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【ライフサイエンス特集】過去 1年間の掲載記事レビュー  
 

欧米でのライフサイエンスへの取組状況 
―NEDO海外レポート過去 1年間の掲載記事レビュー― 

 
NEDO技術開発機構 情報・システム部 

NEDO海外レポート 1 では、これまでにライフサイエンス・バイオテクノロジー特
集、および毎号の一般記事として、その都度興味深い記事を掲載してきた。過去 1年
間では 40件以上のライフサイエンス・バイオテクノロジー関係の記事を掲載してきた
が、本稿では、それらの記事の概略を改めて紹介することにより、主に欧米でのライ

フサイエンスへの取組状況を概観する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. 欧米でのバイオ産業の状況 
 
(1) 北 米 
○アメリカ合衆国バイオサイエンス部門の成長 
 米国バイオテクノロジー産業協会が2006年に発表した「アメリカ合衆国バイオサ
イエンス部門の成長」という報告書の概要を2回に分けて紹介した 2。この報告書で

は、米国全体のバイオサイエンス産業の規模と構成（図1参照）、および米国内の地
域別状況が記載されている。また、バイオサイエンスの副部門（1.農業用原料・化
学薬品、2.薬剤・製薬、3.医療器具・装置、および4.研究・試験・臨床検査の4 つ）
それぞれについて、成長の動向や、産業活動が活発な大都市圏を明らかにしている。

さらに、バイオサイエンスを支援する州と地域の支援策の状況も明らかにしている。 
 

                                                  
1 「NEDO海外レポート」のトップページ：http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/index.html 
2 アメリカ合衆国バイオサイエンス部門の成長(1/2)（米国） http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-03.pdf 
アメリカ合衆国バイオサイエンス部門の成長(2/2)（米国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/982-14.pdf 
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○カナダ 
 バイオ産業が盛んなカナダ西部の2州（ブリティシュ・コロンビア州、アルバータ州）
の状況を紹介した3。また、バイオテクノロジーとライフサイエンスに特化したカナダを

代表する展示会であるバイオノースで行われているサイエンスベンチャーに対する表彰

制度やライフサイエンス企業トップ10 に選ばれた企業の事業内容などを紹介した4。 
 
(2) 欧 州 
○イタリア 
「2006 年イタリアにおけるバイオテクノロジー－戦略と財政の分析」というレポ

ートを紹介した 5。同レポートでは、イタリアのバイオテク企業の多くは2000 年以
降に誕生しており、そのほとんどが中小企業であり、多くはイタリア北部に集中し

ていることなど、イタリアのバイオテク産業の特徴が記述されている。 
 

○ベルギー 
ベルギーについては、バイオテクノロジー関連の企業への投資が増加しているこ

と 6、バイオ関係で新たな企業が設立されていることや植物ハイポリマー製品のパイ

オニアである企業が「技術イノベーション賞」を受賞したこと 7などを紹介した。 

                                                  
3 カナダ西部２州のバイオ産業（カナダ）   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-05.pdf 
4 カナダにおけるライフサイエンス企業（カナダ）   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/996-17.pdf 
5 イタリアのバイオ産業の復活    http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/994-20.pdf 
6 増加するバイオテクノロジー部門への投資（ベルギー）   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-06.pdf 
バイオ新薬での新株公募で波に乗るThromboGenics社（ベルギー） 

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/990-05.pdf 
7 植物ハイポリマー製品のパイオニア Kitozyme社（ベルギー）  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-21.pdf 

農業用原料・化学物質  薬剤・製薬    医療器具・装置  研究・検査・臨床検査         

 
出所：Battelle研究所がアメリカ労働統計局と、Minnesota Implan Group社の 

QCEWプログラムデータを基に計算。 

図 1  2001年と 2004年の、主要部門における合衆国のバイオサイエンス雇用 
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2. 北米でのライフサイエンスへの取組状況（政策面） 
 
(1) 米国国立衛生研究所(NIH)での取組 

米国国立衛生研究所（NIH）は、19 世紀末に設立された合衆国で最も古い医学研
究の研究機関である。その傘下には、国立癌研究所、国立ヒトゲノム研究所など多

数の研究所が所属している。研究分野は医学分野に限らずライフサイエンス・バイ

オテクノロジー分野まで広範にわたっている。例えば、ヒトゲノム計画の解読結果

に基づいて癌やパーキンソン病、アルツハイマー病の診断や治療法の確立を進めて

いるほか、2001 年に合衆国が炭疽菌攻撃を受けてからはバイオテロの予防にも取り
組んでいる。また傘下の研究所で研究するだけでなく、世界中の研究機関に対する

助成も行っている巨大な研究機関である。 
 
NEDO 海外レポートでは、以下に示すように幾つかの NIH の取組状況を紹介し

てきた。 
 
○米国国立衛生研究所(NIH) 2007年度予算教書の概要 8 

  2007 年度予算請求に関するNIH 長官の声明および大統領予算教書の概要を紹介
した。NIH 長官の声明では、NIH がこれまでに取り組んできた研究の成果（平均
寿命の伸長、心疾患や脳卒中の死亡率の低下など極力定量的な数値を提示している）

をアピールするともに今後の研究の必要性や方針を明らかにしている。 
 
○NIHのグラント受給者が効果的な遺伝子抑制法の発見により2006年ノーベル医学
生理学賞を受賞 9 
2006年のノーベル医学生理学賞は「RNA 干渉」を発見した米国の2 名の40 代半

ばの研究者（スタンフォード大学のファイアー博士とマサチューセッツ大学のメロー

博士）であった。両者は、NIHなどの政府機関から、長年にわたり1,100 万ドル以上
の研究助成金を受けてきたことを紹介した。NIHによると、若い研究者達に対する支
援と、研究者主導型アイデアへの継続的な支援の両方が重要であるとしている。 
 
○国立生物医学画像・生物工学研究所の活動状況 10 
国立生物医学画像・生物工学研究所(NIBIB)は、2000年に設立された新しいNIH傘下

の国立の研究機関である。ポイント・オブ・ケア検査(POCT)技術、ドラッグ・デリバ
リー技術、画像診断技術など、主に物理や工学技術を臨床医療分野へ適用する研究に取

り組んでいる。NIBIBの専従スタッフ数は50名程度に過ぎないが、年間予算は約3億ド
ルで、その約75％が外部研究者への研究助成金であり、研究所内部で行う研究の予算は
3%程度である。NEDO海外レポートではNIBIBの主な研究活動状況を紹介した。 

                                                  
8  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-02.pdf 
9  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-17.pdf 
10  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/990-02.pdf 
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○米国ヒトゲノム研究所が新しいシークエンシングターゲットを発表 11    
NIH傘下の研究所の一つである国立ヒトゲノム研究所（NHGRI）は、2006年3月に

健康・疾病のリスクに影響を与えるヒト遺伝子の機能や、個体間のゲノムの差異につ

いて理解を深めることに重点に置いた、最新のシークエンシングターゲットを発表し

た。また、ヒトゲノム研究諮問評議会は、NHGRI の大規模塩基配列研究ネットワー
クの包括的戦略の一環としての目標が明記された3つの計画を承認している。 

 
(2) 米国エネルギー省(DOE)での取組 
 DOE傘下の研究機関においても、ゲノム解析などのライフサイエンス関係の研究
を実施している。 
 
○DOE 共同ゲノム研究所の研究成果:2002～2005年 12 

DOE 共同ゲノム研究所（JGI）のレポートでは、大規模ゲノム塩基配列解読への
米エネルギー省（DOE）の投資が、米国のエネルギーおよび環境浄化のニーズに強
く貢献するであろう利益をもたらしていると報告している。DOE JGI が2002～
2005 年に取り組んだ多数の重要なプロジェクトの成果のハイライトを紹介した。 
 
○米国国立研究所(LLNL)による生物検知技術のレビュー 13 
生物学的脅威（バイオテロ）を早急かつ正確に検知することを目指して多くの検

知技術が開発されてきているが、DOEのローレンス・リバモア国立研究所(LLNL) の
研究者達による、最新技術（図2参照）のレビューを紹介した。 

 
 
 
 早くて効果的なセンサは生物テロや細菌戦といった
新たな脅威に立ち向かうために必要不可欠なものであ

る。近年進歩した、免疫検出(病原体検知)を可能にする
プラットフォームには、複数の金属の縞模様のナノロ

ッド(図：左上)や色素を含んだマイクロビーズ(右上)、
ナノワイヤー電解効果(FET)(右下)、全生物体(左下)な
どが挙げられる。 
(出所：ローレンス・リバモア国立研究所) 

 
 
 

図 2 4種の生物検知技術 
 
 

                                                  
11 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-01.pdf 
12 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/972/972-17.pdf  
13 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/998-14.pdf 
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(3) カナダ 
○カナダ・バイオテクノロジー研究所における研究 14  
カナダ国立研究機構(NRC) に所属する研究所の一つで、バイオテクノロジー研究

所（NRC-BRI）は、カナダ最大のバイオテクノロジー研究機関であり、「健康」「バ
イオプロセス」「環境」の3 分野について、産業界との協力のもとに研究開発を行
っている。主な研究テーマ例として「バイオケミカルとバイオマテリアルのための

天然繊維イニシアティブ」「有機廃棄物残渣のバイオエネルギーへの変換」などを

紹介した。 
 
○実験用マウスを使った遺伝子研究の国際協力事業の開始（欧米カ） 15 

2006 年9 月、欧州委員会 (EC)、米国国立衛生研究所 (NIH)、ゲノム・カナダ
(Genome Canada)は、ヒトの疾病への理解をより深めることを最終目的とした、実
験用マウスの遺伝子研究の世界的な共同研究プログラムを発表した。各国・地域で

行われているそれぞれのプロジェクト（表1参照）におけるノックアウトマウスを作
出する大規模なプロジェクト間で、密接な協力をしながら研究を行う予定である。 
 

表 1  国際共同研究プログラムの欧米カの参画体制 
 プロジェクト名 実 施 者 予 算 
欧州 EUCOMM（欧州条件変異マウス

作成プログラム） 
欧州委員会 欧州委員会から 1,300 万ユー

ロ資金提供 
米国 KOMP（NIH ノックアウトマウ

ス・プロジェクト） 
米国国立衛生研究所 米国 NIH から 3,920 万ユーロ

(5,200万ドル)資金提供 
カナダ NorCOMM（北米条件変異マウス

作成プロジェクト） 
ゲノム・カナダ カナダ政府から 440 万ユーロ

資金提供 
総計 3 プロジェクトの科学者達と資金提供機関の代表者らから

なる運営委員会を設置し、各プロジェクト重複を避けるた

めに調整を行う予定。 

費用総額は 5,660万ユーロ（予
定） 

 
 
3. 欧州でのライフサイエンスへの取組状況（政策面） 
 
(1) 欧州連合 
○EUのFP7におけるライフサイエンス研究への取組 16 

2007年1月からスタートした欧州第7 次研究開発フレームワーク計画(FP7)の最
終案の中からライフサイエンス、バイオテクノロジーに関係する「テーマ1：健康」
と「テーマ2：食糧・農業・バイオテクノロジー」の全文を紹介した。 

 
○欧州委員会、バイオテクノロジー戦略の中間評価書を発表 17 

                                                  
14 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/973/973-18.pdf  
15 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/990-01.pdf 
16 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/990-03.pdf 
17 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1000/1000-14.pdf 
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2007年 4月に欧州委員会バローゾ委員長以下 3委員が連名で提出した「ライフサ
イエンスとバイオテクノロジーの戦略(2002-2010年)」の中間評価書では、競争力が
あり持続可能な欧州の知識基盤型バイオ経済を促進するために、改めてバイオテク

ノロジー分野で焦点を当てるべき行動内容の提案がなされている。具体的には、イ

ノベーション（革新）、研究、市場開拓、及び倫理的問題に関する社会との議論の

必要性が提案されている。 
 
(2) ドイツ 
○ドイツにおける神経科学の研究拠点：ベルンシュタイン・センター 18 
連邦教育研究省が、コンピューテーショナル・ニューロサイエンス（計算論的神

経科学）の国内ネットワーク（BCCN1）およびその研究拠点を構築したことを紹介
した。これは、脳の働きの神経学的基礎を解明して、それをコンピュータでシミュ

レーションし、その成果を情報技術、医療、教育などの分野で応用することを目的

としている。 
 
(3) 英国 
○国際的なピア・レビューの支持を受けた史上最大のバイオバンク 19 
史上最大規模のバイオバンク が、英国内で50 万人を募集し、医療データと医用

素材を得ることに対して、国際的な専門家の委員会から承認を得たことなどを紹介

した。なお、バイオバンクとは、患者一人一人の遺伝的特性を考慮した医療の実現

に向けて、多くの人々の遺伝子情報と診療情報を収集するプロジェクトの総称名。 
 
 
4. ライフサイエンスに関するトピックス 
 
(1) ヒト胚幹細胞（ES細胞） 

ヒト胚幹細胞は人体のあらゆる細胞に成長できる能力を秘めており、治りにくい

病気の治療法開発に強い期待がかけられている。しかし、胚幹細胞を利用するため

には受精卵を壊さなければならないため、その使用の是非に関しては世界的に大き

な論議を呼んでいる。 
 
○胚幹細胞研究推進法案にブッシュ大統領が拒否権発動-大統領教書全文 20    
ブッシュ米大統領は2006年7 月、上下両院で可決されていたヒト胚幹細胞研究の

推進法案に対し、拒否権を行使した。ブッシュ大統領は、胚幹細胞の研究について

「我々の社会で尊重する必要のある、道徳的な境界線を踏み越えている。それが拒

                                                  
18 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/990-10.pdf 
19 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-15.pdf 
20 胚幹細胞研究推進法案にブッシュ大統領が拒否権発動-大統領教書全文(米国)  
   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-11.pdf 
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否権を発動した理由だ」と述べている。NEDO海外レポートでは、ブッシュ大統領
が議会に対して発信した大統領教書の全文を紹介した。 
 
○米国におけるヒト胚幹細胞研究を取り巻く状況 21 
ブッシュ大統領の幹細胞研究への拒否権行使を受け、その影響およびヒト胚幹細

胞研究の見通しについて取り上げた。 
 

○ケンブリッジに幹細胞基礎研究所設立計画の発表（英国） 22 
英政府は、2005年末に出された幹細胞イニシアティブ報告書の提案を受け、英国

が幹細胞研究で世界をリードすることを目指し、この分野の政府研究予算の強化を

図るなど、積極的に取り組んでいる。同時に、英国は、幹細胞研究を行うに当たっ

ての規制制度も整備が進んでいると、海外からも高い評価を得ている。 
かかる状況の下、2006 年7 月、研究開発支援を行うチャリティ団体であるウェル

カム・トラストがケンブリッジ大学に「ウェルカム・トラスト幹細胞研究センター」

をオープンさせるとの計画を発表した。同センターは、幹細胞基礎研究における国

際的な「センター・オブ・エクセレンス」となることを目指して設立される。 
 

(2) その他のトピックス 
○吸引式薬物伝達システムの研究開発動向（米国） 23 
薬物を体内に投入する場合、通常、体内で吸収・分解されると全身すなわち患部

以外の部位にも広範囲に拡散していくため、患部に到達する薬物量は投与量のうち

ごく僅かとなる上、正常な細胞にも薬物が投与されることになるため副作用等の問

題が生じる。これに対し、最近、薬物を体内に投入しても途中で吸収・分解される

ことなく患部に到達し、目標とする患部（臓器や組織、細胞、病原体など）で薬剤

を放出して治療効果を高める「薬物伝達システム（ドラッグ・デリバリー・システ

ム：DDS）」技術の開発が注目されている。米国での吸引式薬物伝達システムの研
究開発動向を紹介した。 
 
○ナノ材料の安全性に関する調査報告概要 24     
ナノテクノロジーの根幹を支えているナノ材料、ナノ粒子と呼ばれる非常に微細

な粒子状・棒状等の物質の材料開発が積極的に推進されているが、ある種のナノ材

料・ナノ粒子については、その特徴的な粒子形状や粒子サイズに起因していると考

えられる有害性を懸念させるような研究報告もなされている。NEDO調査報告書「ナ
ノ材料、ナノ粒子等の安全性に関する調査」(平成17年度)の概要を紹介した。本報告
書では、国外の関連する文献等を調査し、現状および課題等を示している。 

                                                  
21 米国におけるヒト胚幹細胞研究を取り巻く状況   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/990-04.pdf 
22 ケンブリッジに幹細胞基礎研究所設立計画の発表（英国） http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/990-06.pdf 
23 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/998-15.pdf 
24 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-10.pdf 
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○北米放射線学会における高度画像診断・治療機器の技術動向調査報告 25 
2006 年11 月に開催された北米放射線学会から、高度画像診断機器・治療機器に

係わる米国最新医療技術・工学技術動向、技術課題、最先端研究動向等について、

本学会を通じて得られた知見・調査結果・トピックスなどを報告した。また、マル

チモダリティーシステム動向、画像診断機器の動向などを中心に、その研究の動向

等についても報告した。 

 
○エネルギー科学技術の指標と基準-革新的バイオテクノロジー（EU） 26    
バイオテクノロジーを用いたプロセスは、様々な原材料や資源からエネルギー源

を生産することに応用できる。革新的バイオテクノロジーの将来の潮流は、エネル

ギー生産を目指した光合成への応用である。現在このプロセスは純粋な基礎研究段

階である。産業的な利用を行うためには、商業化をめざした長期的な視点を持つこ

とが求められている。基本的な原理と産業利用に向けての動向について、EUの報告
書からその概要を紹介した。 

 
○バイオテクノロジーは生活の質を向上させると欧州市民の半数が回答 27    

EUが実施しているバイオテクノロジーに関する定期的な意識調査の最新調査結
果を紹介した。回答者の52％が「バイオテクノロジーは、生活の質を向上する」と
考えている。また、大部分のヨーロッパ市民は、バイオテクノロジーが人間の健康

に対してはっきりとした利益をもたらすのであれば、バイオテクノロジーを医療に

利用（レッド・バイオテクノロジー）することは賛成だとしている。 

また、産業への利用（ホワイト・バイオテクノロジー）も支持されている。しか

し、依然として農業への利用（グリーン・バイオテクノロジー）については、懐疑

的であり、バイオテクを用いた新しい作物や生産物が消費者に利益をもたらさない

限りはこの状況がしばらく続くとしている。 

 
 
5. 個別の研究開発成果の紹介 
 
 各国の公的研究機関や大学による研究成果についても適宜紹介してきた（表 2参照）。
これらの記事の情報源は、各研究機関や大学のプレス発表用資料だが、その多くが、

サイエンス誌やネイチャー誌などの著名な雑誌や学会誌にその研究成果が掲載された

ものである。 
 

 
表2 ライフサイエンスに関する個別の研究成果の掲載記事リスト   

                                                  
25 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/992-12.pdf 
26 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-04.pdf 
27 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/982-13.pdf 
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分   類 

 

 
記事タイトル 

 
掲載号(発行日)

 

超音波がドラッグ・デリバリーを可能にする方法が示される（米国）   986(06/10/4) ドラッグ・デリバリー 

生分解性ナノ粒子による毒素暴露やドラッグ・デリバリー治療の新手法（米国）  989(06/11/15)

廉価でコンパクトな携帯型MRI（米国） 986(06/10/4) 画像診断 

脳画像検査用の新化合物でアルツハイマー病早期診断への期待(米国) 993(07/1/24) 

引き伸ばしたDNAについての新発見（米国） 984(06/9/6) 

ネアンデルタール人のゲノム配列解析で驚くべき研究結果（米国） 991(06/12/13)

タバコ中毒に関与する遺伝的因子の解明に役立つヒトゲノム解析が完了（米国） 992(07/1/10) 

ゲノム解析、DNA解析 

初の有袋類のゲノム配列が発表される（米国） 1001(07/6/6) 

ナノテクノロジーによるタンパク質工学への新アプローチ(米国)    981(06/7/5) タンパク質工学 

細胞表面プロファイリング技術がガンの血液検査を生み出す(米国) 981(06/7/5) 

分子鼻作成マニュアル：嗅覚受容体を人工膜に組込む手法の開発(ドイツ) 997(07/3/22) 

イタリアのバイオ科学者達は分離・抽出した大人の幹細胞によって新筋繊維を

作る 

995(07/2/21) 

人工臓器、介護機器 

ロボット装具で脳卒中の回復を補助（米国） 999(07/4/25) 

医療分野でのIT 欧州の科学者達がバイタルサインを検知する衣服をデザイン（EU） 988(06/11/1) 

合併症に対し高いリスクのある鎌状赤血球症患者を識別するポテンシャル・マ

ーカーの発見(米国）  
997(07/3/22) 疾病予防 

骨の微小な構成成分の調査結果（米国） 1002(07/6/20)

その他 昆虫の目構造を模範にした人工複眼の研究（米国） 990(06/11/29)

（注）各記事へは「NEDO海外レポート」のトップ頁からアクセス可能。 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/index.html 

 

（NEDO情報・システム部 林 欣吾） 
 
 
 
 




