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【ライフサイエンス特集】

アメリカ合衆国バイオサイエンス部門の成長(1/2)
−2006 年バイオサイエンス・イニシアティブ、エグゼクティブ・サマリー(前半)−
世界中で 21 世紀は「バイオの世紀」だと考えられている。20 世紀後半に情報技術
が経済発展を促進したのと同様に、情報技術や工業技術および生物科学の高度な技術
が集結することにより、薬剤開発、医療器具・装置、農業、食品加工技術、バイオセ
キュリティー、生物燃料、および他の多くのバイオサイエンス、そしていまだ開発や
想像もされていないバイオ関連分野に従事する企業が発展・成長する機会が広く創出
されている。その結果、世界中の国・州・地域が、経済成長と国民の利益を得るため
に、人間や動植物に関係するバイオサイエンスの飛躍的進歩を目指して、資本を投下
しようとしているのは驚くべきことではない。
2004 年に、BIO（Biotechnology Industry Organization：バイオテクノロジー産業
協会）は、 Battelle 研究所などの支援を受け、米国全体のバイオサイエンス産業の規
模と構成、および地理的分布を評価するためのデータを初めて整備した。そのデータ
により、地理的に見るとバイオサイエンスに関する雇用は 50 州にわたっているが、州
によってバイオサイエンスの基盤構成が非常に多様であることが明らかになった。ま
たこの時の報告書では、バイオサイエンス企業を支えるビジネス環境を生み出す政策
の実施や投資を促すためには、州レベルでの取り組みが大きいことを明らかにしてい
る。
今回の 2006 年の報告書では、2004 年の報告書で分類されたバイオサイエンスの副
部門それぞれについて、データが更新され、成長の動向が調査され、最も規模が大き
くて、最も多く雇用が集中している大都市圏を明らかにしている。副部門とは、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 つである。バイオサイエンス活動の 5 番目の部門である「学術健康センター・
研究病院部門」は含まれていない。なぜなら、現在の産業分類や利用可能なデータは、
大きな病院部門の分類から、研究指向の病院を分離することが認められていないから
である。またこの報告書では、バイオサイエンスを支援する州と地域のイニシアティ
ブの、現在の主要な動向も明らかにしている。以下に重要な発見の概要について示す。

「バイオサイエンス」の定義付け
バイオサイエンスは、動植物や人間の機能に関する知識を応用するという共通的な結びつきのある産業や活動の
多様な一つのグループである。その分野は異なる市場間にわたり、製造・サービス・研究活動が含まれる。この定
義によると、バイオサイエンスは独特の産業集団であり、最新の研究や科学的発見が取り入れられ、常に変化して
いる。
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データに関する説明
2004 年の BIO 報告書では、バイオサイエンス部門の雇用者は、2002 年で 50 の州の 1 万７千施設で、88 万 5
千人であると報告されている。プエルトリコはバイオサイエンスの十分な基盤がある地域だが、この 2002 年のデ
ータには含まれていない。バイオサイエンスの副部門の定義もまた、修正されてきた。例えば、研究・試験の副部
門は、臨床検査が加わり拡大した。その結果、この報告書のデータは単純に 2004 年の同部門のデータと比較がで
きない。入手できた最新の 2004 年データでは、プエルトリコの追加と定義の変更を加味すると、4 万以上の組織
で 120 万人が働いていることがわかった。この年の報告書で掲載されている全ての成長データは、2001 年から 2004
年の期間をベースにしている。新しい定義とプエルトリコの追加を踏まえると、2001 年には、バイオサイエンス
関連の 37,000 以上の施設で 122.7 万人の労働者が働いていた。

重要な発見：合衆国バイオサイエンス部門
アメリカ合衆国でバイオサイエンス部門の総雇用は、2004年、50 州とコロンビア特
別区およびプエルトリコにおいて120万人に達している。この雇用のうち3分の2は医療
機器・装置と研究・試験・臨床検査の副部門であり、それぞれの副部門で40万人以上
が働いている（図ES-１）。薬剤・製薬副部門は31万3千人以上、農業用原料・化学薬
品副部門は約10万5千人(表ES-1、図ES-2)。バイオサイエンス部門の雇用は2001年以
降ちょうど1％を越える増加であるのに対し、同じ期間合衆国の総雇用は0.7%減少し
ている。これらの雇用先は、4万以上の施設にわたっている。（注：これらのデータは
2004年の報告書で述べられている同データ：施設の革新―2004年州バイオサイエン
ス・イニシアティブ（Laboratories of Innovation: State Bioscience Initiatives 2004）
と直接比較できるものではない。詳しくは前述の「データに関する説明」を参照。）
図ES-1：バイオサイエンス副部門、合衆国雇用内訳
農業用原料・化学薬品
薬剤・製薬
医療器具・装置
研究・試験・臨床検査

表 ES-1：2001 年と 2004 年の、主要部門における合衆国バイオサイエンス雇用と施設
バイオサイエンス副部門
農業用原料・化学薬品
製薬・薬剤
医療器具・装置
研究・試験・臨床検査
アメリカ合衆国バイオサイエンス合計

2001
雇用

2001
施設

2004
雇用

2004
施設

112,693
304,829
426,949
382,105
1,226,576

2,103
2,606
15,163
17,222
37,094

104,893
313,207
411,460
413,550
1,243,110

2,111
2,589
15,190
20,565
40,455

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。
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図 ES-2：2001 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
2001 年雇用
2004 年雇用

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。

研究・試験・臨床検査副部門は2001年から2004年の間に3万1千以上の雇用先が増え、
8％の伸び。同期間、薬剤・製薬副部門は3％の成長。農業用原料・化学薬品副部門は
6.9％、そして医療器具・装置副部門は3.6％減少した。これら2部門の減少は2001年の
不況に伴う全体的な経済の弱さからきたもので、特に問題があるわけではない。
経済活動においては、国家の120万のバイオサイエンス部門の直接雇用先が、新たに
580万の雇用先を生じさせた。つまり、バイオサイエンスにより、合わせて700万の雇
用が生じたことになる。経済全体でのバイオサイエンス部門による影響を測るため、
Battelle研究所は直接的な影響を測る雇用乗数を用いた。雇用乗数は、1産業部門の雇
用が他の部門の雇用先の増加に、どのように影響を与えたかを数値化する。これは、
バイオサイエンス部門（企業と労働者）が商品とサービスを供給産業から購買するこ
とにより生まれる（間接的影響）。更に、これらの供給産業に従事する労働者達は、
増加した所得を購買のために使うため、結果として経済活動および雇用の増加につな
がっている（誘発雇用先）。米商務省経済分析局（Bureau of Economic Analysis：BEA）
による乗数を使用してBattelle研究所が合衆国における各バイオサイエンスの雇用先
を計算した結果、雇用先は5.7倍に増加していた。
合衆国でバイオサイエンス部門に従事している労働者の平均年間給与は、2004年で6
万5千ドルで、民間企業の平均より2万6千ドル以上多かった(表ES-2)。バイオサイエン
ス部門の労働者が平均給与よりもかなり多く稼いでいるだけではなく、バイオサイエ
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ンス労働者の実質賃金（インフレ調整額）においても、合衆国の民間企業の平均実質
賃金はたった1.4％の増加だったのに対し、2001年から6.4％増加している。バイオサ
イエンスの副部門では、薬剤・製薬副部門が最も高額の給与であった。また、4つ全て
のバイオサイエンス副部門は各々、製造部門や民間企業トータルよりも高い平均賃金
だった。
表 ES-2.
2004年合衆国主要産業の年間平均賃金
U.S. Average Annual Wages per Employee, 2004
薬剤・製薬
金融・保険
バイオサイエンス全体
研究・試験・臨床検査
農業用原料・化学薬品
専門／科学／技術サービス
情報
医療器具・装置
製造
建設
合衆国民間企業トータル
輸送・倉庫
ヘルスケア・レンタル・リース
小売業

$79,303
$69,889
$65,775
$65,414
$63,383
$62,411
$60,530
$56,449
$47,705
$39,003
$38,758
$37,167
$36,606
$24,337

出典：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。プエルトリコはデータに含まれる。

総じてバイオサイエンス産業は極めて収益が高い。一連のバイオサイエンスの関連
産業の最新部門―もともと赤字を抱えてきた研究・試験・臨床検査機関―に高い注目
があてられる一方で、農業用原料・化学薬品や医療器具・装置、および薬剤・製薬は、
長きにわたって研究・試験・臨床検査機関の赤字をはるかにしのぐ収益があった。お
まけに、順調な研究・試験・臨床検査会社は、しばしば完全統合しバイオ医薬品会社
になる。このような合併を遂げた会社の例としては、数十の会社のうち、Amgen社、
Biogen社、Genentech社およびGilead社がある。
半数近くの州において、かなり大きなバイオサイエンス部門での雇用が見られる。
19の州とプエルトリコでは、バイオサイエンスの副部門の少なくとも一つの副部門で、
かなり大きな雇用（全副部門雇用者の3％）。また、13の州とプエルトリコはライフサ
イエンス副部門の中の一つで、大きな雇用（全副部門労働者の5％）がある。カリフォ
ルニアとニューヨークの二州では、4つの副部門のうち3つの部門で雇用が多い。4つ全
部の副部門において雇用が多かった州は一つもない。
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多くの州でバイオサイエンス部門が存在しているが、各州の構造は独自で多様であ
る。37の州とプエルトリコは、バイオサイエンス副部門の少なくとも１つの部門が特
化している（1.2以上の特化立地係数）。集中の度合いは副部門での州の活動を国の平
均と比較して評価する重要な方法である。特化立地係数（LQ） 1は、州や地方での集
中の度合いを測り、国と比較するものである。1.00以上のLQの州は、国の産業の集中
度合いと等しいかそれ以上であることを表し、その産業が「集中している」と言われ
る。LQが1.20かそれ以上（20％か、20％以上平均より上）で平均を著しく超えている
場合は、その州はその産業が「特化している」と言われる。これは、もしある州が薬
剤・製薬副部門でLQが1.35だったとしたら、国全体と比較して雇用者のシェアが35％
高いことを意味する。ニュージャージー州―つだけが、4つのバイオサイエンス副部門
の全部が特化している。コネティカット、インディアナおよびプエルトリコ州は3つの
副部門が特化している。また、9つの州が2つの副部門で、残りの25の州は1つの副部
門でのみ特化している。
11の州とプエルトリコは雇用が大きく、副部門の少なくとも一つが特化している。5
つの州（カリフォルニア、イリノイ、マサチューセッツ、ニュージャージーおよびペ
ンシルベニア）には、少なくとも２つの副部門が特化し、雇用が大きい。
大都市圏はその規模にかかわらず、バイオサイエンス活動に深く従事している。バ
イオサイエンス産業の最も大きな５つの大都市圏は、どの地域も1つの特定の副部門に
おいて国の全雇用者の20％から40％近くの割合を占めている。ただし、合衆国中の何
百もの大都市圏で、バイオサイエンスに商業的もしくは研究へなんらかの関わりを持
っており、これらのバイオサイエンス活動は広まっている。事実、合衆国の316の大都
市統計地区のうちの193地区で、バイオサイエンスの4つの副部門の中で少なくとも1
つが特化している。
各バイオサイエンスの副部門の概況を次頁以降に示す。
（次頁の地図後、2/2（次号以降）に続く）
翻訳：NEDO情報・システム部
（出典：http://www.bio.org/local/battelle2006/executive_summary.pdf
Copyright (c)2006 Biotechnology Industry Organization. All rights reserved.
Used with permission. (Included the following 4 pages.)）

1

特化立地係数（LQs）は、国全体（参照地域）と比較して、ある地域での特定の産業の集中度を測る
一般的な方法である。LQ は、その地域の特定産業の雇用の割合を、国全体（参照地域）のその産業の
雇用の割合で、割ったものである。ある特定産業で LQ が 1.0 よりも大きい場合は、その地域は比較的
集中していることを指すが、LQ が 1.0 より小さいときは、比較的集中していないことを意味する。1.20
を越す時は、国の平均をはるかに超えて雇用者が集中していることを示す。
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農業用原料・化学薬品
農業用原料・化学薬品副部門で
は、農産品の加工や有機薬品・農
薬の生産へ、ライフサイエンスの
専門知識やバイオテクノロジー
を利用する。

副部門
農業用原料・化学薬品
雇用規模（総雇用に占める割合）

主な構成
有機薬品・農薬
農業用原料と加工

製品例
エタノール・バイオディーゼル燃
料
植物性原料から合成された生物
分解性物質
肥料・農薬
生体触媒
食料・飼料添加物と成分

大(5% +)
中(3~4.9%)
小(1~2.9%)
極小(0~0.9％)

農業用原料・化学薬品
雇用集中度（対全国平均）

企業例
Archer Daniels Midland社
Bayer CropScience社
Cargill社
Dow AgroSciences社
DuPont社
Genencor International社
Monsanto社
The Scotts社
特化(LQ>1.20)
集中(1.20>LQ≧1.00)
平均(1.00>LQ≧0.80)
平均未満(LQ<0.80)

雇用規模が大きく特化して
いる州*
テキサス州
イリノイ州
オハイオ州
アイオワ州

農業用原料・化学薬品
雇用の増減（2001→-2004 年）

*州は、副部門の雇用規模が大きい順に
上から並べた。

副部門で、大規模な雇用が
ある大都市圏
ヒューストン-ベイタウン-シュガ
ーランド、TX
ジケーター、IL
ニューヨーク-ニュージャージー
北部-ロングアイランド、
NY-NJ-PA
レークランド、FL
バトンルージュ、LA

大幅増(1,000+)
増加(1~999)
現状維持/減少(0~ -999)
大幅減(-1,000 以上)
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薬剤・製薬

副部門
薬剤・製薬

薬剤・製薬副部門では、商業的に
入手可能な薬剤と診断物質を生
産している。この副部門の特徴
は、薬剤の市場化のための研究開
発活動に深く従事している多国
籍の大企業が多いことである。

雇用規模（総雇用に占める割合）

主な構成
治療
診断物質

製品例
ワクチン
腫瘍・神経・心臓の治療
ハーブ系サプリメントと
ビタミン
組織・細胞の培養
皮膚・膏薬療法
診断物質

大(5% +)
中(3~4.9%)
小(1~2.9%)
極小(0~0.9％)

薬剤・製薬
雇用集中度（対全国平均）

企業例
Abbott Laboratories社
Amgen社
Biogen Idec社
Genentech社
MedImmune社
Merck & Co. 社
Novartis社
Pfizer社
Roche Diagnostics社
Sanofi-Aventis/Sanofi Pasteur
社

雇用規模が大きく特化して
いる州
ニュージャージー州
プエルトリコ
ペンシルベニア州
ノースカリフォルニア州
イリノイ州、インディアナ州

特化(LQ>1.20)
集中(1.20>LQ≧1.00)
平均(1.00>LQ≧0.80)
平均未満(LQ<0.80)

薬剤・製薬
雇用の増減（2001→-2004 年）

副部門で、大規模な雇用が
ある大都市圏
ニューヨーク-ニュージャージー
北部-ロングアイランド、
NY-NJ-PA
フィラデルフィア-カムデン-ウィ
ルミントン、PA-NJ-DE-MD
シカゴ-ネーパービル-ジョリエッ
ト、IL-IN-WI
インディアナポリス、IN
ロサンゼルス-ロングビーチ-サン
タアナ、CA

大幅増(1,000+)
増加(1~999)
現状維持/減少(0~ -999)
大幅減(-1,000 以上)
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医療器具・装置

副部門
医療器具・装置

医療器具・装置企業は、診断・手
術・患者ケア・実験室のための、
様々なバイオ医学装置やその他
のヘルスケア製品、必需品を製造
している。

雇用規模（総雇用に占める割合）

主な構成
医療装置と供給
医療器具

製品例
バイオイメージング装置
整形・人工のインプラント・装置
歯科装置・矯正装置
眼のレーザー手術装置
自動体外式除細動器（AED）
血管ステントと他の埋込型装置

大(5% +)
中(3~4.9%)
小(1~2.9%)
極小(0~0.9％)

医療器具・装置
雇用集中度（対全国平均）

企業例
Bausch & Lomb社
Boston Scientific社
Ethicon社
GE Healthcare社
Medtronic社
Siemens Medical Solutions社
Stryker社
3M Health Care 社

雇用規模が大きく特化して
いる州

特化(LQ>1.20)
集中(1.20>LQ≧1.00)
平均(1.00>LQ≧0.80)
平均未満(LQ<0.80)

カリフォルニア州
ミネソタ州
マサチューセッツ州

医療器具・装置
雇用の増減（2001→-2004 年）

副部門で、大規模な雇用が
ある大都市圏
ロサンゼルス-ロングビーチ-サン
タアナ、CA
ミネアポリス-セントポール-ブル
ーミントン、MN-WI
ニューヨーク-ニュージャージー
北部-ロングアイランド、
NY-NJ-PA
ボストン-ケンブリッジ-クインシ
ー、MA-NH
サンノゼ-サニーベール-サンタク
ララ、CA

大幅増(1,000+)
増加(1~999)
現状維持/減少(0~ -999)
大幅減(-1,000 以上)
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研究・試験・臨床検査
研究・試験・臨床検査副部門には、
広い活動分野―新薬の発見・ドラ
ッグ・デリバリーシステムの開
発・商品化に取り組む研究志向の
高い企業から、医療業務や他の実
験サービスに取り組むよりサー
ビス志向が高い企業まで―が含
まれる。

副部門
研究・試験・臨床検査
雇用規模（総雇用に占める割合）

主な構成
研究機関
臨床検査所・診断所
試験所

製品例
機能的ゲノム科学・創薬技術
診断テスト
前臨床薬物療法
蛋白質受容体
ドラッグ・デリバリー技術
研究モデル・実験支援サービス

大(5% +)
中(3~4.9%)
小(1~2.9%)
極小(0~0.9％)

研究・試験・臨床検査
雇用集中度（対全国平均）

企業例
Cellomics 社
Charles River Laboratories 社
Diversa 社
Invitrogen 社
Laboratory Corp of America
Pharmacopeia Drug Discovery
社
ViaCell 社

雇用規模が大きく特化して
いる州

特化(LQ>1.20)
集中(1.20>LQ≧1.00)
平均(1.00>LQ≧0.80)
平均未満(LQ<0.80)

研究・試験・臨床検査

カリフォルニア州
ペンシルベニア州
マサチューセッツ州
ニュージャージー州

雇用の増減（2001→-2004 年）

副部門で、大規模な雇用が
ある大都市圏
ニューヨーク-ニュージャージー
北部-ロングアイランド、
NY- NJ-PA
ロサンゼルス-ロングビーチ-サン
タアナ、CA
フィラデルフィア-カムデン-ウィ
ルミントン、PA-NJ- DE-MD
ボストン-ケンブリッジ-クインシ
ー、MA-NH
A

大幅増(1,000+)
増加(1~999)
現状維持/減少(0~ -999)
大幅減(-1,000 以上)
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