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市場領域⑥ロードマップに関する期待と課題

次世代バイオ医薬品製造技術研究組合

バイオ戦略ロードマップ 市場領域⑥
「バイオ医薬・再生医療・細胞治療・遺伝子治療関連産業」への期待



本提案では、我が国のバイオ医薬品製造技術を開発している24の企業、2大学、3機関が参加する「次世代バイオ

医薬品製造技術研究組合」を設立し、さらに他の大学法人等との連携により、我が国の叡智を結集し、バイオシミ

ラー、抗体薬物複合体や二重特異性抗体等をはじめとする次世代バイオ医薬品等の製造に対応するため、細胞構

築・培養によりタンパク質を生産する上流プロセスと、精製し原薬とする下流プロセス、これらを総括する品質評価技

術を技術革新する。さらに、これら要素技術を有機的に結合させ、プロセスを全体として最適化することにより、国際

基準に適合する次世代抗体医薬等の産業技術基盤を確立する。また、開発した技術を通じた製品化・実用化を行う

ことにより、個別化医療に対応した国際ビジネスモデルへの展開を目指す。 （設立時資料より）

製造技術研究組合とは？

http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/

技術研究組合は、産業活動において利用
される技術に関して、組合員が自らのために
共同研究を行う相互扶助組織（非営利共益
法人）です。各組合員は、研究者、研究費、

設備等を出しあって共同研究を行い、その成
果を共同で管理し、組合員相互で活用します。

平成２１年の改正により、研究開発終了後
に会社化して研究成果の円滑な事業化が可
能になるなど、従来よりも使いやすい制度に
なりました。今後は、大企業、中小ベンチャー
企業、大学・公的研究機関等により幅広く活
用されることが期待されます。

次世代バイオ医薬品製造技術研究組合の活動
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技術研究組合制度の活用
技術研究組合は、産業活動において利用される技術に関して、組合員が自らのために共同研究を行う相互扶助組

織（非営利共益法人）。各組合員は、研究者、研究費、設備等を出しあって共同研究を行い、その成果を共同で管理
し、組合員相互で活用。H21に制度改革があり、利用しやすくなった。

意思決定の明確化、一元化
企画委員会の設置による意思決定の

一元化と明確化。毎月の運営委員会を
通じた意思決定過程の透明化

素早い研究開発のための
システム構築

技術組合制度を活用した機
器や物品の迅速な調達と整備

組合員メンバの設定

大課題ごとの我が国
企業・アカデミアの状況
を踏まえた組合員構成

シナジーが出せるよう
なメンバの選定、競争が
必要な分野については
競争を取り入れる形にて
設置

知財の一元化
知財の一元化の為の協定策定

単なる組合をつくるだけでなく、
実際に強力な共同研究体制に
不可欠

３０機関が全て合意の下、ﾊﾞｯｸ
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ知財の提供、ﾌｫｱｸﾞﾗﾝﾄﾞ
知財の共有化に合意

賛助会員制度の導入
製薬会社、CMO、CRO、関連機関

のユーザーからの意見の把握と
フィードバック体制の確立

委託事業と補助事業
(2/3委託事業)の一体運営
元来ばらばらになされていた

補助事業も委託事業と一体に
なって開発することで一元化

次世代バイオ医薬品製造技術
研究組合の発足（2013年9月）
理事長：東原敏昭（日立製作所

代表執行役 執行役社長）

青字：これまでの技術研
究組合ではほとんど行わ
れていなかった。

バイオ医薬品製造基盤実証設備
（METI,MHLW,PMDA,AMED,製薬協、神戸市、
神戸大学、CMO、他オールジャパンでの取組）

プロジェクトを支える体制の整備

バックグラウンド知的財産（BIP）（組合員が元々保有する知財）
フォアグラウンド知的財産（FIP）（研究開発プロジェクトにより創出された成果）



次世代バイオ医薬品製造技術研究組合(MAB)の概要

○組合設立の目的
我が国のバイオ医薬品製造に関わる企業・大学・公的研究
機関を結集し、複雑で多機能なバイオ医薬品（抗体医薬、ウ
イルスベクター等）を国際基準に適合して製造する高度・高効
率な次世代の製造技術開発を行う。

○実用化の方向性
バイオシミラーをはじめとする複雑で多機能なバイオ医薬品等
の製造に対応するため、①抗体等を安定的に生産するための
遺伝子組換え生産細胞の構築、②抗体等生産物を培養する
上流プロセス、③得られた生産物において抗体等と不純物とを
分離・精製する下流プロセス、④これらを総括し品質評価技術
を高度・高効率化する。さらに、⑤ウイルス安全性管理技術を
付加し、これに⑥開発した要素プロセスを有機的に結合させ、
生産プロセスを全体として最適化することにより、国際競争力の
ある次世代抗体医薬等の産業技術基盤を確立する。

設立年月日（H25.9.24 認可、H25.9.26 登記）
理事長：東原 敏昭（（株）日立製作所 執行役社長兼ＣＥＯ）
組合員：旭化学工業(株)、旭化成メディカル(株)、アルプスアルパイン(株)、(株)イナリサーチ、エイブル(株)、(株)大阪ソーダ、

(株)オンチップ・バイオテクノロジーズ、(株)カネカ、(株)京都モノテック、協和キリン(株)、(株)グライコテクニカ、(株)chromocenter、
コージンバイオ(株)、(株)島津製作所、(株)シンプロジェン、ジーエルサイエンス(株)、ＪＳＲ(株)、ＪＮＣ(株)、住友ベークライト(株)、
(株)セルファイバ、第一三共(株)、タカラバイオ(株)、(株)ちとせ研究所、東京化成工業(株)、東京計装(株)、東ソー(株)、東レ(株)、
ときわバイオ(株)、(株)ニコン、(株)ニッピ、日本全薬工業(株)、ViSpot(株)、(株)日立製作所、富士フイルム和光純薬(株)、藤森工業(株)
(株)ユー・メディコ、横河電機(株)、(株)ワイエムシィ、徳島大学、神戸大学、九州大学、山口大学、(国研)国立成育医療研究センター、
(国研)産業技術総合研究所、(一財)阪大微生物病研究会、(一財)バイオインダストリー協会、
(一社)バイオロジクス研究・トレーニングセンター(BCRET)、(公財)木原記念横浜生命科学振興財団
(2020.04.01現在：38企業、4大学、2国研、4団体）

事業費：令和元年度 ２４．５億円［外部資金：２０．８億円、賦課金等：３．７億円］
事業の概要：バイオ医薬品の高度製造技術の研究開発

立体構造解析

抗原抗体反応

糖鎖構造解析

④
品
質
評
価

下流(分離)プロセス

抗体分離
抗体中間精製

ウイルス除去・
不活化

抗体遺伝子

宿主細胞への遺伝子
組換え
細胞培養系構築・
培養

生産細胞

抗体

タンパク等

凝集体等

ウイルス等

①抗体生産
細胞の構築

②培養・
抗体生産

抗体分離

中間精製
(凝集体等除去)

最終精製
（ウイルス等除去）

原薬

細胞由来タンパク
質・DNA等の除去

凝集体等の除去

ウイルス等の除去

抗体の純化

①
②
上
流
プ
ロ
セ
ス

③
下
流
プ
ロ
セ
ス

⑥５つの要素技術を有機的に結合

バイオ後続薬
抗体薬物複合体
二重特異性抗体 等

⑤
安
全
性
管
理

ウイルス評価測定 不活化
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バイオ医薬品の高度製造技術の開発プロジェクト（FY 2018-2020：３年間） AMED
公募要領より

(a)事業の現状
（前略） ・・・・こうした状況の中、FDAが「連続生産技術」をemerging 

technology として指定したことから、欧米ではアカデミアや産業界を中心に

急速にバイオ医薬品についての連続生産技術の開発の流れが加速してい
る。バイオ医薬品の連続生産技術に期待される効果としては、既存の大型
プラントに比較して、装置の設置面積が大幅に減少すること、多品種少量
生産のような小規模での生産に対応しやすいこと、スケールアップが不要
なために開発期間を短縮できること、コスト削減が期待できることなど、より
フレキシブルなバイオ医薬品の生産が可能になると期待されている。

(b)事業の方向性

本研究開発では、高度なバイオ医薬品製造、特に抗体医薬品の連続生産等に関わる
アップストリーム（細胞構築、生産）からダウンストリーム（分離精製、品質管理）までの要
素技術や、それらをプラットフォームした技術を一貫して開発することにより、バイオ医薬
品の連続生産等に関わる基盤技術の確立を目指す。

・・・・・・（中略）・・・・・・ 次世代のバイオ医薬品製造技術である連続製造技術の開発と
実用化を通じて、この悪循環を断ち切り、国内でのバイオ医薬品創出の推進を目指すと
共に、次世代の抗体医薬品製造や個別化医療に対応したビジネスモデルへの展開をも
可能になることが期待される。



バッチプロセスから連続生産プロセスへ

培養

細胞分離

・培地・基質
・添加剤

生産物回収

分離細胞回収

キャプチャ
リング

ウィルス
不活化

ウィルス
除去

濃縮・
置換

ろ過
滅菌

分注・
充填 原薬

セルバンク

生産細胞

拡大培養

清澄化

ポリッシング ポリッシング

培養

・培地・基質
・添加剤

キャプチャ
リング

ウィルス
不活化

濃縮・
置換

ろ過
滅菌 原薬

生産細胞

拡大培養 細胞
分離

清澄化
ポリッ
シング

ポリッ
シング

ウィルス
除去

分注・
充填

セルバンク

従来のバッチプロセス
 各工程が不連続

連続生産プロセスイメージ

 ハイブリッド型：バッチプロセスと組合せた部分的な連続製造
インテグレート型：一気通貫型の連続製造

 各工程を接続して連続処理

各単位操作間にリザーバータンクが必要

処理速度を同期させることで
リザーバータンクが不要に

流量制御範囲、調整法の
開発が必要(統合化)



研究開発体制 (～ R2年度)

再
委
託

協力・
連携

・国立医薬品食
品衛生研究所
・東京大学
・大阪大学

・神戸GMP集中研
・横浜集中研
・福島GMP集中研
・日本全薬工業(株) ・(株)日立製作所
・(公財)木原記念横浜生命科学振興財団
・(一財)バイオインダストリー協会
・(一財)阪大微生物病研究会
・(一社)バイオロジクス研究・トレーニングセンター(BCRET)

連続生産技術のプラットフォーム化および実証
企画委員会 (委員長 大政健史(大阪大学))
分科会長 村上聖(日立製作所) (全体取り纏め)
分科会長 山地秀樹(神戸大学) (人材育成担当)
アドバイザー 杉山弘和(東京大学) (GMP施設担当)
GMP施設長 小林和男 (事業部)

プロジェクトリーダー 大政健史(大阪大学)

・(株)オンチップ・バイオテクノロ
ジーズ
・(株)京都モノテック
・(株)chromocenter
・ジーエルサイエンス(株)
・第一三共(株)
・(株)ちとせ研究所
・(株)ニコン
・(株)ニッピ
・(株)日立製作所
・徳島大学
・神戸大学
・九州大学
・(公財)木原記念横浜生命
科学振興財団
・徳島・大阪集中研
・横浜集中研
・神戸GMP集中研

・旭化成メディカル(株)
・エイブル(株)
・ViSpot(株)
・神戸大学
・山口大学

【分科会1】
連続生産に適したオリジナ
ル生産細胞株の構築

分科会長：
上平正道(九州大学)

【分科会2】
連続生産に適したアップ
ストリーム技術の開発

分科会長：
村上聖(日立製作所)

【分科会3】
連続生産に適したダウン
ストリーム技術の開発

分科会長：
山本修一(山口大学)

【分科会5】
連続生産に適したウィルス

管理技術の開発
分科会長：

内田和久(神戸大学)

【分科会4】
連続生産プロセス高度化
のための生産管理・品質
分析技術の開発
分科会長：

本田真也(産総研)

・エイブル(株)
・コージンバイオ(株)
・(株)島津製作所
・住友ベークライト(株)
・第一三共(株)
・東京計装(株)
・東ソー(株)
・東レ(株)
・(株)ニコン
・(株)日立製作所
・富士フイルム和光純薬(株)
・藤森工業(株)
・横河電機(株)
・徳島大学
・九州大学
・神戸GMP集中研

・旭化学工業(株)
・旭化成メディカル(株)
・アルプスアルパイン(株)
・(株)大阪ソーダ
・(株)カネカ
・(株)京都モノテック
・協和キリン(株)
・シーエルサイエンス(株)
・JSR(株)
・JNC(株)
・住友ベークライト(株)
・第一三共(株)
・東ソー(株)
・東レ(株)
・東京計装(株)
・(株)日立製作所
・藤森工業（株）
・(株)ワイエムシィ
・山口大学
・(国研)産業技術総合研究
所
・神戸GMP集中研
・筑波集中研

・アルプスアルパイン(株)
・(株)オンチップ・バイオテクノロ
ジーズ
・(株)京都モノテック
・(株)島津製作所
・住友ベークライト(株)
・東京化成工業(株)
・東ソー(株)
・(株)日立製作所
・山口大学
・(国研)産業技術総合研究
所
・筑波集中研
・神戸GMP集中研

・徳島・大阪集中研
・筑波集中研
・MDMセンター

再委託先
(大学等)

賛助会員
(製薬企業等)

情
報
交
換
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アップストリーム技術 ダウンストリーム技術 品質管理技術



ウイルス安全性管理

生産培養

細胞分離

キャプチャ
リング

ウィルス
不活化

ウィルス
除去

濃縮・
置換

ろ過
滅菌

分注・
充填 原薬

セルバンク

清澄化

ポリッシング ポリッシング
細胞基材

拡大培養

工程・品質管理

分科会２（培養・アップストリーム）

分科会３（精製・ダウンストリーム）

分科会５（ウイルス管理）
高発現性：抗体1g/（L･d） （50day）
高生存率：>90%を維持
物性安定性とウイルス耐性等実現
堅牢性を有した高性能国産細胞株の構築

高効率化・経済性両立の灌流培養システム構築
品質変化が少なく、安定した抗体の産生
ダウンストリーム技術への負荷を低減できるアッ
プストリーム技術の開発

宿主細胞や工程由来のウイルスの
高度な分離技術開発
除去技術開発
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回分（バッチ）式に対し20%以上効率向上
アップストリームの生産性向上に対応した高効率プロセスの開発
連続化工程を見据えた抗体の高回収性能や宿主細胞や工程由来不純物の
高度分離、除去
柔軟性向上、設備ダウンサイズ化、工程全体を最適化可能なプロセス構築

生産工程をモニタリングする分析プラットフォーム構築
製品品質をモニタリングする分析プラットフォーム構築
分析プラットフォームの適格性／互換性／優位性確認
品質分析・工程分析の標準化・平準化

分科会１（生産細胞）

分科会４（分析）

インテグレート／ハイブリッド式の連続生産システムの開発
生産量に応じたプロセス構成およびシステム全体の統合設計指針の構築
個別技術の実製造に向けプラットフォーム化・統合化・実証
複数の工程の組合せによるプラットフォーム構築

集中研
（統合化・実証）

１．課題概要・実施体制

バイオ連続生産プロセスと分科会・集中研の対応
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 分科会１・２で開発された細胞・培地などの要素技術を組み合わせ培養試験実施。
 細胞株や培養条件の検討により長期間運転・短期高生産プロセスをそれぞれ開発。

●リアクター：
2L BCP（エイブル社）
●細胞分離装置：
ATF（Repligen社）
●生産細胞：
CHO-MK細胞(横浜集中研)
●培地：
オリジナル(富士フイルム和
光純薬)

【集中研（統合化）】 連続培養プロセス統合運転（神戸GMP集中研・分科会１・２）

比増殖速度μ、抗体生産速度SPR

生細胞密度VCD・生存率Viability

潅流開始

VCD維持目標

 増殖性・生存率とも安定維持して
30day運転達成（組合分室では
50day持続達成）

・細胞株の変更
・運転条件調整

長期間運転プロセス 短期高生産プロセス

 増殖性・生存率とも安定維持し、
3g/L/dを超える高生産運転達成

生細胞密度VCD・生存率Viability

比増殖速度μ、抗体生産速度SPR

潅流開始

VCD維持目標

プロセス構築範囲



MABが目指すプラットフォーム

製造技術プラットフォーム インフラプラットフォーム

従来プロジェクトで構築した
発現細胞構築プラットフォームの例

特定の製造プロセス実現のための技術
パッケージ(データ、ノウハウ、関連文
書等)。技術移転が可能。

実証データ
SOP・MPR
(作業手順書)

各種ノウハ
ウ・技術情報

(管理戦略等※)

特定の製造プロセス実現のための施設
や機器、実施体制

セルバンク～原薬GMP製造までの製造インフラを整備

トータルプラットフォーム

10

共通材料の提供



●課題代表者：プロジェクトリーダー
大政 健史 次世代バイオ医薬品製造技術研究組合／大阪大学 大学院 教授

研究分担者 :統括サブプロジェクトリーダー

岡田 尚巳 次世代バイオ医薬品製造技術研究組合／東京大学 教授
研究分担者 :統括サブプロジェクトリーダー
峰野 純一 次世代バイオ医薬品製造技術研究組合／タカラバイオ 取締役

●研究開発代表者

内田 恵理子 国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子医薬部第1室 室長

内山 進 次世代バイオ医薬品製造技術研究組合
／大阪大学 大学院工学研究科生物工学専攻 教授

11

AMED再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた
基盤技術開発事業プロジェクト

（遺伝子治療製造技術開発） メンバー
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研究事業の方向性
（ａ）治療用ベクターの新規大量
製造技術の開発
知財戦略を考慮したホスト細胞の
高生産化、安全性向上技術の確
立を行い、治療用ベクターの新規な
大量製造技術の高度化を実現で
きる開発拠点を確立します。
また、当該拠点において、外部のア
カデミア研究者や企業の遺伝子・細
胞治療研究を支援するなど以下の
要件を全て満たす体制を構築すると
ともに、カルタヘナ法に対応した最適
化研究や規制調和を目指す評価
技術の開発も目指します。 （公募
要領より）

「１．遺伝子・細胞治療用ベクター新規大量製造技術開発」は、I．（３）．（ａ）に記載

される治療用ベクターの新規な大量製造技術の確立についての提案を求めます。部分的なプ
ロセスや要素技術に限定した提案は認められません。また、実用化を成果として求めますの
で、企業の参加は必須です。外部のアカデミアや企業研究者が活用可能な検証用のオープン
ラボを整備することが求められます。（公募要領より）

●大量製造技術の高度化開発拠点の確立
●遺伝子・細胞治療研究を支援するオープンラボ
●評価技術の開発



次世代バイオ医薬品製造技術研究組合HP
http://cho-mab.or.jp/business/gene/

研究開発体制（課題全体）

アドバイザリーボード 勉強会

AMED PO/PS

13



実製造工程で繰り返し行われる過程に関わる研究開発製造工程を確立する
段階に関わる研究開発

プラット
フォーム化

要素技術

集約化
実証

14

研究開発体制 （令和元年度～）（開発課題ごとにA,B,Cの分科会を設立・運用）

分科会C

分科会A

分科会B

15社、8機関、合計23組織：技術研究組合制度を活用 (スタート時より8組織増加)

大目標： 我が国での遺伝子治療ベクターの製造プラットフォーム構築を通じて、
この分野へのCMO,CRO等の参入をサポートし、しっかりと製薬の製造の現場まで
シーズをトランスファーできるように技術基盤を確立する。

分科会D 知財調査
知財戦略



生産培養

細胞分離

キャプチャ
リング 濃縮・

置換

ろ過
滅菌

分注・
充填 原薬

セルバンク

清澄化

イオン交換
細胞基材

拡大培養

工程・品質管理

精製工程
培養工程

トータルパッケージ化➡プラットフォーム構築

ベクタープ
ラスミド

分科会B

接着・血清培養を基
本とした生産法であり、
培養条件の高度制御
化、高密度化、スケー
ルアップ、迅速生産系
構築に耐えられない。

現状の生産工程

プラットフォーム化した生産工程

浮遊・撹拌培養を基本とし、中スケールでの製造に適したプ
ラットフォーム化を行う。さらに新規開発要素技術も組み込む

15



草津集中研
滋賀県草津市
(JR京都駅からJRとﾀｸｼｰで約40分)
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●遺伝子・細胞治療研究
を支援するオープン、ク
ローズドエリアをタカラバ
イオ内に設置



組合員・賛助会員からの新たなる参画
●本分野に自社の技術が役立つと思われるが
自社開発で行うには限界がある。

●製剤、前臨床等連携できると考えており、参
画したい。

培養プロセス

●国産の高度な培養装置・プロ
セスが望ましいが、全て海外製
のバイオプロセスになっており、
国内へのスムーズな提供がされ
ていない。品質も悪い。

臨床研究開発現場からの
要請

●有望なシーズを持っていて、こ
れをトランスファーしたいが、こ
れを実際に製造するための国内
の受け皿が十分でない。

遺伝子治療の早期実用化

精製プロセス

●生産プロセスの中で最
も高コストを占める要因
であるが海外製しか選択
がなく、国内への供給も
悪い。

品質高度分析・規制
対応

●FDAに代表される欧

米の規制等が先行して
おり、国内で早急な対応
が求められている。国内
規制当局との連携も必
要

遺伝子治療用ベクター製造工程におけるミッシングリンクを埋め、
本分野のシーズを臨床の現場に一刻も早く届けたい

製造に関わるワンストップ体制を
整備し、我が国オリジナルの製造
プラットフォーム化を行う

技術研究組合において戦
略性を持った一体となった
開発推進

細胞基材

●細胞の権利が海外にあり、ライセンス料
等問題が多い。➡我が国オリジナルの細
胞開発・培地開発、さらに高度な優れた細
胞選択システムの開発、新規ウイルスベ
クター・生産系開発の加速が必要

CMO,CRO、製薬会社
からの要請

●賛助会員として参加して
いるが、本分野に参入した
いが、自前で全て開発を行
うには限界がある。人材育
成も難しい。開発に参加して
参入したい。

17



18

生産系構築では基盤情報が十分使えない

現在ゲノム配列をはじめ基盤情報が十分整備され
ていないため試行錯誤の上に成り立っている。

⇒各社の基盤的共通問題

大学などでの「知の基盤整備」が必要

細胞株構築
ﾀﾞｳﾝｽﾄﾘｰﾑ
ﾌﾟﾛｾｽ設計

培養方法
検討

生産物
品質管理

CHO細胞はg/Lレベルで生産するとgあたり数ドルで培養
可能。しかしこのレベルまで行かない場合も多い。

創薬シーズの開発においては基盤が整備
されているが生産系構築では整備されて
ない。→基盤を整備して利用

ヒトゲノムやSNIPs、エピジェネ等基盤情報
各種オミックス技術等
大学などのアカデミックの基盤整備

創薬シーズ
病気メカニズム
解明

診断薬
シーズ

しっかりとし
た科学的解明
の上に成立

非競争領域
(オープンイノベーション)

競争領域

創薬シーズの開発における
基盤情報解析とその応用

非競争領域
(オープンイノベーション)

競争領域

各社の共通問題
プラットフォーム技術（細胞＋培養＋精製＋品質）

大学などのアカデミックの基盤整備：人材育成

生産系開発における
プラットフォーム化とその活用

細胞株構築 ﾀﾞｳﾝｽﾄ
ﾘｰﾑﾌﾟﾛｾ
ｽ設計

培養方法
構築

生産物品質
管理

生産に
移行

25/25

これらの活動が最終的に目指すもの

非競争領域
(オープンイノベーション)

しっかりとし
た科学的解明
の上に成立



市場領域⑥ロードマップに関する期待と課題
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ロードマップへの期待

 疾患バイオロジー、モダリティー、製造プラットフォームの連携・エ

コシステムによる国際競争力のある開発環境の構築

 製造データ基盤整備による高度、効率的な技術基盤構築

 法的枠組み構築による新規治療・モダリティー実用化の加速

課 題

 製造プラットフォームを担うバイオファウンドリーが公平性を維持

しながら事業基盤確保、技術ハブになり得る事業モデルの構築

 グローバルな市場・技術・規制の発展との連携/競争のバランス

 災害、パンデミック発生時にも対応できる国内サプライチェーンの

確保、管理

＋ワクチン生産については、まだ検討が不足している
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期 待

 疾患バイオロジー、モダリティー、製造プラットフォームの連携・エコシス
テムによる国際競争力のある開発環境の構築

課 題
 グローバルな市場・技術・規制の発展との連携/競争のバランス
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期 待
 法的枠組み構築による新規治療・モダリティー実用化の加速
課 題

 製造プラットフォームを担うバイオファウンドリーが公平性を維持しながら事業基
盤確保、技術ハブになり得る事業モデルの構築

 災害、パンデミック発生時にも対応できる国内サプライチェーンの確保、管理
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期 待
 製造データ基盤整備による高度、効率的な技術基盤構築
課 題
 災害、パンデミック発生時にも対応できる国内サプライチェーンの確保、管理
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経済産業省ニュースリリース2021年2月2日 「バイオ小委員会報告書「バイオテクノロジーが拓く『第五次産業革
命』」を取りまとめました」
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210202001/20210202001.html
経済産業省 産業構造審議会 商務流通情報分科会 バイオ小委員会
第9回（2020年9月16日）～第13回(2021年1月26日) 委員長として、下記を取りまとめた。

バイオ小委員会における検討の結果、日本のバイオ産業の更なる競争力向上に向け、今後経済産業省として取り組む
べき施策を整理した。今後、経済産業省としては、本報告書を踏まえた施策を重点的に展開して行く予定である。

が本課題に
特に関連する
施策

https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210202001/20210202001.html


2021年4月27日
大政 健史
次世代バイオ医薬品製造技術研究組合
大阪大学 教授

市場領域⑥ロードマップに関する期待と課題
次世代バイオ医薬品製造技術研究組合

まとめ
●産業を意識した研究開発の必要性

：産業の基礎研究の重要性

●既存の企業だけでなく、新たな分野から参加できる
（しやすい）オープンな研究開発環境整備の必要性

●1企業、1大学等にとどまらない、オールジャパン・オール
ワールドでの活動が重要：リーダーシップの重要性

●将来を見据えた様々なレベルでの人材の輩出



ご清聴ありがとうございました。
今後とも、どうか宜しくお願いいたします。
何かありましたら、お気軽にお尋ね下さい。
omasa@bio.eng.osaka-u.ac.jp

Thank you for your kind attention.
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