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日常にあるバイオミメティクス日常にあるバイオミメティクス

（出版）小学館 ２０２１年８月９日

ドラえもん科学ワールド 未来をつくる生き物と技術 
（著）藤子・Ｆ・不二雄
（監修）藤子プロ , 高分子学会バイオミメティクス研究会, NPO法人 バイオミメティクス推進協
議会
（出版）小学館 ２０２１年８月９日

生き物たちから教わる最新科学！

まんがと解説で楽しく科学を学ぶ人気シリーズ「ド
ラえもん科学ワールド」。 今回は、動植物の姿や
能力、その仕組みをまねて物作りをする技術「バ
イオミメティクス」を取り上げます。

環境問題への対策が急務となっている今、このバ
イオミメティクスに大きな期待が寄せられています。
一見難しそうですが、例えばスポンジ、電球や新
幹線の形も、バイオミメティクスの一種。人は昔か
ら、動植物を観察し、その能力や仕組みを技術で
再現してきたのです。

この本では、動植物の驚異の能力と、その仕組み
を応用することで誕生したさまざまなテクノロジー
を紹介します。研究中の技術も多数掲載。ドラえも
んのまんがを楽しみながら最新技術を学び、未来
へのヒントを一緒に探しましょう！

日常にあるバイオミメティクス日常にあるバイオミメティクス



1954年 博多生まれ、八代、福岡、名古屋（２回）、桑名、茨木、高松を転々として、また福岡、

孔子：紀元前552年10月9日‐紀元前479年3月9日 73歳
春秋時代の中国の思想家、哲学者。儒家の始祖。
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理化学研究所、東北大学（多元研、WPI）、2014年から千歳科学技術大学

個人的には、老子や荘子が好き

高分子科学
界面科学
生物模倣
自己組織化
組織工学

Mainz 1982 Munich 1987

自己紹介自己紹介

２０１２年〜２０１６年 文部科学省 科学研究費 新学術領域研究

何故、生物多様性を規範としたのか？何故、生物多様性を規範としたのか？

生物多様性への寄与は？生物多様性への寄与は？

生物規範工学生物規範工学



生物規範工学を始めるにあたって生物規範工学を始めるにあたって
文部科学省科学技術政策研究所

科学技術動向研究センター 客員研究員

支笏湖
千歳線

石勝線

石狩

千歳市

公立千歳科学技術大学
国際空港のある大学

公立千歳科学技術大学
国際空港のある大学

自己紹介の続き自己紹介の続き



生物多様性条約 第10回締約国会議
CBD-COP10

CBD: Convention on Biological Diversity

COP: Conference of the Parties

COP10は、2010年10月18日から29日まで、名古屋国際
会議場で、 「いのちの共生を、未来へ（Life in Harmony,

into the Future)」をスローガンに開催されました。
愛知目標達成に向けた取り組み

国連生物多様性の10年
United Nations Decade on Biodiversity

６月２７日ご逝去（７５歳）

経団連と生物多様性

自己紹介の続き 飛行機オタク、 JALのマーキング自己紹介の続き 飛行機オタク、 JALのマーキング

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/shiraberu/international/cop10/summary/index.html

http://kankyojoho.pref.aichi.jp/cop10/index.html

別目標

国連生物多様性の10年： The United Nations Decade on Biodiversity 2011‐2020

名古屋議定書：生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋
議定書

愛知目標：2020年までに生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急の行動を実施するための２０の個
別目標

国連生物多様性の10年： The United Nations Decade on Biodiversity 2011‐2020

COP10で決まったことCOP10で決まったこと



COP10の
達成目標

愛知目標

COP10の
達成目標

愛知目標

国連生物多様性の10年
United Nations Decade on Biodiversity

日本経済団体連合会
生物多様性宣 

2009年3月17日

国連生物多様性の10年
日本委員会

生物多様性条約 第10回締約国会議
と

日本経済団体連合会

生物多様性条約 第10回締約国会議
と

日本経済団体連合会



イノベーションをもたらすバイオミミクリーイノベーションをもたらすバイオミミクリー

目標１４ バイオミミクリー

愛知目標における位置づけ愛知目標における位置づけ



産業革命に匹敵するイノベーション？

レポートをアメリカでは、動物園が経済レポートを

経団連が使った“バイオミミクリー”って？経団連が使った“バイオミミクリー”って？

2011年8月12 日付Financial Timeオンライン版”Inspired, naturally”

経済効果 ！！経済効果だけではない！！

「自然と生体に学
ぶバイオミミク
リー」
山本良一、
吉美耶子訳、
オーム社（2006）

バイオミミクリーの提唱者

Janine Benyus

イノベーションをもたらすバイオミミクリーイノベーションをもたらすバイオミミクリー



Growing Global Interest in Biomimetics

 for Finance and Economy

GDP

4250億ドル アメリカ
1.6兆ドル 世界
1.6 Trillion, whole world

2021年度
一般会計予算
106.6兆円
2020年度税収
60.8兆円

42.5兆円というと

https://www.business‐and‐biodiversity.de/ueber‐uns/

バイオミメティクスへの期待
CBD-COP 9 in Bonn 2008

バイオミメティクスへの期待
CBD-COP 9 in Bonn 2008



https://www.business‐and‐biodiversity.de/jp/

産業界の取り組み
Biodiversity in Good Company

生物多様性がなければ
ビジネスの多様性はない

産業界の取り組み
Biodiversity in Good Company

生物多様性がなければ
ビジネスの多様性はない

http://www.business‐and‐biodiversity.de/jp/about‐the‐initiative/background.html

た。

ドイツが議長国を務めた、08年5

月の生物多様性条約第9回締
結国会議(COP9)では、190以上
の締約国から5,000名以上が参

加し、経済との連携の重要性に
ついて、提言を行いました。

これを受けて、議長国であるドイ
ツ主導の下、「ビジネスと生物多
様性イニシアティブ 'Biodiversity

in Good Company'」が発足しまし
た。

Biodiversity in Good Company
生物多様性はイノベーションをもたらす

Biodiversity in Good Company
生物多様性はイノベーションをもたらす



2007

National Strategy

On Biological

Diversity

2007 shark lotus lizard

COP9の背景にあるドイツの国家戦略COP9の背景にあるドイツの国家戦略

International industrial convention

BIOKON(Bionik-Kompetenznetz)

International industrial convention

BIOKON(Bionik-Kompetenznetz)

ドイツの国家戦略ドイツの国家戦略

ドイツの国家戦略ドイツの国家戦略



2012 Berlin

2013 Paris, Prague

2014 Liège

2015 Kyoto

2016 Berlin

2017 Berlin

2018 Berlin

2019 Edinburgh

2020 Web

2021 Web

Growing Global Interest in Biomimetics

International Standardization

Under strong leadership of VDI (Verein Deutscher Ingenieure, The 

Association of German Engineers), three standards came into effect.

P 8

O 16

ドイツの国家戦略ドイツの国家戦略

http://ceebios.com

フランスでは、Biomimétismeフランスでは、Biomimétisme



フランスにおける産学連携フランスにおける産学連携

環境・エネルギー・海洋省のバルバラ・ポンピ
リ（Barbara Pompili）生物多様性担当大臣

フランスにおけるBiomimétisme 産官学連携と啓教育蒙フランスにおけるBiomimétisme 産官学連携と啓教育蒙

パスカル・ロワズルール（Pascale

Loiseleur）サンリス市長

サンリス市で開催されたbiomimecpo

の様子（旧フランス陸軍駐屯地）



CEEBIOSは、BiomimétismeのナショナルセンターCEEBIOSは、Biomimétismeのナショナルセンター

https://biomimexpo.com

全国各地で開催
今年は、

マクロン大統領 ？

全国各地で開催
今年は、

マクロン大統領 ？



日本では・・・・、周回遅れ？日本では・・・・、周回遅れ？

2017年3月13日
日経産業新聞

拡大

日本は周回遅れ？日本は周回遅れ？



２０１２年〜２０１６年 文部科学省 科学研究費 新学術領域研究

異分野連携生物学、ナノテクノロジー、環境科学、そして情報科学の異分野連携

日本は周回遅れ？日本は周回遅れ？

宣伝不足と異分野連携

日本に定着させるには？日本に定着させるには？



第5次環境基本計画

５．持続可能性を支える技術の開発・普及

また、微生物と植物の共生関係を利用した減農薬農業など生物の共生関係を利用した低
環境負荷技術や、化合物を使わない防汚材料など生物の持つ優れた機能や形状を模倣
する技術（バイオミメティクス）を活用した低環境負荷技術、化石資源によらない微生物・植
物による有用物質生産が可能な低環境負荷技術の開発が近年急速に進んでいる。これら
の技術は、生命に備わっている機能の活用や模倣により、自然の摂理により近い形で低環
境負荷を実現するものである。産業化も見据え、こうした生物や自然の摂理を活用した低
環境負荷技術（いわば「環境・生命技術」）の開発を進める。

（２）生物・自然の摂理を応用する技術の開発
（自然の摂理により近い技術の活用）

バイオミメティクスや共生関係についての研究をベースにした技術は、自然（生態系）のメカ
ニズムに倣い、生態系への負荷を最大限軽減する技術として人間の技術体系にパラダイ
ムシフトをもたらし、持続可能性に資する技術革新をもたらすと期待されている。これらの技
術の開発や実用化に資するため、研究開発や産業応用の実態調査・課題把握のための調
査研究を行う。

https://www.env.go.jp/press/files/jp/108982.pdf

環境省は、バイオミメティクスに言及環境省は、バイオミメティクスに言及

http://www.env.go.jp/press/files/jp/108981.pdf



バイオミメティクスの歴史と現状バイオミメティクスの歴史と現状

日常にあるバイオミメティクス日常にあるバイオミメティクス

Leonardo da Vinci

Bio-inspitrtion



Sponge is a good biomimetic material.

日常にあるバイオミメティクス日常にあるバイオミメティクス

Foamed plastics

Porifera

(marine animal)

He is leaving his world behind.

"The last straw breaks the camel's back”

Strawは、“麦わら”のバイオミメティクス？Strawは、“麦わら”のバイオミメティクス？



日常にあるバイオミメティクス日常にあるバイオミメティクス

Hook and loop Fastener

(VERCRO)

In Japan, マジックテープ

Nylon

Wallace Carothers @ DuPont

Plastics

バイオミメティクスの歴史バイオミメティクスの歴史

Jack E.Steele

(1924‐ 2009)

The name "biomimetics" was coined by Otto 

Schmitt in the 1950s. The term "bionics" was 

coined by Jack E. Steele in August 1958 while 

working at the Aeronautics Division House at 

Wright‐Patterson Air Force Base in Dayton, 

Ohio.

Bionics

biology and electronics

Norbert Wiener (1948) 

Cybernetics: 

or Control and 

Communication in the 

Animal and the Machine



http://www.otto-schmitt.org/index.htm

Otto Schmitt 

made a term, “Biomimetics”

バイオミメティクスの歴史バイオミメティクスの歴史

Schmitt Trigger

Otto Herbert Schmitt 

(913 – 1998) 

機械系バイオミメティクス機械系バイオミメティクス

Kingfisher for ShinkansenAnthill for ventilation

Boxfish for MERCEDES Bionic Car

Hummingbird for drone

JR西日本 ５００系新幹線



R. Breslow, Biomimetic chemistry, centenary 

lecture. Chem. Soc. Rev., 1, 553‐580. (1972) 

Membrane mimetic chemistry

J.Fendler, Wiley (1982)

加水分解酵素の触媒活性部位
の構造と反応機構

人工酵素から

人工生体膜へ

分子系 ：分子系バイオミメティクス：
生物模倣化学

分子系バイオミメティクス
Biomimetic Chemistry & Membrane Mimetics

Prof.H.Ringsdorf

国武豊喜
九大名誉教授  

ナノテクノロジー
自己組織化

ナノテクノロジー
分子組織科学

T. Kunitake and Y. Okahata , "A totally 

synthetic bilayer membrane", J . Am. 

Chem. Soc., Volume 99, pp. 3860–

3861 (1977).

文化勲章
  (2014)

京都賞
  (2015)

Man‐made chemicals

Bio‐lipid

Materialization : polymeric bilayers



Frei Paul Otto

Olympiastadion München

建築分野における生物模倣建築分野における生物模倣

蟻塚の優れた空調技術
パッシブクーリング

初版１９８１年１２月 平凡社

長谷川 堯
1937年〜2019年

1925年〜2015年

蟻塚の優れた空調技術
パッシブクーリング

環境適応型システム環境適応型システム

建築分野における生物模倣建築分野における生物模倣



1940 20001960 1970 1980 19901950 年

m

mm

�m

nm

面状ファスナー
(VERCRO)

面状ファスナー
(VERCRO)

Biomimetic 

Chemistry

黎明期

分子系バイオミメティクス

機械系バイオミメティクス

2010

分子集合体化学

超分子化学人工光合成

ナノテクノロジー

コウモリ模倣ソナー

人工酵素
人工生体膜
分子認識

1935年
ナイロン
1935年
ナイロン

ミッシング・リンク
異分野連携の壁

唱

Otto Schmittによる

バイオミメティクスの提
唱

繊維・高分子

シュミット
トリガー

新幹線の空力デザイン
パンタグラフのデザイン

昆虫型ロボット

バイオミメティクスの歴史：新潮流の出現その１バイオミメティクスの歴史：新潮流の出現その１

ゲル

ゲル・アクチュエーター

？

建築系バイオミメティクス 膜構造

ナノテクノロジーと
博物学のコラボ

唱

Jack Steeleによる

バイオニクスの提
唱

ナノテクノロジーが拓くバイオミメティクスの新潮流ナノテクノロジーが拓くバイオミメティクスの新潮流

10micron

モルフォ蝶の鱗粉 構造色

繊維、フィルム、塗料、先端材料

蛾の複眼 無反射

無反射フィルム
太陽電池

ロータス効果 超撥水

防水、塗装、防汚、抗菌

低流体抵抗、
防汚

さめ肌 リブレット構造

接着テープ

ヤモリの指
構造接着



Self-cleaning surfaces

ロータス効果 撥水性とセルフクリーニングロータス効果 撥水性とセルフクリーニング

撥水性織物 （帝人 レクタス）
セルフクリーニング機能を持つ塗料

（ロータサン）

蓮の葉の表面には凸凹が

凸凹表面は
水をはじく

モスアイ構造 無反射表面モスアイ構造 無反射表面

◯

エビガラスズメ



三菱レイヨン

モスアイ構造 無反射フィルムモスアイ構造 無反射フィルム

◯
上から

横から

下から

モルフォ蝶鱗粉

モルフォ蝶 鱗粉の構造色モルフォ蝶 鱗粉の構造色



構造色繊維構造色繊維

https://lexus.jp/models/lc/features/sesb/

構造色塗料構造色塗料



◯

ユリクビナガハムシ

昆虫の肢 跗節 構造接着昆虫の肢 跗節 構造接着

1�m

構造接着 ヤモリやムシの脚 接着剤フリーの接着構造接着 ヤモリやムシの脚 接着剤フリーの接着

ヤモリや昆虫の指先には
無数の毛

ファンデルワールス力
による接着

カーボンナノチューブ
を使ったゲッコテープ

（日東電工）

ナノ・マイクロ加工
で作製した

ゲッコテープ



サメ肌リブレット構造サメ肌リブレット構造
Drag reduction of aircraft 

Anti bio‐fouling surfaces

AirbusShark skin 

Riblet

Shark skin technology for green efficiency

サメ肌をまねたリブレット構造は、水や空気の抵抗を減らす
ことで船舶や航空機の燃費を向上させることから、省エネル
ギー効果があります。

さらにサメ肌にはフジツボなどが付着しにくい特徴があります。
船底や海水を使った冷却装置に生物が付着すると、燃費や冷
却効率が低下します。海洋生物の付着を抑えるために有機スズ
化合物を含む塗料が使われていましたが、環境毒性があるため
に２００８年からは国際的に使用が禁止されています。サメ肌を
まねたリブレット構造は、環境に優しい防汚材料として注目され
ています。さらに最近、リブレット構造がバクテリアの増殖を抑え
る効果が見出され、抗菌材料として医用分野での応用が期待さ
れています。

The riblet structures mimicking shark skin scales provide energy saving effect 

for the shipping and the airplane by their fuel efficiency improvement with 

reducing the fluid dynamic resistance. 

Shark skin is the anti‐biofouling surface restraining attachment of barnacles, 

algae, and bacteria. Shark‐skin riblet structure are expected as environmentaly‐

friendly anti‐fouling coating materials for ship’s bottom and cooling systems 

without using toxic paints including organic tin compounds.

ルフトハンザドイツ航空、フラウンホーファー研究所、エアバス社の
共同研究によるサメ肌類似塗装の飛行試験

Lufthansa Airbus A330‐300 D‐AIKB “Shark skin” 

Sharklet™

Sharklet Technologies社が開発したリブレット構造防汚材料
NON‐TOXIC ANTI‐FOULING SOLUTIONS: SHARKLETより引用

Anti‐fouling material based on shark‐skin riblet

防汚試験 １日目

防汚試験 ７日目

フジツボ

サメ肌に学ぶ環境に優しい省エネ技術サメ肌に学ぶ環境に優しい省エネ技術



身の回りのバイオミメティクス身の回りのバイオミメティクス

http://www.vogue.it/en/beauty/beauty‐news/2012/05/biomimetic‐cosmetics

身の回りのバイオミメティクス身の回りのバイオミメティクス



身の回りの バイオミメティクス身の回りの バイオミメティクス

エステダム センシ
バイオミメティック クリーム

https://www.cosmeticsdesign‐europe.com/Article/2016/09/27/Biomimetics‐the‐future‐of‐beauty‐innovation‐from‐nature

「プロクリアワンデー」クーパービジョン

初めてコンタクトレンズ素材にバイオミメ
ティック(生体模倣)テクノロジーを採用し、高
い親水性と保水力を示すMPC配合しまし
た。

Growing Global Interest in Biomimetics

Increasing Number of Publications, Patents, and Conferences

Growing Global Interest in Biomimetics

Increasing Number of Publications, Patents, and Conferences

Nature 529, 277–278 (21 January 2016)
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バイオミメティクスは生態系とは無関係？バイオミメティクスは生態系とは無関係？

建築系バイオミメティクス

Venus‘ Flower Basket？

Growing Global Interest in Biomimetics

Toward Biomimetic Architecture
Growing Global Interest in Biomimetics

Toward Biomimetic Architecture



Growing Global Interest in Biomimetics

Toward Biomimetic Architecture
Growing Global Interest in Biomimetics

Toward Biomimetic Architecture

人間のための環境が、今後も長期にわたって快適で秩
序ある状態を持続するためには、個々のデザインにおけ
る配慮だけでは不十分であり、デザインのための新たな
パラダイムが必要とされているのではないだろうか。…孤

立系として個別の建築・都市をデザインしてきた旧来の
パラダイムに対し、伝統的な建築デザインの中にも生命
的な開放系の要素を見出す。さらに、情報技術を用いた
異なる系の間の相互作用により、開放系の建築デザイ
ンを目指す。本書においては、このようなアプローチによ
り、環境全体の秩序を持続可能にする、建築デザインの
新たなパラダイムを模索する。

建築資料研究社 (2018/7/23)
”（バイオミミクリーは）自然界の形態とプロセ
スを模倣することに重きを置いている。その結
果、新たな素材やプロダクトデザインの分野で
大きな成果を出している。それに対して、私た
ちが目指す「生命に学ぶ建築」は、学ぶ姿勢
は同じであっても、形態などを模倣することは
考えておらず、主にシステムに着目をする。ま
た、対象とするスケールも空間単位を基本とし
ている点に差異があるといえよう。”

セクショナリズムを超えて！！！
残念！！！ 宣伝不足

セクショナリズムを超えて！！！

建築系バイオミメティクスの新潮流建築系バイオミメティクスの新潮流



生態系バイオミメティクスの台頭生態系バイオミメティクスの台頭

IoT

(Internet of Things)

3Dprinting

標準化

自律分散型生産システムと流通システ
ム、
中央集権から地域分権へ、
大企業から中小企業へ、
エネルギー転換と地産地消、

少子高齢化社会における労働力確保、
フェール・セーフ、
持続可能性への寄与、

Industrie 4.0 を支えるバイオミメティクスの新潮流Industrie 4.0 を支えるバイオミメティクスの新潮流



Industrie 4.0 を支えるバイオミメティクスの新潮流Industrie 4.0 を支えるバイオミメティクスの新潮流

https://www.youtube.com/watch?v=FFsMMToxxls

Growing Global Interest in Biomimetics

FESTO’s Biomimetic Robot for IoT ?

Ants: social insect as an autonomous distributed system

Self-organized Ecological System

Collaboration 

Ant Robots for

“Industrie 4.0”



Frei Paul Otto

Olympiastadion München

Growing Global Interest in Biomimetics

Toward Civil Engineering
Growing Global Interest in Biomimetics

Toward Civil Engineering

Growing Global Interest in Biomimetics

Toward Civil Engineering
Growing Global Interest in Biomimetics

Toward Civil Engineering

HOK

Hellmuth, Obata and Kassabaum

Hindustan Construction Company 



Figure 1.1 gives an overview of the history of 

biomimetics research. Terms such as ‘‘biomimicry,’’ 

‘‘bioinspiration,’’ and ‘‘bioinspired’’ are derived words

from ‘‘biomimetic,’’ and ‘‘bioinspired’’ is sometimes 

used to connote a presumed heir of the word 

biomimetic (Shimomura 2010).
2015

Growing Global Interest in Biomimetics

Toward Civil Engineering
Growing Global Interest in Biomimetics

Toward Civil Engineering

Growing Global Interest in Biomimetics

Toward Civil Engineering
Growing Global Interest in Biomimetics

Toward Civil Engineering

筑波大学 谷口 守
コロナ社（２０１８）

都市を生き物として見たときにわが国の都市
がどのような病理に侵されているかを示し,そ
れをどのように診断し,どう免疫力や再生力を
高めて活力を取り戻すかについて,「生き物に

教えを乞う」という観点から新たな解決策を模
索する。

1. バイオミメティクスと本書の構成
2. 生活習慣病（成人病）に侵される都市
3. アポトーシスに学ぶまちづくり
4. ネクローシスを避けるまちづくり
5. まちを診断する
6. 免疫力・再生力の高め方
7. そして，都市の未来を考える

スポンジは都市設計に使える！？
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自律分散系、バイオミメティック・アーキテクチャー 、Biomimetic Smart City

生態系バイオミメティクス総合的技術体系としてのバイオミメティクス総合的技術体系としてのバイオミメティクス

建築系バイオミメティクス 

２０１２年〜２０１６年 文部科学省 科学研究費 新学術領域研究

異分野連携プラットフォーム構築

周回遅れの原因

日本の弱点 異分野連携
生物学、ナノテクノロジー、環境科学、そして情報科

学の
異分野連携プラットフォーム構築



情報科学による生物学から工学への技術移転

世界初のSEM画像
データベース

類似画像をクラスター化する画像検索技術

画像類似性から「気づき」を見出す

「発想支援型データベース」

博物学

日本最大の収蔵品を有する
国立科学博物館
山科鳥類研究所

生物多様性に基づく
膨大な量のデータ

工学者が
使えるデータ

情報科学
データマイニング

画像処理

オントロジーを使った
バイオミメティクス・シソーラス

工学ニーズから生物学シーズを探す

生物規範工学オントロ
ジー

生物規範工学オントロ
ジー

OET

Ontology 

Enhanced 

Thesaurus



類似画像をテキストデータなしで検索することで分野を越えてデータベースを利用でき
発想支援をも可能とする革新的な検索エンジン

生物データと材料データの統合
↓

昆虫の接着機能からの想起
↓

繊維材料の新規用途
↓

すべらない布地、汚れを拭き取る布地

類似画像群

ス
類似画像検索：バイオミメティクス・データベー

ス

fingerprint loss : 

side effects 

from Anti‐

cancer drug

Slippery

seed

need

Need-Seed Matching based on

Biomimetics Informatics : Image Retrieval

Need-Seed Matching based on

Biomimetics Informatics : Image Retrieval

QOL

“nanofront”:

Adhesive micro fiber

like Gecko finger

Prof.Dr.T.Hariyama



Museum as Treasury Box of BiomimeticsMuseum as Treasury Box of Biomimetics

Not only for exhibition

But  also for collection

生物多様性はビッグデータ：DXの先駆け生物多様性はビッグデータ：DXの先駆け



Prof.J.Vincent

バイオミメティクスの現代的意義バイオミメティクスの現代的意義

機能発現のパラダイム

蓮（表面構造） vs テフロン（物質）

生産プロセスのパラダイム

バイオミネラリゼーション vs 焼結
（自己組織化） （高温過程）

人間の技術体系 生物の技術体系

高温
高圧

リソグラフィー

化石燃料
原子力

Fe, Al, Si

化石資源
希少元素

人間の技術体系ブリコラージュとしての生物の技術体系

常温・常圧
自己組織化

階層的構造化

太陽エネルギー
化学エネルギー

ユビキタス
元素

CHOPiNS

持続可能完全なる物質循環社会 ？＝ ＝

機能発現のパラダイム

蓮（表面構造） vs テフロン（物質）

技術とは

自然界に働きかけ
生き残る“術”

生産プロセスのパラダイム

バイオミネラリゼーション vs 焼結
（自己組織化） （高温過程）

バイオミメティクスは、二次産業
への生態系サービス (TEEB)

持続可能な開発目標
(SDGs)

進化適応と生物多様性は
壮大なるコンビナトリアル・ケミストリーによる

“物理・化学の法則・原理の組み合わせ最適化“
何億年にも亘る試作と評価の結果

進化適応と生物多様性は
壮大なるコンビナトリアル・ケミストリーによる

“物理・化学の法則・原理の組み合わせ最適化“
何億年にも亘る試作と評価の結果



フランソワ・ジャコブ ジャック・モノー

François Jacob

（1920年‐ 2013年）
1965年度ノーベル生理学医学賞

遺伝子発現調節を説明するオペロン
説

「エンジニアとは違い、進化は、ゼロから新たなものを作り出すことはない。進化は、す
でに存在しているものに作用して、ある系を新しい機能を持ったものに変換したり、いく
つかの系をより複雑なものにすべく組み合わせる。・・・この過程は、エンジニアリング
ではなく、ティンカリング、フランス語でいうブリコラージュに似ていると言わねばなるま
い。」

生物多様性の起源：進化はブリコラージュ生物多様性の起源：進化はブリコラージュ

ブリコラージュは、循環経済ブリコラージュは、循環経済

生物学者

Vincent
バイオミミクリー

プラネタリー
バウンダリー

    デザイン
危険

安全
グリーン
ゾーン

Why is it 

still not

 through in the industry?

グリーン
ゾーン

に残る
ために

気候変動

情報

構造

生物学的
手法

工業的
手法

エネルギー

物質

バイオミメティクスは

デザインの主流      

世界の
問題

不確実

“Biomimicry

is design”

推奨する

第３世代
デザイン

この原理を
あなたのプロジェクト
に適用！

なぜ産業には
まだ浸透しない？

しかし !

Design Society Biomimetics Special Interest Group

バイオミメティクスの現代的意義バイオミメティクスの現代的意義



バイオミメティクスはパラダイム変換をもたらすかバイオミメティクスはパラダイム変換をもたらすか

https://www.ms‐ad‐hd.com/ja/csr/symposium2021/main/011/teaserItems1/04/linkList/0/link/kankyosho%20nakazawa_shiryo.pdf

環境省生物多様性戦略推進室 中澤 圭一 

国連生物多様性の10年
United Nations Decade on Biodiversity

目標１４ 未達成

ポスト2020生物多様性枠組
愛知目標の達成度 

ポスト2020生物多様性枠組
愛知目標の達成度 



ポスト2020生物多様性枠組 ポスト2020生物多様性枠組 

https://nbs‐japan.com/iucn‐nbsgs/

EbA : Ecosystem-based approach

国際自然保護連合
IUCN:International Union for Conservation of Nature

NbS : Nature-based Solutions

自然を基盤とする社会課題の解決策
NbS : Nature-based Solutions

自然を基盤とする社会課題の解決策



NbS : Nature-based Solutions

バイオミメティクスはNbSではない！！！
NbS : Nature-based Solutions

バイオミメティクスはNbSではない！！！

バイオミメティクスは
NbSではない！？



Nature, 1997

Robert Costanza
(1950‐)

The Australian National 

University, Club of Rome

Ecosystem Service

Ecological Economy

評価生物多様性や生態系サービスの経済的価値の評価

生物多様性と生態系サービスの経済学生物多様性と生態系サービスの経済学

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/policy/valuation/teeb.html

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)



一次産業への
生態系サービス
：農林水産業

三次産業への
生態系サービス
：観光

二次産業への
生態系サービス
：工業原材料、エネルギー

ものつくりへのインスピレーション
：バイオミメティクス ？

愛知目標 目標１４
自然の恵みが提供され、

回復・保全される

NbS: 生態系サービスとしてのバイオミメティクス NbS: 生態系サービスとしてのバイオミメティクス 

https://jp.weforum.org/communities/gfc‐on‐nature‐based‐solutions

NbSへの関心の高まりNbSへの関心の高まり



・迫る生物多様性の危機に対応し、経済をリセットすることで、何百万もの雇用を創出し保護することができるのです。

・「ネイチャー・ポジティブ」なソリューションへ移行することで、食糧供給を保護し、インフラをより有効に活用し、また新しい
エネルギー

源を活用することができるのです。
・自然は経済に必要な雇用を提供できるのです。

Nature Positive   Towards “New Normal”Nature Positive   Towards “New Normal”

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100200085.pdf

２０２１G7サミット 自然協約 (Nature Compact)



詳細は外務省のHPから

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100200085.pdf



日本経団連 生物多様性宣の改定 

2018年10月16日

残念ながら“バイオミミクリー”は削除された



https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/099_gaiyo.pdf

経団連の現状認識

緑色の領域は安全なマージン
内にある人間活動を表し、黄
色の領域は安全な領域を超
えてもよいし、超えないかもし
れない人間活動を表し、赤い
領域は安全な領域を超えた人
間活動を表し、赤い疑問符の
ついた灰色の領域は安全領
域がまだ決定されていない人
間活動を表す。

険性
プラネタリー・バウンダリー：不可逆的かつ急激な環境変化の危

険性

？

？

？

農業も



ヨハン・ロックストローム
Johan Rockström

ストックホルム・レジリエンス・センター所長

プラネタリー・バウンダリー：持続可能な開発に向けて

Paul Jozef Crutzen
1933年12月3日 – 2021年1月28日

アムステルダム生まれのオランダ人大気化
学学者
受賞部門：ノーベル化学賞
受賞年：1995年

受賞理由：大気化学、特にオゾンホールに関
する研究

日経サイエンス編集部 編
2019年2月16日

３８億年前の太古代（始生代）と呼ばれる地質中の微生物の化石、５億年前の古生代カンブリア紀の多種多様な化石（カ
ンブリア爆発）、中生代白亜紀の恐竜の絶滅、新生代第四紀更新世（２５８万年前）のヒト属の出現など、地質には様々な
生命活動の痕跡が残されている。氷河期が終わった１万１７００年前から現在までを新生代第四紀完新世と称している。

我々の時代？ アントロポセン（人新世）



収穫加速の法則(The Law of Accelerating Returns)

人間活動
と

自然現象
は

連動する

Great AccelerationがもたらすSingularity

https://www.economist.com/obituary/2021/02/13/paul-crutzen-died-on-january-28th

May, 2011

世界の経済界は、アントロポセン（人新世）に注目



２０２１年１０月２６日
北海道新聞朝刊３面

プラスチックの地層？？プラスチックの地層？？



http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/081900226/

プラスチックによる海洋汚染プラスチックによる海洋汚染

プラスチックの投棄
海洋汚染

マイクロプラスチック

Prof.Stuart Pimm

デューク大学 
保全生態学・数理生態学

Science  30 May 2014:

Vol. 344, Issue 6187, 1246752

人間の影響で絶滅速度が1000倍に？人間の影響で絶滅速度が1000倍に？



https://www.bmu.de/en/pressrelease/environment‐minister‐schulze‐we‐can‐stop‐insect‐decline‐1/

多様性劣化で困ること
ミツバチが絶滅して受粉ができない・・・・農薬禁止！！

多様性劣化で困ること
ミツバチが絶滅して受粉ができない・・・・農薬禁止！！

人は幾何学級数的に増加するが、食料は算術級数的に しか増加しない人は幾何学級数的に増加するが、食料は算術級数的に しか増加しない

ローマクラブ創設から半世紀が経ち、人類は新たな段階（人新世 Anthropocene）に入った。世界では際限ない都市化

とライフスタイル変化、その要求に伴う過剰な開墾、生産活動によって、地球１個の再生産能力を上回って資源を使い
尽くすオーバーシュート問題、気候変動に伴う極端気象、飽食と飢餓、空前の富と貧困の格差など、様々な問題が
次々と噴出した。 2017年12月に、最新レポート”Come on – Capitalism, Short‐termism, Population and the Destruction 

of the Planet”（英語版、Springer）、”Wir sind Dran”（ドイツ語版、Gutes Loher Verlags Haus）が刊行された。「成長の限

界」から半世紀を経て今日生じてきた、これらの状況を網羅的に書き込んだ包括的書物で、フォン・ワイツゼッカーとワ
イクマンが編著者となって、主要フルメンバー３5名を著者として結集したローマクラブ初の企画であり、「成長の限界」

人口増加や経済成長を抑制しなければ、地球と人類は、環境汚染、食糧不足など100

年以内に破滅——その衝撃の警告。 



Biological Transformation と BioeconomyBiological Transformation と Bioeconomy

Fraunhofer-Gesellschaft

Proposed 

Biological Transformation

Fraunhofer-Gesellschaft

Proposed 

Biological Transformation

Springer

2020



http://eumag.jp/feature/b0517‐2/

ヨーロッパのトレンド
線形型経済から循環型経済へ

ヨーロッパのトレンド
線形型経済から循環型経済へ

https://www.eea.europa.eu/highlights/integrating‐

circular‐economy‐and‐bioeconomy#tab‐related‐

publications

Circular Econony と BioeconomyCircular Econony と Bioeconomy



循環経済
Circular Economy (CE) x Bioeconomy (BE)

循環経済
Circular Economy (CE) x Bioeconomy (BE)

高温
高圧

リソグラフィー

化石燃料
原子力

Fe, Al, Si

化石資源
希少元素

人間の技術体系ブリコラージュとしての生物の技術体系

常温・常圧
自己組織化

階層的構造化

太陽エネルギー
化学エネルギー

ユビキタス
元素

CHOPiNS

持続可能

何億年にも亘る試作と評価の結果

進化適応と生物多様性は
壮大なるコンビナトリアル・ケミストリーによる

“物理・化学の法則・原理の組み合わせ最適化
“

何億年にも亘る試作と評価の結果

＝完全なる物質循環社会 物質循環からの逸脱＝

技術とは

自然界に働きかけ
生き残る“術”

再生可能資源系
バイオエコノミー

循環型経済

枯渇資源系
人工物エコノミー

バイオミメティクスの課題
自然と共生可能な
循環社会に向けて

〜ゆりかごからゆりかごへ〜

バイオミメティクスの課題
自然と共生可能な
循環社会に向けて

〜ゆりかごからゆりかごへ〜



人間中心主義（Human Centric）から
進化の頂点としてのヒト

Top Predator（頂点捕食者） としてのヒト

Transformative

Change !!

Transformative

Change !!

http://acorn.okamura.co.jp/topics/column/2019/02/26/taiyoukou3/

なぜ
進化＝進歩
と思うのか？

人間活動（廃棄物）
が引き起こす環境危機

エネルギー・物質循環と共存

生物多様性（Multi Species）へ
現時点での適応種の一つ

食物連鎖・物質循環系の一部

ヒトは神の代理人？

経済学・生態学
Oikos家 Nomos秩序・法律
Oikos家 Logos理論

循環経済：人間も、その活動も、自然の一部である循環経済：人間も、その活動も、自然の一部である

Jakob Johann Baron von Uexküll、
1864年 - 1944年

 環世界
Umwelt

個々の生物に特有の
知覚世界

環境
Umgebung

環世界の集合としての自然

人間中心主義（Human Centric）から
進化の頂点としてのヒト

Top Predator（頂点捕食者） としてのヒト

生物多様性（Multi Species）へ
現時点での適応種の一つ

食物連鎖・物質循環系の一部

循環経済＝非人間中心主義経済循環経済＝非人間中心主義経済



バイオミメティクス 

操作実験系
バイオミメティクス 

自然実験系
生態学

バイオミメティクス DXバイオミメティクス ・インフォマティクス DX

生物多様性劣化
自然共生

エコミメティクスとしての “蟲瞰学”

因果関係
バリューチェーン
サプライチェーン

生物行動学

里山

環世界の折り合いをつける “蟲瞰学”環世界の折り合いをつける “蟲瞰学”
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超分子化学

人工光合成
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“niche”（未開拓）だった
”サブセルラー・サイズ構造“

のSEM観察
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バイオミメティック・アーキテクチャー 、自律分散系、Biomimetic Smart City

生態系バイオミメティクス
建築系バイオミメティクス 

2020 2030

バイオ二クス
サイバネティクス

ゲル

インテリジェント材料
スマート材料

バイオミメティクスからエコミメティクス へバイオミメティクスからエコミメティクス へ



バイオミメティクスからエコミメティクス へ
生物多様性に基づくエコミメティクス 

蟲瞰学

バイオミメティクスからエコミメティクス へ
生物多様性に基づくエコミメティクス 

蟲瞰学

バイオミメティクスからエコミメティクス へバイオミメティクスからエコミメティクス へ



人新世（アントロポセン）の時代における技術と宗教
現代宗教 2019

http://www.iisr.jp/journal/journal2019/P107-P126.pdf

高分子学会バイオミメティクス研究会
2020年3月3日

テーマ：バイオミメティクスの社会受容
演題：『人新世の時代における技術』

https://member.spsj.or.jp/event/index.php?id=271

人文科学からの、バイオミメティクス への叱咤激励人文科学からの、バイオミメティクス への叱咤激励

It's the last straw that breaks the camel's back.

プラスチックストローは
麦藁のバイオミメティクス・・・・・・

The last straw

もう限界だ

日常にあるバイオミメティクスは、生物多様性の危機を招いたのか？日常にあるバイオミメティクスは、生物多様性の危機を招いたのか？



人文科学からの、バイオミメティクス への叱咤激励人文科学からの、バイオミメティクス への叱咤激励

山川草木悉有仏性
さんせんそうもくしつうぶっしょう

生態系サービスと自然観生態系サービスと自然観



バリューチェーン かるバリューチェーン：風が吹けば桶屋が儲かる

日本人 ぶ日本人が忘れた？日本人の自然観と歴史に学ぶ

クロード・レヴィ＝ストロース

こに見出すからです。

日本の人々が過去の伝統と現在の革新の
間の得がたい均衡をいつまでも保ち続けら
れるよう願わずにはいられません。それは
日本人自身のためだけにではありません。
人類のすべてが学ぶにあたいする一例をそ
こに見出すからです。

科学技術だけでは解決できない
〜トランスサイエンスとしてのバイオミメティクス〜

生態系に学ぶシステム・デザイン思考とライフスタイル

科学技術だけでは解決できない
〜トランスサイエンスとしてのバイオミメティクス〜

生態系に学ぶシステム・デザイン思考とライフスタイル

これは、もともとはネイティブ・アメ
リカンの言葉なんです。彼らには土
地を所有するという観念がなくて、
トラップラインというのだけ先祖か
ら受け継いでいる。そこは自分の
罠を仕掛けていい土地です。その
土地の自然を維持し、さらに豊か
にして子孫に渡していく。そこから、
地球を子孫から借りている、という
思想につながっているんです。
https://president.jp/articles/‐

/43818

倉本 聰

自然の神秘とその威力を知ることが深ければ深いほど人
間は自然に対して従順になり、自然に逆らう代わりに自然を
師として学び、自然自身の太古以来の経験をわが物として自
然の環境に適応するように務めるであろう。

私は、日本のあらゆる特異性を認識してそれを生かしつつ
周囲の環境に適応させることが日本人の使命であり存在理
由でありまた世界人類の健全な進歩への寄与であろうと思う
ものである。

世界から桜の花が消えてしまえば世界はやはりそれだけさ
びしくなるのである。

寺田 寅彦
（1878年‐ 1935年）

複雑系科学の先駆者
松岡正剛いわく、

“寺田寅彦に酔えな
い科学者なんて信用
したくない”

地球は先祖から受け継いでいるのではない、子どもたちから借りたものだ。地球は先祖から受け継いでいるのではない、子どもたちから借りたものだ。

温故知新

びる忘れたら、・・・滅びる



L'originalité n'est rien qu'une judicieuse imitation. 

Originality is nothing but judicious imitation.

独創力とは、思慮深い模倣以外の何ものでもない。

La Nature a toujours eu plus de force que l’éducation.

Nature has always been stronger than education.

Voltaire

Ecomimetics: Survival in Anthropocene
Paradigm Shift Based on Biodiversity to Innovation for Sustainability

http://www.biomimetics.or.jp/index.ht https://main.spsj.or.jp/c12/gyoji/biomimetics.php

２０１２年設立

生物 工学

情報

特定非営利活動法人
バイオミメティクス推進協議会

特定非営利活動法人
バイオミメティクス推進協議会

高分子学会
バイオミメティクス研究会

高分子学会
バイオミメティクス研究会

NBCI
バイオミメティクス分科会

NBCI
バイオミメティクス分科会

ISO TC266
国内審議委員会

https://www.nbci.jp/activity/technology‐biomimetics.html

新たなものづくり技術として注目されている「バイオミメティクス」は、生物模
倣という観点では古くからある考え方であり、 技術分野も幅広いですが、

未だに認知度が高いとは言えません。国内ではアカデミアが先行して活動
しています。

一方、バイオミメティクスは技術分野が幅広いという点で、多業種の企業
が参加するNBCIに適しています。 NBCI バイオミメティクス分科会では、 専

門家集団である高分子学会バイオミメティクス研究会との密接な連携を技
術基盤にして活動を行っています。
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第１章 生物の形や仕組みはテクノロジーにいかせる

第２章 生物表面の多機能性や高機能性に学ぶ

第３章 情報の受信と発信の仕組みに学ぶ

第４章 生物の構造とメカニズムに学ぶ

第５章 生物の設計とものつくりに学ぶ

第６章 生物の相互作用やシステム、生態系から学ぶ

第７章 様々な分野や学問が融合するバイオミメティクス

第８章 バイオミメティクスとこれからの社会

書籍名：トコトンやさしいバイオミメティクスの本 
(今日からモノ知りシリーズ)

著者：下村 政嗣 (編著),
高分子学会 バイオミメティクス研究会
文部科学省科学研究費「生物規範工学」編集

出版社：日刊工業新聞
書店価格：1,620円
単行本: 160ページ

高分子学会 会員割引！！！２０１６年３月

巻頭カラー 写真で見るバイオミメティクスの世界
PartI 基礎概念と研究現場
1章 Basic concept‐1:バイオミメティクス化学の変遷―世界と日本(國武 豊喜)

Basic concept‐2:バイオミメティクスの新展開(下村 政嗣)

2章 フロントランナーに聞く(座談会)(下村 政嗣,長谷山 美紀,針山 孝彦,平坂 

雅男,穂積 篤,聞き手:栗原 和枝)

3章 Activities:研究会・国際シンポジウムの紹介
PartII 研究最前線
・バイオミメティクスの新展開
1章 バイオミメティクス画像検索:情報科学が繋ぐ博物学とナノテクノロジー
(長谷山 美紀)

・バイオミメティクス・トライボロジー
2章 生物体表面のトライボロジー特性と摩擦力測定(平井 悠司)

3章 高分子合成化学・表面化学修飾を中心とした表面改質技術の開発とそ
のトライボロジー特性(小林 元康)

・バイオミメティクス・フォトニクス
4章 生物の構造色とその物理的な仕組み(吉岡 伸也)

5章 自己組織化による構造色材料創成(不動寺 浩)

6章 自己組織化を利用したモスアイフィルムの作製(魚津 吉弘)

・バイオミメティクス・サーフェス
7章 バイオミメティック・バイオフィルムとしてのナノスーツ(石井 大佑)

8章 自己修復型撥液材料(穂積 篤)

9章 生物から学ぶ接合技術(細田 奈麻絵)

・バイオミメティクス・センシング
10章 化学センシング(光野秀文・北條 賢・森 直樹)

11章 音響センシング(高梨 琢磨)

12章 眼に学ぶ光センシング(針山 孝彦)

・メディカル・バイオミメティクス
13章 メカノバイオミメティクスによる細胞操作工学(木戸秋 悟)

・応用トピックス
(1)カタツムリに学ぶセルフクリーニング建材(井須 紀文) 

(2)低摩擦船底防汚塗料LF‐Seaの開発~マグロの皮膚から学ぶもの~(山盛 

直樹)

(3)モルフォチョウに学ぶ構造発色繊維と構造発色フィルム(広瀬 治子)

PartIII 役に立つ情報・データ
(1)この分野を発展させた革新論文39

(2)覚えておきたい関連最重要用語
(3)知っておくと便利! 関連情報


