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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 
 

ナノバイオテクノロジーの海外の研究動向 

―平成16年度NEDO成果報告書より― 
 

NEDO技術開発機構バイオテクノロジー・医療技術開発部が、平成16年度に実施し
た調査報告書「ナノバイオテクノロジー産業化推進調査事業成果報告書」より、米国・

中国等のナノバイオテクノロジーの研究動向についての調査結果の概要を紹介する。 
 
１．ナノバイオテクノロジーへのアプローチ 

 
ナノバイオテクノロジーについて一般的な定義は現時点で存在しないが、本調査では、

ナノバイオテクノロジーを以下のように幅広く捉えている。 
   
生体機能領域 

生体材料のもつ自己組織化機能等を応用して創製した分子材料、分子機械等を

ライフサイエンス、情報通信、環境をはじめとした広範な分野へ応用する領域 
ナノレベル制御領域 

原子・分子をナノレベルで制御して創製した材料をライフサイエンスへ応用す

る領域 
 

２．米国における研究開発動向 
 
米国のナノバイオテクノロジーに関する政策は、2000 年にクリントン前大統領が発

表した国家ナノテクノロジー戦略(National Nanotechnology Initiative, NNI)やナノ
テクノロジー法（21st Century Nanotechnology Research and Development Act／
2003 年12 月）によって大きく位置づけられた。 
プログラムは、連邦政府のナノテクノロジーの目標設定、研究開発への投資、各省

庁間の活動の調整などを行う。ナノテク法は、National Nanotechnology Coordination 
Office(NNCO)をプログラムの事務局として認め、新たにNational Nanotechnology 
Advisory Panel（以下、ナノテク審議会）の設置とそのメンバーの指名を義務付けて
いる。プログラム自体の企画・管理・調整はNational Science and Technology 
Council(NSTC：国家科学技術委員会)が担当する。ナノテク審議会は学術研究機関と
産業界のメンバーで構成されている。 
ナノバイオテクノロジーに関しては、NSF(National Science Foundation：国立科

学財団)とNIH(National Institute of Health：国立衛生研究所)の２つが主要なファン
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ディング機関であり、NNIについてはNSFが最大のファンディング機関である。 
NNI については、2005 年会計年度からの4 年間で、約4000 億円の国費を投入さ

れる予定である。2000 年度と2004 年度を比較すると、2 倍以上に増加しており、ナ
ノバイオに対する関心が大きくなっていることが分かる。NSF の代表的なプロジェク
トはコーネル大学に設置された研究センターである。 
 
2.1 NNI（国家ナノテクノロジー戦略） のファンディング戦略 

NNI のファンディングには以下の5つのモードが存在し、ナノバイオにも多くの投資
がなされている。 

 
モード1： 科学と工学の全域にわたって、基礎研究をバランスよくサポートする 
モード2： グランドチャレンジ（９分野）をサポートする 
モード3： 卓越した研究拠点（COE）の指定及び投資 
モード4： インフラストラクチャ、装置、標準、計算処理能力、その他研究ツール

への投資 
モード5： ナノテクノロジーが社会に与える影響の研究 

 
以下に、「モード２：グランドチャレンジ」の９分野及び「モード３：卓越した研

究拠点の指定」について概要を説明する。 
 
・モード２：グランドチャレンジについて 
グランドチャレンジに指定されている９分野は次に示すとおりであり、ナノバイオ

テクノロジー分野の研究も多く含まれている。 
 

1. ナノ構造の材料 
2. ナノスケールの製造 
3. 化学、生物学、放射線医学、革新的な発見と保護装置 
4. ナノスケールの計測 
5. ナノ電子工学・光学・磁気学 
6. ナノスケールの健康管理、治療法、診断法 
7. 効率的なエネルギー転換、保存 
8. 微細技術、ロボット工学 
9. ナノスケールの加工 

 
・モード3： 卓越した研究拠点COE の指定について 
現在14 件のCOE が採択されている。そのうち、特にナノバイオ関連のものについて、

概説する。 
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①バイオロジカル及び環境工学のナノ科学（ライス大学） 

(Nanoscience in Biological and Environmental Engineering:Rice University) 
温度感受性のポリマーと光によって活性化するナノ粒子を用いたDDS（薬剤搬送シ

ステム）で、露光によって薬剤放出の割合を制御できるようなシステムである。光を

ナノ粒子が吸収し、熱に変換すると、この熱によってポリマーがコイル型からGlobule 
型に変化して、中身の薬剤が放出する。この反応は可逆的であり、薬剤にインスリン

を使ってみたところ、活性も残存した。またこのナノ粒子には、抗体などの分子を接

着することも可能なので、細胞のイメージングにも応用することができる。 
 
②ナノ構造の構築（レンセラール工科大学） 

(Directed Assembly of Nanostructures：Rensselaer Polytechnic Institute) 
レンセラール工科大学では、ナノテクセンターを設立し、「ナノ構造」、「ナノ複合

材料」、「モデリング（シミュレーション）」、「バイオマテリアル」、「ナノエレク

トロニクス／ナノデバイス」、「ナノテクと社会経済・倫理」の研究が行われている。 
 
③Institute for Cell Mimetic Space Exploration (UCLA) 

NASA（航空宇宙局） のグラントを得ており、４つのInterdisciplinary Research 
Groups (IRGs)から成る。そのうち、ナノバイオに相当するのはMetavolics IRG である。 
核酸を高感度で検出する装置開発。DNA とRNA の1 個のミスマッチを検出できる

ことを目標としている。2D 共焦点マイクロレンズアレイの開発などを行っている。 
 
④ コーネル大学 
コーネル大学には、Nanobiotechnology Center （NBTC） 、CNF (Cornell NanoScale 

Science & Technology Facility)、CCMR (Cornell Center for Materials Research) 、
CNS(Center for Nanoscale Systems in Information technology)などの複数の研究セ
ンターが設置されている。 

 
a. NBTC (NanoBioTechnology Center) 

NBTC は主にNSF の資金援助により2000 年に設立されたナノバイオ研究施設
であり、COE に指定された大学が数多く集まってナノバイオの研究を行っている。 
ナノバイオはナノ微細加工とバイオシステムの両方にまたがる融合領域であり、

NBTC ではさまざまな分野の研究者を結集して、異分野間の研究者の密接な協力を
可能にしている。また、NBTC ではコーネル大の他、プリンストン大学、ワッズワ
ースセンター、オレゴン健康科学大学、クラーク・アトランタ大学、ハーバード大

学など他の研究機関の研究者も参加し、協力体制を築いている。NBTCではナノバ
イオテクノロジー分野においてデバイスへの応用が強調されている。 
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b. CNF (Cornell NanoScale Science & Technology Facility) 

CNF は、NSF が推進しているナノ極微細加工の研究支援プロジェクトNNUN 
の参加5機関（コーネル大、スタンフォード大、ハーバード大、ペンシルベニア州立
大およびカリフォルニア大サンタバーバラ校）の１つで、その中核を担う。CNF は
電子ビームリソグラフィー、フォトリソグラフィーなどの汎用装置を活用して外部

研究者へ利用機会を提供中である。 
CNF は米国内でナノ微細加工サービスを21 年以上にわたり展開しており、参加

プロジェクトは600 以上にものぼる。研究対象は幅広く、エレクトロニクス、物理、
材料科学、MEMS の他、宇宙、植物病理学にも及ぶ。 
 
c. CCMR (Cornell Center for Materials Research) 

CCMR は材料科学・工学の先端研究をミッションとしており、特に、ナノマテリ
アルについては、物性把握およびナノ構造設計・制御を目的として、基礎、理論お

よび製造プロセスの面から総合的に研究に取り組んでいる。 
また、CCMR は、NSF の米国材料科学研究センターネットワークの29 拠点の１

つとして位置付けられており、各種研究設備について、コーネル大学内の他機関の

研究者および学外の研究者へ利用機会を提供中である。 
 
d. CNS (Center for Nanoscale Systems in Information technology) 

CNSはNSFのNSE（Nanoscale Science Engineering）研究プログラムを実施す
るために結集された研究チームであり、次世代の革新的な情報技術の実現を目的と

して、ナノスケールサイエンス、ナノスケールデバイスおよびナノ材料などの研究

に取り組む。具体的には、ナノエレクトロニクス、ナノフォトニクス、ナノマグネ

ティクス、ナノスケール科学＆工学の４つを重点分野として、産業応用を念頭にお

いて、ナノスケールの物性解明や物性制御技術、材料開発などを行っている。 
 
2.2 NSF の予算からみたロードマップ 
 

NSF の戦略については、前述したとおり、大部分がNNI に含まれているが、NSF 独
自の方針では以下の5つの項目が重視されている。そのうち、「d．Nanoscale Science 
and Engineering」がナノバイオテクノロジーに相当する。 
 

ａ．Biocomplexity in the Environment 
ｂ．Human and Social Dynamics 
ｃ．Mathematical Science 
ｄ．Nanoscale Science and Engineering 
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ｅ．Workforce for the 21st century 
 
2.3  NIH のナノバイオテクノロジー関連のロードマップ 

 
NIH ロードマップ（Roadmap Initiatives）の3つのテーマのうちの1つ、ニューパ

スウェイディスカバリー(New Pathway to Discovery)にはナノバイオテクノロジー関
連の項目が多く採択されている。 

 
１）細胞内の代謝産物の動態を効果的に、正確に計測できるようなツールの開発を

行う。 
２）イメージング（Molecular Imaging roadmap）は3 つの内容から構成されている。 

ａ．5 年以内に、プローブ検出の感度を10－100 倍にする。 
ｂ．イメージングプローブの特異性、活性などをデータベース化する。 
ｃ． 新規イメージングの開発や、商品化されていないプローブの製造を行うセ
ンターを作る。 

３）Nanomedicine: 長期的な目標は、傷害や病気をおった組織―骨、筋、神経など
を分子レベルで治療するような素材、デバイスを作ることである。生物学者だけ

ではなく、数学者、物理学者、エンジニア、コンピュータ技術者などが集うよう

なNanomedicine Department Center を設立予定である。 
 
3. 中国における研究開発動向 

 
現時点では、ナノバイオロジーは中国ではナノテクノロジーの一部として取り扱わ

れている。中国の商業化を目指すナノテクノロジーの分野として、ナノマテリアル、

ナノデバイス、ナノバイオロジー３つ分野が挙げられている。 
ナノバイオロジー分野の具体的なテーマは次のとおりである。 
・DNA とプロテインチップ 
・漢方薬 
・初期の分析ツール 

ナノバイオロジーの研究を行う代表的なナノテクノロジー研究機関としてNational 
Nanoscience Center nanobiology and medicine がある。同センターは170名のスタッフ
と180名の大学院生を擁しており，研究テーマは以下である。 

・新しいドラッグ・デリバリー・システム 
・バイオニックMEMS とNEMS 

また、MEMS やバイオチップの実用化に向けた研究はNational 
Nano-Commercialization Base において実施されている。 
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4. ナノバイオテクノロジー政策における研究対象分野の国際比較 
 
米国、日本、英国、台湾のナノバイオに関する政策動向を示す文献より、研究対象

領域を比較した（表１参照）。各国とも、研究対象としては比較的幅広く実施されて

おり、分野的な偏りは少ないと考えられる。 
 

表１  ナノバイオテクノロジー関連政策における研究対象分野の比較 
 
技術動向 

 
Nanotechnology & 

米国

(NN
I) 

米国

(NI
H) 

日本

１ 
日本

２ 
日本

３ 
英国 台湾

（IT
RI） 

再生医療 ○    ○ ○ ○ 
生体適合材料 ○ ○ ○  ○ ○ ○ 
バイオミメティック材料      ○  

 
インプラン

ト、再生医療 
人工臓器    ○  ○ ○ 

ナノ粒子を利用したドラッグ・デリバリー・

システム 
○ ○ ○ ○  ○ ○ 

微細治療用マシン ○ ○ ○     
バイオセンサー ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

ナノテクノロジー医療診断 ○   ○  ○  
ナノテクノロジー画像診断 ○     ○  

医療診断用

デバイス 
マイクロチップ作業工程分析   ○ ○ ○  ○ 

生細胞解析診断  ○      
生体高分子ナノレベル可視化動態解析  ○   ○  ○ 
日本1：H.14 科学技術・学術審議会ナノテクノロジー・材料に関する研究開発の推進方策について 

日本2：府省連携プロジェクトの重点政策 

日本3：経済産業省＜ナノバイオテクノロジープログラム＞＜健康維持増進のためのバイオテクノロジー基

盤研究プログラム＞＜健康寿命延伸のための医療福祉機器高度化プログラム＞で実施されている内容 

 
5. まとめ（国際的研究開発動向および我が国の強みと弱み） 
 
ナノバイオテクノロジーの領域における研究開発は国際的にも注目されている。特

に米国においては、国家ナノテクノロジー戦略（NNI）、ナノテクノロジー法によっ
て国としての取り組みとして位置付けられた中で進められている。その中の一つとし

ては、NNI の主要ファンディング機関であるNIH（国立衛生研究所）に参加するNCI
（国立がん研究所）が中心となって実施されるナノメディシンに関する10年計画のプ
ロジェクトがある。ここでは、開発の成果を、実際の医療に役立てることに大きなウ

ェイトがおかれていると言われている。イギリスでも国の戦略としてナノテクノロジ

ー戦略が検討されており、その中でDDS、ヒト組織再生工学が重点分野として示され
ている。  
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中国においても、国立ナノサイエンスセンターナノバイオロジー&メディシンでは、
DDS、バイオニックMEMS、NEMS を重点的な研究テーマとして、国のテーマとし
て取り組み始めている。 
我が国においても、ナノバイオ領域における個別の研究開発レベルにつ

いては、現状においては欧米に比較しても大差は無い状況にあると言える。

特に以下に示す領域については、我が国は国際的に見ても技術的な強みが

あると考えられている。  
 
・核酸やペプチドの構造安定性の定量化に関する研究 
・DDSのためのナノ粒子の表面修飾など産業界の関与する応用面での研究に強み 
・生体分子の化学修飾による機能化に関する研究 
・自己組織化に基づく超分子化学、超分子ポリマーの創成 
・ナノインプリンティングなどの微細加工技術 

 
また、これらのナノバイオ領域の個別の技術の他に、微細加工技術、大量生産技術、

小型軽量化技術など製造業としての共通技術についても、我が国は強みを有している

と考えられる。 
一方、我が国の弱みとしては、個別分野の技術に関するより、技術開発を産業化に

結びつける点にあると、多くの研究者から指摘された。以下のような側面に我が国の

弱さが見られると、言われている。 
 
・組織の壁を越えて異分野の技術を融合して製品を開発することが難しい。ある

いは、それをコーディネートする機関が存在しない。 
・各々の技術を結びつけて製品化につなげるビジネスモデルが存在しない。 
・異分野間の研究開発について横断的なつながりや連携が希薄である。 
・機能性分子に関する研究を異分野（バイオ等）に応用し、製品化する研究開発

が進められていない。 
 
現時点においては、ナノバイオ領域における国際市場を技術的にも産業

的にも圧倒的にリードできる存在は出現していない。我が国としても、そ

の強みを生かして、国際的にリードできる産業化を進めることで世界的な

存在感を示すことが必要と考えられる。  
以 上 

出典：「100004844 ナノバイオテクノロジー産業化推進調査事業成果報告書」委託先：
株式会社三菱総合研究所、2005.2 
原本はNEDO成果報告書DB（http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm）より閲覧・
ダウンロード可能 
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