バイオエコノミー社会の実現に向けて

令和２年10月15日
経済産業省 商務・サービスG 生物化学産業課
田中 哲也

本日のアウトライン
１．バイオエコノミーとバイオ戦略
２．バイオものづくり
３．医療分野のＲ＆Ｄ
４．「ポスト第四次産業革命」に向けた論点
①自動化・ロボット化
②分野融合的なバイオ人材
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バイオテクノロジーとバイオ産業
バイオテクノロジーは、健康・医療産業、食品産業、環境・エネルギー産業、化学産業
等、幅広い産業で活用され、付加価値の増大に寄与している。
バイオ産業は、バイオテクノロジーを活用した産業群として広く捉えることができる。
個別化医療

細胞培養
組織培養

再生医療

発酵技術

バイオ
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医薬品

食品産業、
農林水産業

農水産物

バイオ
インフォマティクス

遺伝子治療

健康・医療
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合成生物学（Synthetic Biology）の発展
 生物機能のデータ化の進展により、合成生物学（＝ゲノム編集等により、代謝等の生物機能を
人工的に設計した細胞等をつくる学問分野）が発展。
 高度に機能がデザインされ、機能の発現が制御された生物細胞（＝スマートセル）を創出し、
これまで利用し得なかった“潜在的な生物機能”を引き出し、利用することも可能に。
生物機能のデータ化の進展
ゲノム解読のコスト低下
DNAシークエンシングのコストは2005年
の1/1万、ヒトゲノム計画時(1990年)
の1/1000万に。

生物情報を安価にデータ化

ゲノム編集の技術革新
DNA合成コストは2000年の1/1000に低下。
2013年初めにはクリスパーキャス：

IT/AI技術の発展
CRISPR/Cas9

CRISPR/Casが登場。
生物機能の付加・発現が可能に
DNA合成コストの低下

シークエンシング
コストの低下

ゲノム配列と生物機能
の関係を解明

スマートセルの創出
ゲノムレベル
での設計

Design

遺伝子合成
ゲノム編集

Build

スマートセル

（かしこい細胞）

有用物質の
生産性が
大幅に向上

DBTLサイクル

Learn
AI,IT技術を
活用した学習
http://www.bioeconomycapital.com/bioeconomy-dashboard

Test

ハイスループット
高精度評価

機能性ポリマーなど
高機能材料原料
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バイオテクノロジーが拓く「ポスト第4次産業革命」
 遺伝子改変により、高度に機能がデザインされ、機能の発現が制御された生物細胞（＝
スマートセル）を利用し、産業を高度化・高付加価値化。社会問題解決にも貢献。
【生物機能をデザイン】
●生物情報（DNA/RNA、
タンパク質、代謝物、代謝経
路等）のビックデータ
●IT・AI技術

【潜在的な生物機能の発現】

Smart Cell※

※高度に機能がデザインされ、
機能の発現が制御された生
物細胞。

生体内で機能を発現させる

【機能発現を制御】
●ゲノム編集技術
●代謝制御
●培養・育種技術

機能物質を取り出して利用する

ポスト第４次産業革命
新たなものづくり手法の確立、生物資源の高度利用の出現
（広範な産業構造の変革、高度化・付加価値化）

健康・医療産業
バイオ医薬品、ワクチン
（DNA、ウイルスベクター等）、
再生・遺伝子治療 他

健康・医療問題

化学産業（工業）
機能性化学品 他

環境・エネルギー
産業
バイオ燃料、バイオエンタ
ノール、カーボンリサイクル、
生分解性プラ 他

社会問題解決に寄与
地球環境問題

食品産業、農林
水産業
機能性食品、人工肉・培
養肉 他

人口・食料問題
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「第４次産業革命」から「“ポスト”第4次産業革命」
 ロボット（無機物）から生物細胞（有機物）へと”進化”

【第４次産業革命】
ロボット、IoT
（無機物）

IT、AI技術

【ポスト第４次産業革命】
遺伝子改変生物細胞
（有機物）

IT、AI技術
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トップを走る米国産業界の動き
 IT業界実業家やVCが合成生物分野のベンチャー企業に積極的に投資（2018年：
35億ドル超）。ポスト第四次産業革命を担うユニコーン企業も誕生。

ＩＴ
Peter Thiel

Sam Altman Vinod Khosla

Eric Schmidt

孫正義

Tim O'Reilly

積極的な投資

資
金

合成生物学とAIで医薬品

切らないゲノム編集

バイオ

Bill Gates

RNA人工合成

CRISPR用ガイドRNA

臨床試験をAIで
推進する創薬

DNA人工合成

人工肉

DNA人工合成
買収

発光植物
合成生物学とAI

微生物肥料
合成生物学とAI

微生物でクモ糸

 クラレ
 高砂香料工業
 日光ケミカルズ

 味の素

合成生物学とAI

子会社

人工肉原料

 住友化学
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バイオエコノミーの機運の高まり
 OECDではバイオテクノロジーが経済生産に大きく貢献できる市場（産業群）として
バイオエコノミー（Bioeconomy）という概念を提唱。

バイオエコノミーに関する世界の動き

2018年までに世界49カ国
がバイオエコノミーの発展
に関連した戦略政策を策定
している。

2018年にドイツで第2回
Global Bioecomony
Summitが開催され、70
カ国以上が参加
出典：“German Bioeconomy Council“
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各国のバイオエコノミー戦略
 欧米では、バイオエコノミーを推進するための戦略を日本に先立って策定。
 各国によりアプローチは異なるが、技術シーズの強化（テクノロジーpush）と、規制的手法も活
用した市場創出（マーケットpull）等を組みあわせ、強力に推進。
戦略／政府目標

強み

狙い／アプローチ

「National Bioeconomy Blueprint」（2012）

米国

【2030年目標】

・ 石油由来燃料36%代替
・ 2300万トンのバイオ由来製品
・170万人の雇用と2000億ドルの市場

・ 豊富なバイオマス資源
・ バイオ・ＩＴベンチャー
・ 最新ゲノム編集技術

○自国資源を活用した新産
業創出
○ＩＴ技術によるテクノロ
ジーPush型

欧州

【2030年目標】
・ 7年間で40億€以上を投資

・ 輸送燃料25%代替
・ 石油由来製品の30%代替

中国

【2020年目標】

・ バイオ産業市場をGDP比7%に倍増

DARPA: Living Foundries
・2011-2014（35M$）

： ゲノム合成～微生物機能評価
の自動化システム開発

・2014-2018（110M$）

：1000種類の化学物質の試作

※米政府全体で600M$以上投資

※NRC（全米研究評議会）が技術開発ロードマップ策定

「Innovation for Sustainable Growth: A
Bioeconomy for Europe」（2012）

研究開発

・ 環境意識

○サステイナビリティ
○規制誘導による市場Pull
型

・ 豊富なバイオマス資源
・ 低賃金
・ ｹﾞﾉﾑ編集への懸念低

○バイオ産業を戦略育成分
野に位置づけ
○欧米技術の積極導入

・ 大規模生産技術

（発酵・培養、ﾌﾟﾛｾｽ管理）

Horizon2020
・2014-2020（10億€）
＋民間30億€
： R&D、実証プラント、革新的工
場にそれぞれ３分の１

バイオものづくり分野の研究所を
新設（2006-）
（中国科学院 天津・青島）

※上記のほか、独、仏、蘭、伊、西、豪、ベルギー、フィンランド、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、
マレーシア、タイ、インドネシアなどでも策定済み。
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我が国のバイオエコノミー戦略
 我が国も10年ぶりとなる「バイオ戦略」（2019）を策定。
①国内外から人材、投資を呼び込むための戦略へ
②バイオテクノロジーのための戦略からバイオエコノミー形成のための戦略へ
戦略／政府目標
日本

「バイオ戦略」（2019）
【2030年目標】

・ 世界最先端のバイオエコノミー社会を実現
・バイオファースト発想、バイオコミュニティ形成、バイオ
データ駆動

強み
・ 大規模生産技術

（発酵・培養、ﾌﾟﾛｾｽ管理）

・ 出口産業の広がり
強い機能性化学品

狙い／アプローチ
〇市場領域からのバックキャスト
〇バイオ×デジタルを実現するデー
タ基盤の構築
〇国際バイオコミュニティ圏の創出
〇戦略司令塔機能の強化

研究開発
NEDO：スマートセルＰＪ
・2016-2020（約85億円）
SIP：スマートバイオ産業・農業基盤
技術
・2018-2022

＜バイオ戦略策定の背景となる内外情勢＞
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バイオ戦略2019で設定する社会像・市場領域
＜

すべての産業が連動した
循環型社会

社

多様化するニーズを満たす
持続的一次生産が
行われている社会
＜

市

会

場

像

＞

持続的な製造法で
素材や資材をバイオ化
している社会
領

域

医療とヘルスケアが連携した
末永く社会参加できる社会

＞

① 高機能バイオ素材（軽量性、耐久性、安全性）

• 軽量強靭なバイオ素材市場の拡大が予測
• 素材技術・利用領域（車等）に強み

② バイオプラスチック（汎用プラスチック代替）

• 海洋プラスチックごみによる環境汚染等が世界的課題
• プラスチックの適正処理・3Rのノウハウ等に強み

③ 持続的一次生産システム

• 急成長するアジア・アフリカの農業生産性の向上が課題、食ニーズ拡大
• 世界レベルのスマート農業技術等に強み

④ 有機廃棄物･有機排水処理

• アジア等の成長により廃棄物処理・環境浄化関連市場の拡大が予測
• 世界最高レベルの廃棄物・排水処理に強み

⑤ 生活改善ヘルスケア、機能性食品、デジタルヘルス

• 生活習慣病増加。健康関連市場が拡大。デジタルヘルスに各国が着目
• 健康長寿国である健康データに強み

⑥

• バイオ医薬品等の本格産業化と巨大市場創出が期待
• 伝統的基礎研究基盤、細胞培養技術に強み

バイオ医薬品･再生医療･細胞治療･遺伝子治療関連産業

⑦ バイオ生産システム<工業･食料生産関連 (生物機能を利用した生産)>

• 生物機能を利用した生産技術が米国を中心に急成長中
• 微生物資源・生物資源、発酵技術に強み

⑧ バイオ関連分析･測定･実験システム

• バイオ産業の基盤として、大幅拡大が期待
• 先端計測技術、ロボティクス等要素技術に強み

⑨ 木材活用大型建築、スマート林業

• 木造化は温室効果ガス削減効果が高く、欧州、北米中心に着目
• スマート林業に将来性、木造建築技術、美しい設計、施工管理に強み
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バイオ戦略2020の方向性
新型コロナウイルス感染症の影響を勘案した対応

• 産学と引き続き検討を進め、新型コロナウイルス感染症への対応、経済減速等の情勢変化を勘案し、今年の冬目途に以下を策定
 市場領域ロードマップ（2030年市場規模目標、感染症対応等含む）を策定
 同内容に基づくバイオ戦略2020（市場領域施策確定版）
• 感染症への対応、収束後の迅速な経済回復におけるバイオエコノミー推進の重要性に鑑み、バイオ戦略2020（基盤的施策）を策定
 直ちに取り組むべき感染症拡大の収束に向けた研究開発等への対応
 収束後の迅速な経済回復を見据え、バイオ戦略2019に沿って遅滞なく取り組むべき基盤的施策（データ関連、バイオコミュニティ形成関連等、制度整
備関連等）

バイオ戦略2020（基盤的施策）の概要

1
2
3
4
5

新型コロナウイルス感染症対策に係る研究開発等の推進
•
•

診断法、治療法、ワクチン開発、機器・システム開発、環境整備等、国際連携
ワクチンの早期実用化のための体制整備（生産体制の整備）

市場獲得を実現するデータ連携促進
•

バイオデータ連携・利活用に関するガイドライン（仮称）の策定：ニーズプルの議論の促進、市場領域ロードマップ反映
 テーマ設定
 必要な仕組み等の検討・設計
 データ連携・利活用

：例.レジ袋等の海洋生分解性プラスチック代替による環境負荷の低減
：例.生分解性プラスチックの表示制度の創設
：例.表示制度を運用するためのデータ連携

グローバルバイオコミュニティ・地域バイオコミュニティの形成
•

グローバルバイオコミュニティ（2地域程度）・地域バイオコミュニティ（数都市程度）の認定、連携促進、市場領域の推進、国内外への情報発信

•

グローバルバイオコミュニティにおけるバイオ製造実証・人材育成機能の整備

 コミュニティ内で、オープンイノベーション、ESG等の観点から企業等を評価し、民・官による投資を促進

バイオ戦略2019に沿って遅滞なく取り組むべき基盤的施策（市場領域関連）
•

迅速な経済回復を見据え、バイオ戦略の市場領域におけるデータ関連、バイオコミュニティ形成関連等、制度整備関連等バイオ戦略2019に沿った
基盤的施策を遅滞なく推進

バイオ戦略を推進する司令塔機能の強化
•
•

全体目標の評価：KPIを設定し、定量面、定性面から有識者会議で評価を実施
市場領域ロードマップ策定、バイオコミュニティの認定、ガイドラインの策定：各省施策の関連付けを推進
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経済産業省におけるバイオ関連施策の体系について
 経済産業省は、バイオエコノミーの実現に向け、他省庁とも連携しつつ、
研究開発の支援、制度環境整備、投資環境整備、国際連携の推進などの施策を推進。
技術開発・拠点化
技術開発

ものづくり

■植物等の生物を用いた高機
能品生産技術の開発事業
令和２年度予算額

26.0億円

創薬

■次世代治療・診断実現のた
めの創薬基盤技術開発事業
令和２年度予算額

59.0億円

再生医療

■再生医療・遺伝子治療の産業
化に向けた基盤技術開発事業
令和２年度予算額

38.0億円

投資環境整備

制度環境整備

等

拠点化
■革新的環境イノベーション
戦略加速プログラム

■生物多様性条約関係（カルタヘ

ナ法の適切な運用、DSI交渉、国内
取組対応等）
■各種指針の整備（ヒト(同種)細
胞原料供給に係るガイダンス、医療
系指針・ゲノム指針の統合等）

■国際標準の獲得

等

国際連携
■グローバルバイオエコノミー
サミット（世界70か国以上、800

名以上が参加。各国の取組を共有(研
究開発、制度)）
等

令和元年度補正予算案額 37.0億円
（うちバイオ関係 18.0億円）

※SIP、PRISM等、他省庁の施策
とも連携

国際協力に向けた議論（2018年4月20日午後）

バイオ関係投資の呼び込み
■伊藤レポート2.0（バイオベン

チャーと投資家の対話促進研究会報
告書）
 企業価値評価を適切に行うための
「情報開示ガイドブック」の作成
 上場・廃止基準の見直し

■SDGｓ、ESG投資

 生分解性バイオプラ市場の拡大
 ESG投資の促進
等

横串的な産業施策（税制等）
■研究開発税制の拡充
 控除上限を法人税額の
最大45%に引上げ
(ベンチャーの場合 最大６０％)
 大学やスタートアップとの連携
を促進する措置
等
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植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発事業

商務・サービスグループ 生物化学産業課
03-3501-8625

-バイオとデジタルの融合が導く脱炭素化時代の生産技術の革新令和２年度予算額

26.0億円（26.0億円）

事業目的・概要
産技術は、化学合成と比較して省エネルギーかつ低コストでの物質生産が可
能であり、原料としての化石資源を代替しうることから注目されており、その世界

従来の生産プロセス
・化石資源を使用
・高いエネルギー消費
・持続可能でない
→大量生産・大量消費社会

スマートセル
生産工場の創成

市場規模は2030年には200兆円規模へと拡大することが見込まれています
（OECD, 2009）。

 これらの高機能品の高効率な生産技術の開発にあたっては、生物情報の集積、

微生物

生物情報に基づく合理的な生物機能設計（コンピュータ上でのゲノム・代謝機

新たな価値の創造

 近年、植物や微生物等の生物を用いた高機能品（機能性素材など）の生

事業イメージ
汎用化学品
（原料）
再生可能原料
からの物質生産
低コスト・省エネ
な物質生産
生物だから作れる
高機能品の生産

植物

成技術（ゲノム情報を書き加えるための技術）の融合による我が国独自の基
盤技術構築が不可欠です。

 本事業では必要な技術開発を行い、バイオものづくりの生産技術を集積したプ

成果目標

 平成28年度から令和2年度までの5年間の事業であり、令和2年度中に、化
学合成と比較して圧倒的に低コストなバイオものづくりのための基盤を確立し、
脱炭素化社会実現への貢献を目指します。（令和12年度の見通しとして、
224万t-CO2／年の省エネを目指します。）

条件（対象者、対象行為、補助率等）
交付金

国

委託・補助(大企業1/2補助、中小企業2/3補助）

(研)新エネルギー・
産業技術総合開発
機構(NEDO)

大学・民間企業等

食品用機
能性物質

生産効率を向上させるための情報取得・基盤技術開発
生物情報の集積

企業等が有する多様な産業
生物株からのゲノム情報等大
規模データの取得、蓄積
生物情報

ラットフォームを整備することで、国内企業の競争力を確保します。令和２年度
は、令和元年度までに開発した要素技術を統合し全体システムを構築します。

有用タン
パク質

医薬中間体

能設計）、細胞機能を改変するための高効率なゲノム編集技術（ゲノム情
報を修正する技術）、細胞に新たな機能を付加するための大規模なDNA合

バイオプラ
スチック

バイオエコノミー創出と炭素循環社会の実現

事業の内容

ATGCCTGAGCATGCCTGAG
CTAGCATAGATGCCTGAGC
TAGCACAATGCCTGAGCTA
GCA・・・・・・

生産株

生物情報に基づく合理的
な生物機能設計技術

コンピュータ上でのゲノム・代謝
機能設計による高生産スマー
トセルデザイン

国産ゲノム編集技術

特定のゲノム情報を選択的に
改変（編集）する技術開発

長鎖DNA合成技術

PPR
motif

細胞に新たな機能を付加するた
めの長鎖DNA合成技術開発

データ
ベース

生産を実現するスマートセル統合プラットフォームの整備
植物生産

微生物生産

開発基盤技術と植
物工場を利用した生
産技術の確立

開発基盤技術を融合
したトータルシステムの
構築

実用ターゲット生産を通じた開発ツール・システムの検証と高度化
情報技術と高効率なゲノム編集技術等を駆使し、生物を用いて
高機能品を生産する省エネルギー型バイオ産業の創出へ
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「スマートセル」…高度に機能がデザインされ、機能の発現が制御された生物細胞
植物版スマートセル創出プラットフォーム
(1)国産ゲノム編集
技術の開発

(3)栽培・生育環境
による発現制御技術

(2)代謝系遺伝子
発現制御技術

赤色光

緑色光

紫色光

・海外のゲノム編集技術に対する莫
大な特許実施料を回避
・植物体の生長時間、生産性の最適
化、栽培技術の確立
・国内生物資源の十分な供給
・個々の代謝系の詳細解明

薬剤投与

植物細胞

スマートセル

（ホップのルプリン = 腺鱗）

・有用物質の生産性を高める代謝システムをデザイン
微生物細胞

（遺伝子の発現制御による代謝反応の増強・抑制・遮断、酵素設計等）

・環境条件の最適化

（培養条件、栽培環境、栽培技術の適用）

Design
高生産性微生物設
計システムの開発

Learn

Build
ハイスループット合成・
分析・評価手法の開発

Test

高生産性微生物創製に資する情
報解析システムの有効性検証

微生物版スマートセル創出プラットフォーム

有用物質の生産
性が大幅に向上

機能性ポリマーなど
高機能材料原料

・試行錯誤から論理的なデザインへ
・開発時間の短縮、コスト改善
・元来生産できない物質を生産する
生物の創出
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（参考）欧米における規制誘導等を通じたバイオ製品市場の創設
 欧州や米国では、バイオ製品市場の創設を加速化させるため、規制や政府調達を積極的
に活用。
欧州：プラスチック・バッグ規制
○EU指令により、プラスチック・バッグの規制措置を講ず
べきことを指示（2015年）

【フランス】 バイオ素材以外の使用を禁止
再利用可能な厚手のバッグを除き、レジ袋を禁止
野菜・果物の計り売り用のプラスチックバッグは、
生分解性かつバイオマス素材のもの（※）に限り使用可
※一定量のバイオマス原料使用を義務づけ
（2017年30%→2025年60%と含有量増加を義務づけ）

【オランダ】 バイオ素材以外に高い課金
課金額として、生分解性のものは0.02€以上、
ポリエチレン製は0.64€以上とすることを義務づけ

米国：Bio-Preferred制度
○米国農務省では、バイオ由来製品の購買促進を目的
に本制度を2002年設立、2014年に適用拡大

【政府調達制度】
バイオ由来製品を、連邦政府調達に義務化
USDAが定める97のカテゴリー（洗浄剤、カーペット、塗料な
ど）について、全ての連邦政府がバイオ由来製品を購入すること
を義務づけ

【表示制度】

バイオ由来材料製品の
表示・認証制度を推進
USDAの基準を満たす製品をラベル化し、
消費者がバイオ由来製品の購入を促進。
最低バイオ由来原料含有量を設定し認証。
・政府調達対象97カテゴリ：個別設定
・これ以外：25%含有
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（参考）OECD 「Innovation Ecosystems in the Bioeconomy」
 OECDの最新ペーパーにおいて、バイオエコノミーに対するデモプラント・バイオファウンド
リの役割と重要性が明記されている。
2019年9月発行

13.4. The key role of demonstrator plants
The demonstrator phase is a critical stage on the way to commercialisation.
Larger than pilot scale, economic and technical limitations often make
themselves evident during demonstration. Rather than having to correct these
limitations at full-scale production, they can be corrected in a much less costly
way at the demonstration scale. Thus demonstrator plants are de-risking
facilities, but their construction is unpopular as they may not have enough
capacity to influence markets, and can end up being stranded assets.
Countries often refer to the lack of demonstrator funding as a barrier to
commercialisation. Finland specifically mentioned this in the case study. One of
the reasons behind setting up the Biobased Industries Joint Undertaking (BBI JU)
in Europe was to encourage the construction of demonstrators as public-private
partnerships (PPPs).

13.6. The roles of modern biotechnologies and their alliance
with computing and information technologies
This could also simplify the investment strategies for small, innovative
biotechnology companies by negating the need for expensive infrastructure.
Moreover, the US case study shows that the public biofoundry can itself be the
hub of a growing bioeconomy ecosystem.
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スマートセルインダストリーを加速する「バイオファウンドリ」
 バイオファウンドリは合成生物学等の技術開発に必要な装置群を集積・オートメーション化した技術
パッケージ。
 バイオものづくりの社会実装には、技術・製品開発のフェーズに応じて、合成生物学のDBTLサイクル
を構築するラボレベルのバイオファウンドリに加え、生産プロセスのバイオファウンドリがカギを握る。
 併せて、水平分業型の産業構造への転換（CRO、CDMO、 CMO等）にも対応していく必要。
海外の動向
 欧州では、原料処理から製品（化合
物）⽣産までを⼀貫⽣産できる設備を持
つ微⽣物発酵⽣産⽤共⽤ パイロットス
ケールプラントが複数整備。⼩規模培養
施設から⼤規模培養プロセスへのスケール
アップを⽀援。例：Bioprocess Pilot
Facility (BPF) オランダ
 ⽶国でも、ローレンス・バークレー国⽴研究
所に同様の設備（Agile Bio
Foundry）を設置。
 2019年5月にGlobal BioFoundry
Meetingが日本で開催。

市場への展開イメージ
微生物資源／情報
ゲノムレベル
での設計

Design

遺伝子合成
ゲノム編集

Build

スマートセル
の構築

DBTLサイクル

Learn

AI,IT技術を
活用した学習

Test

ハイスループット
高精度評価

【ラボレベルの
バイオファウンドリ】

事業化
社会実装

環境制御
・デモ
プラント

生産性向上
スケールアップ

・企業による
評価、マッチング
・スケールアップ
の実現

分析・
精製分離

【生産プロセスのバイオファウンドリ】

20

革新的環境イノベーション戦略加速プログラム

産業技術環境局
エネルギー・環境イノベーション戦略室 03-3501-2067
製造産業局
素材産業課 03-3501-1737
金属課 金属技術室 03-3501-8625
商務・サービスグループ
生物化学産業課 03-3501-1794

（革新的環境イノベーションの創出に向けた技術開発）
令和元年度補正予算案額

37.0億円

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要

産業分野等における革新的環境イノベーションの創出に向けた技術開発

 地球規模の課題である気候変動問題を解決するためには、クリーンエ

ネルギー技術の開発と実用化に向けた抜本的なコストダウンが必要です。

 日本としても、世界の脱炭素化を牽引すべく、「パリ協定に基づく成長

戦略としての長期戦略」（令和元年6月閣議決定）において、2050
年までに80%の温室効果ガス削減目標を掲げるとともに、非連続なイ
ノベーションの推進を表明しました。

 また、2019年10月の「グリーンイノベーション・サミット」では、総理から、

世界の叡智を結集するための「ゼロエミッション国際共同研究拠点」の
立ち上げと「革新的環境イノベーション戦略」の策定、今後10年間で
30兆円の官民の研究開発投資を目指すことなどが表明されました。

 産業分野等におけるゼロエミッションを達成するためのキーテクノロジーであ

る「カーボンリサイクル」、「バイオ」、「水素」について、技術シーズをスケール
アップさせるための研究開発・パイロット実証等を支援します。

（1）カーボンリサイクル（セメント）
 セメント製造工程の
CO2を再資源化し、
原料や土木資材とし
て再利用する技術を
開発します。

再資源化

CO2
カーボンリサイクル

分離・回収
廃コンクリートへの吸収等
令和元年度補正予算でバイオファウンドリ事業をスタート（18億円）
 本事業では、「革新的環境イノベーション戦略」 に基づく民間投資を
※

活用した技術シーズの実用化に向けた開発を加速します。

成果目標

 「2050年までに温室効果ガス排出量80％削減」という長期的目標に

向け、「革新的環境イノベーション戦略」※を踏まえ、産業分野等におけ
る脱炭素技術の革新的なイノベーションの創出を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
交付金

国

(研) 新エネルギー・産業技術
総合開発機構 (NEDO)

※今後、策定予
定。

（2）バイオものづくり
 バイオマス等を原料と CO2
して、カーボンニュート
ラルな高機能化学品
等を製造する技術を
植物等による吸収
開発します。

カーボンニュートラルな
物質生産
 バイオプラスチック
 高機能化学品
 食品用機能性物質

生産プロセスの
バイオファウンドリ

（3）ゼロカーボン・スチール

委託、
補助 (1/2)

民間企業等

 製鉄プロセスにおいてCO2を発生させない「ゼロカーボン・スチール」を実現する
ため、水素還元製鉄技術や製鉄プロセスで発生するCO2を分離・回収する
技術等を開発します。
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商務・サービスグループ 生物化学産業課
03-3501-8625

カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術
の開発事業 令和3年度概算要求額 45.0億円（新規）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
 カーボンニュートラルな炭素源を活用したバイオ生産プロセス技術は、原料
として化石資源を利用しないため脱炭素・カーボンリサイクルの観点で注目
されています。また、常温常圧で反応を進めるため、省エネルギーでの物質
生産が可能です。
 「カーボンリサイクル技術ロードマップ」でも、バイオ生産プロセスによる物質生
産は早期に開発を進めるべき項目として位置づけられています。一方、社
会実装を進めるためには、生産の核となる微生物等の更なる機能向上や
スケールアップの難しさの解消が求められます。こうした課題解決に向けては、
日本の得意技である酵素や微生物探索技術の活用も期待されています。
 本事業では、カーボンリサイクルの実現と化学工業プロセスの省エネ化に向
けて、最先端のゲノム編集技術等を駆使して、バイオ由来製品を生産する
微生物等の機能性向上等を図るとともに、生産プロセスのバイオファウンドリ
基盤技術の確立等により低コスト化・高品質化を進め、バイオ由来製品の
普及拡大に向けたエコサイクルを構築します。

バイオ製品市場拡大による炭素循環社会・脱炭素社会の実現

成果目標

 令和3年度から令和8年度までの6年間の事業であり、カーボンリサイクル

や省エネ・CO2排出量削減に資するバイオ由来製品生産技術を確立し
ます。（令和12年度の見通しとして、367万 t-CO2／年の二酸化炭素
削減効果を目指します。）

条件（対象者、対象行為、補助率等）
交付金

国

(研)新エネルギー・
産業技術総合開発
機構(NEDO)

バイオ製品例
・バイオプラスチック

大学・民間企業等

原料の置換

・有用タンパク質

・化石燃料からバイオマスへ

生産プロセスの置換

・高機能化学品
・バイオ燃料
・食品用機能性物質
微生物

・医薬中間体

植物

バイオファウンドリによるスマートなバイオ製品生産

【本事業の技術開発分野】

新規酵素群の拡充
新規微生物資源の拡充
新規動植物等の獲得
長鎖遺伝子
クラスタ合成

Design

Build

Learn
AI,IT技術を
活用した学習

・化学合成品より少量で高い効果を発揮する
バイオ製品生産
・生分解性付加による炭素循環

評価、
サンプルの提供

ゲノムレベル
での設計

ゲノム編集技術、
“デジタル”技術等
の活用

高機能品による消耗品消費量の削減

製品生産に適した微生物・
植物・スマセル等をデジタルを
駆使して設計し、効率的な
物質変換やスケールアップの
問題を解消

未利用バイオマス原料等の活用（デジタル化）

微生物等

・常温常圧での反応による省エネ化
・植物による大気中のCO2固定

生産プロセスのバイオ
ファウンドリ基盤技術開発

バイオ資源活用促進基盤技術開発

スマート
セル

Test

デジタル制御
ユニット化

社会実装へ
事業化

・企業による
評価、マッチング
・スケールアップ
の実現

回収
デモ
プラント

精製分
離シス
テム

産業用物質生産
システム実証

ハイスループット
高精度評価

【合成バイオのバイオファウンドリ】

委託・補助（1/2, 2/3）

多局面からのCO2削減への貢献

【生産プロセスのバイオファウンドリ】

オープンな生産バイオファウンドリ整備と未開発バイオ資源の活用
カーボンリサイクル型バイオ産業の創出により、CO2から生物を用いて
高機能品・バイオ燃料等の有価物を生産、利用

本日のアウトライン
１．バイオエコノミーとバイオ戦略
２．バイオものづくり
３．医療分野のＲ＆Ｄ
４．「ポスト第四次産業革命」に向けた論点
①自動化・ロボット化
②分野融合的なバイオ人材
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経済産業省における医薬品技術開発の基本的考え方について
【施策の方向性】

【医薬品産業への社会の期待】

・効果が高く、副作用の少ない個別化医療
・再生医療／遺伝子治療による根本治療
・競争力向上に向けた創薬・生産基盤の強化

・質の高い医療の提供による国民の健康増進
・増大を続ける医療費の効率化
・大幅な市場拡大が見込まれる成長産業の柱
【経済産業省の施策展開】

個別化医療の実現に向けた最先端のバイオ技術の研究開発、人材育成、拠点形成、環境整備等によ
り、
健康長寿社会の実現及び医薬品関連産業の産業競争力の向上を図る。
個人差に対応した
細胞や遺伝子により
患者の体質を知る
治療薬をつくる
根本的に治療する
同じ医薬品

同じがん

〇

×

個人差によって、薬効・副作用が大きく変わる
⇒血液等の分析により、患者個人の体質に応じ
た薬の効き方を把握する方法を創出する

体質を知る層別化マーカー探索技術

医薬品A
（標準治療）

×

△

細胞/組織

◎

希少自己免疫疾患

医薬品C
（新技術）

医薬品B
（標準外治療）

新たなモダリティから、患者個人の体質に応じた
希少疾患等に効果のある医薬品を創出する

・核酸標的、次世代抗体等の創薬技術
・腸内細菌の制御を目的とした創薬技術

遺伝子を載せた
ベクター

遺伝子異常等がある部位に細胞、組織、正
常な遺伝子等を導入し、難病等の根本治療
につなげる

細胞、遺伝子ベクターの生産基盤技術
24

商務・サービスグループ 生物化学産業課
03-3501-8625

次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業
令和３年度概算要求額 73.7億円（59.0億円）
事業の内容

②国際競争力のある次世代抗体医薬品製造技術開発

 具体的には、「個別化医療」を推進する技術開発として、

①新モダリティとして注目される核酸を標的とした医薬品の創薬技術
②国際競争力のある次世代抗体医薬品の製造技術
③奏効率の低い抗がん剤等に対する患者層別化マーカー探索技術
④マイクロバイオーム制御による次世代治療技術
等の研究開発を進めるとともに、新型コロナウイルス感染症等にも対応した
バイオ医薬品の国内製造技術基盤の確立にもつなげていきます。

成果目標
平成27年度から令和8年度までの13年間の事業であり、我が国発の診断
技術・創薬基盤技術の実用化を図ります。具体的には、

 令和10年度までに、特定の医薬品の奏効率を向上させる診断薬・診断
機器の薬事申請3件
 令和10年度までに、開発した技術を利用したマイクロバイオーム改善医
薬品シーズの前臨床試験の実施件数3件 等を目指します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）

定額

予算要求資料

新しい創薬分野として注目されている核酸医
薬品の品質向上に資する分析・評価技術、さ
らには核酸の立体構造情報取得に関する基
盤技術等を開発します。
核酸を標的とした我が国発の医薬品が幅広く
市場化される環境の構築を目指します。

品質データ分析
構造解析等

化医療」の推進に向けて、日本医療研究開発機構を通じた医療基盤の
技術開発を行い、医療分野の産業発展に貢献します。

国

備考

保存期間

①核酸標的創薬技術開発

RNA等を
標的とした
医薬品

 こうした背景から、個人差を踏まえたより効能の高い治療を実現する「個別

（研）日本医療
研究開発機構
（AMED）

性質/日付

生物化学産業課
令和13年3月31日まで保存
（セット後保存期間10年）
機密性2、令和2年9月9日

事業イメージ

事業目的・概要
 医療の課題として、患者の方々のQOL（Quality of Life）を向上させる
とともに、医療費増加の抑制を図る必要があります。

補助

作成課

抗体

抗がん剤

RI

③患者層別化マーカー探索技術の開発

バイオマーカーにより、効果を奏する患者を選別

民間企業等

患者によって効果が大きく異なる抗がん剤等の薬
剤に対し、効果を奏する患者を選択するためのバ
イオマーカーを探索する基盤技術を開発します。
診断薬・診断機器の開発加速、効率的な治験、
さらには医療費増加の抑制を目指します。

④マイクロバイオーム制御による次世代治療技術開発
様々な疾患や免疫系との関係が指摘されている
マイクロバイオーム（腸内の共生細菌等）の解
析・評価・培養技術等を開発するとともに、臨床
データの取得・解析から疾患との関連を明らかにし、
新たな治療技術を開発します。
次世代の治療、創薬へ マイクロバイオーム制御により薬の奏効率向上
や治療完遂率向上を目指します。

腸内細菌叢の
ゲノム・代謝物
情報

委託

今後の市場成長が見込まれる次世代抗体医薬品等のバ
イオ医薬品について、国産の抗体生産細胞技術の確立や
実用化を見据えた技術開発を行います。
次世代抗体医薬品を含めた、国産の抗体製造技術プ
ラットフォームの幅広い実用化を目指します。

再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業
令和３年度概算要求額 45.0億円（38.0億円）
事業の内容
事業目的・概要

 再生医療は、臨床現場の新たな治療の選択肢となるとともに、創薬ツー
ルとしての応用が期待されており、市場の急速な拡大が予想されます。

 また、遺伝子治療については、汎用性のある基盤技術開発などへの支援

商務・サービスグループ 生物化学産業課
03-3501-8625

事業イメージ
（１）革新的創薬支援基盤技術開発

• iPS細胞等から分化誘導される
各種臓器の細胞等を用いたチップ
を開発する。

（２）産業化促進研究開発
• 実用化を目指す再生医療等製品
シーズの製造プロセス構築、評価手法
等の開発を行い、産業化を加速する。

の必要性が医療分野の学会などにより求められています。

 再生医療・遺伝子治療の産業化を促進するために、

〇再生医療技術を応用し、様々な臓器の細胞を活用した、医薬品の安
全性等を評価するための応用技術の開発
〇実用化を目指す再生医療等製品シーズの商用生産に向け、製造・評
価技術の開発及びその運用のための研究開発
〇有効性、安全性、再現性の高い再生医療等製品の効率的な開発に
必要な技術基盤の確立
〇再生医療等製品等の原料細胞について、産業化ニーズに応じた国内
供給体制整備のための技術開発及び実証研究
〇高品質な遺伝子治療薬を製造するために必要な高度製造技術開発
等を進めるとともに、新型コロナウイルス感染症等にも対応した国内製造
技術基盤の確立にもつなげていきます。
成果目標
平成27年度から令和6年度までの10年間の事業であり、再生医療分
野・遺伝子治療分野の産業化を目指します。具体的には、
 令和6年度までに、再生医療等製品の薬事申請数8件
 令和6年度までに、本事業で開発した創薬支援ツールの製薬企業等の
利用件数30件
等を目指します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
（研）日本医療研 委託・補助
補助
究開発機構
民間企業等
国
定額
（AMED)

製造方法開発
小腸

医薬候補品

安全性等
を評価

肝臓

（３）再生医療製造基盤技術開発

• 再生医療等製品の製造工程の暗黙

知を明確化し、有効性、安全性、再
現性の高い再生医療等製品を効率
的に製造できるような技術基盤を確立
する。

＜企業＞
CRO等

新規参入企業等

効率的な
製品開発を促進

臨床

製品開発を支援
連携

（４）再生医療等原料細胞安定供給研究開発
• 品質の確保された原料細胞の採取・
運搬等に係る仕組みの構築やそのた
めの手順の明確化等に関する実証
研究等を行う。
依頼

医療機関

・次世代製造技術の開発
・製造技術・ノウハウの蓄積
・品質に係る再現性の確立 等
製薬企業等
アカデミア

非臨床

規制当局
への申請

依頼

細胞提供
細胞提供
企業等
仲介機関
採取機関
（病院)
実証成果
細胞採取・運搬等に係る
を国内に
仕組みの構築、実証研究
水平展開

（５）遺伝子治療製造技術開発

• 遺伝子治療に関する高品質で安全性の高い治療用ベクターの培養・製造技
術等を開発し、国際競争力のある大量製造技術を確立する。
産生細胞への
遺伝子組換え
プラスミド

導入

培養・
発現

製造プロセスの高度化

精製

品質評価
原薬
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本日のアウトライン
１．バイオエコノミーとバイオ戦略
２．バイオものづくり
３．医療分野のＲ＆Ｄ
４．「ポスト第四次産業革命」に向けた論点
①自動化・ロボット化
②分野融合的なバイオ人材
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バイオ分野の研究において解決すべき課題
• バイオ分野の研究開発は手作業により行われることが多く、そのことが再現性の低さ、研
究効率の低下、危険性による弊害等の課題に繋がっている。
実験の再現性に関する科学者の意識
90%
「深刻な問題がある」

人の手で大量の実験をこなすことの弊害
再現性の低さ
 手作業により実験条件が揺らぐため、実験結果が
安定せず、原因と結果の関係も特定しづらい。
 再現性の低さは、研究不正、成果捏造などの誘因

70%
「実験の再現に
失敗したことがある」

99%
「論文の実験記載が
不十分」

の一つ。
研究効率の低下
 優秀な人材の時間を、ピペット操作など単純労働
で浪費。
 人が想定する範囲でしか研究しておらず、思い込み
が条件検討の非効率性に影響。
危険性による弊害
 病原体など重大な危険が伴う研究も多く、実験場

出典：Baker, Nature (2016); Iqbal et al., PLoS Biology (2016)

所も限られる。
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バイオ分野における研究開発の自動化・モジュール化の可能性
• 生命科学の実験では、1割の実験手法により、9割以上の論文が執筆されている。こ
のボリュームゾーンを対象とすれば、自動化・モジュール化は可能であると考えられる。
• 実験の自動化は、①実験の効率化、②多様な人材のバイオ研究への参画に加え、
③コロナ禍における遠隔・非接触の実験環境の実現、に貢献する。
Nature Protocolsに掲載された論文の被引用回数の分布

引用された回数

ハイボリュームな定型作業には、
ロボット化・モジュール化による効率向上の可能性
ショートヘッド

多種多様で頻度が低い実験手法は
ロボットによる自動化は困難
ロングテール

出典： RBI社の調査研究

Nature Protocolsに掲載された論文数（2006年創刊~2018年）
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バイオ分野におけるロボット活用の事例（日本）
• 汎用ヒト型ロボット「まほろ」は、ピペットマンのようなヒトが使う実験器具を扱うことができ
るために特殊な器具の開発が不要であり、汎用性が高い。バイオメディカル分野におけ
るベンチワークの自動化に主導的な役割を果たす可能性あり。
• しかし、日本では、このような自動化設備を導入している大学・研究機関・企業等はまだ
数少なく、自動化による実験の効率化の余地が大きい。
「まほろ」の活用例
• 個別化医療に向けた、がん患者の遺伝子
検査の自動化
• 創薬スクリーニング
• iPS細胞の維持培養
• 再生医療用細胞の製造
• マルチオミクス解析（ゲノム・プロテオーム・メ
タボローム）
• 感染性微生物・ウイルスを用いた検査
汎用ヒト型ロボット「まほろ」
出典：https://www.aist.go.jp/aist_j/highlite/2015/vol3/index.html
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本日のアウトライン
１．バイオエコノミーとバイオ戦略
２．バイオものづくり
３．医療分野のＲ＆Ｄ
４．「ポスト第四次産業革命」に向けた論点
①自動化・ロボット化
②分野融合的なバイオ人材
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バイオインフォマティクス人材の必要性
• バイオインフォマティクス（bioinformatics、情報生物科学）は、膨大で多種多様な
生物データを情報科学の手法を用いて解析し、有用な知識を見出す学問。
• ヒトゲノム計画以降、バイオインフォマティクスの重要性が認識され、様々な人材育成プロ
グラムが立ち上がったものの、産業界からは引き続き強い需要があり不足感は否めない。
科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンター（NBDC）が2013 年1 月に実施したアンケート調査
では、多くの研究者がバイオインフォマティクス専門家の協力を必要としている実態が浮かび上がった。
どのようにデータ処理を行っているか
Q:データの処理はどのようにしていますか？（複数回答）
（n=104; 「データを生成する実験を行っている」と答えた方）

バイオインフォマ
ティクスの専門家に
協力を求めている,
24.0%

自分で処理
している,
73.1%

バイオインフォマティクス専門家の協力
Q:データ処理の際にバイオインフォマティクスの専門家
の協力が必要だと感じますか？
（n=76; 「自分で処理している」と答えた方）

どちらでもない,
14.5%
いいえ,
11.8%

業者に外注

はい,
73.7%

している,
2.9%

（注）学会や関係団体の協力を得てインターネットアケートを実施、260名の有効回答（大学教員が35.4%、民間企業で研究・開発に従事している人が22.7%、ポスドク・任期付研究員が16.9%、等）
（資料）佐藤恵子、白木澤佳子、高木利之、藤博幸.わが国におけるバイオインフォマティクス人材を取り巻く現状 人材に関するアンケート調査結果.情報管理. 2014, vol. 56, no. 11, p. 782-789.
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バイオインフォマティクス人材の必要性
• バイオ人材については多くのカテゴリで不足感が指摘されているが、特にドライとウェットの
両方に対応できる高度人材の不足感が強い。
バイオインフォマティクスの分類

不足しているカテゴリ

ドライ

Q:分類表のカテゴリーの中でどのカテゴリーの人材が不足していますか？
（複数回答）（n=260）
0

20

40

60

80

100

カテゴリー１

120

105

ドライ＋
ウェット

カテゴリー２

90

カテゴリー３

67

ウェット

カテゴリー４

122

カテゴリー５

75

カテゴリー６
カテゴリー７

46
24

カテゴリー８
カテゴリー９

（人）
140

99
71

カテゴリー１０

74

カテゴリー１１

73

（資料）佐藤恵子、白木澤佳子、高木利之、藤博幸.わが国におけるバイオインフォマティクス人材を取り巻く現状 人材に関するアンケート調査結果.情報管理. 2014, vol. 56, no. 11, p. 782-789.
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取組例①：バイオ×デジタル人材育成に関する取組（経済産業省）
•
•

平成29年度補正予算を用い、第四次産業革命スキル取得認定講座の対象を目指し、一般社
団法人バイオ産業情報化コンソーシアム（JBiC）を中心とした事業を実施。
企業ニーズが高い「統計と簡単なプログラミングの知識があり、実際のデータを扱える人材」を効率
的に育成すべく、バイオ系人材を対象に、データ解析環境R（※）に特化した集中講座を開催。

（※）統計解析向けのプログラミング言語

【事業内容】

 企業ニーズのヒアリング、分析
 現存のITスキル標準へのバイオインフォマティクスの
追加に関する検討
 バイオ系企業に勤める社会人向けに集中講座を
実施

【集中講座（東京大学）】

 企業に所属する社会人を主な対象。教員・ポスド
ク・学生らの参加も可。
 定員の100名を大きく超過する応募あり。
 受講後のアンケートでは、資料の作りこみや説明の
丁寧さが評価。より深い講座を求める声あり。

(一社)JBiC

産学連携に
よる講座開発

東京大・東京医科歯科大
医療系学会・研究所

製薬、化学、
農業、食品、素材等
の企業
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取組例②：デジタル人材育成に関する取組（内閣府・文科省・経産省）
• 内閣府・文科省・経産省では、「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度
（リテラシーレベル）」を創設。本制度を通じ、人材の裾野の拡大と質の向上の双方を
推進。
認定制度（リテラシーレベル）の基本的考え方
 学部学科を問わず、全学生を対象とするプログラム
を評価

２段階で認定する制度として具体化
⓪全大学等

 大学等が機関としてコミットし、不断の改善を評価
 社会の要請に応え、学生、産業界、地域等のス
テークホルダーからの支持を得らえる実践を評価
 各大学等の特徴（理念、分野、規模、学生の習
熟度等）を踏まえた多様な取り組みを評価
 教育プログラムの普及に貢献する取り組みを評価

⑤認定教育プログラム＋（プラス）
④認定教育プログラム
③認定申請するプログラム
②数理・DS・AIプログラム実施

①数理・DS・AIプログラム未実施

２段階制度
●認定教育プログラム
裾野
拡大

多くの大学・高専への優れた教育プログラムの普
及を後押しする観点から、一定の要件を満たした
教育プログラムを認定（図の④）

＊年度内に制度運用開始の予定

●認定教育プログラム＋（プラス）
他大学・高専の規範となり、かつステークホルダー

質の
から支持される、先導的で独自の工夫・特色のあ
向上

る優れた教育プログラム」を選定（図の⑤）
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取組例③：国際的な人材育成の取組：iGEM Foundation（１）
• iGEM（International Genetically Engineered Machine）は、合成生物学の
発展のため、教育や連携を促す組織。マサチューセッツ工科大学（MIT）のプログラム
から発展。現在は、独立非営利団体iGEM Foundationが企画・運営。
• 全世界の高校生や大学生向けの競技会を主催したり、過去の競技会の参加者に対し
て起業支援を含む様々なプログラムを提供している。
iGEM Competition

After iGEM，EPIC

高校生、学部生、大学院生を対象とした、
合成生物学を用いて社会課題を解決するこ
とを目指す大会。

 iGEM Competitionの過去の参加者を対
象としたプログラム。

iGEMが管理する標準生物学的なパーツや
分子生物学的手法などを用いて参加チーム
はシステムを設計、作成、分析、評価する。
2004年から開催し、近年40か国以上から
300チーム以上が参加している。

https://igem.org/About, https://igem.org/Competition

 After iGEMでは、過去の参加者に合成
生物学の国際的学会への派遣や参加者
同士のネットワークを提供。
 EPIC（Entrepreneurship Program
Innovation Community）では合成生
物学の領域での起業活動を支援し、アクセ
ラレーターや投資家への紹介、メンターシッ
プなどを提供。
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取組例③：国際的な人材育成の取組：iGEM Foundation（２）
• iGEM Competitionへの参加チーム数は、2004年に設立されてからほぼ毎年増加
し、近年ではアジアのチームが多く参加するようになっている。
• 特に、中国からの参加チームは大きく増加しているのに対し、日本からの参加チームは
毎年約5～10チームでとどまっている。
参加チーム数の推移

主要国の参加チーム数の推移
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