Vol. ５

No. 3

生物規範工学
Engineering Neo-Biomimetics

文部科学省 科学研究費 新学術領域
「生物多様性を規範とする革新的材料技術」

CONTENTS
文部科学省 科学研究費 新学術領域
「生物多様性を規範とする革新的材料技術」
************************************************************************

1)
p

巻頭言
生物規範工学は何処へ向かうのか
国武豊喜（九州大学高等研究院） ··········································································· 4

2)
p

特別寄稿
地球を席巻するヒト、地球を食い尽くすヒトだからーHomo dominatus
針山孝彦（浜松医科大学）····················································································· 6

3)

研究紹介
【201７年２月 16 日(木)】
バイオミメティクス研究会
プログラム ·········································································································· 13

p

要旨集（公益社団法人高分子学会より許可を得て転用）
p 第４次産業革命とバイオミメティクス
亀井信一（三菱総合研究所） ··············································································· 14
p

インフォマティクスとバイオミメティクス
宮内昭浩・守谷浩志・宮崎真理子（日立製作所） ················································· 16

p

データジャーナルとバイオミメティクス
大原昌宏・越前谷宏紀・村上麻季（北海道大学総合博物館） ································· 18

p

国外のバイオミメティクスの新しいトレンドとその背景にあるもの
齋藤彰（大阪大学） ···························································································· 20

p

芸術、建築・デザインとバイオミメティクス〜新しい環境創生へ〜
吉田隆（エヌ・ティー・エス） ············································································ 22

p

エミュレーション生物学
出口茂（海洋研究開発機構） ··············································································· 24

1

p

【2017 年 2 月 17 日(金)】
科学研究費「生物規範工学」国際シンポジウム(Engineering Neo-biomimetics VII)
ならびに全体会議
プログラム ·········································································································· 25

要旨集
＜２月１７日(金)10:05〜14:20 国際シンポジウム(Engineering Neo-biomimetics VII)
p Functional Surfaces in Biology as Source for Biomimetics: From the Fish
Adhesion and the Snake Camouflage
Prof. S. Gorb (Kiel Univ., Germany) ·································································· 27
p

Artificial Nucleobases for Designer DNA Nanomaterials
Prof. A. Pike（New Castle Univ., UK） ···························································· 30

p

“Self-Iubricating Organogels: SLUGs” Showing Beyond-Biological Surface
Functionalities
Dr. A. Hozumi (AIST, Japan) ··········································································· 32

p

Biomimetic Structural Color Materials from Melanin-like Particles
Prof. M. Kohri (Chiba Univ., Japan) ·································································· 34

p

Sponge as a Potential Model of Biomimetics: New perspective
Dr. R. Tsubaki（JAMSTEC, Japan） ································································ 36

p

Vibration Sensitivity in Longicorn Beetles and Biomimetic Potential for Insect
Pest Control
Prof. T. Takanashi (FFPRI, Japan) ··································································· 38

4)
p

トピックス (PEN より)
魚の体表に学ぶ防汚性：高分子電解質ブラシによるアプローチの動向
工学院大学 工学部 小林元康 ············································································ 41

p

魚類分類学は人命を救う：フグ類の分類と毒性
国立科学博物館 動物研究部 松浦啓一 ······························································· 46

p

バイオミメティクスの海外動向
(株)富士通総研 第一コンサルティング本部

2

長谷川誠 ········································ 52

5) 国内外研究動向紹介
p 平成２８年１１月１０日(木)
科学研究費「生物規範工学」公開講演会（仮）
岸上祐子 （東北大学環境科学研究科／北陸先端科学技術大学院大学） ················· 56
p 平成２８年１１月１１日(金)
科学研究費「生物規範工学」 全体会議 議事録
重藤暁津 （国立研究開発法人物質・材料研究機構） ············································ 57

6)

新聞・報道 ·········································································································· 61

7)

アウトリーチ活動 ································································································ 64

8)

各種案内 ············································································································· 66

3

（１）巻頭言
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生物規範工学は何処へ向かうのか
九州大学高等研究院 国武豊喜
昨年 11 月に開かれた生物規範工学の全体会議では、ほぼ最終段階にある本領
域が今後どこへ向かうべきかの意見交換が行われた。現在、この分野は大きな
広がりを見せている。前回のニュースレターでの赤池学氏の巻頭言では、
Bio-used, Biomimetic、Bio-inspired, Bio-guided の四つのアプローチにより、
生体規範工学の幅広い技術的、社会的な展開が進んでいることを紹介されてい
る。基礎的な学術の立場から見ても発想の転換が必要な時期に来ているようで
ある。生物規範工学の出発点となる Biomimetics は、もともと生物に似た構造
や機能を作り出すことを目標としていた。これら目標の具体的な内容について
は出発点となる学術分野によってさまざまであり、化学であればたんぱく、核
酸や骨の働きであり、機械工学であれば飛行メカニズムであり、情報科学であ
ればネットワークとしての脳の機能であった。つまり、物理学や化学、情報学
などそれぞれの分野が得意とする概念や方法論を用いて、生物の持つ精妙な構
造や機能を理解し、また再現や活用を図ることにあった。つまり、Biomimetics
における Bio はターゲットとしての立ち位置にあったのである。そして、そこ
には基盤的な内容を目指すもの（biomimetics as science）と応用技術を指向
するもの(biomimetics as technology)の二つの展開が含まれていた。
この状況は変わりつつある。現状を整理すると、物理学、化学、情報学、生
物学が equal footing で学問的な基盤となってそれらの 4 脚の頂点に（または
接点に）新しい科学技術の分野が生まれつつある。つまり、biomimetics の規
範となる存在から新しい科学技術を支える基盤の一つへと、biology の立ち位置
が変化すると考えられる。新しいステージに踏み込んだ Biomimetics は従来の
biomimetics を乗り越えようとしているのである。
科学の諸分野の特徴はそれぞれがユニークなキー概念と結びついているとこ
ろにある。物理学では general principle であり、化学では molecular/atomic
variety、生物学 では variety/complexity of life をキー概念と考えてよいだろ
う。これらの異なる概念が新しく発展した情報学／数学と一緒になって新しい
科学技術の分野を作り出し、キー概念の多彩な組み合わせがユニークで豊かな
新科学や新技術を生み出すであろう。ここに科学技術の新たな統合のかたちが
見えている。
従来、我々は自然科学の階層性に捉われてきた。つまり、物理学が最も基本
的であり、その基礎の上に化学が成り立ち、更にそれらの上部構造として生物
学が存在するとする（単純から複雑への）考え方である。このような物質の在
り方（サイズや複雑さ）のみから見た階層性は、新しい科学技術の可能性を考
えるには必ずしも適切ではない。上に述べた四つの学術分野とそれらのキー概
念を従来型の階層性で整理することはできない。4 種のキー概念は独立した基盤
であり、それらの独創的な組み合わせが “Biomimetics”に代わる新概念を生み
出し学術の新時代を切り開くのであろう。
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（２）特別寄稿

6

【特別寄稿】
地球を席巻するヒト、地球を食い尽くすヒト−だから Homo dominatus
浜松医科大学 針山孝彦
日本の中のラテン語―種名の表記法
イタリア人の研究者と、研究の時を親密に過ごす時、研究に対するひたむき
さ、そして彼らの底力を感じる時が度々あります。その底力の一つが彼らのも
つラテン語能力なのかもしれないと思うようになりました。イタリア人は、高
校の時にしっかりとラテン語を指導されます。特に理数系の分野に進む者には
ラテン語を学ぶことが不可欠だと考えられています。イタリア語は、名詞に男
性・女性という性があるだけではく、性に引っ張られて形容詞の語尾も変化し、
たとえば動詞の格で主語がわかります。私は、ラテン語の入門書を読んだ程度
ですが、とても複雑で、お手上げ状態です。おそらく英語やドイツ語、フラン
ス語を流暢に話せる日本人の方も、ラテン語文法は非常に複雑な規則に思われ
ることでしょう。ラテン語をルーツにしているイタリア語を母国語とするイタ
リア人でも、ラテン語の学習はとても大変だそうです。別の見方をすれば、ラ
テン語は複雑に見えるしっかりした規則によって「語」を限定できるのでしょ
う。理数系の学生に、ラテン語を学ばせるのは、自然現象を正確に限定された
語を用いて記載する科学の学習効果を狙っているのだろうとうらやましくも感
じます。化学式や数式によって現象を記載することと、文字を使うことと同じ
であることを意識できる科学者を育成しているのですね。
日本では、ラテン語を学ぶチャンスは非常に限られた方々にしかありません。
しっかりラテン語を使うことができる方は、もしかしたら国内では名前を列挙
できるぐらいの人数になってしまうのではないでしょうか。ところが、大学の
生物学の授業の中で、ラテン語について解説しなければならない場面が必ずあ
ります。生物の名前を記載するために、学名を用いなければならないからです。
学名は生物につけられた世界共通の名前であるために、ラテン語を用いること
に決められています。「分類学の父」と呼ばれている C.リンネ（Carolus
Linnaeus）が二命名法を体系化して以来、人々は多くの生物を発見し今ではお
よそ 175 万種が記載種だとされています（種数に関しては種々の説があります）。
種の絶滅と新発見が繰り返されるので、常に種の数が変動するので、現存の種
の数は、記載種の倍だとか、10 倍だとか 100 倍だとかいわれていいます。137
億年前に始まる宇宙の元素が集まって、生命が創造され多様化していった過程
と現在のその姿を、不思議で美しいと思わない人はいないでしょう。そして、
研究を深めれば深めるほど、「未見の美」を見てみたいと思います。
二命名法では、属名と種（小）名の 2 つの語を並べて、一つの種を表します。
種・属・科・目・綱・門・界という分類の中の、最も細かく分類される階層の
下の 2 つです。属名は名詞、種（小）名は種形容語で形容詞か名詞です。種（小）
名だけで、種名とはいえない理由がここにあります。学生に教えるときには、
姓名を例えにします。何々家の、何太郎ということで、個人が特定できるので
あって、何太郎だけでは同じ名前がたくさん出てきてしまいます。学名はラテ
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ン語なので、あくまでローマ字読みの通りで発音しなくてはなりません。
地球上でのヒトの出現―「動的平衡」の崩壊
「動的平衡（dynamic equilibrium）」という用語は、生命現象ではない「比
較的単純な系の中で、逆向きの反応過程が同じ速度で進行することにより、系
全体として時間に伴った変化を観察することが無く、平衡に達しているような
状態を示すもの」として用いられるようになりました。
「定常状態」と同様の用
語として用いられることもあり、日本人の感性としては非常に受け入れやすく、
拡大解釈もしやすいものです。鴨長明の方丈記にある「行く川のながれは絶え
ずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結び
て久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。」を
動的平衡と結びつける人は多いでしょう。無常観であり、桜を愛で、永遠では
なく移ろいゆくものに美しさを感じる日本文化（日本人の自然観）の基礎であ
り、自然と一体化して、もしかしたら死生観にも繋がるのかもしれません。
46 億年前に誕生した地球は、およそ 10 億年を経て生命を育みました。系が
安定した動的平衡状態の中で、生命が多様化（種分化）した結果が現在の地球
の状態です。生命は海から誕生し、陸上進出を果たしました。明治時代の初め
に生まれたアメリカ人の F.E.Clements（1874-1945）は、植物生態学の研究
を進め、植生変化の理論をまとめたことで有名ですが、1916 年に生態系と生物
の関係を「作用と反作用」という用語で説明したことも歴史に残っています。
Clements は、物理学で用いられる“作用反作用”とは異なり、地球環境が生物に
影響を与えることを「作用」、生物が地球環境に影響を与えることを「反作用」
といいます。彼は植物遷移の研究の中でこの概念を出したわけですが、この「作
用と反作用」の間にも「動的平衡」が存在しないと、バランスが維持できず系
の変化（遷移）が生じることになります。
生命史上、一番の変化は、およそ 20 億年前のシアノバクテリア（光合成をす
る原核生物）の大量発生による地球上への酸素の放出でした。このシアノバク
テリアの大量な出現によって、それまで毒であった酸素を効率よく使える原核
生物が誕生し、将来の真核生物の誕生の礎ができたといっても過言ではないの
です。つまり、このシアノバクテリアが酸素を放出するという「反作用」によ
って地球環境が大きく改変され、それまで酸素が毒であった生命体が酸素環境
の拡大によって隅に追いやられ、酸素を効率よく利用する新しい真核生物が誕
生し拡がるという激変を導いたのです。その後、地球上で種々の出来事があり
ましたが、特筆するような生物が地球環境を改変する「反作用」はありません
でした。人間の先祖の出現は 400 万年前だとか 500 万年前だとかいわれていま
すが、人間が出現した後も、長い間、作用と反作用を含めた「動的平衡」状態
は続いていたのです。
ところが、およそ 1 万年前（日本の三内丸山遺跡では 1 万 5 千年前）に、人々
は集落を作り農耕牧畜業を開始したのです。農耕は、根栽農耕と穀物農耕の 2
つに大きく分けられます。根栽には穴を掘るための道具があればいいのですが、
穀物農耕では広い面積を耕すために牛や馬などの使役動物と共に種々の道具を
用い、多くの人が協力する必要が生じます。穀物は長期の貯蔵に耐え運搬も可
能となり、耕作以外の仕事に専心する者たちを養うこともできるようになりま
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した。人口が集中する村や都市の形成を促され、穀物の豊作を祈る神官の役割
が発達し、さまざまに分業化した人々による階層社会が誕生して都市社会全体
が段階的に発展していきました。都市の中で役割を分業化することで各自が考
え学ぶ時間が増え、世代から世代へと外面的・内面的な生活様式を伝承するこ
とによって高度な文化へと変容していったのです。この農業革命ともいえる一
大改革は、生物学的な「ヒト」から、文化を共有する「人」への変身の道を誘
ったのです。
野生動物や敵の侵入による被害から自分たちを守るために都市や農作地の周
辺には塀が作られ、その結果、安全な生活と食事が保障されました。使役や食
料として人の生活に直接役立つ牛や馬はもちろん、鳥や犬や猫などのペットと
しての動物も飼育されようになり、これらの家畜動物は、塀の中で保護され餌
を安定に与えられるので、食物連鎖のルールからは外れることになりました（詳
しくは、PEN October 2011 参照）。
人は、家畜動物を飼育しますが、人がヒトを飼育しているとは全く考えもし
ませんね。ところが、大規模な集団生活を続けた私たちは、塀の中でのみ生存
できる動物になってしまったのです。地球を支配しているかのごとくに見える
人は、実は、人々のエリアを拡大していき、そのエリアは塀で囲むことによっ
てヒトを飼育し続けて、自分自身を家畜化してしまったのです。現代のヒトは、
自 ら を 家 畜 化 し た 地 球 上 唯 一 の 動 物 で あ る と い う 意 味 を 含 め て 、 Homo
domesticus だと針山は、10 年ほど前から口にするようになりました。C.リン
ネは、人間を意味する学名として Homo sapiens と名づけています。Homo は
属名で“ヒト”という意味で、種小名の sapiens は“ものを考える”という意味で
す。ということで Homo domesticus という学名は、家畜化した（domesticus）
ヒトという意味になります。先に述べたように、Clements は無機的環境が生物
に及ぼす影響を作用と呼び、逆に生物がその生活の結果として環境に影響を与
えることを反作用と呼んだわけですが、無機的環境と有機的環境（生物）との
関係だけでなく、有機的環境内部（生物同士）の関係によって家畜という生き
方しかできない種が形成されてしまうことにも、Homo domesticus という学
名造りによって思いを馳せることができます。
大規模な集団生活の中で育まれた文化は、その後あたかも生命の如くの進化
を続け各地に拡がり多様化しました。その中でより一層、自らを家畜化してい
きました。家畜化によって食料と安全が担保される中、種々の文化が創造され
ました。学術のレベルでは、世界の各地で農耕に関係する数学や天文学の研究
が始まり、ヨーロッパを中心に物理学、続いて錬金術にはじまる化学が確立さ
れてきました。19 世紀に入り欧米の世界侵出と時を同じくして、工学が飛躍的
発展をしたことにより、現代の我々の生活が支えられています。生活が豊かに
なることと引き替えのように、地球の「動的平衡」が崩壊したのです。
「 動 的 平 衡 」 の 崩 壊 の 行 き 着 く 先 − Homo dominatus か Homo
dominator か
工学が飛躍的発展をして、江戸時代の後期には蒸気機関の発明と蒸気機関を
利用した列車を走らせる鉄道建設によってヨーロッパでは第一次産業革命が始
まりました。その後電気の利用と流れ作業が考案され第二次産業革命とされる
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大量生産時代に突入しました。この第一次および第二次産業革命は、人々の暮
らしを豊かにしたのと同時に、負の側面も生み出しました。富を手にした列強
諸国は、より多くの富を手中に納めるために、帝国主義を御旗に地球の各所に
侵出し地球を改変し、
「動的平衡」の崩壊に拍車をかけました。人々の貧富の差
の拡大や、国家戦略としての富への執着と争奪をもたらし、大規模な世界戦争
をも誘引することになったのです。豊かさは、世界的な規模でのコンピュータ
の普及につながり、コンピュータ革命ともいわれる第三次産業革命が 1960 年
ごろから開始されました。これらの産業革命は人口増加を招き、
「動的平衡」は
完全に消失し、人間は地球を食い尽くしているのが現状です。
学名は、それぞれの生物分野の命名規約により取り決められています。和名
でヒトと表す人間の学名は Homo sapiens と表記することと規約にあるわけで
すが、人間をより正確に表す語はなんでしょうか。家畜化したヒト Homo
domesticus という人間の状態は、農業革命以来、ずっと続いているものといえ
ます。さて、産業革命以来、地球を食い尽くそうとしはじめた人間を学名表記
したらどうなるでしょう。イタリア人の研究者にラテン語の表現を尋ねたとこ
ろ、"dominator"が、誰かをあるいは何かを支配することと教えてくれました。
とすると、地球を支配している人間ということで、Homo dominator という学
名が現在の人間を表すのに適当ではないか・・・。新学術領域「生物多様性を
規範とする革新的材料研究」の領域代表を務めていらっしゃる下村政嗣先生と、
評価グループの下澤楯夫先生とこの話をしたとき、果たして人間は本当に地球
を支配しているのだろうか、支配しているつもりだが、実は被支配者になって
しまっているのではないかという意見がでてきました。Clements の定義でいう
と、人間（生物）が地球環境に影響を与えるほど地球を支配している日々を過
ごしている中で、改変された地球環境が人間（生物）に影響を与えるという「し
っぺがえし」を人間は受けている、つまり支配されるヒト"Homo dominatus"
であるということ・・・。とても恐ろしい我々人間の現実を踏まえて、Homo
dominatus SHS, 2017（SHS は、下村、針山、下澤の頭文字、2017 は命名
年）と呼ぶことにしました。
「動的平衡」を取り戻すか、不均衡を少しは改善する手段の模索−バイオ
ミメティクス
2011 年 3 月に起こった大地震に続く原発事故、そして事故現場をいつまで
も収束できない現実は、農業革命と産業革命以来、営々と続く巨大エネルギー
の必要性に基づく人災だといえます。同じ産業構造で発展しようと人間が活動
を続ければ、今以上の巨大エネルギーを必要とし、形を変えた同じような事故
が今後も続発することは創造に難くないのです。
個体としてのヒトは、ハードとしてヒトが備えている情報処理装置（脳を中
心とした個体）の中に、時代の文化がコンピュータにソフトを組み込む様に入
り込むのように設計されているために、現状の文化様式を打破することは非常
に困難です。Homo dominatus は、周辺の同じ情報処理のハードを、ソフトを
備えた仲間と共に新しい文化を作り上げるので、文化の中から新しい文化を築
きあげることはこれまでもしてきましたし、今後も続けていけることでしょう。
しかし、これまでの文化を一部改変しているだけでは、地球を破壊し続け、地
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球からの「しっぺがえし」を受けることにより Sustainable な世界の構築はで
きません。世界にいつでも繋がることのできるデジタル革命が新たに第四次産
業革命を引き起こすといわれている現在、本当の意味での Sustainable な世界
の構築の為の方策探しに奔走しなければならないのです。それは、ラテン語を
含めたこれまでの学問の基礎力をしっかりと身につけた上で、新たな学問分野
を構築すべく異分野・異業種連携のバイオミメティクス研究を発展させる以外
に道はないかもしれません。多様な学問は、一人で勉強しきれないので、基礎
力をもった研究者が集まりチームを組織して研究・開発する時代の到来でもあ
ります。
ラテン語文法よりもっと複雑な生物がもつ不思議の世界をしっかりと人間が
見つめ、
「未見の美」を利用できる社会がやってくることを願いつつ、バイオミ
メティクスを示したような高村光太郎の詩を引用して本稿を締めたいと思いま
す。
「手紙に添えて」

高村光太郎
どうして蜜柑は知らぬまに蜜柑なのでせう
どうして蜜柑の実がひっそりとつつましく
中にかはいい部屋を揃へてゐるのでせう
どうして蜜柑は葡萄でなく
葡萄は蜜柑でないのでせう
世界は不思議に満ちた精密機械の仕事場
あなたの足は未見の美を踏まずには歩けません
何にも生きる意味の無い時でさへ
この美はあなたを引きとめるでせう
たった一度何かを新しく見てください
あなたの心に美がのりうつると
あなたの眼は時間の裏空間の外をも見ます
どんなに切なく辛く悲しい日にも
この美はあなたの味方になります
仮りの身がしんじつの身に変ります
チルチルはダイヤモンドを廻します
あなたの内部のボタンをちょっと押して
もう一度その蜜柑をよく見て下さい
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