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リトアニアのエコシステム

じ

め

に

2016 年 9 月 14 日～ 15 日に開催された Life Science

塚本芳昭

Baltics 2016（ヴィリニュス）に合わせ、JBA からは事

（一財）
バイオインダストリー協会

業連携推進部田中裕教および筆者が参加し、それぞ
れ、ベンチャー企業のアライアンス促進、リトアニア
と我が国の協力の現状と BioJapan2016 の紹介を行っ

リトアニアはバルト三国の最南に位置している。人

た。また、リトアニア大学およびリトアニアバイオテ

口 325 万人の小さな国であるが、エストニア約 220 万

クノロジー協会を訪問し、政府関連機関の Enterprise

人、ラトビア約 130 万人と、バルト三国の中では 1 番

Rithuania と相互協力の可能性について議論した。

多い。1991 年にソビエト連邦から独立を果たし 2004

本稿では Life Science Baltics の概況および関連機関

年には EU に加盟している。国土面積は約 5 万 km2 で、
その多くは森林である。
リトアニアの 1 人当たりの GDP（為替ベース）は、

の活動状況等を取りまとめるとともにリトアニアのエ
コシステムの現状について考察することとする。

1. Life Science Baltics2016 の概況

EU 加盟 27 か国平均の半分ほどの 15,649 ドル（2013 年）
にとどまっているが、ソビエト連邦から独立後構造改
革が進められ、食品、化学、木材、家具、繊維工業等
が主要産業に育っている。加えてレーザーやバイオテ
クノロジー関連の産業も育ちつつある。

ち うね

また、リトアニアは第 2 次世界大戦時に、杉原千畝
氏が 6,000 人のユダヤ人の国外脱出を助けたことがきっ
かけとなり、日本とは親密な外交関係にある。バイオ
インダストリー関連の活動においては、数年前からメ
イルナース在日大使が積極的にバイオインダストリー
関連の協力拡大に努められており、2014 年よりリトア
ニアミッションの BioJapan への参加も始まっている。

Life Science Baltics は、エストニア、ラトビアの参加
を得て 2012 年より隔年で開催されており、今年が 3
回目になる。40 カ国から 1,400 名がセミナー、展示、
ビジネスパートナリングに参加、バルト三国や EU か
らの参加者が主体であるが、リトアニアと歴史的につ
ながりが深いイスラエルから約 130 名が参加し、米国
からの参加者も多く見受けられた。日本からは、経済
日本医
産業省ヘルスケア産業課長の江崎禎英氏、（国研）
療研究開発機構（AMED）理事長の末松誠氏、（一社）再
生医療フォーラム（FIRM）運営委員長の横川拓哉氏、
（公財）
実験動物中央研究所理事長の野村龍太氏を含む約

20 名が参加した。
開会の挨拶では、アルギルダス・プトケヴィチュス
首相が登場し、ライスサイエンスセクターの振興が優

図

リトアニアとその周辺の地図

出典：外務省 HP「バルト三国と日本」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol80/
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写真 2

ダン・シェッチマン教授（ノーベル賞学者）
による起業の重要性に関する基調講演

写真 5

先課題であることを熱く語った。続く基調講演では、

ヴィリニュス大学シュクシュニス教授
（ゲノム編集技術の発明者）と筆者（左）

2. リトアニアとライフサイエンス

イスラエルのノーベル賞学者であるダン・シェッチマ
ン教授が起業の重要性について、ヴィリニュス大学

リトアニアは国を挙げてバイオテクノロジー分野を

シュクシュニス教授が世界の先端を走るゲノム編集に

重点項目としており、特に製薬、レーザー機器等を

ついて話された。

強みとしている。リトアニアのライフサイエンスに関

日本からは、末松氏より AMED が進める医療研究
の改革について、江崎氏よりヘルスケアテクノロジー

するエコシステムの基本要素の現況は以下の通りであ
る。

のアセスメントについて、横川氏より日本における再

ライフサイエンス関連大学の学生は約 9,000 人であ

生医療産業化の現状について講演、筆者からは、日本

り、毎年 1,200 人の卒業生を輩出している。ヴィリニュ

とリトアニアの協力の現状と BioJapan について紹介

ス大学、リトアニア健康科学大学をはじめ 16 の研究

を行った。

機関に、約 15,000 人の研究者・技術者が集積しており、

展示会場の出展企業数は約 50 社で、日本からは日

●

人口当たりの研究者数は世界第 10 位である。

EU センターおよび JBA がブースを構えており、対日

ヴィリニュス大学シュクシュニス教授によるCRISPR-

投資促進、BioJapan の宣伝活動等を行った。会場内の

Cas9 の世界初の特許は、大学から出願され、世界的

プレゼンテーションコーナーでは、EU のベンチャー振

に注目されるとともに、デュポンパイオニア社にライ

興施策である Horizon 2020 の紹介やバイオベンチャー

センスされている。2006 年以降に行われた臨床試験

のショートプレゼンテーションが行われ、リトアニア

1,200 件のうち 90 件は世界的な製薬・医療機器関連

政府の起業に対する熱心な取り組みが見られた。

企業により実施された。医療機器の輸出は約 200 億円
（180 million Euro、2014 年）に拡大し、主な輸出先は
英国、フランス、ロシア、スペイン、米国である。また、
理化学機器のフェムト秒レーザーの輸出国で世界の約
10 % のシェアを有し、世界の最先端の技術力を誇る。
このレーザー技術は、ヴィリニュス大学から生み出さ
れた技術で、現在 100 カ国に輸出されており、日本に
も多く輸出されている。サーモフィッシャー・サイエ
ンス社は海外の 3 製造施設を閉鎖し、リトアニアに製

写真 3（左） AMED による医療技術改革を語る末松理事長
写真 4（右） ヘルスケアテクノロジーのアセスメントについて
語る江崎課長演

造施設を開設、オペレーションを開始しているほか、
イスラエル、米国からライフサイエンス分野の投資が
始まっている。
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写真 6

リトアニアバイオテクノロジー協会と JBA の
集合写真

写真 7

リトアニア健康科学大学の幹部との集合写真
（右端が学長）

しての可能性を感じた。施設見学においては、動物実

3. 関連施設への訪問

験施設を訪問、現時点では医学部の学生の手術の訓練

（１） リトアニアバイオテクノロジー協会

用の豚、ヤギ等の大型動物の飼育が主要目的となって

リトアニアバイオテクノロジー協会は、2006 年に

いた。創薬等の過程で必要な遺伝子改編動物の飼育な

設立され、ヴィリニュス大学バイオテクノロジー学科

どは、日本のバイオ企業にとって有益であり、今後リ

の一画に事務所を有している。現在 54 人の個人会員

トアニア大学と実験動物中央研究所の間で協力の可能

と 17 の法人会員（企業 14 社および 3 大学）により運

性を探っていくこととなった。今回、日本学術振興会

営されている。大学はヴィリニュス大学、カウノ技術

とリトアニアサイエンスアカデミーの間で協力協定が

大学、リトアニア農業大学が構成員となっている。参

結ばれたが、こうした枠組みが活用できれば相互協力

画企業はサーモフィッシャー・サイエンス社やバイオ

が拡大する可能性があると感じられた。

ベンチャーを含み、会員企業の売上の総額は合計 600

4. JBAと Enterprise Lithuania との協力の現状

億円となっている。会長はバイオテクノロジー学科
の Inga Matijosyte 氏（写真 6 の左から 3 人目）が務

JBA と Enterprise Lithuania との間の交流は数年

め、研究成果の産業化、教育、知識の普及、各国バ

前から続いているが、BioJapan2015 を契機として、

イオ団体との交流等を進めているとのことであった。

リトアニア経済産業副大臣の立ち会いの下、両者間で

すでに JBA と協力協定を結んでいる国家関連組織

協力協定を締結している。協定の下、本年 6 月に JBA

「Enterprise Lithuania」の下で、JBA とリトアニアバ

のベンチャー会員である㈱東京未来スタイルとリトア

イオテクノロジー協会との今後の協力の可能性を探る
という合意に至った。
（２） リトアニア健康科学大学
リトアニア健康科学大学はリトアニアの第二の都市
であるカウナスにあり、医学部と大規模な病院を有し
ている。今回は野村龍太氏（実験動物中央研究所 理事
長）とともに訪問し、学長ほか多くの学部長と面談す
る機会を得た。また、同大学はリトアニア最大の病院
を有し、国際的に展開している製薬企業と多くの臨床
研究が行われている。訴訟社会である米国に比べ臨床
研究がやりやすい環境にあるとの説明に、日本の製薬

写真 8

企業が欧州で活動を展開する場合の臨床研究の拠点と
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Enterprise Lithuania と JBA の集合写真
（左から２人目がマネージングディレクターの
ルータ女史）
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●

じている。そうした中でリトアニアは、強みとするラ
イフサイエンス分野の投資先として大きな可能性を持
つ。それは、第一に、歴史的経緯から親日国である点、
第二に労働コストが EU 平均の半分である点、第三に
若者の教育水準が高くまじめな性格である点、である。
エコシステムという観点では、現在のリトアニアです
べて整っているかというと、十分ではない。しかしな
がら、EU の地域構造基金による大学への投資と、活
発な研究が行われた結果、CRISPR Cas9 の発明など、
写真 9

JBA と Enterprise Lithuania の協力協定締結
（BioJapa2015 にて左端はメイルナース駐日リトアニ
ア大使、左から 3 人目はリトアニア経済産業副大臣）

世界的なシーズが生まれている。また、この 10 年間
で約 400 社のベンチャーが生まれ、その中にはバイオ
ベンチャーも出てきている。

ニアの再生医療用培地を扱う FERENTIS 社の間で日

JBA としても今後、パートナリングイベントとして

本での販売契約が成立し、現在、具体的な活動方針に

の BioJapan や Life Science Lithuania などを活用す

ついて両者で協議が行われるに至っている。JBA とし

ることにより、リトアニアとの相互交流を深め、多く

ては相互交流の下で今後多くの具体的ビジネスが生ま

のバイオ関連ビジネスが発展するよう努めていく。

れるよう努力していく。

お

わ

り

なお、今回のリトアニア訪問に当たり、受け入れに
ご尽力いただいた駐日リトアニア大使館、エンタープ

に

ライズリトアニア、ヴィリニュス大学、リトアニア健

英国の EU 離脱やテロの活発化など、混沌とする欧
州での今後の展開に対し、多くの日本企業に迷いが生

●ご

案

康科学大学の関係者の皆様方に感謝を申し上げて、本
稿の締めくくりとしたい。

内

関西バイオビジネスマッチング 2017
日時：2017 年 2 月 23 日（木）10 : 00 ～ 18 : 45
会場：千里阪急ホテル「クリスタルホール」
・
「仙寿の間」
大阪府豊中市新千里東町 2-1
TEL 06-6872-2211
主催：NPO 法人 近畿バイオインダストリー振興会議
マッチング対象企業：創薬関連、診断・検査試薬、
機能性食品、化粧品等の企業
※機能性食品には、栄養・味・テクスチャーな
どの機能も含めます。
［売り手企業］ 創薬ベンチャー、試薬・検査薬開発・
受託検査企業、健康食品・サプリメント製造企業、
化粧品製造企業等の中小・ベンチャー企業など
［買い手企業］ 大手製薬メーカー、大手食料品・化粧
品メーカー等の大手・中堅企業
※売り手企業同士の個別商談も可能です。

参加費：売り手企業／ 1 社 30,000 円
買い手企業／一般参加 無料
交流会／ 1 名様 3,000 円
申込方法：下記 HP よりお申込みください。
https://www.kinkibio-matching.biz/pages/
entry
一般参加申込締切：2017 年 2 月 15 日（水）
＜問合せ先＞
NPO 法人近畿バイオインダストリー振興会議
（担当）梅村、松村、山本
〒 541-0048 大阪市中央区瓦町 4-8-4
井門瓦町第 2 ビル 3 階
TEL 06-4963-2107 FAX 06-4963-2127
E-mail: kansai-matching2017@kinkibio.com
URL: https://www.kinkibio-matching.biz/
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