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■インパクトの大きい
科学技術イノベーションを目指して

中村

なかむら

道治

みちはる

独立行政法人科学技術振興機構

理事長

私たちは今日、科学技術イノベーションの「大競争時代」に直面しています。このような中
で、競争力を維持し国際社会に貢献していくために、わが国は課題解決型イノベーションを科
学技術政策の中核に位置付けています。私たちは過去の成功体験を捨て、新しい戦略のもとに
科学技術立国に取り組まねばなりません。
わが国の課題解決型イノベーションは、革新的技術の豊かな土壌の上で、社会的課題や期待
に応える製品・システムをデザインし、最適化して送り出すことで社会を変えることを目指し
ています。すなわち、単なるものづくりからコトづくりへの転換であり、このために研究開発
システムの改革が急務になっています。
内閣府では、わが国の研究開発の総指令塔機能の強化の一環として、
「戦略的イノベーショ
ン創造プログラム（SIP）
」や「革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）
」を立ち上げつつ
あります。前者は、さまざまな府省で取り組まれている研究開発を一元化しイノベーションを
加速するものであり、後者は、プログラムマネージャーの下で、社会や産業の在り方に大きな
変革をもたらすハイリスク、ハイリターンの革新的技術開発を目指しています。一方、文部科
学省では、
「センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム」を昨年度に立ち上げて産
学が連携した研究開発拠点を構築し、未来ビジョンに沿ってハイリスクではあるが実用化の期
待が大きい異分野融合・連携型の基盤的テーマに取り組んでいます。
私たち科学技術振興機構（JST）は、戦略的な基礎研究から市場創生までを一貫して行う共創
の場（エコシステム）の育成に注力してきました。ここで培われた総合的ファンディング機関
としての幅広い経験を、上記のような国の新しい取り組みに生かしていきたいと考えています。
JST の戦略的な基礎研究から生まれた研究成果を実用化に結び付けた事例の一つが、東京工
業大学の細野秀雄教授らが発明した高性能の薄膜トランジスタです。この技術はテレビ、パソ
コン、スマートフォンのディスプレイなどに使われます。JST はこの「IGZO 系酸化物半導
体 TFT（In-Ga-Zn-O を中心とする酸化物半導体を活性層とする薄膜トランジスタ）」の特許
と東京工業大学などが保有する周辺特許等数十件を特許群（実用化を想定した権利の確保がで
きるような特許の集合）として束ね、一括で企業にライセンスを提供しています。既に国内外
の企業に技術移転し、世界のディスプレイ業界を大きく変えつつあります。
JST は革新的技術をベースにしたコトづくりに注力します。このために、多方面の皆さま方
との連携をさらに深めていきます。読者の皆さま方から、忌憚のないご意見をいただければ幸
いです。
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ビジネス創造の歯車を回す

大学発ベンチャーの可能性を引き出す
― その現状、課題、戦略 ―
大学発ベンチャー創出の政策が打ち出されてから 13 年。これまでに 2,000 社以
上設立されたが、世界を狙えるような企業は極めて少ない。しかし、イノベーショ
ンを牽引（けんいん）するその役割への期待は大きい。

■大学発ベンチャー政府目標の経緯
2001 年 3 月、「失われた 10 年」を「インキュベーションの 10 年」に転化
するため「科学技術基本計画」を定め、「総合科学技術会議は、内閣総理大臣
のリーダーシップのもと、政策推進の司令塔として、省庁間のタテ割りを排し、
先見性と機動性を持って運営し、経済財政諮問会議、高度情報通信ネットワー

松田

まつだ

修一

しゅういち

早稲田大学 名誉教授

ク社会推進本部（IT 戦略本部）などと緊密な連携をとる」との閣議決定が行
われた。経済産業省は、いわゆる平沼プランを発表し、具体的な政策目標を設
定した（図１）。
・大学発の特許取得件数

１０年間で１５倍 ( ９９年は１１９件 )

・大学発の特許実施件数

５年間で１０倍

・大学発のベンチャー

３年間で１, ０００社（これまで累計１２８社）

・新規開業

５年間で倍増（９６- ９９年は年間１８万社）

・世界最高水準の知的集積

１０箇所以上

・高度人材育成大学院

５年間で１００万人（現在３０万人）

（追加） ＭＯＴ年間１万人（２００２年）
図１

平沼プラン 2001 年以降の政府目標

この時点で日米の比較をすると、大学発ベンチャー企業数 128 社対 2,256 社、
技術移転機関（TLO）22 カ所対 130 カ所、技術移転件数 69 件対 1 万 5,480
件であった。このような日米の格差を是正するために、国立大学教員の兼職禁
止が解禁され、認定 TLO（知財移転機関）への助成、TLO 運営への人材派遣、
MOT( 技術経営 ) 教材開発支援など施策を実行してきた。
2001 年当時、政策目標の中で最も達成困難であると考えられたのが、3 年間
で大学発ベンチャーを 1,000 社誕生させることであったが、大学や教員の意識
が徐々に変化し、2002 年から急増し始めた。①教員の特許を活用した技術移転
型起業 ②特許以外の大学の研究成果活用型起業 ③教職員・学生による人材移転
型起業 ④大学が支援した出資・経営支援型起業の 4 タイプの大学発ベンチャー
が、政策目標通り 3 年後の 2004 年 3 月には、累積 1,000 社を超えたのである。

■大学発ベンチャーの現状と課題
「大学の自治」を達成する 3 要素である「教育・研究・財務」の重なるエリア
4
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とは困難である。
2012 年 ま で に、 累 積 で 2,000 社 を
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2001

2000

0

（ご）して、長期に発展維持していくこ

出典：AUTM Licensing Survey,2008, 経済産業省
「平成 20 年度 大学発ベンチャーに関する基礎調査」報告より

超える大学発ベンチャーが設立された。
しかし、米国における大学発ベンチャー

日本

200
1999

立しない限り、世界のトップ大学に伍

米国

400

1998

研究へ投資」というエコシステムが確

600

1997

キャピタルゲインの財務貢献⇒教育・

800

1996

⇒大学発ベンチャー⇒ IPO と M&A ⇒

1,000

1995

を超えて、「教育・研究⇒成果の事業化

1,200

1994

きる。大学は、教育による人材の輩出

1980-93

が、大学発ベンチャーと言うことがで

図２

日米の大学発ベンチャー設立比較

の設立件数と比較すると、格差は拡大
している（図 2）。
米国では、スタンフォード大学発の検索エンジン・ベンチャーであるグーグ
ルが 1998 年に設立され、ハーバード大学発のソーシャルネットワーク・ベン
チャーのフェイスブックが 2004 年に設立された。2 社のその後の急成長と企
業価値、雇用創出は、米国経済に大きく貢献している。
日本では、2,000 社のうち IPO した企業が 24 社に達している。通常の株式
会社設立件数からすると IPO 達成確率は極めて高い。しかし、米国のように短
期間で急成長を遂げた大学発ベンチャーはない。また、このうち過半はリビン
グデッド状況である。米国では 3 年で 50％倒産すると言われているが、日本の
大学発ベンチャーの異常な倒産率の低さは、研究者を中心とした経営チームが、
通常ベンチャーがたどる成長努力を行っていないからである。
そもそも、大学発ベンチャーが政策目標に上がった時点で、大学研究者が研
究成果を事業化するという大学文化がなく、大学のベンチャー支援の 3 点セッ
トである TLO やインキュベーション施設が少なく、ベンチャーキャピタルが 1
社しかなかった。研究成果の事業化に対するベンチャー投資が禁止されている
という不完全な仕組みであった。

■文部科学省の新たな挑戦
大学発ベンチャーが 2,000 社以上設立されたが、世界を狙えるようなベン
チャーが極めて少ない。大学発ベンチャーの枠組みをつくったが、研究成果を
活用した社会貢献という魂が入っていなかった。このような反省に立って、文
部科学省は、2 つの事業をスタートした。
1．2012 年から始まった START 事業（大学発新産業創出拠点プロジェクト）
文部科学省が、
「大学等発ベンチャーは、実用化されるまで時間を要するため、
民間の投資が敬遠する。そこで、ベンチャーキャピタル等の民間の事業化ノウ
ハウを持った目利き人材（事業プロモーター）を活用し、リスクは高いがポテ
ンシャルも高い大学・独立行政法人等の技術シーズに関して、起業前段階から、
事業戦略・知的財産戦略を構築し、市場や出口を見据えて事業化を目指す」新
5
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たな取り組みを開始した。公募により選定された事業プロモーターと応募によ
り採択された大学等プロジェクトに対して、研究成果の事業化のための経費補
助の支援を行う 3 年間の事業である。
ただし、この時点では、研究成果を事業化したベンチャー企業に対して、大
学が投資をするスキームがなかった。
2．2014 年から始まった官民イノベーションプログラム
わが国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道
に乗せるため、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化するために
「産業競争力強化法」が、2014 年 1 月から施行された。この法律で、国立大学
や省庁管轄の研究機構等が、その研究成果を活かすために、研究成果の事業化
に対して出資を行うことが可能となった。
従来大学や研究機構の認定された研究プロジェクトには、国民の税金から多大
な研究投資（インプット）が行われ、特許等の研究成果（アウトプット）の評価
をしたが、最高位の評価を受けたとしても、事業化し、産業化することによっ
て、国民へのサービス（アウトカム）を果たしたか否かの長期モニタリング方法
がなかった。産業競争力強化法は、国民へのサービスを実現する研究成果には、
大学や研究機構が、事業化を進め、資金と
マネジメントを多面的に支援するプラット
フォームになる道を拓いたのである。
すでに、「大学の研究成果を活用した新
産業の創出」として、2012 年度補正予算
で、日本の４研究大学に 1,000 億円が投
資資金として配分された。文部科学省は、
「成長による富の創出のためには、豊富な
民間資金、多様な人材、優れた技術力な
どのわが国の潜在能力を引き出し、新た
な需要や市場といった社会的価値を創出
するためには、大学における研究成果の
活用が極めて重要である」という認識に
立った官民イノベーションプログラムの

図３

官民イノベーションプログラムの投資スキーム

投資スキームを提示した（図３）。

■世界を狙う大学発ベンチャーの課題
今後、国立大学等が、研究成果の事業化に対する官民ファンドの投資スキー
ムを構築するときの基本モデルになることが予測されるが、次のような課題や
懸念が残る。
①

民間出資者の投資リスク回避の風土
独立系の起業ファンドへの民間資金が極端に細っていたが、CVC（コーポレー

ト・ベンチャー・キャピタル）や官民ファンドに多額の民間資金が集まり始め
た。官主導の投資で、民間出資者がリスクや責任を回避する意識があるとすれば、
自己リスクで投資するのとは真逆の日本風土を助長する懸念がある。
6
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②

大学等のベンチャー輩出スキームの未成熟
大学等発ベンチャー輩出には、研究教員の事業化意欲を前提に、TLO、イン

キュベーション、大学ファンド、OB メンター等の長期整備が不可欠である。
輩出スキームが未成熟のまま、ベンチャーの環境変化スピードについていかね
ばならない。
③

大学の投資関与者の専門レベル
知財の競争優位性を確認する技術デューデリジェンス、事業・市場デューデ

リジェンス、最適な経営チームによる事業計画、この事業全体を統括する投資
家等の専門家チームが、大学の投資関係者となる。世界最高レベルの能力と能
力に見合うインセンティブが不可欠である。
④

大学研究者評価の文化とインセンティブ
研究成果を事業化した研究者の活動は、大学教員を教育と研究視点中心に評

価する大学から正当に評価されているとは言えない。研究成果の知財価値、ス
トックオプションを含む出資、大学への財政寄与に対する大学からの謝意など、
明確にすべきことが多い。
⑤

大学知財の独立性と知財価値意識
大学知財の専用実施権をベンチャーに付与する場合に知財が独立し、研究論

文の発表内容や特許申請のタイミングなど知財戦略が存在し、知財価値、知財
の現物出資等、大学組織・大学キャピタルと研究者との間で、基本コンセンサ
スが不可欠である。
⑥

期間限定のポートフォリオ投資と責任
研究成果を事業化するための死の谷の克服のための官民ファンドの期間は、

15 年で 5 年延長可能である。20 年間で 2%の管理報酬を支払うと、投資資金
は 60%になる。投資元本を返済するファンドが、どのようなベンチャーに投資
するかポートフォリオが明確ではない。
⑦

通常の民間企業と同様のリスクマネジメント
民間企業としての大学発ベンチャーはビジネス上の訴訟リスクや利益相反が

生じる。大学発キャピタルは、国際会計基準で会計処理する必要がある。官民ファ
ンドという以上は、50%は民間資金が投資されなければならない。リスクマネ
ジメント能力が問われる。
産業界と距離を置くことが「大学の自治」であると錯覚していた数十年間を、
一気に取り戻そうとする政策が、大学発ベンチャーであるとも言える。世界の
トップに伍した研究大学として生き残るには、研究・教育・財政の一体的改革
を成功させなければならない。まず一歩踏み出して、大学の叡知により、多く
の課題や懸念を解決しようとする関係者の努力に期待したい。
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関山和秀

ビジネス創造の歯車を回す

スパイバー株式会社

代表取締役社長

志は強く、岐路では柔軟性を

―「クモの糸」に賭けた起業家の決意 ―
ベンチャーに関心を持つ人たちの間で、山形県鶴岡市が
注目されている。同市にキャンパスのある慶應義塾大学
先端生命科学研究所（冨田勝所長）から生まれた2つのベ
ンチャー企業が相次いで大きな事業を展開したからだ。
一つは、独自開発した細胞内の代謝物質(メタボローム)
分析技術を基にビジネスを展開しているヒューマン・メ
タボローム・テクノロジーズ株式会社（2003年創業）。
同社は2013年12月に東証マザーズに上場した。
もう一つのスパイバー株式会社（2007年創業）はトヨタ
自動車系の大手自動車部品メーカー、小島プレス工業株
式会社（本社：愛知県豊田市）と提携し、鶴岡市内に共
同で試作研究棟（事業費約７億5千万円）を建設し、昨秋
から稼働させている。同社は、クモの糸の組成にヒントを得た合成繊維の開発・事業
化を目指しており、新研究施設で「量産化技術の確立」と自動車部品などの製品化に
向けた「試作」を行う。両社は今後、第二期の大型設備投資も計画している。
人工クモ糸繊維は強度と伸縮性を兼ね備えた夢の繊維。同研究所でクモの糸を研究
し、大学院時代にスパイバーを起業した関山和秀社長は、なぜこの夢のビジネスに賭
けたのか。


（聞き手：本誌編集長

―

登坂和洋）

高校生のころから起業を志していたとお聞きしました。

高校時代、将来は友人と一緒に事業をやりたい、という話をずっとしてい

関山

ました。1998 年から 2000 年当時、IT 関連のベンチャーが設立されはじめ、起
業がホットになり、刺激を受けていました。しかし、それらのベンチャーが行っ
ているような事業は自分たちがやりたいことと少し異なるという印象を持ってい
ました。高校生なので具体的な仕事のイメージはありませんでしたが、本質的に
世の中の役に立つような仕事でないと長続きしないだろう、エネルギー、環境、
食料など人類規模、地球規模の課題を解決できればマーケットとしても大きいだ
ろうと考えていました。
スパイバー創業メンバーの一人は高校 1 年の時のクラスメートです。
―

進路の選択は？

慶應義塾の高校だったので、
エスカレーター式で大学に上がれるのですが、

関山

学部を選ばなくてはいけません。3 年生のとき、環境情報学部と総合政策学部の
ある湘南藤沢キャンパス（SFC）の説明会があり、その説明役が冨田勝教授でし
8
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た。同キャンパスにて取り組んでいる研究テーマが紹介されましたが、冨田教授
ご自身が関わるバイオテクノロジーの話に熱が入っていました。バイオは次の時
代のキーテクノロジーになる、ちょうど私が大学に入る 2001 年に山形県鶴岡市
に慶應が世界最先端のバイオの研究所をつくるので、SFC に来ればその研究所
にも行くことができる、というお話でした。とても熱い先生だと感じ、こういう
先生のところで学びたいと思いました。そして環境情報学部に入学し、1 年生の
ときから冨田研究室に入れていただきました。

起業のために最先端のバイオ学ぶ
―

大学時代もベンチャー企業設立を考えていましたか。

当時の私は研究者になるつもりはなく、最先端のバイオを使った事業を起

関山

こそうと考えていましたので、
そのためにバイオの勉強をしていました。しかし、
人類社会に大きなインパクトを与えられるシーズ、あるいは自分の人生を賭ける
ようなシーズはありませんでした。
3 年生の時、大学（学部）を卒業したら、アメリカのビジネススクールに留学
し、シリコンバレーの研究者と仲良くなりベンチャーを起業しようかな、などと
考え、そのことを冨田教授に相談したことがありました。応援してくれると思っ
ていたのですが、冨田教授は否定的で、
「おまえがそんなに器の小さいやつだと
思ってなかったよ」
「自分でシーズをつくってからビジネスのことなんかは学べ
ばいいじゃないか」と、叱咤（しった）されました。
そう言われて、
「それだったら自分でやってやるか」と考えが変わり、どうい
うプロジェクトをやるかということを本格的に考え始めました。
―

スパイバーの設立は 2007 年 9 月ですね。

そうです。博士課程に進んで 1 年目でした。学部のころからやり始めたテー

関山

マやアイデアはたくさんあったのですが、その中の 1 つのテーマにクモの糸が
あり、たまたまそれが今まで続いているという感じです。会社は 3 人で始めま
した。創業メンバーは、先ほどお話しした高校の同級生の水谷英也と、一緒に研
究をしていた冨田研究室の 2 年後輩の菅原潤一です。水谷は当時、トーマツ（監
査法人）に勤めていたのですが当社を起業するにあたりそちらを退職し、現在は
当社の CFO（最高財務責任者）
、菅原は CTO（最高技術責任者）です。

ベンチャーキャピタルから 3 億円
―

その後の展開は？

初めのころは売り上げもほぼありませんでしたし、大きな額の助成金をい

関山

ただいていたわけでもなかったので、社員を増やすこともできず、機械や装置も
9
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本当に必要最低限のものしか買えない状態でした。転機は、
2009 年にベンチャー
キャピタルから総額 3 億円の資金調達に成功したことです。ジャフコから 2.5
億円、ニッセイ・キャピタルから 5 千万円調達しました。これにより社員を増
やすことができ、設備の拡張も可能になりました。
―

資金が得られたきっかけは何ですか。

ある経営者に会社に入っていただいたことです。あるとき、ジャフコの方

関山

から「こんな人がいます」と紹介されました。その方は、ベンチャー企業を起こ
してジャスダックに上場させ、
その後、
経営からは退き大学の博士課程でイノベー
ションの研究をされていらっしゃいました。その方とすごく気が合って…。われ
われは若いメンバーだけでやっていたので、
「会社の体をなしていない」と言わ
れました。
「協力してもいいよ」と言ってくださったので、その方に入っていた
だきました。
―

ジャフコとしては、経営者を紹介することによって、御社の経営状態をよくしたり、
その人の投資の目利き力を当てにしていたというところもありますね。

全くその通りです。その方が中に入り、会社をちゃんとコントロールして

関山

くれれば投資をしてもいい、
ということだったと思います。実際に、
その方がリー
ドして資金を調達できました。私たちは、会社の経営についていろんな面でその
方から学びました。その方は、現在は当社役員を退任されています。

小島プレス工業と提携
―

小島プレス工業との提携も転機になりましたね。

そうです。小島プレス工業さんとの連携は 2 年ほど前から進めています。

関山

きっかけは、3 年ほど前になりますが、慶應の大先輩が当社に見学にいらしたこ
とです。その時は「これは面白い。この素材が将来、自動車素材に利用されると
良い」とおっしゃっていただきました。その後、輸送機器関係の方が何度かお見
えになりましたが、新素材は簡単に物になるような事業ではないことが分かり、
話はあまり進みませんでした。そこで先の先輩が、機動的で研究開発能力が高い
とてもいい会社がある、そこなら現在の段階でも取り組んでもらえるかもしれな
い、と紹介してくださったのが小島プレス工業さんでした。
すぐ小島社長と研究開発担当の役員がいらっしゃって、これは面白い、一緒に
やりましょうと、ほぼその場で提携が決まり、約半年後に契約を締結、開発が始
まりました。
―

小島プレスにはどんな狙いがあったのでしょうか。

部品メーカーが材料まで持てるというのはすごく大きいことだと思いま

関山

す。材料から自分たちで設計し、
それで部品をつくることができるということは、
事業の幅を大きく広げ、自分たちの強みになります。素材事業をゼロから立ち上
10
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げるというような位置付けで、この事業に取り組んでくださっています。今は共
同事業の契約ですが、年内にジョイントベンチャーをつくる予定です。
―

小島プレスとの提携で建てたのは試作研究施設ですか。

当社が今までやってきたのはラボスケールの研究開発です。単にクモの糸

関山

を人工的に合成する、ということをやっているわけではなくて、天然のものより
機能――強度、伸縮性、紫外線への耐性など――を高めることや、生産性を向上
させることを目指しています。そういう新しい分子を設計し、実際に合成し、評
価する。その評価結果を分子設計にフィードバックするというサイクルを繰り返
しています。
また樹脂など他の材料との複合化などについても研究をしています。
ラボスケールであれば研究開発に使う材料は数グラムや数十グラムといったオー
ダーで十分でした。
しかし、小島プレスさんが自動車部品のサンプルをつくり、いろいろな試験、
評価を行おうと思ったら、
数キロ単位から数十キロ、
場合によっては数百キロオー
ダーの材料が必要になります。一気に千倍ぐらいにスケールアップしなければい
けない。そこで、製品試作ができるぐらいの規模のテストプラントを立ち上げよ
うということになりました。

自由に進められる研究
―

それにしても、先端生命科学研究所を中心とした、いわばサイエンスパークへの鶴岡
市や山形県の期待は大きいですね。投入してきた資金も相当な額になります。

ここの研究所は、恵まれている研究所の一つだと思います。研究者は自分

関山

の裁量で相当自由に研究が進められますし、みんな大胆にやっています。使える
資金も潤沢です。この研究所にはいろいろなポートフォリオがあります。むしろ
結果的にそうなったという感じです。研究者の主体性に任せているため、いろい
ろなプロジェクトが立ち上がります。
その全てが成功するわけではありませんが、
何か面白そうなものが 1 個か 2 個でも残れば、それがすごく大きく成長し、飛
躍する可能性を持っています。
この研究所ができたとき、メタボロームがメーンになるとは誰も考えてなかっ
たと思います。冨田さんが声を掛けこの研究所に集まった研究者の一人に曽我朋
義教授がおり、
曽我先生がメタボロームで大きな成果を出されたので、
それがメー
ンストリームになっていきました。われわれがやっているクモの糸の開発は、私
が学生のときに始めた研究ですが、既に研究所で行われていた研究でも何でもな
くて、たまたま生まれたプロジェクトです。それがうまくいきそうだからやって
みようか、という雰囲気の中で研究開発を進めていました。
当初、クモの糸の実用化は簡単にできるものではない、という認識を持ってい
ましたので、まずは DNA の中に情報を書き込むという技術で事業を軌道に乗せ
て、それが軌道に乗ったらクモの糸の研究に入っていこうと考えていました。し
かし、結果的にクモの糸の研究で資金の調達をすることができ、実用化もこの研
11
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究の方が早いのではないか、
という状況になりました。研究の進捗（しんちょく）
や、外的な要因を見ながら経営判断を多様に変えてきましたが、そこが良いとこ
ろなのかなと思っております。

惑わされずに経営判断
―

ベンチャー成功の要因についてどう思いますか。

まだ成功しているとは全く思っていませんが、７年間潰れずに成長してこ

関山

られたのは良かったです。要所要所でチャンスを見逃さず、周りに惑わされずに
判断してきたとは思っています。なので主要株主の意見だからといって何も考え
ずに受け入れたりはしません。こう言うと怒られてしまいますが、私たちの研究
は投資家のためだけにやっているわけではないので、自分たちの選択が、人類社
会のために大事だと判断すれば、投資家とけんかをしてでもその選択を通してき
ていると思います。
―

先端生命科学研究所と 2 つのベンチャー、すなわち御社とヒューマン ･ メタボローム・
テクノロジーズ（HMT）を合わせると、働いている人は相当な数になるようですね。

研究所が 150 人ぐらいでしょうか。HMT がおよそ 50 人、当社も 50 人

関山

くらいなので合わせて 250 人ほどです。当社はこれからかなり増えると思いま
す。4 月に新たに 5 人のメンバーが加わりました。今後、1 〜 2 年で倍ぐらいに
なる可能性もあります。キャンパス全体では、中長期的に千人規模になってもお
かしくないと思います。
―

鶴岡が注目されています。

ベンチャー企業を起こした私の後輩が、鶴岡で新会社をつくりたいと言っ

関山

ていました。われわれとのコラボレーションもありますし、県や市のさまざまな
バックアップがとても良いようです。恵まれた環境だと思います。
―

ありがとうございました。

12
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ビジネス創造の歯車を回す

特集

地域に根差したベンチャー支援の仕組みをつくる
TX アントレプレナーパートナーズ（TEP）は、その名称が示すようにつくばエ
クスプレス（TX）沿線を中心に、起業家・ベンチャー企業を育成・支援する地域
コミュニティーを目指している。後藤事務局長に戦略を聞いた。

（本誌編集長 登坂和洋）

■ 4 年余り活動されてこられたようですが、目指していることは？
TX アントレプレナーパートナーズ（TEP）は、つくばエクスプレス（TX）沿線を
中心に起業家やベンチャー企業の支援活動を行っています。設立は 2009 年 11月で、
活動から約４年半が経ちました。TX 沿線エリアには、日本有数の国立大学や研究

後藤

ごとう

良子

りょうこ

一般社団法人TX アントレプ
レナーパートナーズ事務局長

施設が集積し、多くの先進的研究や先端技術の開発が行われています。また、それ
らに関わる大変貴重な人材も数多く集まっています。このような地域のポテンシャル
を生かし、大学・研究機関、行政、企業、個人支援者が連携することで、地域に根
差した持続可能なベンチャー支援の仕組みを構築することを目指しています。

■どんな方が参加されているのですか
TEP は基本的に会員制で、次のようにさまざまな形でご参加いただいています。
構成メンバーは現在 200 会員（企業、個人等）を超えています。
・アントレプレナー会員：支援を希望する個人起業家やベンチャー企業
・エンジェル会員：資金的支援ばかりでなく積極的な経営参画も行う経営経験者
・サポート会員：専門的な知識でベンチャー企業を支援する弁護士や会計士など
・コーポレート会員（2014 年 4 月より新設）
：事業会社、法律・会計事務所、
監査法人など TEP の組織運営支援やベンチャーへの支援を提供し、
ベンチャー
企業との連携や共同事業等を望む法人
・アドバイザリーボード：人的協力、情報提供、ネットワーク紹介などで協力連
携する地域行政、公的支援機関、公的研究機関等
・パートナー拠点：拠点の連携利用や現地情報提供等が可能な国内外のパートナー

■どんな活動をなさっていますか
活動は「ベンチャー企業が事業プレゼンテーションを行いアドバイスが得られる定
例プレゼン会の開催」
「各ベンチャー企業のニーズに応じた支援者マッチングと個別
支援」
「実践的支援となるビジネスプラン作成セミナーの主催」
「TEP EXPO や交
流会の開催など一般参加も可能な機会の提供と情報発信」などです。これらを通じ
てベンチャー企業に寄り添うハンズオン型の支援と、その母体となるベンチャー周
辺コミュニティーの醸成を促進しています。活動の成果として、今年 3 月末時点で、
TEP エンジェル会員による出資・経営参画は合計 14 社となっています。
13
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■他の支援組織にはない TEP の特長は？
日本は、今でも世界トップレベルの特許数を持つ技術大国ですが、一方で、起業活
動率は先進諸国と比較して、非常に低い状況です。せっかくの先端技術の多くが、何
らかの理由で研究室や企業内にとどまってしまい、広く社会に還元するには至っていな
いのです。海外と比較して日本に不足しているのは、起業家やベンチャー企業を育成・
支援する仕組み、また彼らを尊重し応援する社会的文化です。
図１はベンチャー企業が成長・飛躍していくために必要な、私たちが考えるイノベー
ションのエコシステム（持続可能な仕組み）のイメージですが、この中の「エンジェル・
メンター」は、わが国では最も不足している部分かもしれません。米国で成功を遂げ
ているベンチャー企業の多くには、メンターと呼ばれる先輩起業家のアドバイザーがい
て、彼らの成長に大きく貢献しています。成功したベンチャー企業はまた、次世代のベ
ンチャー企業のメンターとなり、これが社会の中で循環していきます。TEP では起業・
経営経験があり個人として投資する意思もある個人や、ベンチャー支援実績の豊富な
専門家個人を集め、ベンチャー企業に対し、支援コミュニティー全体で総合的な支援
が実施できるよう努めています。
TEP の大きな特徴となっているのが、このエンジェル会員とサポート会員です。
TEP のエンジェル会員は、投資リターンを求めるだけの個人
投資家とは異なり、個人的に投資した企業に対して、多くの
場合、実際にそのベンチャー企業の非常勤取締役などに就任
し、自ら汗をかいてベンチャー企業の経営に携わっていきます。
こうすることで、企業はそのエンジェル会員の知識やノウハウ
ばかりでなく、人的ネットワークや交渉力までをも含む深い支
援を受けることが可能となり、これは資金的支援をはるかに
超える価値となります。また、日本にはエンジェルの組織は少
ないながらいくつかありますが、サポート会員のようなメンバー
がいることはなかなかありません。現役でバリバリ活躍されて
いる専門家たちが、最新の情報やノウハウを携え、
「起業家や
ベンチャー企業を育成することで、日本を元気にしたい！」と
いう思いで、日々ボランティアベースで活動しています。

図１

つくばエクスプレス沿線におけるイノベーションのエコシステム

■企業の分布、活動から見えてきたことは？
アントレプレナー会員（現在 100 会員強）は、定例プレゼン会、個別支援等を通
じたスクリーニングを経て、
「ロールモデル企業」
、およびこれに次ぐ「重点支援企業」
を定期的に選抜しています。
ロールモデル企業に対しては、投資・役員参画するエンジェル会員が主に担当し
て支援しており、各社の事業分野は、IT・ソフトウエア 36％、ナノテクノロジー 21％
が 1､ 2 位で、このほかはライフサイエンス、ロボット、製造・サービスがほぼ同じ
比率です。会社設立からの年数は、1 ～ 4 年が 42％、5 ～ 9 年が 33％で、ロール
モデル企業の半数以上が従業員数 10 ～ 19 名の規模の会社になっています。支援
内容で一番多いのはやはり「経営・事業戦略アドバイス」で、83％の企業に行ってい
ます。以下、
「事業計画構築」と「広報活動・PR 支援」がそれぞれ 75％、
「ビジネ
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スパートナー・顧客紹介」67％、
「外部資金調達支援」50％と続きます。
重点支援企業に対しては、
サポート会員が 2～3人でチームを組んでその時々のニー
ズに応じて柔軟に支援を実施しています。
その他の企業についても、ベンチャー企業の視点に立って、具体的に即効性のある
支援を提供したいと考えていますが、実は事業計画書が未熟なベンチャー企業が非常
に多いという事実に直面しました。これは日本のベンチャーに限ったことではありませ
んが、とにかく事業計画書が書けないと、資金調達や販路開拓はおろか、まず事業と
してスタートできないはずです。しかし逆に、理路整然とした事業計画書を書ききるこ
とができれば、誰に対しても納得のいく説明が可能となり、資金調達や顧客獲得、ビ
ジネスパートナーの獲得もぐっとスムーズになります。この状況を少しでも改善したい
思いで、TEP のサポート会員が講師を務め、一昨年度より TEP ビジネスプラン作成
セミナーを会員以外にも公開して実施しています。このセミナーに参加した受講者には、
充実した講義内容、ワークショップ、そして手取り足取りのビジネスプラン作成指導に、
毎回大変好評を頂いています。

■今後の展開は？
TEP は 2014 年度より柏の葉オープンイノベーションラボ (KOIL) へ本拠点を移
し、新たなフェーズを迎えます。具体的には、新しく以下のプログラムを展開してい
く予定です。
・創業支援プログラムの提供によるオンサイト支援の実現
・常駐拠点設置によるベンチャー企業周辺の人や最新情報の集約化
・コーポレート会員の新設や地域との連携によるエコシステムの拡大、定着化
・海外ネットワークの強化、拡大
これまでの支援が特定の場所で定常的に行える環境を構築できることで、よ
り効率的できめ細やかな支援が可能となります。TEP では、ここをベンチャー
企業やベンチャー企業支援に携わる人と情報が集まる場所にしたいと考えてい
ます。また、前掲のエコシステムの図１にある「大手企業」は、実はこれまで
TEP では手を付けられていないところでした。しかし活動から４年半が経ち、
成長する企業も少しずつ出てきているからか、TEP のベンチャーを支援したい
という中・大企業からのアプローチが少しずつ増えてきています。これまではこ
れら企業を受け入れる仕組みが無かったのですが、今年度より「コーポレート会
員」を新たに設け、ベンチャー企業にとっても大手企業にとってもメリットのあ
るプラットフォームを築けたらと考えています。
さらに、
グローバルな視点を持っ
て活躍する日本企業や、日本マーケットに進出したい海外企業を受け入れていく
ために、海外の同様のコミュニティーとの連携、ネットワーク拡大にも力を入れ
ていく予定です。これも、常設の拠点あってこそ実現できることです。
TEP は TX 沿線エリアに集積する技術を活かして、地域に根差した大きなエ
コシステムの構築を目指して活動を続けてまいりましたが、新たなフェーズに移
る本年度は、非常に重要な年であり、かつダイナミックで面白い年になると思っ
ています。このエコシステムの輪に、是非多くの皆さまに加わっていただければ
うれしいです。
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小出宗昭

ビジネス創造の歯車を回す

富士市産業支援センター f-Biz センター長
株式会社イドム 代表取締役社長

行列のできる起業・経営支援教えます

― 相談に答えを出す“小出方式”全国に広がる ―
静岡県富士市の起業と企業経営のサポートセンター、
「富士市産業支援センターf-Biz（エフビズ）」がいま、
全国の自治体や金融機関関係者などから注目されてい
る。オープンしてからおよそ６年。センター長を務めて
いる小出宗昭氏の、革命的とも言える運営の方式で大き
な成果を挙げているからだ。
すでに幾つかの信用金庫や自治体がf-Bizに学び、同様の
方式による地域産業支援を始めている。そして、経済産
業省が今年度、f-Bizすなわち小出方式をモデルにした相
談窓口を４７都道府県に設置する。
f-Bizは従来の一般的な産業支援のやり方と何が違うのか。
小出氏に聞いた。（聞き手：本誌編集長 登坂和洋）

4 つの支援施設を立ち上げ
―

富士市産業支援センター f-Biz（エフビズ）の開設は 2008 年夏。運営に関わるように
なったきっかけは？

私は静岡銀行に勤めていました。2001 年、41 歳の時に銀行から、静岡

小出

県がつくった創業支援施設「SOHO しずおか」の立ち上げと運営を指示されま
した。それまでは 7 年半、銀行内で M&A のアドバイザー業務に従事していま
した。SOHO しずおかでのインキュベーション業務が非常にうまくいって全国
から注目され、結局そこのマネージャーを 6 年半やりました。3 年目には平行し
て、静岡市がつくった「静岡市産学交流センター」を始動させ、その後の 4 年
間は両施設のマネジメントを兼務していました。
次に、これも銀行からの出向で、浜松市の「はままつ産業創造センター」
（現・
浜松地域イノベーション推進機構）の立ち上げと運営に関わりました。ここには
1 年間居ました。結局、創業支援・中小企業支援施設への出向は 7 年半に及びま
した。
その後独立して、富士市産業支援センター f-Biz の運営を受託し、センター長
に就任し今日に至っています。きっかけは富士市から相談があったことです。昭
和 50 年代前半くらいまで、富士市の工業出荷額は、県内トップの浜松市に肩を
並べるくらいの水準でしたが、6 番目まで下がっていました。何とかしなくては
16
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ということで、中小企業支援施設の構想がでて、全国の中小企業支援センターを
視察したらしいのです。そうしたら、箱は立派だけれど相談者が来ていないこと
に気が付いたんです。当然ながら成果も出ていない。この事業はハードではなく
てソフトだな、そしてソフトとは「人」だと気が付いたんですね。そこで、誰か
いないかと探し、富士市生まれの私にたどり着いたというわけです。富士市は 5
回私を口説きに来ました、最後に市長さんまで来られた。
私は銀行を辞める気はさらさらなかったですが、中西勝則頭取に相談してみま
した。当然、断るようにと言われると思っていたら、
「やってみたらどうか」と
言う。また、私のことをかわいがってくれていた前会長（当時）神谷聰一郎氏も
「静岡銀行の行員が、１つの市の産業振興においてそこまで頼りにされるのは銀
行にとっても非常に名誉なことだ」
と言う。銀行も応援してくれるのだったらと、
2008 年 6 月に思い切って退職し、
7 月に小さな会社（株式会社イドム）をつくり、
スタートしました。
―

2013 年 8 月に「f-Biz egg」という創業のワンストップセンターを併設しました。

そうです。f-Biz は破格にうまくいっている相談センターだと思います。

小出

相談件数は大体月間 200 件。市としては、地域産業活性化のために f-Biz に懸
けてみようと考えたようです。市から、創業に力を入れてもらいたいというオ
ファーがありました。
当初出てきた案はビジネスインキュベーション施設ですが、
これには私は断固反対しました。インキュベーションはニーズがないから絶対だ
めだと。私は SOHO しずおかで 6 年半見てきましたが、インキュベーション施
設の創業支援は非常に効率が悪い。限られた起業家しか育てられない。それより
も相談機能を強化して、地域の中でチャレンジしたいと思っている人を発掘し、
効果的にサポートして次々と起業させ、それを成功させた方がいい。そう申し上
げました。そこで、相談機能を強化した形での創業支援拠点を別のフロアにつく
ることになりました。

成果とは結果を出すこと
―

f-Biz はなぜ注目されるのですか。産業支援施設にとって「成果」とは何ですか。

単純明快ですよ。それぞれの相談に対して明確な答えが出せるかどうかで

小出

す。地域の中小企業者・小規模事業者は――大企業だって本当はそうなんですけ
ど――どこも経営的な課題、悩み、問題点を抱えています。100％の人たちが今
よりもよくありたいと思っています。とすれば、われわれ支援センターがなすべ
きことはその悩みを受け入れて、よくする方向にもっていくこと、つまり課題解
決です。これは明らかにビジネスコンサルティングです。ビジネスコンサルだか
ら求められているのは結果なんです。
よくこの世界の人たちは、成果の基準が曖昧だとか言うけれど、とんでもない
と思います。公の産業支援って本当にアマチュアばかりの世界です。本当のプロ
フェッショナルがほとんどいないんですね。私はこの世界に入った当時、あまり
17
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の低パフォーマンスぶりに驚きました。よく支援センターの人たちは「みんな一
生懸命やってます」と言います。民間の感覚なら、一生懸命やっているならそれ
なりに成果が見えるはずです。中小企業・小規模事業所の経営者はヒト、モノ、
カネ、全てに課題を抱えています。そういった制約条件の中で流れを変えるため
に何が必要かといったら、知恵なんです。知恵を出せるコンサルティングってか
なりハイレベルです。MBA 的手法をとったって、そんな知恵出ませんからね。
だから、プロ、結果が出せるコンサルタントが必要なんです。

資格、経験は関係ない
――そういうコンサルタントというか、支援センターのアドバイザーに必要なのは経験ですか。

必要なのは資質です。適性は 3 つ。ビジネスセンスが高いこと、コミュ

小出

ニケーション能力が高いこと、そして情熱を持っていることです。資格や経験は
関係ありません。大企業で凄腕プロジェクトマネージャーっていますよね。この
人にやらせると何でもうまくいくという ･･･。こういう人はすぐできます。ある
いは、日本初とも思えるようなビジネスモデルを構築しそれを成功させた起業家。
こういう人もコンサルで結果を出せます。
金融機関で言えば、トップの昇格グループの人材。こういった人間だったらわ
れわれのような支援センターでコンサルができるんですね。このセンターには私
を含め 11 人のアドバイザーがいます。私以外の 10 人は、私が全部スカウトし
た人間です。ほとんどがこの世界での経験がない人です。だけど成果を挙げます。
それはなぜかというと適性だから。
しかし、全国のほとんど全ての公的産業支援施設は、そういったことも分から
ないで人を選んでいます。よく、
資格とか経験って言うじゃないですか。しかし、
私は、「“資格”とか“経験”で採用したアドバイザー・相談員が成果を出してい
ないでしょう」ってはっきり言います。採用、
人選を大幅に見直すべきなんです。
でもその見直しができないんですよ、既存の公的セクターは。
―

アドバイザーに求められる適性のうちビジネスセンスとはどんなことですか。

ビジネスセンスの高い人たちは、圧倒的に情報量がある人です。ここで言

小出

う情報量とは、情報感度が高いとか情報収集能力が高いということ。例えばコン
ビニエンスストアに行って、
「何これ」って新しいこと・ものに気が付く人。そ
の情報を持ち帰っていろいろ調べて、生きた知識に転換できる人。また、毎年、
年末になるとメディアがヒット商品番付なんて発表しますね。
「去年のヒット商
品の中であなたが一番印象に残っているものについて、ヒットした要因を説明し
てください」と言われたとき、パッと答えられるかどうかなんです。
―

コミュニケーション能力はビジネスの基本ですね。

絶対的に大事です。相手の話を徹底的に聞くことが、結果的に問題発見能

小出

力につながると思います。相手から引き出せますから。
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多様な分野の専門家は不要
―

相談員の適性の 3 条件は分かりましたが、その他注意すべき点はありますか。

よく有識者が「中小企業の業種は多様で、支援ニーズも多様化しているか

小出

ら、多様な専門性を持つ人たちをたくさんそろえなければいけない」と言いま
す。もう一つ。浜松市や富士市もそうですが、製造業が集積している地域では技
術の相談が多いのではないかと言われてきました。いずれも正しくないです。私
は、性格の違う 3 つの都市で 4 つの支援機関のマネジメントをやってきましたが、
来る相談の 8 割から 9 割は同じ悩みです。何かと言うと、売り上げの問題、モ
ノが売れないという相談なんです。
多くの支援施設は、大企業の技術畑を定年退職したような人を多く採用し、相
談やコーディネート業務に当たらせていますが、
企業の課題解決という
「成果」
「結
果」をほとんど出せていません。それに何より、全国どこを見ても、閑古鳥が鳴
いています。なぜかというと、魅力がないから。なぜ魅力がないかというと成果
を出していないから。明らかに機能不全を起こしています。だけどそれをきちん
と指摘する人がいなかった。
―

f-Biz は、小出さんの考える理想的な支援施設を突き詰めたわけですね。

小出 そうです。公的な中小企業支援施設の低パフォーマンス、機能不全が全国
的に大問題になっている中で、私の考える地域の産業支援施設の在り方を集大成
できたのがこの f-Biz です。ここは全て自分で絵を描いて一から自分で立ち上げ
たし、チーム構成だって全部自分の采配でできました、私が受託してますから。
最初の 2008 年 8 月の時点から、
公の中小企業支援の成功モデルをつくろうと思っ
ていました。最初からそういう目標があり、できると思っていました。

経産省、“小出方式”全国展開
―

経済産業省が今年度、全国 47 都道府県に設置する中小企業・小規模事業者ワンストッ
プ総合支援事業「よろず支援拠点」は f-Biz、すなわち“小出方式”がモデルとのことです。

経済産業省の中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業「よろず

小出

支援拠点」は f-Biz をモデルとしていることを明確にうたっていますが、これは
ある面、当然のことだったと思います。当センターの初期の段階から、経済産業
省はこれが一つの目指すべき像だと見ていましたから。
論点は、当センターのノウハウを横展開できるかどうかということでした。こ
ういうことです。この f-Biz は、強烈なキャラクターの小出がいて、極めて属人
的なノウハウで成り立っているのではないかと言われ続けてきました。これは、
私が静岡市で「SOHO しずおか」と「静岡市産学交流センター」をマネジメン
トしていた時代からずっと言われていたことです。だから普遍性はないという議
19
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論です。私はそうじゃないと思っ

全国に拡がるf-Bizモデル

ていました。適性がある人間だっ
たらできるということは分かって
はいたんですが、それを実証でき

【 静岡県 富士市 】
2008年8月～
富士市産業支援センター
f-Biz（エフビズ）

【 長野県 飯田市 】
2012年7月～
f-Biz出張相談会
i-Biz（アイビズ）

る場がなかったわけです。

運営：（公財）南信州飯田産
業センター

f-Biz はオープン当初から、東

運営：（株）イドム

京の巣鴨信用金庫から 5 人の職
員を受け入れてトレーニングしま

【 沖縄県 浦添市 】
2011年7月～
てぃーだビジネスサポート
T-Biz（ティービズ）

した。全く経験のない人間ですよ。
私がリクエストしたのは、各世代

運営：(株)てぃーだスクエア

のトップ昇格組を出してほしいと

【 愛知県 岡崎市】
2013年10月～
岡崎ビジネスサポートセンター
Oka-Biz（オカビズ）
運営：岡崎市・岡崎商工会議所

運営：中標津町など

【 北海道 釧路市 】
2010年7月～
くしろ起業サポート相談会
k-Biz（ケービズ）
運営：(社)北海道中小企業家
同友会 釧路支部
【 東京都 豊島区 】
2010年4月～
としまビジネス
サポートセンター
運営：豊島区

いうこと。トレーニングをして、
彼らが巣鴨信用金庫に帰って、同
じようなコンサルのステーション
をつくりました。
「S-Biz」って言
うんです。

【 北海道 中標津町 】
2012年7月～
企業経営トータルサポート
セミナーn-Biz（エヌビズ）

【 静岡県 牧之原市 】
2011年6月～
牧之原市中小企業個別相談会
M-Biz（エムビズ）

【 静岡県 熱海市 】
2012年6月～
熱海市チャレンジ応援
センターA-biz（エービズ）

【 東京都 豊島区 】
2009年10月～
すがも事業創造センター
S-biz（エスビズ）

運営：牧之原市

運営：熱海市

運営：巣鴨信用金庫

無断転用厳禁

連携

1

全国に拡がる f-Biz モデル

ほぼ同時期に東京・豊島区から
中小企業支援ノウハウ導入の依頼がありました。同区が当センターのノウハウで
新たな支援センターをつくりたいという。私は、
「巣鴨信用金庫に、うちでトレー
ニングした職員がいるから、そこに区の職員を出向させて学んだらどうか」とお
勧めしました。それを実行して 2010 年に始まったのが「としまビジネスサポー
トセンター」です。それが非常にうまくいったと言われていて、経済産業省が何
回も検証作業に行ったようです。それで、これなら国の事業として全国展開でき
るなと考えたようです。そのように経済産業省から聞きました。
愛知県岡崎市も昨年 10 月、
岡崎ビジネスサポートセンター「Oka-Biz」をオー
プンしました。同市のスタッフも、
うちで OJT で徹底的にトレーニングしました。
実は今も東京の信用金庫と愛知県の信用金庫の職員が研修に来ています。
つまり、
われわれ f-Biz をモデルにした支援拠点を全国に普及させることは可能だという
ことです。
いろいろなところから依頼されて、私がここ 3 年ぐらいで本を 3 冊出版して
いるので、自分たちのやっているノウハウを体系化できたと思います。要するに
マニュアルですが、それはそれとして、こういった現場でのやりとりの中からう
まく伝えていくのが一番効き目があると思います。

決算書を見ない
―

事前に小出さんについての資料を拝見して一番印象深かったのは、決算書を見ないで
とことん話を聞くということでした。

先ほど相談の 8 割から 9 割が売り上げの問題だと言いました。当センター

小出

の場合、88％です。決算書を突っついて売り上げが上がりますか。これが決算
20
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書を見ない最大の理由です。もう一つ理由があります。銀行員だったからよく分
かりますが、決算書上で分かるような問題点は、債権者たる金融機関が思いっ切
り指摘してますよ、相手のプライドを粉々にするまで。決算書から読み取れるよ
うな問題点は、実は誰にでも分かることなんです。
既存の産業支援機関は決算書を見ながら、ああだこうだと言うでしょう。言わ
れてる中小企業の社長にしてみれば、
「そんなの分かってる」っていう話ばっか
りです。困っているから相談に来ているのです。だから決算書をつつき出す人は、
支援機関の役割が根本的に分かっていない。相手の問題解決にもつながらない。
売り上げを上げるのがミッションなのに、経営者のモチベーションが下がるだけ
ですよ。

プロのコーディネーターをどう確保する？
―

産業支援と産学（官）連携はかなり重なっていますが、産学連携へのアドバイスをお
願いします。

大学の研究をうまく使ってビジネスにしていくことは絶対に必要です。事

小出

業化できるかどうかは「つなぎ役」次第です。コーディネーターの存在はすごく
重要です。では、産学官連携のコーディネーターにはどんな適性が必要か。ある
テーマ、素材があるとき、大事なのは「ビジネスとして面白いか、面白くないか」
という感覚だと思います。言い換えると、お金の臭いがするかしないか、この技
術をどことくっつけるとお金になるのか、といった感覚です。産学官連携のコー
ディネーターに欠けているのはそういう感覚、ビジネスセンスです。もちろん、
高いコミュニケーション能力と情熱も必要です。
トップクラスのプロのコーディネーターをどうすれば確保できるのか。プロ
フェッショナルとしてふさわしい処遇、ポジションが必要です。私は、地域活性
化のコーディネーターづくりのセミナーの講師もやりますが、びっくりするぐら
いに優秀な人たちが参加しています。外資系企業の 30 代から 40 代の人、ある
いは日本の大企業の中堅どころの人たちもいます。
「あなたたち、何でこんなと
ころに来ているの」って聞くと、
「こういう地域産業活性化をやりたい」って言
います。「やればいいじゃない」と言うと、
「ポジションがないんです」と。こう
いう人たちは産学官連携の世界でも大きな成果を出せる人材なのにもったいない
ですね。つまり、ポジションがあり、そういう処遇が保証されるなら彼らは来ま
す。そういう流れに持っていくことが大切です。プロなんだからプロの仕事をす
る。年収一千何百万円でもいいですよ。ただし成果主義。ここが大事です。成果、
つまり事業化にまで導きビジネスとして成功させるという「結果」を出して初め
てプロと呼べるからです。
―

ありがとうございました。
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うろこ由来の高強度コラーゲン線維膜
コラーゲンは細胞親和性に優れ、生体材料として有用だが、強度等の問題により、
臨床使用は限られていた。均一な膜厚かつ高密度の繊維膜はいかにして開発され
たのか。

■はじめに
人に感染するウイルスを持たない魚類から、安全安心なコラーゲンを取り出す
田中順三東京工業大学教授らの研究成果を基にして、
多木化学株式会社（以下「弊
社」）はコラーゲンの製造技術を高め、安定供給できる体制を整えた。
魚のうろこから取り出したコラーゲンは、生体内の構造に戻ろうとする「線維

山口

やまぐち

勇

いさむ

多木化学株式会社
コラーゲン開発チームリーダー

化」という性質が強く、線維化したコラーゲンの上では
「細胞がよく増える」
「細胞分化を促進する」といった優
れた生物機能が発現されることが分かってきた。
これらの機能を医用材料として活用するには、
「高強
度化する加工技術」が重要なので共同研究を進め、引っ
張っても破れにくいコラーゲン膜「セルキャンパス
S-12W」
（図１）の開発に至った。

図１

セルキャンパス S-12W

■多木化学株式会社の事業と研究背景
弊社はアグリ事業（肥料など）、化学品事業（水処理薬剤、機能性材料など）
が基幹事業となっているが、研究開発は「企業価値向上の原動力」と位置付けて
いる。基幹事業の枠にとらわれず、酸化物ナノ粒子といった工業用ファインケミ
カル材料から、生分解性ポリマーといった体の中で分解・吸収されるメディカル
材料まで、幅広い領域の新商品・新技術の開発に注力している。
うろこコラーゲンの開発は、私たちの生活に身近なライフマテリアル領域の材
料として進めているテーマである。
「アグリ事業」が生物資源利用の、
「化学品事
業」が抽出効率を高める技術基盤になっている。

■うろこコラーゲンの生物機能と高強度化
うろこから取り出したコラーゲンには、生体内にあったときの線維構造に戻ろ
うとする性質が強く残っている。線維構造は、コラーゲン分子が規則正しく配列
した構造であり、生物機能だけでなく強度や耐熱性などの物理特性も高める。
この優れた線維化能力を生かし、緻密化と分子間の結合力を高めることにより、
約 100 μｍの膜厚で 30MPa 以上（湿潤状態でも 1.5MPa）の引っ張り強度を有す
22
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る線維膜を得ることに成功した。また、コラーゲンの変性温度を大きく上回る 50℃
以上の耐熱性を持ち、私たちの生活温度帯で十分使用できる材料となっている。
コラーゲン自身の官能基を結合することで強度を高めているため、架橋剤が使
用されておらず、コラーゲン 100％のシンプルな組成になっていることも使用
しやすい材料と言える。

■共同研究のきっかけ
弊社は、これまでさまざまな機関と共同研究を行ってき
た。そこでのつながりは、研究が終わった後でも生きてい
る。新規テーマ探索の際、10 年近く前にお世話になって
いた田中教授を訪問させていただき、弊社にマッチする
テーマが見つかったことが本研究のきっかけであった。
その後、うろこコラーゲンの科学技術を明らかにし、産
業育成に貢献することを目的に産学官の機関からなる「魚
コラーゲン研究会」が設立された（写真１）
。そこで、新
たな機能や用途が見いだされ、研究会メンバーであった化
粧品メーカーにより、弊社コラーゲンを配合した第一号の
化粧品が作られた。展示会での PR や機能データの裏付け

写真１

第 30 回魚コラーゲン研究会（2013.10.4 東京工業大学にて）

が後押しし、
今では数十社で化粧品原料として使ってもらえるようになっている。
次々と明らかになってくるうろこコラーゲンの新たな特徴を生かし、素材から
加工品に高めるためにプロジェクト申請を行った。新エネルギー・産業技術総合
開発機構の 2009 年度大学発事業創出実用化研究開発事業「うろこコラーゲンを
用いた高い生物機能性・細胞培養基材の開発」に採択され、これまでには考えら
れなかったようなコラーゲンの高強度化技術が生まれるに至った。

■高強度コラーゲン線維膜「セルキャンパス

S-12W」

弊社のうろこコラーゲンラインアップは、化粧品原料（商品名：３重らせん）
と研究用試薬（商品名：セルキャンパス）に分けられる。今回の線維膜はセルキャ
ンパスのラインアップの一つであり、
商品形態は細胞培養で使う 12 ウェルプレー
ト用として 12 枚 / セットにしている。和光純薬工業株式会社より購入可能で、
価格は 1 万 8 千円 / セットである。
その他、溶液（AQ-03A、LE）や凍結乾燥体（FD-08G）もラインアップし
ている＊１。

■今後の展開
現在は、試薬販売により幅広い研究者にうろこコラーゲンの可能性を検討して
もらっているステージである。この技術を種として、医療デバイスメーカー等と

＊ 1

問い合わせ先：
多木化学株式会社
コラーゲン開発チーム
TEL：079(436)0243
FAX：079(436)6255
URL：http://www.takichem.
co.jp/rd/collagen.html
e-mail：collagen@takichem.
co.jp

の連携により、社会に貢献できる商品開発を行っていきたい。
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痛風リスクの遺伝子診断方法

～ ABCG2 遺伝子多型検査の商用受託化～
痛風患者は日本だけで 100 万人近く。東京大学は、ABCG2 という遺伝子が痛風
の原因である尿酸の体外排出に強く関わり、これの機能低下が痛風リスクを著し
く高めることを発見。この発見を基に痛風発症リスクを診断する技術を確立した。
この診断法が株式会社ビー・エム・エルにライセンスされ、検査サービスとして
実用化されている。

■はじめに

山口

やまぐち

遺伝子多型検査には、特定の疾患にかかりやすいかどうかという個人の感受性、
抵抗性の違いを見るような検査と、服薬する特定の薬剤の代謝速度や解毒効率の
個人差を見てその薬の有効性や副作用の強さを予測するような検査がある。後者

敏和

としかず

株式会社ビー・エム・エル
執行役員 先端技術開発
本部長

はファーマコゲノミクス（PGx）検査と呼ばれ、オーダーメイド医療の中心的な
役割を果たしている。株式会社ビー・エム・エル（以下「弊社」
）のような検査
センターの使命は、医師が病気の診断や治療方針の決定に直接役立てられ、被検
者に医療的な恩恵を授けることができる検査を開発し、提供していくことにある。

■ ABCG2 遺伝子多型検査の受託化に至る経緯
本稿で紹介するのは ABCG2 遺伝子多型の検査である。健康診断などで血清
中の尿酸値が高いことが分かった場合、将来、自分自身の尿酸値がどのように推
移し、痛風にかかるリスクがどの程度高いのかを知ることができる検査である。
さらに、単なる将来予測にとどまらず、自分の体質に合わせた生活習慣指導や服
薬治療を医師から授かることで、尿酸値を適正にコントロールして痛風の発症を
免れることができるという被検者メリットがある。
弊社が本検査を手掛けるようになったきっかけは、2010 年 1 月に株式会社東
京大学 TLO より、「痛風リスクの判別遺伝子」として新規技術の紹介を受けた
ことに始まる。これは東京大学医学部附属病院薬剤部の高田龍平助教（当時）と
防衛医科大学校分子生体制御学講座の松尾洋孝助教（当時）らの研究成果として
発明、権利化された医学検査であり、弊社がライセンスを受けて商用受託の遺伝

●参考文献

子検査を開始して現在に至っている。

＊＊ 1

■ ABCG2 遺伝子多型検査の概要
弊社では、遺伝子多型の中でも SNP と呼ばれる一塩基の配列の違いによる個
人間の多様性を調べる方法として、インベーダー法と呼ばれる簡便で特異性の高
い検査技術を用いて数多くの受託項目を提供してきた（図 1）
。特に ABCG2 遺
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伝子多型のような２カ所の塩基配列のパターンを

CLEAVAGE SITE

分別することを目的とした検査には、インベー

Primary Invader
Reaction
（Target Specific）

ダー法は好適な手法であった。ABCG2 遺伝子

▲ 変異部位

の Q126X および Q141K の 2 種類の SNP の組

Released Flap
A

み合わせにより、ABCG2 の機能低下を来し、そ

ABCG2 の機能低下度が 25%以下、50%、75%、
および 100%保たれている場合に分けられるの
で、この機能低下度に対応した痛風発症リスクの

F

Secondary Invader
Reaction
（Universal）

究で明らかにされているので、図 2 に示したよ
て分別するのが解析の内容となる。それにより、

F

F

F

F

F

CLEAVAGE SITE

れが痛風の発症に関与することがこれまでの研
うな 6 パターンの SNP をインベーダー法によっ

Signal Probe
A c g t
Invader Oligo
c a g N
Target DNA（PCR product）
g t c T g c a

Q
A
FRET Probe

変異部位の前後それぞれの塩基配列と相補的な配列をもつ�n�a�er
�n�a�er �ligo と Signal Probe（ 5’側
にシグナル検出のための配列 “Flap” を併せもつ）が �arge� ��� とハイブリダイズする際に、変
異部位で形成される 3重鎖構造を �lea�a�e �n���e が特異的に認識し、Signal Probe上の Flap
を切断する。
遊離した Flap は、蛍光検出用の F��� Probe とハイブリダイズし、そこで再び3重鎖構造を
�lea�a�e �n���e が認識し、蛍光物質を遊離させる。

図１

インベーダー法の反応原理

図２

ABCG2 の機能低下と痛風発症リスク

違いを検査結果として依頼元の臨床医にお返しし
ている。

■今後の展望
このような新しい研究から生み出されてきた検
査には保険適用がなく、被検者の自費あるいは検
査依頼施設の負担で実施されるため、受託コスト
を安価に抑えることも普及の要件となる。本検査
では、血液検体からの DNA の分離精製と２カ所
の SNP 解析という検査内容で定価を 1 万 5 千円
と設定した。販売先は、高尿酸血症や痛風患者を
診ている全国の病院およびクリニックが広く対象
となるが、中でも痛風専門外来を持つ医療機関に

最大で22.2倍の発症リスク
（20代で発症する若年性痛風）

は特に本検査の診療的有用性を強くアピールして
いきたい。これまで、痛風は中年以降の男性に多

25

い病気と考えられていたが、最近では 20 ～ 30

痛
風
発
症
の
リ
ス
ク

代で発症する患者も見られる。ABCG2 遺伝子に
変異が認められる場合には、そうでない場合に
比べて痛風の平均発症年齢が最大で 6.5 歳若くな
ること、20 代以下では痛風発症のリスクが最大

20

15

10

5

25%以下

0

22.2 倍も高くなること、そして 20 代以下で発

20

下
代以

50%
30代

痛風の発症年齢

ていたという新しい知見が 2013 年 6 月にオン
表された（図 3）。本検査の結果は、高尿酸血症

75%

40代

症した痛風患者の約 9 割がこの遺伝子変異を持っ
ライン総合科学雑誌「Scientific Reports」に発

参考文献＊＊ 2 より引用

図３

50代

ABCG2の機能

以上

最小でも2.52倍の発症リスク
（50代以上で発症する痛風）

痛風の発症年齢と ABCG2 の機能別に見た痛風の発症リスク
参考文献＊＊ 2 より引用

患者に対して、より積極的な生活習慣の改善や服
薬治療の開始時期を考慮する上で有用な情報となり、また、血清尿酸値が正常な
人に対しても、自分自身の痛風罹患（りかん）リスクを早期に知ることによって
生活習慣を改善し、予防に努める意識の向上が期待できる。
25
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洗浄と吸引を両立させた内視鏡用カテーテル
消化器内視鏡では先端の孔を通じて洗浄と吸引を行うが、吸引時にカメラが見え
なくなるといった問題があった。この課題をいかに解決したのか。

山科精器株式会社（以下「弊社」
）は、1939 年創業の産業用機械器具のメーカーで
ある。自動車産業向け専用工作機械、船舶や工業用プラント向け注油装置、熱交換
器の製造販売が事業の柱である。2004 年に文部科学省の都市エリア産学官連携促

保坂

進事業
「びわこ南部エリア」に参画したのを機に、
弊社が培ってきた技術やノウハウを使っ
て、医療機器の研究開発事業に取り組んできた。

ほさか

誠

まこと

山科精器株式会社
メディカル事業部

■医工産学連携を活用した新規事業参入
異分野への挑戦は 1996 年に立命館大学との連携により MEMS と呼ばれる微細加
工技術に関する研究を開始したことに始まる。2004 年から研究拠点を同大学内のベ
ンチャー育成施設内に移すとともに、MEMS 技術を応用した医療機器の研究開発を
始めた。滋賀県が主管する文部科学省の地域振興に関する事業や科学技術振興機構
（JST）の委託事業へ参画し滋賀医科大学や立命館大学と「吸引嘴管（しかん）
」や「内
視鏡用マイクロ波鉗子（かんし）
」
「遠心分離装置」などの開発を進めた。
また、大阪商工会議所が主催する「次世代医療システム産業化フォーラム」＊ 1 に参
加して開発案件を探索した。大阪大学臨床医工学融合研究教育センター次世代内視
鏡治療学共同研究部門の中島清一特任教授は、このフォーラムを通じて「プロジェク
ト ENGINE」を立ち上げ、弊社とも「内視鏡用洗浄吸引カテーテル（以下「本製品」
）
」

＊ 1

このフォーラムは、マッチン
グを希望する大学研究者と
企業とが連携する機会を提
供する。

などを共同開発するに至った。
異分野領域において、将来性のある開発案件を独自に探し出すことは極めて難しい。
弊社は大学と連携して、国の施策を活用しながら研究開発を進めた。その利点として、
ドクターニーズにマッチした研究開発、経済的な経営リスクの低減、開発計画と実績の
明確化などが挙げられる。

■内視鏡用洗浄吸引カテーテル（エンドシャワー）

本製品は、消化器内視鏡と共に使用され、消化管腔内の洗浄・
吸引・色素散布などができる内視鏡用処置具（図 1）である。先
端付近の 24 個の側孔から液体を噴射あるいは吸引することで、
効率的な洗浄と粘膜組織に愛護的な吸引ができる。
従来、洗浄や吸引は内視鏡のレンズ面に設けられた専用孔を
通じて行われてきたため、①スコープの向きを頻繁に調節・変更
26
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特集

しないと洗いムラが生じる ②レンズ面が汚液と接触して視
野が失われる ③誤吸引を起こしやすい、といった課題が
あった（図 2 左）
。
本製品は洗浄と吸引機能を内視鏡本体から独立させて
集約しており、次のような画期的な特徴を有する（図 2 右）
。
１．液体を全周性に側方噴射するため、広範囲を効率良
く洗浄できる
２．レンズ面から離して使用するため、操作時も内視鏡
の視野が確保される
３．微細多孔により圧力が分散されるため、組織を誤吸
引しない
本製品を使用することで、より質の高い内視鏡診断、安
全・迅速・低侵襲な内視鏡的治療の実現を目指している。
本 製品は、外科的手 術の利便性を内科的手 術へ応
用 するという 発 想 の下 に、NOTES (Natural Orifice

図２

既存法と本製品の比較

Translumenal Endoscopic Surgery) で必要となる器具として
発案された。開発当初は、実用的な性能を模索するために試作
と検証を繰り返した。試作は弊社のコア技術である切削加工を、
量産はコストと品質を考慮して樹脂成型を選択した。ベーシック
なモデル（図３）は 2013 年 5 月に発売し、今後はバリエーショ
ン展開と合わせて、より付加価値の高い機能を備えたモデルも

図３

ベーシックなモデル（2013 年 5 月発売）

発売する。

■市場への投入と販売戦略
本製品は、2013 年 5 月の医学系学会での併設展示を機に国内での販売を始めた。
希望販売価格は 3 千円で、
医療機関へは全国の販売会社を通じて納められる。弊社は、
ドクターへの PR に加えて、販売会社への製品説明や販売支援情報の提供などをして
いる。本製品は、従来とは異なる内視鏡操作を必要とすることから、今後の販売量を
増やすにはドクターへの製品認知のみならず、使用方法を含めた丁寧な製品説明が必
要と考えている。

■拡大する低侵襲治療と弊社の可能性
今後も医療機器の進化とともに低侵襲治療は世界各地で発展する。これまでは、ド
クターが既製品の操作技術を高度化することで発展してきたが、技量がさほど高くな
い国において普及させるためには、手技を容易にする新たな機器が不可欠である。世
界標準的な手技を機器と共に開発することで、低侵襲治療は世界的に普及し、そこに
ビジネスチャンスが生まれると考えている。
弊社は中小企業であり、大手が取り組めないニッチで小規模な市場であっても取り組
むことができる。小回りの利く中小企業の良さを生かして、ドクターニーズにマッチした
特徴のある機器を開発することで、医療技術の発展に貢献できると信じている。
27
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ビジネスをつくり出す TLO を目指して

― 聖マリアンナ医科大学・MPO 株式会社の挑戦 ―
聖マリアンナ医科大学は、“医療現場は知財の宝庫”という考えのもと、学内の
特許だけでなく意匠・商標・著作権・ノウハウ、さらに研究者のアイデア・ネッ
トワークも活用し、「知」から「財」を生み出すことを目指している。同大学が
設立し、同大学指定の技術移転機関（TLO）である MPO 株式会社は、さまざま
な手段を駆使して大学の技術を育て、事業化に結び付けようとしている。

産学官連携活動において「技術移転だけでは飯を食えない」との声が聞かれ、
多くの技術移転機関（TLO）や産学連携部門が苦戦している。日本版バイ・ドー
ル制度の施行から 15 年たち、この活動による成果が問われている。MPO 株式
会社（以下「弊社」）は 2004 年 7 月に設立された、聖マリアンナ医科大学（以

天野

あまの

徹也

てつや

MPO 株式会社
代表取締役社長

下「聖医大」
）指定 TLO であり、本社を、同大学難病治療研究センターに置い
ている。大学と企業を仲介するだけでなく事業化に深く関与する新たな技術移転
のかたちである事業創出機関（Business Development Organization：BDO）
を目指す、われわれの取り組みを紹介する。

■ライフサイエンス分野に特化
聖医大は川崎市北部に位置する私立医科大学である。聖医大の研究の特徴は、
臨床応用を見据えた研究であることと、大学病院だけが可能な医療ではなく一般
の病院でも実施可能なかたちにすることである。これまでに多くのバイオベン
チャーを輩出してきた歴史に加え、大学トップのリーダーシップのもと産学官連
携活動にも力を入れている。2004 年に知財事業推進センターを設置するととも
に、単科医科大学の特性や規模を踏まえ機動性の高い TLO として弊社を設立し、
大学が保有する知的財産の発掘および権利化と社会的活用を促進している。
聖医大では、大学や病院から生まれた知的財産を特許だけに限定していない。

図１
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“医療現場は知財の宝庫”の考えのもと、意匠・商標・著作権・ノウハウ等、さ
らに研究者のアイデア・ネットワークも活用し、
「知」から「財」を生み出す仕
組みを創りあげている。具体的には、研究シーズ（特許）→企業（共同研究・共
同出願・ライセンス）→製品化という一般的な流れだけでなく、意匠をもとにし
た医療材料の製品化や医師の人的ネットワークを活用した NPO 法人（ソーシャ
ルビジネス含む）の設立など、多様な入口から多様な出口までをフォローできる
人材をそろえ、また企業としてそのノウハウを蓄積している。そのため、特許出
願や共同研究等の獲得のみならず、ベンチャー企業、NPO 法人および一般社団
法人の創設を含め、さまざまな手段を駆使して大学の技術を育てている（図１）
。

■事業に深く関与する知的財産の総合プロデューサー
技術移転を行うためには、大学の技術の単なる仲介役ではなく、シーズ開拓～
マッチング～知財化～プロトタイプ開発～商品化～メンテナンスまでの一連のサ
イクルを“プロジェクト”単位で管理し、
プロジェクト・マネジメントを行う「知
的財産の総合プロデューサー」となる必要がある。マネジメントには幾つかの方
法論はあるが、例えばマッチング時に複数企業と同時並行で交渉する場合、企業
側に企画書を作成してもらい、研究開発（研究費）から販売（ロイヤリティ）ま
での事業計画について、われわれと事前に擦り合わせをした上でプロトタイプ開
発に着手することもある。すわなち、出口を見据え、ビジネスモデルを構築し、
それに必要となる要素をかき集めて、効率的かつ強力に事業を推進することを意
味している。
その成果の一つとして、2006 年に設立された聖医大発ベンチャー企業である
株式会社ナノエッグがある。同社は、科学的裏付けに基づいた「MARIANNA」
ブランドの化粧品（写真１）を展開し、
大学技術の事業化に成功している（Japan
Venture Awards 2012 では中小企業庁長官賞受賞）数少ない大学発ベンチャー
の１社であり、その技術を応用した医薬品の研究開発を行うなど、今後のさらな
る事業展開が期待できる。同社に対しては、創業時から役員として弊社の人材を
兼務させ、ビジネスモデルの構築、資本政策、知財戦略、法務や経理などのバッ
クオフィス業務、さらには自ら営業活動も行い、
事業を全面的に支援した。このように、大学の技
術を事業化するには、事業に深く関与し技術を育
てることが重要である。
また、新たな聖医大発ベンチャーとして、大学
で培ってきた再生医療技術の普及を目的とした
株式会社細胞応用技術研究所を 2012 年に設立し
た。再生医療関連の法整備は現在進められている
最中であるが、その動向を踏まえた同社のビジネ
スモデルは、かながわビジネスオーディション
2013 にて準グランプリにあたる奨励賞を受賞す
るなど高い評価を得ている。

写真１ 「MARIANNA」ブランドの化粧品
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■川崎市を中心とする地域中小企業と連携
大学発ベンチャーの創出や大手企業との連携だけでなく、地域のものづくりを
主とする中小企業との連携強化も重要である。中小企業との連携には、医療機器
や医療サービスの開発が有用と考え、医療現場のニーズ抽出を精力的に行ってい
る。医療現場のアイデアやニーズはそのままマーケティングにつながる（医療従
事者が最終顧客となることが多い）ことから、学内の全医局を個別に丹念に“お
しかけ”訪問することにより、ニーズを洗い出すユニークな取り組みも行ってい
る。現在までにそのニーズ数は約 150 件に達し、2012 年度には、京浜臨海部
ライフイノベーション国際戦略総合特区を展開する川崎市、川崎市産業振興財団
などと共催するライフサイエンスセミナーなどを活用して企業との交流を進め、
31 件のマッチングにつなげた。その中の数件は研究開発助成金を獲得し、数年
での実用化を予定している。

■ビューティフル・エイジングによるまちづくり
文 部 科 学 省 の 平 成 25 年 度 革 新 的 イ ノ ベ ー シ ョ ン 創 出 プ ロ グ ラ ム（COI
STREAM）
、大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業（イノベーション対話促進
プログラム）をきっかけとして、川崎市周辺の産・学・官が一体となり、医学、
工学だけでなく経営学、芸術学等を融合した新たなまちづくりを検討している。
“ビューティフル・エイジング”をコンセプトに、街の人々の心身の美しさを通
して、街全体の魅力が醸成されるための新たなサービスや製品の創出を本事業で
追及している。聖医大および弊社はアイデア段階から事業化まで一貫した支援を
行い、この取り組みで生まれたアイデアに対して、さまざまな角度から事業化を
検討する。今後、ビューティフル・エイジングに寄与する新しいサービスや製品
を川崎市から発信したい。

■成功事例を生み出す
聖医大は昨年、大学の知財を着実かつ迅速に事業化に結び付ける仕組みの一つ
として、「産学連携橋渡し助成金」
（年に 3 回実施予定）を設立し、産学官連携
活動をより一層推進するためのエコシステムを構築しつつある。今後、さらに大
きな「知」と「財」のサイクルを回していくためには、やはり大学発ベンチャー
の存在が鍵になるとわれわれは考える。この「知」
「財」サイクルを非常に大き
くかつ加速的に回すことにより、
ライフサイエンス分野の革新的な事業を創出し、
患者さんだけでなく一般の方の健康増進にも寄与するとともに、医療関係者や研
究者が夢を持てるような産学官連携活動を代表する大きな成功事例を生み出して
いきたい。
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連載

各国・地域の知財課題と日系企業の留意点

インドネシア
第７回
模倣品、海賊版流入の水際対策が課題
特許出願・登録統計
インドネシアにおける課題の一つは、模倣品、海賊版などの不正商品問題である。
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5,000
の取り締まりは簡単ではない。加えて、取り締まりに関する規則も未整備だ。
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今後、冒認商標が大きな問題となることが懸念されている。
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パリ条約には 1950 年に加盟し、その後、1979 年には WIPO 設立条約に加盟、
1997 年には PCT およびベルヌ条約に加盟した。WIPO 著作権条約には 2002
年、実演レコード条約には 2005 年に加盟している。
知的財産に関する官庁としては、法務人権省下に知的財産権総局（DGIPR）
が置かれており、特許権や商標権といった産業財産権のほか、著作権や営業秘密
などを含め、文字通り知財行政全般を所掌する。

■米国の優先監視国
基本的な知財法令を有し、特許や商標などの出願も相応に存在するインドネシ
アであるが、知財制度に関する課題は多岐に渡る。
第一には模倣品や海賊版などの不正商品問題である。このことは、同国が米国
スペシャル 301 条レポートにおいて優先監視国に指定されていることからも裏付
けられる。そして、模倣品や海賊版の多くは国外、主に中国からの流入と考えら
れており、水際における差し止め機能の強化が喫緊の課題とされるが、世界最大
の島しょ国において、水際取り締まりの実効性向上は容易ではない。加えて、水
際の取り締まりが現在十分に機能しない一因として、規則の未整備が挙げられる。
一昨年 7 月、インドネシア最高裁は、商標権などの侵害が疑われる輸出入品
に対する権利者の申請に基づく一時差し止め命令に関する規則、および、特許権
などの知的財産権侵害に対する権利者の申請に基づく仮処分決定に関する規則を
それぞれ制定した。従来から税関法には模倣品など知的財産権を侵害する不正商
品に対し、権利者の申請により一時差し止めや仮処分を行う旨の規定が設けられ
ていたが、申請するための規則が設けられておらず、使われてこなかった。今回、
最高裁による規則の制定を経て、一時差し止めの仮処分申請が可能になったと期
待するが、現在はその実施に向けた準備中とのことで、運用は始まっていない様
子である。

DGIPR 内に展示された真正品と模倣品の二輪車

ところで、権利行使に際しては、幾つかの場面で当局関係者に諸費用（ファシ
リテーション）を支払う場面がある。インドネシアは東南アジアの中でも贈収賄
問題が深刻な国の一つとされているが、近年はインドネシア政府も大統領直轄の
汚職撲滅委員会を設けるなど、贈収賄に対する取り組みを強めている。数年前に
は、裁判官の収賄に関わった現地日本法人幹部が逮捕、実刑を受けた事例もある。
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進出する企業の関係者にはこれまで以上に慎重な対応が求められる。

■冒認問題が顕在化
インドネシアでは、いわゆる冒認商標の問題も顕在化しつつあり、日系企
業に関するさまざまな商標やロゴマークの第三者による登録が確認されてい
る。今後、インドネシアの市場としての魅力が高まるにつれて、このような
日本ブランドの冒認商標は、より大きな問題となることが懸念される。

DGIPR 内のポスター
職員に金品を渡さないよう呼び掛けている

現地企業が登録した日本の居酒屋チェーンのマークと類似した商標
出典：ジェトロ・ジャカルタ事務所
「インドネシア知的財産レポート（2013 年 4 月～ 7 月分）」（2013 年 7 月）

また、インドネシアにおいて特許出願を行う際には、言語の壁も大きい。出願
する際の言語はインドネシア語であり、日本人にはあまり馴染みが無い。過去に
は日系企業が特許権侵害を争った事件で、クレームの誤訳などのために十分な保
護が得られなかったケースもある。正確を期するためには、例えば翻訳文の再翻
訳による内容確認などが一案となるが、費用対効果の問題となる。

■医薬品特許の政府使用
昨年 9 月、インドネシア政府は、3 度目となる医薬品特許の政府使用の通達を
発した。これは、新たに７つの特許医薬品について、政府が指定したメーカーに
その製造を許可するものである。過去にも 2 回、2004 年（大統領令第 83 号）
と 2007 年（大統領令第 6 号）に、それぞれ HIV ／エイズに対する特許薬品の
政府使用を決定していたが、今回の大統領令は、2007 年の大統領令においても
対象となったメルク社「Efavirenz」のほか、新たに 6 種類の医薬品が対象に加
わった。特許権者となる企業は、政府使用を受けて製造販売された医薬品につい
て、販売価格の 0.5％に当たる補償を受けるとしている。今後も当局の動きを注
視する必要がある。
このように知財分野においてもさまざまな問題を抱えるインドネシアである
が、2 億 4 千万を超える人口に、豊富な自然資源など、その魅力は大きい。進出
する企業には知財リスクを適切にコントロールすることが期待される。

※ 本稿は著者個人の資格で執
筆したものであり、JETRO
としての公式見解などを述
べたものではない。また、
記載内容には十分注意して
いるものの、完全に正確な
内容であることは保証でき
ない。
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連載

第１回

ドイツの産学連携と研究推進機関の役割

科学・産業の現状

強い経済を支える貿易と中小企業の力

日本の産学官連携関係者の間で欧州の制度への関心が高まっている。中でも強いドイ
ツの研究推進機関の役割などが注目されている。4回連載で同国の現状、研究推進機
関と産学連携事業、連邦政府の施策、今日のドイツをもたらしている歴史的・社会的背
景と日本にとっての示唆について解説する。第1回の今回は、研究、産業構造、連邦構
造などの面から同国の姿を概観する。

最近ドイツへの関心が高まっているが、その理由は何であろうか。第 1 に日
本側の事情としては、安倍政権になり、大胆な金融政策、機動的な財政政策に加
えて第 3 の矢として新たな成長戦略“JAPAN is BACK”が放たれ、同時に総合
科学技術会議により科学技術イノベーション総合戦略も策定されたことにより、
将来に目が向くようになったことが大きな要因であろう。

永野

ながの

博

ひろし

政策研究大学院大学
前教授／ OECD グロー
バルサイエンスフォー
ラム議長

第 2 に、これまで日本では、日本版何とか、と言うように、何かあると米国
との比較で考えることが多かった。米国が唯一のスーパーパワーであることと、
人的交流の多さを考えてみれば、当然の帰結であろう。しかし、米国ばかりを
みていることに疑問を感じる人もでてきている。そこで目を他の産業先進国に
向けてみると、欧州ではドイツの状況がかなりよい。主要国の中では唯一、財
政収支が均衡しているし、経常収支の黒字も国内総生産比 6%と群を抜いている。
昨年の総選挙に勝利し、12 年間、首相を務めることになったメルケ
ル首相の意向を無視して、欧州連合（EU）は重要な決断をできる状
況にない。財政状況の悪化した南欧諸国への資金の融通もドイツな
しにはできない。
このような内外の事情、またドイツ人は日本人に似ているのではな
いかという思いもあり、ドイツに対する関心がでてきたものと思われ
る。しかしその割には、わが国ではドイツのことはそれほど知られて
いない。そこで今回は 4 回のシリーズで、ドイツの素顔を、特に産
学連携に光を当てて迫ってみたい。今回はドイツの現在の姿、次回は
ドイツの研究推進機関と産学連携事業の現状、第 3 回は連邦政府の
施策、第 4 回は全体をまとめる形で、今日のドイツをもたらしてい
る歴史的、社会的背景、その上で日本にとっての示唆は何かについて
考えていく。
主要国のトップ１％補正論文数シェアの変化

■論文引用は高い水準
まず、ドイツの素顔ということであるが、科学に関係の近いところ
から始めていこう。有力雑誌にでる論文数をみるとドイツは近年ずっ
と上昇傾向にある。特に、世界で引用されることの多いという意味で
34
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注

：分析対象は、article, article & proceedings（article
として扱うため）, letter, note, review である。全
分野での論文シェアの 3 年移動平均（2011 年であれ
ば 2010、2011、2012 年の平均値）。分数カウント
法である。
資料：ト ム ソ ン・ ロ イ タ ー 社 Web of Science（SCIE,
CPCI:Science）を基に、科学技術・学術政策研究所
が集計。
出典：文 部科学省 科学技術・学術政策研究所、科学技術指
標 2013、調査資料 -225、2013 年 8 月
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最も質の高い（引用回数が世界で上位 1％以内に
入る）論文でみると、ドイツは今や世界の 6.7％
を占め、米国は別として、第 2 位の英国にほと
んど接近している。一方、わが国は 1990 年代末
からずっと下降傾向を示して、ドイツの半分に
満たない 3.3％にまで下落した。ドイツの基礎研
究の基盤は強く、ノーベル賞の受賞者も世界第 3
位を数え、1980 年代半ば以降でも 20 人以上（物
理学、化学、
生理学・医学賞のみで）を数えている。
人口あたりのパテントファミリー数
（欧州特許庁）
でみると欧州の大国の中でドイツは抜きん出てい
て、フランス、英国の 2.2 ～ 2.7 倍である。実数
でみるとドイツの方が人口が多いこともあり、2.7

各国・地域のパテントファミリー数
注

：パテントファミリーとは、優先権によって直接、間接的に結び付けられた 2 ヵ国以上
への特許出願の束をいう。
出典：文部科学省 科学技術・学術政策研究所、科学技術指標 2013、調査資料 -225、2013
年 8 月（欧州特許庁の PATSTAT（2012 年 9 月バージョン）をもとに同研究所が集計）

～ 3.5 倍となっている。

■輸出額世界 2 位の貿易大国
ドイツ経済を特徴付けるものは何と言っても、一に貿易大国、二に中小企業の
力である。貿易は欧州の中心に位置することもあり国民総所得の約 3 分の 1 を
輸出が占め、輸出額では中国に続き世界第 2 位、日本の倍である。ドイツの製
品は世界を席巻しているが、そのベースとしては自動車産業や機械産業が大きな
力を有している。2008 年時点で、機械工業では売り上げの 75%、化学・製薬産
業では 79%、自動車産業では 74%、電気電子産業では 74%を輸出が占めている。
1991 年時点では、それぞれ、52% 、50%、43%、31%であったので、近年の
急進ぶりも目立つ。
中小企業が強いこともドイツの大きな特徴であり、ヘルマン・
サイモン氏の定義した「隠れたチャンピオン」
（次の 3 つを満た
ドイツのHidden
すことが条件：①特定の分野で世界トップ 3 または欧州大陸で
Championの
地域分散
トップ ②売上高が 50 億ユーロ未満 ③一般的にあまり知られて
いない）によれば、世界の隠れたチャンピオンの半数がドイツに
存在し、日本はその 6 分の 1 程度とのことである。ドイツの輸
出の大きな部分を中小企業が担い、隠れたチャンピオンは、世界
の経済が厳しい状況にあっても確実に、かつグローバルに発展し
ている。
ドイツの優良な中小企業は、ドイツが幾つもの国家に分かれて
いたという歴史的な経緯もあり全国に展開している。その中でも
特に多いのは南ドイツ、バーデン・ヴュルテンベルグ州だ。これ
はドイツ南部における特有の遺産相続制度が複数の相続人に対し
て公平であったために土地の細分化が起こり、農業生産では生活
できない状況が生じ、地元の政府が手工業による殖産事業を振興

1

出典：通商白書 2013

ドイツの HiddenChampion の地域分散

したことが起源だと言われている。同州は、今やドイツにおいても先端科学イノ
ベーションの旗手とも呼ばれている。
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ドイツで産学連携政策プログラムの事例を聞くと、真っ先に出てくるのがクラ
スター政策だが、これも全土にくまなく優秀な中小企業があればこそである。ド
イツ連邦教育研究省は、日本の科学技術基本計画に相当する「ハイテク戦略」に
基づき、産学連携施策の一丁目一番地の事業として「先端クラスター事業」を実
施している。同省ではこれまで 15 の先端クラスターを選定し、企業側も同額以
上を出す前提で各クラスターに 5 年間に 4 千万ユーロ（約 56 億円）を支出する
ことにしているが、同省によればドイツ全土には 500 以上のクラスターがある
という。

■州の強い主権を前提とした連邦国家
ドイツを理解するためには、まず、その連邦構造を理解する必要がある。ドイ
ツは 1871 年のプロイセンによる統一前は多くの領邦国家に分かれていたので、
今でも地方色が豊かであるし、
それぞれ言葉にも特徴がある。統一はしたものの、
ワイマール共和国を経てナチスによる全体主義国家となったことから、第二次世
界大戦後の国家形態は、
州の強い主権を前提とした連邦国家となっている。教育、
文化は州に主権があり、例えば日本では「バイエルン国立劇場」と呼ばれるミュ
ンヘンのオペラハウスは、州立劇場である。研究についても一般的な権限は州に
あるが、実際は州の財政は豊かではないので、連邦が支援する場合は案件ごとに
憲法に基づき連邦と州が合意する必要がある。
基礎研究を行うマックス・プランク学術振興協会に対しては連邦と州が半々ず
つ資金を拠出し、産学連携を事業とするフラウンホーファー応用研究促進協会や
エネルギー研究、宇宙・海洋などに関わる大規模研究機関から構成されるヘルム
ホルツ協会については連邦と州が 9：1 で負担するという具合である。
ドイツでは連邦と州の合意は「協約」
（Pact）と呼ばれることが多く、一例
を挙げれば、「研究イノベーション協約」により、これらの研究機関の予算を
2011 年から 2015 年にわたり毎年 5%ずつ増加させている。同じ考え方から、
連邦政府が全国規模で新たなイニシアチブを発揮しようとする場合、全ての州の
合意を得るため、連邦・州政府首脳によるサミットを開くこともある。例えば、
2008 年に開かれた連邦・州首相教育サミットにおいて、ドイツ全体での研究と
教育へ投入すべき資金規模の目標を 2015 年に GDP の 10%と定めたドレスデ
ン宣言を採択している。このような連邦・州の構造を踏まえた微妙な制度設計が
されていることがドイツの大きな特徴と言える。
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レポート

輸出管理 DAY for ACADEMIA 2014

「留学生」
「クラウド通達」も討議

2 月 27 日、 芝 浦 工 業 大 学 豊 洲 キ ャ ン パ ス に お い て、
「 輸 出 管 理 DAY for
ACADEMIA 2014 ＊ 1」
（主催：輸出管理デー・フォー・アカデミア実行委員会、
共催：特定非営利活動法人産学連携学会、国際・大学知財本部コンソーシアム、

＊ 1

http://efa.ken-shin.net/index.
html

芝浦工業大学、九州大学）が開催された。
輸出管理とは、武器や軍事転用可能な貨物・技術が国際社会の安全を脅かす国
家やテロリスト等に渡ることを防ぐため、物の輸出や技術提供を管理することで
ある。日本では外国為替および外国貿易法に基づき実施されており、2010 年 4
月には輸出者等遵守基準が施行された。大学・研究機関もこの基準に従って輸出
管理を行わなければならない。
このイベントは大学・研究機関の輸出管理に関する情報交換や連携のため
2013 年 3 月 1 日に第 1 回を開催した。啓発、交流の場として多くの賛同が寄せ
られ今回（第 2 回）の開催に至った。以下では開催内容の概要と、特にクラウ
ドコンピューティングの管理について行われたパネルディスカッションでの議論
を紹介する。

■講演・議論の概要
チュートリアル・セッション
輸出管理の啓発を目的とするチュートリアル・セッションとして、①山形大学
から留学生に関わる安全保障輸出管理の問題とその対応方針、学内の部署間の連
携の在り方 ②早稲田大学、九州大学から留学生の受け入れ審査基準や入口管理、
中間管理の事例発表がされた。次に、
国際・大学知財本部コンソーシアムから「科
学・技術のデュアルユース問題（大学における安全保障輸出管理）
」のアンケー
ト調査結果の中間報告があり、最後に輸出管理デー・フォー・アカデミア実行委
員会が作成した該非データベースの紹介があった。
特別講演：
「大学における安全保障貿易管理の重要性について」
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易検査官室長の坂元耕三氏よ
り、安全保障貿易管理に関する基本的な問題意識、大量破壊兵器や通常兵器の多
様な形態と国際レジームについて解説いただき、大学で輸出管理内部規程（CP）
届出制度やホワイト包括制度を活用するメリットについてご指導いただいた。
パネルディスカッション：
「大学における研究活動と輸出管理上の課題」
神戸大学より輸出管理部門が教員の多様な研究分野を把握し該非判定のリスク
や負担を教員に負わせない実践事例、京都大学より安全保障輸出管理の e- ラー
ニング研修の取り組みが紹介された。次に「基礎科学分野の研究活動」について、
輸出管理上の課題や日米の比較を東京工業大学および九州大学からの提起に基づ
き議論した。
パネルディスカッション：
「クラウドコンピューティングの管理について」
株式会社日立製作所の山岡彰氏よりクラウドコンピューティングと輸出管理の基
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礎的な知識と、2013 年 9 月に施行された経済産業省通達の
改正（いわゆる「クラウド通達」
）について説明をいただいた。
日本マイクロソフト株式会社の舟山聡氏からはクラウドに
係る法的リスクは輸出管理のみならず、外国政府によるデー
タアクセス、個人情報保護、著作権、個別の契約上の課題（例
えば契約終了時のデータの取り扱い）など多岐に及ぶこと
が示された。
このパネルでは産業界ではクラウドに関する輸出管理
の検討が進展しクラウド通達への対応も整備されている
一方、大学等では検討が不十分であるため大学としての
対処方法が議論の焦点となった。クラウド通達では役務
取引許可が必要となるプログラム（以下「プログラム」）を非居住者である留学
生や外国人研究者が利用できる状態に置くのであれば、その前に役務取引許可
の取得が必要であることが示された。例えば海外からインターネット等を介し
てプログラムを実行することを許諾するのならばそれ以前に、また招へいした
外国人研究者がプログラムを自由に実行できるようにするならそれ以前に許可
を取得しなければならない。
これまで大学等はプログラム自体やマニュアル等の譲渡（移転）
、プログラム
の実行結果（出力データ等）の提供について許可の必要性に注意してきたが、プ
ログラムを利用できる状態に置くことには意識が希薄であったと推測される。本
パネルディスカッションでは下記の当面の対処項目案が示され、
今後さらに教育・
研究活動の自由と輸出管理の適切なバランスを踏まえて検討する必要があるとの
議論がなされた。
（1）大学内でプログラムの輸出管理の必要性を周知する
（2）機微性の高いプログラムは該非判定を行い、特定技術に該当すれば、そ
の利用管理を確実に行う
（3）留学生や外国人研究者への技術提供に必要なキャッチオール審査を確実
に行う
（4）ID やパスワードを与えてプログラムを制限なく利用できる環境であれば、
改正通達も踏まえて必要により運用方法を再検討する

■ 参加者との情報共有と意見交換
本イベントでは参加者からの質問による意見交換が行われ貴重な交流の場と
なった。この成果が各参加者の輸出管理と国際交流の一助となれば幸いである。
実行委員、講師と多くの協力者のご支援により実現したこのイベントをご後援い
ただいた経済産業省、文部科学省、外務省、国立大学協会、安全保障貿易情報セ
ンター他、多くの関係団体の皆さまに厚く御礼申し上げるとともに、引き続き皆
さまのご支援とご指導をお願い申し上げる。
（中田修二：輸出管理デー・フォー・アカデミア実行委員会委員
横浜国立大学
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視

現場視点の発信

点

★高度技術を有する NTBFs（New Technology-Based Firms）は、地域イノベー
ション政策の支援対象やベンチャーキャピタルの投資対象として重要とされる。一方、
‘New’の定義を「新規創業」とするなら、地方圏に行くほど、そうした技術系の企業
群の層は薄い。NTBFs については、海外では 1980 年代ごろよりその存在が注目され
てきた。決して最近生まれた概念ではない。一方、わが国においては、「NTBFs の創
業が少ないのが課題である」と言って済ませてしまい、そこから先の具体論が不足気
味である。今求められているのは、地に足の着いた実践論である。
わ が 国 の 産 学 官 連 携 の 担 い 手 と な っ て い る の は、 む し ろ ITBFs（Innovative
Technology-Based Firms）とでも呼ぶべき企業群である。決して‘New’ではない
が、革新的で、多くの場合ものづくりの基盤を有している。こうした革新的ものづくり
企業群、すなわち「ものづくりベンチャー企業群」が起点となり、大学の技術を製品化し、
経営基盤の脆弱（ぜいじゃく）な‘New Firms’の技術を引き出していく。そうしたネッ
トワーク構築こそが地域現場のコーディネータに求められる一つの解と言えるだろう。
本ジャーナル編集委員会の新委員長として、現場視点に基づく発信を心掛けていきたい。
野長瀬 裕二

編

集

後

記

山形大学大学院 理工学研究科 教授

課題は経営支援の仕組みの構築
★日本のバイオベンチャーはダメだ、という話が流布しているが、正しくない。良い内
容のものが多く出てきた――こう指摘するのは業界の動向に詳しい、地域の支援機関の
人物である。確かに、この“目利き”氏が語るバイオ分野に限らず、ベンチャー事情は
変化しているように感じられる。経過を振り返ると、約 2 千社設立された大学発ベン
チャーは一部を除きビジネスとして離陸しようとしなかったため、金融の機能が注目さ
れ、
産学官プラス
「金」
の連携促進が推進された。いわゆるエコシステム論である。しかし、
資金は思ったほど回らなかった。担保・信用力を重視する地域金融機関の姿勢は変わら
なかったし、目利き力も乏しかったからである。
環境整備が進んだと思えるようになったのはこの 2 年ほど。何よりも課題が明確にな
り、官の新しい大型産学官連携施策が相次いでいる。その 1 分野が官製のファンドだが、
シーズの成長と歩調を合わせるように大手金融機関・商社などのファンドの組成も増え
てきた。ベンチャーを応援する民間の組織や人々の幅、厚みも増している。残る課題の
一つは「結果」を出せるプロの経営者の育成。これをエコシステムの中にどう組み込む
のか。本号の特集にヒントがある。
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 JSTの��事業に��る研究開発成果の実用化を��すベンチャー��に
あ�れる��を、出資や�的・��的��（ハンズ�ン）によ���する�
度です。
 ベンチャー企業の�出・成�を���、JSTの研究開発成果の実用化・��
��を���ます。

出資の内容

金銭による
出資に加え、
知的財産・設備等の
現物出資も可能です。

事業概要（検討中

業

予

算

総額 ２５億円

②出資候補先の条件
③ 出

資

件

)
④ スケジュール

ご相談窓口を
開設しました
（事前予約制）

JSTが出資する
ことで、ベンチャー
企業への更なる民間
資金の呼び込み効果も
期待されます。

●研究開発成果の実用化に関するノウハウの提供
●市場ニーズとのマッチング
●知的財産管理・強化に関するノウハウの提供
●ベンチャーキャピタルや金融機関との資金ニーズのマッチング

他支援
内容
（予定）

① 事

知的財産の現物出資を
可能とすることで、JSTや
大学の未利用特許の
有効活用を狙います。

数

①JSTの研究開発成果の実用化を目指すベンチャー企業であること。
②新たに設立する、または設立から概ね５年以内の企業であること。
年間2～5件程度（5年以内に出資）
2月～事前相談

4月～提案受付

6月～出資実行

ご相談内容（例）
・大学発ベンチャーの起業を考えている。
・出資の要請を検討中。
ご予約・��い���先

�業���備�

T���� ������������ ����� ���52�������
����������������������
�����������������������������������������
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