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国際ＩＴ財団 http://www.ifit.or.jp/    

日本生産性本部 http://www.jpc-net.jp/ 

国際ＩＴ財団(IFIT)とは 

1988 年 6 月に｢国際ＡＩ財団」として設立（創設時の理事長：牛尾治朗・ウシオ電機 代表取締役

会長）｡人工知能に関する様々な国際交流や開発支援､普及啓発に取組む。21 世紀のニーズに即応し

た情報通信に関する財団として再生すべく､2001 年 1 月に現在の名称へと変更｡ 

2014 年 3 月に日本生産性本部・澤田潤一（現・業務執行理事）が代表理事に就任し、日本企業・

官庁との綿密なネットワークに根差した国際展開を目指す。 

米国、欧州（英国・ドイツ・エストニア）の IT 先端ビジネス分野の海外調査を実施｡2017 年 8 月

現在、「サービスデザイン」「IT×ゲノム情報」等をテーマに 6 回の海外調査を実施。これらの取

り組みを通じ､国内外の IT 経営リーダー層を対象とした相互研鑽のプラットフォーム作りに取組む｡ 

 

イノベーションリーダーズ・プログラム（ILP）とは 

日本の企業・省庁・各種組織の異業種の次世代リーダーが参画し、イノベーションを牽引する最

新技術の調査研究を行う。世界で起こっている経営革新・事業創出・社会変革の鍵を握るＩＴとオ

ープン・イノベーションの重要性の理解とリーダーシップ養成を通じ、未来に向けた提言・アクシ

ョンプランに取組む。 



    
 

はじめに 

 近年のゲノム解析・編集技術の画期的な技術革新により大幅なコスト削減・高速化が実現し、遺伝子

情報を自由にプログラミング出来るようになった。一般の人々が遺伝子解析を受け、パーソナライズし

た遺伝子治療や予防医療を受けられる「パーソナルゲノム」時代になったと言われる。 

 CRISPR-Cas9 技術を始めとした最新のゲノム編集技術と、コンピューターの情報処理高速化、ビッグ

データ解析、人工知能などのＩＴ技術を組み合わせる事により、医療の研究開発のみならず、農業、製

造、エネルギーに至るまで幅広い産業応用が見込まれる。官邸の発表した『未来投資戦略 2017 Society 

5.0 実現に向けた改革』（平成 29 年 6 月 9 日）においても、「遠隔診療・ＡＩ等のＩＣＴやゲノム情報

などを活用した医療」の拡充が戦略項目のひとつとして掲げられている。 

 パラダイム・チェンジを引き起こすような破壊的なイノベーション、新規市場創出を達成するには、

学術研究、産業応用、新規事業において複数の異分野を組み合わせる事が非常に重要になっている。情

報の集積・解析、製造・ものづくりなどハード技術の効率化、バイオ研究などのウェット技術、ビジネ

スのサービスデザインなど、複数分野にまたがる新たな価値創造が不可欠である。 

 国際ＩＴ財団（IFIT）のイノベーションリーダーズ・プログラム（ILP）では、非バイオ分野の多様な

専門性を持つ若手リーダー達を日本企業や各種組織より集め「IT×ゲノム情報」をテーマに海外調査を

実施した。通常の業務の枠を超え、未知の領域を研究することで、新たな気づきや自分が得意とする分

野との組み合わせることでイノベーティブな提言を生み出すことを目的としている。本稿は今回実施し

たボストン調査を踏まえ、ゲノム産業分野をあらゆる角度から研究・考察した調査団の各参加者の調査

内容をまとめたものである。調査概要、ボストン調査の訪問録、メンバーによる考察、から構成される。 

 敢えて日常業務と関連性の低い最先端技術を学び、提言を行うことは、若手のイノベーション人材育

成には非常に有効である。ILP メンバー間と海外調査訪問先との間においても「オープン・イノベーシ

ョン」状態が生まれ、調査を契機として新たなプロジェクトや情報交流が生まれている事は大変有意義

である。今後も同様の試みが続き、メンバーが今後もこのつながりを継続し、具体的な提言や施策、ア

クションプランを一つでも多く実現していくことを切に願ってやまない。 

最後に、本調査を実施するにあたり多大なご協力、ご指導を賜った理化学研究所・ 光量子技術基盤開

発グループ グループディレクター 和田智之博士を始めとする関係各位に、心より厚くお礼申し上げる。 

 

 

 神成 淳司   

慶應義塾大学 環境情報学部 准教授、医学部 准教授（兼担）      

     内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室長代理 / 副政府 CIO 

国際ＩＴ財団 理事 ILP コーディネーター 
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I. 本調査の概要 

本調査では、ＩＴ×ゲノム情報分野の動向について調査するため、世界最大のバイオベンチャー集

積地である米国マサチューセッツ州ボストンに赴き、ヒアリングを行った。調査項目等は以下の通り。 

訪問時期： ２０１７年４月２５日（火）～２８日（金） 

 

調査方法： インタビュー（１～２時間程度）及びラボ見学、資料調査 

 

調査項目：・米国などの新興ゲノム・ベンチャーは、大学や企業とどのように連携し、どのように新

産業を作り上げているのか。 

・ゲノム情報がもたらすビッグデータなどの大きな可能性の反面、関連する倫理、プライ

バシーや諸規制等への対応はどのように取り組まれているのか。 

・ベンチャー支援機関は、どのような役割を担っているのか。ゲノム・ベンチャーと日本

企業が効果的に連携するためには何が必要か。 

訪 問 先： 

［ゲノム研究を代表する先端科学者］ 

   ジョージ・チャーチ博士（ハーバード大学）                                        

   フェン・ジャン博士（ブロード研究所） 

［バイオインキュベーション施設・支援団体］ 

   ラボセントラル（LabCentral）  

   マスバイオ（MassBio）              

［ゲノム・ベンチャー企業］ 

   ギンコー・バイオワークス（Ginkgo Bioworks）                                                

   ヴェリタス・ジェネティクス（Veritas Genetics）                                      

［関連プロジェクト・NPO］ 

   ジャンティーヌ・ルンショフ博士（パーソナル・ゲノム・プロジェクト） 

   アッドジン（Addgene）     

 

調査メンバー： 神成 淳司 慶應義塾大学 環境情報学部 准教授、医学部 准教授（兼担） 

                内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室長代理/副政府 CIO 

   白川 晃久 エディットフォース 取締役 

   島田 賢治 President of UNIGLOBE KISCO INC.(a KISCO Company in USA)  

   坂本 智章 財務省 大臣官房総合政策課 課長補佐 

高山 聖  新日本有限責任監査法人 シニアマネジャー 

志村 彰洋 電通 マーケティング・クリエーティブセンター 主任研究員 

織田 周平 日本電気 官公営業本部 係長 

石川 晶雄 フューチャーアーキテクト コンサルタント 

森  憲司 ヤマトホールディングスデジタルイノベーション推進室マネージャー 

和田 智之 理化学研究所 光量子技術基盤開発グループ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 

齋藤 奈保 国際ＩＴ財団 事務局長 

日下部裕美子 国際ＩＴ財団 プログラムディレクター 
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II.総括（エグゼクティブ・サマリー） 

本報告書は、現地調査、国内ワークショップ、そしてメンバーによる調査に基づき、多様な観点から

の発見を訪問録・考察としてまとめたものである。その総括を以下のとおり紹介する。 

○ ゲノム編集分野を牽引するバイオテック集積地ボストンのエコシステム 

 ハーバード・ＭＩＴ等の大学と、ブロード研究所など世界有数の研究機関、製薬企業、投資家、支援

組織、起業に成功したエンジェルによるメンターネットワーク等が、当地のエコシステムを支えており、

知的資本、社会資本、人的資本、財政資本などイノベーションに必要な要素が豊富である。ゲノム研究

を牽引するジョージ・チャーチ博士、フェン・ジャン博士も、エコシステムの重要な核となっている。 

○ 合成生物学の父・ジョージ・チャーチ博士が語るゲノム編集の未来 

ジョージ・チャーチ博士は、新しい生命機能をデザインする「合成生物学の父」として広く知られてい

る。人類初のゲノム解析技術に大きく貢献した他、多数のゲノム・ベンチャー企業のアドバイザーを務

める。博士は、今後、バイオロジー分野における先端技術の発展と応用により、製造業など従来、生物

学とは遠い世界であった「ノンバイオ」分野のプロセスが、大きく変換されると予言する。 

○ ゲノム編集技術クリスパー発明・開発の天才科学者、フェン・ジャン博士 

 第 3 世代ゲノム編集技術 CRISPR-Cas9 を巡る近年の特許係争で、米国で基盤特許が認められたのはブ

ロード研究所である。CRISPR-Cas9 発明・開発の世界の第一人者、ノーベル賞候補とも言われる同研究

所のジャン博士は、今後、生体データの大規模な集積・管理がゲノム編集競争の成否を分けるという。

そのための環境整備が重要で、日本も早急に考える必要がある。 

○ バイオ産業を盛り上げる非営利組織・ボランティア 

 パーソナル・ゲノム・プロジェクト(PGP) や、マスバイオのメンターなど、ボストンでは非営利組織

(NPO)やボランティアが、バイオ産業振興に大きな役割を果たしている。自ら進んで経験を還元する背

景はバイオ・コミュニティの「志」であり、生命科学の最前線を担う自負心にも通じる。日本において

も、イノベーション促進につながるソーシャル・キャピタル型インフラの充実が必要である。 

○ バイオとノン・バイオが融合するオープン・イノベーションのすすめ 

イノベーションリーダーズ・プログラム（ILP）では、企業の若手リーダーを集め、バイオ以外の専

門性を持つ人材がゲノム情報をめぐるイノベーションについて調査した。新たな発見を経て、自分の業

界で新しいアクションにつなげることを目指し、その結果として新しい動きにつながった。微生物の研

究開発プラットフォームを提供するギンコー・バイオワークスは、調査メンバー企業との協力関係を検

討するなど、このほか、ボストンのバイオ・コミュニティと日本の調査メンバーとの連携促進につなが

っている。 

「オープン・イノベーション」を実現するには、異業種の人が出会い、共に同じ事象を見聞し、組織

の枠を超えて考察を議論できる場は有効である。今回、当財団が媒介役となり、企業の若手リーダーが

自社のビジネス領域とは異なる分野の調査に積極的に参加することで革新的な着想を生み出す機会とな

る事が実証された。日本企業は今後もこうした「新しい発想の渦」の中に優秀な人材を送り込むと次な

る成長と想像を超える波及効果が得られる。 
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下記は、メンバーによる考察の各章の要約である。 

1. バイオテクノロジーとゲノム情報活用の展望： 

ジョージ・チャーチ博士との面談から得られた情報を背景に考察すれば、バイオ産業で今後重要になる

分野は、高精度かつリアルタイムに測定可能になるバイオセンサーの発展、ゲノム情報と環境要因のデ

ータ蓄積、ゲノム情報と環境要因の融合による病理・疾病の解明が挙げられる。 

2. 日本におけるゲノム・ベンチャー支援において公的機関が担う役割・あり方： 

マスバイオのゲノム・ベンチャー支援例にみられるように、バイオ・ゲノム分野のベンチャーに特有の

共通支援ニーズ（設備の整備、法務・規制対応、ソフト面の支援、データ分析・蓄積機能、業界共通領

域支援、資金調達面の充実）を公的機関が担う事は有効である。    

3. ゲノム編集に関連する理論的・技術的知見へのアクセシビリティの向上に向けて： 

一般からのアクセシビリティ向上によりゲノム情報技術の裾野を広げることは、人材育成・産業振興の

上で重要である。データベースの強化、データの観測・収集、データベースの技術的観点、アプリケー

ション事例、ウェットラボの低コスト化の分野で日本の産業が取り組める課題を具体的に紹介する。    

4. ゲノム編集仮想化を通じた欲求のバイパス化： 

スマートセル産業を日本で発展させるには、どのようなものが創れるかより、どのようなものを欲しい

かを消費者から吸い上げることが重要である。消費者に対して「どのようなものが創れるようになるか」

分かりやすく提示し「どのようなものが創りたいか」を吸い上げ、蓄積するためのアプリ、指導者付き

ワークショップ、簡単なゲノタイピングツール等の普及を、幅広い層に提供していくべきである。    

5. 日本のＤＴＣ（遺伝子検査）ビジネスへの示唆： 

一般消費者向け遺伝子検査（ＤＴＣ）事業について、日本では医業に該当しないという整理でサービス

提供自体は禁止されていない。保険適用しないことで価格の課題に直結している。今後ゲノム医療にか

かる効果をどのようにはかり、費用負担を誰が行うか、エビデンスに基づく議論が必要である。    

6. 日本版の高品質なゲノム編集ツールのＯＰＥＮ化ＰＦ構築の可能性について： 

米国ＮＰＯアッドジン社の事例にみられるように、今後、ゲノム編集ツールの開発、ロジスティクス分

野におけるゲノム研究材料のオートメーション化、温度管理品質の向上、輸出入手続きの効率化などの

分野で日本が優位性を追求することも可能である。 

7. 個人情報保護とゲノム情報などに関する動向と仮説： 

今後のゲノム情報などの流通網整備が必要であるとすれば、ゲノム情報によりもたらされる価値にゲノ

ムデータや病歴や生活環境を含めた要配慮情報を提供・流通させる事にプライバシーリスクが見合うの

か、個人・事業者のゲノム情報の流通に参加するインセンティブ設計に公的機関も関わるべきか、国を

超えたデータ流通網がゲノム医療進展に必要か、などの課題を良く検討する必要がある。 

    

 国際ＩＴ財団 
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III. 米国現地調査記録 

1. ジョージ・チャーチ博士（ハーバード大学） 

日時：2017 年 4 月 26 日（水）10 時～11 時 

  

チャーチ博士                  チャーチ博士（中央）を囲んで 

1) 経歴 

1954 年生まれ。アメリカを代表する遺伝学者・分子工学者・生化学者で、ハーバード大学と MIT の

教授である。425 の論文の共著者であり、95 の特許を取得している。博士は、「合成生物学の父」とし

て知られている。合成生物学（Synthetic Biology）は、新たな生物を作り出す研究として、近年注目を集

めている研究分野である。 

パーソナル・ゲノム・プロジェクトの設立者でもある。パーソナル・ゲノム・プロジェクトは 2005

年に設立され、ゲノム情報と共に、健康、形質、環境要因等のデータの蓄積・公開を実施しているプロ

ジェクトである。さらに「CRISPR-Cas9」研究の第一人者でもあり、フェン・ジャン博士（Dr. Feng 

Zhang）とゲノム編集技術を難病治療に活用するスタートアップ Editas Medicine の創業者でもある。 

マンモス復活のプロジェクトにも関わっており、2017 年 2 月のチャーチ博士の発言は、「今後 2 年以

内にマンモスを復活できる」として大きなニュースとなった。実際には、アジアゾウとマンモスのハイ

ブリット胚を作るという取組で、マンモスの形質を持ったアジアゾウの作成と言った方が近い。本取組

では、代理母ではなく、人工子宮を使う予定であることも語られている。 

このように、チャーチ博士は複数の分野で野心的な取組を実施しており、TIME 誌が発表する 2017 年

度版「世界で最も影響力のある 100 人」では、「Titans（重鎮）」としてその名を連ねている。 
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2) チャーチ博士のラボの今後の方向性 

チャーチ博士とそのラボが現在情熱を傾けている研究分野は以下である。 

・臓器移植 

・新しいセンサーを含む新材料 

・ゲノムに対する新しいエンジニアの手法 

・ウイルスに抵抗力を持つ細胞の作成 

・エイジングリバーサル 

チャーチ博士は、これまでに DNA 合成のコストを下げるという非常に革命的なプロジェクトに関わ

ってきた。CRISPR（クリスパー）と呼ばれる編集技術は、精度の高い編集に必ずしも適さないことが

あり、2009 年から CRISPR を改善して、より効率を上げ精度を高め、さらに多くの DNA 編集を可能と

する研究を実施している。この研究では、細菌と人間のゲノムを扱っており、人の細胞を用いた研究の

大きな目的は、タンパク質をつくること、ワクチンをつくること、ウイルスに抵抗力を持つ細胞をつく

ることである。また、ヒト幹細胞をもちいて、様々な病原体に抵抗を持つ、移植可能な臓器をつくるこ

とも考えている。 

3) 新しいセンサーを含む新材料について 

チャーチ博士は、バイオ関係、バイオメディカル関係の技術に限らず、それ以外のテクノロジーにも

大きな関心を寄せている。現在情熱を傾けている研究分野としてセンサーを挙げたが、今はどのような

細胞でもセンサーをつくることができ、これによりスマート材料をつくることができると考えている。 

 また、まだ推論的なところもあるが、製造面ではバイオロジーからノンバイオに変換できるのではな

いかと語る。Atomically precise という製造方法について、最近の例では DNA にエンコードする技術があ

り、複数の企業が関与していると明かしてくれた。現在は色々な材料を使って作っているモノ（例えば

金属・太陽パネル・様々な電気の部品・デバイス等）が、全て生物学的な材料を使って作ることが出来

る様になり、その方がモフォロジー（形態学的）に優れているとのことだ。 

4) ゲノムに対する新しいエンジニアの手法について 

CRISPR-Cas9 の効率・精度をより向上させるために、チャーチ博士は次の２つの問題があると言う。

１つ目はデリバリーで、もっと効率良く核にデリバリーする必要があるということだ。２つ目は

CRISPR-Cas9 自体の問題だ。CRISPR-Cas9 を用いた DNA 編集では、二本鎖を切った後に、精度が非常

に高いドナーDNA の編集と、精度の低い細胞レベルの編集の両方が起こり、競合する。そして多くの場

合、精度の低い細胞編集が勝ってしまう問題がある。 

この問題に対し、実はチャーチ博士は CRISPR-Cas9 に取って代わる２つの方法について、既に

CRISPR-Cas9 よりも長い時間を費やして取り組んでいると言う。膜たんぱく質中に形成したナノサイズ

の穴（ナノポア）に DNA を通し、その際の電流の変化で塩基配列を読み出す「ナノポアシーケンス

（Nanopore sequencing）」と蛍光手法（fluorescent）だ。Nanopore sequencing は 2009 年から、fluorescent



    
 

6 

は 2001 年から研究をしており、まだ研究の途中ではあるが、Nanopore sequencing の方がより有望で、実

現できれば非常に素晴らしいものになると言う。 

5) エイジングリバーサル研究状況 

エイジングリバーサルは遺伝子療法を基にしており、複数の論文が出ている。これらはまだ動物の論

文で、エイジングリバーサルというよりは長寿を目指す内容とのことだ。チャーチ博士は、2 年前から

老齢のマウスに対して 45 の研究を実施しており、そのいくつかをイヌに移行し始めている。現在のイ

ヌを用いた研究では、既に臨床試験を実施しており、この臨床試験が終わると、FDA の承認を受けて獣

医用の薬になる。チャーチ博士は、イヌの実験も成功する見込みであり、ヒトに適用できるのも、それ

ほど遠い将来ではないと語る。 

6) 臓器移植研究の方向性 

 ウイルスに抵抗性のある臓器の移植について、チャーチ博士に今後を聞いたところ、豚のゲノムは臓

器移植のために今年中に使えるようになるとの回答があった。豚の生殖細胞系列（germline）をエンジ

ニアリングすることによって、精度を非常に高めることが出来ると言う。ジャームラインをエンジニア

リングするということは、その結果が生殖細胞（germ cell）に存在し、世代から世代に受け継がれてい

くことになる。そのためチャーチ博士は、人の場合はジャームラインを操作したくないと考えており、

最初に組織を作り、その組織にウイルス抵抗を持たせたり、老化を防いだりする臓器を作ることが最初

の流れになるだろうと考えている。 

 

  

チャーチ・ラボ見学（写真左: ベンチ、写真右:大容量多本架遠心機 Allegra X-15R） 
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2. フェン・ジャン博士（ブロード研究所） 

日 時：2017 年 4 月 26 日（水）15 時～16 時   

  

 

1) 経歴 

 MIT 准教授であり、ブロード研究所及び McGovern 研究所に所属する分子生物学者、脳神経科学者。

CRISPR-Cas9 を用いたゲノム編集技術の開発における第一人者で、バイオベンチャー企業 Editas 

Medicine（2016 年 2 月 3 日 Nasdaq 上場）の創立者の一人でもある。これまで、Perl/UNC Prize in 

Neuroscience, the NIH Director’s Pioneer Award, the National Science Foundation’s Alan T. Waterman Award, 

the Jacob Heskel Gabbay Award in Biotechnology and Medicine, the Society for Neuroscience Young Investigator 

Award など受賞。ハーバード大学 B.A、スタンフォード大学 Ph.D. 

2) ブロード研究所の概要 

ゲノム研究を中心とする生命科学の基礎研究を行う研究機関。ハーバード大学とマサチューセッツ工

科大学により 2004 年に設立され、生物学や、ヒトが罹る疾病に関する理解の発展を通じた、新たな医

療の創出に貢献している。 

 ブロード研究所は、MIT とハーバードが共同で設立した研究機関。ブロード研究所全体で、1,000 人

以上の従業員が勤務している。データサイエンスやコンピューター・サイエンス、製薬などの専門家が

集まり、協力している。科学的な知識が豊富なスタッフとコミュニティが、ブロード研究所をユニーク

で面白い環境にしている。ブロード研究所のコアサービスとして、プロテオミクス（タンパク質の大規

模構造解析）や遺伝子のシーケンシングなどを含む生物学の幅広い分野で利用可能なプラットフォーム

を構築し、提供している。新薬や治療法の開発、農業技術の開発などの用途で、多くの研究者が使う。 

 ブロード研究所の facultyになるには、MIT かハーバードの faculty、もしくはハーバードの関連病院の

facultyであることが必要。Facultyにはコアメンバーとアソシエイトメンバーの 2 種類がある。コアメン

バーはフルタイムでこちらにラボを持って従事しており、現在 12～13 名が在籍。専門も多岐にわたっ

ており、例えば私自身は脳神経科学・分子生物学が専門で、他の教授には、遺伝学、免疫学、腫瘍学、

感染症学などの専門家も在籍している。アソシエイトメンバーは、2 年ごとに更新されるメンバーシッ

プで、週に 2 回程度こちらに来ている。 

会議室にて（後列・右から４人目がジャン博士） 
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3) ジャン博士が注目している CRISPR-Cas9 技術応用分野 

フェン・ジャン氏が CRISPR-Cas9 がインパクトをもたらすと考えている分野は 4 つある。 

 1 番目は、医療分野。病気を治療するための、新しいクラスの薬や医療を提供できる可能性。細胞に

変異が起きると、それが病気につながることがある。悪い変異が生じた細胞の治療に CRISPR-Cas9 を用

いることで、変異を修復することができる。 

 2 番目の分野は、役に立つ変異を遺伝子に導入すること。変異の中には人間の役に立つ変異もある。

例えば、CCR5 と呼ばれるタンパク質がある。人間はこのタンパク質をコードする遺伝子を自然に体内

に持っており、そのうちの一部は HIV 感染に耐性を持っているため、HIV の予防に応用できる可能性が

ある。CRISPR-Cas9 によって、こうした役に立つ変異を導入することも可能。 

 3 番目の分野は農業。農業では私たちは既に 1000 年間、作物の種類を掛け合わせ、より良い作物を作

ってきたが、その方法ではとても時間がかかる。ゲノム編集ツールを使えば、遺伝子をいろいろな種類

の作物に一気に適用し、交配できる。 

 フェン・ジャン氏が関心を持つもう 1 つの分野は、遺伝性の神経疾患に関する分野である。フェン・

ジャン氏は、脳を理解するテクノロジーを作ろうとしており、ゲノム編集もそのためのツールの 1 つと

考えている。現在、マウスの細胞を用いて、自閉症と遺伝子の関係に関する研究を進めている。 

4) ラボの研究の進め方、着想 

ジャン博士談：「CRISPR-Cas9 は、もともとバクテリアが持っているウイルスに対する免疫機能を利

用しているが、バクテリアは免疫機能だけではなく、様々な機能を進化の中で獲得してきた。自然界は

極めて複雑であり、その中に効果的に機能する様々なメカニズムが内在している。このように、自然界

に存在するメカニズムを解明し、そこに新たな技術を見出すことが基本であり、それらの機能を用いた、

例えば Cpf1、Cas13a、C2c2 などの Cas9 以外の酵素やツールについても研究を進めている。例えば

Cas13a は、DNA を細胞の中で切断する Cas9 と異なり、RNA を標的とする酵素だが、RNA の 1 つをカ

ットすると、他の環境の中にいる同じような RNA を全部カットしにいくという非常に面白い性質を持

っている。この性質は、ウイルスに感染した細胞などに対して効果を発揮するのではないかと見て研究

している。CRISPR-Cas9 は、新しいタイプの DNA を挿入するには必ずしも効率がよいわけではない。

また、すべての細胞に適用できるわけではないといった課題もあり、今後こうした課題を解決していく

必要がある。」 

ジャン博士の研究室メンバーの研究：ラボ研究者の一人は、細胞内に核を 2 つ持つ、非常にユニーク

な水生の単細胞生物を研究している。その生物の核の中のゲノムを、まず全部破壊する。そうすると、

何百もの小さな断片に分かれる。その断片がまた 1 つにまとまるとき、どのように生命に必要なタンパ

ク質を作り出すか、そのプロセスを研究し、次世代のゲノム編集技術につなげようとしている。また、

別のメンバーは、バクテリアのトランスポゾンを用いて、DNA をカットせずに新たな DNA を挿入する

仕組みを研究し、Cas9 の機能を拡張しようとしている。 

研究課題の見つけ方：自然界に存在する生物の中から、どのようにして適切な生物種を見つけるのか。

適切な生物種を選ぶためプロセスの最初に、まず研究の目的がある。例えば、新たな配列の挿入を効果
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的にやりたいというモチベーションがあり、それを行うために、まず DNA のモジュール化を行う生物

が必要であり、その中で、取り扱いが簡単な小さな生物が望ましいなど、基準を追加して該当する生物

の種類を狭めていくと、ある特定の生物が一番適していることがわかってくる。現時点では、適切な生

物を見つけるためのデータベースなどがあるわけではなく、どのような生物がこの性質を持っているか

を、多くの文献にあたって見つけていく。このようにして、まずは自然界のメカニズムを学び、テクノ

ロジーを発展させていくことで、現在できないようなことを実現していこうとしている。 

  

ブロード研究所見学（写真左: フェン・ジャン博士のベンチ、写真右:ラボ） 

5) 研究に使うデータについて 

 ある特定の病気を患っている人の遺伝子と健康な人の遺伝子とを比較して、そこにどのような遺伝的

な特徴があるかなどを分析しているが、一人当たりのデータサイズは数ギガバイトにおよび、ストレー

ジのコストは小さくない。ブロード研究所内にもデータアナリストがいるが、ストレージのインフラ部

分や処理の高速化などについては Google などともパートナーシップを結んでいる。 

 純粋な遺伝子情報だけでなく、環境データも分析対象であるが、フェノタイプ（表現型）に関する情

報は必ずしも提供されるデータに含まれていないため、自分たちで取りに行く必要がある。 

 また、ヒトの医療情報については、医療記録を提供してくれる国がいくつかある。アイスランドやス

ウェーデンは、各個人の血液や、他の様々な生体サンプルを採取し、データとして管理・保持している。

そういったデータは私たちにとって非常によいリソースであり、ブロード研究所はそのような国の機関

や病院と連携している。生物の仕組みは非常に複雑であり、データがあればあるほど解明を進めやすい。

私たちは、提供された医療データを非常にセキュアなシステムで、所定の手続きを守って厳重に管理し、

研究に役立てている。 

 研究上の課題として、医療データの標準化は非常に重要な論点。15 年ほど前までは、例えば採血でさ

え十分に標準化されておらず、データの比較は難しかった。現在でも標準化は十分ではなく、標準化の

一層の推進が求められている。 
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3. ラボセントラル（LabCentral） 

日 時：2017 年 4 月 25 日（火）11 時～12 時 30 分  

対応者：Megan Keegan, Purchasing Lead 

  

 

1) ラボセントラル概要 

 ラボセントラルは、スタートアップのバイオベンチャー企業をサポートし、独立に向けてのアシスト

を行うことを目的とする非営利組織（NPO）である。ケンブリッジ・イノベーション・センター（CIC）

の創設者であり、ライフサイエンス分野のベンチャーキャピタリストであった Tim Rowe 氏と、医師で

あり、サイエンティストであった Johannes Fruehauf 氏によって設立された。当初、マサチューセッツ州

のライフサイエンスセンターによる 500 万ドルの基金によって設立された。 入居者が支払う賃料とスポ

ンサーの協力によって運営費が賄われている。支援先ベンチャーの株式を取得することはない。 

 ラボセントラルが支援するベンチャー起業家は入居時点で最初 1 人の会社でも問題なく、ラボセント

ラルのチーム全体がサポートするので、1 人でも十分運営できる。オンサイトのスタッフが 15 名ほどい

て、入居者をサポートする。15 名のうち、半分がラボのチーム、もう半分がオペレーションチームと、

役割分担を行っている。ラボチームはラボのいろいろな装置がきちんと機能していることを確認する役

割を担っており、オペレーションチームは、このラボ全体が正しく機能するようにしている。オペレー

ションチームの所掌には、プログラムやイベント、施設の管理も入る。財務・会計についてもサポート

しているほか、政府への認可申請などもラボセントラルのスタッフが引き受けている。ラボセントラル

のスタッフは、この業界やこの環境に非常に情熱を持っており、この組織のミッションに共感する人々

が集まっている。2013 年にオープンして以来、2017 年 4 月時点で辞めたスタッフはまだいない。 

 これまで 25 社がラボセントラルを「卒業」し、いずれも成功している。例えば、NantKwest が、バイ

オテックの業界で最大の IPO を行ったほか、研究者兼 CEO1 名で入居した UNUM THERAPEUTICS は、

このラボにいる間に 6 億 4,500 万ドル集めて独立し、今は従業員 65 名の会社になっている。 

  

    写真左：キーガン氏                    写真右：ミーティング風景 
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2) ラボセントラルのコミュニティと入居審査プロセス 

ラボのコミュニティは、入居企業とスポンサーから成る。誰でもスポンサーになれるというわけでは

なく、コミュニティに価値をもたらす主体かどうか、審査を行った上で選ばれている。 

入居審査プロセス：入居企業の申し込み・選考プロセスには、オンラインによるアプリケーション、

電話面接、委員会でのプレゼンテーションの 3 つの段階がある。オンライン・アプリケーションの際に、

どのような会社・業務を行っているか、今までどの位の資金調達をしたかなど、簡単な質問への回答を

求める。その後、電話面接を行い、スクリーニングに合格した後に、ラボセントラルの委員会の前でプ

レゼンテーションがある。投資家向けのプレゼンテーションのような 20〜30 分の短い売り込みのプレ

ゼンテーションを入居希望企業は行う。コア技術や、資金調達の戦略などを説明し、それを受けてラボ

セントラルが合否を決定する。合格率は 18％であり、選定された会社は精鋭と言える。 

 選考基準：選考基準が 3 つある。ラボセントラルはコワーキングの文化を持っており、その文化にフ

ィットした会社というのが 1 つ。2 つ目は、今までにないような新しいテクノロジーを持っていること。

そして、最後に、750 万ドルの以上の資金を持って「いない」こと。750 万ドルもの資金をすでに稼いで

いる場合、自分でラボを作れると考えられるため、入居資格はない。これらの選考基準を満たしていれ

ば、学生でも、企業に所属していても、誰もが入居者になり得る。当初の資金が 750 万ドル以下であれ

ば、入居後にいくら収益を上げてもよく、ある会社は入居期間中に 6 億 4,500 万ドルの売り上げを達成

した。それだけ成長が速いと、ラボセントラルに入居し続ける必要はなく、自分たちで事業を展開して

いけばよい。 

 入居期間：入居期間は 2 年間となっている。退去日よりも 30 日以上前に通知があれば、2 年より前に

退去することもできる。 

 スポンサー：現在、30 機関がスポンサーとなっており、増えてきている。スポンサーは、ラボセント

ラルに現金による寄付のほか、いろいろな設備やサービスを提供している。その対価として、スポンサ

ーはラボセントラルのコミュニティに、各種のイベント等を通じてアクセスできる（スポンサー以外の

ベンダーは、コミュニティへのアクセスはできない）。スポンサーになるにも審査のプロセスが存在す

る。誰もがスポンサーになれるというわけではなく、コミュニティに一番の価値を提供する人たちを、

ラボセントラルが精査して選んでいる。よりよいスポンサーを集めることも非常に重要であり、その役

割はファウンダーが主に担っている。 

3) ラボセントラル利用の仕組み 

 ラボセントラルが提供するシェアードラボの中心となっているのが、「オープンラボ」と呼ばれるガ

ラス張りのエリアである。ラボは一人の科学者に対して 1 ベンチという単位で数え、オープンラボには

30 のベンチがある。オープンラボには、300 万ドル相当の装置があり、入居者に共用されている。この

装置は全てこのラボセントラルで所有管理をしているため、装置が壊れても入居者自身が修理する必要

はない。入居者は、まずオープンラボに入居する。最初は 1 つのベンチのみ提供されるが、成長してい

くにつれて、3 つのベンチまでもらうことができる。それ以上大きくなると、ラボから退去する仕組み

をとっている。オープンラボ退去後に、ラボセントラル内のプライベートなラボスペースに入居すると

いうオプションもある。このプライベートラボに移れば、何人でも社員を持つことができる。プライベ
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ートラボに移っても、オープンラボにある 300 万ドル分の装置にはアクセスできる。プライベートラボ

では自分のスペースを持てるため、入居者が追加的に設備を購入することもできる。 

 入居者は、ベンチ 1 台につき、月々2,600 ドルの家賃を支払う。類似のシェアードラボサービスの場合

でも家賃は同程度であるが、装置やスタッフサポートなどが別料金となっているケースもあり、その点

でラボセントラルは割安になっている。 

4) 施設の特徴 

 エントランスを通ると、入り口すぐにラボセントラルのチームのオフィスがあり、その向こうがガラ

ス張りのオープンラボになっている。奥には入居者が借りることができるデスクスペースもある。冷凍

庫や、皮膚組織などを培養するための部屋、特別な装置が設置された部屋などがあるほか、オープンオ

フィスのライブラリーやコワーキング用のスペース、カンファレンス用の電話ブース、会議室も備えて

いる。会議室の使用状況は、オンライン会議予約システムで管理されている。 

 また、施設内には入居者用のカフェスペースがあり、コーヒー、新鮮な果物、スナックなどが用意さ

れている。ゲーム機 Xbox が置かれたプレイルームや、仮眠用の休憩室などもある。 

5) ラボセントラルのエコシステムと役割 

入居者はいずれもバイオテック企業であり、多くのコラボレーションが行われている。入居者同士の

コラボや、入居者とスポンサーのコラボレーションなどもよく行われている。分野としてはイムノオン

コロジー、免疫腫瘍学などの研究が多い。 

ラボセントラルが入居者の知識や研究成果の共有を積極的にファシリテートすることはない。いずれ

の入居者もスタートアップ段階であり、対外的に明らかにしていない情報を持っていることもありため、

介入することはない。入居者が行っている研究や事業内容・計画について、必ずしもラボセントラルが

詳細を把握しているわけではない。個別の入居者とスポンサーとを結びつけるような活動も、ラボセン

トラルは行っていない。個別の入居者とスポンサーの関係構築については、あくまで入居者自身の自発

的な活動が前提となる。ラボセントラルにとって、スポンサーはあくまでコミュニティに対して諸々の

便益を提供する存在であって、施設内の装置の多くはスポンサーからの寄贈品であるが、個別企業との

関係構築を前提としているわけではない。 

 他方で「こういう会社がないか」とスポンサーから照会が来ることはあり、逆に入居者のほうから

「こういうスポンサーを探している」と相談されることもある。そういった流れで紹介することはある

が、それは自然発生的なものであり、日常的にそのような活動を行っているわけではない。 

スポンサーは入居企業それぞれに投資をするのではなく、あくまでコミュニティをサポートする形を

とっている。投資目的のスポンサーを集めてしまうと、何かに投資をしなければいけないとか、投資の

ためのいろいろな会議をしなければならないというように、コミュニティの雰囲気が変わってしまう懸

念があるため、スポンサーの選定は非常に注意深く行っている。 

公的機関との関わりとしては、まずマサチューセッツ州政府のライフサイエンスセンターから設立時

に 500 万ドルの支援を受けたほか、2 階増築に際して追加で 500 万ドルの支援を受けている。 
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4. マスバイオ（MassBio） 

日 時：2017 年 4 月 25 日（火）14 時～16 時 

対応者：Elizabeth Steele, Senior Director, Economic Development & Global Affairs 

  

 

1) マスバイオ概要 

マスバイオ（MassBio）はマサチューセッツバイオテクノロジーカウンシル（Massachusetts 

Biotechnology Council）の略である。ケンブリッジを拠点としており、マサチューセッツ州のライフサイ

エンスクラスターを支援し、それらを代表する組織として 1985 年に設立された。バイオテクノロジー/

バイオテックという言葉を使った機関としては最も古い。マサチューセッツ州における生命科クラスタ

ー形成を支援する非営利組織であり、900 超のバイオテック企業・大学・疾病基金等で構成されている。

当初は構成メンバーへの購買コンソーシアムが設立目的であった。現在は、政策の提案や教育の普及を

図ると共に、メンバーへ各種プログラム、イベント、業界情報、情報サービスの提供を行う。

MassCONNECT プログラムを通じて起業家を支援している。  

2) 組織と活動 

マスバイオはメンバーシップ組織であり、会費のみで運営されている NPO 法人である。独立した自

己運営型組織であり、メンバーは 900 社以上、創薬に関するライフライセンスが 8 割を占める。残り 2

割はノンプロフィットの組織や病院、大学、他の NPO(規制関係の組織や弁護士含む)である。規約上、

メンバーの 7 割はライフサイエンス関係の会社である。メンバーのロケーションについて条件はないが

マサチューセッツ州近郊の方がよりメリットを享受できる。 

メンバーのメリットのひとつにネットワーキングがある。メンバーのみが参加できるフォーラムイベ

ントがあり、週に 1〜 2 回午前中に開催されている。トピックは新薬開発、治験、人材開発、法律・規

制など多様で、各フォーラムはボランティアで構成される委員会で運営されている。フォーラムは最初

の 30 分がネットワーキング兼朝食、パネルディスカッション 1 時間、残り 30 分ネットワーキングとい

う構成であり、ネットワーキングは外部とのつながりを構築するため、非常に重要である。非公式な

写真左:シニアダイレクター スティール氏      写真右:エントランスにて 
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「ミキサー」というイベントもあり、年 4 回開催で 300～500 名参加、加えて、毎月、州内へ出張し、75

～100 名程度のイベントも開催している。 

 マスバイオのパブリックポリシー部門は、州政府や連邦政府へのロビー活動も行っている。プロのロ

ビイストをフルタイムで D.C に張り付けている。今は連邦政府へ NIH の予算カットを撤回させるように

活動している。メンバー会社は非常に規模が小さく個別にロビー活動はできないため、こういった活動

もマスバイオが代行している。 

マスバイオの従業員数は約 25 名で、各フォーラムでそれぞれボランティアを持っている。ボランテ

ィアが自主的にトピックを決める。バイオテックのボランティアはコミュニティに還元するという概念

が強い。従業員の構成は、サイエンティスト数人、バイオテックの修士 1 人、国際関係の専門家や、イ

ベント関係、ビジネス関係の経歴の人が多い。会費制でより大規模のシグネチャーイベントもあり、年

次ミーティング、アドボカシーサミット、州政府リーダー向けイベント、CR（コントラクト・リサー

チ)、CMO（医薬品製造受託機関）のサミット等である。数年前に JETRO がホスティングし、日本のマ

ーケットの伸び率を遡及するトピックを扱った。 

 32 年前に設立された理由の一つである購買のコンソーシアムは、当初 6 社で開始し、現在 900 社以上

に増えている。マスバイオがメンバーの購入をまとめて供給先と交渉し、ディスカントを得ることで、

メンバーは特別価格での購入が可能となる。また、メンバーが値段比較や入札をする手間も省力化して

いる。同様のプログラムは他機関でも実現可能と思われる。供給者側のメリットは、新規顧客開拓が自

動化されていることである。昨年は 150 名が新メンバーとなり、供給者側からすると 150 名の新規顧客

となった。供給者としての新規参加希望が多く、マスバイオとして厳密に選択している。 

 経済開発としての活動の一つは、外部、例えば、マサチューセッツ・ライフサイエンス・センターや

州政府との連携である。バイオベンチャー設立の際の情報提供(BioReady Communities; バイオテック企

業誘致の地域別オープン度)や税制優遇の調整などを行っている。バイオテック業界の成長と、業界の所

得の高さから、積極的にバイオテックの会社を誘致する行政区が増えてきている。 

イノベーションサービスの一つとして、「ファーマデー」という製薬会社がホストするマッチングイ

ベントが開催されている。招待ベンチャーや研究者の候補者選定はマスバイオが支援している。2000 年

当初、マサチューセッツ州には研究者はいたが製薬会社が少なかった。現時点ではトップ 20 のうち、

16〜17 社はマサチューセッツ州にあり、大きく増加した。 

メンタープログラムの MassCONNECT では、ライフサイエンスの起業家向けに 2 か月間提供される。

年 3 回、6,7 人の起業家とメンターがペアとなり、毎週活動をした結果、1 年の最後にテクノロジー・シ

ョーケースを開催し、新たな事業計画書やビジネスモデルなどを投資家に対して発表する。メンターは

全員ボランティアで、多くが業界で 25 年以上の経験があり、200 名程度いる。ベテランのメンターが自

らの経験を踏まえたコーチングを行う。支援活動後にメンターも企業で成功している例もあり、ビジネ

ス上の現役も多い。メンターはキャリアのステップアップのためとは限らず、コミュニティへの還元と

いうメンタリティーに基づいている。特にバイオテックでは患者を助けるということが約束事としてあ

るため、その風潮は強い。 
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マスバイオのミッションは、「Advance Massachusetts’ leadership in the life sciences to grow the industry, 

and value to the healthcare system and improve patient lives」である。バイオテックではなく、ライフサイエ

ンスとしたのは、現在、例えば、単に製薬だけでなくデジタル医療など異なる分野の統合が進んでおり、

対象範囲を広げるためである。 

バイオテックの業界と IT の統合は、データアナリティクスの領域で特に顕著である。マスバイオ周辺

にはバイオテックの大手会社と共に Google や IBM やマイクロソフトのオフィスがある。特にデジタル

技術関係は将来伸びると考えられており、現在、デジタル技術関係の会社でのニーズを特定しようと活

動している。 

3) マサチューセッツ州におけるバイオテック産業 

 2006 年から 2015 年の 10 年間でマサチューセッツ州のバイオテック業界では雇用が 37％増加、6 万

3,000 人が雇用されている。研究開発に直接関係する雇用が約半分を占めており、研究開発関係の雇用

数はマサチューセッツ州がトップであり、バイオテックの研究開発ではアメリカにおけるリーダー的な

存在である。 

製造関係においては、マサチューセッツ州はトップではないが、成長率は最も高く、10 年間で 33.6％

伸びている。その時期はアメリカ全体でバイオテックの製造が衰退していたが、バイオテックやバイオ

ファーマの会社は研究開発施設に近い所に製造拠点を置きたいという意向があり、マサチューセッツ州

が最も伸びた。 

 マスバイオを 32 年前に設立する際にサポートした 2 社が Sonofi Genzyme と Biogen であり、2015 年で

雇用数の多いバイオファーマの 1 位と 2 位である。マスバイオのメンバーは大手の会社も入っているが、

ほとんどが 50 名以下もしくは 25 名以下の小さな会社であり、正規の製品と市場を有するところまで到

達していない。 

マサチューセッツ州の特徴：マサチューセッツ州の平均年収は 9 万ドルに対して、バイオファーマは

14 万 7432 ドルである。高収入の雇用者が多く、所得税を徴収する州政府としても、非常に重要な産業

と位置付けられている。バイオテックの業界の成り立ちには、従来からネットワーキングやコラボレー

ションという要素があり、それらがマスバイオを大きくした。バイオテック業界の繁栄よる所得格差に

ついては、バイオテックに限らず、業界が繁栄するとサプライヤーも増えるため、第 2 次産業、第 3 次

産業までを考慮すると、業界の発達は貧富の格差を減らしている傾向があると考えられる。 

 業界の伸長に伴いラボスペースも増加している。2016 年から 900 万平方フィートのスペースが増加し

た。ほとんどのラボ、研究所はケンブリッジ市にあるが、他の地域にも構築されてきている。例えば、

ケンブリッジから西に 1 時間のウースターには有名な大学と 50 のバイオテックの会社が存在する。ケン

ブリッジ市はラボや研究室が増えており、不動産や家賃が高騰している。ゾーンニング等で規制をして

いるが、ケンブリッジ市は学園都市という特殊性からテクノロジーを歓迎する風潮があり、周辺都市も

同様の兆候が見られる。 

大学の存在と研究者が非常に重要な役割を占めている。また、バイオ領域への投資家が多く、州政府

としては 9 年前に法律を変更して、新しいスタートアップの会社に対して 10 年間に渡り 10 億ドルまで

投資が可能である。 
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 マサチューセッツ州は従来から非常に教育程度が高く、高い学位を持っている人が多い。MIT やハー

バードが代表的であるが、全体で 120 校の大学がある。アメリカで一番古い州で裕福な州である。国際

色が非常に豊かであり、留学生が卒業後も留まり、会社を創立するというケースもある。コミュニティ

ーカレッジという位置付けの 2 年制大学で、バイオマニファクチャリングのコースができた。雇用が増

えてくると教育が重要となってくる。教育の十分なリソース提供のため、サイエンスやエンジニアリン

グを多くの人に教える必要があり、移民や留学生も重要である。また、マサチューセッツ州は、喫茶店

でノーベル賞受賞者がコーヒーを飲んでいたり、多様な会社の CEO 同士が一緒にお茶を飲んでいたり、

コラボレーションの精神がとても盛んである。 

 公的機関の役割：連邦政府の動向の影響として、NIH や FDA のルールやポリシーは連邦政府が決める。

NIH のファンドの 20％カットの影響は現在直接的に出ていないが、10 年先、20 年先にパイプラインが

減少してくると影響が出てくる。FDA が薬の承認に関する有効性とスピードに関しても政権は非常に大

きな影響力を持っている。また、NIH のトップの入れ替わりも考えられる。マサチューセッツ州の同様

な組織としては、メンバーシップに限らなければ多様な組織がある。例えば業界加速のためのマスチャ

レンジは、最近、パルスというプログラムでデジタルヘルスの分野を追加した。  

4) バイオテック産業への投資・グラント 

 アメリカ国立衛生研究所（National Institutes of Health: NIH)は基礎研究とアーリーステージの研究に対

するファンドを有しており、2015 年にマサチューセッツ州は NIH から 24 億ドルのファンドを受けてい

る。総額はカリフォルニア州が多いが、人口 1 人当たりはマサチューセッツ州が 357 ドルと突出してい

る(2 位は 215 ドル)。バイオテック業界において、NIH のファンドは初期の研究プロジェクトから、また、

その研究段階終了後の市場化段階でも受けられるため、非常に重要である。 

 NIH のグラントは各プロジェクトの競争力に基づくため非常に厳しく精査される。マサチューセッツ

総合病院では、796 件の個別のプロジェクトに対して総額 350 万ドルのファンドを受けている。NIH か

らファンドを受けている大手病院のトップ 4、また、1 億ドル以上のファンドを受けた病院は全てマサ

チューセッツ州にある。NIH がファンドを出す先は、一般の企業がファンドを出さない、病院や大学・

研究機関、NPO などの初期の基礎研究が対象である。 

 基礎研究においては、1 つの研究テーマは 3 年や 5 年といった長期となるが、グラントを受けている

研究者は更にグラントに応募して、ステップアップする。研究後に実際に商用化し、さらにまたグラン

トを受けるパターンもある。 

 バイオテック業界に対するベンチャーキャピタルの投資は、2015 年ではマサチューセッツ州で 21 億

ドルであった。ベンチャーキャピタルのロケーションとファンドの種類は、シードキャピタルはマサチ

ューセッツ州内のベンチャーキャピタリスト、シリーズ A でもまだ州内が多く、シリーズ B・C ではア

メリカ国内の州外からと国外からが段階的に平均化される。昨年上場したマサチューセッツ州のバイオ

テック企業は Editas Medicine など 9 社であり、CRISPER therapeutics の本社は異なるが研究開発本部はマ

サチューセッツ州にある。 
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5) 創薬のパイプライン 

 2016 年ではマサチューセッツ州をベースにした会社で 1,645 の創薬候補があり、アメリカ国内の 13%、

グローバルで 5.9%を占めている。 

 研究されている治療領域は、がんが最も多く 36%に上る。医療適用別にみると、一般のがんと固形が

んがそれぞれ 10%強を占めており、それ以外は 5%を超えない。 

 マサチューセッツ州に本社を置く会社では、2016 年に二つの会社が承認を受けおり、これらの会社で

作った薬剤がアメリカ国内で 2 億 5,000 万人の患者、全世界で 18 億人を救っている。非常に小さな州だ

が、グローバルな公衆衛生に対して非常に大きな影響を与えている。 

6) ゲノム編集分野 

 ゲノム編集業界に関する様々なイベントやトピックも開催されている。ゲノム技術によって病気にな

ることを回避できれば、病院や治療・薬剤にコストがかからない。保険会社に対する教育も重要であり、

ヘルスケアシステムに価値を与える。ゲノムシーケンサーの低価格化や新しいゲノム編集技術の登場に

より、バイオテック全体の投資額に変化の可能性があるが、今後も継続的に高く維持されると考えられ、

特にゲノム編集の会社は、非常に多額のベンチャーキャピタルを受けている。 

7) 今後の計画 

以前は医療機器とバイオテックは別業界であったが、メンバーからのアンケート結果によると、25％

がメディカルデバイスを手掛けているということが判明した。今後はメディカルデバイス、医療機器の

会社のプログラムが増やされる計画である。業界のクロスオーバー・統合が顕在化してきており、5 月

にコンバージェンスをテーマにしたフォーラムの開催が予定されている。 

 

プレゼンテーションスライド（マサチューセッツ州におけるバイオ企業への投資額） 
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5. ギンコー・バイオワークス（Ginkgo Bioworks） 

日時 ：2017 年 4 月 27 日（木）10 時～12 時 30 分 

対応者：Jason Kelly, Founder、Tom Knight, Co-Founder、Barry Canton, Co-Founder 

   

1) ギンコー・バイオワークス概要 

2008 年創業のバイオテックのスタートアップ企業。工業的な設計技術と生物学を結び付け、顧客の求

める仕様に合わせた微生物を設計・構築して提供する。フレーバー、フレグランス、食品原料及び甘味

料等を生産するための微生物エンジニアリングに特化した研究開発を行う。Y Combinator 等のベンチャ

ーキャピタルから出資を受ける。 

2) ギンコー・バイオワークスの成り立ち 

同時期にバイオエンジニアリングの MIT 博士課程だった 4 人の仲間が、当時の教授である Tom Knight

にインスピレーションを受けて、5 人で設立した。 

Tom は、60 年代からセミコンデザインや初期 ARPANET のネットワークデザインなどに従事し、電気

工学、コンピューター・サイエンス、AI の分野では非常によく知られていた。しかし、1990 年代初頭

にセミコンの改善率が頭打ちになり、トランジスタデザインも原子レベルまで到達しているにも関わら

ず、ある特定の原子ロケーションを特定することは物理学では不可能で、バイオロジーもしくはバイオ

ケミストリーでないと、そのロケーションを正確に見つけることはできないことに気付き、バイオロジ

ーのバックグラウンドは全くなかったが、1995 年にバイオロジー分野に転換した。 

その後、バイオロジーの 4 年制コースを取るなど様々な勉強を開始、1996 年に DARPA で合成バイオ

ロジーリサーチプログラムを始めて、それが DARPA（アメリカ国防高等研究計画局）の合成バイオロ

ジープログラムになった。これらに取り組む中でファンドを受け、MIT のコンピューター・サイエンス

のラボでマイクロバイオロジープログラムを立ち上げ、以降 7～8 年、当該プログラムに従事し、その

中で BioBrick や iGEM など DNA をアセンブルする様々なテクノロジーが出てきた。 

ギンコーのゴールは生物科学系をエンジニアリングすること。しかし、これは非常に難解で、時間が

かかるものであり、経費も必要であるため、いかに商業的に上手にやっていくかということが鍵である。

通常のベンチャーキャピタルだとファンディングは難しく、現在も外部のファンドはほとんどなく、エ

クイティ投資を集め始めたのも最近である。 

左から、ファウンダー ナイト氏、同・ケリー氏、同・カントン氏 
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3) バイオロジーをプログラムするプロセス・背景 

当時、遺伝子を A から T へ、C から G へ変換するのに（コンピューターでいうところの、1 ビットを

変えることに相当）、3～4 時間程度全てマニュアルでやらなければならず、バイオロジーをプラットフ

ォームとして可能性を解き放つためには、バクテリアのゲノムをエンジニアリングする、デザインする

ための革命的なツールが必要であった。 

彼等はバイオロジーをプログラムするために様々な調査を行い、そのようなツールは 1940 年当時の

コンピューターのようなものだという結論に至る。ビット変換するために、実際にマニュアルで真空状

態にしたりして様々なことを全てやらなければいけなかったので、それと同じようなものだと位置付け

た。 

実際に DNA の中心となるものはデジタルのコードである。ギンコーのツールを使うと、DNA シーケ

ンスを読み取れ、また DNA をライトできる＝合成できる。コードのリード/ライトができれば、そのコ

ンパイルが可能となる。Gingko においては、それがマイクローブ（微生物）である。 

DNA のリーディング（解析）は、2000 年当時は 1 億ドルかかっていたが、2017 年 1 月には、Illumina

が 100 ドルでできると発表した。これは、セミコンの改善率を示すムーアの法則をはるかに上回る。

DNA をライトするコストは、A や C などの 1 文字当たり、2000 年当時は 10 ドルだったが、現在は 3 セ

ントである。 

リードすることによって、自然生物のコードを全て集めることが可能となり、ライトすることによっ

て、新しいプログラムをマイクローブに入れ込むことができる。ギンコーでは 2007 年に 6 億の文字、レ

ターをライトしたが、これは世界の遺伝子合成市場の 40％を占める。 

ギンコーは世界最大の DNA ライターである。合成自体は、パートナー企業にアウトソースしており、

2017 年 1 月に Gen9 というケンブリッジの遺伝子合成の会社を買収し、そこにもアウトソースしている。 

味の素との提携について：ギンコーのプラットフォーム上では、ゲノムのエンジニアリングやデザイ

ンをより正確により速くできるようになる。それを様々なマーケットに出している。様々な大企業とも

パートナーを組んでおり、例えば、日本では味の素がパートナーである。培養のためのアミノ酸を作る

ことでは、味の素が世界最大であり、非常に大きな培養タンクを持っていて、そこでマイクローブをた

くさん作ることができる。マイクローブは自己複製しているので、20 万リットル程度まで次々と増える

ことができる（ソフトウェアのようなもの）。ギンコーがマイクローブのデザインをして、味の素が大

きなスケールで実際に導入してもらうという、とてもよいコンビネーションであり、ベストパートナー

の 1 社である。 

販売した後のマイクローブのメンテナンスについては、ソフトウェアと同じで新しいバージョンを販

売し続ける。販売後は、買い手が自ら増やせば良いためである。もし顧客自らで培養施設がない場合は、

ギンコーのパートナーを勧めて、代わって培養してもらう。 

新規市場開拓について：その他、香水・フレーバー業界やテキスタイル業界に最初のバイオテック製

品が登場し、最近ではエレクトロニクスの会社とも取引するようになり、全く新しい市場になっている。

同じように香水を作っている会社はあるが、まだ普通のベンチで科学者が手動でやっている。また、自
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動化に投資をしているところもあるが、どちらもギンコーとは分野が違うため、目立った競合はまだい

ない。 

 1982 年に出た人間のインスリンがバイオテックファーマの初めての市場であるが、今日の製剤の半分

はバイオテックの生物製剤になっている。同様の傾向が、テキスタイルやフレーバー・香水の業界でも

見られるようになる。製薬以外のバイオテック業界では、2016 年に米国内で 10 億ドルのベンチャーキ

ャピタルの投資が見られ、前年比 2 倍である。 

4) バイオエンジニアリングのプロセス 

社内のファンドリー（装置を充実させて自動化を推進したバイオロジー工場）で、下図表 1 のような

デザイン/ビルド/テストを行っている。 

図表 1 ギンコー・バイオワークスにおける社内ファンドリー 

 

出典：ギンコー・バイオワークス資料 

まず、エンジニアがある所定の機能を持たせるためにゲノムのどの部分をデザインしたいかを決定す

る。デザインが決まると、それをマイクローブに入れ込んで合成し、ライトする。マイクローブの種類

によって導入する技術は変わるが、よく使われるのがヒートショックやエレクトロポレーションである。 

時には、CRISPR を使って、染色体の中にも入れている。 

様々なプロテオミクスや免疫工学などで実際にどのようなアクティビティを持たせるかを特定し、実

際にそのセルの中に入れ込んだ後、きちんと実現できているか試験する。そのビヘイビア（特性）が確

認されたら、それをアナリティクスにかけて、その情報を次の実験に利用する。マイクローブの中に所

定のアクティビティを持ったものを入れ込むことができたら、それをまずラボスケールで培養する。最

終的にスケールアップで大量に培養する。 

このプロセスにおけるギンコーのキー・テクノロジーは、DNA をデザイン、ライトする能力である。

いったん DNA を書いてゲノムの DNA に入れ込み、生物のゲノムに入れ込んだ後にテストしなければい
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けない。ソフトウェアのコードをコンパイルしてデバッグするのと同じである。遺伝子コードのコンパ

イル、デバッグをやっているところがファンドリーである。つまり、デバッギング・テクノロジーが優

れているというのが、一つのコアコンピタンスである。オートメーション化している部分では、冷蔵庫

など様々な機器に IoT の（モニター）センサーをつけて故障などを事前に察知している。 

この工場では、プロセスごとにユニットに分けている。ユニット同士を集めて、バッチとしてソフト

ウエアで自動化している。エンジニアは自分のラップトップから、製造のユニットに指令を送る。完全

に自動でそのユニットが製造してくれるか、もしくは僅かに人間の手を介入する場合もある。通常であ

れば、研究室で自らやらなければいけないものが、このラボでは殆どのオペレーションを自動化してロ

ボットにやらせている。そして、そのプロセスを標準化している。2016 年 1 月からこのラボのアウトプ

ットが 10 倍に上がり、1 人当たりの運用効率が 7 倍に上がっている。スケールの経済性が出てきている。

ロボティクス（ロボット導入と全てをオーガナイズするソフトウェアの導入）による自動化が最もコス

ト低減につながっている。 

社内の 1/4 を占めるソフトウェアデベロッパーが、制御ソフトを独自に開発して、効率を更に高めて

おり、著作権も確保している。自動車産業など様々な製造業界で、スタックごとに開発して次々と積み

上げてソフトウェアを作り上げ、自動化していく手法があるが、バイオロジー業界ではそれは遅れてい

て、ファウンダー達はバイオロジー業界に取り入れて、合理化・自動化して次々とスケールアップして

いった。 

5) ミクロレベルのバイオミメティクス 

 マクロレベルの植物 1 つとっても、バイオロジーは他の技術よりも優れている。例えば、自己修復機

能。iPhone のスクリーンが割れても次の日には直らない。植物はセルフアセンブリもできる。種から植

物になるために製造工場も必要ない。また、植物は自己複製もできる。もし、iPhone が自ら複製して

次々と増えていくことが出来る場合、製造マージンへの影響は計り知れない。また、植物は再生可能で

ある。例えばどこかに捨てても、そこから生えてくる。 

しかし、バイオロジーは非常に複雑であるため、ギンコーは、プログラムする上で、1 番シンプルで

簡単なミクロレベルのマイクローブ（イースト菌やバクテリア、大腸菌のような微生物）から始めた。

マイクローブにも A/T/C/G のコードがあり、これらでその生体を開発・運用する。デザインする、プロ

グラムするというのは、A/T/C/G のいずれかを変えて新しいコードを挿入することである。一番難しい

のは、ゲノムは元々私たちがデザインしたものではないため、リバースエンジニアしなければいけない

ことである。しかしながら、進化の過程でナノテクノロジーが登場し、それを利用することによって、

遺伝子のコーディングをまた自然の中に入れ込むことが可能となった。 

 微生物の中には、例えば、セミコンの素子と似た構造を持つものがあり、その構造は大手企業が多額

の資金を投じてできた最新鋭の素子を遥かに凌ぐほどの、微細で複雑な構造を有している。微生物は、

これをタダで作ってしまう。世界有数の製造技術を保有する企業よりも、バイオロジーの方がナノスケ

ールで優れており、自己アセンブリ、自己複製機能も持っていて、ジャングルのような巨大な製造もで

きれば、微細なものも作れる。これを全てのものに適用しようとしているのがギンコーである。 
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このように、バイオミメティクスの考え方を取り入れ、生物に由来する何かの特性を利用して、その

性質から新たな製品を作るために、その特性を発見して DNA シーケンスを改善し、DNA をライトして、

そのコンポーネントを他の生物に利用するなどして、新しい生物を作るということもギンコーは考えて

いる。 

 例えばケミカル業界で、ミントのオイルはミントの葉から作るが、ミントの味を出す遺伝子を特定し

て、その遺伝子をビールの醸造工場のようなところに入れて醸造させれば、ミントオイルを大量に作る

ことできる。そうすることで、廉価で非常にコンシスタントなミントオイルを製造することができるよ

うになる。 

6) スマートセルの社会受容性について 

BtoC 領域においても、既に消費者も当該テクノロジーに触れており、様々なパートナーやブランドが、

既にこのバイオテクノロジーを利用している。織物、新しい生物材料、食品、こういったものが次々と

毎年出てきている。まだ目にはしっかりと見えていない状況であるが、消費者の中にもバイオロジーは

確実に増えつつある。 

古くから存在する遺伝子組み換え（GMO）においては、消費者の信頼を得る必要があるため、作った

製品にはきちんと GMO と明記する必要がある。GMO ということを隠すと、信頼は得られない。ギンコ

ーも、信頼獲得のために、積極的かつ予防措置的に様々なメディアを招待して、見てもらって、何をや

っているかを説明している。食品以外に GMO と明記する義務を持っている製品は今のところそれほど

多くないが、業界全体でよりトランスペアレンシーのレベルを上げるように、取り組んでいく必要があ

る。 

  

ラボ見学（写真左:微生物培養/細胞培養用バイオリアクターシステム AMBR、写真右: 自動液体分注ロボ

ット HAMILTON） 
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6. ヴェリタス・ジェネティクス（Veritas Genetics） 

日 時：2017 年 4 月 27 日（木）15 時～16 時 30 分 

対応者：Mirza Cifric, Founder and Chief Executive Officer 

  Preston Estep, PhD, Founder and Chief Scientific Officer 

  

写真左：ファウンダー兼 CEO シフリック氏(左)とファウンダー兼 CSO エステップ氏、写真右：訪問風景 

1) ヴェリタス・ジェネティクス概要 

ヴェリタス社は、米国マサチューセッツ州に拠点を置くコンシューマー向けのゲノムシークエンスサ

ービス（いわゆる DTC
1）等を提供している会社であり、共同設立者にはジョージ・チャーチ博士も名

を連ねている。近年ゲノムシークエンスの価格が劇的に低下する中、myGenome という全ゲノム配列デ

ータをスマートフォンに配信するサービスを 999 米ドルで提供したことで非常に注目を浴びた。この価

格にはゲノムシークエンスのみならず、その解釈とカウンセリングに係る費用も含まれている。2 年半

前に設立されたばかりのスタートアップ企業であるが、2016 年には MIT により、世界で最もスマート

な会社の上位 50 社に選ばれている。 

2) ヴェリタスの強み・差別化要因 

ヴェリタス社は Illumina X10 system という最新のゲノムシークエンス技術を有しつつ、ゲノムシーク

エンス 1000 ドルの壁を破った最初の企業であるが、「金額はもっと下がるし、シーケンス自体はコモ

ディティ化する。差別化はその解釈である」という2。「解釈を差別化」するためには、顧客＝検査デー

タの件数を増やしていく必要があるが、実際当社は何十万、何百万人、ひいては地球で生まれた全ての

こどもたちのゲノムシークエンスを実施することを構想している。更には、そうして得たゲノムシーク

エンスデータを医師と共有できる AI プラットフォームを構築しているという。 

                                                        
 

 

1 Direct-To-Consumer：医師・医療機関を介さず直接消費者にサービスを提供する事業形態を指す。 
2 以下特に注記がある箇所を除き Mirza Cifric CEO 及び Preston Estep CTOへのインタビューによる。 
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DTC ビジネスはコンシューマー相手のサービスであるからこそ、検査に対する品質管理や、情報管

理・機密保持に関する体制整備が非常に重要と言える。その点、当社は CLIA・CAP（後述）双方の認

証を受けており、情報管理については HIPAA（Health Insurance Portability and Accountability Act）に準拠

している。更に米国には GINA（Genetic Information Nondiscrimination Act）という遺伝子差別に特化した

法律が存在しており、ヴェリタス社のような遺伝情報を扱う事業者はこの法規制にも遵守する必要があ

る。 

また、ヴェリタス社は人々にゲノムの重要性を教育・啓蒙することも重要なミッションだと考えてい

る。Mirza CEO は自分の遺伝情報を知らずに生活することについて、ギャンブルをしているに等しい、

という。「どれだけ長生きするかは、遺伝が分からないと全部ギャンブルです。ギャンブルには勝ち負

けがあり、勝つときもあれば負けるときもあります。でも、ディーラーはいつでも必ず勝ちます」と。

或いは、ゲノムシークエンスの必要性を自動車のエアバックにもたとえてもいる。エアバッグは万が一

のときに自分の身を守るものであり、実際に自分が事故に遇う、或いは事故に遇った人からその必要性

を説かると、必要性の理解や説得力が高まる。私も含めて「ゲノムシークエンスは特別な人が実施する

もの」という理解が一般的であると思うが、その必要性や効果についてわかりやすく啓蒙していくこと

（例えば全ゲノム
．．．．

シークエンスがそうでないものと比較してどのようなメリットを有するのか）が、

DTC マーケットの裾野を広げていくには決定的に重要であろう。 

3) 今後の展開 

ヴェリタス社は既に中国に展開し杭州市にラボも有しているが、日本でのセミナー開催・デモ実施等

による進出についても非常に関心を持っている。それはビジネス的なマーケットという要因もあるだろ

うが、日本人・日本食と長寿との関係に関心があるという。ある特定の栄養バターン（例えば鉄分）と

ある特定の重要な遺伝子の作用に因果関係があることがわかりはじめており、こうした知見が蓄積され

れば、食生活の改善・予防医療や日本食の更なるブランディングにも裨益することが期待できる。一方

で、日本の DTC 事業者にとっては、ヴェリタス社のような海外事業者とどう差別化していくかが問わ

れることになるであろう。 

4) 参考資料 

� Veritas Genetics                                                                                                                    

https://www.veritasgenetics.com/  

� MIT Technology Review                             

https://www.technologyreview.com/lists/companies/2016/intro/#veritas-genetics 

  



    
 

25 

7. ジャンティーヌ・ルンショフ博士（パーソナル・ゲノム・プロジェクト） 

日 時：2017 年 4 月 28 日（金）10 時～11 時   

 

1) パーソナル・ゲノム・プロジェクト（Personal Genome Project、以下、PGP と表記）概要 

2005 年開始のハーバード大学医学部による研究を端緒に発足された非営利組織。ゲノムシークエンス

情報を含めた生物学的特性データの生成・集約・解釈をグローバルで実施している。集められたデータ

はオープンデータ化されており、誰でも利用することが可能である。ヒアリングを行った時点で約

5,000 名からのデータ収集実績がある。4 カ国（米国、カナダ、イギリス、オーストラリア）で展開中で

ある。 

PGP は、遺伝子情報のデータベースを提供している。ここにはゲノム情報と表現型の情報の両方が入

っていて、他に（住）環境の情報、例えば、子供のころ鉱山のそばに住んでいた、 原発のそばに住んで

いたといった情報も含まれている。また、皮膚の生検データのような細胞の DNA の情報も入っている。 

 遺伝子型からは個人の性格、性状、健康関係、目の色、診断関係などの情報を一般に公開することで、

研究者が自由に取り扱うことを可能としており、ゲノムベースの医療の発展に寄与することを目的とし

ている。 

 これら情報の収集は一般の人からの協力から成立している。個人個人から非常にセンシティブな個人

情報の提供を受け、それらを公開かつ削除（公開の取りやめ）ができないという点で非常に新しい取り

組みと見られている。 

 2003 年に、ジョージ・チャーチ博士の Church Lab が新しいゲノムシーケンスの技術を取り扱う本プ

ロジェクトの計画を策定し、この計画の初期の段階で、ELSI(Ethical, Legal and Social Issues=倫理・法

的・社会的問題)も組み込まれ検討され続けている。ジョージ・チャーチ博士は倫理学者ではないが、ゲ

ノム情報を大量に集めるということについて、今日のプライバシー保護とどのように関わっていくかと

いうことについての問題点を当時から理解していた。遺伝子情報によって個人の情報がわかってしまい、

それを公開するという点で、プロジェクト当初から倫理面が重要視されていた。  
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 本プロジェクトの運営は、全てボランティアで賄っており、専属のスタッフはいない。プロジェクト

目標（10 万人以上のプロジェクトへの参加）の実現には膨大なバイオインフォマティクスプラットフォ

ームが必要になるが、現在は、これらプラットフォームもボランティアによる運営がなされている。ボ

ードメンバーは、生物学者に加え、倫理学、生物倫理を専門にする研究者で構成されている3。 

2) 研究プロジェクトの事例 

 現在 PGP では様々な研究プロジェクトを実施しており、その中の一つに「ルモシティー」（Lumosity）

がある。Lumosityは、オンライゲームのアプリケーションであり、このゲームを行うことで、記憶力や

反応度、注意力といったことを計測することができる。Lumosityから取得される成績と PGP で収集する

データを統合することで、参加者の中から成績の高い人を抽出してゲノムのシーケンスを実施した。こ

の研究プロジェクトでは、例外的に一般の能力から並外れて優れている人を発見し、遺伝的特徴を分析

することを目標としており、病気や障害とは異なり通院を伴う必要がない被験者から情報を収集するた

めにオンライゲームという形式をとっている。 

なお、以下参考動画では、本プロジェクトの計画者であるジョージ・チャーチ博士自ら参加して、啓

発活動に取り組んでいることが確認できる。 

 

図表 2 Lumosity の紹介動画（左：ゲーム画面 右：Dr. チャーチ自身のプレイ動画） 

 

                      出典:PGP Lumosityサイト 

ジョージ・チャーチ博士をはじめとするボードメンバーは、このような具体的な研究プロジェクトへ

の参加に加え、自身から積極的にデータベースへの情報登録・公開を行っており、一般市民とのコミュ

ニケーションを様々な形で行っている。 

3) 倫理法的社会的問題への対応 

 PGP ではその情報の取扱にあたっては、「オープンコンセプト」という考え方を採用している。この

コンセプトは 2008 年に考え出され、プロジェクトの様々な倫理面における説明を行うための PGP の根

                                                        
 

 

3
 http://www.personalgenomes.org/organization/people 
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底をなす考えとなっている。これは、オープンデータ、オープンソース・ソフトウェアライセンス、オ

ープンアクセステキストアンドアザーメディアライセンスとセットとなり、このプロジェクト全体で共

有されている4。 

 オープンコンセプトとは、データのストレージ、データベースには一般から誰でもアクセスすること

ができるというところであり、匿名性やプライバシー、機密性に関しては保証しない／できないという

考え方を意味する。いったん自分の個人情報をデータベースに登録すると、それを後から削除すること

はできない。このデータベースには、自分自身を含めた誰でもアクセスができ、登録された情報を参照

することができる仕組みとなっている。一般的な研究の進め方においては、被験者が自身の様々なデー

タを提供しても、特定の研究者だけがそのデータにはアクセスできるだけで、被験者本人にさえ研究結

果が還元されないケースが多い。 

 PGP では、前述のとおり、一般の人の協力を得て、個人情報の取得を行っている。例えば、米国では、

18 歳以上のアメリカ市民であれば誰でも参加できるとなっており、健康状態などの制限を設けていない。

しかしながら、PGP では個人のプライバシー等を保証することがないため、参加者には、事前における

プロジェクトの説明と理解度確認テスト及び承諾書によるインフォームド・コンセントを徹底している。

また、遺伝情報や住環境など参加する個人のみならず家族にも関わりえる情報を収集することから、参

加希望者へ血縁者や配偶者と十分に会話するようにプロジェクトから呼びかけを行っている。現時点に

おいて PGP を実施している地域で法律的に家族の同意が必要となっているわけではないが、こうした取

り組みにより、これまで問題は発生していないという。 

 また、自分の持病、ジェンダー・アイデンティティやトランスシジェンダーであるとか、大きな精神

障害を患っている、精神療法を受けている といった、非常にセンシティブな個人情報を公開している人

もいる。PGP の倫理学者が見ても「これはまずいのではないか」と思うような情報まで、参加者自身が

自発的に入力を行っている。しかしながら、これらが今までに問題になったことはないという。  

 自分が入力した様々な情報を誰でも使えるので、悪用される可能性もある。自分 のセルラインを利用

されて、自分と何か他の動物とを掛け合わせた新種の動物を作られてしまうかもしれない。参加者はそ

ういったリスクについても事前に理解した上でプロジェクトに参加し、また PGP は何も責任を負わない

としている。 

 現在、PGP には米国を始め、カナダ、イギリス、オーストラリアで展開されており、この他に 15 カ

国がウェイティング・リストに入っている。しかしながら、オランダ、ウルグアイ、日本などのように、

法律上の問題から参加できない国もある。法律的に、個人データを公表してはいけない、個人と研究者

が直接コンタクトを取ってはいけない、匿名性を保証しなければいけないといった規定が PGP への参加

の障壁となっている。 

  

                                                        

 

 

4
 http://www.personalgenomes.org/organization/sharing 
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8. アッドジン（Addgene） 

日 時：2017 年 4 月 28 日（金）15 時～16 時       

対応者：Andy Baltus, PhD, Director of Business Development, 

   Joel McDade, PhD, Business Development Manager                                     

 

1) アッドジン概要 

2004 年に創設された NPO 法人。ゲノム編集に必要となる「プラスミド」を研究者向けに提供する PF

を構築し、ゲノム編集（CRISPR-Cas9）の普及の一役を担っている。ハーバード大学のメリナ・ファン

氏により設立された。彼女自身が研究者としてプラスミドの入手が困難であったことを課題に感じ、そ

の課題解決のために、会社を設立した。研究と発見を加速させることをミッションとして、多くの研究

者に受け入れられ、アメリカのみならず、世界中で研究者を中心とした利用者を拡大している（これま

でに 91 か国に対して 750,000 のアイテムを出荷。日本においては、理化学研究所にて同様のサービスを

提供している）。 

2) 「プラスミド」とは？ 

プラスミドとは、多くは数 kbp の環状の DNA 分子の総称で、染色体とは別に、細菌や酵母等の細胞

内に存在する。遺伝子工学の研究で広く使用され、研究者が目的の DNA を挿入あるいは欠失しやすい

ようデザインされたものも多く、ゲノム編集等の研究にも利用されている。ただし、利用にあたり研究

者にとって以下のようないくつかの課題を抱えていた。 

‐個人で新たなプラスミドを入手するには、膨大な費用と時間を必要とする。 

‐研究等では、大量のプラスミドが扱われており、QC を実現するために大きな手間を必要とする。 

3) サービス詳細 

研究者は、実験で新たなプラスミドを造る。その研究を論文発表すると、他の研究者がその研究を読

んで自分も使いたいと希望する。このようなニーズに対応するために、アッドジンは、プラスミドを造

った研究者からプラスミドを提供（デポジット）してもらい、QC（品質管理）を無料で行い、他の研究

者からのリクエストに対してそれを安価で提供するサービス「プラスミドの CtoC(研究者)PF（プラット

フォーム）サービス」を提供している（イメージしやすいものとしては、プラスミドの E コマース・サ

営業ダイレクター バルタス博士 
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ービスのような PFを提供）。Web サイトの充実（カテゴリー分け、人気表示など）や NEWS レターで

の情報提供などの PR 戦略により大きく知名度を上げてきた。また、特定のプラスミドの人気高騰によ

る欠品への対策として、自社で独自に増殖を実施している。 

図表 3 「プラスミドの C to C(研究者) PF サービス」イメージ 

 

出典:アッドジン社資料 

4) 利用者（研究者）のメリット 

必要なプラスミドへのアクセス、注文が簡単である（約 3,200 のラボより 52,000 種類のプラスミドが

デポジットされている）。注文後、素早くデリバリーされ、受け取りが可能である。プラスミドの QC

が徹底されており、期待した状態のものを入手可能である。コストも安い（送料の 65 ドルのみ）。 

5) 提供者（大学機関など）のメリット 

アッドジンで保管しているプラスミドの所有権は、研究者の所属する研究機関にある（アッドジンは

所有権をとらない）。また、アッドジンはプラスミドの受け渡しの際に必要となる法的な契約、書類の

やり取りを代行し、プラスミドの提供履歴のレポートの作成を行う。 

6) サービスの展開状況 

91 か国に対して 750,000 のアイテムの出荷実績がある。2017 年には、15 万のプラスミドを出荷予定で

ある。現在アメリカ国内への出荷が全体御 48％となっており、海外出荷が 52％。海外への出荷が大き

く伸びてきている。日本市場は、世界第 5 位。商品の特性によって輸入手続きが複雑になる場合があり、

その際には、各国の配送業者の協力をもとに配送している（日本においては、その問題解決のために、

住商ファーマインターナショナル社が代理店契約）。2012 年の CRISPR 登場より、CRISPR の依頼が急

増していることより、ゲノム編集の研究の加速への貢献をうかがうことができる。 
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図表 4 出荷実績 

 

                                   出典:アッドジン資料 

図表 5 出荷国（Global 展開実績） 

 

出典:アッドジン社資料 

図表 6 CRISPR のリクエスト推移 

 

出典:アッドジン社資料 
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プラスミド発送センター 

   

パッケージングを紹介するアッドジン職員  青いケースに入っているのが、提供するプラスミド 
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IV.メンバーによる考察 

1. バイオテクノロジーとゲノム情報活用の展望 

1) 目的・背景 

 近年、下記の 3 点により、急速にゲノム情報の理解と活用が進み、バイオ市場を推進する大きな原動

力となることが期待されている。 

• ゲノム解読技術の発展 

• AI 技術の進化による生物機能解明の加速 

• CRISPR-Cas9 に代表されるゲノム編集技術の発展 

 2030 年には、世界のバイオ市場は約 1.6 兆ドルとなることが予測され、その割合は、健康 25%、工業

39%、農業 36%と、意外にも工業分野の割合が大きい。一方で、最近の遺伝子解析サービスは、SNP で

はなく全ゲノムを対象とした解析を 1,000 ドル以下で実現するものが出てくる等、健康分野での期待も

高まる。 

 本考察では、ゲノム研究の第一人者として名高いジョージ・チャーチ博士（Dr. George Church）から

のヒアリングを中心に、最前線の研究者が今何に注力しているかに端を発し、今後のバイオテクノロジ

ーとゲノム情報活用の展望を考察する。 

2) 調査方法 

現地調査：アメリカの遺伝学者・分子工学者・生化学者で、ハーバード大学と MIT の教授である、ジョ

ージ・チャーチ博士及びベンチャー支援機関、研究機関、バイオベンチャーへのヒアリング 

先行研究：企業・研究機関等により、インターネットに公開されている情報を中心とした調査 

3) 調査結果 

ジョージ・チャーチ博士が注力している研究分野について 

チャーチ博士へのヒアリングにて、チャーチ博士とそのラボが現在注力している研究分野は、以下であ

ることが確認できた。 

• ゲノムに対する新しいエンジニアの手法 

• 新しいセンサーを含む新材料 

• ウイルスに抵抗力を持つ細胞の作成 

• 臓器移植 

• エイジングリバーサル 

上記研究分野の中から、特に技術要素が多く含まれる研究分野である「ゲノムに対する新しいエンジニ

アの手法」と「新しいセンサーを含む新材料」について下記に詳細を記載する。 



    
 

33 

① CRISPR-Cas9 のその先へ（ゲノムに対する新しいエンジニアの手法について） 

 最近の DNA 編集技術として先ず挙げられるのは、CRISPR-Cas9 がほとんどだろう。CRISPR-Cas9 は、

DNA 二本鎖を切断してゲノム配列の任意の場所を削除、置換、挿入することができる DNA 編集技術で、

ZFN、TALEN に続く第 3 世代の、画期的な DNA 編集ツールとして 2013 年に報告された。 

 チャーチ博士は CRISPR-Cas9 研究の第一人者でもあるが、今回の訪問にて、CRISPR-Cas9 は精度の高

い編集に必ずしも適さないとの考えも示した。既にチャーチ博士は CRISPR-Cas9 に代わる次の技術につ

いての研究を進めており、現在 2 つの技術候補があることを確認できた。 

 さらに別の訪問先であり、同じく CRISPR-Cas9 研究の第一人者フェン・ジャン博士は、Cas9 の改良型

の開発を進めると共に、Cas9 以外にも Cpf1 、Cas13a、C2c2（Cpf1 は DNA を、Cas13a 及び C2c2 は

RNA をターゲットとしている）の研究も進めていることが明らかになった。 

 CRISPR-Cas9 は、これまでの技術ではタンパク質で構成されていた標的配列の認識部位が RNA で構

成されているため、標的配列認識部位の設計・合成が非常に簡易になったこと等から、ノーベル賞候補

と言われるほど、DNA 編集技術に大きなインパクトを与えた。その一方で、上述の通り最先端の研究者

は歩みを止めておらず、DNA/RNA 編集技術はさらなる進展を続けていくことが予想される。このこと

は、多くの基礎研究を加速させるだけではなく、産業に関連する応用研究を加速させることも期待され

る。例えば創薬の分野では、新薬の開発には疾患のターゲットを分子レベルで検証することが重要であ

り、そのためには人の病態を反映したモデル細胞、モデル動物の作成が必要である。DNA 編集技術の発

展は、このモデル系の構築にかかる時間を大きく短縮させる、もしくはこれまで構築できなかったモデ

ル系の構築を可能とすることが考えられ、新薬開発を大きく加速させることが期待される。 

② より多くの物質が高精度でセンシング出来るようになる（新しいセンサーを含む新材料について） 

 チャーチ博士は、現在注力している研究分野として、細胞を用いたセンサーを挙げた。これは、いわ

ゆる GCaMP のようなタンパク質で出来たセンサーを利用したものと考えられる。GCaMP は、2001 年に

開発されたタンパク質で出来たカルシウムセンサーで、カルシウムイオンと結合すると強い蛍光を発す

る特徴を持つ。最大の特徴は、タンパク質で出来ていることであり、GCaMP をコードする遺伝子配列

を目的の細胞に組み込むことで、恒常的に GCaMP を発現する細胞を作成できることである。これによ

り、生きた細胞にて、リアルタイムにカルシウムイオン濃度の観察・イメージングが可能となる。 

 2015 年のチャーチ博士の論文では、acrylate、glucarate、erythromycin、naringenin に応答する細胞が取

り上げられている。今後、これらの研究が発展するに従って、生きたモデル細胞やモデル動物における

様々なターゲット因子の観察・イメージングが可能になると同時に、GCaMP におけるカルシウムイオ

ン認識部位のような、生物が持つ優れた物資認識機能の応用及び発見が期待される。 

4) 考察 

今回の調査結果にて、DNA/RNA 編集技術は CRISPR-Cas9 から、さらに進化を続けていることが明ら

かになった。これは、研究分野のみでなく、バイオ産業の進展を大きく底上げする原動力となることが

予想される。 

 また、チャーチ博士のような最前線にいる研究者がセンサー分野の研究に注力しているということは、

今後いわゆるバイオセンサー分野の更なる発展が見込まれる。ここで言うバイオセンサーとは、生物が
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持つ優れた物質認識能を利用、あるいは模倣したセンサーであり、多くの場合、基質を認識する部分と、

認識した情報を信号へ変換する部分（トランデューサー）からなる。基質には、酵素・抗原・

DNA/RNA・レセプターリガンド（結合タンパク、膜タンパク、糖類ペプチドなど）等が挙げられ、前

述の通り、チャーチ博士の研究は、基質認識部分の発展に大きく寄与することが考えられる。 

 さらに、チャーチ博士もヒアリングの際に触れていたが、近年の電気工学分野の発展により、認識し

た情報を信号へ変換する部分の技術も進化していることから、今後新たな物質を高精度にセンシングで

きるバイオセンサーが、より多く生まれると予想される。 

 バイオセンサーの実用化が最も進んでいるのは医療分野であり、例えば、最も利用が多いものとして

は、糖尿病患者の自己血糖管理用の使い捨てのグルコースセンサーが挙げられる。糖尿病治療は血糖を

コントロールすることが基本で、血糖の状態に合わせてインスリンの投与や食事の調整が必要なため、

きめ細かい血糖のモニターが欠かせない。自己血糖管理用のグルコースセンサーは一般個人でも使用で

き、持ち運びも可能なため、これまで医療機関でしか出来なかった血糖測定を、患者自身がいつでも・

どこでも・正確に行うことを可能にした。これにより、必要な測定結果を取得しつつ、患者の負担を軽

減することを実現したのである。現在血糖以外では、コレステロール・中性脂肪・乳酸等の計測計が市

場に供給されている。 

また最近では、コンタクトレンズ型のグルコースセンサーの研究が進められており、涙の中のグルコ

ースを測定できるため、従来のような採血の必要がない。これは、非侵襲な方法で患者が痛い思いをせ

ずにすむというメリットと共に、患者が意識しなくとも自動的・定期的に測定できることも大きなメリ

ットとなる。将来的には、このようなウェアラブルなバイオセンサーが複数開発され、さらに IoT 技術

の活用でリアルタイムにデータが蓄積・管理されるようになるだろう。 

 このような、バイオセンサーの発達による医療・健康等の生体情報の詳細な計測とそのデータ蓄積は、

今後ゲノム情報を活用する上で、非常に重要となることが予想される。というのも、現在ゲノム情報と

健康・疾病の関連は限られたものしか明らかになっておらず、またほとんどの疾病は患者が持つゲノム

情報に加え、多くの環境要因が加わって発症しているからである。つまり、①ゲノム情報に加え環境要

因の情報が疾病の原因解明に必要であることと、②実際に患者を診断する際にゲノム情報に加え生活習

慣等の環境要因のデータが必要となることから、研究と診断の両方に、生体情報の詳細な計測データが

求められることとなる。バイオセンサーの発展は、この詳細な生体情報の計測・蓄積を助けることで、

ゲノム情報の活用を大きく推進することになるだろう。 

以上のことから、今後のバイオ産業の動向として、以下の展望が考えられる。 

• バイオセンサーの発展。より多くの対象が高精度にリアルタイムに測定される。 

• ゲノム情報と環境要因のデータ蓄積。データの蓄積と共に、活用が容易な蓄積形式が整備さ

れていく。 

• ゲノム情報と環境要因の融合による病理・疾病の解明。先ずは研究に活用される。その後、

ゲノム情報と環境要因両方からの診断が実施されるようになると、より多くのデータを収

集・活用できるようになる。これより、研究→診断→研究のサイクルがまわるようになり、

加速度的に発展する。 
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2. 日本におけるゲノム・ベンチャー支援において公的機関が担う役割・あり方 

1) 目的・背景 

 米国では、マサチューセッツ州やサンディエゴを中心としたバイオクラスターに人や資金が流入し、

バイオテック分野での研究開発や事業開発が活性化している。また、大学・バイオテック業界団体によ

る起業家教育が活発に行われている。 一方、日本における研究開発型ベンチャーの創出・育成において

は、バイオテック分野に限らず、リスクテイクの欠如や経営ノウハウの不足、事業パートナーの不足、

シード/アーリーステージでの資金確保の困難さ、低い起業意欲などの共通的な課題があり、公的機関や

政府からのベンチャー支援施策も、以降の成長や民間資金獲得に効果的に繋がっているとは言えない。 

 ゲノム編集を中心としたバイオテック業界におけるベンチャー創出・育成を活性化させるため、米国

のバイオベンチャー支援組織の活動と米国マサチューセッツ州におけるバイオテック業界の現状と文

化・社会的特徴を調査し、日本におけるゲノム・ベンチャー支援における公的機関の役割・あり方に関

する課題提起と参考となるモデル提示を目的とする。なお、ベンチャーキャピタルからのインベストメ

ントを含む直接な資金提供については要因分析等が複雑となるため、本調査・考察では中心として扱わ

ないこととする。 

2) 調査方法 

現地調査：米国マサチューセッツ州にて、当地のバイオクラスターを牽引する学術機関であるラボセン

トラルと、ライフサイエンス分野のベンチャーが多数参加するメンバーシップ組織であるマスバイオと

いう代表的なベンチャー支援機関を中心とした、バイオベンチャー、研究機関、ゲノム編集をリードす

る代表的な研究者へのヒアリング 

先行研究：日本における公的なベンチャー支援組織として経済産業省及び文部科学省、国立研究開発法

人等の支援活動と、バイオベンチャーを支援している神奈川県等の地方自治体や NPO 法人等の活動に

ついて、インターネットにて公開されている情報と各種報告書や関連資料等の調査 

3) 調査結果 

日本及び米国での調査から得られた情報を以下 3 つの視点で整理し、比較検討を行った。 

① バイオテック業界における起業家教育・メンター活動の内容と体制・人材 

 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、NEDO と略）が実施しているベンチ

ャー支援活動 Technology Commercialization Programを除いて、日本の大学や地域バイオクラスターによ

る起業家教育・メンター活動の多くは、バイオテック分野に限らず、集中講義型で開催される講習会形

式である。バイオテック分野における代表的な活動に焦点を向けると、バイオインダストリー協会（以

下「JBA」と略）では 165 団体の会員の協力によるメンター活動を実施しているが、実際には事業化企

画のワークグループ活動が中心であり、参加者自身の実際の企業・経営に対する支援となっていない。 

 一方、米国では、マスバイオのメンター活動プログラムである MassCONNECT において、バイオテッ

ク分野の起業家候補やベンチャーに向けて、毎週 3 か月の計 12 回、起業やパテント獲得、ライセンシン

グ、スタッフ雇用、IPO 戦略などの幅広い教育・メンター活動が行われている。また、NIH I-Corp では、
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革新的なバイオメディカル技術を有するチームを対象とし、集中講義だけではなく、ビジネス化の仮説

検証、多数の外部インタビューなどの集中トレーニングが実施されている。当然ながら、前段階として

対象チームに対して NIH のファンド SBIR による技術シーズ開発への投資がなされており、NIH の連続

的な施策として、研究開発段階から具体的な「顧客」への到達まで重点的に支援されている。 

 また、メンターの体制や能力・経験も大きく異なる。NEDO「研究開発型ベンチャー支援事業」では、

NEDO が求める要件を満たす必要数のメンターは毎年公募で集められている。一方、MassCONNECT で

は豊富な経験を有するボランティアのメンターが 200 名程度存在し、ベテランのメンターが自身のコネ

クションを生かした支援を行っており、バイオベンチャーに向けた強力なメンター体制が用意されてい

る。 

 このように、日本に比べて米国では、バイオテック分野にフォーカスしたビジネス実践面も含めた起

業家教育・メンター活動が活発になされており、そのための体制、人材も数多く存在している。 

② バイオベンチャーへの支援内容 

日米共に、バイオベンチャーに対して支援機関が実施しているメンター活動やイノベーションイベン

ト、マッチングの場の提供、政策提言や行政へのアプローチといった主要な活動は、実施頻度や内容、

体制などの違いがあるが、主要な活動項目としては大きな差異は見られない。しかしながら、米国では、

マスバイオにおける購買コンソーシアムによるベンチャーの資材物品・サービス購入にかかるコストの

低減、ラボセントラルによるシェアードラボ提供や許認可手続きの代行といった支援活動により、それ

ぞれのバイオベンチャーにとって非競争領域の縮小、効率化というメリットが提供されている。これら

の活動の支援先はバイオテック分野に特化しており、研究開発に必要な設備共用の効率化、スポンサー

からのドネーションを促進しているものと考えられる。加えて、NIH によるライフサイエンス分野の基

礎研究段階及びアーリーステージへのファンドがバイオテック業界におけるベンチャー創出の土壌とな

っている。 

③ 支援組織へのバイオベンチャーの集積 

マスバイオへは毎年 150 社の新規メンバーが参加しており、総数 900 社以上のメンバーシップ機関と

なっている。JBA の全会員数は 350 であるが、そのうち、ベンチャー相当の会員数は 70 であり、支援組

織へのベンチャーの集積程度に大きな差がある。 

 次に、米国におけるヒアリング調査全体から、米国もしくはマサチューセッツ州・ケンブリッジにお

けるバイオテック業界の文化・社会的な特徴が確認された。ケンブリッジ市を中心としたマサチューセ

ッツ州では、大学等の研究機関や病院が多く、バイオテック分野の研究開発関連へ従事する雇用者の割

合が約半数と高く、所得も相対的に高い。同時に、基礎研究・シードステージでの NIH のファンドや、

以降のステージに投資するベンチャーキャピタルも集まっている。また、当地では、研究機関・企業を

またいだ人材の移動が活発であり、高い人材流動性が確認された。研究者から起業家へ、再び新たな技

術シーズを開発するために研究者へ舞い戻るようなケースも見られる。以上から、当該地域へのバイオ

テック業界の人材・情報(知)・金の集中と、他の業界に比べてバイオテック業界の研究室とビジネスオ

フィスが近く、研究開発型ベンチャーが起業されやすい傾向があると考えられる。マスバイオに参加し

ているベンチャーの多くが正規の商品・市場を有する以前の段階であることは、その傾向の一例と考え

られる。研究者・起業家の起業意欲の高さと共に、支援組織のスタッフやメンターにおいてコミュニテ
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ィへの高い還元意識が見られる。現在、医療や創薬がバイオテック業界の中心となっているように、患

者を助けるというアジェンダがコミュニティの構成員の活動動機の一部となっており、バイオテック業

界における厚いボランティア層が形成される要因と考えられる。 

ゲノム・ベンチャーの共通課題：米国及び日本の調査結果から、ゲノム・ベンチャー及び研究機関にお

いて、データ分析・コレクションの担い手、ストレージコスト増大という共通の課題が見られた。米国

では、研究開発の現場では Google など外部との連携により実現しており、ストレージコストに関しては、

チャーチ博士やブロード研究所のヒアリングにてそれぞれ課題として挙げられており、ゲノム分析の低

価格化により収集される情報が増加する一方、蓄積のためのストレージコストの増大が懸念される。 

 最後に、日本におけるゲノム編集を取り巻く要素技術の競争状況について、得られた情報から図表 7

に示す 4 つの項目に要約した。 

図表 7 日本のゲノム編集を取り巻く要素技術と競争環境 

 

  

NoNoNoNo 項目項目項目項目 要素要素要素要素 強み/弱み強み/弱み強み/弱み強み/弱み

解析技術 ×
分析装置はコモディティ化が進展

情報の蓄積・利用環境(データベース) ×
主要モデル生物のゲノム配列はオープン化

解析技術 △
ゲノム機能解析やタンパク質解析など。AI等の
活用は横一線

情報の蓄積・利用環境(データベース) △
一部生物はDB化。疾患-ゲノム関連情報等は
今後の進展

3 ゲノム編集 編集技術 △
Crisper/Cas9最新技術は米国が保有。利用用
途・精度向上、改良の研究開発は今後進展。
日本にもシーズ技術が存在。

4 産業応用 発酵・培養技術、素材開発、ものづくり ○
ビジネスフェーズに入っているものもあるが、日
本が優位性を持つ発酵・培養技術への応用な
ど今後の拡張領域は広い

ゲノム情報1

2 機能情報
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4) 考察 

 米国では、購買コンソーシアムやシェアードラボの提供、許認可手続き代行等の共通領域の支援によ

り、バイオベンチャーの非競争領域のコストを低減している。メンバーシップやマッチング機会・情報

提供を超えた、このような活動が支援組織へバイオベンチャーを引き付けており、更に、支援組織への

バイオベンチャーの集積が、スポンサーやマッチングを求める企業の拡大とメンバーシップの強化、メ

ンターの充実を促している。メンバーを含めた構成員の拡大は、他業界とのクロスオーバーの機会を増

やし、新たな業界のコンバージェンスを促進し、また新たなベンチャー支援サービスを生み出すという

循環を形成していると考えられる（図表 8）。このような循環は、購買コンソーシアムでの値引きやシ

グニチャーイベントでの集客力の向上、スタッフの就業意欲、優れた人材獲得をもたらし、連続的な支

援組織のプレゼンス向上と発展につなげられていると考えられる。 

図表 8 米国マスバイオのバイオベンチャー支援活動に見られる循環例 

 

 日本では、従来からベンチャー向け起業家育成やメンター活動は実施されているが、バイオ/ゲノム・

ベンチャーをターゲットとした起業家育成は限定的であり、規模も小さく、メンターの人材・体制は十

分ではない。米国マサチューセッツ州のバイオテック業界における文化・社会的特徴を日本にて短期的

に実現することは困難であるが、CRISPR-Cas9 の開発以降の精度向上・改良・活用が急速に進む中、バ

イオ/ゲノム・ベンチャーに特化した起業家支援やメンター活動の強化が早急に必要であると考える。 

 バイオ/ゲノム分野においては、研究開発の余地が広く、産業利用の可能性も高いと考えられ、他業界

と比較して、研究成果(研究室)がシード技術として事業化(オフィス)へ遷移しやすい傾向があると考えら

れる。しかしながら、バイオ/ゲノム・ベンチャーにとっては、研究開発に必要な設備面の整備や、法務

ベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー

非競争領域非競争領域非競争領域非競争領域

コスト低減コスト低減コスト低減コスト低減

支援組織への支援組織への支援組織への支援組織への

ベンチャー集積ベンチャー集積ベンチャー集積ベンチャー集積

メンバー・メンターメンバー・メンターメンバー・メンターメンバー・メンター

拡大拡大拡大拡大

メンバーシップメンバーシップメンバーシップメンバーシップ

強化強化強化強化

業界の業界の業界の業界の

クロスオーバー・クロスオーバー・クロスオーバー・クロスオーバー・

コンバージェンスコンバージェンスコンバージェンスコンバージェンス

へ展開へ展開へ展開へ展開

ベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー

共通領域共通領域共通領域共通領域

（購買、ラボ等）（購買、ラボ等）（購買、ラボ等）（購買、ラボ等）

支援支援支援支援 支援組織支援組織支援組織支援組織 

自身自身自身自身の発展の発展の発展の発展 



    
 

40 

や規制への対応、シード・アーリーステージ以降の成長段階での支援・資金面の不足などの課題がある。

加えて、ゲノム業界のデータ分析・蓄積と IT との連携に関する課題は日米共通である。 

 日本では、例えば NPO 法人ならばソフト面の支援の充実、研究機関ではデータ分析・蓄積機能など、

公的な支援組織がそれぞれの役目と保有する機能を発展させることにより、ゲノム・ベンチャーの共通

の課題に対して高付加価値を提供し、相互に連携することでゲノム・ベンチャーの集合・循環を生み出

すプラットフォームが形成されることが求められる。 

 

5) 参考資料 

� 文部科学省 オープン・イノベーション共創会議 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/open/index.htm 

� 経済産業省 産業構造審議会 商務流通情報分科会 バイオ小委員会 

http://www.meti.go.jp/committee/gizi_1/32.html#bio 

� 経済産業省「ベンチャー企業の創出・成長に関する研究会 最終報告書」 

http://www.meti.go.jp/report/data/g80509aj.html 

� 経済産業省 ベンチャー有識者会議 

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/venture/003_haifu.html 

� 経済産業省 「具体事例から学ぶ創薬系バイオベンチャー経営の要点」 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/Bioventure/bioventurehoukokusyo.pdf 

� 新エネルギー・産業技術総合開発機構 研究開発型ベンチャー支援事業 

http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100091.html 

� 新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDO TCP（Technology Commercialization Program） 

http://nedo-tcp.jp/NEDO_TCP/ 

� 科学技術振興機構 「ゲノム編集技術」 

https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2014/RR/CRDS-FY2014-RR-06.pdf 

� 日本バイオ産業人会議（JABEX） 

http://www.jba.or.jp/jabex/index.html 

� バイオインダストリー協会 

http://www.jba.or.jp/pc/ 

� 九州地域バイオクラスター推進協議会 

http://kyushu-bio.jp/ 

� バイオ・サイト・キャピタル 

http://www.bs-capital.co.jp/ 

� つくば研究支援センター 

https://www.tsukuba-tci.co.jp/ 

� 丹生晃隆「中小ベンチャー企業支援における公的支援機関の役割に関する研究」 

      http://www.hosei-web.jp/chiiki/taikai/160322/d_03.pdf 
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3. ゲノム編集に関連する理論的・技術的知見へのアクセシビリティの向上に

向けて 

1) 目的・背景 

 ヒトゲノムの解析にかかるコストは、2000 年頃と比較すると 300 万分の１程度になり、現在では人ひ

とり分のゲノム情報の解読は、1,000 ドル台の費用で可能となっている。また、CRISPR-Cas9 によるゲノ

ム編集技術は、それまでゲノム編集にかかっていたコストを劇的に引き下げた。こうした技術革新が、

分子生物学の応用エリアに与えた影響は計り知れず、農林水産業、繊維産業、医療・製薬分野において、

大きなインパクトを与えつつある。 

 一方で、その最前線に立っている研究者たちは、シーケンシングの低コスト化や CRISPR-Cas9 による

ゲノム編集の技術革新を利用しながらも、現在のテクノロジーを決して完成品とはとらえておらず、ゲ

ノム編集技術についてもまだまだ改善を重ねていくべき発展途上の技術と考えて研究開発を続けており、

今後も更なる低コスト化や、画期的な技術革新によって遺伝子工学は前進していくことが予想できる。 

 こうした流れの中で、我々は現在のテクノロジーにとらわれることなく、常に新しく生まれる理論や

技術の担い手であり続けることが望ましく、また潜在的な担い手を拡大していく必要がある。 

 例えば、プログラミング言語の開発を例にとって考える。実際にプログラミング言語の開発に直接携

わる人数は、アプリケーションのユーザーのみならず、プログラミング言語のユーザーと比較してもご

く限られている。しかし、プログラミング言語のユーザーが一定数以上存在し、それらのコミュニティ

に存在感があることが、プログラミング言語の開発者に与えている影響は小さくないと推測でき、また

ユーザーは潜在的に開発者の一員となる可能性も秘めている。 

 まず、ゲノム編集分野を理解するコミュニティを大きくすることが必要である。必ずしも強いコミッ

トメントを求めない、潜在的な生物学者の規模を拡大することが、ゲノム編集技術の発展、ひいては分

子生物学のさらなる活性化に貢献し、日本の技術的な優位性にもつながっていくのではないか。 

 こうした観点から、ゲノム編集技術に関連する最先端の理論や技術的知見へのアクセシビリティをさ

らに向上していくことが重要である。 

 それでは、どのような側面から、分子生物学やゲノム編集に関わる理論的・技術的知見のアクセシビ

リティの向上を図るべきか。 

2) アクセシビリティ向上に向けた考察 

 まず、ゲノム編集技術の背後には、分子生物学等を中心とする理論的知見があることに留意する必要

がある。理論的な知見なくして、ある新技術を開発・確立していくことは、理論的知見を持ってそれら

の臨む場合と比較し、相対的に困難を伴うことは想像に難くない。現在最先端を走る研究者たちの研究

の方法論をみても、まずは自然のメカニズムを観察し、その仕組みを理解して利用することで、次世代

の技術を開発して行こうとする姿勢がある。このことは、生物学の理解は技術を基礎付ける知見として

非常に重要な位置を占めており、自然界にどのような仕組みが存在するかといった生物学的な知見が技

術開発にあたって今後も有用であることを示唆している。 
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 一方で、生物学の理論的知見そのものが日進月歩であり、その更新ペースは非常に速い。ゲノム編集

技術の普及のため、すでにゲノム編集学会など、多くの取り組みは存在しているが、現時点では、ゲノ

ム編集技術に関する情報に非専門家がアクセスしようと思うと、参考にできる文献は限定されている。

丁寧に論文にあたっていくとしても、そのプロセスは専門家以外にはわかりやすいものではない。逆に

言えば、ゲノム編集の仕組みと技術を理解するための文献群をマップとして整理するとともに、ゲノム

編集技術とその周辺に関する理解促進を意識した分子生物学のマニュアルを用意するだけでも、新技術

の潜在的な開発者の思考プロセスの支援につながるのではないか。 

 また、大学生以上を対象とした、相対的に高度なもののみならず、小中学生や高校生、生物学のバッ

クグラウンドを持たない一般人などが、通常の教育課程の枠を超えて、それぞれの興味に沿ってゲノム

編集及びその技術や理論的背景などを学習しやすいツールを整備し、生物学及び生物学の各分野におけ

る思考パターンを解説することは、現在の非専門家を分子生物分野に呼び込み、日本人一般の生物学に

関する知見の底上げにもつながるものと考えられる。 

 ゲノム編集技術の開発に資すると考えられる自然のメカニズムに関するガイドブック自然のメカニズムに関するガイドブック自然のメカニズムに関するガイドブック自然のメカニズムに関するガイドブック（媒体は問わな

い）のようなものがより一般に普及するだけでも、隣接分野からの参入障壁を下げ、より多くの人々の

流入を促し、新たな発想を取り入れる土壌を醸成することができるのではないか。 

 ゲノム編集の理論的知見へのアクセシビリティの向上推進ゲノム編集の理論的知見へのアクセシビリティの向上推進ゲノム編集の理論的知見へのアクセシビリティの向上推進ゲノム編集の理論的知見へのアクセシビリティの向上推進は、将来的な新技術開発のための思考プロ

セスの学習、潜在的な可能性を醸成する上で、一定の価値を持つと考えられる。 

① データベースの強化 

 ゲノム情報に関連するデータベースの整備については、すでに様々な取り組みが進められている。

WWW から手に入る情報も豊富であり、塩基配列情報へのアクセスもハードルが高いわけではない。一

方で、さらに強化できる余地も存在すると考えられる。以下、更に 3 つの点について考察する。 

② データの観測・収集 

 最先端の研究現場においては、現在よりもさらにゲノム編集を効率的に行う技術が現在模索されてお

り、そのためには一層多くの微生物のメカニズムを観測・理解する必要があると考えられている。その

意味で、ゲノム編集に関連することに限らず、生物の細胞核内で生じている現象を数ナノメートルレベ

ルの高解像度で観測し、データを収集・蓄積すること、及びそのための観測装置の充実は重要である。

例えば、生きた生物の細胞核内の動きを高解像度な動画で撮影できる安価なツールが普及すれば進歩に

つながるのではないか。 

 また、そうした高解像度の観測データのさらなる充実のみならず、一般的なフェノタイプや付随する

環境情報の観測・収集及びその標準化についても考える必要がある。この点、ヒトの情報については個

人情報としての取り扱いなど、考慮すべき点が数多くあり、そうした観点から考察を深めたうえで情報

収集を行う必要がある一方、例えば、犬や猫などのペットや、牛、豚、鶏などの家畜、魚、植物などに

関する情報は、個人情報等の観点はヒトの情報ほどにはセンシティブではなく、管理コストも相対的に

小さいと考えられる。そうした動植物等については、遺伝子情報とフェノタイプを結び付けた情報を、

定期健康診断等を通じて収集するなど、データ収集のためのメカニズムデザインを考案していくことも、

データベースの強化に資すると考えられる。人々が積極的にデータを提供しようと思うプラットフォー
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ムの在り方を模索することを通じて、環境データを含むフェノタイプ情報を遺伝子情報と結び付けて蓄

積する仕組みを開発し、ブラッシュアップしていくことは、データベースの強化につながるものと考え

られる。 

③ データベースの技術的論点 

 まず、ストレージ・プロセッサそのものに関する技術的な課題がある。遺伝子情報はサイズが大きく、

ヒト一人のゲノム情報をフルサイズで記録すると、それだけで数ギガバイトの容量となる。現状では、

ストレージのコストやプロセッサの処理速度の問題等、計算資源の問題があるが、これらの問題は、

Google や Amazon、Microsoft 等が一部リソースを提供することにより一定程度軽減されている。情報の情報の情報の情報の

集積という点では現時点では米国企業に圧倒的な優位があると考えられるが、より望ましいプロセッサ集積という点では現時点では米国企業に圧倒的な優位があると考えられるが、より望ましいプロセッサ集積という点では現時点では米国企業に圧倒的な優位があると考えられるが、より望ましいプロセッサ集積という点では現時点では米国企業に圧倒的な優位があると考えられるが、より望ましいプロセッサ

の開発等については、日本企業が一定程度寄与する余地があるのではないか。の開発等については、日本企業が一定程度寄与する余地があるのではないか。の開発等については、日本企業が一定程度寄与する余地があるのではないか。の開発等については、日本企業が一定程度寄与する余地があるのではないか。 

 また、収集されるデータの収集されるデータの収集されるデータの収集されるデータの標準化標準化標準化標準化についても、さらに推進する必要がある。医療データについては、

個人情報との関連が非常にセンシティブであり、情報漏えいやずさんな取り扱いが行われると、医学や

分子生物学の発展を大きく後退される事態になりかねないことに鑑み、情報の取り扱いに慎重になる必

要がある。その一方で、アイスランドやスウェーデンのように、研究のために活用できる医療データを、

収集・蓄積・整理することが重要であり、それにあたってデータの標準化を推進する必要がある。 

 同時に、データベースの検索利便性の向上も、非専門家の視点では考慮されるべきである。現時点で

は、研究上必要とされる特定の性質を満たす生物種を手軽に検索できるようなデータベースは普及して

おらず、生物学的な考察の上で必要な生物を探していくプロセスが必須となっている。このため、生物

種の選択について、現時点ではまだ先行研究等、文献から知見を得つつ、対象を手動で絞り込んでいく

方式がとられているように見受けられる。この仕組みを単純化することは困難であると思われるが、こ

うした分子レベルのメカニズムを考えるうえで適切な生物種の選択に資するようなデータの統合やユー

ザーインターフェースの構築は今後の課題であると考えられる。 

④ データのアプリケーション事例 

 一方で、非専門家の立場では、依然としてデータベースにあるデータを用いて実際にどのようなこと

を試せるのか、イメージしにくいのではないか。リアルデータを用いて何らかの実験を行うイメージが

わかなければ、データベースをいくつか検索し、すでに知っている知見等を確認するだけで終わってし

まい、そこから先に進むには一定のハードルが存在する。このハードルについても、データベースを活

用して生物学に関する知見を深めることができるアプリケーションを開発・提供することなどによって、

データベース自体の活用可能性を高めることができると考えられる。 

 生体内で生じる現象を、分子レベル、細胞レベル、臓器レベル、体内の複数器官の連携といった各レ

ベルの動きについて観測したデータ（静止画、動画等）を、遺伝子情報と結びつけて数多く収集するこ

とができれば、それらの相互作用に関する新たな知見を見出し、ゲノム情報に関連した生体内の動きや

疾患等への理解、ひいては創薬等のための基礎データとしても活用できるのではないか。 

⑤ ウェットラボの低コスト化 
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 研究者以外にとって、ウェットラボでの作業は、生物学分野に参入するにあたって非常に高いハード

ルになっている。この点は、最低限 PC と通信環境があれば参入可能な IT エンジニアリングと対照的で

ある。 

 また、ゲノム編集の実験を行うことを考えると、遺伝子を導入した生物が実際に誕生し、その経過を

観察するには非常に長い時間がかかるのが普通である。その意味でも、生物学の分野でのエンジニアリ

ングは、ソフトウェアエンジニアリングよりもハードルが高い。 

逆に言えば、生物学ならではの困難なプロセスを少しでもユーザーインターフェース上簡略化できれ

ば、ウェットラボでの作業を要する一連のプロセスのハードルを下げることができる。ウェットラボに

ついては、機器単位での自動化は進んでおり、プロセスのモジュール化も一部進展しているように見ら

れるが、熟練の研究者からみると使い勝手のいいものではない可能性があり、そのために技術的な限界

に比して進歩が緩やかなものとなっている可能性がある。他方で、非専門家はそもそもウェットラボに

アクセスすること自体にコストがかかるため、専門家とは別の観点で、自動化・モジュール化による便

益が大きい。ゲノム編集には非常に厳密な外部との遮断が求められるため、非専門家が実際にゲノム編

集を試す場合には、そうした観点からのサポートも必要になる。 

すでに実験の自動化、モジュール化を進める事業を行っている企業は存在するが、これらをさらに進

める余地は現時点では大きいと考えられる。まずはウェットラボのプロセスに関する知見を入手しやす

くし、モジュール化によって自動化することで便利になるプロセスを洗い出して、更なるコスト低減に

向けた検討を行うこともできるのではないか。     
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4. ゲノム編集仮想化を通じた欲求のバイパス化 

〜ギンコー・バイオワークス 訪問から得た考察〜 

1) 目的・背景 

 ゲノム編集などバイオエンジニアリング領域において、医療のように最適解を求めるもの、エネルギ

ーのように効率を求めるもの以外の、食品・ファッション・香料など主に BtoC における商材/サービス

では、消費者のニーズがとても重要なファクターとなる。 

 一方、消費者にとってこれらを身近なものにするためには、アカデミアや特定企業の中だけのものか

ら解放し、自らに内包するゲノムに気づき、全人類が自分事化すべきではないかと考えられる（ガレー

ジ生物学の到来）。そして、そのためには、ゲノムについて気兼ねなく簡単に関われる状況を創り出し、

特にオペレーショナルで難解なプロセスは自動化・仮想化して気にしなくても済むようにすることが重

要であるように思われる。消費者にとって仮想化は、潜在的な壁/前提条件からの解放を意味し、そうす

ることによって仮想化する部分以外の、より広範な事象を考えることに労力を割けるようになると考え

る。 

2) テーマ『ゲノム編集仮想化を通じた欲求のバイパス化』 

 人間の頭数（75 億）は、人間の塩基対（30 億）よりも多い。そして、世界最高峰の研究者でさえ、微

生物を始めとした自然の最適化アルゴリズムから学んでおり、最適化プロセスの中で生まれたオーガニ

ック・リソースである人間の知恵や欲求は、まだまだ価値のあるものだと考える。 

 今回は、BtoC 向けのスマートセル商材が消費者の前に並ぶ時代を見据え、様々な未知の商材や生物を

創れる前提で、人間がどのようなものを本質的に欲し、そうしたものが存在する社会に何を期待するの

かの情報を大量に吸い上げることができれば、ゲノム編集などのプロセスに拘らず、先回りしてバック

キャスティングすることで必要な概念/商材/サービスなどの準備・構築ができるのではないか、そして

それが、プロセス面で先行優位に立たれてしまっている日本の新たな強みになるのではないかと考え、

この観点を深堀して考察する。 

3) テーマの基となる仮説 

• 一般消費者が、ゲノタイピングツールやアプリなどを通じて、ゲノム/ゲノム編集等をある程

度理解して、誰もが関わりを持つことが近い将来可能となる。特に、精度が求められるゲノ

ム編集などを行う部分（手段）は、最終的に機械化される。 

• BtoC においては、「本来人間がどうしたいのか」という、良い/悪い、効率/非効率という概

念を越えた観点がある。加えて、ゲノム編集においても、文化的、地域的、民族的側面が重

要であり、主観的な好き嫌いなど、これらが重要視される場面がある。 

• プロセスに固執せず、バイオ商材が広範なカテゴリーに及べば、周辺領域で勝負したいプレ

イヤーが登場し、新しい産業を形成しうる。そして、新しい消費の形が提起されれば、コミ

ュニケーションや社会的合意形成の重要度が増すはずである。 
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4) 調査方法 

現地調査：自動化に積極的に取り組んでいるギンコー及びその他の有識者へのヒアリング 

先行研究：上記で抽出された事柄の裏付け確認、更なる考察のための調査 

5) 調査結果 

• 香水や織物など、比較的消費者に近い製品も登場しているが、ゲノム編集を始めとしたバイ

オエンジニアリングの領域は総じて難解であり、現時点では一般の人が関われるようなレベ

ルにはない。工業の中で 3D プリンターが生まれたように、こういった機器を個人で購入し、

現在の PC のように使える世界が来るのも、まだ先の話である。また、自宅でセミコンを作ら

ないのと同じで、自宅でやるようになるのは相当先である。PC を使う人はいても、PC を作

る人は多くいないのと同じことである。 

• 一般化するための課題はコストと複雑性。例えば、自分の DNA を自らリード/ライトするの

は、複雑なのでできない。まだ分かっていないことも多くある。将来はおそらくできると考

えられるが、一層データがないと難しい。今はデータが 1 つの制限事項になっている。 

• 自動化はギンコーのファンドリーにあったように、作るものがある程度定まった状況におい

ては、一部の工程で既になされている。どのようなゲノムデザインをするか（ゲノムに関す

る知恵や、ゲノム DB を参照して検討）というところはまだ人の手を必要とし、デザインす

るものによって製造プロセスも変わるため、今後は製造側も動的な仕組みが必要となる。 

• 提供者側の商品やサービスへのインサイトは存在するが、消費者側のニーズの吸い上げは

（当該商品やサービスがまだ少ないこともあり）改善の余地がある。それゆえ効果的なコミ

ュニケーションも取られていない。 

6) 考察 

① ギンコーの背景からみる自動化の普及状況と日本企業の参入について 

 ギンコーでは、セミコンのバッググランドを持つ Tom Knight（Founder であり DNA Hacker。詳細につ

いては、5. ギンコー・バイオワークスを参照）が、フレーバー、フレグランス、食品原料及び甘味料等

を生産するための微生物エンジニアリングを行い、それらを大量に培養するスケールアップ技術を持つ

企業と組む取り組みを行った。この活動により、マスプロダクション化をバイオロジーで一部実現させ

たが、まだ踏み込む余地があると考える。60 年代のセミコン工場が、様々なハードウエア/分析ツール

を入れて、その都度改善していき、さらにそれを上昇させていくためには、その当時にはないカスタム

装置が必要となった。同じように、例えば、極少量の液体を正確に動かす装置や、ナノリットルもしく

はピコリットルレベルの量を動かす技術・カスタム装置などが必要である。 

 セミコン業界であれば、KLA やアプライドマテリアルズなど、様々な優れた企業が装置を出している

が、バイオロジーのエリアではまだそのような会社が出てきていない。特殊な培養装置のスケールアッ

プは非常に高度で難しく、マイクローブによっても様々な特性やレプリケーションのモードが違うため、

そういったものをスケールアップできるようなラピッドシステムが今必要とされている。 
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 ソフトウエアのインテグレーションに加えて、ハードウエアのインテグレーションも効率化のために

並行して実施する必要があるが、現在ハードウエアそのものは、ほとんどが汎用品であり、メーカーに

必要なスペックを出して、カスタム化して作ってもらっている。 

 ギンコーでは、通常様々なところで分散している重要な機能をまとめ、エコシステムを形成して、共

に世に出すビジョンがあり、昨年 Amyris と Genomatica と戦略アライアンスを組み、Genomatica がケミ

カルを持っているので、それを Amyris のスケールアップ技術に乗せて出していこうとしている。

Amyris とは実際にパートナーを組んで、バイオベースド・マーケットをやっている。 

 エコシステムの一環として昨年 Gen9 も買収し、これによってギンコーのための DNA を彼等は作るこ

とになっている。様々なバリューチェーンがあるが、それを戦略アライアンスとして一つの屋根の下に

全部入れるという動きをしている。 

一方、ゲノム編集仮想化にむけて、デザインフェーズに包含される論文サーベイ等（何をどうデザイ

ンするために過去のどの知見から学ぶか）は、まだアナログであった。一部、このステップすら構造化

して機械化しようとしている取り組みが別の組織で存在しているが、例えば、優れた研究者の必要な情

報の仕分けプロセスを教師信号に持つような AI があると、経験や知識が乏しい研究者はとても助かる

のではないかと再認識した。また、何を作るか決定してからの工程は、ギンコーにおいては単純な試行

錯誤を自動化しているレベルで、今後、デザインしたいものに応じて装置やプロセス自体のダイナミッ

ク化/カスタム化が必要であり、この分野では日本企業の技術も大いに活用の余地がある。本流ではなく

一歩俯瞰したところでのエコシステム、バリューチェーンに組み込まれるのを狙うのも、1 つの策だと

考える。 

② バイオエンジニアリングが一般レベルまで普及するか 

 前述の通り、しっかりとした形で一般化するまでに時間はかかるが、正確性を諦めてできるところか

らアプリやお遊びツールとして簡易に仮想化していくことで、多様なアクティビティとの接続を強化し、

消費者へのコミュニケーションをブーストできると考えられる。例えば、ハッカソンやゲノムオリンピ

ックなどの e ラーニング、他分野のツール/PFとの連携、最も簡単なところでは HP での利用など、様々

なアクティビティと接続し、その中でコミュニティも形成できる。 

消費者が、このようなツールや PFを通して、潜在的な壁/前提条件から解放され、将来新しいものを

作れるようになることに気付くと、人間の本質を自ら見つめ直し、自らも含む生物やモノに期待してい

るニーズと社会はどうあるべきかのビジョンを考え始めると推測される。そして、ゲノム編集部分を仮

想化した PFをよりゲーミフィケーション化したり、汎用モジュール化することを通じて、これらのニ

ーズとビジョンを大量に集約する仕組みを構築できると考える。つまりは、実際に創らずして、本当に

創りたいものを知り、未知のレベルでケーススタディを重ねることができる。なお、ここで得られたマ

ーケティングデータを「アリエタカタチ」と呼ぶことにする。 

③ 未来の消費概念に先に辿りつく～欲求のバイパス～ 

上記の仕組みの中では、植物のように製品が自己再生することを前提とした新しい消費の在り方や、

食物連鎖ならぬ工業製品連鎖とでも言えるような「捨てる」という概念のない新しいライフスタイルな

どが生まれるかもしれない。そのような商品がありふれた世界になれば、未知の価値基準が生まれるか
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もしれないし、その基準を活用した国際公約を設定することもできるかもしれない。潜在的に新しい工

業製品も創れるということで、チーム・マイナス 6%のような新しい国際公約を設定できる可能性も考

えられる。例えば、石油も使用せず土に返るものあるバイオファブリックは、エコやアレルギーなどの

側面で新基準を設定するなどできるかもしれない。 

 また、大量に集められた人間が求めるニーズとビジョンである「アリエタカタチ」から逆引きするこ

とで、イノベーションコントロールもできるかもしれない。医療やエネルギーなどの分野を除いて、人

類は出来ることが急に増えても大きく変化することを嫌うため、このことは「心地良い進化/進歩の在り

方を模索すること」と言えるかもしれない。 

新しいビジョンとニーズに気付くと、仮想化しているプロセスは当然どのような手段でも良く、また

どうすべきかのビジョン（ゴール）が鮮明に見えるため、ニーズが新しいニーズへとバイパスする可能

性があると考える。例えば、極端な話、いつでも個人としておいしく感じる商材が提供できるようにな

れば、味覚への欲求が均質化してしまう可能性もあり、逆に昔はおいしいと感じなかったその感覚・違

和感（マズイではなく、変化）の必要性に気づくかもしれない（そして、そもそもこちらの方が重要で

ある可能性に気づく）。 

 また、収集されたニーズとビジョンである「アリエタカタチ」によって、ゲノム編集などのプロセス

自体、全く新しい方法が考案されるかもしれない。フェン博士やチャーチ博士も、CRISPR-Cas9 などの

「手段」に全く固執しておらず、「一番良いとされている技術や既得権益に固執しないこと」が、次の

扉を開ける鍵であると再認識している。我々もキャッチアップするスタンスでは、いつまで経っても追

いつけないため、それ故、本流ではない非バイオの立場からの見解は重要であり、ゲノム編集のような

革新的な技術は、全く別の領域の革新的な技術/技術者とこそ、シナジーさせるべきだと考える。 

④ BtoC 向けスマートセルインダストリーでのコミュニケーションの必要性 

 現在、香水やフレーバーなど BtoC でのバイオテックの利用は、生産の効率化が主であり、従来の製

造業界に働きかけて「バイオロジーを使えばもっと効率のよい製造ができる」ということを提案する段

階にある（消費者にとってはプライシングに影響がある段階）。新しいものを創り出し、新しい消費の

形がスタートするのはその次である。 

 先行して消費者に届けられている幾つかのバイオ製品/サービスのコミュニケーションについては、予

想通り、人間の体に近い部分、エネルギーのように効率が求められる分野以外は、ELSI（Ethical, Legal 

and Social Issues）に加えて、どのような状態が良いことなのか一概に言えないため、通常のマーケティ

ング理論（コミュニケーションと社会的受容性の形成）が通用すると考えられる。例えば、食品、ファ

ッション、建材などの領域において、数は少ないが販売に至っているフェーズのものについては、代表

性ヒューリスティックを活用したテストモニュアルなど、ダイレクトマーケティングで一般的な手法は、

全て適用可能である状態である。農業やエレクトロニクスの業界では、改良が起こればファンクショナ

ルベネフィットに寄るので、当面は現状のコミュニケーションの延長線になることはある程度想定でき

る。 

 ただバイオミメティクス（生体のもつ優れた機能や形状を模倣し、工学・医療分野に応用すること）

によって、例えば植物のような能力を持った工業製品が登場した場合は、取扱説明書から、瑕疵、ライ
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ツ管理まで全く別のものなることが予想され、商材の楽しみ方・消費の在り方まで変わるので、GMO

の明示をするようなレベルとはかなり変わってくると思われる。BtoC における社会的合意形成という意

味では、法律や制度といったものよりも、誰が使っているのか、誰にその商品を勧めてもらうのか（イ

ンフルエンサー）などが、アーリーステージでは重要になると考えられる。 

 伝えるためのメディアも当然変わっていくだろう。実験的なモノを買うスタンスから始まるなら、ク

ラウドファンディングのようなものが親和性が高いかもしれないし、富裕層マーケティングに近い攻め

方や、逆に料金を取らないモデルもあるかもしれない（その時は、買うという行為ではないかもしれな

い）。 

 バイオロジーがもたらすスマートセルの進展と、その進展がもたらす周辺領域への地殻変動・コンバ

ージェンスを多いに期待したい。そして、その変革に如何に先回りしておけるかが鍵である。 

7) アクションプラン 

 スマートセルにおいて消費者に近ければ近い程、「どのようなものが創れるか」より、「どのような

ものが欲しいか」という、通常のニーズを吸い上げた方が遥かに効率的である。かつ、吸い上げるニー

ズは当該領域について知識のあるユーザーからなのか、そうでないのかで大きな違いがある。また、エ

ッジが効いたニーズでもパイがないとビジネスにはならず、通常のマーケティング＆ローカライズ戦略

等がないと話にならない。つまり、ニーズとビジョンを効率的に先回りして集めるために、消費者に対

して「どのようなものが創れるようになるか」の分かりやすい情報提示と、「どのようなものが創りた

いか」を吸い上げ蓄積するための、簡易なアプリ、指導者付きワークショップ、簡単なゲノタイピング

ツール等の普及を、現在のレベルから数段階引き上げて、若年の時から一般の方に提供していくべきで

ある。これが全ての土台になる。 
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5. 日本のＤＴＣ（遺伝子検査）ビジネスへの示唆 

近年、我が国においても DTC
5サービスを提供する事業者が登場しており、こうしたサービスを活用

すれば個人レベルでは生活習慣の改善等による健康増進・疾病予防が期待される。また、企業・或いは

国家レベルでゲノムデータが大量に集まれば、ゲノムシークエンスやその後のカウンセリングの質向上

のみならず、そうして集めたビッグデータを創薬やより効果的な診断・治療法の開発等に活用すること

が期待されている。 

 ゲノムデータを大量に集めるためには DTC サービスの利用者＝マーケットを拡大させていく必要が

あるが、そのためには何がカギとなるだろうか。DTC を利用する消費者にとっても最も重要なのは、

「品質」6と「価格」ということになろう。以下、DTC の品質と価格に関連する要因について先端市場

である米国の背景も踏まえ、検証していく。 

 さて、DTC の「品質」管理に関連して、米国の認証制度について触れる。前章で紹介されているヴェ

リタス社は CLIA（Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988）と米国病理学会（CAP）両方の

認証を受けているが、前者は実施された手順の検証、及び検査を実施する技術者の資格を含む臨床検査

の質を保証するために制定された米国の法律・制度であり、人体由来のすべての検体を用いた検査が対

象になる7。同法による規制官庁は CMS（Centers for Medicare and Medicaid Services）であるが、これは

検査機関がメディケア及びメディケイド制度による医療費請求を行う際に、CLIA の認証を受けている

ことが必要条件となっているためである。後者の CAP は臨床検査における品質の向上を目的とした米国

病理学会（CAP）による認証であり、臨床検査成績評価プログラム＝CAP サーベイと臨床検査室認定プ

ログラム＝LAP から構成され、その内容には例えば「遺伝カウンセリングおよび追加検査の推奨」とい

った CLIA に含まれていない項目が存在する。また CAP は次世代シークエンサーを利用した検査にも対

応しており、技術の向上にあわせてプログラムが迅速に更新されていると言われている。 

 ただ、米国においてこうした規制や認証制度に問題が全く存在しないわけではない。過去には GAO

（米国会計検査院）が DTC 遺伝検査の結果について「誤解を招くとともに消費者にとってわずかもし

くは何の価値もない（”misleading and little of little or no practical use to consumers”）」と報告した例（2010

年）や、23andme 社が FDA から検査の販売中止命令を受けた例（2013 年）がある。こうした事案を受

けて FDA は遺伝子検査に係る規制の見直し・拡大を検討しているという。 

                                                        
 

 

5
 DTC 遺伝学的検査は Direct-to-Consumer Genetic Testing の日本語訳であり，直接消費者に提供される遺伝学的検査を意味

している． 
6直近行われた遺伝子診療に関する市民意識調査によれば、「研究や診療を通じてご自身の遺伝情報が扱われる場合、どの

ようなことが重要か」との問いに対し、「得られる遺伝情報の精度や信頼性」が最も多い回答（47.5%） となっており、

これは DTC サービスにもあてはまると言えるだろう。参考までにそれ以外で割合が高かった回答を見ると、「研究や診療

における目的や意義（31.9%）」、「遺伝情報の厳重な管理体制（37.1%）」、「就職や保険加入等における差別の回避

（22.0%）」などとなっている。 
7 このほかに国際的な認定・認証制度として ISO15189 が存在する。 

また米国には CLIA の他に、FDA（The Food and Drug Administration）、FTC（Federal Trade Commission）による規制が存在

する。 
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 さて、CAP の認証基準に見られるように「品質」といった場合、そこには検査結果を得るまでの過程

のみならず検査結果を得た後のカウンセリングまでを射程としている。医療行為に位置付けられない

DTC サービスの性質を考えれば、検査結果の解釈やその後のカウンセリングの方が重要であろう。個人

のゲノム配列やある特定の疾病にかかる統計的確率とった内容は専門家ではない一般消費者にとっては

付随的な情報に過ぎず、より重要なことは「今後具体的に何をすべきか」である。それが例えば「野菜

の摂取」「適量な運動の実施」といった一般論であればわざわざ費用を払って検査を行う必要がなく、

より個別具体的かつ説得的である必要があるが、そうなると医業と非医業の境界は非常に曖昧なものと

なる。それゆえに、実際海外では DTC ビジネスそのものを禁止している、つまり遺伝子関連検査は医

業に該当するとし、医師が提供する必要がある、としている国家や地域が存在する（例えばフランス、

ドイツ、米国の一部の州）。 

 我が国においては、DTC は医業に該当しないという整理により DTC サービスの提供は禁止されてい

ない。また DTC の品質に係る法規制は存在せず、経済産業省によるガイドラインや業界団体による自

主基準、認定制度などが存在するのみである。ヴェリタス社や 23andme 社のように、DTC マーケットに

おける差別化要因が技術のみならずデータボリュームやその解釈（検査後のカウンセリングも含むと考

えてよいであろう）になりつつある中、我が国において利用者の裾野が広がりマーケットが拡大してい

くために、どのような法規制があるべきか、特に品質保証の仕組みや医業とのすみわけ整理については

今後の重要な論点になると思われる。 

 なお、DTC の医業との関連は、もうひとつの課題である「価格」の課題に直結する。すなわち、医業

に該当すれば論理的には保険収載の可能性が開け8、保険適用となれば利用者の自己負担額は大幅に削減

される9。一方で、少なくとも短期的には医療費・国家財政には大きなインパクトを与える。DTC に限

らず「ゲノム検査・医療の費用を誰が負担すべきか」という問いに関しては、その技術評価の複雑性や

評価そのものに係るコストの問題等により米国においても答えが出ておらず、更なるエビデンスの収

集・調査が必要とされているところである。我が国においても今後医療費の増加や医療財政の持続可能

性が懸念される中、ゲノム医療に係る効果をどのように捕捉し、その費用負担を誰が行うかについての

エビデンスに基づく議論が不可欠であろう。 

  

                                                        

 

 

8 「医業に該当する（＝医師や医療機関が提供する）DTC サービス」というのは語義矛盾であるので、実際は「DTC のよ

うな検査」が必要となるような疾病が定義（創設）されることになるのであろう。例えば「禁煙外来」のような形で。 
9 保険収載以外の費用負担軽減の施策として、医療保険者による保険事業（健康診断・健康指導）に組み込むことや、自

治体が独自に補助金を支給する施策も考えられる。後者の例として、神奈川県では DeNA ライフサイエンス社が提供する

遺伝子検査サービスを県民が 4 割引で利用できるよう、助成を行っている。 
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6. 日本版の高品質なゲノム編集ツールのＯＰＥＮ化ＰＦ構築の可能性につい
て 

～ゲノム業界の発展のためにロジスティクス分野でできる差別化要素～ 

1) 目的・背景 

 昨今、「ゲノム編集」が大きく革新された技術 CRISPER-Cas9 の登場により、医療分野を中心にさま

ざまな取り組みに活用されるようになった。結果、これまで難しいとされていた様々な課題解決に大き

な成果をあげており、今後、医療分野に留まらず工業やエネルギー、農畜水産業などの他分野への活用

も期待されている。                                               

この CRISPER-Cas9 技術を世界中に急速なスピードで普及させることができた要因として、技術的な

要素はもちろんではあるが、それだけではなく、その優れた技術を OPEN 化したプラットフォーム（PF）

とロジスティクスがあったことも一つの大きな要因と考える。 

 今回、その OPEN 化 PFとロジスティクスを兼ね合わせたサービスを提供しているアッドジン社の取

り組みをもとに、日本のロジスティクスの強みを活かすことによるさらに進化した日本版の OPEN 化 PF

の可能性について調査・研究することとする。 

2) 検討テーマ 

 ゲノム編集ツールの利用者が世界中で拡大していくことが予想されるなか、日本版ゲノム編集ツール

の OPEN 化 PF構築を狙い、 

• 日本におけるゲノム編集ツールの供給元の有無 

• 差別化できる日本の高品質なロジスティクスの強み、進化すべき機能 

について検討する。 

3) 調査方法 

現地調査：世界の研究者向けにゲノム編集ツールを提供する PFを構築しているアッドジンへのヒアリ

ング 

先行研究：日本におけるゲノム編集ツールの提供可能な組織及び日本のロジスティクス品質の優位点や

その他考察に必要とされる情報について調査 

4) 調査結果 

① ゲノム編集ツールの調達について 

 日本では、理化学理科研究所がアッドジン社と同様のゲノム編集ツールの開発、提供サービス機能を

保持している。そのため、理化学研究所を中心としたツールの調達が可能と考える。 

② ロジスティクスについて 

a. アッドジン 

世界中の大学などの研究機関からゲノム編集ツールを集約し、品質管理、受注、配送の一連のサービス

を提供。（ゲノム編集ツールに限定した EC コマースのようなサービスを提供。） 
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収益源をロジスティクス費用の手数料のみとしている。ただし、実際に見学させていただいたロジステ

ィクスの作業内容（ピッキング、梱包、固体管理等）は、大きく人力に頼っている状況であり、輸送

（配送）に関しては委託先の配送事業者のサービスレベルでの対応であった。                            

もしアッドジンと同様の事業を日本で実施するとすれば、ロジスティクスの領域において、省人化や品

質向上に向けた改善の余地があり、そこに日本の強み（作業のオートメーション化や RFID（（Radio 

Frequency Identifier：電波を介した近距離無線通信によって情報を読み取る非接触型の自動認識技術）を

活用した固体管理、きめ細やかなお届け日時設定など）を生かせる可能性がある。 

b. ロジスティクス分野における改善の可能性    

i. オートメーション化 

 基本的に人手による作業がメインとなっており、各工程の連携部分や梱包、固体管理などの面でも省

人化が可能。出荷物の固体管理方法についても、バーコード管理となっており、RFID などのセンサー

を活用することで、より省人化が可能であり、今後扱い量の増加を想定するとさらなるオートメーショ

ン化が必要不可欠になる。 

さらに将来的には、オートメーション化されたゲノム編集をロジスティクスの中に組み込み、編集ツ

ールではなく、それを使った実験自体を請け負い、結果の情報だけを提供する機能まで OPEN 化 PFに

追加すると有効だろう。 

ii. プラスミド配送の温度管理品質 

今回拝見した出荷物は、常温荷物に限定されていたが、出荷対象のゲノム編集ツールの中には、鮮度

等もあり温度品質と配達までのスピードが重要になるものも多くあると予想される。温度品質（専用の

資材を活用し固定の温度帯を維持するとともに、温度情報をトレース管理できる仕組み）や配達スピー

ド（きめ細かい時間帯枠の設定が可能）において、日本のロジスティクスのノウハウ（高品質）を活用

することで、よりサービス機能の拡張ができる可能性があると考える。 

さらに、今後のバイオ業界の急速な進展にあわせて、ゲノム編集ツールに限らずバイオ研究を中心と

した医療分野において、今現在対応できていない様々な検体、医薬品等の輸送への対応への需要が高ま

ることが予想され、それに対応するために、よりきめ細かい温度維持機能や現状より低温帯での温度管

理機能が必要となると考える。 

iii. 輸出入手続き 

ゲノム編集ツールは、国によって遺伝子組み換え関連商品とみなされ、特別な輸出入手続きが必要と

される。アジア各国への展開を中心にグローバル展開を進めている日本の物流企業の力を活用すること

で、代理店を設置することなく、アジア全域への展開が図れる可能性があると考える。 

 日本のロジスティクスには、オートメーション化、配達スピード、時間帯設定などのきめ細かいサー

ビス、温度管理品質といった点で優位性を持てる可能性がある。 

 世界各国への出荷量が右肩上がりで伸び続けている状況（さらに、アメリカ国外への出荷が 52％と過

半数を超え、世界中への広がりが加速している）において、日本のロジスティクスの優位性を活かすこ

とで、物理的な距離やツールの短い鮮度といったハードルをなくし、PF上で扱える対象のゲノム編集ツ

ールとそのツールを利用できる地域を拡大することが可能となる。 
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5) 考察 

 昨今、新しい技術の登場によって、さまざまな新たなビジネスが誕生している。今回の調査研究テー

マである「ゲノム」についても同様で、CRISPER-Cas9 という新たな技術によって、さまざまな分野に

おいて新たなビジネスが誕生しようとしている。 

通常、新しい技術が出てきた際には、その権利を研究者が保持し、一定の限られた範囲で活用される

のが一般的であるが、その技術をさらに進化させ市場全体を盛り上げ発展させていためには、その技術

を取り巻く研究者、研究機関に OPEN 化することが重要なファクターとなる。 

今回の「ゲノム」というテーマにおいて、「CRISPER-Cas9」という技術を他の研究者、研究機関へ自

由に利用できるように OPEN 化し、世界中の研究者に提供する PFを構築したのは、アッドジン社であ

る。このアッドジン社の PFのおかげで、ゲノム編集の分野において技術が OPEN 化され、急激なスピ

ードで研究者に普及し、結果、大きな進化をとげており、最終的には、人々の暮らしの発展に貢献が期

待されている。そのような背景から、アッドジン社の取り組みは、現在のゲノム編集技術の進化に極め

て大きな役割を担っているといっても過言ではないと考える。 

 すでに、世界中の研究者向けにインターネット環境さえ持っていれば利用することができる OPEN 化

PFではあるが、今回の訪問によりロジスティクス全体を考えると、まだまだ進化する余地は大いにある

ように感じた。というのも、日本のロジスティクス品質は、オートメーション化、スピード、時間帯設

定などのきめ細かさ、温度管理品質などの点で優位性を持てる可能性があると思われる。 

 この日本版の高品質なゲノム編集ツールの OPEN 化 PFを構築することは、日本でのゲノム編集ツー

ル・実験結果を取得するためのハードルを下げることにつながり、日本のゲノム産業の活性化にもつな

がると考えられる。 

 すでにアメリカでは、多くのバイオベンチャーが生まれており、新たな産業創出の原動力となりつつ

あるようであるが、日本においても本 PFの実現によりゲノム産業が大きく発展していくことに期待を

よせる。 

最後に、今後、ゲノム業界におけるアッドジン社の取り組みをヒントに、様々な業界において「技術の

OPEN 化」の仕組みの実現を目指していくことが、産業の発展には重要である。自らの業界において、

技術、情報などの OPEN 化によってベンチャー企業等との共創と競争に向けた取り組みを進めていく。 
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7. 個人情報保護とゲノム情報等にかかる動向と仮説 

1) 概要 

 インターネットをはじめとする情報通信技術の発達により、様々なビジネス領域における事業活動の

グローバル化と従業員・顧客等の大量の個人データ保有／分析を可能とする一方で、データ主体である

個人の権利や保護する義務を定めた法整備が進められてきた。日本においては、2015 年に個人情報保護

法を改正し、特定個人情報保護法の改組により個人情報保護委員会をデータ保護機関として新たに設立

し、2017 年 5 月 30 日より改正法の全面施行を迎えたところである。 

 こうした中、様々な購買履歴や資産情報など様々な個人情報についてその適正な取扱に係る議論がな

されているところ、今後新技術による発展が望まれるゲノム産業において、その鍵となるゲノムデータ、

ゲノム情報の取扱について、その動向と今後の課題（仮説）について述べる。 

なお、本稿では、ゲノム情報等の定義として、厚生労働省 ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タ

スクフォースでは「改正個人情報保護法におけるゲノムデータ等の取扱について（意見とりまとめ）」

（平成 28 年 1 月 22 日）において、以下のとおり整理された考え方を用いるとする。 

「ゲノムデータ」：塩基配列を文字列で表記したもの 

「ゲノム情報」：塩基配列に解釈を加え意味を有するもの 

「遺伝情報」ゲノム情報の中で子孫へ受け継がれるもの 

また、経済産業省における「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保

護ガイドライン（平成 29 年 3 月 29 日）」 から以下の用語の定義を用いる。 

「遺伝情報」：試料等を用いて実施される個人遺伝情報を用いた事業の過程を通じて得られ、又 は既に

当該試料等付随している情報で、ヒトの遺伝的特徴やそれ基づく体質を示す情報であって、特定の個人

を識別することが不可能であるもの 

「個人遺伝情報」：個人情報のうち、個人の遺伝的特徴やそれに基づく体質を示す情報を含み、特定の

個人を識別することが可能であるもの 

加えて、ゲノム情報等を医療等に活用するための研究や事業で取り扱われる情報として、 

「環境要因」：個人の生活習慣や住環境など後天的に影響する要素に係る情報 

「発現結果」：先天的要因と後天的要因から実際に発現した結果に係る情報 

を用いる。 

2) 改正個人情報保護法の概要とゲノム情報等の特徴 

 個人情報保護法の改正（平成 27 年 9 月 9 日公布、平成 29 年 5 月 30 日施行）に伴う施行令改正とそれ

に基づくガイドラインにおいて、「個人識別符号」の一つとしてゲノムデータが明記された。改正法に

おける「個人情報」の定義において、「個人識別符号が含まれるもの」と含まれており、ゲノムデータ

単体で個人情報となると整理されている。この「個人識別符号」とは、「（1）特定の個人の身体の一
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部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定

の個人を識別することができるもの」「（2）個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される

商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁

的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行

を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることによ

り、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの」と改正法において

定義されており、（1）について個人情報の保護に関する法律施行令において、細胞から採取されたデ

オキシリボ核酸（別名ＤＮＡ）を構成する塩基の配列」が挙げられている。 

  ゲノムデータについては、更に個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）にお

いて、ゲノムデータ（細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名 DNA）を構成する塩基の配列を文字

列で表記したもの）のうち、全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲ

ノム一塩基多型（single nucleotide polymorphism：SNP）データ、互いに独立な 40 箇所以上の SNP から

構成されるシークエンスデータ、9 座位以上の 4 塩基単位の繰り返し配列（short tandem repeat：STR）等

の遺伝型情報により本人を認証することができるようにしたもの」を個人識別符号に該当するとしてい

る。 

 「ゲノム情報」は、この塩基配列を文字列で表現した「ゲノムデータ」から単一遺伝子疾患、疾患へ

のかかりやすさ、治療薬の選択等の解釈を加えたものとなり、個人情報と組み合わさることで改正法が

定める「要配慮個人情報」に該当しえる。「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、

病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が

生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をい

い、取得及び第三者提供する場合には、原則として本人の同意を得ることが義務化されている。 

近年、ゲノムデータについては、次世代 DNA シークエンス技術の驚異的な進歩により、個人が安価

で迅速に行えるようになりつつあり、その解釈についても世界中でデータベースが構築され、研究が進

められているところになる。こうした研究においては、ゲノムデータそのものの重要性も去ることなが

ら、個人の生活習慣や住環境を含む環境要因に関する情報とそれら発現結果としての身体的心理的特徴

や病歴が必要となる。これら情報は、ゲノム情報と同様に要配慮個人情報に該当する可能性が高く、そ

の取扱や流通においては、取得や第 3 者提供における本人同意や匿名加工情報※の作成等が求められる

ことが想定される。 

※特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、

当該個人情報を復元することができないようにしたもの 

3) データローカリゼーションやデータ主体の権利にかかる動向 

 IoT/ビッグデータの時代においては、円滑なデータ流通が社会全体におけるイノベーション発現や経

済成長に重要となる。ゲノム医療やその研究においても同様であり、患者・被験者の情報を効率的かつ

大量に処理・分析し、関係者間で共有することで、その発展に寄与することが期待されている。一方で、

プライバシーの侵害やサイバー脅威により個人の権益が侵され物理的な被害まで発生している実情があ

り、データローカリゼーションやデータ主体の権利拡張に向けた議論や法整備が世界的に行われている。 
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 データローカリゼーションとは、取得した（個人）データをその国に設置されたサーバで保管し処理

することを求める規定等を指し、中国、ロシア、インドネシアなどが厳しい制限をかけている国として

挙げられる。これらの国々では、プライバシーやセキュリティーを守り、自国産業を保護し経済成長を

促進するため、国民の個人情報（金融情報や医療情報等）を自国内から持ち出すことを禁止ないしは許

可が必要としている。こうした施策は、グローバルな情報の流通を阻害し、インターネットの本質的価

値を損ね、断片化を引き起こすことが懸念される。 

 データ主体の権利については、「利用目的等の情報を受け取る権利」「アクセス権」「拒否権」「修

正権」などが挙げられるが、近年その権利を拡大し、「忘れられる権利（≒削除権）」「データポータ

ビリティ権」について議論が進められている。 

「データポータビリティ権」とは、その議論が活発に行われている欧州においては、「データ管理者

からデータ主体がデータを扱いやすい電子的な形式で取り出し、それを他のデータ管理者に移転する権

利」と「あるデータ管理者から別の管理者に直接移転する権利」の 2 つから構成される。議論の背景に

は、プライバシーの保護という観点に、プラットフォーム企業へのデータ集中・集約による市場寡占に

対する警戒も加わり、データ主体への権利拡大とそれを実現する仕組みとしての PDS（Personal Data 

Store,様々なサービスで利用される個人情報をデータ主体である個人が自己で一元的に管理することを可

能とするサービス）・情報銀行の整備にかかる検討にも関わりが深い。欧州委員会では、「自らのパー

ソナルデータに対するコントロールを消費者が行使可能となることを促すと同時に、競争と市場におけ

る新しいビジネス活動の推進を促す」とともに、「スタートアップや小規模企業に、デジタルジャイア

ンツに支配されたデータ市場にアクセスすることを可能」とするものだと解説を行っている。 

4) ゲノム情報等を取り扱う事業活動や研究の事例（訪問先団体から） 

 今回の調査で訪問した団体から、特に個人情報の流通と保護を考える上で、有益と考えられる企業及

び研究プロジェクトをそれぞれ挙げる。はじめに、ヴェリタスというヘルスケアプロバイダーの取り組

みを紹介する。この企業は、全ゲノムシークエンスの情報を顧客から取得し、解析したヘルスケア情報

を提供するビジネスを展開している。米国 Time 誌の Times100 に選ばれる企業であり、最新のゲノムシ

ークエンス技術を用いて、1,000 ドルで全ゲノムシークエンスの解析結果を提供することができた初の

企業となる。ゲノムシークエンス技術にデータ取得の低価格化にその焦点が当たりがちではあるが、同

社 CTO Preston Estep 氏によれば、「全ゲノムシーケンスの解析によって他の遺伝子テストが取って代わ

られる。しかし、実際のシーケンス自体はコモディティ化し、企業の差別化要因になるところはそれの

解釈である。」と述べており、これまでは遺伝データやゲノムデータの取得そのものに価値があるとさ

れていたが、今後はその解釈の結果であるゲノム情報に企業価値の源泉がシフトすることを示唆してい

る。全ゲノムシークエンスは一度デジタル化されゲノムデータとなると生涯変わることはないため、そ

れを解釈する技術の発展が顧客に継続的に価値を提供する上で極めて重要となり、またそれを実現する

ために顧客とデータを囲い込むプラットフォーム（戦略）の構築に取り組んでいることが聞き取れた。 

 次には、Personal Genome Project（以下、PGP という。）という、先に挙げたヴェリタスの企業理念や

その活動に多大な影響を与えているハーバード大学に端を発する研究プロジェクト及び事前団体を紹介

する。 
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 PGP では、遺伝子情報のデータベースを提供している。ここにはゲノム情報と表現型の情報の両方が

入っていて、他に（住）環境の情報、例えば、子供のころ鉱山のそばに住んでいた、 原発のそばに住ん

でいたといった情報も含まれている。また、皮膚の生検データのような細胞の DNA の情報も含まれて

いる。 

 遺伝子型からは個人の性格、性状、健康関係、目の色、診断関係などの情報を一般に公開することで、

研究者が自由に取り扱うことを可能としており、ゲノムベースの医療の発展に寄与することを目的と団

体となる。 

 これら情報の収集は一般の協力から成立しており、個々人から非常にセンシティブな個人情報の提供

を受け、それらを公開かつ削除（公開の取りやめ）ができないという点で非常に新しい取り組みと見ら

れている。PGP ではその情報の取扱にあたっては、オープンコンセプトという考え方を採用している。

オープンコンセプトとは、データのストレージ、データベースには一般から誰でもアクセスすることが

できるというところであり、匿名性やプライバシー、機密性に関しては保証しない／できないという考

え方を意味する。いったん自分の個人情報をデータベースに登録すると、それを後から削除することは

できない。このデータベースには、自分自身を含めた誰でもアクセスができ、登録された情報を参照す

ることができる仕組みとなっている。一般的な研究の進め方においては、被験者が自身の様々なデータ

を提供しても、特定の研究者だけがそのデータにはアクセスできるだけで、被験者本人にさえ研究結果

が還元されないケースが多く、まったく逆の考え方で、個人情報の保護を度外視して、研究発展と個人

の利益を追求している。 

5) 個人情報として捉えたゲノム情報等に係る今後の論点（仮説） 

 これまでの調査から個人と事業者、研究者それぞれの関心を整理し、そこから今後議論が求められる

であろう事項を以下に記す。 

① 個人、データ主体の関心 

• ゲノムデータを提供することでどれだけの利益を得ることができるのか。 

• 自身のゲノムデータ、ゲノム情報が適切に扱われるのか。 

• 死者を含めた親族のゲノムデータ、ゲノム情報、遺伝情報に対して、権利を主張できるのか、

できるようにすべきなのか。 

• データ主体の権利は、ゲノム医療等の発展を前に、どの程度主張することが可能なのか。 

② 事業者、研究者の関心 

• ゲノム情報等を可能な限り収集、囲い込みを行い、事業・研究を成功させたい。 

• ゲノムデータ、ゲノム情報からどのような価値提供を行えるのか。 

• どのようなゲノムデータ、ゲノム情報の取扱いが法的リスク、ブランドリスクを自社でコン

トロール可能とするのか。 

• データ主体の権利が拡張される中で、どこに企業価値の源泉を築くべきなのか。 

• 可能な限りゲノムデータやゲノム情報にアクセスするには、どういった方法がとり得るのか。 
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以上を踏まえ、今後の論点として少なくとも以下 2 点が挙げられると考える。 

 データ主体の権利の拡張が必要になった場合、個人遺伝情報のデータ主体をどのような定義し、また

どのような権利を保証すべきなのか。 

• 近親者や子孫は、削除権やデータポータビリティ権を主張しえるのか。関連して死者のゲノ

ムデータも検討の対象にすべきか。 

• ゲノムシークエンス技術の発展とデータポータビリティ権の確立により、ゲノムデータを集

積することに対するインセンティブが低減された場合、その役割は誰が／何が担うのか。 

• 事業者の企業価値の源泉となる解析結果（つまりは、ゲノム情報）に対してもデータポター

リビリティ権を認めうるのか。 

ゲノム情報等の流通網整備の必要性有無。必要であるとすればどのように整備すべきか。 

• ゲノム情報によりもたらされる価値にゲノムデータや病歴や生活環境を含めた要配慮情報を

提供／流通させることによるプライバシーリスクが見合うのか。 

• 先行者利益が必ずしも見えず、コモディティ化しやすいデータ解析といった分野で、データ

の単純な囲い込みが困難になるとした場合、どのように個人／事業者のゲノム情報の流通に

参加するインセンティブを設計できるのか。公的機関が必要か。 

• 国を超えたデータ流通網が、ゲノム医療等発展に必要なのか。 

 

6) あとがき 

個人情報の利活用と保護のバランスのとれた施策がゲノム医療という分野においても重要であること

は明らかである。ゲノム医療やその先にあるエピジェネティック的にアプローチには個人遺伝情報や環

境要因にかかる情報が必要になる一方で、そこからもたらされる価値は、情報の大量取得・分析の後に

提供されるものであり、その学術的な難解さや分析過程の複雑さから一般の理解を得ることは容易では

ない。そのため、個人と事業者・研究者との継続的な対話が求められ、これを維持・促進することが保

護だけによらない利活用に不可欠になると考える。加えて、購買情報や資産情報のようにデータ主体が

個人に限定されやすいという特徴を有しないゲノム情報等は、近年検討されている PDS や情報銀行とい

った仕組みだけでは、データ主体とその権利を守る手段としては不十分になりえる。生存しない個人の

情報を含め、両親・兄弟・親族・近親者といったデータ主体を纏まりで捉える必要があり、個々人間で

の対話と対話を通じたリテラシ向上、しいては新しい文化・価値観の形成も求められる。 

ゲノム情報の医療での活用は、がんや難病・希少疾病領域で既に治療に対する一定の成果を上げてお

り、また、遺伝的特徴から発現しやすい疾患等を発見し生活習慣の見直しを促すなど、個人の予防・健

康づくりにも寄与している。また本調査でもとりあげられてきたとおり、ゲノムのビックデータ解析や

ゲノム編集、ゲノム以外の環境要因にも着目したエピジェネティック的なアプローチにより、更なる発

展が期待されるところである。しかしながら、仮にゲノムデータの取扱いに対する前述の論点が整理さ

れたとしても、また新たな論点が生じることが想定される。例えば、ゲノム編集だ。ゲノム編集を行っ
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た過去の履歴（情報）は、完全に秘匿してよい情報なのだろうか。ゲノム編集を行ったことによる影響

を次世代やその先にわたって完全に特定することはおそらく今後も不可能であり、配偶者、配偶者にな

りえる相手、及びその親族に、告知する必要はないのだろうか。また、ゲノム編集を行うことを決めた

のが本人ではなく、両親や親族である可能性は大きく、本人に通知する責任は生じないのであろうか。

海外では、整形手術を受けたことが結婚後に発覚したことを離婚並びに慰謝料支払いの理由として裁判

所が認めた事例があるが、ゲノム編集については、どのように取り扱われるのであろうか。 

インターネットをはじめとする情報通信技術のように新しい技術が倫理や社会的に価値観に影響を与

えてきたことと同様の、または、それ以上のインパクトをバイオテクノロジーが今後持つことは想像に

難くない。個人情報保護については、その一例に過ぎず、事業者や研究者といった推進側には、広く本

技術が持つ特徴や結果を公開する必要がある。一方、個人情報保護やプライバシー保護の観点からは、

一個人が持つ情報の影響度がこれまで以上に大きくなり得るこの技術について、能動的に学習し、保護

の在り方を改めて検討する必要があるだろう。究極の個人情報と言われる遺伝子やそれを含むゲノムを

どのように保護・利活用するかといった議論を経ることで、技術倫理のあり方が改めて問われ洗練され

ることを期待する。 

7) 参考資料 

� 経済産業省 個人遺伝情報ガイドラインと生命倫理  

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/Seimeirinnri/ 

� 個人遺伝情報取扱協議会「個人情報と個人遺伝情報」                                               

http://www.cpigi.or.jp/dna-park/secure_gene/geneticcode.html 

� 望月健太「情報の自由な流通とデータプライバシー」                          

http://igcj.jp/meetings/2016/1129/igcj16-1-mochizuki.pdf 

� 経済産業省「データ流通・利活用に係る経済産業省における取組について」 

http://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index.files/170120data02.pdf 

� 生貝直人「自律・分散・協調社会とデータポータビリティ権利」 

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/bunsan_senryaku_wg/pdf/006_03_00.pdf 

� 石井夏生利「個人情報の削除権に関する最近の動向」 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000355090.pdf 
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V. コーディネーター紹介 

                            

プログラムコーディネーター 神成 淳司   

慶應義塾大学 環境情報学部 准教授、医学部 准教授（兼担）       

内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室長代理 / 副政府 CIO 

国際ＩＴ財団 理事 

 

リサーチアドバイザー 

和田 智之                                                                                                                     

理化学研究所  

光量子技術基盤開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

グループディレクター 

 

VI. 執筆者紹介                 （氏名 50 音順） 

 

石川 晶雄                                                                                                                

フューチャーアーキテクト  

コンサルタント 

 

志村 彰洋                                                                                                              

電通  

マーケティング・ 

クリエーティブセンター  

主任研究員 

 

織田 周平                                                                                                               

日本電気  

官公営業本部 係長 

 

高山 聖                                                                                                                     

新日本有限責任監査法人  

パブリック・ 

アフェアーズグループ  

シニアマネジャー 

 坂本 智章                                                                           

財務省  

大臣官房総合政策課  

課長補佐     

森 憲司                                                                                                                

ヤマトホールディングス 

 デジタルイノベーション推

進室 マネージャー  

企画運営・編集    

 

齋藤 奈保  

国際ＩＴ財団                                                                                                             

事務局長 
 

日下部 裕美子 

国際ＩＴ財団                                                                                                             

プログラムディレクター  

コーディネーター補 

土井 剛                                                                                                               

慶應義塾大学 SFC 研究所 研究員 
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VII. 巻末資料 

調査の実施に当たり、以下の日程でワークショップを開催した。 

回次・日程 テーマ 

【第 1 回】 

2017 年 2 月 8 日（水） 

講演：「今後の社会変革を見据えて」 

コーディネーター： 

慶應義塾大学 環境情報学部 准教授、医学部 准教授（兼担） 

内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室長代理 / 副政府 CIO 
神成淳司氏 

ディスカッション：「対話と議論のトレーニング」 

コーディネーター補：慶應義塾大学 SFC 研究所研究員 土井 
剛氏 

【第 2 回】 

2017 年 2 月 22 日(水) 

講演：「生命科学×ＩＴ～人口知能の現状と展望、ゲノム編
集への示唆」 

講師：KDDI 総合研究所 リサーチフェロー 小林雅一氏 

【第 3 回】 

2017 年 3 月 1 日(水) 

講演：「バイオテクノロジーが生み出す新たな潮流～スマー
トセルインダストリーの実現に向けて～」 

講師：経済産業省商務情報政策局生物化学産業課長 西村秀
隆氏 

【第 4 回】 

2017 年 3 月 22 日(水) 

講演：「ゲノム編集とエディットフォースの挑戦」 

講師：エディットフォース 取締役 白川晃久氏 

 

講演：「ゲノム・パーソナル医療推進に向けて～Ｇ－ＴＡＣの
挑戦」 

講師：Ｇ−ＴＡＣ 代表取締役社長 植松正太郎氏 

【第 5 回】 

2017 年 4 月 19 日(水) 

講演：「ゲノム編集応用の実情とアメリカの最新動向」 

講師：慶應義塾大学環境情報学部 (SFC)准教授 黒田裕樹氏 

 

講 演 ： 「 NEXT  GENERATION  DRUG  DISCOVERY 

INTELLIGENCE」 

講師：Molcure CEO, Co-founder 小川隆氏 

【第 6 回】 

2017 年 5 月 17（水） 
内容：個人発表案についての紹介及び意見交換 

【第 7 回】 

2017 年 6 月 7 日（水） 
内容：個別発表及び質疑応答 
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