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国別の新型コロナウイルスの陽性者数推移



国別のワクチン投与人数推移



はたして、日本は負けたのか。

ただし、日本はこんな国でしたか という
所は がっかりした面が有る。



環境や社会への配慮

・テスラの時価総額はトヨタ自動車の時価総額の約2倍
・石炭火力発電所が輸出・投資できない

ESG, SDGsを抜きには ビジネスは考えられない



新型コロナで、世界は時計を10年 早めたと言われる

1.生活様式の変化

2. VUCAの時代

3. supply chain の重要性

4. 国としての有事の備え

5. マテリアル価格の上昇(EV, wood shock) etc.

日本・世界はどのように変わって。バイオはどのように変化し、関わるの

か。

Ｖ（Volatility：変動性）
Ｕ（Uncertainty：不確実性）
Ｃ（Complexity：複雑性）
Ａ（Ambiguity：曖昧性）
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グランドデザイン：バイオ戦略2019 ：2019.6月

具体策：バイオ戦略2020（基盤的施策）：2020.6月

バイオ戦略2020（市場領域施策確定版）: 2021.1月

バイオ戦略フォローアップ: 2021.6月 10

バイオ戦略

市場領域からのバックキャスト、ロードマップの策定
バイオ x デジタルを実現する データ基盤の構築
国際バイオコミュニティ圏の創出
戦略司令塔機能の強化

COVID-19施策
データ連携の促進
バイオコミュニティの形成
戦略推進の司令塔機能強化

2030年の市場規模の可視化
2030年に向けた市場領域ロードマップの確定



バイオ戦略・フォローアップへの民間の取組み

バイオ戦略2019から2年を経
た。
とりまとめ各省庁は、産業界に
よるJABEXロードマップへの協
議に参加し、
政府ロードマップに産業側の意
見も反映した。

11自主会合メンバー



過去のバイオ分野の戦略の反省点

過去のバイオ分野の戦略を総括すると、以下の反省点があげられる

• シーズ発思考への偏重、応⽤分野への対応の不⾜

• 投資すべき対象、取るべき対応が特定できず、総花的

• 戦略への産官学の連携的コミットの⽋如（KPI なし、不⼗分なフォ
ローアップ）

• 不⼗分なデータマネジメント戦略

• 国際戦略の不⾜

• ELSI への対応の不⾜（人⽂科学・社会科学への⾃然科学系からのア
プローチの不⾜とそれに伴う人⽂科学・社会科学の対応の不⾜）

• 規制・標準・表⽰等の施策が有効に機能せず



バイオ戦略の「戦略」とは

『 5つの基本方針 』

1. 市場領域設定・バックキャスト・継続的なコミット
• 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・バックキャストによる取組を提⽰
の上、ロードマップを策定

2. バイオとデジタルの融合
• 市場領域・科学の発展に必要なビッグデータ収集・バイオデータ基盤構築 の方向性と持続可能
な方策を提⽰。測定機器やバイオデータ基盤を活⽤し、我が国の強みや匠の技をAI化。

3. 国際拠点化・地域ネットワーク化・投資促進
• 国際拠点を中核に、世界最高レベルの研究環境と海外投資も活⽤でき る事業化支援体制を組合
せ、優秀な人材、国の投資に比して桁違いの投資を国内外から呼び込める社会システムを整備

4. 国際戦略の強化
• 制度・データ等の国際調和、通商政策との連携、知財・遺伝資源保護を図り、日本モデルを国
際展開し、国際競争力を向上

5. 倫理的・法的・社会的問題への対応
• ELSIへの対応とイノベーションの両立の基盤となる、人⽂科学・社会科学 系と⾃然科学系の
共同によるELSI関連研究の振興と市民との対話の 促進



バイオ戦略のKPI

高機能バイオ素材、バイオプラスチック、バイオ生産システム等 32.5⇒53.3 兆円
持続的一次生産システム 0.3⇒1.7 兆円
木材活用大型建築、スマート農業 0.5 ⇒ 1.0 兆円
生活習慣改善ヘルスケア、機能性食品等 25⇒ 33.0 兆円
バイオ医療・再生医療関連産業 1.5⇒3.3 兆円

市場規模 59.8兆円 ⇒ 92.3 兆円



GDPの年間変化率 他国との比較
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国内人口の推移と生産年齢人口

総務省
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h2
9/html/nc135230.html

「国内市場の減少」と 「質的な変化」を意味する。 高齢者も65歳と90歳でひとくくりにできない
日本は生産年齢の変化が他国よりも著しい
（先に進んでいるとも言える）
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横断的施策

 バイオとデジタルの融合のため
のデータ基盤の整備

 バイオコミュニティの形成
 社会実装の推進
 国際戦略の強化
 研究開発・人材育成の強化



バイオコミュニティの形成

コミュニティ形成は「手段」で有り、「目的」では無い。
つまり、コミュニティ形成した上で「何を為すか」が 大事な点。

・個が集合することのメリット：
・多様さ ネットワーク：多様な知恵、「ヒト・モノ・カネ」の集積
・個以上の力：提言、規制緩和

集団が強くなるには、「個の活動」こそ大事である
そのためには、わがままでも、つぶやくのが 大事である



社会実装の推進-海外戦略の強化
例：パーム油の認証制度

森永乳業「パルム」、花王「アタック」、ライオン「キレイキレイ」…… パーム油は食品、洗剤、化粧品などに使わ
れ、スーパーに並ぶ商品の約半分が該当するといわれる。商品名で明記されることが少なく「見えない油」とも
呼ばれるが、日本では1人あたり年間6キログラムを消費している。
原料はアブラヤシ。同じ耕作面積から取れる油の量は大豆の8倍で、製造コストが低い。世界の年間生産量
は7000万トンに達し、植物油脂の4割近くを占める。

https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=2264
https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=4452


例：パーム油の認証制度

パーム油は、環境・社会面でさまざ
まな問題を抱えています

森林減少
生物多様性の喪失
気候変動と森林火災
地域住民との土地紛争
労働者や子どもの人権侵害
違法操業と汚職

ユニリーバ主導の認証制度
効率的なパーム油園は
欧米企業に抑えられている

日本の買い負け

ルール造り
認証制度

https://palmoilguide.info/about_palm/issue

これに限らず、携帯、半導体、太陽電池など 初期(技術)では勝っていても
いつの間にか or 必然か 周回遅れになる。

日本企業は実用化、コモディティ化や制度化に遅れ

インドネシア、マレーシアで
世界シェア 86%

認証パーム油



例：ビオンテック (mRNA生産工場)
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「ライトスピード（光速）」と名付けたプロ
ジェクトは、2020年3月にファイザーと組
み、4月には臨床試験（治験）を開始。11月
に治験で9割を超す有効性があると発表。12
月には開発からわずか11カ月で、英国での緊
急承認にこぎ着けた。

• 独ビオンテック 新mRNA工場(独マールブルク
旧ノバルティス)

• 21.3月にEMAの製造承認を得た
• フル稼働時には年間10億回分を生産



国産ワクチンの開発・生産体制の強化に向けて
閣議決定6月1日
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https://newswitch.jp/p/27616

6月１日に閣議決定した省庁横断型の国家プ
ロジェクト「ワクチン開発・生産体制強化
戦略」。新型コロナウイルスのワクチン開
発では米英に出遅れた反省を踏まえ、平時
からの長期継続的な取り組みを重視する。
基礎研究から産業の育成・振興までの流れ
を見直し、政府一体で必要な体制を再構築
する。政府は新たな感染症の発生を想定
し、国内での中長期的なワクチン供給体制
を構築する検討に乗り出した。柱となるの
が平時の人員や設備で有事に対応する

「デュアルユース」の確立。

和泉内閣総理大臣補佐官
健康・医療戦略推進本部

JBA/JABEX

https://newswitch.jp/p/27616


例：印 セラム社のコロナワクチン製造
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世界のワクチンシェアは、Merck, Pfizer, GSK, Sanofiの４社で85%以上を占める。
COVID-19のワクチンのCOVAXでは、Serum Institute(インド)が約半分(10億ドーズ分以上）を担っている。



イノベーションの貢献

産業から官へのメッセージ 産業界へのメッセージ

・規制改革
・明確な国家戦略・国際戦
略 リーダーシップ
・イノベーション促進への
施策

・イノベーション個の力
・民として協力できる分野
を民間内で協力/作戦



Appendix



発表まとめ

1.バイオ戦略フォローアップの前に

新型コロナの影響

• 戦争に例えられるが日本国は、本当に負けたのか

• DATA で感染者、死者数、ワクチン投与数をグローバルに比較

新型コロナで世界は10年時計を早めたと言われる。

VUCAの時代

日本・世界はどのように変わって。バイオはどのように変化し、関わるのか

2.バイオ戦略フォローアップ

バイオ戦略を始めたわけ。反省点

バイオ「戦略」とは

3.横断的施策について

バイオとデジタル融合のためのデータ基盤の整備

バイオコミュニティの形成について

社会実装の推進

国際戦略の強化

研究開発・人材育成の強化

ロードマップについて

PDCAについて

日本の産業化の遅れについて 規制を上手く使う （個社ではできない）

こんな国でしたか日本は、後手
に回る







日米欧市場の企業別シェア

• Merck は、米国において主力製品であ る
HPV ワクチン「Gardasil/Gardasil 9」の
売上が 減少しているものの、
「Pneumovax 23」のの売上が拡大

• Pfizer の主力品は、肺炎球菌ワクチン
「Prevnar13」である。同剤の米国におけ
る売上は減少したものの、欧州における売
上が拡大

• GlaxoSmithKline 「Boostrix」の売上が大
きく伸長している。さらに、Novartis か
ら獲得した「Bexsero」及び「Menveo」
も好調に推移

• Sanofi は、米国におけるインフルエンザ
ワクチン「Fluzone」の売上が好調に推移

30



例：印 セラム社のコロナワクチン製造

• セラムが生産するのは、英オックスフォード大と英製薬大手アスト
ラゼネカが治験を進めるワクチンだ。両者は9月にも当局の承認を
得て実⽤化するのを目指している。アストラゼネカは5月、10億回
分を生産すると発表したが、このほど20億回分に生産計画を倍増し
た。上乗せの10億回分を担うのがセラムだ。

• オックスフォード大とアストラゼネカのワクチン開発には米国が最
大12億ドル（約1280億円）を拠出し、少なくとも3億回分は米国
に供給する。セラムとアストラゼネカなどとの契約内容は公表され
ていないが、セラムはインドのほかアジア、アフリカなどの新興国
向けに主に供給する。

• ワクチンの価格は「1回当たり1000ルピー（約1400円）程度にな
りそうだ」（同社）。セラムの製品は肺炎球菌ワクチンの場合で他
社の66分の1の価格で供給しており、コロナ向けもアストラゼネカ
製より大幅に割安になりそうだ。

• ワクチンで「60億ルピー（約85億円）規模の設備投資を決めた」
と話す。建設には2～3年かかるため、まずインド国内の既存設備を
転⽤して生産を始めた。当初の生産能力は1カ月200万～300万回
分。段階的に増やし、20年中に4億回分、21年末までに合計10億
回分を作る。

• 医薬品は通常、実⽤化が決まってから生産する。今回は一刻も早く
大量にワクチンを確保したいという需要が世界中にあるため、承認
に先行して生産を始めた。

31



バイオ医薬品 国内製造拡充の視点
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財務省貿易統計

医薬品貿易収支年度別

国内製造キャパシティ不足：国内のキャパシ
ティは世界の2%と絶対的に不足している。ひい
ては、新規ベンチャーや新規モダリティなど国
内のイノベーションを支えるための製造設備も
不足している。

バイオ医薬品産業全体の経験人材の不足：国内
でバイオ医薬品開発・製造の経験を有する企業
が少なく、人材が不足している。国内に工場が
立地することで、人材や技術の蓄積が始まり、
新規モダリティなど新規分野含めバイオ医薬品
産業の底上げが期待できる。

貿易収支のマイナス：医薬品は2020年度で約2.3
兆円の輸入超過となっている。これは医薬品の
輸入が増えているだけでなく、国内医薬品メー
カーの製造が海外で増加していることによる。



例：ビオンテック mRNA生産工場
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• 独ビオンテック 新mRNA工場(独マールブ
ルク 旧ノバルティス)

• 21.3月にEMAの製造承認を得た
• 2機目のリアクターを夏に導入予定。
• フル稼働時には年間10億回分を生産でき、

ファイザーと合わせた生産能力全体25億回
分の4割を占める

• 約2日間で接種800万回分のmRNA
• 「DNA鋳型」を原料に、リアクターのなか

で酵素とともに反応させ、1つの鋳型から
500以上のmRNAコピーを作る

• 「ライトスピード（光速）」と名付けたプ
ロジェクトは、同年3月にファイザーと組
み、4月には臨床試験（治験）を開始。11
月に治験で9割を超す有効性があると発表。
12月には開発からわずか11カ月で、英国で
の緊急承認にこぎ着けた。21.4月、日本を
含む約65の国や地域で接種されている。


