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Ⅰ活動概要

平成２８年度は第二次 3 ヵ年事業計画（H26-28）の最終年度であった。当財団の到達目標は｢バイオ産

業の発展基盤・プラットホーム機能を強化し、日本のバイオ産業の国際競争力向上に貢献する。｣であり、引

き続きイノベーション、ビジネスの加速のため以下の 4 大重要方針の基に各種事業を推進してきた。

《４大重要方針》

（１）会員参加でバイオ産業の発展をリードする事業の推進

（２）バイオ産業の発展を支える基盤機能の強化

（３）取り組み姿勢と行動の革新

（４）収益構造の改善

JBA は平成 29 年 2 月に発足 30 年を迎え、過去 10 年間においてオープンイノベーションのインフラ作り

に活動の重点を置き組織運営を進め、特に平成 26～28 年度の第二次３ヶ年事業計画では「バイオ産業の

発展基盤・プラットフォーム機能を強化し、日本のバイオ産業の国際競争力向上に貢献する」を目標に活動

してきた。BioJapanは出展・ビジネスマッチング参加企業数886社、面談数7,500件、一般入場者15,000人

とアジア最大のバイオ分野のオープンイノベーション推進のインフラとして成長するに至り、国際的な協業の

機会を提供するハブとして確固たる地位を築いた。産業の足元、基礎を支える研究会活動については、機

能性食品、ヘルスケア、植物バイオの 3 研究会の活動を活発化させるとともに、グリーンバイオ系の活動を

強化する視点から発酵と代謝、新資源、アルコール・バイオマスの 3 研究会からなるグリーンイノベーション

フォーラムをスタートさせ、エンジニアリング研究会と合わせバイオの出口分野毎に政策提言、研究交流、

国家プロジェクトの提言ができる体制を整備した。また表彰制度を革新し、従来の３賞（バイオインダストリー

協会賞、発酵と代謝奨励賞、化学・生物素材研究奨励賞）を新賞（バイオインダストリー大賞、バイオインダ

ストリー奨励賞）に発展させ、オープンイノベーション推進のツールとして活用できる体制が整いつつある。

国内外の最新情報、政策情報を収集するとともに、バイオ産業人会議の事務局として「２０３０年に向けての

バイオエコノミービジョン」を発表し、国家レベルのバイオ戦略策定を政府に求めた。

バイオは人類の直面する環境問題（食糧、水、気候変動等）、超高齢社会といった課題を克服しうる

重要技術であり、さらに近来登場したゲノム編集技術、合成生物学により、可能性はさらに高まっている。

AI、IoT、ロボティクス等のデジタル技術その他の分野との融合によりこれまでにないイノベーションが創

生される機運が高まる中、財団として今回達成した成果に甘んじることなく、よりバイオ産業振興が進む

環境を形成するべく、平成２９～３１年度の第３次３ヶ年計画を定め、社会への貢献を行っていく方向性を

打ち出した。
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Ⅱ重点活動

１．会員参加でバイオ産業の発展をリードする事業の推進 （継続事業１）

（１）施策に活かされる提言と対話力の強化

日本バイオ産業人会議（JABEX）の事務局として以下の活動を実施した。

１）政策提言： ビジョンと個別課題の推進

① 2016 年 3 月に作成した｢2030 年を想定したバイオ産業の社会貢献ビジョン｣を政治家、関係省庁、アカ

デミア・公的機関などに説明し、理解を受けた上で広くセミナー・講演、執筆等などで必要性を主張した。各

省庁と頻繁に政策対話をおこなうとともに、省庁の委員会等への参画や調査事業への協力などを通じて、

国家ビジョンへ反映されることを目的に多様な活動を実施した。

② 規制改革ホットラインに対して「食薬区分」などに関する意見を提出した。ゲノム医療実現推進協議会

に引続き出席した。

２）政策対話： 調査・提言力の強化

① 欧米の「バイオエコノミー」「合成生物学」の状況に関する独自調査を実施するともに、NEDO「バイオエ

コノミー」「スマートセル」の調査事業に参画した。

② 海外のネットワークを構築するともに経産省による欧米及び中国の現地調査に協力した。

③ 重要な政策立案の実務担当者やキーマンによる政策情報セミナーを 5 回、BioJapan2016 における「ス

マートセル」など関連セミナーを 2回開催した。詳細は、P９ ②ⅰ 「政策情報セミナー」参照。

３）組織強化： プレゼンス、会員連携強化

① 10 件の講演・執筆をおこない、JABEX/JBA のプレゼンスを高めた。

② 会員の個別課題に対応した意見発信や省庁への相談を実施した。

（２）ハブ機能強化によるグローバルな事業連携の拡大

１）BioJapan をアジア No.1 の確固たるマッチングの場に変革

BioJapan をアジア No.1 の確固たるマッチングの場にするべく種々の改良・工夫を進めた。２０１６年は、

１０月１２日（水）～１４日（金）の３

日間、パシフィコ横浜にて開催し、

再生医療ビジネスへの期待の高

まりを受けて、初めて「再生医療

JAPAN」を同時開催した。国内外

から産業界、アカデミア、行政関

係機関、バイオ団体・クラスター

などが多数参加し過去最大規模

となり、 出展・パートナリング参

加企業数は８８６社（前回比２

４％増）、そのうち海外参加企業

は約１／３の３００社であった。来

場者数は１５，１３３名（前回比

７％増）、パートナリングの参加

者数は１，３７６名（前回比１３％増）、商談件数は７，２２８件（前回比１３％増）と拡大し、オープンイノベー
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ション推進のインフラとしての存在感を示した。参加国数は２９カ国あり、海外からの注目度、期待が確実

に高まっている。

２） ビジネスに繋がる国際連携の活動の強化

① 国外バイオ団体関係者会議との連携強化

国際的に有力なパートナリングイベントである BIO International Convention （米国）、BIO-Europe（欧

州）、あるいは世界各国の有力バイオ団体及びそれらのメンバーと協力し、700 件以上のマッチングを

調整し、100 件近い契約・提携合意を成就させた。この過

程の中で各団体、メンバーとの一層の関係の強化が実

現した。また、BioJapan2016 では国内外のバイオ団体が

一堂に会する「クラスターサミット」を開催し、世界各国の

有力なバイオ団体関係者29団体が相互の活動内容を共

有して今後の相互連携の強化に向けたネットワーク形成

を実現した。

【右：バイオクラスターサミットの講師】

参加した国内外活動(開催地)。

１ ６月 BIO International Convention （米国）

２ ７月 BioTaiwan、日台産業協力架け橋フォーラム * （台湾）

３ ８月 BIO-Pharma America２０１６ * (米国）

４ ８月 Life Sciences Baltics２０１６ * (リトアニア)

５ ９月 BioSpain２０１６ (スペイン)

６ １０月 BioJapan２０１６ * （日本）

７ １１月 BIO-Europe２０１６ * (ドイツ)

８ １２月 BIOFIT２０１６ * (フランス)

９ １月 Biotech Showcase２０１７ * （米国）

１０ ３月 Global Life Science Partnering Conference２０１７ * （米国）

１１ ３月 Bio-Asia２０１７ * （日本）

* 経済産業省受託事業

② 駐日公館との連携 （継続事業２）

JBA公共会員の海外大使館・州政府事務所と協働して、主に会員向けに最新の情報提供を目的とし

て国際連携関連セミナーを開催した。今年度は、「フランスにおけるトランスレーショナルリサーチ」、「台

湾のバイオイノベーションテクノロジーフォーラム」、「フィンランドに

おけるヘルスケアサイエンスの強みとデジタルヘルスの最新事情」

等のセミナーを開催した。また、英国からのImperial College 来日に

合わせ「脳科学、がん、循環器、免疫、感染症、代謝等の研究コラ

ボレーション」をテーマに Imperial College London セミナーを共催し

参加者の高い関心を得た。

(写真)フランスのトランスレーショナルリサーチ講師 Inserm Transfert 社の CEOパスカル・オジェ 氏
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（写真：Imperial College London セミナー）左からセミナー講師の Moussavi 氏と Chopo 氏、冒頭挨拶の MedCity・Phil

Jackson 氏と英国総領事館・Stefan Bengtsson 氏

③ アジア創薬連携プロジェクト（製薬協 APAC）活動への協力

日本製薬工業協会主催の APAC にプロジェクトメンバーとして参画し、アジア各国の関係組織とのプ

ロジェクト連携の機会創出に取り組み、製薬協との関係強化に努めた。また、各国合同会議を

BioJapan 時に開催した事により、アジア各国の参加が飛躍的に増加し、特に台湾、タイとの連携は他

の協会活動との連動により会員の事業展開へ有効な手掛かりとなるなど、新たな展開につながった。

３）全国バイオ関係者会議への協力

ＪＢＡが事務局となって各地域のバイオ団体間のネットワークを強化するために、年 2 回（１月幹事会、

10 月全体会議）の年次活動を運営した。幹事会では、経済産業省、文部科学省、農林水産省、厚生労

働省が各省庁の施策や今後の方向性、課題を幹事団体と共有し、活発な意見交換を行った。近畿バイ

オインダストリー振興会議と北海道科学技術総合振興センターが単独運営では継続開催が困難であっ

たビジネスマッチングイベントに関し幹事会をきっかけに中小企業基盤整備機構が支援 することとなり

約１００件超の商談が行われた。

４）バイオベンチャー事業化支援・育成の強化

① 関東経済産業局の委託事業として下記を実施した。（詳細は「Ⅲ受託事業」の項を参照）

ⅰ.マッチングによる新規提携および新規プロジェクトの創出促進

バイオベンチャー３０社を支援し、バイオベンチャーと大手製薬企業等との総計６９１件の面談の結

果、販売/受託/供給等の契約締結２３件（少なくとも６億円の売上げ増加）等の契約を獲得すること

ができた。ベンチャーとアカデミアとのマッチングでは、新規共同研究案件を１０件創出した。

ⅱ.バイオビジネス推進協議会

平成２７年度から継続して（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、（国研）科学技術

振興機構（JST）、（独）中小企業基盤整備機構等のバイオベンチャー支援機関および文部科学省、厚

生労働省、経済産業省が参加し、ベンチャー支援の課題と方策を討論した。

ⅲ.JBA アドバイザリー委員会 助言会

アドバイザー５名によるアドバイザリー委員会を組織し、助言会を３社に対して実施したことで各ベン

チャーの経営戦略の再構築に繋げることができた。

②BioJapan バイオベンチャー共同出展

ＪＢＡの自主事業としてバイオベンチャー共同展示パビリオン（JBA BIOTECH SQUARE）を平成２６年

度から運営しており、２８年度（BioJapan 2016）は１６社が出展した。
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③ その他の活動

ⅰ.東京都産業労働局のライフサイエンス系ベンチャー支援事業をサポートした。

ⅱ.フジサンケイビジネスアイ「第１０回 日本バイオベンチャー大賞」において「バイオインダストリー

協会会長賞」を授与した。

５）バイオビジネスセミナーの充実（10 回／年）

各分野の会員企業を中心に、研究開発方針、事業戦略、社外提携事例等の紹介を行い、参加者間の

事業分野および領域を越えた協業による事業の機会創出と拡大を狙い開催した。今年度は、ＪＢＡ理事会

社、会員企業をはじめとする企業の役員・幹部を講師として迎え、計１０回の講演会を開催した。

なお、バイオ分野におけるＩｏＴ、ＡＩ 等のデジタル技術の進歩・活用を視野に入れて、次年度事業計画

に「異分野技術との融合、異業種コミュニケーションの活発化」を盛り込んだ事から、先行して、計１０回の

講演会のうち４回はバイオとデジタルの融合をテーマとしたセミナーを開催した。

(３）シーズ発掘から実ビジネスに繋がる情報発信、及び社会と会員の要請に応える新規事業の開拓

（継続事業２）

医薬・医療、環境・ものづくり、食品、健康食品、ヘルスケア、植物バイオ、基礎・基盤の個々の分野で、

イノベーション創生に直結する技術情報収集と、シーズ発掘から実ビジネスに繋がる情報発信、及び社

会と会員の要請に応える新規事業の開拓に努めた。

(1) 研究会の新設・再編

①グリーンバイオイノベーションフォーラム（GIF）

日本のグリーンバイオ技術開発力をこれまで以上に活性化する為に、歴史有るグリーン系の 3 研究

会、すなわち発酵と代謝研究会、アルコールバイオマス研究会、新資源生物変換研究会の機能的・効

率的運営を促進した。更に GIF が中心となって、川上（基盤研究）から川下（事業化）まで一貫した戦略

的議論を行うと共に、環境調和型・資源循環型社会を創出する為の国際競争力を有する独自のグリー

ンバイオ技術開発を目指し、異業種団体との連携の強化（団体相互乗り入れ構想）を図り、日本のグリ

ーンバイオのハブとしての体制の基盤の一端を作り上げた。

②機能性食品研究会

国民の健康寿命の延伸と産業振興への貢献を目指して、会員相互の意見交換や講演会を年 4 回実

施した。機能性表示食品制度発足時の積み残し課題（ビタミン・ミネラル、関与成分が複数の抽出物）に

対する消費者庁の検討会を傍聴し、論点をまとめて報告し、見直しに向けた意見交換に繋げた。さらに

は、食薬区分の取扱い緩和に向けた提言を行い、平成 28 年度内閣府規制改革ホットラインに、「無承

認無許可医薬品の指導取締りについて（昭和 46年 6月 1日薬発第 476号 ・ 改訂平成 28年 10月 12

日薬生発 1012 第１号）」(別添２)「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」に記載された

もので、生鮮食料品に含まれる成分について、機能表示が可能なように、新たな運用の追加を求める

申請を実施した。

３つのワーキンググループ（①ホメオスタシスを維持する食品マーカー ②海外展開に向けた安全性

の確保 ③予防に向けた科学的エビデンスの在り方）を立ち上げ、未病に対する科学的な評価方法や

合理的な安全証明など食品産業のイノベーションに向けた具体的な活動をスタートした。ワーキンググ

ループ１は、本年度採択された日本学術振興会先導的研究開発委員会「食による生体恒常性維持の
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指標となる未病マーカーの探索戦略」の産業界委員として参画し、同委員会との連携を図った。

③バイオエンジニアリング研究会

再生医療のエンジニアリングをテーマとして、工場見学会および講演会を開催した。

再生医療新法の施行により医療機関から企業への外部委託が可能となった細胞加工業を大規模GMP

／GCTP 対応施設で行うことのできるタカラバイオ㈱遺伝子・細胞プロセッシングセンターCGCP（Center

for Gene and Cell Processing）の見学会を実施した。エンジニアリングの立場からターゲットを観るという

当研究会の特徴を最大化した、再生医療のエンジニアリングをテーマとする公開講演会を開催し充実し

たパネルディスカッションと交流会で理解を深めた。シングルユースに関する分科会活動として、２つの

講演会「シングルユース技術のプロセスシステム化」「シングルユースの現状と課題」を開催し好評を得

た。

④ヘルスケア研究会

政策提言や国プロジェクト提案を目指して、１）個別化ヘルスケア、２）ヘルスケアのための計測技術、

３）IoT とヘルスケアの３つの分科会を立ち上げ、バイオジャパンで方針を発表した。

分科会１は、METI ヘルスケア産業課の政策に関する講演会を開催し、サブグループを３つ構築し議論

を深めた。

分科会２は、フレイル・サルコペニアに関する講演会を開催し、議論を開始した。

分科会３は、デジタルヘルスに関する講演を行い議論した。

全体会議では、来年度は３分科会が連携して科学的根拠を創り出すために何をすべきかについて検討

調査し、報告書を作成することとした。

⑤植物バイオ研究会

研究会に参加する複数のメンバーが NEDO プロジェクト「植物等の生物を用いた高機能品生産技術

の開発」に採択された。

「植物バイオマス」「DuPont 社のゲノム編集技術への取組み」「アジアの遺伝資源」「物理工学の応用」

に関する会合を開催した。

BioJapan2016 主催者セミナー「先進農業に関する展望」、日本農芸化学会シンポジウム「ゲノム編集技

術の実用化への期待と課題」を企画した。

新化学技術推進協会（JACI）での講演で植物バイオ研究会の活動を紹介した。

⑥新規プロジェクトデザイン

我が国の応用微生物研究の再興を期して、「未利用微生物活用のための新世代基盤創造研究開発」

のプロジェクト化を目指した活動を行った。アカデミア、企業関係者でプロジェクト提案内容を協議すると

共に、BioJapan2016 および日本農芸化学会 2017 年度大会でシンポジウムを開催し、本研究開発の必

要性のアピールを行った。

(2) セミナーの充実、発展

医薬・医療、環境・ものづくり、食品食糧、健康食品、ヘルスケア、植物バイオ、基礎・基盤

の個々の分野に目配りしつつ、新ビジネス創出につながるニッチ・複合領域、マーケティングや

商品開発、安全安心や実験動物保護に関わる技術、研究会で取り上げないようなテーマを意識し

て取り上げた。会員からの企画提案は引き続き受け入れ、新たなプロジェクト提案に繋げていくほか、
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新規会員獲得につながるような斬新な切り口のセミナーも模索し、SIP（戦略的イノベーションプログラ

ム）など国家プロジェクトの成果も紹介した。

２．バイオ産業発展を支える基盤機能の強化

（１）生物遺伝資源の活用促進 （継続事業１）

１）名古屋議定書対応

２０１７年１月２０日に、名古屋議定書の下での日本の国内措置となる「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指針（案）」が公表された。その内容は、概ね産業

界をはじめとする遺伝資源等の取扱者の過剰な負担を予期させるものではなく、名古屋議定書の規定に

沿った適切で釣合いのとれた措置であると考えられた。しかしながら、一部不明確な個所もあったため、

パブリックコメントに際し、それらに関し意見を提出した。

２）生物遺伝資源の活用促進

バイオ産業界にとって、「遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABS）」に関する生物多様性条約（CBD）や

名古屋議定書等の国際的な動向を踏まえつつ、生物遺伝資源を有効に利用していくことがますます重要

となっている。このような状況の下、我が国の利用者が海外生物遺伝資源に円滑にアクセスできるよう、

経済産業省からの受託事業「生物多様性総合対策事業」と連動・補完しあいながら、以下の取組みを行っ

た。

①ABS に関する啓発

群馬大学が事務局を務める「地域特性を活用した『多能工型』研究支援人材育成コンソーシアム」に講

師として参加し、ABSの基本、対応に当たっての留意点、国内外の動向等について説明を行った。

②外部委員への就任と意見具申

以下の委員会へ参加し、ABSの観点から意見具申等を行った。

・理化学研究所バイオリソースセンター リソース検討委員会（微生物材料）

（２）基盤機能の充実

１）先端技術の社会実装 （産業と社会部会） （継続事業１）

①サイエンスコミュニケーションの推進

ⅰ. バイオ入門者用ｗｅｂコンテンツ「みんなのバイオ学園」

｢みんなのバイオ学園｣はバイオ入門者向け web コンテンツとして個人向けのみならず学校教育資料等

にも活用されている。今年度は、バイオ歴史コース｢バイオの匠｣の改訂、バイオ基礎コース｢基礎用語事

典｣への新語追加、関連サイトへのリンク更新等を実施した。また、本コンテンツの認知度を上げるため

の活動として、北の丸科学館や日本科学未来館と連携したバイオ学園パンフレットやバイオ紙芝居等の

出展を行った。

ⅱ. サイエンス＆リスクコミュニケーションに係るセミナー企画

近年、CRISPR-Cas9 の登場により、様々な生物種の標的遺伝子を改変する技術である部位特異的ヌ

クレアーゼを基盤とした“ゲノム編集”が急速に進展した。しかしその知的財産権、ライセンス関係は非常

に混乱した状況にあり、本技術を活用しようとしている研究者や企業関係者を大いに戸惑わせている。今

回、「CRISPR-Cas の特許とライセンシングを巡る最近の動向」と題し、同技術の知的財産権とライセンス

に関する最新の動向を４名の演者からご講演いただいた（２０１７年１月２５日、９６名、

P１２ ③ 講演会・セミナー第 5 回参照）。
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②政策理解・活用支援

ⅰ.政策情報セミナー

バイオに関する科学技術政策やバイオ産業政策の立案に係わっている関係省庁の担当官から政策や

課題等についてご講演いただき、産官が直接意見交換できる機会を提供する「政策情報セミナー」を

JABEX と協力して 5 回開催した。

・「2016 年度の科学技術関連の基本計画と戦略について」（2016/7）

布施田英生（内閣府 政策統括官）、 西尾匡弘（内閣府 政策統括官）

・「バイオテクノロジーが生み出す新たな潮流-スマートセルインダストリー時代の幕開け-」

(2016/9) 西村秀隆（経済産業省 商務情報政策局 生物化学産業課）

・「カイコによる高分子蛋白質の新たな生産系について～すごいぞ! カイコの底力！～」 (2016/11)

瀬筒秀樹（(国研)農業・食品産業技術総合研究機構）、鈴木富男（農林水産省 農林水産技術会議事

務局）

・「米国の農業とバイオテクノロジー」 (2016/12)

Christopher Riker（米国大使館 農務部）、 佐藤卓（米国大使館 政策統括官）

・「バイオエコノミー；日本が選択すべき道」(2017/2)

五十嵐圭日子（東京大学大学院、VTT フィンランド技術研究センター）、坂元雄二（JABEX）、

藤島義之（JABEX)、西村秀隆（経済産業省 商務情報政策局 生物化学産業課）

ⅱ.政策活用支援：

会員企業が活用できる政策の紹介や省庁との実交渉を支援している。今年度は会員企業の企業実証

特例制度の活用２件 （いずれも厚生労働省案件、うち一件は前年度から継続）を支援した。

③先端技術に関わる規制への対応

産業と社会部会では、バイオテクノロジー関連の新たな技術に関する研究開発や規制の動向などを把

握して会員へタイムリーに情報提供するとともに、課題に対する要望や意見を集約して監督官庁と折衝し

て具体的な規制や運用の改善につなげる活動を進めている。

ⅰ.カルタヘナ法（遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律）の規

制動向の周知、運用と遵守等に係わる活動

a） 「カルタヘナ法説明会」

今年度は、東京（２０１７年１月２４日）、大阪（２０１７年１月３０日）の２会場で、計１３９名の参加のもと開

催した。文部科学省、厚生労働省、経済産業省、（独）製品評価技術基盤機構（NITE）バイオテクノロジー

センターの４組織から派遣された下記講師陣により、研究開発から産業利用まで幅広い領域にわたり、

カルタヘナ法の運用概要や大臣確認申請プロセスの改善内容などが説明された。また講習会終了後、

講師陣による個別相談会を開催し、１１企業、１地方自治体からの相談に対応した。

・ 「生物多様性条約等国際条約の動向及びCOP13の結果概要について」

経済産業省商務情報政策局生物化学産業課 小林麻子（東京会場）、末廣祥平（大阪会場）

・ 「カルタヘナ法に基づく研究開発段階における第二種使用等について」

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 太田桐佳世子（東京会場）

・ 「医薬品分野での第二種使用等に関する法規制について」

厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課 石川 由（東京会場）

・ 「カルタヘナ法第二種産業使用（鉱工業等）の概要について」
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経済産業省商務情報政策局生物化学産業課 末廣祥平（東京会場、大阪会場）

・ 「第二種使用等（鉱工業等）の申請書の記載方法について」

ＮＩＴＥバイオテクノロジーセンター安全・解析課 小林弘奈（東京会場）、小口晃央（大阪会場）

b） 遺伝子組換え関連規制の改訂情報を会員に発信し、周知を図った（厚生労働省 1 件、農林水産省

1 件、経済産業省 1 件）。

ⅱ. 過剰規制への対応

カルタヘナ法の運用改善活動

NEDO 受託事業「遺伝子組換え生物等の閉鎖系使用に係る規制のあり方に関する検討」の一環として、

国内外の規制運用状況調査や関係者ヒアリングを実施し、その結果をアカデミア、審査機関、事業者か

らなるワーキンググループで検討して、「現行のカルタヘナ法第二種産業用使用に係る規制の改善案」を

取りまとめ、NEDO及び経済産業省に提出した。

ⅲ. 新たな課題への対応： 前述の NEDO 受託事業において「合成生物学」、「ゲノム編集」等について

国内外の情報（技術、規制）を収集し、これを前記ワーキンググループで検討し、「ゲノム編集や合成生

物学等の新たな技術を用いた改変微生物の規制のあり方に関する意見」を取りまとめ、NEDO 及び経済

産業省に提出した。また、ゲノム編集技術の知財、ライセンス関連のセミナーを開催した。

ⅳ. バイオセキュリティ等への対応

「国民の保護に関する基本方針（平成 18年）」、「新感染症法（平成 19年）」等に基づき、経済産業省が

定期的に実施する「病原性微生物・毒素等の保有・管理状況調査」に協力した。

ⅴ. 会員個別相談対応

会員からの個別相談８案件に対応した。質問への回答以外に、必要に応じて専門家の紹介や省庁との

橋渡し等を行った。

２）産学交流（産学交流部会） （継続事業１）

本年度はバイオテクノロジー人材の育成と部会活動の見直しを中心に活動を進めた。

① バイオテクノロジー人材の育成

後述の④参照。

② 部会活動の見直し

人材育成や顕彰活動、知的財産関連活動や大学発ベンチャーの育成、バイオ入門 web サイト｢みんな

のバイオ学園｣の運営等、本部会の主要活動は、いずれも本部会の手を離れそれぞれ独立した事業とし

て運営されている。そのため、本部会の部会としての役割は既に終えたものと判断し、来年から始まる次

期三カ年計画では本部会を廃止することとした。

３） 知的財産委員会 （継続事業１）

当知財委では、日本製薬工業協会(製薬協)、日本食品・バイオ知的財産権センター、医学系大学産学

連携ネットワーク協議会等の、ライフサイエンス関連団体と協同しながら、①特許庁への意見表明の窓

口として、また②知的財産権強化や、知財の活用と事業化促進に関わる自主研究活動の場として、また

③講演会・セミナーを通じた特許知識・実務能力向上の場として、会員企業の知財活動を側面から支援

している。
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① 業界の意見集約；

経済産業省(METI)商務情報政策局生物化学産業課が、関係企業に対し意見聴取を行い取りまとめ

た「バイオ分野の特許戦略上の課題」に関して、JBA知財委への意見募集協力要請があった。主に、特

許期間の延長／医療行為における方法発明の取り扱い／審査の運用／審査の運用に関する国際調

和について、各委員にメールでヒアリングを行い、その結果をMETI に報告した。

② 自主研究活動（WG 活動）

昨年に引き続き、産学連携WGと食品WGに分かれて、それぞれ以下のテーマについて調査を行い、

その結果を JBA 知財委報告会（3/16）で公開した。

a） 「大学関連ファンドの役割」（産学連携WG） WG・・・ワーキングループ

アカデミアにおける発明をもとにした学発ベンチャー設立を目指し、投資活動を行っている学発VC数

社を訪ね、投資対象や、投資ステージ、技術評価のしくみ、投資クライテリア、企業への要望などに

ついてインタビューを実施。学発 VC は、評価が難しいアーリーステージでの投資に柔軟に対応しつ

つ、企業とのより緊密な連携を求めていることが判明。企業側も、これらの学発 VC への協力を通じ

て、研究成果の活用を図るべきとの提案を行った。

VC・・・ベンチャーキャピタル

b） 「食品用途発明の現状」（食品 WG）

2016年4月より審査基準が改訂され、食品の用途発明が認められるようになったことから、運用開始

後に登録査定となった案件の特徴を分析した。その結果、行政の動向把握度の差により、食品の用

途発明の権利化に関して出願人の間で明暗が分かれたと思われるケースや、既に食品用途発明が

認められている海外からの出願が確認された（特に韓国が多かった）。また、クレイム表現を、より実

際の商品表示に近づけるなど、特許を有効活用するための工夫が必要との結論を得た。

③ 講演会・セミナー（啓発、および特許知識・実務能力向上）；

隔月開催の委員会に合わせて外部講師によるセミナーを計 6 回開催した。第 1、4 回を除き、他は一

般公開とした。

第 1 回（2016/6/13＠JBA）

 「産学連携促進に向けた知財戦略と AMEDの役割」／AMED・知財コンサルタント 八木孝雄

AMED・・・日本医療研究開発機構

第 2 回（2016/7/21＠JBA、共催：製薬協、IPSN、参加者 30 名）

 「知的財産推進計画 2016 について」／内閣府・知的財産戦略推進事務局参事官 福田聡

IPSN・・・知的財産戦略ネットワーク（株）

第 3 回（2016/9/15＠JBA、参加者 40 名)

 「細胞シート再生医療と産学医結集－産学医結集集団が加速する細胞シート工学の実用化

－」／東京女子医科大学・先端生命医科学研究所対外連携アドバイザー 江上美芽

第 4 回（2016/11/17＠月桂冠（京都市伏見区）

 「バイオベンチャーの興亡と大学による支援策」／京都大学イノベーションキャピタル プリンシ

パル 河野修己

第 5 回（2017/1/25＠鉄鋼会館、共催：フォーリー・ラードナー法律事務所(F&L)、IPSN、JABEX、産社部

会、参加者 98名） JBIC・・・(一社)バイオ産業情報化コンソーシアム

「CRISPR-Cas の特許とライセンシングを巡る最近の動向」
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 ‘CRISPR-Cas 技術に関する最近の特許情報’／JBIC 白江英之

 ‘Status of CRISPR Patent Interference in the U.S’／F&L P.Y. Riesen

 ‘CRISPR Claiming Strategies’／F&L K. Schorr

 ‘CRISPR Licensing Terms’／F&L S.B. Maebius

第 6 回（2017/3/16＠JBA、参加者 51 名）

 「バイオ医薬と特許法～技術の革新と法制度の革新～」／東大・先端研 玉井克哉

４）人材育成（産学交流部会） （継続事業２）

① 「JBA バイオリーダーズ研修２０１６」

２００９年開始以来第９回目となる合宿型事業化企画研修を２０１６年８月２５日～８月２７日、幕張セミナ

ーハウス（千葉・習志野）において開催した。前回までに計２４４名の研修生を送り出した実績があり、今

回は多様な業種の会員企業から２４名の研修生（平均年齢３１歳）が参加した。国立研究開発法人 科学

技術振興機構から４テーマ、計１１件の特許出願案件を技術シーズとして提供してもらい、これらをもとに

事業化企画を立案した。作業が深夜にまでに及ぶかなりハードなプログラムだったが、研修生は全エネ

ルギーを注いでこの課題に取り組んでくれた。

ベンチャー経営に関する講演として、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社

長 菅野 隆二 氏、企業トップ講演として元キリンホールディングス株式会社 会長 荒蒔 康一郎 氏に

ご登壇いただいた。菅野氏からはマーケティングは経営そのものであり、先を読むことが成功の秘訣であ

ること、荒蒔氏からはKirin-Amgen設立の経緯、日米欧での開発競争や営業連携の事例について、臨場

感あふれる講演がなされた。

② バイオテクノロジー教育活動への協力

２０１６年６月２日、スーパーサイエンスハイスクール認定校である都立科学技術高校の生徒達が特別

課外事業としてＪＢＡへ来訪した。当方から、バイオテクノロジーの産業活用事例等を説明し、それを題材

にバイオテクノロジーの将来像や今学んでおくべきことなどにつき意見交換を行った。

５）顕彰、奨励活動 （継続事業３）

①バイオインダストリー協会賞

バイオサイエンス、バイオテクノロジー及びバイオインダストリーの分野における顕著な業績を顕彰す

るものである。有馬啓記念バイオインダストリー協会賞の趣旨を継承発展させ、表彰の対象範囲を研

究・技術開発のみならず国民理解や人材育成などの人文・社会科学や産業化推進活動まで拡大した

幅広い本賞について、今年度もポスター配布、HP、協会誌、電子メール等を通じて、広く応募を募り、選

考を行った。結果、7 件の応募の中から１件を決定し、授与。受賞内容と受賞者をニュースリリースを発

信し HP で告知した。また、10 月の BioJapan にて表彰式・受賞者の講演会を実施した。

②発酵と代謝研究奨励賞及び化学・生物素材研究開発奨励賞

若手研究者の研究奨励を目的としたもので、今年度もポスター配布、HP、協会誌、電子メール等を

通じて、広く応募を募り、選考を行った発酵と代謝研究奨励賞は、6件の応募から 3件に顕彰、化学・生

物素材研究開発奨励賞は 11 件の応募の中から 3 件を表彰した。

③上記 JBA3 賞について平成 28 年 10 月 12 日開催の BioJapan2016 会場で授賞式・受賞者の講演会を

実施し、活動の周知と来場者との交流も図り、好評を得た。奨励賞の受賞者に対して、初めてアンケー

ト（応募理由や受賞後の周りの反響など）を取り、非常にモチベーションが上がっていることが分かり、
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研究奨励の意義を感じる結果が確認できた。

６）新しい表彰事業の創設、企画運営推進 （継続事業３）

昨今のバイオサイエンス、バイオテクノロジー及びバイオインダストリー分野の発展とJBAを取り巻く環

境変化に対応し、有意義でより広く社会に貢献する賞とするため、新たな表彰制度を創設すべく、準備を

開始した。（JBA30 周年記念事業の一環）

①バイオインダストリー大賞：バイオサイエンス、バイオテクノロジーおよびバイオインダストリー分野

における自然科学および人文･社会科学領域の研究･技術開発および産業化推進活動で、バイオインダ

ストリーの発展に大きく貢献した、または今後の発展に大きく貢献すると期待される業績に授与する。対

象は１件、副賞 300 万円。自薦、他薦を問わず、企業・アカデミアから応募が可能としている。

②バイオインダストリー奨励賞：バイオサイエンス、バイオテクノロジーに関連する応用を指向した研究

に携わる有望な研究者を対象とする。応用分野は、１）生物の機能を活用･利用する分野、２）生物機能

に立脚した素材開発ならびに生物機能利用を支援する技術に関する分野、３）健康･予防･診断･治療を

目的とする分野。適用する産業として食品･農業･化学･環境･医薬など

応募資格について、大学・アカデミアのみ、45 歳未満、他薦に限る、など諸条件を設定した。

③上記、両賞の内容と規定・細則を制定し、選考委員を選任、運営・選考委員会体制を構築した。同時

に本賞の認知度を上げるために、大々的に広報活動を推進。募集開始時にニュースリリースを発信、同

時に、親しみやすいテイストのちらし・ポスターを制作した。さらに、ホームページにコンテンツを開設、幅

広いバイオ関係先にメール・郵送・会合等でPR活動を展開した。また、Nature誌で２回にわたり広告を出

稿、同誌のWeb site とメールマガジンでも発信した。さらに、JBA を挙げて多各方面で広報、応募促進活

動を実施した結果、数多くの反響を得た。

7) 広報活動の強化 （継続事業４）

①機関誌「バイオサイエンスとインダストリー」(B&I)の編集・発行

ⅰ.JBA重点事業の一つとして、バイオ分野における先端・最新情報、産業界の動向、行政からの情報や

海外のバイオ産業界の動向及び JBA の活動などを紹介した(年 6 回発刊)。掲載総頁数は 590 ページ

（前比 106%）。

ⅱ.学術記事は編集委員会活動を充実させ効率的な編集体制を敷くとともに、編集委員、トピックス委員

の協力を得ながら、幅広いバイオ産業ニーズに対応した有用記事を提供した。学術情報の産業への橋

渡しを意識して、応用・産業化を念頭においた基礎研究の紹介に注力した。

ⅲ.産業行政記事では、本機関誌の特徴でもある産業界のニーズに合った人材育成や国のバイオ関連

重点政策・領域に関する情報の紹介や、国際連携による海外の情報などを提供した。

ⅳ.JBAニュース・国際動向コーナーではJBAの活動のうち、特に各委員会・研究会の活動内容、海外バ

イオ団体との交流活動を紹介し、会員との情報共有ならびに新規会員加入を促進した。

ⅴ.2017 年 2 月、JBA が設立 30 周年を迎えるにあたり、30 周年の記事、連載を企画、編集した。1 月号

の巻頭言で会長が関係各方面への感謝とバイオ業界の課題認識を述べ、その中で JBAが果たすべき

役割・ミッションを掲げた。また、3 月号からの 3 回連載の第 1 回目では 30 年の歴史年表と共に、専務

理事が直近 10 年の JBA 発展の成果、未来への方向性と想いを述べた。

②ホームページ運営推進と大幅リニューアルに向けた企画
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機関誌と同様に JBA 活動の「見える化」を目指したコンテンツの検討を行い、会員にとって有用かつ

満足度の高いコンテンツを、アクセスしやすいかたちで提供した。イベント、セミナー情報などを迅速に

配信しながら最新 HP 情報を増やして情報伝達を行い、会員ばかりでなく一般利用者にも幅広く利用し

てもらう(メールニュースの配信宛先数：1,145 人 前比 118％)。同時にホームページのアクセス状況、メ

ールニュースの配信状況を定期的にモニターしながら使いやすいホームページ運営を進めた。

システム保守期間の- 13 -終了や、外部システム環境の進歩により、現行ホームページをリニューア

ルする必要があり、2017 年度の全面リニューアルに向けて、企画を開始。まず、現在のメーン読者であ

る JBA の会員ニーズを把握するために、アンケートを実施・解析した。アンケート結果を基に方向性を

決め、制作会社を選定（5 社にコンペを実施、選抜した）。ユーザビリティー、アクセスビリティーを向上す

るためのコンテンツ構成を目指し、サイトツリー（全体の設計図）を構築した。また、ユーザーニーズに対

応したメールニュース発信を実現する顧客データベース制作のため、システム概要を検討し、仕様を決

定した。

新ホームページは 2017 年 10 月にリリースする予定である。

③JBA Activity Report(日本語)の発行

JBA の活動内容を会員、一般利用者に分りやすい形に纏めた Activity Report2016（日本語版）を発

行した。

④JBA Profile（英語版）の発行

海外のバイオ関連団体や大使館等関係先に、JBA の組織・活動の概要を説明するために、従来の

Activity Report 英語版を、その目的・主旨から内容を大幅に見直し、デザインを刷新し、新たな形で 8 ペ

ージの英語版 Profile を編集企画・制作、発行した。

⑤BioJapan Report の発行

JBA が主催する BioJapan の活動内容を、会員と会員外の一般利用者に分りやすい形に纏め、

BioJapan Report を発行した(事業連携推進部と協働)。

３．取組み姿勢と行動の革新

（１）シーズの先取りと会員参加の機会拡大

会員が当財団の提供する研究会・セミナー等の機会、或いは情報収集・整理、政府への提言など種々

の機能を会員に理解していただくため、①運営会議での通知の徹底。②理事会社、新規入会を望む企業

への訪問により、企業幹部、担当部署への説明を行った。省庁の政策の方向性をいち早く把握し、必要

に応じてセミナー開催あるいは運営会議など情報提供、会員企業の事業の発展に繋がる活動を進めた。

当財団の活動について理事を始めとした会員メンバーからの意見を活かした産業振興の為の機会・施策

を生み出すことにより参画意義、財団の価値が向上しつつある。

（２）他組織との連携体制と運営

1) バイオ関連団体、独法等

賀詞交歓会・バイオジャパンの共催に加えて、関連団体との情報交換会、或いはバイオビジネス振興

協議会等を通じ、バイオに関わる種々の団体との意見交換・情報共有を活発に行った。意見交換によりイ

ベント、政策論議の質が向上しより意義ある方向に進んでいる。

2) 技術研究組合等への支援活動
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幹細胞評価基盤研究組合：事務所設立準備段階から事務所の設立・運営に参画し支援してきた。事業

拡大に応じた事務室拡張にも応じ、また分担研究についても調査業務を継続遂行。

（３）事務局機能の革新と強化

1) 会員との接点極大化と次期三か年計画（Ｈ29－31）の策定

平成 28 年度は第二次 3 ヵ年事業計画の最終年度であり、成果と反省、及び近未来の状況変化を踏

まえ新たな 3 ヵ年の事業策定の討議を開始した。各部内及び事務局全体でのディスカッションを活発に

行い、JBA のミッション、コアバリューを明確化し、全員参加での業務の効率化、質の向上に挑戦してい

く方向性が整った。理事会、運営会議、研究会活動、会員訪問の中で会員の意見を吸い上げ、会員・

職員が納得できる事業目標を構築した。

2) 業務の効果・効率の向上

①全体会議等の会議、及び書類作成等のルーチン作業の見直しを進めた。会議時間、内容を見直し、

効率化が進んだ。

②職場環境の改善については机棚の整理など一部開始。記録・資料・書籍等を棚卸、整理し、

より働きやすい環境を構築。

3) 事務局機能について

次期 3 ヵ年事業計画策定に際して、今後の事業規模を考慮した適正な事務局の運営体制を検討。

正職員、出向職員、嘱託職員等いくつかの雇用形態がある中で、財団の仕事への動機付けを強め協

力して目標を達成できる体制を構築。

４．収益構造改善

先端情報の調査収集、関係各団体との意見交換、省庁との政策論議による成果として、BioJapan の収

入増、会員の増加、セミナー参加の増加など成果が表れており、糖鎖ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ始め、期待を受けて大型プ

ロジェクトを開始することができた。人員をはじめとして財団の戦力には限りがあるため、組織的、効率的に

運営を行い収益構造を保つべく常に変化に対応できる体制を準備。

３．受託事業

１．調査研究

（１）生物多様性総合対策事業

[委託元] 経済産業省

遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABS）に関する名古屋議定書が、平成２６年１０月１２日に発効し、

平成２８年１２月にはメキシコ・カンクンで、生物多様性条約（CBD）第１３回締約国会議（COP13）に併せ、

同議定書の第２回締約国会合（COP-MOP2）が開催された。また、平成２９年１月２０日には、名古屋議

定書の下での我が国の国内措置となる「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指針（案）」が公表された。さらに、遺伝資源等に係る検討は、他の国際機関や条

約等（世界知的所有権機関（WIPO）や海洋法に関する国際連合条約（UNCLOS）等）の枠内においても進

められており、これらの国内外の趨勢を踏まえつつ遺伝資源等に係る議論へ対応していくことがますます

重要となってきている。

このような状況を踏まえ、バイオ産業の発展に向け、我が国産業界が遺伝資源に円滑にアクセスでき

る環境を整備するとともに、関連の国際交渉における政府支援等を通じて、ABS に関連する課題に総合
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的に対応することを目的に本事業を実施した。

1)遺伝資源に円滑にアクセスできる環境の整備

①ABSに関する海外・国内情報調査・分析

・EUの「欧州連合における遺伝資源へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配

分に関する名古屋議定書の利用者に対する遵守措置に関する欧州議会及び理事会規則（EU）No

５１１/２０１４の適用範囲及び中心的な義務に関するガイダンス文書」（２０１６/C３１３/０１）を翻訳

し、内容の把握・分析を行った。

・フランスの「生物多様性、自然及び景観の回復に関する法律」（２０１６年８月９日官報掲載）を翻訳

し、内容の把握・分析を行った。

・アフリカ連合の「アフリカで名古屋議定書を調和的に実施するための AU 実践指針」の内容の把握・

分析を行った。

②ABS に関する情報の発信

a. ABS に関するウェブサイト

ウェブサイトを設置し、ABS に関する情報を広く発信した。今年度は、以下の情報の掲載や更新

を行った。また、ウェブサイト利用者の動向を把握するため、閲覧状況の分析を行った。

・インドネシア情報の更新

・主催セミナーの案内及び終了後の講演資料やサマリーの掲載

・国内措置に関するサイトの作成及び情報の掲載

・国別情報に「韓国」を追加し、法令（原文）へのリンク付け

b. セミナーの開催（５回）

以下のJBA主催あるいは他機関主催のセミナー等において、ABSの基本、対応に当たっての留

意点、国内外の動向等について、広く情報発信した。

・ ７月：JBA CBD/ABSセミナー「生物多様性条約/名古屋議定書を巡る議論の現状と動向」（東京）

・ ９月：熊本大学「生物多様性条約 ABS関連のセミナー」（熊本）

（平成２９年）

・ １月：産業技術総合研究所「第２回生物多様性条約セミナー」（筑波）

・ １月：JBA CBD/ABS セミナー「COP13及び COP-MOP2 報告会」（東京）

・ ３月：九州大学「第 7回有体物管理センターシンポジウム」（福岡）

③ABS に関する相談窓口の設置

企業・大学・研究機関等からの ABS に関する相談に対し、守秘の下、助言や解説を行った（本年

度３７件、開設からの累計約６００件）。

2)国際交渉の支援

①タスクフォース委員会の開催（３回）

学識経験者および産業界有識者２３名で組織されるタスクフォース委員会を設置し、ABS に関

する国内外の動向や課題等について情報共有するとともに、今後の国際交渉への対応等につい

て検討し、意見交換を行った（６月、１１月及び平成２９年３月の３回開催）。

②国際会議等への出席

以下の会議に参加し、各国の交渉ポジション等についての情報を収集・分析し、政府の交渉を

支援した。

・１２月：生物多様性条約第１３回締約国会議（COP13）及びそれに伴う名古屋議定書第２回締約
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国会合（COP-MOP2）（メキシコ・カンクン）

（２）遺伝子組換え生物等の閉鎖系使用に係る規制のあり方に関する検討

[委託元] ＮＥＤＯ

1) 遺伝子組換え生物等の閉鎖系産業使用・低リスク案件に係る新たな措置の導入に関する検討

遺伝子組換え生物の産業利用の多くは発酵缶などを使った第二種使用（閉鎖系使用）により実施さ

れている。第二種産業利用の約9割が、GILSP区分の拡散防止措置で運用される低リスク案件で占めら

れているが、その低リスク案件に係る日本の規制が欧米よりも過剰なため、日本のバイオテクノロジー分

野における産業競争力が損なわれていると指摘する声は多い。そこで、バイオテクノロジー産業分野で

日本と苛烈な競合関係にある米国や欧州、中国等の閉鎖系産業使用に係る規制の現状と国内のカルタ

ヘナ法第二種産業使用の運用状況を調査し、日本の現行制度の課題を摘出した。この結果をもとに、

｢遺伝子組換え生物等の閉鎖系使用に係る規制のあり方に関するワーキンググループ｣（以下ＷＧ）で論

議を重ね、生物多様性と安全性を確保しつつ欧米先進国等との国際競争力を確保するための制度のあ

り方を検討して制度改正案をまとめた。

2) ゲノム編集技術や合成生物学等の新たな技術を用いた改変微生物の規制のあり方に関する検討

バイオテクノロジーの急速な進展により、カルタヘナ法制定当時には想定されなかった、ゲノム編集技

術等の新たな技術や合成代謝工学の生物学への応用等に代表される合成生物学の台頭など、近年、

遺伝子組換え生物等の使用を巡る環境が大きく変化してきている。

本事業では、ゲノム編集技術（主に微生物利用）や合成生物学を適用して作られた生物やその産物の

取り扱いについての、欧米先進諸国や中国等における規制の現状や議論の動向を調査した。これらの

情報をベースに、これらの新しい技術を適用して作成した生物やその産物の取り扱いに関する、我国の

基本姿勢について、ＷＧで議論し見解をまとめた。

また、2016 年 12 月にメキシコで開催された生物多様性条約締約国会議における合成生物学関連の

議論は、合成生物学によって改変された生物の生物多様性に及ぼす影響だけでなく、その生産物が途

上国の地域経済に与えるインパクトや、遺伝資源の持続的な利用を担保する利益配分の対象にデジタ

ル遺伝子配列情報の利用も含めようとする主張など、多岐にわたり複雑化してきている。この議論の現

状と今後の課題につきまとめた。

（３）「革新的バイオマテリアル実現のための高機能化ゲノムデザイン技術開発」

―革新的バイオマテリアルの市場性・競合技術の世界動向調査―

[委託元] 経済産業省/高機能遺伝子デザイン技術研究組合（受託事業）

画期的なバイオマテリアル製造技術の創成を目的とし、取得されたゲノム、発現遺伝子、機能たんぱく

質などの膨大なオミクス情報を、目的に沿った解析が効率よく遂行できるような、システム生物学の観点

から活用するための技術調査を活動の基盤としている。H24 年度から、「合成生物学」とされる研究の最

新動向を国内外で調査を続けており、H25 年度は、それに加えて今後の市場の拡大が期待される革新

的バイオマテリアルについての調査を行った。H 26 年度は、米国国防省の「生物工場からの 1000 分子

プロジェクト」計画に関する調査を行い、当プロジェクトの「長鎖 DNA 合成技術」から生まれた機器の市

場性調査も行った。H27 年度は、欧州各国およびアジア（中国・韓国・シンガポール）の合成生物学拠点

の動向を調べ、国を挙げて精力的に研究を進めている英国の主要拠点の訪問調査を行った。

プロジェクトの最終年度である H２８年度は、国際会議に参加して最新の技術動向を収集し、バイオエ
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コノミーおよび複合微生物の解析に関する国際的な動向について調査を行った。

（４）「個別化医療に向けた次世代医薬品創出基盤技術開発（国際基準に適合した次世代抗体医薬品等の

製造技術）」事業 ―次世代バイオ医薬品生産技術・知的財産に関する動向調査― 

[委託元] 経済産業省/次世代バイオ医薬品製造技術研究組合（受託事業）

バイオ医薬品製造技術について、新たな日本発の技術を創出していくための基礎となる情報調査活

動を進めている。国内外の最先端のバイオ医薬品製造技術動向を、特許情報と学会情報、論文情報、イ

ンターネットに掲載されている企業情報等から把握し、MAB 事業の展開に重要なバイオプロセス技術開

発の世界レベルでの最新動向情報を解析提供することを目的としている。

平成 28 年度は、国内外で開催される 21 学会・会議等について、①生産細胞構築技術、②高性能細胞培

養技術、③次世代高度ＤＳＰ技術、④先進的品質評価技術、⑤ウイルス管理技術についての学会情報、

世界動向把握のための文献情報の収集を進め、情報の解析を実施した。 関連技術動向として、ADC、

バイオシミラー、連続培養等のバイオプロセス、レギュレーション関連動向についても、情報収集を進め

た。

（５）内閣府 SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）「次世代農林水産物創造技術」「次世代機能性農林

水産物・食品の開発」 第 1 班中課題⑯ 研究調整業務

[委託元] 農研機構 生研支援センター（管理機関）

SIP「次世代機能性農林水産物・食品の開発」は 4 つのコンソーシアム（第 1 班（脳機能）、第 2 班（ロコモ

ーション）、第 3 班（時間栄養・運動）、第 4 班（ホメオスタシス評価））から成る。

当コンソーシアム研究代表者の指示のもと、4 つのコンソーシアム（1～4 班）内の連絡体制の一元

化を図り、年間スケジュールの管理、参画機関・協力企業へのサポート、管理部署（生研支援センター）

との連絡を行い、コンソーシアム間の連携強化に向けた体制整備を達成した。代表者会議、第 1・2 班

合同会議、全体会議を運営し、戦略コーディネータ、関係省庁担当者を交えて、前年度評価結果を受

けた社会実装に向けたテーマ見直し、連携を目指した最新研究成果の共有化、ヒト臨床試験の血液

サンプル・臨床データの提供を受けた恒常性評価システムの検証するためのコンソーシアム間でのサ

ンプル及びデータの取扱い等に関し、運用方針を協議した。また SIP 農水推進会議（内閣府）や各ヒア

リングに参加し、次年度予算の獲得に向けた戦略的な提案を行った。

BioJapan2016（10/12～14@パシフィコ横浜）にて、各コンソーシアムの研究活動と社会実装の事例

を紹介し研究成果の効果的アピールを行った。ポスターブースでは各コンソーシアムの研究活動を紹

介し、展示スペースでは社会実装の事例をポスターと商品サンプル・測定機器で紹介し試飲も

行った。展示会場内プレゼンコーナーではミニシンポジウムを実施し、若手トップによる最新研究成果

報告と、代表・副代表による研究成果の社会実装事例の紹介を行った（10演題、来訪者のべ408名）。

また、「農林水産物・食品の基礎研究とヒト介入試験研究」「食品因子の基盤研究とヒトへの橋渡し研

究」「機器・技術開発」をテーマに公開シンポジウム（12/5）を開催し、社会実装への取組みをアピール

した（参加者 442 名）。

内外の学会誌（日本生物工学会の和文誌「生物工学会誌」特集記事、バイオインダストリー協会機

関誌「バイオサイエンスとインダストリー」、英文科学技術情報誌「Science and Technology in Japan」）

への投稿企画を立案・調整し、掲載準備を進めた。また、国際科学ジャーナル Nature 世界版 2017 年

3 月 30 日号の広告記事 Spotlight に「Spotlight on Food Science in Japan 2017」と題し、SIP プロジェク
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ト概要、研究戦略、超高齢社会における健康寿命延伸を目指した具体的な研究、産学連携の取り組

み事例などを紹介することを企画・調整・準備した。

（６）「再生医療の産業化に向けた細胞製造・加工システムの開発/ヒト多能性幹細胞由来の再生医療製品

製造システムの開発（心筋・神経・網膜色素上皮・肝細胞）およびヒト間葉系幹細胞由来の再生医療製品製

造システムの開発」事業

－日本主導による再生医療の産業化支援戦略策定－

[委託元] 幹細胞評価基盤技術研究組合、分担研究

日本における再生医療の早期産業化および日本主導による再生医療の実現に資するため、昨年度に

引き続き、最先端の様々な戦略手法を駆使する独自のビジネス戦略分析を実施し、再生医療分野におけ

る細胞製造・加工システムの世界市場獲得戦略の策定を行った。

これまで、再生医療周辺産業及び当該システムの基盤技術・装置等に関する限定的なクロス SWOT

分析等により、戦略の方向性（1．国際的な再生医療ビジネス市場の創成、2．基盤技術及び装置の先

行開発及び標準化 ）を導出してきた。さらに、分子生物学、幹細胞工学および産業化に関連する境界

領域を含む国内外の学会、研究集会、セミナー、ワークショップ、文献及び website 情報を総合し、基礎

的及び様々な応用ビジネス戦略分析を実施し、“重要な利害関係者の信頼の醸成と真摯な取り組み”を

重要な要件とする、再生医療周辺産業の世界市場獲得に向けた 11 のビジネス戦略を策定した。

２．研究開発

（１）バイオ燃料製造の有用要素技術開発事業

[委託元] NEDO

JBA は、2008/7 – 2013/3 まで NEDO の委託により実施した先導技術開発の成果を元にこれを更に発

展させ実用化につなげるため、糖化酵素（セルラーゼ）の開発、および創生した C5/C6 糖を燃料用アルコー

ルに変換することをテーマとした研究開発を NEDO の後継事業に申請、採択を受けて 2013/4 より推進して

きた。

1) バイオ燃料事業化に向けた革新的糖化酵素工業生産菌の創製と糖化酵素の生産技術開発」

酵素側からのアプローチとして、バイオマスに対する反応性、安定性、基質阻害耐性等に優れた酵素の

探索、ならびに酵素改変を進めており、グルコース耐性改変 CBHI、凝集沈降性改善した CBHII、生成物阻

害耐性 BGL、耐熱性改変 XYN、新規ヘミセルラーゼなどの候補酵素を見出した。また基質側からのアプロ

ーチとして、前処理前後および糖化酵素反応前後のバイオマス表面構造および酵素付着の状態を評価し、

またセルロース含有率を調整したバガス前処理物により糖化に必要な酵素量を 1/2～1/4 と大幅に減少さ

せる事ができた。加えて酵素の複合体である糖化酵素において最適な酵素比率や培養条件の最適化の

検討を進め、これら研究成果をもとに、NEDOの目標値である 10 円/L-EtOH に対しての目途がついた。

2) 有用微生物を用いた発酵生産技術の研究開発

C5，C6同時発酵微生物としてキシロース代謝向上ならびに発酵阻害物耐性株の開発が進められており、

育種酵母(S.cerevisiae)の B4,B6 株を代表的な株として、苛性ソーダ処理バガス或いはバガス糖化液を用

いて、それらのグルコース・キシロース資化能、エタノール発酵能、キシリトール、グリセロール、有機酸等

の副生物生成能等の評価を進めると共に、培養条件の最適化を行った。今後、日揮において 2020 年まで

に最適な酵母株を創出し、商用機レベルに資する技術を確立する。
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（２）糖鎖利用による革新的創薬技術開発事業

[委託元] AMED

平成 28 年度 AMED 委託事業「糖鎖利用による革新的創薬技術開発事業」の公募があり、JBA として

応募を行い、採択され、平成 28 年 9 月 1 日にスタートしている。本事業は、「糖鎖に関する基礎研究技術

を、臨床機関との協働で創薬標的探索に応用し、迅速な実用化を目指すこと」を目的としている。JBA は、

本事業の研究体制である研究コンソーシアムの事務局として､知財管理委員会、ならびにプロジェクト対

応として、PL/SPL/TL 会等の運営を担当している。

その他、関連業務として、研究コンソーシアム会則、知財合意書を作成し、誓約書を取り纏め中であり、

また本事業の成果の出口としてのユーザーフォーラムを設立準備中である。

一方、研究開発業務として、慶應大学集中研、つくば集中研を運営すると共に、再委託元として、再委

託先機関（計７機関）とも連携しながら研究開発を実施している。

３．支援事業

（１）地域中核企業創出・支援事業（関東バイオ関連企業ネットワーク創出・支援事業）

［委託元］ 経済産業省関東経済産業局

１） マッチングによる新規提携および新規プロジェクトの創出促進

バイオベンチャー３０社を支援し、バ

イオベンチャーと大手製薬企業等との

総計６９１件の面談の結果、販売/受

託/供給等の契約締結２３件（少なくと

も６億円の売上げ増加）、秘密保持契

約締結１６件（他に検討中２２件）、共

同研究契約締結１０件（他に見込み９

件）、MTA（評価試験）締結３件、ライセ

ンス・提携契約締結４件の契約を獲得

することができた。 金面では、ベンチ

ャーキャピタル（VC）からの投資５件、

NEDO プロジェクト採択１件があり、計

３７億円以上の資金調達があった。

また、バイオベンチャーの事業化ニーズとアカデミアの研究シーズとをマッチングすることで、新規

共同研究案件を１０件創出（うち秘密保持契約の締結３件）した。

２） バイオビジネス推進協議会

平成２７年度から継続してＮＥＤＯ、ＪＳＴ、中小機構等のバイオベンチャー支援機関、および文科省、

厚労省、経産省が参加し、ベンチャー支援の課題と方策を討論した。本協議会で提案した事項のうち、

「メンタリング」および「製薬企業の参画」等を実現した。

３） JBA アドバイザリー委員会 助言会

アドバイザー５名（大手製薬企業の現役社員、ベンチャーキ

ャピタリスト、弁理士、コンサルタント）によるアドバイザリー委員

会を組織し、助言会を３社に対して実施したことで各ベンチャー

の経営戦略の再構築に繋げることができた。

＜バイオエコシステムの醸成＞

メンタリングの実現、製薬企業の参画

H27年度

H28年度

バイオビジネス推進協議会 サンディエゴ、ボストン
のエコシステム調査

ベンチャーへのメンタリン
グ（助言）
日本でも機会を設けては
どうか

ベンチャーのインキュベー
ション
日本でも大手製薬企業が取
り組み検討してはどうか

ベンチャーへの助言活動を行う。
アドバイザー５名のうち、
２名が製薬企業の現役社員。
（塩野義、第一三共）
さらに製薬企業からの出向者2名
が本活動を支援。

JBAアドバイザリー委員会 自社研究所にてベンチャーの
インキュベーションを計画
（武田薬品）
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Ⅳ附属明細書

詳細については、本文の中で説明済み。


