
応用技術
アプリ開発

より良い社会に向けたイノベーションの創造に貢献

イノベーションを推進する研究開発体制と共創プロセス

新たな価値を創出するための核となる先進的で独自性の高い技術

17 18

社是「科学技術で社会に貢献する」に基づいて社会課題と向き合い、

基盤技術研究や製品・アプリケーションの開発を行っています。

また社外パートナーとの共創を積極的に進めて革新的・先進的な技術・製品の開発や

新たなサービスの社会実装に取り組み、

迅速な事業化のためにインキュベーションを強化していきます。

社会における課題やニーズは、さまざまな国・地域の数だけ存在し、ますます多様化しています。当社
グループは、それらの課題やニーズを顕在化し、研究課題までブレイクダウンすることで、お客様の課
題解決に幅広く貢献しています。
　また、新たな技術やイノベーションの創出のためには、課題やニーズが発生する各地域のパートナー
と共に取り組むことが必要不可欠です。そのため、世界各地でさまざまなパートナーと共同開発やイノ
ベーション創出に取り組んでいます。その基点となるのが、世界各地の「イノベーションセンター」で
す。米州・欧州・中国・アジア・日本の各拠点で先進的顧客と共同研究を推進することで、素早く成果
に結び付けています。

アプリケーション技術開発/共創事例

欧州
仏トタル社および欧州2大学とクリーンエネ
ルギー分野における共同研究を促進

中国
中国科学院生態環境研究センターとの環境
分析、中国食品医薬品検定研究院との漢方
薬研究など

大阪大学等と連携し、培養肉の自動生産装置
の開発に関する共同研究契約を締結

日本
シンガポール科学技術庁や現地大学・顧客と
臨床分野や食品安全、環境関連の共同研究を
推進

アジア

米州

イノベーションセンター（米国）

日本

Solutions COE（京都本社）

Shimadzu Tokyo Innovation Plaza
（2022年10月開所）

アジア

中国

欧州

イノベーションセンター
（ドイツ）

イノベーションセンター
（中国）

イノベーションセンター
（シンガポール）

米製薬団体との共同開発で研究開発現場の
ニーズを反映したセミ分取超臨界流体クロ
マトグラフを開発

質量分析技術を用いた新しいがん免疫療法
を米プロビデンスがん研究センターと共同
研究

米州 米州

イオン（MS）・X線・光・量子などの分野で世界初となる技術を開発して顧客課題や社
会課題の解決に貢献することを目指します。また、先端分析技術を既存事業へ展開す
るとともに新領域への展開・融合を図って、他社にはない新しい製品・サービスの提供
に繋げていきます。

技術革新が著しいバイオ領域で高度な技術の獲得・開発を行って、顧客課題や社会
課題の解決に繋げていきます。革新バイオ技術によって予防医療や早期診断、再生
医療、バイオプロダクトなどの領域で新しい顧客価値を生み出すことを目指します。

脳五感計測技術として、低拘束での脳機能計測や五感刺激と連携させたバイオ
フィードバックによる介入技術、またヒトのパフォーマンスを向上させる技術や心理
面の増進をサポートする技術などの脳と五感の複合計測の技術開発を行います。

AI技術とロボティクス技術の融合により、分析・計測・診断・検査の高度化や自動化
を支え、AIを活用した信号処理・画像処理の研究開発を行うことで高度な製品・
サービス・新事業を創出し、顧客課題や社会課題に対するソリューションを提供し
ます。

先端
分析

革新
バイオ

脳五感

AI

研究開発体制

企業パートナー

ベンチャー
（スタートアップ）
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事業性の実証
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（装置・試薬）
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健康長寿社会の実現に向けた“食と健康”のイノベーション創出の取り組み認知症研究・予防・改善への取り組み

ロボットとAIが自律的に科学的な発見をするプラットフォームの実現へ

【農研機構との先進的共同研究】
当社グループと国立研究開発法人農業・食品産業技術総合
研究機構（「農研機構」）は、2019年8月に「食」の機能性
成分解析を目的とした共同研究契約を締結し、当社の「ヘ
ルスケアR&Dセンター」内に「食品機能性解析共同研究ラ
ボ（NARO島津ラボ）」を設置しました。
本ラボでは、農研機構が各地域で育成したお茶や野菜、果
物などに含有する機能性成分の分析に当社の最新技術を
生かすことで、簡便で迅速かつ正確な新しい分析手法の開
発を目指しています。また、400品目に及ぶ農産物に含ま
れる機能性成分について、その成分情報のデータベースを
構築することにより新たな機能性成分の探索に取り組みま
す。本ラボで得られた成果を規格・標準化し、国内外で展
開することで、付加価値の高い農作物の開発や健康長寿社
会の実現に貢献していきます。

【自律型実験システムの有用性を神戸大学と検証】
神戸大学と共同で、世界で初となるロボットとデジタル技術、AI（人工
知能）などを活用した自律型実験システム(Autonomous Lab)プロ
トタイプの有用性検証を開始しました。当社は、バイオ・製薬・新素材
開発などに液体クロマトグラフ（LC）および液体クロマトグラフ質量
分析計（LCMS）を含む自律型実験システムの社会実装を目指してい
きます。

イノベーションを推進する研究開発体制と共創プロセス

Autonomous Labのイメージ

食品機能性解析共同研究ラボ「NARO島津」

20

血液分析という分析計測技術と、PET画像診断という医用技術が連携することで、各種認知症
の予防方法の確立、臨床診断研究、創薬研究などに貢献していきます。

【医用機器：頭部・乳房用TOF-PET装置】
頭部・乳房の機能画像を提供する新型のTOF-PET装置は、普及している全身用PET装置に比べ解像
度が2倍に向上しました。アルツハイマー型認知症をはじめとする各種神経変性疾患の診療応用を支
援します。さらに、病気の兆候を早期発見して発症や進行の遅延を目指す脳研究に貢献します。

【分析機器：質量分析計】
質量分析システムによって、微量な血液からアルツハイマー病変（脳のアミロイドβ異常蓄積）を高
精度に検出する手法を国立長寿医療研究センターとともに確立しました。これは、2002年にノー
ベル化学賞を受賞した当社の田中耕一が開発した技術の発展によるものです。認知症発症前の早
期段階でそのリスクを発見することで、症状の進行を抑えるさまざまな介入（例えば運動や脳ト
レーニング、適切な食事）が可能になります。

〈血液採取〉 〈質量分析〉

低侵襲、低コスト 手軽に検査が可能になり、臨床治験にも有用

アミロイドβ蓄積イメージ（PET検査）
アミロイド陰性 アミロイド陽性

アミロイドβが多く蓄積している
少ない 多い

頭部撮影モード 胸部撮影モード

アミロイドβの脳内異常蓄積と相関性がある
バイオマーカーを発見

新しい価値の創造と社会課題の解決を目指す

【新研究棟「Shimadzuみらい共創ラボ」を開所】
当社の基盤技術研究所内に新研究棟「Shimadzuみらい共創ラボ」を開所しました。先端分析、
脳五感・革新バイオ、AI（人工知能）などの研究開発を推進し、オープンイノベーションによる新し
い価値の創造と社会課題の解決を目指します。

基 盤 技 術 研 究

製 品 開 発

0.0

0.50

1.00

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 min
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検出下限以下　 

茶葉に含まれる花粉症に効く成分の量を計測
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べにふうき茶葉 やぶきた茶葉花粉症に効く
メチル化カテキン
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