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1 はじめに

　Tissue Engineering（ティッシュエンジニアリング）という用語を初めて世に大きく知らしめ

たのは，Robert Langer と Joseph P. Vacanti の Tissue Engineering という 1993 年の Science の

論文1) からであると言えよう。この論文では，著者らは Tissue Engineering を，「Tissue 

engineering is an interdisciplinary field that applies the principles of engineering and the life 

sciences toward the development of biological substitutes that restore, maintain, or improve 

tissue function.」と定義している。すなわち，学際的な領域であるティッシュエンジニアリング

とは，ライフサイエンスと工学の原理を応用し，組織の機能を復元，維持，さらにはより良くす

るための生物学的代替えを開発する学問領域であると述べている。

　ここで注目したいのは，生物学的代替えを行うために，「工学」の手段を用いるということで

ある。読者の方は，工学（エンジニアリング）と技術（テクノロジー）の違いについて十分には

認識されてはいないかもしないが，単なる応用手法の開発（技術）ではなく，工学，すなわち，

さまざまな技術を開発するだけでなく，応用するための技術を統合し，一般的な学問体系として

体系化することが必要となる。

　20 世紀のライフサイエンスは，ヒトの生体を細胞レベルや分子レベルでの素過程にまで分解，

単純化することにより，個々の要素を解明し，生体の機能・生命の本質に迫ろうとする学問と位

置づけることができる。ティッシュエンジニアリングとは，これらによって得られた知識を統合

化・体系化することにより，組織の機能を代替えする手段を提供し，これらを社会実装する学際

的な学問と位置づけられるであろう。

　三次元ティッシュエンジニアリングとは，この対象を「三次元ティッシュ」，すなわちヒトの

生体を構成する三次元で構成された組織へ応用した学問と位置づけられる。実際の生体では，血

液内に存在する細胞を除いては，細胞は個々のバラバラの状態で存在しているわけではなく，多

数の細胞が協同で機能することにより，生体を組織している。図 1は，生体内最大の臓器（成

人で約 1.5 kg）である肝臓を構成する肝小葉の模式図である2)。肝臓は，約 50 万の肝小葉と呼ば

れる構造体から構成されており，

1 つの肝小葉には 50 万個の肝細

胞があり，これらの細胞が放射状

に配置され，効率良く血液と接す

ることにより，その機能を発揮で

きるようになっている。すなわ

ち，実際の肝臓の機能的な代替え

を行うためには，個々の構成要素

である細胞の機能や細胞内の役割

を解明し，制御するだけでなく，

全体として臓器・組織を形成する

これらの三次元構造体の機能を再 図 1　肝小葉の構造（模式図）2)
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構成する必要がある。

2 動物細胞の産業応用の現状

　実際に三次元の組織・臓器を機能的に再構成し，社会実装するためには，まず生体組織におい

て，最も重要かつ欠かせない構成要素である細胞の産業応用についての歴史的経緯が参考になる

と考えられる。

　動物細胞の産業応用技術は，現在，大きく 2つに大別できる（図 2）。1つは，細胞そのもの

を利用するのではなく，細胞を媒介として，さまざまな細胞から生み出される生産物を主に医薬

品として利用する手段である3)。生産物とは生体内微量物質や，遺伝子組換えによって生み出さ

れる抗体などの糖タンパク質，さらにはワクチン粒子のようなものとなる。これらの物質を生産

する媒介の手段として必要な細胞をいかに大量にかつ品質を一定にして生産するかがポイントと

なる。現在では，本分野は抗体医薬やワクチンに代表されるように製薬産業の成長エンジンとし

て位置づけられており，細胞によって生産されるバイオ医薬品は，世界の医薬品売上ベスト 10

のうち，6品目を占めるようになってきている4)。

　一方，もう 1つの細胞を産業応用する技術は，細胞そのものを利用する手段である。細胞を用

いて疾病のメカニズムを解明したり，細胞を用いて医薬品の評価を行ったり，細胞そのものを治

療の手段として用いる手法である。細胞そのものを利用する手段は，残念ながら期待は先行して

いるが，産業規模として大きく社会実装されているわけではなく，これからの大きな発展が期待

される分野である。

　動物細胞の細胞培養技術は，Harrison による 1900 年代初頭のオタマジャクシの細胞培養にそ

のルーツはさかのぼることができるが，当初は試行錯誤的な，かつ職人技の技術が半世紀以上用

いられてきた。産業規模での生産は，ワクチンの生産がまずは引き金となり，その後，生体由来

微量物質，そして，組換えタンパク質へとニーズが広がってきた。それに伴い，家内制手工業の

レベルから，高品質大量生産が可能な産業技術まで一般化かつ体系化がなされてきており，現在

図 2　細胞の産業応用

動物細胞の産業応用　動物細胞の利用法は大きく2つに分かれる
1．細胞の生産する物質を利用する用途
次世代の製薬産業を支える屋台骨として成長，さらに市場は拡大中
アウトプットは細胞の生み出す生産物…医薬品
タンパク質医薬品の生産手段として

（各種リンフォカイン，生体内微量物質，抗体，ワクチンなど）
利用細胞：CHO，BHK，Hek293細胞など主に遺伝子組換え細胞を用いて

期待は大きいが実際の産業規模はまだ小さい
2．細胞自身を利用する用途

アウトプットは細胞自身…医療器材・再生医療製品など
細胞自身を治療に用いたり，解析や評価の手段として利用する用途
各種診断，バイオ人工臓器，細胞療法，再生医療など
利用細胞：初代細胞，幹細胞，ES細胞，iPS細胞など

薬事法改正案と再生医療安全性確保法案が成立
大政　日本生物工学会誌（照井賞受賞論文） (2005)



5

では産業規模で数千 Lスケールでの大量培養が行われている5)。

　下記の生体内での反応式を見ていただきたい。これは，細胞の主たるエネルギー源であるグル

コースを代謝してTCA回路にて完全酸化する場合の一般式である。

　　C6H12O6＋6O2＝6CO2＋6H2O

　この式に，大きなヒントが隠されている。グルコース 1モルを酸化してエネルギーを得るため

には，6 モルの酸素を必要とする。通常，細胞を培養するためには液体の培地を用いる。グル

コースの水への溶解は非常に大きく，100 g/L の濃度も実現可能である。もちろん，実際には浸

透圧が高くなりすぎるため，そこまでの濃度が利用されることはないが，10 g/L 程度の濃度は

現在利用されている。一方，酸素に関しては，通常の大気圧の条件下では，37℃でせいぜい

7 mg/L 程度の酸素しか水に溶けることはない。これはすなわち，細胞がエネルギーを得るため

には常時水中に無菌的に空気を供給し続ける必要があるということになる。この無菌的な酸素供

給が，大規模の細胞培養の大きなポイントとなる。すなわち，実験室レベルの低濃度で細胞を培

養しているときには問題にならない酸素供給が，大規模かつ大量にスケールを大きくする（これ

をスケールアップと呼ぶ）場合には大きな問題点となり，この点を解明・解決することにより細

胞の大規模生産が発展してきた。

　三次元的に系を大きくする場合にも，本観点は細胞の組織構造上大変重要な点である。栄養源

については，培地中に溶かし込み，利用させることにより供給可能であるが，酸素については，

培地中に連続的に供給する技術的な解決策が必要となる。また，三次元的に系を大きくすること

により，小スケールとは異なる問題点（重力，水圧，不均一性など）も解決する必要がある。現

在の三次元培養はまだまだ試験管スケールの延長線上にしかなく，さらに三次元化を推し進める

ためには三次元化へのスケールアップを可能にするためのさまざまな基礎技術を積み重ね，体系

化をする必要がある。

3 三次元ティッシュエンジニアリングの未来展望

　では，どのような技術が，三次元化を推し進め，社会実装するのに必要なのであろうか。経済

産業省では，ロードマップの形にて，再生医療を産業化するために必要な技術的な集積につい

て，シーズとなる基礎技術から，出口の再生医療までをとりまとめている。このロードマップで

は，再生医療のみがターゲットとなっているが，細胞そのものを利用する観点からは，再生医療

だけでなく，細胞を評価に用いる手法も含まれる。

　そこで，このロードマップを元にして，細胞そのものを利用する視点から補足し，それに関わ

る技術的事項について，筆者が取りまとめたのが図 3である。出発点となる細胞の供給や基礎

研究は同じであるが，出口としての社会実装へ向かう道筋においては，細胞を治療に用いる手段

とは別のさまざまな技術的集約が必要となる。

　では，産業規模で細胞を調製するための問題点とは何であろうか。現在，考えられる問題点は

4点ほどあると考えられる（図 4）。
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図 3　再生医療・細胞評価に向けた技術的集積
文献 6）より改変

図 4　現在の治療用細胞を産業規模で調製するうえでの問題点

●治療用細胞を産業規模で調製する上でのエンジニアリング上の問題点

プロセスとしては，多品種，少量生産
…患者由来の個別な細胞によるよく似たプロセス

調製に時間がかかる
細胞の増殖（ダブリングタイム）は，せいぜい1日に2倍程度。したがって，調製す

るのに非常に時間がかかる。細胞療法として用いる場合に比べて，組織を構築して移植
するためには，予め準備期間が必要。
例：通常のT‒フラスコ等ではせいぜい1x106cell/mLの濃度。例えば10 mLのT‒フラ

スコから出発して，100 gの組織を作成しようと思うと，1万倍に増やす必要がある
（計算上は10日以上かかる）。

構造体作成は困難である
細胞を3次元で培養し，生体内高次組織（構造体）を作成することは実に難しい。特

に複数の細胞の組み合わせや構造体内では，物質移動が律速となり，酸素，栄養源が不
足する。

品質管理の方法が明確でない
細胞・組織の評価技術・方法が明確でない。非侵襲が望まれるが，それで評価がよし

とされるかどうか不透明。分化も含めて，細胞の性能が移植してみないとわからない。

大規模細胞培養といっても，産業規模から見ると小スケール。ただし，高密度化が図
られる必要がある場合が多い。
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　①　プロセスとしては，多品種，少量生産である

　個々の患者由来の細胞を用いるために，個別な細胞によるよく似たプロセスがいくつも構築さ

れる必要がある。大規模培養といっても，産業規模でこれまで行われてきたバイオ医薬品生産に

比較しては小スケールである。また，産業規模としては，今まで以上の高密度化培養が行われる

必要がある。

　②　調製に時間がかかる

　細胞の増殖速度は，倍加時間にて半日から 1日以上が必要となる。細胞を必要とする量まで準

備するには，あらかじめ十分な時間が必要となる。

　③　細胞を三次元で培養し，構造体を構築することは困難である

　細胞の組み合わせを生体内と全く同じような形で組み立てる手法は現在の技術ではまだ完成し

ていない。一方，細胞の自己組織化を利用する手法を用いれば，一定の割合で細胞を調製するこ

とにより，三次元組織化は可能と考えられる。だが，依然として物質移動が律速になり，酸素・

栄養源の不足が懸念される。

　④　品質管理の方法が明確ではない

　細胞自身や，三次元の構造体を形成した場合は，構造体そのものでの評価がされることが必須

であるが，最終的に医療応用を目指す場合は，分化も含めて，構築した細胞・組織・臓器の性能

が移植してみないとわからない。また，実際に利用するユーザーサイドも，工業製品と異なり，

品質の要求が明確でない。

　では，これらの問題点を解決するためにはどのような方法が考えられるであろうか。まず，①

プロセスとしては多品種少量生産ではあるが，よく似たプロセスでもある。現在，細胞培養を用

いたバイオ医薬品生産においては，プラットフォーム製造という概念が用いられている。よく似

図 5　産業規模での問題点に対する解決法

●治療用細胞を産業規模で調製するうえでのエンジニアリング上の問題点

プロセスとしては，多品種，少量生産

調製に時間がかかる

構造体作成は困難である

品質管理の方法が明確でない

プラットフォーム化の必要性：
個別でもよく似たプロセスをまとめる技術

時間短縮でなく，代替え手段の準備：
短縮には限界がある。自家でなく，他家で準

備する，Bridge‒Useを用いるなどが必要

生体由来物質との組合せや，血管形成を促す仕
組みが必要：人工物とのハイブリッドや血管形
成を促すなどにより酸素・栄養の供給の仕組み
の構築が必要

現時点で根拠のあるRationalなデザインは
難しい。例示の積み重ねが必要

例題を積み重ねて，さまざまな評価法と最終の
細胞の性質との関係を十分に得る：
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た性質のものを生産する場合には，このよく似たプロセスをまとめてプラットフォーム化するこ

とにより，プラットフォーム製造が可能となり，個別バラバラのプロセスを構築するより効率良

く生産することができる。②調製に時間がかかるということであるが，残念ながら，時間短縮

は，細胞自身の持つ性質のため，限界がある。自家でなくて他家細胞を用いるなど，代替えの手

段を準備することにより，問題点の解決を図る必要がある。③構造体作成が困難である。この問

題点には，生体由来物質との組み合わせや，血管形成を促す仕組み，さらには，構造体を人工的

に作製するなどのさまざまな工夫が可能であろう。④品質管理の方法が明確でない。これは最も

難しい点である。例題を積み重ねてさまざまな評価法と最終の細胞の性質，さらには目的物（治

療なのか，医薬品評価なのか，化合物評価なのか）として利用した場合の性質との関係を積み重

ねる必要がある。その点では，評価を一元化するシステム・手法が最も必要であろう。残念なが

ら，現在は，開発した課題を個別バラバラのところで評価しており，一元化は難しい。

4 おわりに

　現在のところ，三次元ティッシュエンジニアリングは各要素技術としての模索が始まっている

段階であり，学問としての体系化がなされているわけではない。これらの問題点を解決するため

に，現在，日本生物工学会内に，細胞の産業応用を指向し，細胞プロセスに関わるさまざまな問

題点を解決するために，セルプロセッシング計測評価研究部会7) を設けており，筆者が代表を務

めている。この研究部会は若い研究者がこの若い分野を活性化するために集まり，さまざまな討

議を行っている。本書においても多数の部会所属の先生方にご参加いただいている。学会員・学

会員以外の皆様にも大きく門戸を開いており，希望される方はぜひご参画いただきたい。

　本書では，本分野を大きく，①組織を構成する要素である細胞の計測・操作のための要素技術

と，②三次元構造を形成するための組織化に向けた技術開発に大別している。上記のような問題

点に対してのそれぞれの最新の技術開発・研究について紹介する。皆様方の本分野への関心を高

め，さらなる発展の一助となれば幸いである。
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