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大阪圏におけるライフサイエンスの国際拠点形成 
～創薬・再生医療を核とした関西の取組～ 

NO.15 2006.11.7 
大阪圏(※)において産学官が一体となったバイオ産業プロジェクトを国を挙げて支援する

ため、平成 13 年 8 月の第 3 回都市再生本部において、「大阪圏におけるライフサイエンスの

国際拠点形成」が都市再生プロジェクトとして決定された。既に関西では、ライフサイエン

ス分野の優れた大学・研究機関の知的インフラと製薬企業の集積等のポテンシャルを活かし

てバイオ産業プロジェクトを推進しており、都市再生プロジェクト決定をうけ、同年 11 月に

は、関係各省と地元からなる協議の場として「大阪圏ライフサイエンス推進協議会」（事務局：

都市再生本部事務局）が設置され、関西バイオプロジェクトの一層の推進が期されることと

なった。関西バイオプロジェクトの中核をなす「創薬」「再生医療」分野を重点に取組みを進

めている北大阪・彩都ライフサイエンスパーク構想と神戸産業医療都市構想を中心に紹介す

るとともに、このプロジェクトの今後を展望する。※大阪圏とは、「大阪圏ライフサイエンス推進協議会」
に参画する大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山、徳島、三重の各府県域をいう。 
 

１. 医薬品の研究と創薬産業の育成 
～彩都ライフサイエンスパーク構想～ 

 大阪北部地域では、大阪府が昭和 61 年に

策定した国際文化公園都市基本構想（案）に

基づき、大阪都心部から 20ｋｍ圏内の大阪

北部の緑豊かな丘陵地に職住双方の機能を

備えた複合機能都市「彩都」（茨木市北部か

ら箕面市東部の 743ｈａ）の建設プロジェク

トを官民の連携により進めている。 

中でも、周辺 5ｋｍ圏内に大阪大学、同大

学医学部附属病院、国立循環器病センターな

どライフサイエンス分野における世界有数

の大学、研究機関が立地集積する高いポテン

シャルと、ライフサイエンス関連産業の将来

性に着目し、彩都のシンボルゾーンとして彩

都の西部地区にライフサイエンス分野のリ

サーチパーク（彩都ライフサイエンスパー

ク）の形成が推進されてきた。  

  

 

平成 11 年には、大阪大学、大阪北部研究

機関、大阪医薬品協会などが参画する彩都ラ

イフサイエンス懇談会（会長：岸本忠三大阪

大学総長 当時）から、彩都ライフサイエン

スパークに備えるべきコア機能について提

言を受け、その提言の具体化の一環として、

大阪商工会議所、大阪府などの関西の関係

10 団体で構成するバイオビジネスコンペ

JAPAN 実行委員会が組織され、平成 12 年か

ら全国に先駆けてバイオ分野におけるビジ

ネスプランを募集するバイオビジネスコン

ペ JAPAN が実施されており、バイオ研究成果

の産業化支援への実証的な取組が進められ

ている。このコンペからバイオベンチャー設

立へと繋がった事例が、後述するサインポス

ト、創晶などである。 

一方、平成 13 年には、ゲノム科学※1やた

んぱく質科学などの基礎研究の成果を、医薬

品などの開発に橋渡しするための基盤的な

技術開発などを行う国直営による「医薬基盤

研究所」の彩都ライフサイエンスパークへの

立地が決定された。(平成 16 年 4 月開所。平

成 17 年 4 月に独立行政法人医薬基盤研究

所：写真１)   

 このような動きを契機として、大阪商工会

議所や大阪大学、大阪府による関西のバイオ

分野における主要研究機関などを高速ネッ

トワークで結び研究連携を進める、バイオ情

報ハイウェイ構想（第Ⅰ期構想）の策定や、

関西の産学官の代表者で構成する関西バイ

オ推進会議（事務局：大阪商工会議所）の設
出典：国際文化公園都市株式会社ホームページより

転載 
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立などを通じて、関西全体としてバイオ産業

の振興に取り組む機運が醸成され、平成 13

年 8 月の都市再生プロジェクトの決定に至

り、大阪北部地域は、医薬品の基礎研究と創

薬産業の集積拠点とすることと位置づけら

れた。 

都市再生プロジェクトの決定をうけて、バ

イオ情報ハイウェイ構想(第Ⅰ期構想）の一

環である「バイオグリッド・センター・プロ

ジェクト※2」や、地域の産学官連携による

研究開発推進を目的とした「大阪北部(彩都)

地域知的クラスター事業（彩都バイオメディ

カルクラスター構想）」の実施など、多くの

プロジェクトが実現に至っている。 

 さらに、平成 14 年度には医薬基盤研究所

と並ぶ彩都ライフサイエンスパークの先導

施設として地域振興整備公団（現中小業基盤

整備機構）の大学連携型起業化育成施設「彩

都バイオインキュベータ」の整備が決定され

た。(平成 16 年 7 月開所：写真 2) 

 

  
（写真１ 医薬基盤研究所） （写真２ 彩都ﾊﾞｲｵｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ） 

また、平成 15 年 4 月には、国の構造改革

特区第 1号として、外国人研究者受入れ促進

や国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、

使用の容易化などの規制緩和の特例が適用

される「バイオメディカルクラスター創成特

区」の認定を受け、規制改革を活用して、バ

イオプロジェクトの推進を図っている。 

平成 16 年 4 月には「彩都ライフサイエン

スパーク」がまちびらきを迎え、医薬基盤研

究所が 4月に、彩都バイオインキュベータが

７月にそれぞれ開設するなど、彩都における

バイオプロジェクトが具体的に動き出した。 

彩都バイオインキュベータは、現在、ほぼ

満室となる 20 社が入居している。また、平

成 18 年 4 月には、大阪府認定インキュベー

タ施設第 1号である「彩都バイオヒルズセン

ター」がオープンし、同センターが保有する

10 室も早晩、満室となる見込みである。そ

のような状況のなか、国の平成 18 年度予算

で新たなインキュベータ施設の整備が認め

られた。 

今後、彩都ライフサイエンスパークでは、

大阪・関西のバイオ分野の振興策を取りまと

めた平成 16 年 3 月の「バイオ情報ハイウェ

イ第Ⅱ期構想」などにより、産学官の連携の

下、既存の大学・研究機関、整備を進めてき

た医薬基盤研究所や彩都バイオインキュベ

ータなどの基盤施設を活用して、創薬産業の

振興やバイオベンチャーの育成を図るとと

もに、バイオ関連の研究機関や製薬会社など

の企業誘致を促進することとしている。これ

ら地元が一丸となった取組により、大阪北

部・彩都地域に世界的なバイオクラスターが

形成され、関西経済が活性化することを期待

したい。 
 
 
※1 ゲノム  ゲノムとは親から子へ伝えられる遺伝情

報の全てを示す。ヒトの場合、23 本の染色体上にのっ

ている。ゲノムが引き継がれることで、細胞の活動が

維持されることから、生命の設計図と呼ばれる。 

 

※2 バイオグリッド・センター・プロジェクト  グリ

ッドコンピューティングという新技術を使い、複数の

研究機関に分散した計算機やデータベース、高性能観

測装置等を超高速ネットワークで接続し、計算資源の

共有を実現するもので、応用分野として関西が強いバ

イオ分野の研究機関をつなぎ、ゲノム解析から創薬ま

でを行う仮想的な巨大研究施設を ネットワーク上で

実現するもの 

 

○成果の事例 

(第 6 回大阪圏ライフサイエンス協議会資料

(H18.8)) 

・事例① ㈱サインポスト 

動脈硬化診断に必須の SNP(ヒトゲノム

の変異型の一種で、一塩基が変異した

もの)の同時解析が可能な DNA チップを

東洋紡との共同研究により開発。この

DNA チップ及び解析システムを製薬メ

ーカーの治験用に提供して生活習慣病

予防システムの有効性を実証し、早期

の保険適用を目指している。 

【経緯】  

 平成 14 年 4 月：第 2 回バイオビジネ

スコンペ JAPAN 優秀賞を受賞(大阪

大学大学院医学系研究科 山崎義
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光助教授) 

 平成 14 年度～16 年度：知的クラスタ

ー創成事業※3実用化研究 

 平成 16 年度：㈱サインポスト設立 

平成 16 年 12 月：彩都バイオインキュ

ベータ入居 

 

・事例② ㈱創晶 
フェムト秒レーザーを利用して膜タン

パクのような結晶化が困難であったタ

ンパク質を結晶化する技術を開発。国

内外の研究機関等から結晶化の委託が

受けられるベンチャーを設立。 

【経緯】 

平成 16 年度～17 年度：知的クラスタ

ー創成事業実用化研究 

平成 16 年 12 月：彩都バイオインキ 

ュベータ入居 

 平成 17 年 4 月：第 5 回バイオビジネ

スコンペ JAPAN 最優秀賞受賞(大

阪大学大学院工学研究科 安達 

宏昭特任研究員) 

 平成 17 年 7 月：㈱創晶設立 

平成 18 年 4 月：日経 BP 技術大賞受賞

                 

・その他の事例 

・バイオビジネスコンペ JAPAN よりバ

イオベンチャーの起業へと繋がった

ものは 28 社、そのうち、彩都バイオ

インキュベータに 2社が入居。また、

同コンペ JAPAN から知的クラスター創

成事業の研究に 7件が採用 

 

※3 知的クラスター創成事業  大学・公的研究機関等

を核として産学官が連携して共同研究を行い、国際的

な競争力のある技術革新のための集積（知的クラスタ

ー）の創成を目指すもので、5 年間を事業期間として

いる。(文部科学省所管) 

関西広域知的クラスター創成事業(平成 14～18 年度) 

  ・大阪北部(彩都)バイオメディカルクラスター   

   ・神戸トランスレーショナルリサーチクラスター 

   
２. 再生医療等の先端医療の研究開発

と実用化・事業化  
～神戸医療産業都市構想の取組～ 

 神戸市では、関西圏の産学官連携のもと、

ポートアイランド第 2期を中心に、高度医療

技術の研究・開発拠点を整備し、21 世紀の

成長産業である医療関連産業の集積を図る

ことで、既存産業の高度化や新産業創出によ

る雇用の確保など、神戸、さら広く関西の経

済の活性化や、高度な医療サービスを提供す

ることでの市民の健康と福祉の向上、最先端

の医療関連技術を通じた国際社会への貢献

を目指し事業を推進している。この構想は、

平成 11 年 3 月に「神戸医療産業都市構想懇

談会」（平成 10 年 10 月設置、座長 井村裕

夫神戸市立中央病院長 当時）が、阪神・淡

路大震災からの本格的な産業復興、少子高齢

化に対応した医療・福祉関連サービス提供体

制の構築を背景としてとりまとめたもので

ある。構想がめざす将来の姿として、神戸地

域にライフサイエンスに関する中核施設を

整備することにより、関西圏の研究者の「知

恵」、進出企業や地元企業の「技術」、さら

に、それを支える市民や自治体の「熱意」を

結集し、再生医療等の基礎・臨床研究機能と

先端医療産業を集積することにより、関西全

体におけるライフサイエンス分野のスーパ

ークラスターの形成を目指している。 

  都市再生プロジェクトの決定以後も着々

と施設整備が進められてきており、現在、写

真 3「中核施設等の整備状況(神戸ポートア

イランド第 2 期)」のように、本構想に位置

づけられた 3 つの中核機能を担う施設とし

て、基礎的研究成果の実用化への橋渡し研究

(トランスレーショナルリサーチ)を行う「先

端医療センター」（平成 15 年 4 月開所）、

「神戸臨床研究情報センター」（平成 15 年

6 月開所)、起業化を支援する「神戸バイオ

メディカル創造センター」（平成 16 年 6 月

開所）、「神戸健康産業開発センター」(平

成 18 年 9 月竣工)、人材育成を行う「トレー

ニングセンター」の一部を具体化する「神戸

バイオテクノロジー研究・人材育成センター

／神戸大学インキュベーションセンター」

（平成 16 年 3 月開所）、「神戸医療機器開

発センター」(平成 18 年 2 月開所)などの整

備が行われた。 

 これらの施設を核に、発生・再生分野にお

ける世界的な研究機関である「理化学研究所

発生・再生科学総合研究センター」（平成

14 年 4 月開設）とも連携し、再生医療の実

現化を図っている。さらに、「分子イメージ
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ング研究開発拠点」(平成 18 年 9 月竣工)に、

創薬プロセスの短縮等の基盤技術開発を図

る理化学研究所の「創薬候補物質探索拠点」

が平成 19 年 1 月に開所予定である。 

 また、平成 15 年 4 月には、前述した彩都

の「バイオメディカルクラスター創成特区」

と同様に、国の構造改革特区第 1号として、

外国人研究者受入れ促進や国の試験研究施

設の使用手続きの迅速化、使用の容易化など

の規制緩和の特例が適用される「先端医療産

業特区」に認定され、医療産業都市構想が加

速するものと期待されている。 

 さらに、インフラの整備とともに、産学官

連携による事業化支援のため、「技術評価委

員会」による投資先の選定を行う「神戸バイ

オ・メディカルファンド」（１号～4号ファ

ンド計 83 億円）や大学発の知的財産による

ベンチャー設立を支援する「神戸ライフサイ

エンス IP ファンド」(約 5 億円) などを創設

するとともに、平成 17 年度からは、地元中

小企業や進出企業等の事業化を加速するた

め、その支援体制として先端医療振興財団内

に「クラスター推進センター」を新設し、企

業の相談から試作品開発、製品化、事業化、

販売促進を総合的に支援する取組を開始し

た。 

 

（写真３ 中核施設等の整備状況(神戸ポートアイランド第２期)） 

 

 このような取組により、平成 18 年 10 月

の時点で、ポートアイランド第 2 期への医

療関連企業の進出は、外国・外資系企業 7

カ国、14 社を含め 94 社となり、医療関連

企業の集積が着実に進んでいる。(図 1)  
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 平成14年4月に設立されたステムセルサ

イエンスは、糖尿病治療のための再生医療

やパーキンソン病の研究を進める中で、そ

の研究成果から幹細胞の培養に適する「無

血清培地」の開発に成功し、既にその製造

販売に至っている（事例③）。また、同 15

年 4 月に設立されたカルナバイオサイエン

スでは、医薬品の候補物質を探索するため

に使用する「たんぱく質キナーゼ」と呼ば

れる酵素の販売(事例④)を始めるなど、研

究成果が事業化に結びつきつつある。 

さらに、平成 17 年 8 月には、これまでの

医療産業都市構想の取組を検証するととも

に、健康科学の振興による神戸経済の活性

化を図る将来計画を検討するため、大学・

研究機関、神戸経済界、地元の医師会や中

小企業、進出企業等で構成される「神戸健

康科学(ライフサイエンス)振興会議」(座長 

井村裕夫先端医療振興財団理事長)が設置

神戸国際ビジネスセンター

発生・再生科学 

総合研究センター 

先端医療センター

Ｈ18.3月現在（北側より臨む）

神戸バイオテクノロジー研

究・人材育成センター 

キ メ ッ ク セ ン タ ー ビ ル

神戸臨床研究情報センター

神戸バイオメディカ

ル創造センター 

神戸医療機器開発センター
神戸空港 

ポートアイランド南駅 

先端医療センタ

ー前駅 

至 三宮

図 1 ポートアイランド 2期への
医療関連企業の進出状況 
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された。今後、この会議においてクラスタ

ー形成の目標である 10 年後及び 20 年後の

グランドデザインを含めた「神戸健康科学 

(ライフサイエンス)振興ビジョン」の提言 

○成果の事例 

がなされる予定であり、本年 2 月の神戸空

港の開港による利便性の向上を追い風に、

神戸医療産業都市構想のさらなる発展が期

待される。 

 
 (第 6 回大阪圏ライフサイエンス協議会資料(H18.8)) 

事例③ 

事例④ 

 

３. 産業化への取組み 
関西圏では、彩都、神戸の両地域をはじ

め、関西文化学術研究都市、京都の医学研

究集積、播磨科学公園都市などのライフサ

イエンスの集積拠点において、相互に連

携・協力しつつ、図 2 のとおりそれぞれの

地域の特性を活かし、15 のプロジェクトが

展開されている。 

この中で、平成 15 年 7 月に大阪商工会議

所が中心となって設置した「次世代医療シ

ステム産業化フォーラム」は、医療機器 

 

 

産業の振興を図るため、医療現場や研究現 

場で必要とされる医療機器・医療材料、バ

イオ関連研究支援機器や大学・研究機関で

基本技術の開発段階にある機器の製品化な

どを推進。医療・研究現場のニーズ・研究

成果と医療機器メーカーや中堅・中小のも

のづくり企業などの技術をマッチングする

仕組みとして大きな役割を果たしている。 

このフォーラムは企業と医療関係者・研

究者が参加し、毎月開催される定例会で機

器開発に関する最新情報が提供されるとと

もに、医療関係者や研究者から直接企業に
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製品化に向けた共同提案がなされ、企業が

関心を持った提案について提案者と企業に

よる製品化に向けた検討を行うワーキング

グループが設置されている。ワーキンググ

ループでは、病院や大学、研究機関の専門

家からなるフォーラムの座長・アドバイザ

リーグループから支援を受けながら、先端

的な医療機器・医療材料やバイオ関連研究

支援機器から、従来の医療用具の改良まで、

様々な案件について製品化が検討され、既

に一部で製品化や試作品の開発に至ってい

る。 

○次世代医療システム産業化フォーラムの

成果(第 6 回大阪圏ライフサイエンス協議会
資料(H18.8)) ※平成 18 年 7 月現在 

◆事業化（4 件） 

「人工呼吸器などの警報アラームに

連動したナースコール自動伝送シス

テムの開発」（日本テクノプラス㈱、

りんくう総合医療センター）  他 

 

 

 

 

◆試作品開発段階（6 件） 

「採血・注射練習用の人工腕の開発」

（㈱マルイ、大阪大学医学部附属病 

  院） 

「脊椎手術後のﾈｯｸｶﾗｰ装着できる夏

用の涼しい素材のカバーの開発」 

（川本産業㈱、行岡病院） 

「臨床現場でヒト細胞の培養が可能

なオンサイト自動細胞培養装置」

(三洋電機㈱、澁谷工業㈱、㈱ニチ

リョー、産業技術総合研究所） 

「バイオミメティック筋電義手の開

発」（梅田電機㈱、㈱マルイ、大阪

電気通信大学）  他 

  

◆共同研究・開発中（15 件） 

「熱応答性磁性ナノ粒子（商品名：

Therma-Max）の活用を目的とした共

同研究」（神戸大学、チッソ㈱、塩

野義製薬㈱）  他 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図２ 関西バイオ産業プロジェクト） 
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４.バイオ産業の動向と大阪圏の位

置づけ 

（１）バイオテクノロジー関連製品

国内生産出荷動向 
 経済産業省の「平成 16 年度バイオ産業創

造基礎調査報告書」(平成 17 年 3 月)による

と、平成 15 年度のバイオテクノロジー関連

製品の国内生産年間出荷額の合計は、平成

12 年度の約 6 兆 7,794 億円から、13.9%増

の約 7 兆 7,242 億円となっており、毎年増

加している。（図 3） 

 

国内生産年間出荷額
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また、バイオテクノロジー関連製品国内

生産出荷額のうち、ニューバイオテクノロ

ジー利用製品の生産出荷額は、平成 12 年度

が1兆 2,942億円、平成13年度が1兆 3,672

億円（前年比 5.6%増）、平成 14 年度が 1 兆

4,153 億円（前年比 3.5%増）、平成 15 年度

が 1 兆 3,756 億円（前年比 2.8%減）であっ

た。(図 4) 

 

ニューバイオテクノロジー利用製品年間出荷額
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※「バイオ産業創造基礎調査」における「バイオテク

ノロジー」とは、生体が有する物質変換機能、情報

交換・処理・伝達機能、エネルギー変換機能を利用

もしくは模倣する技術をいう。また、「ニューバイ

オテクノロジー」とは、そのうち、組換えＤＮＡ技

術、細胞融合、動植物細胞培養、生体模倣技術など

をいい、従来型の発酵・醸造技術、培養技術、変異

処理技術などを除く。 

 

（２）バイオベンチャーの動向 
 創薬、再生医療などバイオ産業の担い手

は、ベンチャー企業によるところが大きく、

事業採算性でおおきなリスクを持っている

ものの、ベンチャーの創出が産業化に向け

ての第１段階として大きなポイントである

ことは間違いない。 

バイオベンチャーの状況について、財団

法人バイオインダストリー協会の平成 17

年バイオベンチャー統計調査報告書による

と、平成 17 年末のバイオベンチャー企業数

は平成 14 年末と比較すると、全国では、1.6

倍であったが、大阪圏では、2.1 倍と倍増

している。これは、大阪圏においてバイオ

に関する中核施設等のインフラ整備ととも

に、技術移転支援、起業化支援、知的財産

権獲得支援、資金調達支援、人的支援、人

的交流支援などのノウハウ整備に努めてき

た成果が現れてきているものと考えられ

る。（図 5） 
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また、平成 17 年末までに上場を果たした

バイオベンチャーは 13 社あり、そのうち大

阪圏に本社を置く企業は 3 社であるが、こ

れら企業の時価総額※4（各月初日集計）は、

平成 17 年 12 月で 13 社計、4,603 億円であ

り、そのうち大阪圏の3社で62.9％の2,895

億円を占めている。（図 6） 

 

出典：平成 16年度バイオ産業創造基礎調査報告書 

出典：平成 16年度バイオ産業創造基礎調査報告書 

図 3 バイオテクノロジー関連製品 
国内生産出荷額 

図 5 バイオベンチャー企業数の推移

出典：平成 17年バイオベンチャー統計調査報告書
年末

図 4 ニューバイオテクノロジー利用製品 
年間出荷額 
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 ※4 時価総額 時価総額とは発行株式数×株価で表

される株式の総額。 
 
５．今後の展望  
関西は古くから製薬企業など医療関連産

業の中心として栄え、ライフサイエンス分

野において、世界的に高く評価される基礎

研究を生み出してきた研究機関が数多く集

積しており、これを基盤に、北大阪地域、

神戸地域を中心に、各拠点において産学官

が連携、協働しライフサイエンスに関する

中核施設等のインフラ整備を中心に進めて

きた。 

一方、世界に目を向けると、人の遺伝子

情報の解読により、ライフサイエンスは研

究段階から産業化・実用化の段階へと大き

く進展しつつある。そのような状況の中で、

わが国のバイオ産業が世界的な競争に勝ち

抜くためには、今後さらなる研究・開発資

金の調達やバイオベンチャーの育成、臨床

試験環境の改善など実用化・産業化への

様々な課題に対して、産学官の総力を挙げ

て取組むことが求められている。 

平成18年3月に閣議決定された我が国の

第 3 期科学技術基本計画(H18 年度～22 年

度)においても、第 2 期計画に引き続きライ

フサイエンスを、情報通信、環境、ナノテ

クノロジー・材料とともに重点推進４分野

の一つとして、特に重点的に研究・開発を

推進すべきとして分野として優先的に資源

配分を行うこととされた。 

都市再生プロジェクト決定から５年、今

後は、整備が進んできたインフラを活用し

て、研究成果の産業化を一層押し進めてい

くことが求められる。既に、彩都や神戸で

は、インキュベータに入居したベンチャー

から、産学官連携のもと、たんぱく質の結

晶化技術の実用化やマウスＥＳ細胞由来神

経細胞プレートの製品化など成果が生まれ

つつある中、関西の産学官が連携してバイ

オ産業の振興に必要なインフラや条件面で

の整備をさらに促進し、研究機関、研究者、

バイオ関連企業の集積を図るとともに、成

功事例をモデルとしてその経験を伝えるな

ど産業化に向けた取組を加速させる必要が

ある。 

 ライフサイエンスの振興は、科学技術創

造立国をめざす我が国の経済発展と、医

療・健康・福祉など国民生活の向上に大き

く寄与するプロジェクトであり、関西のバ

イオ関係者の一層の奮闘をお願いしたい。 

 

内閣官房都市再生本部事務局 
〒100-0014 千代田区永田町 1丁目 11-39 

永田町合同庁舎 3階 
Tel:03-5510-2151 Fax:03-3591-0022 

Email:toshisaisei@cas.go.jp 
お問い合わせ先：平岡 

 
 
○本レポートは、都市再生本部ホームページ

においても掲載しています。
http://www.toshisaisei.go.jp/ 
これまでの都市再生レポートも掲載してい

ますのでご覧ください。 
 
No.１「魅かれ合うまちとアート～「全国都

市再生モデル調査」の結果から～」 
No.２「名古屋堀川の再生～規制緩和＋市民

の熱意で水辺都市再生へ～」 
No.３「琵琶湖・淀川の再生」 
No.４「「全国都市再生」の取組みと成果～全

国都市再生モデル調査から～」 
No.５「都市再生事業を通じた地球温暖化・

ヒートアイランド対策の展開（第１

回） 
No.６「第 14 回都市再生本部を開催～防犯対

策等とまちづくりの連携協働による

都市の安全・安心の再構築～」 
No.７「歴史的たたずまいを継承した街並

み・まちづくり」 
No.８「都市再生事業を通じた地球温暖化・

ヒートアイランド対策の展開（第２

回） 

出典：平成 17年バイオベンチャー統計調査報告書

図 6  IPOバイオベンチャー時価総額推移 
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No.９「大都市等の魅力ある繁華街の再生の
ための連絡調整会議を開催」 

No.10「中部圏ゴミゼロ型都市推進協議会を
設立」 

No.11「東京・大手町地区の再生～公民連携
による連鎖型再開発への挑戦～」 

No.12「第 15 回都市再生本部を開催」 
No.13「大阪圏における生活支援ロボット産

業拠点の形成」 
No.14「全国都市再生の取組と成果～日ロ友

好最先端都市わっかない～」 
 
○次号以降の都市再生レポートの配信を希望

される方は下記ホームページにて、必要事

項を記入の上、送信してください。 
○また、都市再生レポートについて、幅広く

皆様からのご意見をお待ちしています。 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tosisaisei/goiken
.html 
 


