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は　じ　め　に

　バイオベンチャー支援に関し、JBA は自主活動とし
てJBAバイオベンチャーダイレクトリーの運営、マッ
チング支援等を実施している。また BioJapan にもベ
ンチャー支援の機能があり、これらの事業は主にベン
チャーのアライアンス形成を支援するものである。
2010 年代以降、ベンチャー支援のためには個別・直
接の企業支援では不十分であり、大企業・金融・大
学・支援機関等を巻き込む「エコシステム」の形成が
重要であるという考え方が強まった（図 1）。
　そこで 2015 年度（平成 27 年度）に、主にバイオに
関連するファンディング機関を集めて「バイオビジネ
ス推進協議会」（以下、本協議会）を組成し、ベン
チャー支援のための情報交換を開始した。当初はベン
チャー支援目的で始めたものの、現在では大企業の
オープンイノベーションを支援する要素も併せ持ち、

「エコシステム」形成を目指す活動と位置付けている。
ここ数年は年に 2 回開催し、ファンディング機関や中
央府省に横ぐしを刺す重要な連絡会となっている。情
報共有にとどまらず、「バイオ戦略 2019」の議論の最
中にはエコシステム形成に関する提言も実施した。本
稿において、その経緯・活動を紹介したい。
　なお本協議会活動は、2015 年度は経済産業省委託

「戦略産業支援のための基盤整備事業（戦略分野コー
ディネータ事業（バイオ事業））」の一部として実施、

2016～2018 年度は関東経済産業省委託「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）」の一部として実施した。2019 年度
より JBA の自主活動として継続している。

1.　協議会メンバー

　ベンチャーへのファンディング機関とバイオ関係府
省を中心に、以下の機関のバイオ関連部署の部長クラ
ス（府省は課長クラス）が参画している。バイオベン
チャー支援に関係するこれだけの方々が集合する会議
は他に見当たらず、重要な情報交換の場となっている。

⃝（国研）日本医療研究開発機構（AMED）産学連携部 部長
⃝（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

イノベーション推進部長
⃝ （国研）科学技術振興機構（JST）産学共同開発部長
⃝ （独）中小企業基盤整備機構（中小機構）創業・ベン

チャー支援部長
⃝（独）日本貿易振興機構  市場開拓・展示事業部長
⃝ ㈱ INCJ  執行役員
⃝ 日本製薬工業協会  研究振興部長
⃝（一社）再生医療イノベーションフォーラム

事務局長
⃝ 内閣官房  健康・医療戦略室  参事官
⃝ 文部科学省  ライフサイエンス課長
⃝ 厚生労働省  経済課長
⃝ 経済産業省  生物化学産業課長
座長は JBA 専務理事  塚本芳昭

バイオビジネス推進協議会
－バイオのエコシステム形成活動－

（一財）バイオインダストリー協会　森下  節夫
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図 1　バイオベンチャー支援とエコシステム
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　またオブザーバーとして、関東経済産業局、横浜市、
東京都、medU-net、地域産業支援団体、製薬企業、
ベンチャーキャピタル等が参加しており、バイオベン
チャー支援関係者のネットワーキングの機会にもなっ
ている。

2.　2015 年度とりまとめ「我が国における 
バイオベンチャー育成の現状と課題」

　活動 1 年目の 2016 年 3 月、計 4 回の議論や海外調
査1）を経て、「我が国におけるバイオベンチャー育成
の現状と課題」を取りまとめた。この資料の「今後の
アクションの方向性」で記述したいくつかの項目は、
その後の JBA 活動に反映し、また、業界の変化へと
つながっていった。以下に、その具体例を示す。

■製薬企業： 学術研究機関との共同研究の加速お
よびベンチャーのインキュベーショ
ンや投資の取組みを検討する。

→ 　2017 年、武田薬品工業㈱が自社研究所にてベン
チャーのインキュベーションを本格始動

→ 　2018 年、バイエル薬品㈱が神戸にてインキュベー
ションを本格始動

→ 　2018 年、㈱デジタルガレージが製薬パートナー 
11 社とアクセラレータープログラムを始動

→ 　2018 年、田辺三菱製薬㈱が独自のアクセラレーター
プログラム「田辺三菱製薬 Accelerator 2018」を開催

■政府： 税制や予算の充実等により民間のバイオベ
ンチャー投資を加速する方策を検討する。

→ 　2016 年、東大・阪大・京大・東北大の大学主導
ベンチャーキャピタルが本格始動

→ 　2018 年、経済産業省が「伊藤レポート 2.0「バイ
オメディカル産業版」」を発表

■政府系 バイオベンチャー支援機関：支援機関連
携で有力バイオベンチャーの開発研究を
加速。メンターもしくはアドバイザーに
よるベンチャーサポート制度の導入を図
る。民間キャピタル育成を加速する。

政府： 税制や予算の充実等により民間のバイオベン
チャー投資を加速する方策を検討する。

→ 　2017 年、厚生労働省がヘルスケアベンチャー支
援活動を本格開始。相談窓口「MEDISO」および
支援イベント「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・
サミット」の 2 本柱。

→ 　2017 年、NEDO がシード期の研究開発型ベン
チャーへの事業化支援事業、および、起業家育成支
援プログラム「TCP（Technology Commercializa
tion Program）」を開始

→ 　2017 年、JST が次世代アントレプレナー育成事
業「EDGE-NEXT」、および、社会還元加速プログ
ラム「SCORE（JST 版 I-Corps）」を開始

→ 　2018 年、東京都がアクセラレータープログラム
「Blockbuster TOKYO」を開始

「田辺三菱製薬 Accelerator 2018」成果発表会（Demo Day）
開催風景（2018 年 11 月、東京）

厚生労働省「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット
2019」展示風景（2019 年 10 月、横浜、BioJapan と同時開催）
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　すでに業界や各機関内にそれらの胎動があったとは
いえ、一部については本協議会の活動がその動きを加
速したと言える。

3.　バイオ産業のエコシステムに関する提言

　政府の「バイオ戦略 2019」は 2019 年 6 月に閣議決
定された2）が、その検討が行われていた 2019 年 3 月、
本協議会にて「バイオ産業のエコシステムに関する提
言」をまとめ、政府に提供した。
　本提言では次の 13 項目の方策提案を行った（図 2）。
　「バイオ戦略 2019」において本提案と関連した部分
として、「国際バイオコミュニティ圏の形成」「バイオ
データ駆動」等が挙げられる。「バイオ戦略 2019」は
広範な課題を対象としているためにエコシステムに関
する記述は多くないが、今後戦略の実行段階におい
て、本提言を再び参照する機会があると思われる。

4.　バイオビジネス推進協議会の開催実績

　本協議会の基本構成は、
⃝ 協議会メンバーの活動トピックス紹介
⃝ 特別講師（協議会メンバー以外の方々）による講演
⃝ ディスカッション

である。開催時間は毎回 2 時間で、この短い時間で濃
密な情報交換とネットワーキングができることを重視
している。これまでの 5 年間に計 12 回開催し、24 名
の特別講師を迎えた（表）。
　特別講師には次の回からオブザーバー参加をお誘い
するなどして参加人数を拡大し、最近では毎回 45～
50 名が参加する会議となっている。また会議終了後
には名刺交換会として、キーパーソンをつなぐ重要な
ネットワーキングの場を提供している。

表　バイオビジネス推進協議会実績

年度 会議開催回数（回） 特別講師数（名）

2019 1
（年度内にあと1 回開催予定）

2

2018 2 5

2017 2 6

2016 3 7

2015 4 4

計 12 24

バイオ産業のエコシステムに関する提言 方策

アカデミアについて

大企業について

ベンチャー投資について

地域での産業振興について

技術革新への対応について

１． 応用を目指した研究には、必ず一定割合の事業化の経費（知財、マーケティン
グ等）を計上すること。その経費等を元手に、大学における事業化に係るスタッフを
増強すること。

《政府、学術研究機
関》

２． アントレプレナー教育について一層の増進を図ること 《学術研究機関》

３． ビジネスマッチングの機会を活用し技術移転・共同研究形成の加速を図ること 《学術研究機関》

４． 国内外アカデミアのシーズおよびベンチャーの活用を本格的に検討すること、お
よびベンチャーの育成に取り組むこと

《製薬企業等》

５． アライアンス等に基づく国内ベンチャー向けの研究開発費は、研究開発減税の
対象とすること

《政府》

６． 創業期の資本政策についてのアドバイスを強化すること 《政府系バイオベン
チャー支援機関、民
間支援団体》

７． エンジェルの組織化を支援し、組織としてのベンチャー投資を促すこと

８． ベンチャーの基礎データを整理し、製薬企業等が活用しやすいよう提供すること

９． 個人が長期の資産形成としての投資に関心を持つような施策、および機関投資
家がバイオベンチャー株投資に関心を持つような施策を継続し強化すること

《政府、金融機関
等》

１０． 政府が実施するバイオベンチャー支援事業は、自立化の動きが現れるまで活
動を継続すること

《政府》

１１． バイオ産業振興活動に本格的に大学や病院が参画するイノベーションホットス
ポットを、東西に置くこと

《政府、民間支援団
体、アカデミア》

１２． デジタル技術を応用した医薬・医療機器等の承認に関し、技術・市場を先読み
をした包括的な対策をとること

《政府、ベンチャー
企業等》

１３． ＮＥＤＯ、ＪＳＴにバイオの基盤研究（医療・医薬以外）を振興する部門を設置す
ること

《政府》基盤研究振興について

図 2　2019 年 3 月「バイオ産業のエコシステムに関する提言」における 13 の方策提案
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　本協議会開催の具体例として、2019 年 9 月 27 日開
催時の、参加者とプログラムを以下に紹介する。（法
人格記載省略）

【メンバー（順不同、敬称略）】

〔座長〕塚本 芳昭
　バイオインダストリー協会  専務理事

竹上  嗣郎
　日本医療研究開発機構  産学連携部  部長

平尾  孝憲
　科学技術振興機構  産学共同開発部  部長

松尾  一久
　中小企業基盤整備機構  創業・ベンチャー支援部長

吉村  佐知子
　日本貿易振興機構  市場開拓・展示事業部長

芦田  耕一
　INCJ  執行役員  マネージングディレクター

加納  浩之
　再生医療イノベーションフォーラム  事務局長

宮原  光穂
　内閣官房  健康・医療戦略室  参事官

仙波  秀志
　文部科学省  研究振興局  ライフサイエンス課長

林  俊宏
　厚生労働省  医政局  経済課長

田中  哲也
　経済産業省  生物化学産業課長

（ 新エネルギー・産業技術総合開発機構と日本製薬工
業協会がご都合合わず欠席）

【オブザーバー参加者】

関東経済産業局、横浜市経済局、東京都戦略政策情
報推進本部、中外製薬、田辺三菱製薬、ファストト
ラックイニシアティブ、東京大学協創プラットフォー
ム開発、デジタルガレージ、そーせい CVC、ふじ
のくに医療城下町推進機構、つくばグローバル・イ
ノベーション推進機構

【プログラム】

1.　メンバー機関の活動紹介
⃝ AMED：AMED のベンチャー支援関連事業
⃝ 中小機構：中小機構の創業・ベンチャー支援事業

⃝ 厚生労働省： 厚生労働省における医療系ベン
チャー支援について

⃝ 文部科学省： バイオ戦略－国際バイオコミュニ
ティ圏に関する検討状況

⃝JBA：欧州調査報告
2.　特別講演
⃝ 三井不動産： ライフサイエンス・イノベーショ

ン推進事業について
⃝ 日本ベーリン ガーインゲルハイム：ライフサイ

エンスエコシステムにおける連携
活動

3.　新バイオ戦略 2019 について（JBA）
4.　総合ディスカッション

お　わ　り　に

　政府から「バイオ戦略 2019」が発表されたため、
本協議会でも方策の提案等、戦略の実行段階において
貢献をしていきたいと考えている。エコシステム形成
に向けて課題は山積しており、本協議会により関係者
のハブとして機能し、また自らも貢献できる事業を実
施して、早期に先進諸国に追いつける状況を作りたい
ものである。
　また、この場を借りて、本協議会メンバーおよびオ
ブザーバー参加の皆様にお礼申し上げたい。
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