
政府ロードマップへの期待
（市場領域①②④⑦⑧）

市場領域名：
①高機能バイオ素材（軽量性、耐久性、安全性）
②バイオプラスチック（汎用プラスチック代替）
④有機廃棄物・有機排水処理
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）＞
⑧バイオ関連分析・測定・実験システム

JABEX事務局 和田光史



アンケートの実施方式について

2

◆実施期間：2021年2月8日（月）～18日（木）

◆対象：JABEX自主会合メンバー16社
（市場領域①②④⑦⑧)

◆ご回答頂いた企業：11社

◆本アンケートの目的
本アンケートは、今回公表された政府版ロードマップ
に対して、高い関心をお持ちのJABEX会員企業様の
期待・要望を集約し、その結果を関係省庁様ならびに
広く一般の皆様へ共有化することを目的とします。



質問１：期待する市場領域の姿について
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期待度の高い市場領域から4～０点のスコアを付与し、その合計点を算出した



質問１：期待する市場領域の姿について
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バイオ由来製品は、原料の化石資源から生物資源への転換により温室効果ガス排出量
の削減や、海洋へ流出する可能性が高いワンウェイのプラスチックにおける生分解性
プラスチック導入により海洋プラスチックごみ汚染の削減に貢献する等の価値を提供
できる可能性を有するものであり、その価値を評価できる各種国際標準が整備され、
国内外の消費者がその価値を理解し認知できる表示制度が整い、市場で受け入れられ
ている。

◆１位（30ポイント）

経済合理性に合った国内外からのバイオマス原料確保のサプライチェーンが構築され、
海外に加え我が国においても製造設備を持ち、雇用や付加価値が生まれている。

◆２位（28ポイント）

◆3位（23ポイント）

最先端のサイエンス及びバイオ生産を支えるための分析・測定・実験システムを開発
する拠点が形成され、世界で最も優れた生物の活動をデータ化する分析ツールを含めた
システムを国内外の市場に提供し、世界トップクラスのシェアを確保している。

合計ポイントの高かった市場領域から順にご紹介します



質問１：期待する市場領域の姿について
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◆４位（16ポイント）

◆５位（13ポイント）

輸送用機械、建築用等に使用される各種高機能バイオ素材、包装等汎用プラスチック
などについて、化学製品からバイオ由来製品への転換が進み、現状のバイオ由来製品
市場規模の約1.6倍程度に拡大している。

世界の廃棄物処理・リサイクル、下水・排水処理の市場は現状の約1.5倍程度に拡大
することが見込まれており、農業やバイオ生産から排出される廃棄物、排水を、
微生物叢や藻類を活用し、食品、化粧品、飼料、水などへ転換するシステムを開発・
生産し、国内外に展開することにより、循環型社会の構築が始まりつつある。

合計ポイントの高かった市場領域から順にご紹介します



質問２：期待する課題・取組について
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質問２：期待する課題・取組について
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◆１位（52ポイント）

◆２位（50ポイント）

◆3位（41ポイント）

個社では困難であるバイオ製造設備を整備するため、民主導・産学連携による遺伝子
改変技術と革新的バイオ製造技術を一体的に開発するバイオ製造実証・人材育成拠点
整備するための本格的な支援、ものづくりのバイオへの転換を促進する設備投資への
支援を行う。

需要を喚起・拡大するため、環境負荷低減に資するバイオ由来製品の表示、グリーン
購入法を参考にしたバイオ由来製品の市場形成を支援する公共調達の検討を行う。

地域連携による国内バイオマス資源の調達支援、国産バイオマス資源の高機能バイオ
マス素材への活用に向けた開発を行い、廃棄物を含めた国内資源の有効利活用を目指す。

◆4位（40ポイント）

バイオものづくりデータ利活用基盤を整備することを目指し、産業界のニーズを収集
し、国内外のデータ収集と活用方法の検討に着手する。

合計ポイントの高かった課題・取組から順にご紹介します



質問２：期待する課題・取組について
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◆同着4位（40ポイント）

◆6位（31ポイント）

◆7位（29ポイント）

バイオ関連の研究開発力強化と周辺産業の競争力強化に向け、バイオ関連製品の開発・
品質評価に必要な分析・測定技術の高度化に向けた研究開発等の支援を行う。

バイオ×デジタルの技術革新、バイオ生産の商用化に対応できる人材が不足している
ため、産業界が必要とするバイオ系人材像と人材規模の調査を行い、人材育成強化に
向けた検討を行う。

廃棄物を活用することを目指し、効率よく排水処理を行うための理論を構築し、
地域でコストをかけて処理していた廃棄物を有価物へ転換する技術開発、地域シス
テム実証の支援を行う。

◆8位（25ポイント）

海洋生分解性プラスチックの社会実装を進めて行くため、海洋生分解性機能について、
標準化に必要なデータを調査・蓄積し、国際標準の提案を行い、策定されたISOを踏
まえ、識別表示制度の構築を行う。

合計ポイントの高かった課題・取組から順にご紹介します



質問３：市場規模目標への評価
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2030年市場規模目標の妥当性について

◆妥当な目標値である ・・・１０社

◆より高い目標値が望ましい ・・・ なし

◆目標値を引き下げるべきである・・・ １社



質問４：具体的な取組に対する期待
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◆「データ（協調領域）」に対する期待

〇企業の秘密情報を秘密として保持しながら活用できるプラットフォームの
構築、安心して使用できるセキュリティの確保を要望したい。
（同様な要望が他２社から有り）

〇研究レベルから製品化に至るまでの広い領域をカバーできるプラットフォー
ムつくりを日本が先導できるよう期待する。



質問４：具体的な取組に対する期待
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◆「国際拠点形成、研究開発・人材」に対する期待

〇競争力のある製造実証拠点とするため、単なる設備貸しに留まらず、高度化
された培養制御技術を備え、トータルプロセスのスケールアップに対応可能な
製造実証拠点を望む。（同様な要望が他２社から有り）

〇対象となる分析・測定技術は何か？ どのように選定されるのかに関心あり。

〇高度化した分析・測定技術を、認証制度等につなげてほしい



バイオ製造実証拠点の整備事業例

12



質問４：具体的な取組に対する期待
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◆「地域における研究開発・実証事業」に対する期待

〇短期的には安い海外産の糖原料（非関税）が入手できることが必要で、2030年～
2050年にかけては、安定供給可能な国内糖原料の調達に向け、農作放棄地等での
糖収量の高い作物（スイートソルガムなど）の栽培や、その先には国内のリグノセル
ロース資源の糖化による糖原料の確保が実現する等、バイオ化学品生産を行うため
に積極的な研究開発・実証事業への支援を期待する。（同様な要望が他１社から有り）

○地域連携による国内バイオマス資源の調達支援の検討において、廃棄物利用加速
のための調達支援をお願いしたい。



質問４：具体的な取組に対する期待
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◆「規制・公共調達・標準」に対する期待 その１

○バイオ由来製品の市場形成、普及促進に向けた仕組み作りや支援に期待する。
現状、バイオマスプラスチックの価格は、類似物性を有する石化品より高く、
グリーン購入法等、公的な補助により新たなバイオ製品を市場に投入しやすい環境
整備をご検討いただきたい。（同様な要望が他１社から有り）

〇再生エネルギーについても認証などがあります。その中でこれはCSVにカウント
できるもの、できないものなどの区別があるようです。また製法・原料などから
バイオプラスチックも多様な構成になることが予想されますが、その中でどれが
本当に環境適合製品・素材であるかのルールがあったほうが、研究開発の取り組
み方が明確になると思います。



質問４：具体的な取組に対する期待

15

◆「規制・公共調達・標準」に対する期待 その２

○「海洋生分解性プラスチックの海洋生分解性機能について、標準化に必要なデータ
を調査・蓄積し、国際標準の提案を行い、策定されたISOを踏まえ、識別表示制度の
構築」にも関心があります。但し、特に関心があるのは、具体的にどのような方法
が標準化として提案されるかです

○日本がガラパゴス化しないための国際標準化が重要であると考える。日本だけの
市場では投資対象とはなりえない。また、縦割りの規制が足かせになっている。
どこから出てくるかではなく、何が出てくるかにシフトすることを検討いただきたい。



まとめ
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今回のアンケート結果から、市場領域①②④⑦⑧ロードマップに対する
産業界の関心内容について以下のことが明らかとなった。

●期待する市場領域の姿については、バイオマス原料確保や製造実証
設備の共有化、バイオ由来製品の国際標準化や表示制度への関心が高い。

●期待する課題・取組については、バイオ製造実証設備への支援、
バイオ由来製品の公共調達、バイオマス原料の調達支援、
モノづくりデータ利活用基盤整備への関心が高い。

●市場規模の目標値については、妥当の意見が多い。

●具体的取組に対する産業界からの期待は高い。



ご清聴
ありがとう
ございました



質問４：具体的な取組に対する期待
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◆データ（協調領域） Q

○カテゴリー「Q」にある、「企業、大学等が保有する生物資源等の情報、国家
プロジェクトによる生物資源関連データを協調領域として行政が一元的に集約・
公開」において、集約には知的財産権の関係から困難も予想されるが、オープンイ
ノベーションが必須になりつつある現状を踏まえ、是非完遂して頂きたい。

カテゴリー「Q」にある「産業界のニーズを反映したバイオものづくり支援、
微生物リスク情報の統合等ためのビックデータ利活用プラトフォームの検討・
構築」について研究レベルから製品化に至るまでの広い領域をカバーできるプラ
ットフォームつくりを日本が先導できるよう期待する。

○カテゴリーQの「ビッグデータ利活用プラットフォームを通じて、危害微生物発
予測システム等、AI 解析ツール等を活用した産業界の新な価値創造活動を支援」と
あるが、企業の秘密情報を秘密として保持しながら活用できるプラットフォームの
構築、安心して使用できるセキュリティの確保（説明も含む）、人的な利用支援など
を要望したい。



質問４：具体的な取組に対する期待
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◆データ（協調領域） Q

○カテゴリーQについて、ビッグデータ利活用プラットフォーム構築には各企業から
生物資源育種や発酵データ等を収集する必要があると考える。各企業とも財産とも
言えるデータを協調領域として提供することに抵抗があると予想される中で、充実
したプラットフォーム構築に足るデータを蓄積できるか、という点が課題と考える。
秘密情報管理やデータ供出した企業にメリットを生むようなデータ・情報収集の
仕組み作りが重要と感じる。（すでに議論され、方針が決まっておりましたら
ご教示いただければ幸いです。）



質問４：具体的な取組に対する期待
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◆国際拠点形成、研究開発・人材 R

○カテゴリー（R）について、よりアクセスしやすいバイオファウンドリ設備と
その運用機関の設置

○「バイオ関連製品の開発・品質評価に必要な分析・測定技術の高度化に向けた
研究開発等の支援」に関心があります。具体的な検討はこれからかと思いますが、
どのような分析・測定技術を対象とするのか、国から何かテーマが示されるのか、
ボトムアップで提案できるのか、国からテーマが示される場合、どのように決めら
れるのか等に関心があります。

○バイオ関連製品の開発・品質評価に必要な分析・測定技術の高度化し、認証制度
等につなげてほしい

カテゴリ「R」にある「バイオ製造実証及び人材育成」について、欧米では共用の
生産拠点が既に整備されているため、その二番煎じとならないよう競争力のある
拠点とする必要がある。具体的には、単なる設備貸しに留まらず、高度化された
培養制御技術を備える、培養だけでなくスケールアップに対応した菌株育成技術を
有する、持ち込まれたシーズの目利きが出来ること、などである。



質問４：具体的な取組に対する期待
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◆国際拠点形成、研究開発・人材 R

○カテゴリーRについて。特にスケールの大きな発酵設備を自社保有していない
企業は、バイオ生産をスケールアップする際の設備投資に大きなハードルがあり、
研究開発速度が上がらない一因と考える。各企業が活用できる実証設備があれば、
研究開発の加速と活性化に繋がると期待する。



質問４：具体的な取組に対する期待
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◆地域における研究開発・実証事業 S

○カテゴリー（Ｓ）について、大規模拠点の提案、国内非可食バイオマス・廃棄物
の集荷システム構築、コンソーシアム協働、実装への補助

カテゴリー「S」において、国内バイオマス資源活用による糖原料調達が今後のバイ
オエコノミー産業の要となるところかと思います。近々では安い海外産の糖原料
（非関税）が入手できることが必要で、2030年～2050年にかけては、安定供給が
可能な国内糖原料調達に向け、農作放棄地などでの糖収量の高い作物など、例えば
スイートソルガムなどの生産に向けた栽培や、その先には国内のリグノセルロース
資源の糖化による糖原料の確保が実現し、化合物生産を行うために積極的な研究開発
・実証事業への支援を期待している。
例えば、NEDOからの支援で糖原料を利用し微生物による高効率の油脂生産（化石
燃料と同じくカスケード利用可能で、汎用性も広い）の研究に挑戦していますが、
上記のリグノセルロースの安価な糖原料が入手できるようになれば、油脂生産に
よる国内自給が可能となり、2050年に国内で、数兆円～数十兆円規模の新規バイオ
エコノミー産業（個社では無理でオールジャパンによる連携が必要ですが）が創出
できるのではないかと期待しています。



質問４：具体的な取組に対する期待

23

◆地域における研究開発・実証事業 S

具体的にどのような実証設備を整備するのかに関心があります。

○地域連携による国内バイオマス資源の調達支援の検討【経産・農水・環境】に
おいて、廃棄物利用加速のための調達支援をお願いしたい。



質問４：具体的な取組に対する期待

24

◆規制・公共調達・標準 T

○カテゴリー（Ｔ）について、バイオ由来製品市場拡大のための仕組み、制度

○「海洋生分解性プラスチックの海洋生分解性機能について、標準化に必要なデータ
を調査・蓄積し、国際標準の提案を行い、策定されたISOを踏まえ、識別表示制度の
構築」にも関心があります。但し、特に関心があるのは、具体的にどのような方法
が標準化として提案されるかですので、ロードマップとはあまり関係ありませんが。

（T）「規制・公共調達・標準」
再生エネルギーについても認証などがあります。その中でこれはCSVにカウント
できるもの、できないものなどの区別があるようです。また製法・原料などから
バイオプラスチックも多様な構成になることが予想されますが、その中でどれが
本当に環境適合製品・素材であるかのルールがあったほうが、研究開発の取り組
み方が明確になる。

○カテゴリーTでは、日本がガラパゴス化しないための国際標準化が重要であると
考える。日本だけの市場では投資対象とはなりえない。また、縦割りの規制が足かせ
になっている。どこから出てくるかではなく、何が出てくるかにシフトすることを
検討いただきたい。



質問４：具体的な取組に対する期待

25

◆規制・公共調達・標準 T

○カテゴリーTについて。バイオ由来製品の市場形成、普及促進に向けた仕組み作り
や支援に期待する。現状、バイオマスプラスチックの価格は類似物性を有する石化
品より高く、グリーン購入法等、公的な補助により新たなバイオ製品を市場に投入
しやすい環境整備をご検討いただきたい。



質問５：その他の要望
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○「バイオマスプラスチック導入のためのロードマップ」の推進施策の具体化、
フォローアップをお願いしたい

○サーキュラーエコノミーを見据えた資源回収効率の改善のための検討、必要に応じ
た見直しにつき、生分解による炭素回収も含めた炭素循環構築のためのインフラ整備
等をお願いしたい。

特にありませんが、プラ容器はワンウェイだけでなくリユース容器の開発＆回収
システム（デポジットなど）も重要かと思います。

○廃棄物の取扱いについて、一義的にはバイオマス由来廃棄物を対象とする事は理解
出来るが、そもそもバイオマスの価値が認められる理由が炭素の固定・循環化
（二酸化炭素の削減）とするならば、化石資源由来廃棄物であっても炭素を固定・
循環化出来るのであれば、バイオマスと同等の価値があるとして、バイオマスの一種
と認める検討も進めて頂きたい。循環が促進される事で、必然的に化石資源の使用が
減少し、バイオマスを用いた場合と同等の効果が想定されるからである。

○エネルギーについて検討されなかったのは残念である。水素の地産地消など、
バイオの領域でエネルギー分野に貢献できる部分はあるはず。


