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ｍRNA技術をベースとしたプラットフォームアプローチ
⇒20以上のプロジェクトを同時進行
⇒状況や緊急性に応じて特定のプロジェクトにシフト

mRNA技術を使ったがん治療薬を開発
⇒ファイザーとインフルエンザワクチンの開発
⇒2020年１月に全ての業務を止めて

COVID19ワクチン開発に特化

世界を救うバイオベンチャーの事業再構築
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今後の企業のあり方の例

社会の要請（明るい未来に貢献できるか）

自社のリソース、やりたいこと

社会の要請と自社の方向合わが
ますます重要になる
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人新世における持続可能な社会・経済
SDGsの達成や我が国の課題解決に貢献できるか
バイオ（エコノミー）戦略の2030年目標に貢献できるか
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人新世(Anthropocene)；完新世に続く地質時代。
人類の活動が地球や生態系に重大な影響を与える時代。
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W. Steffen et al., PNAS August 14, 2018 115 (33) 8252-8259 Stockholm Resilience Centre

完新世

人新世

＋２℃で暴走する？；Hothouse Earth Scenario
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気候変動

6
海洋の酸性化

http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html

窒素循環

生物圏の完全性

リン循環

淡水の利用

土地システ
ムの変化

遺伝的多様性

生化学的循環

機能性の
多様性

成層圏オゾン
の減少

大気中のエアロ
ゾル負荷

Planetary boundaries (2015年版)
Stockholm Resilience Centre

新しい要素
リスク高
リスク増加
安全
未評価

リスクは気候変動だけ？；Planetary boundaries

人類が安全に活動できる領域の減少

マイクロプラスチック

PM2.5

森林破壊⇒
ウィルスの
棲息地の変化

窒素・リン循環、
生物多様性は
既に境界超え

COVID-19

Hothouse
Earth理論



地球が何個必要か？(Earth Overshoot Day)

2020年は
8月22日

日本は5月12日
3個の地球が必要
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大加速
great acceleration

人新世の始まり？
Anthropocene



国連開発計画（UNDP）人間開発報告書2020

副題；新しいフロンティアへ：人間開発と人新世

※1；人間開発指数；健康（長寿）、教育（知識）、
生活水準（人間らしさ）等を計測

※2；PHDI:Planetary-Pressures Adjusted HDI

毎年、各国の健康、教育、生活水準を計測する
HDI※1に、地球への影響を考慮し、二酸化炭素
排出量とマテリアルフットプリントを追加した
「地球への圧力を調整したHDI」※2を提示

人新世という、まったく新しい地質時代では、
人類存続の最大のリスクは、我々自身である。 Achim Steiner

事務局長

2020年
の日本

PHI PHDI
0.911 0.718
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PHIに比べて
PHDIは数値低下



グローバルコモンズとその評価指標GCSi

グローバルコモンズ；
人類が地球規模で共有すべき資産（国際公共財）
生態系（大気、大地、太陽、海洋、水、気候、氷層界等）だけでなく、宇宙、サイバー空間、
国連、国連PKO、国際条約といった、人類の存続に必要な活動も含まれる。

科学的データにもとづいて、各国毎の、
地球環境に影響する主要６要素※への
負荷実績、目標達成度の評価指標
※；大気、生物多様性、気候変動、土地利用、海洋、水

Global Commons Stewardship Index (GCSi)
グローバルコモンズ管理指標
東大グローバルコモンズセンター、国連SDSN、ポツダム気候
変動研究所、世界資源研究所等が作成

パイロット版を2020年に公開
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GCSi（パイロット版）での日本の成績と食料問題

大気

生物多様性

気候変動

土地利用

海洋

水

国内 波及効果 国内 波及効果

国内指標
日本は悪くない

貿易を含めると、
持続可能な方法で
生産されていない
食料等の大量輸入
により成績が凋落。

指摘；食料分野は
大きな変化を見込
める分野；食料シス
テムの転換が必要 10



飢餓人口；9.6億人(2021年4月現在)

地球規模の課題例；飢餓の急増
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飢餓人口；9.6億人(2021年4月現在)、特にコロナ禍
により2.7億人が極度の食料不足（1年で倍増）

HungerMap live 世界食糧計画(WFP)

9.6億人

出展；https://hungermap.wfp.org/



世界人口；78億人

穀物生産；26.7億t

9.5億人

食品ロス（全体の1/3）

2348Kcal/人

（十分なカロリー）

澱粉・甘味料(21%)

地球のフードシステムの問題

食肉
2.5億ｔ

飼料用（36%）

コロナ禍はフードシステムの脆弱性を提示

コロナ禍で2.7億人が極度の食料不足(2020年、WFP)

飢餓のパンデミック（例;小学生7,300万人が慢性的飢餓）

世界の食品ロス；全生産量の1/3
中間層；食肉・嗜好品の需要、NCDs※の増加
※；非感染性疾患、WHOの定義、生活習慣病等を指す
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飢餓人口



Planetary boudary

食品・農業をめぐる国際動向
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地球を守りながら１００億人
を養う持続可能な食事の
姿を提唱（EAT財団）

食生活と生産・流通シ
ステムの大幅変革を推奨

先進国は肉食を80％削減すべき
⇒代替肉、昆虫食の原動力

EU”Farm to Fork戦略”（2000）
グリーンディールの中核
を成す食料・農業政策

持続可能な食料の生産、
流通・加工、消費への
移行、食品廃棄の削減

【2030年目標例】殺虫剤；50％削減、
化学肥料；>20％削減、抗菌剤；50％削減、
有機農地化；25％

国連食料システムサミット(FSS)2021
2021年9月＠ニューヨーク国連本部（グテーレス事務総長）

以下の５分科会でゲームチェンジングな議論をおこなう。
１．全ての人に安全で栄養価の高い食品へのアクセスを確保
２．（健康で）持続可能な消費パターンへの移行
３．ネイチャーポジティブな生産を十分な規模で
４．公平な生計と価値の配分の向上
５．フードシステムのレジリエンスの確保

Healthy Dietの定義；健康だけで
なく、地球の健康も守る食事
・超加工食品（UPF）※の議論
・UPFはフードシステムに必要か

※；一般の調理では使われない成分５つ以上を用いて大量生産された食品。



(百万トン）

世界のプラスチック生産量（1950年～）

世界で毎年3億ｔ以上、累計80億ｔ以上

1割リサイクル、1割焼却、8割は埋立等

バイオプラスチック導入ロードマップ（2021年）
2030年に200万トン
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1950年頃が人新世の始まり

大加速

夢の素材！



G20大阪サミット（2019年）；各国が2050年までに、「海洋プラス
チックごみによる追加的な汚染をゼロにすることを目指す」

国連(2014年～)、G7(2015年～)で議論

マイクロプラスチック
0.1μm～5 mm

土壌

大気

2050年

ナノプラスチック
0.00１～0.1μm

環境に放出されたプラスチックの問題

摂食 誤飲

摂食 誤飲

摂食 吸入

摂食

プラスチック
破片の誤飲
プラスチック添加剤
（紫外線吸収剤、難燃剤、可塑剤等）

残留性有機汚染物質（POPs）

多環芳香族炭化水素(PAHs)

海洋
3000万トン/年

8割は埋立
リサイクル1割
焼却；1割

腸管より
吸収され
胎盤等に
蓄積

（予測例）
近い将来、
外出時には
常にマスク

（予測例）
粒子数と表面積が
指数関数的に
増加する恐れ
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マイクロプラスチックの海面汚染(2016年)

mg m-3

九州大学
磯辺篤彦先生

16
Atsuhiko Isobe, Shinsuke Iwasaki, Keiichi Uchida & Tadashi Tokai 
Nature Communications volume 10, Article number: 417 (2019) 



Atsuhiko Isobe, Shinsuke Iwasaki, Keiichi Uchida & Tadashi Tokai 
Nature Communications volume 10, Article number: 417 (2019) 

mg m-3

マイクロプラスチックの海面汚染予測(2066年)
九州大学
磯辺篤彦先生
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地球の歴史

現在過去 未来

変化はあまりにも急激 持続可能でない

化石資源の枯渇
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窒素・リン酸の漏出

生物多様性の喪失

環境汚染 大気；PM2.5等

海洋；プラスチック、土壌；有害金属等

温室効果ガス排出

気候変動

2050年
ゼロエミッション
（GHG, 海プラ汚染）

人新世
Anthropocene

大加速
great 
acceleration
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持続的な社会・経済へのトランスフォー
メーションを推進できるのは企業活動

持続可能な社会・経済システムへ
トランスフォーム※できるか。

人新世(Anthropocene)
人類の活動が地球や生態系に重大な影響を与える時代。

大加速を伴う社会・経済活動をつづけるか。

※；トランスフォーメーションに関するユネスコの定義；
単なる制度や技術の導入ではなく、人々の世界観の変化を伴う過程

K. Brown et. Al, Social science understandings of transformation; In World Social Science Report 2013: 
Changing Global Environments, report of ISSC, UNESCO 2013

我々の世代；欲望のまま大加速を起こし、地球を
人新世に移行させた、人類史上最悪の世代?



パリ協定の温室効果ガス（GHG※）削減目標
※；中国、米国、インド、ロシアに次いで世界第５位

2030年 2050年
日本のNDC（2015） 26%削減 80%削減 2013年比

NDC;国際的な約束、

IPCC報告(2018) 45%削減 排出ゼロ 2010年比
IPCC：国連気候変動に関する政府間パネル報告書（2018年）

「2020 SDG Index and Dashboards」※での日本の評価

11位（2017年）⇒15位（2018～2019年）⇒17位（2020年）
11：住居環境、12：責任ある消費等は改善,

日本のSDGs成績、温室効果ガス削減目標
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※；ベルテルスマン財団と持続可能な開発ソリューションネットワーク（SDSN）2020年6月

菅内閣（2020年9月）
ゼロエミッション表明

中間目標
45%or50%

2019年評価

14・15：海洋と陸上の生態系は最低ランクに低下



SDGsの特徴：民間企業の役割を明記

SDG Compass
「グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）」、
「国連グローバル・コンパクト」、「持続可能な発展の
ための世界経済人会議」（WBCSD）が作成

企業によるSDGs貢献を後押しする動き

21例；世界経済フォーラム、投資機関

民間企業がSDGsの課題解決を担う主体

企業向けの
ガイドライン

SDG-washing ?? ＝なんちゃってSDGs

理解

優先
課題

目標
設定

経営に
統合

報告
主力事業とSGDsの連動を推奨
ステップ４；経営に統合する。
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評価指標に“イノベーション”（2018年～）⇒イノベーションへの投資が重要

毎年のダボス会議で「世界で最も
持続可能な企業100社」を発表
CorporateKnights （カナダ）

世界経済フォーラム等によるSDGsの推進例

2021年：エーザイ(16)、シスメックス（32）、コニカミノルタ（41）、
積水化学（51）、武田製薬（71）

日本企業；1社（’15）⇒4社（’16～’18）、8社(‘19)⇒6社(‘20)

2020年：ソニー（1）、積水化学工業（10）、AGC（13）、キャノン
（36）、ブラザー工業（38）、オムロン（44）、京セラ（46）

参考；世界約5,500社のサステナブル経営ランキング
Wall Street Journal紙 (2020年10月)



2021年世界で最も持続可能な企業の例

持続可能な技術開発
食品保存技術
微生物農薬
サイレージ用剤

廃棄量削減

収益の81%が
SDGsに貢献

3624

同社HPより引用同社HPより引用

サステナビリティと
本業の親和性が高い

イノベーショ
ンプロセスに
SGDsを組み

こんだ経営を
実践

ゴミをエタノールに
変換する技術

51

同社HPより引用

早期にSDGsを経営に導入
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容器の完全リサイクル化等、ヒト、コミュニ
ティ、地球に対する2025年達成目標を提示
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企業

政府

投資

人の顔が見える
国際市場を！

Kofi Atta Annan
第7代国連事務総長

1938 – 2018
（在任1997 – 2006）

SDGsの源流となるKofi Annanの３つの功績

演説、1999年

SDGs
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ESG投資
責任投資原則、2006年

4分野10原則、2000年

MDGs（ミレニアム開発目標）、2001年



カネカ社（50億円；2019年8月）
⇒国内化学企業初、PHBHの製造設備とR&D

アサヒグループHD（100億円、2020年8月）
キリンHD（100億円、2020年11月）
⇒再生PET樹脂・バイオマスプラスチック・再エネの調達等
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グリーンボンド；環境問題の解決に資する
事業に使途を限定して資金調達する債券

ESG投資；国連責任投資原則（PRI）が金融機
関に提唱（日本の署名機関は91社2021年3月時点）
GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）は運用資産額；178兆円の
うち、約7兆円をESG指数に基づき運用（2020年12月）

一方で、日本のESG投資にPRIが提言（2020年10月）

ESG投資、グリーンボンドの活用



各国のバイオエコノミーへの取組み例

26

《関連する活動例》
・2020～2021年科学年のテーマに設定
・市民の意識向上をはかるため、バイ
オエコノミーの展示船を国内巡回
・Global Bioeconomy Summit 2020開催

国家バイオエコノミー戦略（2020年1月）を策定

人類による資源の過剰採取が生物圏に重大なダ
メージを与える点に到達した。バイオエコノミーは、
天然資源を保護し、将来の繁栄をもたらす新しい
製品やプロセスを提供する可能性を秘めている。

1 持続可能で気候中立な発展のための
生物学的知識とイノベーションの活用

2 持続可能なサーキュラーエコノミーの
ための生物由来原料の使用

政策
ガイド
ライン

ホワイトハウスバイオエコノミーサミット（2019年10月）
Safeguarding the Bioeconomy（2020年1月）
上院公聴会（同3月）、バイオエコノミーR＆D法（同5月）

全米科学・技術・医学アカデミー「Safeguarding the Bioeconomy」の提言項目

１．米国としてのバイオエコノミーの定義の必要性
２．バイオエコノミーの経済的貢献に関するデータ収集の重要性

⇒産業分類コード改定の必要性等
３．ホワイトハウスへの司令塔機能の設置
４．バイオエコノミーへの投資強化と人材育成
５．安全なグロバールバリューチェーンの構築

６．情報システムの保護
７．データベースの改善
８．セクター毎の情報共有組織の必要性
９．国際協力



全体目標：2030年に世界最先端の
バイオエコノミー社会を実現

国内外から人材、投資を呼び込む
ための戦略へ
バイオテクノロジーのための戦略から
バイオエコノミー形成のための戦略へ

持続可能性、循環型社会、健康(ウェルネス)を
キーワードに産業界、大学、自治体等の参画を
得て推進するイノベーション戦略

我が国の「バイオ戦略」の概要
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バイオ戦略の構成

生物工学Webシンポジウム20202020年9月2日 服部 正 元・内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）参事官付 参事官補佐（バイオ戦略担当） （現・文部科学省高等教育局専門教育課企画官）
28



バイオ戦略2019で設定する社会像・市場領域

医療とヘルスケアが連携した
末永く社会参加できる社会

持続的な製造法で
素材や資材のバイオ化

している社会

多様化するニーズを満たす
持続的一次生産が
行われている社会

すべての産業が連動した
循環型社会

＜ 社 会 像 ＞

＜ 市 場 領 域 ＞

① 高機能バイオ素材（軽量性、耐久性、安全性）

⑨ 木材活用大型建築・スマート林業

② バイオプラスチック（汎用プラスチック代替）

③ 持続的一次生産システム

④ 有機廃棄物・有機排水処理

⑤ 生活習慣改善ヘルスケア、機能性食品、デジタルヘルス

⑥ バイオ医薬・再生医療・細胞治療・遺伝子治療関連産業

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

29

目指すべき社会像を描いた上で、狙うべき市場領域を提示。

全体⽬標；2030 年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現

市場領域ごとにバックキャストによる検討をおこない、KPIを設定した
市場領域ごとのロードマップを策定
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市場拡大；ロードマップで推進

グローバルバイオコミュニティ（東西）
地域バイオコミュニティ

データ連携の推進



Uğur Şahin トルコ系移民
Özlem Türeci トルコ系移民2世

ｍRNA技術をベースとしたプラットフォームアプローチ
⇒20以上のプロジェクトを同時進行
⇒状況や緊急性に応じて特定のプロジェクトにシフト

mRNA技術を使ったがん治療薬を開発
⇒ファイザーとインフルエンザワクチンの開発
⇒2020年１月に全ての業務を止めて

COVID19ワクチン開発に特化

Noubar Afeyan アルメニア系レバノン人

世界を救うバイオベンチャーの事業再構築
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今後の企業のあり方の例

社会の要請（明るい未来に貢献できるか）
人新世における持続可能な社会・経済
SDGsの達成や我が国の課題解決に貢献できるか
バイオ（エコノミー）戦略の2030年目標に貢献できるか

自社のリソース、やりたいこと

社会の要請と自社の方向合わが
ますます重要になる
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日本のVC投資金額
2019年 2162億円

コロナ禍でのバイオベンチャーの状況

コロナ禍、気候変動への対応の必要性

2020年 1,512億円
（30％減）

政府；バイオ戦略と連動したバイオ産業支援
企業；企業変革のための具体策を模索

「バイオベンチャーと投資家の対話促進の
ための情報開示ガイドブック」
2021年3月 経済産業省生物化学産業課
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210304002/20210304002.html 33



JABEX/JBAをご活用ください。

最近の活動例
・バイオ戦略に関する活動、民間ロードマップ作成（2019年～）

日本バイオ産業人会議

政策提言；バイオ産業の振興に関する提言等

バイオインダストリー協会

産業振興；バイオ産業を振興するための諸活動
・オープンイノベーションの推進、産学官の連携、
バイオベンチャー支援、国際ネットワーク形成
・関連規制の運用支援、知的財産権情報、若手人材育成、

10月13〜15日
＠パシフィコ横浜
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（以下参考）
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