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オエコシステムを構成する大学関係機関、バイオベン
チャー、日本企業等を訪問した。本稿では同イベント
の概要、協力協定の締結、バイオエコシステムに関し
報告する。

　1.　Knowledge for Growth の概要

　Knowledge for Growthは FlandersBioが主催する
バイオイベントで、本年が 13回目。セミナーと展示
で構成され、世界 20カ国から約 1,200人が参加して
行われた。日本関係者としては筆者以外に、九州大学
医学部杉山大介教授、JTファーマ（2名）、EAファーマ、
豊田通商㈱のほか、EU-Japan Centerの日本人スタッ
フを合わせ約 10名が参加した。
　基調講演としては、ベルギー厚生大臣の De Block氏
による「ヘルスケア政策の現状と今後の課題」、IBM 

Watson Health のリーダーを務める Antije Niemeryer

氏による「Cognitive Computing によるライフサイ
エンスの未来」、ベンチャーキャピタリストの Anne 

DeGheest氏による「ヘルスケアとデジタルテクノロ
ジーをどう結び付けるか」、DuPont Pioneerの Vice 

Presidentである Neal Gutterson氏による「デジタル
テクノロジーの品種改良への応用」といった幅広い内
容で、特にデジタルテクノロジーの活用に焦点が当て
られている印象があった。その他、医療・ヘルスケア
から環境エネルギー、農業等の技術セミナー、ビッグ
ファーマ、研究機関、バイオベンチャー等によるビジ
ネスセミナー等約 30演題の講演が行われた。展示会

ベルギー・フランダースの
バイオエコシステム

塚本芳昭
（一財）バイオインダストリー協会

　　ベルギー・フランダース概観

　ベルギーの人口は約 1,100万人。EU本部
他、120の国際機関の事務所が置かれ、地
理的のみならず政治的にも欧州の中心であ
る。連邦制が導入されており、ブリュッセ
ル首都圏、フランダース地域、ワロン地域
から構成されている。 ベルギーに進出して
いる日本企業は 232社※、約７割がフラン
ダース地域に集中している。ヤンセンファー
マ社はフランダース地域が発祥の地。ギリ
アドサイエンス社が商品化した C型肝炎治
療薬はフランダース地域にあるルーベン大
学からライセンス（年約 100億円のライセン
ス料）されたものであるなど、サイエンスの
レベルも高い。
※外務省「海外在留邦人数調査統計（平成 28年要
約版）」より

　は　じ　め　に
　
　2017年 5月 18日、ベルギー・フランダース地域の
都市ゲントにおいて、バイオイベント Knowledge for 

Growthが開催され、その機会にフランダース地域の
クラスター形成促進機関である FlandersBioと JBA

との間で協力協定を締結した。
　FlandersBioは、5年ほど前からワロン地域のクラ
スター機関、バイオベンチャーとともに BioJapanに
参加し、海外の参加者中最大の出展者となっている。
昨年は日本・ベルギー友好 150周年に当たるというこ
とで、BioJapanの時期に国王が来日され、同行され
たフランダース州政府首相が BioJapan2016にて講演
を行った。今回は FlandersBioからの招きによりゲン
トを訪問し、協力協定を締結したほか、同地域のバイ

写真 1　Knowledge for Growth の開会式
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場には約 100のバイオベンチャー・研究機関等のブー
スが設営され活発な面談が行われていた。セミナー、
展示とも日本企業にとって興味深いものが多いという
印象であった。

　2.　JBA と FlandersBio との協力協定の締結

　オープニングセレモニーの一環として厚生大臣 De 

Block氏隣席の下、筆者と FlandersBioの Chairman

である Erwin Blomsma氏が、両組織の協力協定に調印
した。調印の模様は地元のテレビ局が放映し、フランダー
ス側の関心の高さが窺えた。 

　協定の内容自体はフレンドシップ協定であるが、こ
うした協定締結をきっかけに、フランダース州の企業
との提携等により、多くの JBA会員のビジネスや共同
研究の発展につながることが重要と考えている。
　2018年度は 5月半ばに Knowledge for Growth と
BioEquity の同時開催が予定されており、JBA会員の
参加を促すとともに JBA事務局としても参加するこ
ととしたい。 

　3.　ベルギー・フランダースのエコシステム

　今日、フランダース州には約 150社のバイオベン
チャーが生まれ、その雇用は 19,000人と言われている。
上場したバイオベンチャーの市場価値は 170億ユーロ
（約 2兆円、欧州全体の約 15 %）に達している。日本では
バイオベンチャーの数は 600社弱で 39社のバイオベ

写真 2　JBAと FlandersBioの協力協定の締結

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
＊ 1　https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/flanders-among-top-5-knowledge-regions-in-europe

Source : Flanders Investment & Trade, www.investinflanders.com.

図　ベルギー・フランダースの研究所群＊ 1
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ンチャーが上場しているが、市場価値は合計で約 1兆
円（日経バイオ年鑑）にやっと達したばかりである。バ
イオベンチャー創出の側面でみると、人口規模が日本
の 20分の 1程度のフランダース地域で、日本全体を
上回る活発な活動が行われているとも言える。
　フランダースのバイオベンチャーを生みだすエコシ
ステムの重要な構成要素としては、以下のものが挙げ
られる。
○ 5つの大学（ゲント大学、ルーベン大学、アント
ワープ大学、ブリュッセル自由大学、ハッセルト大学） 

○ VIB（フランダースバイオテクノロジー研究機関）＊ 2

○ バイオテクノロジー関係企業
○ クラスター形成推進機関FlandersBio（2004年設立、
職員約 10名） 

○ 投資機関 Gimv 

○ 臨床研究を支える病院群 

　4.　VIB の概要 

　今回 VIBの各組織を訪問させていただいたが、同
組織はフランダース州政府のバイオテクノロジー研究
機関であり、バイオベンチャー創出をはじめベルギー・
フランダースのエコシステムの要の役割を果たしてい
る。以下にその特徴を整理する。
・フランダース州政府バイオテクノロジー研究機関。
設立は 1995年。 

・1,470名の研究員が研究に従事。研究者の半分が外

国籍を有しており、国籍は 60カ国に及ぶ。
・本部のサポート部門は約 70名。 

・年間予算は約 100億円。 

・基盤研究の成果を創薬、農業、工業バイオに結び付け
る活動を実施。 

・研究自体は 5つの大学との密接な連携の下に実施。 

・研究は大学の施設等を活用。研究者も大学と兼務。 

・技術移転、ベンチャー育成も実施。インキュベーショ
ン施設、アクセラレーター施設も運営。 

・研究領域は、バイオインフォマティクス、がん、循
環器、進化生物学、炎症・免疫、マイクロバイオロ
ジー、ニューロサイエンス、植物学、プロテオミク
ス、構造生物学、システムバイオロジー。

　5.　バイオ関連日本企業のベルギーでの活動事例

　今回の訪問に際し、ベルギーに進出している JBA

会員企業（㈱カネカ、㈱ヤクルト本社、富士レビオ㈱）
に面談の機会をいただいたのでその活動状況にも触れ
てみたい。㈱カネカは 1970年から欧州に進出し、樹
脂関連の製造販売事業を展開していたが、2010年に
は微生物生産系バイオ医薬品の受託製造会社であった
ユーロジェンテック S.A.社を連結子会社化している
（2017年 4月からは 100 %子会社となり、カネカユー
ロジェンテックと社名変更）。生産能力の大幅増強を
決定しており、カネカの成長戦略の一翼を担うと期待
されている。㈱ヤクルト本社は前述の VIBの設置す

写真 3　ゲント大学内にある VIBの研究施設

写真 4　ヤクルト本社ヨーロッパ研究所（右から 2人目がサイ
エンスディレクターの藤本淳治氏）

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
＊ 2　本組織は上記 5大学と連携し研究体制を組織化しており、世界中から招いた研究者が最先端研究を進め、その成果を産業化す

ることを最大の目的としている。1995年フランダース州のイニシアティブの下、非営利組織として設立された。他の分野では、
半導体・ナノ分野で IMEC、環境分野で VITOという非営利組織が活動しており、大きな成果を生んでいる。
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るインキュベーション施設に 2005年からヨーロッパ
研究所を設置している。研究人員は 5名で、ヨーロッ
パでの腸内フローラ研究の拠点となっており、ヨー
ロッパでの市場拡大を支える役割を担っている。富士
レビオ㈱は 2010年にイノジェネティクス社を買収し
ている。イノジェネティクス社は 1985年設立のバイ
オベンチャーで、診断薬と治療薬の開発を実施してい
たが、ソルベイ社、アボット社の傘下を経て、富士レ
ビオが買収したものであり、同社の欧州展開の拠点と
して機能している。以上それぞれ各企業の責任者の
方々と面談させていただいたが、各社の事業展開の方
法は異なるが、それぞれのグローバル展開における重
要な役割を担っている状況が拝察された。
　また最近、日本の製薬企業とベルギーのバイオベン
チャーとの提携の報道が続いている。2016年 7月に
は武田薬品工業㈱は TiGenix社とクローン病関連疾
患の治療薬の導入ライセンス契約（契約一時金 2,500万
ユーロ、最大 3.55億ユーロのマイルストーンと 2桁の
料率のロイヤルティ）、小野薬品工業㈱も Celyad社と
CAR-T細胞療法に関するライセンス契約（契約一時金
12.5憶円、最大約 300億円のマイルストーンと 2桁の料
率のロイヤルティ）を締結している。また 2017年 4月
にはアステラス製薬㈱が更年期に伴う血管運動神経症
状治療薬を開発している Ogeda SA社を買収（契約一
時金 5億ユーロ、臨床開発プログラムへの資金提供最大
3億ユーロ）している。
　以上、日本企業のベルギーの企業との連携事例を紹
介したが、今後も日本企業の成長の視点からベルギー
のバイオベンチャー等との提携等が重要な役割を担う
のではないかと推察される。

　6.　BioJapan 参加による成果事例

　ルーベン大学から2002年にスピンオフして設立された
reMYND社のResearch ManagerであるBart Roucourt 

氏と面談したが、同社は過去 5年 BioJapanに継続し
て参加している。同社は疾患モデルマウスを使って医
薬品候補物質を評価する事業と、医薬品を探索・開発
する事業を行っており、BioJapanへ参加したことに
よる成果として、前者の事業に関連して 6件の契約に
至った。本年も同社は BioJapanへ参加する予定であ
り、後者事業で日本企業との提携を期待していた。

　また、2013年に設立されたバイオベンチャーであ
る Novosanis社の担当者とも面談した。同社は注射器
と体液のサンプリング装置を開発・製造する会社であ
るが、昨年 BioJapanに参加したことにより、製薬企
業 2社と臨床用途での注射器に関する契約を獲得する
に至った。
　今回は 2社のみ面談したが、BioJapanの成果も出
つつあることが実感できた。

　お　わ　り　に

　英国の EUからの離脱の動きの中で、日本の企業
の欧州展開に大きな変化をもたらす事象も想定され
る。具体的には英国ロンドンにある欧州医薬品審査
庁（European Medicine Agency）が移転することが確
実視され、その立地が関係者の関心事項である。ベル
ギーにはすでに多くの国際機関が設置されており、ベ
ルギーに拠点を移す可能性は低いかもしれないが、仮
にベルギーに移転されることがあれば、ベルギーのエ
コシステムの強化という視点からは多大なインパクト
をもたらすであろう。そうした事態が起こらないにし
ても日本企業の欧州展開においてベルギーの企業との
提携は多大なメリットがあると思われる。今回の協力
協定締結を契機に JBA会員企業のベルギー関係企業
とのビジネスマッチングが進み、それが日本の成長に
つながることを期待したい。

　最後に今回のベルギー訪問に際し協力いただいた
EU JAPANセンターの芦田真理子氏、竹村樹里氏お
よびベルギー・フランダース政府 政府貿易投資局ベ
ン・クルック氏に感謝いたします。

写真 5　BioJapanに毎年参加している reMYND社との面談
（右から2人目がResearch ManagerのBart Roucourt氏）


