蝶 クラレ

1987 マイクロフト・レクタス（撥水布地） 蓮の葉 帝人

2003 モルフォテックス（構造発色繊維） モルフォ蝶 帝人

2006 マクロリアクト（発汗・保温調整ウェア） 松かさ ナイキ － 帝人

2008 ファストスキン（高速水着） サメ肌 スピード

出所 ： 平坂雅男氏（公益社団法人高分子学会 常務理事・事務局長）「バイオミメティクスの海外動向と実用化・競争力
　　　　 強化に向けた戦略」 （日刊工業新聞社 『工業材料』2015年8月号）

                                                   
2 東レ出身で日本繊維技術士センター副理事長を務める八木健吉氏は、著書『繊維～究極のバイオミメティク
ス～』でこの見方を提示しており、有機化学という技術自体も自然界に学ぶバイオミメティクスであると指摘

している。 
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 分子系バイオミメティクスは、ナイロンに始まり、1970年代に化学の分野で酵素や生体膜を

分子レベルで模倣しようとする研究が進んだ。人工光合成の研究により色素増感太陽電池の基

礎ができた事例などがある。 

 機械系バイオミメティクスは、機械工学や流体力学の分野における生物模倣研究である。昆

虫の飛翔や魚の泳ぎを真似たロボットや、コウモリの反響定位3や昆虫の感覚毛を模倣したソナ

ー、カワセミのくちばしの形状を模倣して流体抵抗を低減した 500系新幹線の形状等の事例が

ある。 

 材料系バイオミメティクスは、材料研究の分野における生物模倣の潮流で、21世紀に入って

台頭し、注目が高まっている領域である。蓮の葉の超撥水性、ヤモリや昆虫の足の接着性、サ

メ肌の鱗がもつ付着物がつきにくい機能、蛾の眼の持つ無反射性、モルフォ蝶の鱗粉が放つ構

造色などを模倣して、それぞれテフロンを使わない撥水材料、接着物質を使わない粘着テープ、

毒性が少なく環境に優しい船舶塗料用コーティング剤、金属薄膜を使わない無反射フィルム、

色材を用いない発色繊維などが開発されている。 

 今日では、材料系バイオミメティクスを中核に、これまで個別に展開してきた分子系と機械

系の研究の潮流を統合し、総合的なバイオミメティクスとしての「生物規範工学」と呼ばれる

技術の体系化を目指した研究が進められている。 

 

                                                   
3 動物が自分の発した音が何かにぶつかって返ってきたものを受信し、それによってぶつかってきたものの位
置を知ること。 
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材料系の発展の背景に電子顕微鏡あり 

 生物模倣技術の第一世代とも言える分子系バイオミメティクスが発展した背景には、Ｘ線構

造解析によって生体触媒である酵素の反応部位の化学構造が明らかになり、有機化学の手法を

用いて生体反応を分子論的に解明できるようになったことがあった。 

 一方、近年の材料系バイオミメティクスの発展の背景には、ナノテクノロジーの進展によっ

て高性能の電子顕微鏡が普及したことで、生物の微細構造やその営みをナノレベルで緻密に観

察、分析することが可能になったことがある。その結果、生物学者や博物学者が明らかにした

生物の持つ表面階層構造をヒントにして、材料科学やナノテクノロジーの研究者が類似の構造

を人工的に製造しようとする研究が進展をみたのである。材料科学の成果は生物学にフィード

バックされ、生物学と工学の共同研究が行われるようになった。 

 

バイオミメティクスの経済効果 

 起業家であり、バイオミメティクス分野の発明家であるジェイ・ハーマン氏は、真に持続的

可能な製品やビジネスは、本質的にすべてバイオミメティクスによって創造されると指摘し、

2025年にはバイオミメティクスは世界の国内総生産に 1兆ドルの貢献をすると推計している4。

特に、薬理学、水処理、熱管理、冷却等の分野でバイオミメティクスが有力視されている。 

 ポイント・ロマ・ナザレ派大学のファーマニアン経営経済研究所（FBEI）は、2010年末に

バイオミメティクスの経済効果に関する世界初の報告書を発表した。化学薬品製造、廃棄物管

理、治療矯正サービスなどの分野では、少なく見積もっても 15％はバイオミメティクスの影響

を受けるという。 

 さらに FBEI は、2011 年 8 月、バイオミメティクスの活動を世界で初めて数字で示す手段

として、ダヴィンチ指数を発表した。同指数は、バイオミミクリーに関する学術論文や特許や

補助金の件数・金額等をもとに算出されている。 

 同指数によれば、2000年から 2010年にかけて、バイオミメティクスの活動は 7.5倍以上に

拡大した（年率成長率 22％）。また、同じ 10年間でバイオミメティクスに関する学術論文は 5

倍に増えた。生物模倣のデザイン研究に対する助成金の金額は 4 倍に増えて 9300 億ドルに達

した。 

 

地球環境問題の解決策としての期待 

 地球環境問題への意識の高まりが、バイオミメティクス研究を後押ししている点も見逃せな

い。 

 人類は、産業革命以降、石油や石炭などの地下資源に依存する技術を発展させたことで、温

暖化や生態系の破壊、大気汚染などの地球環境問題を発生させてきた。この状況を改善し、持

続可能な循環型社会を構築することが国際的課題となる中、自然界、生物、生態系に学ぶこと

の重要性に人類は気づき始めた。 

 自然界は、自立性、多様性を維持したまま、見事に調和している。小さなエネルギーで完璧

な循環系を達成しているメカニズムやシステムが自然界にはあふれている。46億年の地球の歴

                                                   
4 出所は、ジェイ・ハーマン著・小坂恵理訳『自然をまねる、世界が変わる バイオミミクリーが起こすイノベ

ーション』（2014年）。ジェイ・ハーマン氏の使っている「バイオミミクリー」の語をここではバイオミメティ

クスに置き換えた。 
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史、35億年にわたる生物の歴史がつくりあげた自然の中には、たくさんのテクノロジーの種が

隠されている。生物を含む自然の中には、われわれが直面している問題を解決するヒントが多

くある。 

 近年のバイオミメティクスへの期待の高まりの背景には、「自然を支配し、自然から搾取する

という思想の下で発展してきた科学技術」から「自然から学ぶことで、環境負荷をかけない持

続可能な社会を実現する科学技術」への転換を目指す意思が存在すると考えられる。 

 

バイオミメティクスで先行するドイツ 

 欧米諸国におけるバイオミメティクスの取り組み状況を概観してみよう。 

 この分野で他国に先行しているのはドイツである。ドイツでは 2001 年に政府の資金援助を

受けて、28 の研究組織の産学官連携ネットワークである BIOKON（Bionics Competence 

Network）が設立され、これがバイオミメティクスの産業展開を推進する機能を担っている。

2011年には、政府の後押しで、世界初のバイオミメティクスに関する国際見本市を開催してい

る。 

 これらの取り組みを背景として、ドイツではバイオミメティクス分野での産学官連携や生物

技術と機械工学の融合研究が進んでいる。例えば、ドイツの空気圧機器メーカーFESTO社は、

2006 年から社内で産学官の異分野連携プロジェクトを立ち上げてバイオミメティクスによる

技術開発に注力している。 

 FESTO 社はこれまでに生物が有する性質や機能にヒントを得た、ユニークなロボットを多

数開発している。魚のヒレ（fin ray）の運動性にヒントを得たFin Ray Effectと呼ばれる柔軟

構造を使ったグリップや、Fin Rayグリップを先端に装着し、象の鼻を模したロボットアーム、

トンボ型ドローンである四枚翅飛翔ロボット BionicOpter などが有名な事例である。同社は

2015年のハノーバー・メッセでは、アリの自律的行動と、モノを運ぶ際に集団で行動する生態

をモデルにして開発したアリ型ロボット BionicANTs、集団で飛行しても衝突することなく群

舞する蝶型ロボット eMotionButterfliesなどを発表し、話題を呼んだ。 

 

仏米の取り組み状況 

 フランスでは、2012年 10月、エコロジー・持続可能開発・国土整備省（CGDD）が「グリ

ーンエコノミクス実現のためのバイオミメティクスの役割に関する調査報告」が発表された。

また、同年、パリ近郊のサンリス市にバイオミメティクスの研究開発拠点を設置する構想が打

ち出された。 

 米国では、米国国立科学財団（NSF）や米国国防高等研究計画局（DARPA）により、バイ

オミメティクス関連の研究開発に対する助成が行われている。 

 米カリフォルニア州サンディエゴは、バイオミメティクスに特化した開発拠点都市になるこ

とを公約している。サンディエゴ動物園は 2009 年に、地元の大学、イノベーション支援機関 、

サンディエゴ市など 7 機関から構成されるバイオミメティクスの地域連携ネットワーク 

BRIDGE（Business, Research, Innovation, Design, Governance, and Education）を設立し

た。2015年 3月には、サンディエゴにおいて国際光学会（SPIE）がサンディエゴ動物園と連

携して、バイオミメティクスに関する国際会議を開催している。 
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日本の取り組み 

 生物に学ぶという考え方は日本人の自然観に合っているとの指摘が多い。科学技術ジャーナ

リストの赤池学氏は、西欧型の近代文明は自然や生命現象を人間の側に引き寄せた利己的な科

学観で捉えてきたのに対し、日本は文化の底流に自然への敬意を基調とした利他的な科学観が

残っているように思えると述べている5。 

 もちろん、日本においても、バイオミメティクスの研究は近年盛り上がりを見せている。図

表３に見るように、広義の「生物に学ぶ科学技術」の研究でパイオニアとして成果をあげてい

る日本の研究者は数多く存在する。 

 また、日本でもバイオミメティクスの関連製品が多数開発されている。図表４に示すように、

「分子・材料」分野の製品化事例が多く、蛾の眼の表面構造を模倣した光学材料であるモスマ

イトや、ヤモリの足の表面構造を模倣した接着性・粘着性材料であるヤモリテープなどの製品

が開発されている。 

 なお、特許庁「2014年度 特許出願技術動向調査報告書 バイオミメティクス」によれば、日

本はかつては分子系バイオミメティクスでは世界をリードしていたが、21世紀になってからの

材料系バイオミメティクスの新潮流をつかむことができていない6と指摘されている。 

 

図表3　日本におけるバイオミメティクス研究のパイオニアたち

研究内容 研究者

人間の皮膚に4種類の遺伝子を導入するだけで、神経や臓器などあらゆる細胞に
変わる「ＥＳ細胞」に似た人工多能性幹細胞（「iPS細胞」）を生成する技術を発表

京都大学 教授　山中伸弥氏

ガン細胞を殺さずに眠らせる昆虫由来の休眠ホルモンを用いた制ガン剤の開発 岩手大学農学部 特任教授　鈴木幸一氏

シロアリの共生細菌の酵素を用い、木質バイオマス（生物由来資源）からのバイオ
燃料生産を研究

理化学研究所 専任研究員　守屋繫春氏

マグロの精原細胞をサバに移植し、マグロを生むサバを誕生させる研究 東京海洋大学 教授　吉崎悟朗氏

細胞活動の中で生み出される老廃物を細胞自らが食べて排除する自食作用、
オートファジーの発見

東京工業大学 特任教授　大隅良典氏

土壌からの塩分を吸い上げる機能を持つ南アフリカ原産の野菜アイスプラントで、
有明湾や中国の砂漠の緑化研究に尽力

元・佐賀大学教授　野瀬昭博氏

イチゴやジャガイモなどの遺伝子改変作物から薬剤を生産する完全密閉型
植物工場を開発

産業技術総合研究所 グループリーダー　松村健氏

脊椎動物の祖先はナメクジウオだったという事実をゲノム解読で明らかにした 京都大学 教授　佐藤矩行氏

単細胞の粘菌がまるで知性を持っているかのように、迷路の最短距離を進むこと
を発見し、イグノーベル賞を受賞

北海道大学 教授　中垣俊之氏

出所 ： 赤池学 『生物に学ぶイノベーション』（2014年） 22～23頁 をもとに作成 

                                                   
5 出所は、赤池学『生物に学ぶイノベーション』（2014年）。妹尾堅一郎氏（特定非営利活動法人産学連携推進

機構 理事長）も、「例えば、『アンパンマン』には、“自己犠牲・他者貢献”、バイキンマンを完全にはやっつけ

ないという“生態学的共生”の 2つのコンセプトが含まれており、日本人の食と農と自然観を体現している」

と指摘している（出所：「自然模倣技術・システムによる環境技術開発推進検討成果報告書」富士通総研、2014

年 3月） 

6 その理由は、生物学と工学の異分野連携が恒常的になされていないことにあるとされている。 
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大分類 中分類 製品 模倣したもの 用途 開発企業

 99%クラリティコーティング  蓮の葉の表面構造
 超撥水性表面を有する
 成形物

 シチズンセイミツ株式会社

 マイクロガード加工タイル  蓮の葉の表面  タイル建材
 株式会社イナックス
 （現株式会社LIXIL）

 撥水ウィンドウ  蓮の葉の表面構造  自動車用撥水ガラス  日産自動車株式会社

　構造発色材料  モルフォテックス  蝶の羽の積層構造  化学繊維
 帝人ファイバー株式会社
 日産自動車株式会社
 田中貴金属工業株式会社

　光学材料  モスマイト
 カタツムリの殻の
 表面構造

 反射防止フィルム  三菱レイヨン株式会社

 ヤモリテープ  蝶の羽の積層構造  分析用粘着テープ  日東電工株式会社

 EC-VX500　他
 スクリュープレスサイクロン

 ネコ科動物の
 舌の表面構造

 サイクロン掃除機  シャープ株式会社

　医療・
　生体適合材料

 ランセット針  蚊の針の形  注射針  株式会社ライトニックス

　低抵抗・
　低摩擦材

 WATER GENE
 マーリンコンプ

 カジキの体表面の
 ぬめり

 競泳水着
 美津野株式会社
 （現ミズノ株式会社）
 東レ株式会社

　防汚材料  A-LF-Sea
 マグロの体表面の
 構造

 超低燃費型船底防汚
 塗料

 日本ペイントマリン株式会社

 ES-GE80L他
 ドルフィンパル

 イルカの表皮のしわ、
 尾びれの形状

 洗濯機  シャープ株式会社

 500系新幹線
 カワセミのくちばしの
 形状

 新幹線の先端形状  西日本旅客鉄道株式会社

（注） 各種資料から株式会社富士通総研作成
出所 ： 特許庁 「2014年度 特許出願技術動向調査報告書 バイオミメティクス」（2015年3月）

図表４　日本における主要なバイオミメティクス製品

　親水性・
　疎水性材料

　接着性・
　粘着性材料

　低抵抗

　分子・
　材料

　構造体

 
 

 

遅まきながら日本の政策が動き出した 

 個々の研究開発成果はあるものの、バイオミメティクスに対するわが国の産業界や国の動き

は、先行するドイツと比べると周回遅れと言わざるをえない。日本ではバイオミメティクスの

活用についての明確な政策の発動が遅れている。 

 それでも、ここにきて政策面で進展が見られる。2013年に日本学術振興会の科学研究費助成

制度を使って異分野の研究者・技術者による「生物規範工学」の共同プロジェクトが始動した。

環境省は、第四次環境基本計画に基づき、2013～2014 年度に「自然模倣技術・システムによ

る環境技術開発推進」に関する検討を行った。さらに、特許庁は 2014 年度特許出願技術動向

調査「バイオミメティクス」を実施した。バイオミメティクスが環境政策や産業政策の柱の一

つになる可能性が高まってきたと考えられる。 

 また、バイオミメティクスの産業化を推進するための産学連携プラットフォームとして、

NPO法人バイオミメティクス推進協議会が 2014年に発足した。 

 

バイオミメティクスの国際標準化 

 バイオミメティクスを産業につなげ、世界に展開していくために、国際標準化の動きが進展

している。国際標準化でもドイツが主導権を握っている。前述した産学官連携組織BIOKON と
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ドイツ技術者協会（VDI）が共同で作成した国内のガイドラインをもとに、2011 年、ドイツ

規格協会（DIN）が国際標準化機構（ISO）に対して、バイオミメティクスに関する技術委員

会（Technical Committee：TC）設立の提案を行った。この結果、技術委員会「ISO／TC266」

の設立が実現し、ドイツがその議長国となった。 

 TC266の下には標準化する対象分野ごとに 4つの作業部会（WG）が置かれた。バイオミメ

ティクスに関する言葉の定義（WG1）、構造・材料（WG2）、生物の形を製品に最適化するア

ルゴリズムなどの最適化手法（WG3）、データベース（WG4）の４部会があり、うちWG１と

WG3 の議長国はドイツである。なお、日本はデータベースの標準化に力を入れており、WG4

の議長国を務めている。 

 

生物学と工学の融合が必要 

 バイオミメティクスにおいて重要なことは、生物学と工学の融合である。バイオミメティク

スは膨大な生物学的データベースから工学的発想を導き出す作業となるが、工学者にとって知

識の乏しい異分野のデータベースにやみくもに近づくことはできない。したがって、バイオミ

メティクスの普及を促進するには、生物学的情報と工学的情報を結びつける知識インフラの整

備や、生物学者の経験や勘に基づく「暗黙知」を工学的発想を誘発する「形式知」にするプロ

セスの推進が必要である。 

 脚注 6で言及されたように、日本では生物学と工学の異分野連携が恒常的になされていない

点が、材料系バイオミメティクス研究の阻害要因とされており、両者の連携・融合を促進する

ことが喫緊の課題と言える。 

 

日本発のバイオミメティクス・データベース 

 こうした生物学と工学の融合を促進するための取り組みの一つとし、現在、日本でバイオミ

メティクス・画像検索システムの開発」が進行している。これは生物データベースに含まれる

大量の画像データからものづくりのイノベーティブな発想を導き出すのを支援するデータベー

スの開発であり、日本発、世界初の試みである。 

野村周平氏（国立科学博物館動物研究部研究主幹）らは、2010年ごろから、微細形態を記録

するツールとして一般化しつつある走査型電子顕微鏡（SEM）を使って撮影した高倍率・高解

像度の写真画像を包括的、網羅的に収集し、バイオミメティクスに有用なデータベースを構築

するプロジェクトを推進している。この取り組みは、昆虫の多様性に詳しくない工学者にも使

える発展支援型のデータベース構築を目指しており、現在、文科省科研費新学術領域の一つ「バ

イオミメティクス・データベース構築」プロジェクトとして進行している。 

 

生体表面の観察技術の高度化が後押し 

このデータベース構築を後押ししたのが、SEMによる生体表面の観察技術の高度化である。

これまで SEMで高倍率の観察を行うには、乾燥試料を金や白金などの金属でコーティング（蒸

着）する必要があり、このため水分を多く含んだ試料や軟弱な生体表面を観察することができ

なかった。しかし、最近、生体組織や軟弱な組織の表面を界面活性剤の薄膜で覆い、プラズマ

照射を施すことによって、高真空状態における水分の逸脱を防ぎ、極めて簡便に昆虫の表面構

造を SEM観察できる分析技術（ナノスーツ法）が開発された。 
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実はこのナノスーツ法の開発自体も、昆虫表面の驚くべき機能を模倣することから生み出さ

れたものである7。開発を行った浜松医科大学の針山孝彦教授らのグループは、いくつかの昆虫

の生体を SEM 観察していたところ、高真空のチャンバー内に入れても、水分の逸脱による変

形が起こらず、そればかりか生きたまま動いていた例があった。その原理を解明し、高真空状

態に耐えうる昆虫の表面構造を再現することによって、生体組織や軟弱な組織の表面を SEM

観察できるナノスーツ法が生み出されたのである。 

 

新たな発想を導き出す画期的ツール 

バイオミメティクス・データベースでは、昆虫だけでなく、鳥類や魚類の研究者と連携して

幅広く生物表面の画像データとテキストデータを収集している。画像の類似性から、微細構造

同士の類似関係を抽出し、生物としての昆虫の機能の類似と対比できるようになっている。さ

らに、生物表面と工業製品の微細構造との比較が可能な画像解析ソフトも開発された。 

同データベースは、生物の構造と機能との関連をもとに、新たな工学的発想を生み出すこと

を支援する画像検索システムを備えている。経験や勘に基づく思いつきや偶然の発見に頼るの

でなく、システマチックな発想の誘起を可能にする画期的ツールと言える。これを利用するこ

とで、異なる生物や材料であっても、表面構造の類似性から互いの関連性を見出すことができ

るため、異分野連携によるものづくりのイノベーション創出を促すための強力な武器になると

期待されている。 

 

幅広い応用範囲と日本の課題 

バイオミメティクスにおいて生物から学べるのは、ものづくりだけにとどまらない。プロセ

スやシステムにまで応用することが可能である。生物のもつ構造を模倣する「ハードの模倣」

だけでなく、生物が行っている、目に見えない情報処理や制御の仕組みを活用した「ソフトの

模倣」が今後活発化していくことが予想される。 

バイオミメティクスは、素材、機械、医療、環境、エネルギー、交通システム、まちづくり

など多様な分野においてイノベーションを創出するためのエンジンになることが期待される。

だが、その実現には生物学と工学（材料、分子、機械、ロボットなど）や医学など異分野の技

術・知見の連携が必要不可欠である。 

企業にとっては、バイオミメティクスは、機能性と環境負荷低減効果の両立や新たな機能の

実現などの技術課題を達成するための手法の一つとして認識されてはいても、市場性が期待で

きない、有効性が見えにくい等の理由で参入しにくいケースが多いと思われる。また、バイオ

ミメティクスの研究開発に着手しようとしても、企業が生物学の知識をもつ人材を抱えて自前

で研究を行う余裕がないことが多いため、産学官連携や異業種・異分野との連携が必須となる。 

日本の課題としては、先行するドイツの事例を見習って、①バイオミメティクスに対する認

知度や理解度を高めるための啓発活動を国を挙げて推進すること、②バイオミメティクス分野

での産学官連携や異業種・異分野連携を促進するための仕組みや組織体制を構築すること、③

技術戦略にバイオミメティクスを組み入れる企業は、オープンにできる情報を共有化した異業

種・異分野連携により、オープンイノベーションを推進すること、などが重要であろう。 

                                                   
7 野村周平「昆虫の形態研究とバイオミメティクス－データベースを構築し生物多様性を効率的に活用へ」（エ
ヌ・ティー・エス『生物の科学 遺伝』2015年 9月号） 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               20１５. １１. ６ 

11 

 

【参考文献】 

1) ジェイ・ハーマン著・小阪恵理訳『自然をまねる、世界が変わる バイオミミクリーが起こすイノベーシ

ョン』化学同人、2014年 

2) 赤池学『生物に学ぶイノベーション』NHK出版新書、2014年 

3) 今泉忠明『小さき生物たちの大いなる新技術』ＫＫベストセラーズ、2014年 

4) 下村政嗣「生物の多様性に学ぶ新世代 バイオミメティック材料技術の新潮流」（科学技術・学術政策研究

所『科学技術動向』2010年 5月号） 

5) 下村政嗣「バイオミメティクスの新展開－持続可能性に向けた材料技術イノベーション」（日刊工業新聞社

『工業材料』2015年 8月号） 

6) 平坂雅男「バイオミメティクスの海外動向と実用化・競争力強化に向けた戦略」（日刊工業新聞社『工業材

料』2015年 8月号） 

7) 下村政嗣「バイオミメティクスがもたらす工学革新：生物模倣技術から生物規範工学へ」（シーエムシー出

版『機能材料』2015年 7月号） 

8) 平坂雅男「バイオミメティクスの産業利用促進と日本の課題」（シーエムシー出版『機能材料』2015 年 7

月号） 

9) 野村周平「昆虫の形態研究とバイオミメティクス－データベースを構築し生物多様性を効率的に活用へ」

（エヌ・ティー・エス『生物の科学 遺伝』2015年 9月号） 

10) 「自然模倣技術・システムによる環境技術開発推進検討成果報告書」富士通総研、2014年 3月 

 

 

 

（ご注意） 

・当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、東レ経営研究所はその正確性を保証するものでは

ありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 

・当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に従
って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 


