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Society5.0の実現に向け、官民
一体となって取り組む戦略分野とし
てバイオ分野を位置づけ

【第４回未来投資会議より（H29.1.27）】

○バイオ・マテリアル革命
・公的機関が保有する生物資源データ
を集約し解析するための基盤の構築や、
生物資源の産業利用にかかる更なる
円滑化策や革新的バイオ製品の市場
拡大策について検討する。

・革新的なバイオ素材等による炭素循
環型社会や食による健康増進・未病
社会の実現等に向け、我が国のバイオ
産業の新たな市場形成を目指した戦
略を策定する。

未来投資会議

未来の産業創造と社会変革に向け
た新たな価値創出の取組としてバイ
オ分野の“戦略”策定を決定

科学技術イノベーション
総合戦略2017

産業界代表より、バイオ分野への
研究開発投資の活性化が提言

【第４回諮問会議資料より（H29.3.30）】

【イノベーション創出】
• 先端技術、バイオ分野、観光・農業

等をはじめとする研究開発投資の活
性化、新型の戦略的イノベーション
創造プログラム（ＳＩＰ）を通じた
生産性向上・歳出効率化に資する
課題解決型の取組の推進。

経済財政諮問会議

産官学による新たなバイオ戦略の策定に向けて

 「未来投資戦略2017 」で、バイオ分野の戦略策定を閣議決定。
Japanese government planned formulating new national policy in Biotechnology field in 2017

「バイオ戦略検討WG 検討の中間とりまとめ」を公表 [H30.6.13]

・ 第2期SIP 「スマートバイオ産業・農業基盤技術」が全12課題の1つに選定 [H30-H34]

・ 内閣府CSTI バイオ戦略ＷＧ（4回開催：2017年12月～2018年2月）

-Formulation of new biotech policy-

Council for Growth Strategy Council on Economic and Fiscal Policy
Comprehensive Strategy on Science, 
Technology and Innovation 2017

【H29.6.2 閣議決定】

Assigned Biotech area as a key for contributing 
to Society5.0 

Create innovation based on Strategic Innovative 
Program (SIP), a national R&D PJ.

Planned formulation of new biotech policy

Working group for new biotech policy in Council for Science, Technology, and Innovation (CSTI), Cabinet Office
(Four meetings were held in Dec, 2017 ~ Feb, 2018) proposed interim summary of new biotech policy in June 13, 2018.

2nd SIP “Smart Bio-industry and Agriculture” was selected as one of the 12 main R&D projects (2018-2022).



バイオとデジタルの融合

農林水産業の革新 革新的新素材による成長社会

健康・未病社会の実現炭素循環型社会の実現

 ビッグデータやAI、バイオテクノロジー等を活用した品種改良（「スマート育

種」）により、農業等が直面する課題を克服、生産者の所得を向上

 環境に優しい農業、気候変動等への対応、世界の食料安定供給に寄与

 スマートセル等を利用した新規素材の開発により、新たな市場を創出

 地域の生物資源を活用した高付加価値品生産により、農山村地域
等に産業・雇用を創出

 化学品等のものづくりにおけるバイオプロセスへの転換・スマートセル
の活用により、石油依存からの脱却を促進

 世界最高水準の医療の提供により健康長寿社会を形成

 食のヘルスケア産業の創出による健康増進社会の実現、生活
習慣病等の内因性疾患への予防的対応の強化

炭素循環型社会の実現

新たな産業・市場の創出

 スマートセルによって幅広い産業と融合、イノベーションによる新たな産業・市場（バイオエコノミー）を創出

Bio jet fuels, etc

Biotechnology、ＡＩ、ＩＣＴ等の活用 スマート養蚕施設 革新的バイオ製品

高機能食品、
安全安心な食品

農林水産物の
輸出拡大

医療費削減 健康寿命の
延伸

生産者の
所得向上

戦略のビジョン Vision for national Biotech Policy

○バイオテクノロジーを利用する各産業において日本の強みを活かした、デジタル技術との融合によるイノベー
ションを通じ、市場の創出・拡大、社会的課題の解決を図るとともに、SDGs等への貢献を目指す必要

2バイオ戦略検討ワーキンググループ（第4回）資料４「バイオ戦略ＷＧ中間とりまとめ（素案）」より

Bio x AI/IT

Smart Agriculture

Circular economy

Sustainable growth

Long healthy life society 

New industry/market creation 

Create bioeconomy via smart cell-driven innovation 

Smart breeding technology leading to eco-friendly 
agriculture and global food supply  

New functional materials development via smart cell
contributes to job, market, and industry creation

Reduce oil-dependency via smart cell or bioprocess 
instead of petrochemical process

Food-based healthcare & medical care leading to 
healthy life society



当面必要な取組 Interim summary of new biotech policy 

１．研究開発 Research & Development

ゲノム編集等の先端技術と有用なビッグデータの取得・AI解析等を融合した「データ駆動型」の技術

開発の加速 Promotion of data-driven technology in Biotechnology area

＜革新的新素材・製品の創出＞Create functional materials via smart cell

○ 「スマートセル」による化学合成が困難な有用化合物等を工業生産するための技術開発

○バイオ製品等を効率的・低コストに生産可能とするため、多種多様なデータを取得し、大量生産

技術にAI解析を導入(AI-driven scale up tech.)することによる、生産条件の最適化 等

＜健康・未病社会の実現＞ Contribute to long healthy life society

○個人の健康状態・生活習慣に応じて、健康の維持・増進を図るための食生活をデザインするシス

テムの開発（食と健康の網羅的なデータの取得・解析等を実施）Healthy food design

○マイクロバイオームを利用して健康増進を図る食品の開発（健常人の腸内微生物叢の網羅的な

データの取得・解析等を実施） 等 Microbiome-based development of healthy food

バイオ戦略検討ＷＧにおける検討の中間とりまとめ（抄）

○今後、我が国の強みを活かした「データ駆動型」の研究開発・社会実装等を加速するため、当面、以下

に掲げる取組の検討・推進を図ることが必要。

２．研究環境 Research Ecosystem

＜オープンイノベーション＞ Create open innovation via industry-academia-government collaboration

○産学官連携による、基礎から実用化の段階までの研究開発プロジェクトの推進、マネジメントの強化

○国研や大学、企業間のデータ協調によるオープンイノベーションを推進するためのルールづくり 等

Aims to promote “data-driven R&D and start-up business” 
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２．研究環境（続き）Research Ecosystem (continued)

＜研究拠点＞Establish R&D center based on industry-academia collaboration/interdisciplinary collaboration

○バイオとデータ科学等の異分野との融合、基礎から実用化までを対象とした、産学の連携研究拠点の整備 等

＜研究資源（生物資源、データベース）＞ Collect new bioresources & bio-big data available for bio-industries

○データベースの統合・機械可読化の促進

○研究者向けに加え、産業界のニーズに対応した生物資源、データの収集・整備・提供

○個人データ等のプライバシー、セキュリティー対策。データやAIなどツールの相互運用性の確保 等

＜人材育成＞Human resources development in bioinformatics area through industry-academia collaboration

○産業界とアカデミアの連携による、データ科学等異分野融合人材の育成、産業界等への橋渡し 等

＜バイオベンチャー＞Create bio-venture ecosystem for stable and continuous financing

○企業の成長段階に応じた切れ目ない資金調達の環境整備

（ＶＣ等とのマッチングや投資判断に必要な情報提供の充実）

○経営人材等に関する支援、ベンチャー支援人材の発掘・資質向上 等

３．産業利用（社会実装）Start-up business

Create rules for new biotechnology (genome editing), functional food and materials based on scientific 

knowledge to address safety, reliability and ethical issues

○ゲノム編集作物に対するカルタヘナ法、食品衛生法における取扱いの早期明確化

○ゲノム編集技術をはじめとする先端技術の国民の理解の促進

○遺伝子組換え生物の産業利用に係る各種手続きの合理化

○生産物質（素材）の有用性やバイオマス製品の環境性能の見える化、公共調達での利用促進

○食の健康増進に関する研究の進展に伴い蓄積される科学的エビデンスの保健機能食品制度への反映

機能性表示の規格化・国際標準化 等
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産官学による新たなバイオ戦略の策定に向けて

 「未来投資戦略2018」および「統合イノベーション戦略2018」で、引き続きバイオ分野の重要性が
明示され、新バイオ戦略については来年夏を目途に策定予定。

Growth Strategy 2018 indicates that new national Biotech policy will be proposed in summer, 2019 

バイオ・マテリアル革命 Bio-material revolution

【閣議決定（H30.6.15）】

・バイオとデジタルの融合による革新的な研究開発、実用化を通じ、
食による健康増進・未病社会や革新的バイオ素材による炭素循環
社会の実現に向けた取組を推進。飢餓、エネルギー、気候変動等
SDGsを含む社会課題解決に貢献。

・炭素循環社会の実現に貢献する革新的なバイオ素材の有用性や
環境性能、国産バイオマス資源の循環性能を適切に評価する表
示・表彰の仕組を検討。

・ゲノム編集技術について、その円滑かつ迅速な産業利用を実現す
るべく、本年度中を目途に現行法上の遺伝子組換え生物に当たらな
い範囲を明確化。

・健康維持増進が期待される特定保健用食品や機能性表示食品
等について、本年度より５年間で科学的知見の蓄積を進め、免疫
機能の改善等を通じ保健用途における新たな表示の実現を目指す。

・農業、工業及び健康・医療分野で新たな市場（バイオエコミー）
や雇用を創出。

・市場規模の拡大等具体的な目標、取組等を盛り込んだ新バイオ
戦略を、2019年夏を目指し策定。

・「データ駆動型」の技術開発・社会実装を世界水準にまで加速させ、
新たなバイオ戦略に盛り込む目標を達成。

・食品としての安全性は適切に確保する前提で、医食同源の思想に
基づき、バイオテクノロジーを利用した農林水産物・食品の活用を含
め、食による健康増進に関する研究開発の進展に伴い蓄積される
科学的エビデンスの保健機能食品制度への反映、機能性分野にお
ける表示、成分分析法等の規格化・国際標準化。

未来投資戦略2018

AI技術とバイオテクノロジーを強化

統合イノベーション戦略2018
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【閣議決定（H30.6.15）】

「統合イノベーション戦略推進会議」を設置（2018年7月）

-Formulation of new biotech policy-

Integrated Innovation Strategy 2018Growth Strategy 2018

Enhance AI technology and Biotechnology

Integration of Biotech and AI/IT tech and its R&D contribute to SDGs

Evaluation and display of functions of new 
materials contributing to circular economy

Create rules for genome editing available for bioindustries

Gain scientific knowledge for functional foods for food with health claim 

Job, market, industry creation in agriculture, engineering, medical fields

Propose new biotech policy in summer, 2019

Promote “Data-driven” biotechnology R&D and start-up business  

Use scientific evidence obtained by R&D for improvement of food with 
health claim and display of nutrition areas

Establish “Council for Integrated Innovation Strategy” in July 2018 



統合イノベーション戦略推進会議について

 統合イノベーション戦略（平成30年６月15日閣議決定）に基づき、イノベーション関連の司令塔機
能の強化を図る観点から、横断的かつ実質的な調整機能を構築。

Establish “Council for Integrated Innovation Strategy”, a control tower for cross-cutting integration and coordination 
of different specified innovative fields

6第１回統合イノベーション戦略推進会議 資料１を改変

-Council for Integrated Innovation Strategy-

-Council for Integrated Innovation Strategy-

chair: chief cabinet secretary 

Council of advisers

Expert study for each theme (AI etc)

Team for enhancement and promotion of innovation strategy

Team Leader: Special Advisor to 
the Prime Minister 

Bureau (Innovation promotion division)

Director: Hiroto Izumi (Special Advisor to the Prime Minister )

IT Property Health & Medical Space Ocean/MarineScience, Technology, Innovation



戦略上のテーマ 特に調整・推進が必要な当面の事項の例

＜知の社会実装＞
・創業

・政府事業・制度等のイノ
ベーション化

＜横断的な社会実装＞
・Society 5.0実現に向けた社会実装（自動走行、健康・医療・介護等）

Start-up business leading to Society5.0 (automobile, health & medical, etc)

＜創業＞
・日本型ベンチャー・エコシステムの構築（対等な協業・連携、人材流動化等）

Construct ecosystem for “Made in Japan” ventures

＜知の国際展開＞
・STI for SDGs

・ロードマップの策定
・プラットフォームの構築（我が国の技術シーズ等と国内外のニーズのマッチング）

＜強化すべき主要分野＞
Specified fields

・AI技術
AI Technology

・バイオテクノロジー
Biotechnology
・安全・安心
Safety & Security

・環境エネルギー
Environment & Energy

・農業等
Agriculture

＜AI技術＞
・桁違いな規模での人材育成方策の策定・評価・見直し（産学官一体）
・取り組むべき技術開発等の明確化

＜バイオテクノロジー Biotechnology＞
・医療・非医療が一体となった新たなバイオ戦略の策定

Formulate a new biotechnology policy including both medical and non-
medical fields

＜安全・安心＞

・「知る」「育てる」「守る」「生かす」の取組の推進（国及び国民の安全・安心の確保）

推進会議で調整・推進が必要な事項 –Council for Integrated Innovation Strategy-

7第１回統合イノベーション戦略推進会議 資料２を改変



事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

成果目標

 平成28年度から平成32年度までの5年間の事業であり、化学合成と比較

して圧倒的に低コストなバイオものづくりのための基盤を確立し、省エネ社会

実現への貢献を目指します。（平成42年度の見通しとして、85.8万kl／

年の省エネを目指します。）

委託・補助(大企業1/2補助、中小企業2/3補助）

事業イメージ

植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発事業

平成3１年度概算要求額 30.0億円（24.0億円） 34 million USD in 31FY

事業目的・概要

 近年、植物や微生物等の生物を用いた高機能品（機能性素材など）の生

産技術は、化学合成と比較して省エネルギー・低コストでの物質生産が可能で

あり、原料としての化石資源を代替しうることから注目されており、その世界市場

規模は平成42年には200兆円規模へと拡大することが見込まれています

（OECD, 2009）。

 これらの高機能品の高効率な生産技術の開発にあたっては、生物情報の集積、

生物情報に基づく合理的な生物機能設計（コンピュータ上でのゲノム・代謝機

能設計）、細胞機能を改変するための高効率なゲノム編集技術（ゲノム情報

を修正する技術）、細胞に新たな機能を付加するための大規模なDNA合成

技術の融合による我が国独自の基盤技術構築が不可欠です。

 本事業では必要な技術開発を行い、バイオものづくりの生産技術を集積したプ

ラットフォームを整備することで、国内企業の競争力を確保します。

大学・民間企業等

交付金

国
(研)新エネルギー・
産業技術総合開発

機構(NEDO)

国産ゲノム編集技術
Made-in-Japan Genome 
editing techonology

PPR 
motif

生物情報に基づく合理的
な生物機能設計技術
Design smart cell based 
on biological big data

生産効率を向上させるための情報取得・基盤技術開発

情報技術と高効率なゲノム編集技術等を駆使し、生物を用いて
高機能品を生産する省エネルギー型バイオ産業の創出へ

DBTL system for 
microbe based 
bioproduction

Plant factory 
based 
bioproduction

微生物生産植物生産

生物情報の集積
Collect genome data of 
key organisms used in 
private sectors

長鎖DNA合成技術
Long DNA synthesis 
techonology

生産株 データ
ベース

ATGCCTGAGCATGCCTGAG
CTAGCATAGATGCCTGAGC
TAGCACAATGCCTGAGCTA
GCA・・・・・・

生物情報

生産を実現するスマートセル統合プラットフォームの整備

実用ターゲット生産を通じた開発ツール・システムの検証と高度化

生物だから作れる
高機能品の生産

低コスト・省エネ
な物質生産

再生可能原料
からの物質生産

従来の生産プロセス
・化石資源を使用
・高いエネルギー消費
・持続可能でない
→大量生産・大量消費社会

スマートセル
生産工場の創成

Smart Cell

バ
イ
オ
エ
コ
ノ
ミ
ー
創
出
と
炭
素
循
環
社
会
の
実
現

Microbes Plants

新
た
な
価
値
の
創
造

Bioplastics

Chemicals

Proteins

Intermediate 
medicine

Food & 
Supplement

Development of Production techniques for highly functional biomaterials using smart cells of plants and other organisms

Bioeconomy in 2030 2.7% of GDP

Develop “made-in-Japan” platform for bio-production
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