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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 

欧米のバイオ産業の比較－概要（EU） 

 

今年４月にリヨンで開かれた「世界ライフサイエンスフォーラム BioVision 2005」

において、欧米のバイオ産業の比較研究に関する報告が行われた。この報告は、欧州

バイオ産業協会（EuropaBio）の依頼により、バイオテクノロジーのコンサルタント会

社である Critical Ⅰによって行われた。ここでは、報告書の「概要」を紹介する。 

 

序文 

ヨーロッパのバイオテクノロジーは、政治的な意味において、遺伝子組換作物およ

びこれら由来の食品・飼料、あるいはこれらが放たれる環境と同義に捉えられがちで

ある。このような「遺伝子組換生物体（GMOs）」偏重は、科学的裏付けに欠けるだけ
でなく、経済的側面からも適切であるとは言えない。植物バイオテクノロジーは重要

な一分野ではあるが、ヨーロッパおよび米国のバイオテクノロジーの中でごく一部分

を占めるに過ぎない。米国の農業バイオテクノロジー企業（植物バイオ・動物バイオ

両方を扱う企業を含む）は、バイオテクノロジー企業の僅か 5%を占めるに過ぎない。
ヨーロッパでは、7%と若干高い数字ではあるが、これもバイオセンシング、バイオス
クラビング、バイオレメディエーション（生物的環境浄化）、または環境に直接好影響

をもたらす水処理などのバイオテクノロジーを扱うヨーロッパ企業の割合である 7%
と同水準である。 

 

 
( 出典：Critical Ⅰ Limited ) 
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ヨーロッパと米国の比較 
ヨーロッパのバイオテクノロジー産業は、米国をベンチマークとして極めて適切な

歩みを進めているものと考えられる。以下の表は、欧米のバイオ産業の概要を比較し

たものである。 
 

表 ヨーロッパと米国のバイオテクノロジー産業の比較（2003年末） 

金額単位：百万ユーロ 
  ヨーロッパ 米国 

企業数（2003 年） 1,976 社 1,830 社

（2002 年） － 1,891 社

従業員数（2003 年） 約 94,000人（内R&D35,000人） 約 172,４00 人

（2002 年） － 約 168,000 人

研究開発費 約 6,000 約 16,400

臨床開発・承認申請中の化合物

（2003 年） 
450 種 1,110 種

（2002 年） － 1,164 種

売上高（2003 年） 約 19,000 約 42,000

（2002 年） - 約 40,000

VC（注 1）からの資金調達（2003 年） 750 2,100

（2004 年） 940 2,900 超

エクイティファイナンス（2003 年） 1,490 －

（2004 年） 1,600 －

デットファイナンス（2003 年） 約 1,000 4,300 の増加

（2004 年） 1,000 超 4,300 の増加

株式売却（2003 年） － 5000 相当の増加（注 2）

（2004 年） － 4000 相当の増加

新会社設立 132 件 83 件

（出典：原文が提供するデータをもとに作成） 
注 1：VC＝ベンチャーキャピタル 
注 2：大部分が一般市場での売却 

 
表のように、ヨーロッパと米国は企業数ではほぼ並ぶものの、米国のバイオテクノ

ロジー産業はヨーロッパのおよそ 2 倍の従業員を雇用しており、研究開発費はおよそ
3倍、ベンチャーキャピタルからの資金調達は 3～4倍、デットファイナンスは 4倍の
水準にある。このように見ると、米国のバイオテクノロジー産業の売上高がヨーロッ

パのおよそ 2倍に過ぎないというのは若干意外に思われるかもしれない。 
 
このように、現時点におけるヨーロッパのバイオテクノロジー産業は、地域全体を

合わせたとしても、企業数を除いては比較可能などの数的データにおいても米国と「競
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合」できる水準にはない。 
 
また、国別にバイオテクノロジー産業を見た場合においても米国には及んでいない。

例えば、地域最大のバイオテクノロジーセクターを有するイギリスについて見てみる

と、従業員数から研究開発費、売上高およびベンチャーキャピタルによる資金調達額

に至るまで米国のおよそ 10～12%に相当する規模である。なお、イギリスにおける投
資総額についてはさらに低く、米国のおよそ 7.5%の水準にとどまっている。 
 
報告書は、ヨーロッパには米国に匹敵するバイオテクノロジーセクターを開発でき

る可能性があることを明らかにしている。ヨーロッパの起業家精神は十二分に健在で

あり、新会社の設立件数も米国を 50%上回るペースを持続している。ポストゲノムの
ブームが巻き起こった 2000年から 2001年の時期と比べると、ベンチャーキャピタル
投資家の投資先企業への要求は厳しくなっているものの、ヨーロッパのバイオテクノ

ロジー産業への投資は引き続き行われている。現在、ベンチャーキャピタルが投資に

先立って企業に求めるのは、2001年と比較して企業規模が 50%拡大していること、研
究開発費を倍増させていることである。 
 
再構築 
ベンチャーキャピタルからの資金調達が厳しさを増してきたことにより、世界的な

バイオテクノロジー再構築の動きが高まっている。このテーマについては本編で詳し

く論じられている。再構築の動きは、米国で 2001年から 2002年にかけて始まり、イ
ギリスでは 2003年に顕著となった。また、その他のヨーロッパ諸国では 2004年を通
して同様の動きが続いた。新会社設立の割合は、2001 年に 12.5%であった（2001 年
段階のヨーロッパのバイオテクノロジー企業のうち 12.5%が 2001年に設立された）が、
2003年には 6～7%程度まで落ち込んだ。フランス、デンマーク、スウェーデン（なら
びにバイオテクノロジー新興国のスペイン、ポルトガル、オーストリアおよびスイス）

においては、企業数、従業員数ともに増加した。しかし、ヨーロッパで最大規模であ

るドイツとイギリスのバイオテクノロジーセクターは、アイルランドと並んで、2002
年から 2003 年にかけて縮小した。2003 年、イギリス企業は 75 社、ドイツ企業は 33
社減少した。合併・買収の動きも一部で見られ、特にイギリスにおいては顕著であっ

たが、今後は大規模な「合理化」を経て安定がもたらされるものと予想される。 
 
経営状態 
経営状態の格差は、ヨーロッパのバイオテクノロジー企業の競争力にとって、最大

の障壁であると思われる。設立後間もない新興企業は、経営を軌道に乗せるための資

金集めに苦労することが多い。しかし、新興企業に様々な形で柔軟な資金援助を行っ

ていこうとする国家的または地域的な試みは増えている。報告書が提供するデータは、
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ヨーロッパのバイオテクノロジー産業にとっての障壁が、立ち上げ期の資金あるいは

初期のベンチャーキャピタル資金の供給ではないことを明らかにしている。主な障壁

は、ビジネスサイクルのより後期の段階にある。野心の欠如、勤勉さの欠如、あるい

は（より単純かつ可能性が高いと思われる）適切な財政インフラの欠如により、ヨー

ロッパのバイオ企業は設立後 3～5年で破綻するケースが多いようである。立ち上げ期
の資金あるいはベンチャーキャピタル資金を呼び込むことが出来るのは設立後数年間

であり、ヨーロッパ企業の大半においてはその後の資金供給が途絶えてしまう。これ

から軌道に乗ろうとする段階で、大半の企業が資金調達の方策を使い果たしてしまう

様子がうかがえる。 
 

 
ヨーロッパのバイオテクノロジー産業概観 
●農業 ●環境 ●ヘルスケア ●サービス 

（出典：CriticalⅠLimited） 
 
幸い、各国のバイオテクノロジーセクター開発は、オリンピックのように国と国と

が競い合う段階には至っていない。実際に競争が行われるのは市場であり、そこでは

企業と企業が競い合っている。バイオテクノロジー企業にとっての市場はいくつかあ

る。まず第一に、企業戦略および製品開発戦略の原動力となる資金を獲得するために

競わねばならない。これに続き、すでに市場に存在する大企業の関心を得るために競
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わなければならない。これら大企業はすなわち彼らの主要販売ルートとなる。 
 
ヨーロッパの優良企業 
この報告書は、「ヨーロッパの優良企業（Elite European Company）」という概念を

展開している。これら優良企業群は比較的規模が大きく、成長力があり、価値を生み

出す研究開発に投資を続けている。比較可能な全ての要素は客観的基準のみを使用し

ている。これらの企業は、資金調達、人材、取引をめぐって国際的な競争の舞台に立

つ可能性を持つものと期待される。優良企業 60社のリストが、本編に掲載されている。
また、報告書本編では、ヨーロッパ 15 ヵ国のバイオテクノロジーセクターに関して、
国別のデータを紹介している。それぞれに企業の所在地を示した図ならびに 2003年末
から 2004年初頭におけるバイオテクノロジーセクターの相対的規模、生産能力に関す
るデータ、さらにバイオ企業の設立年数ごとに分類した簡単なデータが収められてお

り、当該セクターの「典型的」企業を表す数的指標についても掲載されている。 
 

以上 
翻訳・編集 NEDO情報・システム部 

 
（出典：http://www.europabio.org/events/BioVision/CriticalI%20studyBiotech-Euro
p.pdf , Critical I : www.criticali.net . Copyright 2005, All rights reserved. Us
ed with permission from Critical I Limited） 
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