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 検討方針（案） 

平成２９年１１月１５日 
経済産業省 生物化学産業課 



医薬品上市を加速し患者の命を救うため、インベストメントチェーンの機能を高めることが重要 

医薬品上市を目指すバイオベンチャーの健全なインベストメントチェーン像 
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セカンダリー市場（上場後） 

機関投資家 
(増資等) 

機関投資家 
(IPO) 

企業 
価値 

医薬品の上市 
開発加速 

開発遅延・中止 

投資加速 

投資停滞 

時間 

ベンチャー 
キャピタル エンジェル 創業者 

プライマリー市場（上場前） 

医薬品の上市には、上場後も含めた安定的な資金調達が不可欠。 

出所：経済産業省作成 



未来投資戦略2017（平成29年６月９日 ）では、「上場後のバイオ産業の投資促進策検討」を明記 

 
ii）バイオ・マテリアル革命  
 
• 生物を活用した機能性物質生産のための産学官による技術開発を推進するとともに、
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、本年度中を目途に我が国のバイオ産業の新たな市場形成を目指した戦略
を策定し、制度整備も含めた総合的な施策を推進する。 
 

• 公的機関等が保有する生物資源データを集約した横断的データベースを整備すると
ともに、AI 等により解析するためのリアルデータプラットフォームを来年度中に構
築し、産官学で利用できるようにする。 
 

• 成長が見込まれるバイオ分野に対する民間投資を加速するため、本年度中に、ゲノ
ム編集技術の産業利用に当たり、使用する生物単位での申請に加え、技術を利用す
る施設単位での包括申請も可能とする等の円滑化を図る。またバイオ製品の環境配
慮性能の評価等を通じた新たな市場の創出、上場後のバイオ産業を投資対象とする
ファンドの創設の促進等を通じた研究開発資金等の供給円滑化など、事業環境整備
に向けた施策を本年度中に検討する。 

出所：経済産業省作成（未来投資戦略2017（平成29年６月９日）から抜粋） 3 



出資者（銀行/生保/損保/年金…等） 

「良質なIPO」「上場市場の適切な資金循環」が、「成功事例の創出」を加速する 

インベストメントチェーン全体での資金循環イメージ 

ベンチャー 
キャピタル エンジェル 創業者 

⑤十分かつ迅速な研究開発の実行 

⑥上場後の事業戦略が明確な 
非上場ベンチャーの増加、上場へ 

上場市場の資金循環 
 

中長期の企業評価/成功モデル確立 

②長期ビジョンに基づく 
適切な企業評価 

③医薬品上市の加速 
ベンチャー企業の成長 

①国内外の安定投資家 
(機関投資家等)の増加 

プライマリー市場（上場前） セカンダリー市場（上場後） 
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機関投資家(増資等) 機関投資家(IPO) 

④バイオベンチャーの 
成功事例の創出 

非上場市場の資金循環 
 

十分な投資での企業育成 

良質なIPO 
適切なリターン 

成功事例創出 
投資加速 

出所：経済産業省作成 



本研究会では、「対話ガイダンス」の策定と「上場市場の課題」の整理を実施 

上場 

上場維持 

資金調達 

上場基準 上場維持基準 資金調達手段 

制度面での課題の有無を検証 

上場市場の適切な資金循環を実現する上でのハードル 

(2) 個人投資家が中心 (3) インデックスの不在 (1) 産業理解の不在 

機関投資家（プロ）が多い インデックスとETFが長年存在 多くの成功例が既にある 

機関投資家やアナリストが僅か 
バイオは個人投資家中心の相場 

パッシブ運用が一定の中 
インデックスやETFが存在しない 

国内にバイオの成功例がなく 
赤字先行の産業特性理解がない 

本検討会が目指す２つのアウトプット 

アウトプット１ 
「対話ガイダンス」 
の作成と公開 

「価値協創ガイダンス」を
参考に「バイオベンチャー
と投資家の対話ガイダン
ス」の策定等をし、投資家
と企業の対話を促進。 

アウトプット２ 
「上場市場の課題」 

の整理 

 
バイオベンチャーが成長
する上でハードルとなっ
ている制度面での課題の
抽出・整理等を実施。 
（日米比較等） 

出所：経済産業省作成 5 

http://www.google.co.jp/url?url=http://freesozai.jp/itemList.php?category=nation_flag&page=ntf_401&type=sozai&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj6l6Sv74HOAhXKE5QKHeyxCaAQwW4IFjAA&usg=AFQjCNHCxEfrmij-DIS1pHrcGjGRIAhwDA


価値協創ガイダンスを参考にバイオベンチャーと投資家の対話ガイダンスの策定を目指す。 

出所：経済産業省作成（経済産業省「価値協創ガイダンス」（2017年５月29日）を参考） 

価値協創ガイダンス（経済産業省公表） 「バイオベンチャー対話ガイダンス（仮）」で考慮・深堀すべきバイオベンチャーの特殊性（案） 
０. 背景/本ガイダンスに期待される役割 ０. 背景/本ガイダンスに期待される役割 

① バイオは世界的な成長産業 
② 産業構造の理解が困難なセクター 
③ 上場後の投資家との対話が重要 

バイオベンチャーは世界的に成長産業とされ、欧米に加えて中国、韓国、台湾などでも勃興 
投資家による産業理解が難しく、企業側も投資家との対話経験が少なく、効果的対話が困難 
上場後も赤字が継続するが、その間にも投資家から柔軟かつ円滑な資金調達を実行できるかが成長のカギ 

１. 価値観 １. 価値観 
1.1. 企業理念と経営のビジョン 
1.2. 社会との接点 

① 創薬産業のパラダイムシフト 
② 患者と社会に対する使命 
③ 日本が果たすべき役割 

製薬産業にパラダイムシフトが起こりつつあり、創薬の中心が大手企業からベンチャーにシフト 
新技術を用いた未解決医療ニーズへの挑戦、効果的な治療を通じた患者満足度の向上 
世界トップクラスの基礎研究力を生かし、バイオ技術で人類の健康に貢献し、高齢化社会を克服 

２. ビジネスモデル ２. ビジネスモデル 
2.1. 市場勢力図における位置づけ 
2.2. 競争優位を確保するために不可欠な要素 

① 投資先行のビジネスモデル 
② 多様なビジネスモデルの類型化 
③ 特許と特許期間の重要性 
④ 非連続的価値変化の可能性 

上場後、10年超の赤字後に大きく成長するモデル。その間のKPIは業績ではなく開発品(5.で詳述) 
自社販売までを目指す(製薬企業になる)ケース、開発品のライセンスアウトや被買収を目指すケースに大別 
平均的に売上高の20%前後の研究開発費を投入。研究開発の効率性が重要 
臨床試験結果などで企業価値が変化する可能性。企業自身も直前まで結果を把握できない 
 

３. 持続可能性・成長性 ３. 持続可能性・成長性 
3.1. ESGに対する認識 
3.2. 主要なステークホルダーとの関係性の維持 
3.3. 事業環境の変化リスク 

① バイオベンチャー特有のESG 
② バイオベンチャー特有のステークホルダー 
③ バイオベンチャー特有の環境変化・リスク 

市販後の安全性、臨床試験の有害事象、倫理的な薬価とマーケティング…など、業界特有のESGが存在 
患者、医師、規制当局、社会保障財源に加え、投資家との関係性が他産業に比べより重要 
各国の社会保障費の逼迫、国ごとの規制制度、技術トレンドの変化、より効果的な治療実現への要請 

４. 戦略 ４. 戦略 
4.1. バリューチェーンにおける影響力強化、事業ポジションの改善 
4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化 
4.3. ESGやグローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込 
4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略 

① バリューチェーンに沿った多様なポジション 
② 事業戦略に直結する疾患領域 
③ 重要となる研究開発の効率性 

自社が強みを持つ領域へのフォーカス、バリューチェーン上での付加価値の選定が重要 
疾患領域(致死性/非致死性、大衆/希少、First in Class/Best in Class)などでリスク・戦略に差 
特許期間が存続する間は利益を独占可能。その後は、後発品（後続品）に市場を奪われる可能性大 

５. 成果（パフォーマンス）と重要な成果指標（KPI） ５. 成果（パフォーマンス）と重要な成果指標（KPI） 
5.1. 財務パフォーマンス 
5.2. 戦略の進捗を示す独自KPIの設定 
5.3. 企業価値創造と独自KPIの接続による価値創造設計 
5.4. 資本コストに対する認識 
5.5. 企業価値創造の達成度評価 

① パイプラインの進展と試験結果 
② パイプラインのアライアンスや導出 
③ 大手企業のM&AによるExit 
④ 将来性がより重要な財務パフォーマンス 

開発品(パイプライン)の開発進展(P1→P2→P3等)や、臨床試験の結果(安全性・有効性)が最重要 
開発品等が大手企業に売却された場合、その際の経済条件やタイミング(一時金の金額等)が重要 
M&Aによる企業売却を考える場合、買収金額や既存株主に残る価値が重要 
大手製薬企業並みのバイオ企業以外では、財務パフォーマンスは5-10年後程度の期待値が基準 

６. ガバナンス ６. ガバナンス 
6.1. 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続性 
6.2. 社長、経営陣のスキルおよび多様性 
6.3. 社外役員のスキルおよび多様性 
6.4. 戦略的意思決定の監督・評価 
6.5. 利益分配の方針 
6.6. 役員報酬制度の設計と結果 
6.7. 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題 

① 経営視点を持つ「経営人材」の重要性 
② サプライチェーンの重要性 
③ 対話の質を左右する開示方針 

 

創業科学者の存在と技術の競争優位性に加え、企業価値向上に資する「経営者」が重要 
製品の安定供給が患者の命に直結、製造不備による死亡事故等を防止することが必要 
開示内容・時期・頻度の適正化が必要 

第
1
回 

第
2
回 

第
2
回 

第
3
回 

第
3
回 

検討会 
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「対話ガイダンス」の策定に向けて、以下の項目について、議論を実施する予定 

第１回（11月15日） 

① 本ガイダンスの趣旨・検討の方向性 
② バイオベンチャーの現状と課題 
    
 
ガイダンス目次：「0.背景/本ガイダンスに期待される役割」「1.価値観」 

第２回（12月） 

① 前回の振り返りと論点整理(1) 
② バイオベンチャーのビジネスモデルの分類とそれに応じた企業価値向上のあり方 
③ バイオベンチャーに対する投資家の適切な評価（ＩＰＯのタイミング等）のあり方     
 
ガイダンス目次：「2.ビジネスモデル」「4.戦略」 

第３回（１月） 

① 前回の振り返りと論点整理(2) 
② 機関投資家の運用手法とバイオベンチャーに対する持続的支援の整合性 
③ 機関投資家が期待するバイオベンチャーの情報開示のあり方と望ましい成果指標   
 
ガイダンス目次：「3.持続可能性・成長性」「5.成果（パフォーマンス）と重要な成果指標（KPI）」 
        「6.ガバナンス」 

7 出所：経済産業省作成 



「対話ガイダンス」の策定に向けて、以下の項目について、議論を実施する予定 

第4回（2月） 

① 「対話ガイダンス（案）」の提示と整理(1) 
② バイオベンチャーが直面する上場市場の課題と成長のハードル 
③ 取りまとめに向けた方向性   
 
ガイダンス（案）の議論、上場市場の課題の整理 

第5回（3月） 

① 「対話ガイダンス」の提示と整理(2) 
② 本研究会を踏まえた今後の方向性 
 
ガイダンスの策定、今後の方向性の提示 

8 出所：経済産業省作成 
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