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EuropaBioのロゴ 

【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 
 

欧州バイオ産業協会(EuropaBio)の活動状況(EU) 
―2007年年次報告書より― 

 
1. はじめに 
 
 欧州バイオ産業協会 (略称 EuropaBio) 1 は、1996年に設立された欧州のバイオテクノ
ロジー産業を代表する業界団体である。 
主な活動は、EU 本部のあるベルギーのブリュッセルや EU 加盟各国の首都でのバイオ

テクノロジーに関する各種の政策に関する情報提供やロビー活動であり、EU のバイオテ
クノロジー関連の政策決定に大きな影響力を持っている。 
 EuropaBioの活動分野は、①医療（ヘルスケア）バイオテクノロジー、②農業バイオテ
クノロジー（EuropaBio では「グリーンバイオ」と呼んでいる）、③産業バイオテクノロ
ジーに大きく分けられている。 

EuropaBioの会員は、欧州を中心として世界規模で活動している企業約90社、及び欧州
25ヵ国各国のバイオ産業関係の協会であり、後者は域内の1,800社の中小規模のバイオ企
業を代表している。 
 本稿では、2007年 6月に発行された、EuropaBioの 2007年年次報告書などより、その
活動状況、活動実績等を紹介する。 
 

2. EuropaBioの活動状況 
  
2-1  EuropaBioの政策目標 
 EuropaBioは以下に示すように政策協調、規制、知的財産、資金利用、市民意識、研究、
製品・サービスへのアクセス性などの 7つの政策目標を掲げている。 
 

(1)欧州における政策協調に関する目標 
・バイオテクノロジー技術の全分野において政策の一貫性を確立し予測可能な基準を設

ける。 
(2)規制に関する目標 
・欧州におけるバイオテクノロジーの規制環境を改善する。 
(3)知的財産権（IPR）に関する目標 
・欧州の知的財産権の保護  
―健全な体制作りに取り組む。 

(4)資金利用に関する目標 
・未来への投資  

                                                 
1 The European Association for Bioindustries 
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― 若い革新的な企業の資金確保を支援する。 
(5)市民の意識に関する目標 
・意識格差の解消 ― バイオテクノロジーの有用性に対する市民の認知度を高める。 
(6)研究に関する目標 
・研究レベルの維持・向上を支援する。 
(7)アクセス性に関する目標 
・バイオテクノロジーを利用した製品やサービスに対して患者や消費者が公正かつ平等

にアクセスできる権利を確保する。 
 
2-2.  EuropaBioの 2007年の政策ハイライト 
 年次報告書では、この 7つの政策目標に関しての、過去 1年間の具体的な取組内容・成
果として合わせて約 30 項目が挙げられており、EuropaBio が多彩な活動を行っているこ
とがわかる。 
例えば「(6)研究」では、EuropaBioの働きかけにより EUの研究プログラムが中小企業
寄りになったこと、動物実験に代わる試験方法を推進していること、EuropaBioの戦略的
研究計画（SRA）が第 7次欧州研究開発フレームワーク計画(FP7)2に取り入れられたこと、

「将来の植物」欧州テクノロジー・プラットフォームで活動を行っていることなどが成果

として挙げられている。  
 

(1)欧州における政策協調に関する目標 
政策目標：バイオテクノロジー技術の全分野において政策の一貫性を確立し予測可能な基

準を設ける。 
2007 年の主な成果：産業の発展と雇用の拡大に向けた欧州のイノベーション戦略にバイ

オテクノロジーが取り入れられた。 
（具体的な取組内容・成果） 
・EUのバイオテクノロジー戦略に対する中間評価に参加 
・医療とバイオテクノロジーに関するマニフェスト 3を改訂 
・「医薬品フォーラム 4」において医療バイオテクノロジー産業の声を代表 
・新しいマニフェスト「グリーンバイオテクノロジー5」を発表 
・産業バイオテクノロジーとバイオベース経済に関する新しい政策アジェンダの発表 
・持続的に利用できるバイオベース製品の開発・流通を可能にする全欧州的な先導的市

場の実現を目指すイニシアティブへの取り組み 
・バイオ燃料の分野で欧州が取り組む必要のあるテーマの明確化 
今後の課題： 
                                                 
2 FP7：第 7次欧州研究開発フレームワーク計画。2007年 1月より始まっている。 
3 http://www.healthcare-manifesto.org/ 
4 ハイレベル医薬品フォーラム（High Level Pharmaceutical Forum）：産官の代表者のほか患者や医療関係
者など幅広い関係者の参画を得て EUが 2005年にスタートしたフォーラム。 

5 http://www.greenbiotech-manifesto.org/ 
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・欧州各国への協調的な政策および臨床試験指令の導入 
・必要とされる調和的な移行期間に対する認識 
・欧州規制の簡素化と各国における行政的制約の緩和 
・革新的な新製品の迅速かつ経済的な市場への参入 
・バイオテク作物に対する機能的な承認制度 
・グリーンバイオテクノロジーの欧州各国への導入 

 
(2)規制に関する目標 
政策目標： 欧州におけるバイオテクノロジーの規制環境を改善する。 
2007年の主な成果：先端治療に対する新しい規制が迅速に導入された。 
（具体的な取組内容・成果） 
・バイオシミラー医薬品（後発生物製剤）に対する EU規制の各国への効果的な導入に
向けた働きかけ 

・バイオテク作物に対する承認プロセスの本格的な導入 
・欧州における種子の単一市場化の実現に向けた取り組み 
・既に生産の停止されている 5製品に対する「交雑種の混入（Adventitious Presence：

AP）6」の基準値に EUが合意 
現在取り組んでいる問題： 
・バイオテクノロジー戦略の全ての加盟国への導入 
・行政的な制約の緩和と治験など重要な問題における不一致の改善 
・規制の簡素化 
・動物実験指令の見直し 
・遺伝子組換（GM）種子の非 GM種子への「意図せざる混入」に対する効果的かつ採
算性のある基準値の設定 

・トレーサビリティの低い輸入品に含まれる他国で承認されている遺伝子組み換え物質

の問題に対する具体的な解決案 
 
(3)知的財産権（IPR）に関する目標 
政策目標： 欧州の知的財産権を保護する ― 健全な体制作りに取り組む 
2007年の主な成果：EUが新しく定めた制度により、中小企業が国から知財コストの補償

を受けられるようになった。 
（具体的な取組内容・成果） 
・EUの新しい国家補助金制度により研究集約型のバイオテク企業が支援対象に 
・遺伝子資源へのアクセスとその利用に関する原則に対し EuropaBio内で合意 
・海洋遺伝子資源に関する国際的な法整備について EUが EuropaBioの意見を聴取 
現在取り組んでいる問題： 

                                                 
6 交雑種の混入（Adventitious Presence：AP）：食用農産物の中に遺伝子組み換え原料物質が偶発的に混在
すること。 
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・欧州における特許コストの実質的な削減 
・単一の欧州特許の実現 
・ロンドン協定の批准（翻訳コストの削減） 
・欧州特許訴訟協定（EPLA）の採択（裁判手続きの統一） 
・幹細胞に関連するバイオテク研究の特許性の明確化  など 

 
(4)資金利用に関する目標 
政策目標： 未来への投資 ― 若い革新的な企業の資金確保を支援する 
2007年の主な成果：中小企業のリスクキャピタル 7を増やすための国家による資金助成を

定める指令が発効された。 
（具体的な取組内容・成果） 
・バイオテクノロジー関連中小企業に対する新しい国家補助金制度に EuropaBioの提唱
した税優遇措置が反映 

・EuropaBioの働きかけにより欧州医薬品審査庁（European Agency for the Evaluation of 
Medical Products：EMEA）内に中小企業局が新設 

・欧州特許庁に対して中小企業へのサポート（担当局の設置）を働きかけ 
・産業バイオテクノロジーとその資金に関するフォーラム（Industrial Biotech & 

Finance Forum：IBFF）の運営 
現在取り組んでいる問題： 
・利用価値の高い新しい国家補助金制度の導入 
・中小企業の最初の製品に対する評価費用を国からの補助金に含める 
・新規加盟国を含むすべての EU加盟国におけるバイオテクノロジー産業の現状に関す
るデータマイニング 

 
(5)市民の意識に関する目標 
政策目標： 意識格差の解消 ― バイオテクノロジーの有用性に対する市民の認知度を高

める 
2007年の主な成果：バイオテクノロジー全般がより多くの市民から積極的な支持を受ける

ようになった。 
（具体的な取組内容・成果） 
・バイオテクノロジーに対して欧州世論がより好意的に 
・EuropaBioの協力した百万ユーロの費用をかけた調査 8によりバイオテクノロジーの

有用性が明らかに 
・医療バイオテクのもたらす恩恵についての情報提供などを通して政策決定者に協力 
・出版物などを通して EuropaBioに対する市民の認知度が大幅に向上 

                                                 
7 リスクキャピタル：予測できない損失に対して備えるべき資本金。 
8 Consequences, opportunities and challenges of modern biotechnology for Europe 

http://bio4eu.jrc.es/ 
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・メディアと連携した情報発信 
・責任あるバイオエシックス（生命倫理）の推進 
・「The Invisible Revolution9」の上映 
・BioVision10（リヨン）および BIO2007（ボストン）11などのイベントへの参加 

 
(6)研究に関する目標 
政策目標： 研究レベルの維持・向上を支援する 
2007年の主な成果：技術革新を推進する欧州の 2プロジェクト 12の運営が EuropaBioに

委ねられた。 
（具体的な取組内容・成果） 
・EuropaBioの働きかけにより EUの研究プログラムが中小企業寄りに 
・希少疾病向けの薬剤の研究開発を行うバイオテク企業に対する支援の続行を確認 
・動物実験に代わる試験方法の推進 
・EuropaBioの戦略的研究計画（Strategic Research Agenda：SRA）が FP7に取り入
れられ、欧州全体で協調的な産業バイオテクノロジープログラムがようやく実現へ 

・「将来の植物」欧州テクノロジー・プラットフォームへの取り組み 
 
(7)アクセス性に関する目標 
政策目標： バイオテクノロジーを利用した製品やサービスを患者や消費者が公正かつ平

等に入手・利用できる権利を確保する 
主な成果：「患者憲章」の発表により、バイオテクノロジーを利用した製品やサービスの

公正かつ平等な流通に向けた患者（消費者）と業界の協調が可能となった 
（具体的な取組内容・成果） 
・EuropaBioは患者の利益を第一に考えた患者憲章を発表 
・グリーンバイオテクノロジー ― 発展途上国の意志を尊重する政策の推進 
・バイオテク作物原料を含有する製品の輸出入に関して他国の自由を尊重する 

 
 
3. その他の EuropaBioの最近の動き・トピックス 
 最後に、上記以外の EuropaBioの最近の主な活動状況を紹介する。 
 
(1)ポジションペーパーの発表 
 EuropaBioは、話題や問題になったテーマに対して、産業界としての見解を表明するポ
ジションペーパーをその都度発行している。2007年には下記を含めた 11件のポジション
                                                 
9 The Invisible Revolution：EuropaBioの制作したショートフィルム。バイオテクノロジー技術とその日常的
な利用に関する内容で、様々なイベントなどで上映され多数の政策決定者や産業関係者が視聴している。 

10 http://www.biovision.org/ 
11 http://www.bio2007.org/ 
12 “LifeCompetence”（http://www.lifecompetence.org/）と “Match2BIO”（http://www.match2biosme.com） 
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ペーパーを発表している。 
・欧州のバイオ燃料に関する EuropaBioの姿勢および勧告 
・EU域外で承認され域内に持ち込まれる遺伝子組換製品の取り扱いについて 

・バイオテクノロジー製品に関する世界貿易機関(WTO)の裁定について  
 
(2)会議・イベントの後援 
 直接に主催するものは少ないようだが、国際的な会議・イベントを後援している。例え

ば 2008年には以下のような会議の後援を予定している。 
・世界バイオ燃料マーケット会議（3月開催、於ベルギー・ブリュセル） 
・国際バイオテクノロジー＆バイオプロセッシング会議（4月開催、於米国シカゴ） 
・再生可能資源およびバイオリファイナリー会議(6月開催、於オランダ・ロッテルダム) 

 
（編集 NEDO情報・システム部、翻訳 桑原 未知子） 

 
（参考文献リスト） 

EuropaBio のWebサイト ：http://www.europabio.org/index.htm 
EuropaBio  2007年年次報告書 ：http://www.europabio.org/index.htm 


