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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 
 

EUの FP7におけるライフサイエンス研究への取組（欧州） 
 
本誌 967 号（2005年 11 月）では、欧州第 7次研究開発フレームワーク計画(FP7)1

の原案のライフサイエンス関連部分を紹介した 2。その後、EU内で検討・修正が進め
られ、2006年 7月に FP7の内容が実質的に決定した 3。 
本稿では、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
介する。 
「テーマ 1：健康」は昨年の原案に比べると、途上国との研究協力、動物実験の禁

止、倫理的・法的・社会経済的な諸問題の検討、患者の安全性保護などの記述が追加

されている。 
「テーマ 2：食糧・農業・バイオテクノロジー」の全文は今回初めて紹介するが、

このテーマは主に食糧・農業分野でのバイオテクノロジーの応用の研究に関する記述

が大部分である。ただ、最後の段落で、エネルギーや環境問題への対応を目的とした

バイオプロセス、バイオリファイナリー、バイオレメディエーション、クリーナーバ

イオプロセスなどが研究の対象として記載されている。 
 
1．テーマ 1. 健康（Health）：（文中のアンダーラインが今回追加・修正された部分） 
 
(1) 目的（Objective） 
 
新たに発生する伝染病などのグローバルな健康問題に取り組みながら、欧州市民の

健康を改善し、欧州の健康関連産業の競争力や創造力を高めることを目的とする。持

続可能で高効率化したヘルスケア・システムだけでなく、トランスレーショナル研究

（実験結果の検証など、基礎研究での発見を臨床用途に展開）、新しい治療法の開発・

検証、高齢者の健康などを含む健康増進・予防の手法、診断ツール・医療技術に重点

を置く。 
 
 (2) 理論的根拠（Rationale） 
 
ヒトゲノムの塩基配列解読やポストゲノム学における最近の進歩が、ヒトの健康と

疾病に関する研究に革新をもたらした。大量のデータを統合し、基礎となる生物学的

                                                  
1 欧州連合（EU）が行う研究開発助成の中心的な政策手段。次期 FP7は 2007年から 2013年までの 

7ヵ年計画として検討されている。 
2 NEDO海外レポート 967号。http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/967/967-03.pdf 
3 NEDO海外レポート 983号。http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-07.pdf 

および http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-08.pdf 

< 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990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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プロセスを理解して、健康関連のバイオ産業で利用し得る主要技術を開発するために

は、診断のための知識と能力の向上を目的として、国レベルでは集めることが不可能

な多分野の専門家・資源を結集する必要がある。 
 
生物医学研究によって実益を得、生活の質を高めるには、健康に関するトランスレ

ーショナル研究が必要不可欠である。このトランスレーショナルな保健研究で意義の

ある進歩を実現するためにも、さまざまなステークホルダー4が関与する、欧州全体で

の学際的なアプローチが必要とされる。このようなアプローチにより、欧州は世界的

に重要な疾病に対する国際的な取り組みに、より一層効果的に貢献できるようになる。 
 
多くの疾病（例えば、癌、心疾患、感染症、精神・神経疾患、アルツハイマー病や

パーキンソン病といった特に老化に関連する病気など）の臨床研究は、短期間で多数

の患者を必要とするため、複数の研究センターが参加する国際的な研究として行われ

ている。また疫学的研究では、有意義な研究成果を得るために、幅広い人口グループ

を対象とした研究と国際的なネットワークが必要とされる。奇病の新しい診断法や治

療法の開発、またそれらの疫学的研究においても、それぞれの研究に多くの被験者が

必要となるため国際的な取り組みが必要である。欧州レベルで健康政策主導の研究を

行うことによって、各国が保有するデータベースやバイオバンクのモデル、システム、

データ、患者サンプルの比較が可能になる。 
強力な EU ベースの生物医学研究は、欧州のヘルスケア・バイオテクノロジー、医

療技術、製薬産業の競争力強化に役立つ。また、EU と発展途上国が協力して研究を

進めることにより、途上国における研究能力の向上が期待される。また臨床研究の成

果を最大限に生かすためには、公衆衛生の問題に取り組む公共機関や製薬産業分野で

の開発環境の整備に EU が積極的な役割を果たしていかなければならない。研究開発
志向型の中小企業は、ヘルスケア・バイオテクノロジーと医療技術産業における主要

な経済的牽引者である。現在、欧州には、米国よりも多くのバイオテクノロジー企業

が存在するが、そのほとんどは米国企業と較べて小規模かつ未成熟である。EU レベ

ルの官民共同研究活動は、欧州のバイオテクノロジー企業の振興を促進することにな

るだろう。EU レベルで行う研究は、再生医療などの新しい医療技術の適切な法的枠

組みを設定するための、新たな基準や標準の整備にも貢献できる。生物医学研究では

引き続き動物実験が行われており、一般市民と投資家両方にとっての懸念事項となっ

ている。この問題に対し、欧州では動物実験代替手法を中心とした新しい試験方法の

研究開発が進められ、今後国際的なリーダーシップをとっていくことが期待されてい

る。また、動物実験を行わないことによって、関連産業分野における欧州製品の市場

競争力が上がる可能性もある。 
 

                                                  
4 利害関係者。かなり広義な関係者全体を指すことが多い。 
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政策要求に欠かせない研究など、今後取り組まれる活動について次項で説明する。

活動全般を通して、子どもと高齢者層の健康という戦略課題に特に重点が置かれてい

る。「欧州技術プラットフォーム」（例えば革新医療に関するもの）で策定された研究

計画などの長期的な研究については、関連性があれば支援されることになる。これら

を補完し、新しい政策ニーズに応えるために、健康政策問題や労働安全衛生分野など

での活動がさらに支援される可能性がある。 
 
倫理的、法的、および社会経済的な諸問題に関しては、次に示す取り組みの範囲ご

とにそれぞれ検討される。 
 
(3) 取り組み（Activities） 
 
ヒトの健康のためのバイオテクノロジー、ジェネリック・ツール、医療技術： 
 
・ 高速大量処理研究： データの生成・標準化・収集・分析を強化することで、ゲノ

ム、ポストゲノム、および生物医学研究における実験の進歩を促進する。 
 
・ 検知、診断、モニタリング： 非侵襲あるいは低侵襲アプローチに重点を置く。 
 
・ 治療の適合性、安全性、効率性の予測： シミュレーション、薬理ゲノム学、分子

標的アプローチ、動物実験の代替方法などを含む、生物学的マーカー、体内外の手

法、およびモデルを開発・検証する。 
 
・革新的治療の方法と治療行為： 再生医療のための新しい治療ツールなど、多くの

疾病・疾患へ用いるための先進治療法や技術を研究し、研究の成果を整理して開発、

発展させる。 
 
ヒトの健康のためのトランスレーショナル研究：  
 
・生物学的データとプロセスの統合―大規模データ収集、システム生物学（複合系モ

デリングを含む）： 関連する全ての生物のあらゆるレベルの組織で発生する重要な

生物学的プロセスを制御する、何千もの遺伝子と遺伝子産物間の複雑な調整ネット

ワークについて理解を深めるため、膨大な量のデータ生成・分析を行う。 
 
・脳と脳疾患、ヒトの成長と老化に関する研究： 正常な老化プロセスや、認知症な

ど老化に関連する疾病を含む脳疾患、また正常な状態での遺伝子および環境と神経

活動との相互作用を探究する。 
 

< 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990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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・ 伝染性疾患のトランスレーショナル研究： 新しく発生し得る感染症あるいは再興

感染症（SARSや極めて病原性の高いインフルエンザなど）や抗菌薬耐性、HIV／
AIDS（C 型肝炎の合併感染を含む）の世界的脅威、マラリア、結核などの問題に
取り組む。 

 
・主要な疾病のトランスレーショナル研究―癌・心疾患・糖尿病／肥満、奇病、その

他リウマチ様疾患などの慢性疾患： 臨床研究に特に重点を置き、予防から診断・

治療までの患者志向の戦略を展開する。 
 
欧州市民へのヘルスケア実施の最適化： 
  
・臨床研究成果の臨床治療への移行： 医療現場での意思決定のためのナレッジベー

スの開発や、臨床研究の成果から臨床治療に移行する方法、特に患者の安全と医薬

品のより適切な使用（副作用などによる医薬品の危険性の認識、科学的に実証済み

の補完物や代替医療の利用などを含む）と、小児・女性・高齢者を対象とした特異

的な治療の開発に取り組む。 
 
・ヘルスケア・システムの品質、効率性、連携性（過渡的なヘルスケアシステムを含

む）：効果的な治療行為を可能にする経営判断を実現する。異なる複数の治療法につ

いて、患者の安全を含めて費用・効率・効果の評価を行う。十分な人材の供給を行

うための必要性と必要条件を定義づける。人口の変化（老齢化、社会的流動性と移

住、職場移動などを含む）の分析などを行い、高品質なヘルスケアへのアクセスの

公正さに影響する要因を分析する（不利な条件に置かれたグループによるアクセス

に関する分析も含む）。 
 
・疾病予防強化と医薬品利用の改善： ストレス、食習慣、ライフスタイル、環境要

因や、それらと医薬品との相互作用といった健康決定要因に対応可能な効率的な公

衆衛生活動を確立する。薬剤処方の改善や、患者自身による薬剤服用の改善（安全

対策の側面および医薬品の相互作用を含む）のために、さまざまなヘルスケア環境

での成功する治療法を明らかにする。 
 
・新しい健康治療法と技術の適切な使用： 公衆衛生を十分に保護して役立てるため

に、新しい医療技術（含む装置）や先進的な治療法を大規模に展開する場合の、安

全性および効果の長期的な評価とその監視方法に取り組む。 
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2．テーマ 2. 食品・農業とバイオテクノロジー 
 
(1) 目的（Objective） 
 
社会、環境、経済の諸問題に取り組む新たな研究の可能性を開拓するため、科学、

産業、その他のステークホルダーを統合し、欧州に知識ベースのバイオエコノミー

(KBBE: Knowledge Based Bio-Economy)5 を構築する。社会、環境、経済の諸問題と
は具体的には、より安全で健康的かつ高品質な食品と再生可能な生物資源の持続的利

用・生産への需要の高まり、動物の伝染性疾患や人畜共通伝染病および食品に関連し

た疾病の発生リスクの高まり、農作物や水産物の持続的な供給や安全性に対する脅威

（気候変動に起因するものも含む）、動物保護の問題や農村・沿岸部など地域的な問題

や特定消費者のニーズへの対処などを考慮した高品質な食品への需要の高まりなどで

ある。 
 
(2) 理論的根拠（Rationale） 
 
持続可能でより安全かつエコロジー効果の高い、競争力のある農業、漁業、飼料、

食品、健康、および森林関連産業の基盤を構築するには、微生物や植物、動物といっ

た生物資源の持続可能な管理や生産・利用に関する知識の改革と進歩が必要となる。

これは、テクノロジーに関する戦略 6 に沿って、欧州の農業およびバイオテクノロジ
ー企業、種苗会社や食品会社（特にハイテク中小企業）の競争力を高めつつ、社会福

祉と福利厚生を改善していく上で重要なものである。食物に由来する疾病（肥満、ア

レルギーなど）や感染症（感染性海綿状脳症、鳥インフルエンザなど）に対応するに

は、食品・飼料連鎖、栄養と疾病の関連、食品の選択、食品や栄養の健康への影響な

どに関する研究が必要とされる。これらの研究はまた、公共の分野（動植物の健康と

消費者保護）における政策の実施や今後の政策制定にも役立つ。 
 
欧州ではこれらの分野の産業は多岐に分かれて展開しており、各産業は小規模なも

のが多い。これは欧州の強みのひとつでもあるが、その一方で、異なる産業が同じよ

うな問題にぶつかった場合にばらばらにアプローチするという状況を引き起こしても

いる。EU の法規が変更されて、手順や技術、プロセス、標準などに関して各産業間

で協調や技術の共有化が進むことにより、この問題への一歩進んだ取り組みが可能に

なる。 
 
欧州テクノロジープラットフォーム(ETP: European Technology Platform)のいく

                                                  
5 「バイオエコノミー」という用語には、農業、食品、漁業、林業など生物資源を生産・管理・活用す
る全ての産業および経済部門、またそれらに関連するサービス・供給・消費財産業が含まれる。 

6 「欧州のライフサイエンスとバイオテクノロジーに関する戦略」（"Life Sciences and biotechnology . 
A strategy for Europe” - COM(2002) 27） 

< 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990号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/
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つか 7 は、植物のゲノミクスやバイオテクノロジー、林業その他森林に関連する産業、
国際的な動物の健康、家畜育種、食品・産業バイオテクノロジーなどの分野において、

欧州全体での共通的な研究優先順位の決定に役立っている。また、共通農業政策(CAP: 
Common Agricultural Policy)、農業および貿易に関する問題、食品安全性の規制、欧
州森林戦略(EFS: European Forest Strategy)、EUにおける動物の健康や病害対策と
福祉に関する標準、持続可能な漁獲および水産養殖の開発と安全な生鮮海産物の実現

を目指す共通漁業政策(CFP: Common Fisheries Policy)の改正などに活用できるナレ
ッジベースを構築するための研究 8 も行われている。これらの取り組みは、今後の社
会状況や経済状況の変化などに応じて、新しい政策ニーズに柔軟に対応していくこと

が期待されている。 
 
(3) 取り組み（Activities） 
 
土地、森林、および水性環境における生物資源の持続可能な生産と管理： 
 
微生物、植物、動物の多様性の探求や持続可能な利用方法などを対象に、ゲノミク

ス(genomics)、プロテオミクス(proteomics)、メタボロミクス(metabolomics)、システ
ム生物学、バイオインフォマティクスなどの「オミクス(omics)」技術の研究を行う。
陸上の生物資源に関する研究では、地力の改善、多様な穀物およびその生産システム

の改良（有機農業、質的生産の実現、遺伝子組み換え生物が環境やヒトへ与える影響

の観察と評価などを含む）、植物の健康、持続可能で競争力があり多機能な農業と林業、

農村部の統合的な開発などが研究対象となる。また、動物の保健福祉・繁殖・生産（ワ

クチンや診断法の研究などを含む）、動物の感染性疾患（疫学研究、動物原性感染症と

その発病メカニズム、動物飼料に関連する疾病などを含む）、気候変動などによる食料

生産の持続可能性と安全性への脅威、動物の排泄物の安全な廃棄などの問題にも取り

組む。水生環境における生物資源に関する研究では、漁業の持続可能性と競争力を高

め、漁業の経営管理に科学的・技術的な基盤を提供し、水生生物の繁殖や福祉などを

含めた持続可能な水産養殖開発を支援することを目的とする。また、農業、漁業、水

産養殖業、農村開発などに関わる政策立案者や関係者のためのツールの開発や、生産

の社会経済的あるいは倫理的な背景などの問題にも取り組む。 
 
「食卓から農場へ」－ 食品、健康、福祉： 
 
食料や飼料の消費者・社会・文化・産業・健康的側面（行動科学や認知科学などを

含む）。栄養や食事に関連する不調や疾病（肥満やアレルギーなどを含む）。ある種の

                                                  
7 「未来の植物 ( P l a n ts  f o r  th e  Fu t u r e )」、持続可能な化学技術プラットフォームの ｢産
業バイオテクノロジー ( I n du s tr i a l  B i o t ech no lo gy )｣な ど。  

8 テーマ「環境（地球温暖化を含む）」の下では、天然資源の持続的な利用と維持に関連した補足的な
研究が行われている。 
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食品類の健康効果。革新的な食品や飼料の加工技術（パッケージ方法などを含む）。食

品・飲料・飼料の化学的および微生物学的な面の品質と安全性の改良。食物連鎖の安

定化および制御。食物・飼料連鎖での環境的な影響。食物・飼料連鎖と地球規模の変

動との相互関係。食物連鎖全体の概念（生鮮海産物を含む）。トレーサビリティ。 
  
食品以外の持続可能な製品・プロセスに関するライフサイエンスとバイオテクノロジー： 

 
エネルギーや環境のため、および新しい営農システムやバイオプロセス、バイオリ

ファイナリーの概念などを含む材料や化学物質などの高付加価値製品の生産のために、

穀物や森林資源、原料、水産物とバイオマス（海洋資源を含む）を改良する。バイオ

触媒、微生物・酵素の開発および改良。林業や森林製品の製造加工。バイオによる環

境修復（バイオレメディエーション）およびよりクリーンなバイオプロセスの開発や

改良、農工業廃棄物・副産物の活用。  
 
出典：Amended proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND THE COUNCIL 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0364en01.pdf 
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