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【産業技術】ライフサイエンス  
 

アメリカ合衆国バイオサイエンス部門の成長（2/2） 
―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(後半)― 

 
（※本稿は、980号の特集記事1に掲載したエグゼクティブ・サマリーの後半である。 

以下、主要な部分を抜粋して紹介する。） 
 
 
重要な発見2：国と地域のバイオサイエンス・イニシアティブ2（抜粋） 
 
バイオサイエンスの研究支援と、それに必要なインフラ整備（研究施設や設備）の

ために、米国各州は総額で何十億ドルも費やしている。カリフォルニア州は、研究へ

の投資の点では最先端を行っている。カリフォルニア州の有権者は、カリフォルニア

再生医療研究所創設のため、公債基金30億ドルを拠出することを承認した。しかしカ
リフォルニア州以外の州でも、研究開発（R&D）全般および、特にバイオサイエンス
に対し、巨額の資金投入を行っている。例えばワシントン州は、3.5億ドルの「ライフ
サイエンス発見基金」を創設した。この基金では、経済発展への貢献が期待できるバ

イオサイエンス研究を支援するために、「たばこ訴訟」の和解金を財源とする年間3500
万ドルが当てられる。また、ペンシルベニア州では、州知事が、バイオサイエンス施

設への就職とバイオサイエンス施設の建設を支援する5億ドルの基金の創設を提案し
ている。 
 
 米国科学財団（NFS）の最近の調査では、学術機関に費やされる資金が大幅に増加
していることが確認された。2002年度と2003年度には理工学の研究スペースを新しく
建設するために76億ドルが費やされた。それらの施設の内56％はバイオサイエンスの
関連施設であった。学術機関は、2004年度と2005年度に91億ドルをかけ、1900万平方
フィートの研究スペースをさらに建設する計画があることを報告した。この新しく建

設される予定のスペースの内、72％を工業化学・生命科学・医学用の研究スペースが
占める。国立衛生研究所（NIH）からの資金が横ばい状態であるため、これらの施設
で研究を行う予定の研究者達を支えるためには、産業と他の研究の（慈善の）パート

ナー達が、必要な研究資金を補完し提供することができるかどうかにかかっている。 
 
 
 
                                                  
1 エグゼクティブ・サマリー前半は、NEDO海外レポート 980号特集記事に掲載。  

URL: http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/index.html 
2 これらの二つの重要な発見は、国中で進行中のBattelle研究所の地域イニシアティブの情報と、州の政
策により収集された情報の、両方が基となっている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート982号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/
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大学研究スペースの拡張 
米国科学財団が実施した科学・工学研究施設調査によると、研究を行っている単科及び総合大学における研究ス

ペースは、2001 会計年度から 2003 年度にかけて 11％増加している。これは、これまでの調査の中で最も大きな

増加率である。学術（大学）研究機関は、新しい研究スペースの建設のために、2002年度から 2003年度の間に少

なくとも 76億ドルの投資が行われたことを報告した。このスペースのうち 56％は、バイオサイエンスと医学の研

究のために使用される予定である。 

 

出典：“Universities Continue to Expand Their Research Space with the Largest Increase Since 1988; Data 

Reported for Networking.” InfoBrief, NSF05-314, 2005年 6 月  

 
 
これまでバイオサイエンスの基盤の発展に投資をしてこなかった数少ない州でも、

投資を行い始めている。例えばアラバマ州では、ハンツビルに新たに設立された非営

利組織、ハドソン・アルファ研究所が入居する建物の建設のために、州が5000万ドル
出資することを約束し、また、民間からは8000万ドルが投資される。更に、アラバマ
州知事はバーミンガムにあるアラバマ大学のバイオサイエンス研究を支援するために、

5000万ドルを投資することも提案した。 
 
各州・地域は、バイオ医学・健康部門に加えて、農業部門、産業部門および環境バ

イオサイエンス部門を発展させる活動に焦点を絞っている。バイオテクノロジー医学

が最初に承認されてから12年後、バイオテクノロジーによって機能強化された作物が
初めて市場に出た。現在科学者達はバイオサイエンス技術を生産プロセスや、化学合

成および生産物の改善などに使用している。また、多くの州と地域が、経済発展のた

めに、バイオサイエンスがもたらす好機に関心を寄せている。アイオワ州は、「バイ

オ製品とバイオエネルギーのビジョンとロードマップ」を作成した。 
 
全国の州・地域は、バイオサイエンス企業を支援し誘致することができる物理的環

境を作るために、学術・医学研究施設の成長しつつある基盤をどのように利用するか

について焦点を絞っている。とりわけ、戦略的に計画された「混合使用」キャンパス

を拡張する新しい動きが、国中の都市の主な研究総合大学で起きている。例えば、ロ

ーリー、シアトル、ポートランド（オレゴン州）、ニューヨーク市、デンバー、シカ

ゴ、サンフランシスコである。 
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ピオリアが研究資産を創設 
イリノイ州の中心部での起業と改革を奨励するために、州内で減少し続けているブルーカラー業務対策として、

イリノイ州、地域の経済開発を所管する行政機関、総合大学、および民間企業が、2005年に技術革新支援を目的と

したハイテクビジネスのインキュベーターであるPeoria NEXT Innovation Centerを立ち上げた。イリノイ州は、

Peoria NEXTに対する最も大きな投資元であり、計450万ドルを投資している。 

 

シカゴとセントルイスの中間に位置するこのインキュベーターの例のように、ピオリア地域の起業とバイオサイ

エンスの革新のための投資は、総合大学、連邦政府機関、民間企業間の連携に重点を置くことによりこれまで促進

されてきた。 

 

キャタピラー社、ピオリアにあるイリノイ大学医学部、ブラッドリー大学、ピオリア地域の医学界、そしてアメ

リカ農務省国立農業利用研究センターは、この地域の基礎・応用研究に年間 10 億ドル以上投資している。そのた

め、このインキュベーターは地域の産業基盤を多様にする地域経済の発展のパートナーとして必要不可欠であっ

た。  

 
利益をもたらすバイオサイエンスへのオクラホマ市の投資 

40年以上前、オクラホマ市のビジネスと地域社会の指導者達は、この地域に世界規模の医学施設を建設するとい

う約束をした。今日では、この時の未来構想が十分に達成されている。オクラホマ市の医療複合施設には、オクラ

ホマ大学の健康科学センター、オクラホマ医学振興財団、Dean McGee Eye研究所、Hough Ear研究所、小児病院、

大学病院、退役軍人病院が含まれている。オクラホマ健康センターは300エーカーの広さと12500人の従業者を持つ、

オクラホマ州で最も多い雇用者数を持つ施設の一つである。また、25億ドルの資本投下により、この地域の経済に

現在年間18億ドルの貢献をもたらしている。 

 

1980 年の半ば、同じ指導者達が、医療複合施設に近接するバイオ医学企業の成長を支援することによって実現

される経済的な利益を認識し、プレスビテリアン健康財団リサーチパークを開発した。現在このリサーチパークは、

基本計画（建物 4棟）以上の 6棟目の建物を完成したところだ。このリサーチパークは Aクラスの実験室とオフィ

スのスペースを 55万平方フィート保有し、現在 34テナントが入居している。  

 
各地域・州は、バイオサイエンスを持続するために必要な研究基盤を築くためには、

一つの大学や一つの医療施設では不十分で、さらにアンカー（大きな強み）となる公

共・民間研究拠点を、建設・誘致する必要があるということを認識してきている。今

まで各州・地域は、カンザス市のスタワーズ医学研究所、フロリダのスクリプス研究

所、フェニックスの遺伝子研究センター(TGen)のような非営利の研究機関の誘致や投
資に力を注いできた。各州・地方政府は、このような開発を支援するインフラ整備の

ために大きな投資をしてきた。フロリダの州・地方政府は、サンディエゴ基盤のスク

リプス研究所の一機関であるスクリプス・フロリダを誘致するために、5.1億ドルの州
／地方奨励策をまとめた。このような研究アンカーの顕著な特徴は、運用規模の大き

さ、他の研究機関との広範な連携、そしてバイオサイエンスの幅広い領域の中での焦

点を明らかにするために相互補完的な技術を統合する学際的アプローチであると言え

る。このような広範囲な基盤が、急速に変化しているバイオサイエンス領域の中の持

続可能性や柔軟性を促進する。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート982号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.982,  2006.7.26 

69 

 
フェニックスは、TGenを誘致することにより、バイオサイエンスの基盤を築いた 
遺伝子研究センター (TGen)の整備を支援するために、公的機関と民間との連携で、2002年に 1.2億ドルの拠出

が決定された。TGen は、非営利のバイオ医学研究機関で、より早期の診断法とより高度の治療法の開発に重点を

置く研究機関である。現在 TGenには、25以上の活動研究チームがあり、200人の雇用者がいる。TGenも、広さ

15エーカーの学術・リサーチパークであるフェニックス・バイオ医学キャンパスのアンカー施設である。このキャ

ンパスが全て開発されれば、実験室、オフィス、教室、その他の施設の合計は 100万平方フィートになる。アリゾ

ナ州立大学とアリゾナ大学の共同事業によるアリゾナ・バイオメディカル・コラボレーティブは、2940 万ドルを

かけた最初の建物で、現在建設中である。また、フェニックス市の中心部のアリゾナ大学医学部のキャンパスの拡

張も進行中であり、フェニックス市の有権者達は、アリゾナ州立大学のキャンパスを市の中心部に建設する起債の

事案を最近可決した。  

 
各州・地域はまた、大きな産業のアンカーを誘致するためのプログラムの導入を始

めた。サウスカロライナ州は「ライフサイエンスとベンチャーキャピタル投資法」を

施行している。これにより、一人あたりの州民所得が 1.5 倍となる新たな 200 人の雇
用を生み出す 1 億ドル以上の投資を行うバイオサイエンス企業に対して、自由に使え
る奨励金を受ける資格が与えられる。 
 
いくつかの州・地域は、バイオサイエンス研究の全ての領域で強くなることが不可

能であることを認識している。そのため、バイオサイエンス産業の基盤を築くための

特徴ある研究の強みを発展させるため、重要な資源を戦略的に割り当てている。必要

となるのは、選択した研究領域へ「大規模」すなわち桁外れの投資を行うことに焦点

を絞ることである。それにより、才能を引きつけ、新会社および新産業の創出の機会

が生み出される。投資は、その州・地域が世界のリーダーになれるように、その地特

有で、強みの核となる研究領域に対して、はっきりと的を絞って行われている。例え

ば、フェニックスでは、あるトラスト（企業連合）が、オーダーメイド医療分野の世

界的に著名な指導者達をこの地域に誘致するために、5年間にわたって5000万ドルの
投資を行うことを約束した。 

 
一つの議論の話題および焦点としての幹細胞研究は国中に広まり、カリフォルニア

州では、バイオサイエンスへの単独の投資では州の歴史上最も高額な3億ドルの投資が
行われた。しかし、幹細胞研究には反対意見が多いため、今までに研究への投資を行

った州は殆どない。ニュージャージー州はヒト胚幹細胞の研究へ助成を行った最初の

州である。同州の科学・技術委員会が、州内研究機関の17チームに対して、500万ド
ルの助成金を支給した。これらの助成金は、ニュージャージー幹細胞研究所の設立の

ための準備であり、同研究所のために、州は2005年度に1150万ドルの資金提供を表明
していた。さらに、設備投資に1.5億ドルが提案されており、住民投票が可決すれば、
胚幹細胞研究のために2.3億ドルが提供される。 
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産業界、教育者、公務員達は、K-12システム4の中で科学・工学・数学教育に興味を

持つ学生達と、よりよいパイプラインを築くことに新たな興味を持っているようであ

る。合衆国の競争状態はこのことに頼っており、バイオサイエンス企業の資産は、知

的財産だけを指すのではなく、技術者や博士達から企業の管理者達を含む人材プール

（talent pool）も含まれている。 
 
病院や医療センターは、ヘルスサイエンス分野―高校から地域短期大学の4年間や、

卒業生・博士の教育・経験を通して、バイオサイエンスにも適用できるような―キャ

リア形成を築くことに新たな興味を抱いている。未来のために十分な人材を確保して

おくために、地域は今から長期的なパイプラインを作り始める必要がある。コネチカ

ット州を含む例では、ヘルスケア関連のキャリア階段（career ladders）プログラムの
環境が整い、州全体でK-12バイオテク／ヘルスケアを先導している。K-12バイオテク
／ヘルスケアというのは、州レベルでの技術関連のキャリア開発への取り組みの一部

であり、科学・技術・工学・数学の技術を促進するものである。 
 
しばしば「bench to beside3」と言われる、トランスレーショナル・リサーチ（基礎

研究から応用分野における研究）5を促進する国の要請は、制度的には定着している。

しかし、少数の州・地域のみが基礎研究と臨床研究をつなげる具体的な戦略を促進し

ているにすぎない。アリゾナ州とフィラデルフィアのように、新しい組織的なアプロ

ーチを追求する州・地域が徐々に増えてきているが、トランスレーショナル・リサー

チによる幅広い診療は、ほとんど行われていないままというのが現状である。 
 
各州・地域は、十分なベンチャー投資資金を獲得するために奮闘し続けている。米

国での昨年のベンチャーファンド6は最終的に2億ドル強で終わった。ステージAの前の
ステージ（pre-series A）7の企業への投資額については、かなり少額であった。地域・

州は、この深刻な資金不足を埋めるために、エンゼル投資家8を奨励して地域的にシー

ドファンディングを発達させる方法を試みている。21の州では、初期段階の企業への
エンゼル投資家の投資や、地域のシード・ベンチャーファンドへの投資を促進するた

                                                  
4 幼稚園から高等学校卒業までの 13年間の教育期間。 
3 研究室の実験：Bench work、臨床における実践：Bedside workという言い方をする。医学については、

"(from) Bench to Bedside"と言って、実験系の科学を臨床における実践に応用しようという動きがあ
る。 

5国内・海外の大学、バイオベンチャー、研究機関などにおける基礎研究から派生してくる有望なシーズ 
技術や新規物質を発掘して、医薬品などの評価・承認に必要な前臨床試験や臨床試験を行うこと。 

6 ベンチャーキャピタルが資金を集め、成長が見込めるベンチャー企業に投資を行い、将来の株式公開
によるキャピタルゲインを得る目的にするファンドのことを指す。 

7 ベンチャー企業の資金調達は一定の「ステージ」（stage）に到達するごとに数回に分けて行われる。
シード・ラウンド（シード・ステージへの会社の投資）→ベンチャーキャピタル・ラウンド（ステー

ジ A（ベンチャーキャピタル（VC）が参加した最初の投資ラウンド、設立 1～2年の会社）→ステー
ジ B（VCによる２回目の投資ラウンド）→ステージ C）。 

8 ベンチャーを育てるため、資金提供や経営アドバイスなどで支援を行う個人投資家。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート982号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/
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めに、何らかの税額控除をとっている。 
 

 
 
技術の商業化は、技術移転と比較すると、かなり注目を浴び続けてきた。大学、国

立研究所、他の研究機関での発見の商業化を、奨励・支援するために、州単位でかな

り多くの活動がなされてきた。各州は、技術移転や商業化のための能力を築くための

資金を大学に提供したり、企業を作り成長させるために徹底した支援を行う独立商業

化センターの支援も行っている。これらの機関が、ベンチャーの設立、管理チームの

雇用、戦略的な計画作り、資金の獲得などの手助けを行っている。  
 
 
まとめ 
広義でのバイオサイエンスは、アメリカ経済で成長し活気のある１部門であり、50

全ての州とプエルトリコ、コロンビア特別区で120万人の雇用がある。相乗効果を考慮
すると、バイオサイエンスの影響は、580万の新たな雇用を生み、アメリカ経済におい
て、計710万の雇用を創出した。農業・化学製品から、製薬・薬剤、研究・試験機関に
及ぶ経済活動において、実に4万以上の企業が含まれている。バイオサイエンス産業は
高い技術と高い給料（合衆国民間企業の年間給料の平均より、2万6千ドル高い）の雇
用口を提供している。 

 
国中の州・地域（50全ての州とプエルトリコ）が、何らかの形で、バイオサイエン

スの基盤の成長を発展・促進させることに取り組んでいることは驚くべきことではな

い。しかし、全ての州が同じバイオサイエンスの資産を持っているわけではない。そ

れぞれの州・地域特有の資産に重点を置くことによってのみ、バイオサイエンスの発

見から経済的利益を得ることに成功するということを各州・地域は認識している。例

えば、アイオワ州ではバイオ燃料に、セントルイスでは植物科学とライフサイエンス

に、そしてメイン州では海産養殖に、重点を置いている。各州・地域が行っているこ

れらの投資は、大学に対してのR&Dの資金や最新式設備の提供という点の長期的な投
資や、教育・労働力の開発という点での市民に対しての長期的な投資である。殆どの

州では、バイオサイエンスへの投資は、バイオサイエンス以外の技術部門を築くため

の投資を含む、より大きな戦略の一部として行われる。バイオサイエンスに対する州

セントルイスは、ベンチャー投資の必要性を検討 
５年前セントルイス地域は、植物科学分野において世界で第一の地位になること、およびライフサイエンス分野

の主要な中心地になることにより、地域の技術経済の成長を目指すべく、積極的に投資を行うことを表明した。こ

の地域が直面した課題の一つは、初期段階での地域の資本不足であった。そのため、バイオサイエンスのコミュニ

ティが官民双方で協力し、その地域でのベンチャー投資の利用可能性を大幅に増加できる「植物科学・ライフサイ

エンス連合（Coalition for Plant and Life Sciences）」を結成した。過去5年間で、5億6500万ドル以上が、ベンチ

ャー、特にセントルイス地域に焦点を当てた植物科学・ライフサイエンスへ投資された。 
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の投資のさらなる利益は、これが、全住民のヘルスケアの改善に貢献する新しい治療

法や病気予防を導くのにも役立つということである。バイオサイエンスは、健全な経

済と住民の健康の両方を支援しうる。 
 
この先数年の各州・地域の課題は、連邦政府のバイオサイエンスに関するR&Dの資

金について、横ばい状態が予想されることであろう。この報告書の中で述べた多くの

イニシアティブは、連邦政府がNIHの研究予算を倍増した時から始まった。資金の競
争は激化しそうなので、州による投資がよりいっそう重要になってくる。その他の州

の課題は、国から命じられた、しばしば「bench to beside」として言われるトランス
レーショナル・リサーチの強化に対応することである。基礎研究と臨床研究をつなぐ

戦略を展開している州は殆どないが、いくつかの州は着手し始めている。取り組む必

要のあるもう一つの領域は、高い技術を持ち十分な教育を受けた様々な職業の労働者

を必要としている、バイオサイエンス産業のニーズを満たすことである。これに応え

るためには、科学、技術、数学に興味を持つ学生とのパイプラインを築くために、産

業界や教育者、公務員が共に取り組んでいくことが必要となるだろう。 
以上 
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