
　新年明けましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願い致します。産業技術総合研究所の木村

でございます。今日は『つくばにおける技術産業支

援の仕組みと成果、課題』について、原田先生から

以前、イノベーションエコシステムに関するペー

パーを頂きまして、色々な議論をご紹介頂いていま

す。それに従って今日は、私がパワーポイントを準

備しました。それをお話しします。

　この研究会でもこれまでも多くの議論を展開しま

した。遠山先生の話にもありましたように、昨今巷

ではベンチャーという言葉が頻繁に語られていま

す。その中で、技術ベンチャーをどう考えていくか

は難しいです。原田先生から頂いたペーパーを私が

分析していく中では、期待と実際の乖離が埋まって

ないのです。それを含めて話したいと思います。

　これはイノベーションエコシステム議論です。ア

メリカの技術ベンチャー輩出に比べて、日本の技

術ベンチャー起業が追いついてない。最大の問題

は、大学改革の遅れではないかと指摘頂いていま

す。起業家大学に関して、アメリカの先生や有識者

の方たちが述べている議論では、コンサルティング

をする、特許を活用する、産学連携型研究の場であ

るリサーチパークの整備、産学連携型研究センター

の設置などが主体です。具体的には、教員が週 1日

は学外活動をし、外部でのコンサルティングや、自

分自身のパテント（特許）のポリシーを理解して運

用し、利益相反のマネージメントなどにも関わって

います。日本でも1990年代に日本版バイ・ドール法

が制定され、産学連携、TLOの法律ができました。

この問題にいち早く取り組んだ大学も、研究機関も

ありました。

　アメリカの場合は古くからこの問題をテーマとし

て掲げています。教育型の大学から研究型に移行し、

第 2次の大学革命として、研究型から今度は起業家

型へという変更がありました。

　このアメリカ型の模倣をする中で、日本流のエコ

システムが議論されてきました。次に、イノベー

ションエコシステム議論の有識者の方々の話を取り

上げます。今、東洋大学にいらっしゃる西澤昭夫

先生が出された『ハイテク産業を創る地域エコシ

ステム』。この中で、アメリカでは技術と事業の二

重リスクを克服するための地域エコシステムとし

てSBIRが形成され、技術ベンチャーを輩出する仕

組みができたという議論がなされました。一方、三

団体緊急提言が、2013年に日本ニュービジネス協

議会連合会（JNB）日本ベンチャーキャピタル協

会（JVCA）日本ベンチャー学会から金融庁に政策

提言されました。私は日本ベンチャー学会に入って

いますが、そちらからこの情報を得たと思います。

主な提言は高付加価値型ベンチャー企業の簇業、簇
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業の意味はベンチャーを多数輩出するということで

す。これを機に大学発ベンチャー企業の簇業を促す

産学官エコシステムの構築、地域活性化プラット

フォーム等が進み始めました。

　松田修一先生は早稲田大学の社会人向けのMBA

コースの教員でした。先生が書いた『ベンチャー企

業』という日経文庫から出ている本があります。私

も 2版－ 4版を見ていますがかなり修正され、 4版

の中では、『日本は国家に依存した経済社会を自立

した個人や地域による、活力あふれるベンチャー企

業社会に変革するまたとないチャンスを迎える。東

京が世界一の都市になると同時に、南北2000キロに

わたる日本の全地域は自立し、日本全体のリスクを

分散化する道筋を現実のものにする必要がありま

す。』と述べられています。

　ベンチャーを多数作ることに対して、有識者たち

が色々な意見を述べました。それに遅れること数年

で出てきているプログラムがあります。それに関し

て本日はご紹介をします。　　

　一つ目は文部科学省の地域イノベーション・エコ

システム形成プログラムです。地域大学と自治体の

連携によるコア技術等を柱に日本型イノベーション

エコシステムの形成を図るのが目的であり、①大学

の知財の事業の戦略パートナーへの技術移転、②中

小企業、ベンチャー企業等による商品化、事業化、

③ベンチャー企業の創成と成長の三つを目指しま

す。知財を軸に技術移転を進めます。この予算を文

科省が取り、大学と自治体が一緒に進めるルールで

実施されています。川崎市も採択されていましたね。

この事例では東工大と組んでいますね。つくば市と

筑波大でも同様の取組をしております。このプログ

ラムは予算の額は多くはないですが、地域との連携

を明確に謳った技術ベンチャー育成です。図を本頁

下部に貼らせて頂いたので見て下さい。

　研究から事業に向けて、起業に向かって上がるス

テージがあります。事業プロデュースチームをつく

り、プロデューサーがいて、技術面のサポートを行

い、民間から資金も取って、会社を立ち上げてい

く。このプログラムでは、文科省がマッチングには

力を入れ、筑波大から 2事例が選ばれました。難し

いのはプロデューサーの方を選んで、その人に預け

ることです。つくばでプロデューサーに選ばれてい

るのは山海嘉之教授。サイバーダインを設立した方

です。

　大学発ベンチャーの議論で、いつも問題になるの

は、技術は良いが事業化できる人材がいない。予算

をつけてもらうのは地域イノベーションの活性化に

つながりますが、機能していないと思えるのは、プ

－ 2－



ロデューサー人材の選択が難しいからですね。

　原田先生から指摘があった事柄を発表させていた

だくと、大学知財コア技術の事業化の仕組みは必要

であり、考え方は良い。ただ、グローバル展開が可

能で、社会的インパクトが大きい事業、地方創生と

国庫増大に資する事業等に限定されているため、短

期的政治的な成果は得られない。 1県 1プロジェク

トではベンチャーは簇業しない。つくばでも 2プロ

ジェクトを取り上げていますが、規模感を謳うのな

ら予算を増やすのか、件数を絞って 1件あたりの金

額を増やすのか、どちらかになります。西澤さんの

出された本の定義や、三団体緊急提言がその具体化

に当たる、その延長線上にあるものでしょう。しか

し、これではベンチャー簇業のエコシステムはでき

ない。その代わりに原田先生が挙げたのは文科省の

START事業です。現状の日本版SBIRを発展、改良

をし、地方自治体を参加させたほうがイノベーショ

ンエコシステムに近づくというご指摘を頂いていま

す。今日は特にこのSTARTと、NEDOのSBIRにつ

いて話をしていきます。

　STARTは、これまで 6年間実施されています。

起業時における特徴は、VC自らが研究者の技術に

直接アプローチをして、一緒になって企業を起こ

すことです。図は当初のもので、この時期は文科

省が運営していましたが、現在はファンディング

エージェンシーであるJSTが実施しています。この

事業プロモーターに10を超える組織、金融機関等が

入っています。多くのVCや、野村證券、海外企業

の360ipも選ばれています。

　事業プロモーターは大学等から推薦のあったシー

ズの中から有効なものを発掘して、研究代表者や事

業化支援組織と連携の上、事業計画を策定すると同

時に、事業育成を推進する。事業プロモーターは事

業終了後も、設立ベンチャー企業に対して民間資金

を誘引し、引き続きIPO、M&A等の出口に向けた

事業育成の継続を行います。研究代表者は事業プロ

モーターのマネージメントの下、シーズである研究

成果、特許等が事業化に結び付くよう、さらなる研

究開発を実施する。この仕組みの特徴はVC等によ

る研究者の技術への直接関与です。この話を研究者

サイドから見ると、「いくら予算を付けてくれて、

起業に取り組むための研究開発ができるか」のみが

重要な問題になります。STARTでは 3年で、 1億

円を上限として取り組まれていました。 1億円の研

究費がつくならば、研究者サイドではうれしいです

ね。この際の文科省の意気込みは荒く、採択を受け

た事例を全て上場させるという話でありました。

　この十数年で、大学発ベンチャーは研究者が自分

の独力で進めても、成功しないことが明らかにな

りました。その解決策を文科省も考え、VCと一緒

にベンチャーを立ち上げる取り組みを作りました。

JSTが事業プロモーターに対する活動経費、大学等
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の研究者に対する研究開発費及び事業化支援経費を

支出します。このような予算の常で、最初の頃は全

体額が多く順次減ります。平成24、25,26年には27

件、16件、15件の採択。平成27、28、29、30年には、

12、11、13、 9 件でした。私は最初の 2年の43件の

その後を、 5年目のときに調べたことがあります

が、企業設立された事例は、全体の50 ～ 60％でし

た。理想はすごく素晴らしく、図はきれいに描けて

います。私も同じ仕組みを、過去提言したことあり

ます。その理由は、ベンチャー作りに取り組む研究

者のマインドが、起業に大きく影響するからです。

つくばの産総研からは「ときわバイオ」という企業

が創業されました。筑波大の「エコデバイス」とい

う企業も立ち上がりました。一方で、事業はどうで

しょう。本当に目利きができているか疑わしい事例

もあります。この助成金採択に関しては、プレゼン

がうまく、VCがうまく話を乗ってしまうと、実現

可能かどうか不明でも採択される傾向にあります。

VCの方たちがやる気になりうまく乗れば、事業や

技術その他の要因に関わりなく、立ち上げて推進す

ることができます。結果として、この仕組みは相性

の占める部分が大きいと思います。今年の事例では

9件採択で、最初の年の27件から 3分の 1に減りま

した。

　かつてJSTが実施した大学プレベンチャー事業で

は、追跡調査やフィードバックデータが出ていま

す。同様に大学発ベンチャーを目指した仕組みです

が、成果はあがっていません。今回はプロの事業推

進者が入ってどこまで改善できるか。その要因は何

かを考えることは意義があると思います。

　日本版SBIRに関しては、これまで主にNEDOが

SBIRという名称を使ったファンドを設計していま

した。NEDOは何年間か実施した後、必ずそのシ

ステムを改廃します。その特徴としては切り口が新

技術を利用した事業活動の支援で新産業を作りに取

り組みます。あくまで技術に中心的な軸を置いてい

ます。これは毎年、総額 2億円の助成金でしたので、

多数の採択をしていません。ここにあげた例は今か

ら 8年前、平成23年の課題です。

　

　緊急船舶等の船底への海洋生物清掃装置の技術開

発です。RFID等のICタグを用いた病理検査用検体

管理システムの開発や、臨床現場における医薬品医

療機器生物製剤等のモニター用エンドトキシンセン

サーの技術開発等、技術がしっかりして、実用性が

分かりやすいモデルが選ばれました。この取り組み

では、フィジビリティーを行い、研究開発を行うス

テージゲート方式が採用されています。この方式に

ついてはマニュアルや多くの企業でも取り組み例が

ありますので、皆さんご存じだと思います。それ

を、このファンディングシステムの中で取り入れま

した。フィジビリティー 6カ月、R&D 1 年、合計

1年 6カ月間で最大6000万円ですが、実際には少額

がつきます。 3年以内の実用化と大きな市場獲得を

目指して、実用化等に向けた取り組みチャレンジし

ました。

　NEDOには、類似する助成もあります。例えば

新エネルギーベンチャー技術革新事業は、NEDO

の中でもエネルギーに関連する助成です。NEDO

が元々新エネルギー関連の組織でもあり、その流れ

に沿ったものと言えましょう。中企庁からはSBIR

というペーパーが出ていますので、ご覧頂きたいで

す。ここでは農水省や経産省等から出てきている幾

つかのファンドをSBIRと定義しており、日本では

SBIRに関して明確に定義されていないことが分か

ります。一方でアメリカではSBIRが存在し、それ

が効果的であることが言われます。

　原田先生によれば、イノベーションエコシステム

の構築は、技術と人の一定の集積が必要という条

件があります。この条件がある地域のみに適用で

きる。また大学の産学連携型研究の強化と拡充が
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必要です。地域の旗艦大学の起業家大学への変身、

UICRCの設置、リサーチパーク整備と関連企業の

誘致などが行われます。特に旗艦大学を起業家大学

に発展させるため、色々な機能を持たせなければな

りません。大学の産学連携型のR&D支援をするべ

きで、今、お話させて頂いた資金の供給は大きな問

題です。

　アメリカ型SBIRの特徴は、コントラクトモデル

であることでしょうか。日本の場合、助成金によっ

て成り立っており、コントラクトモデルに変更が必

要です。　

　支援組織、機関の形成と集積に関しては、多くの

方たちが意識的に取り組んでいます。これは最近の

十数年の成果と思います。インキュベーションマ

ネージャー、エンジェル投資家、VC、弁理士、弁

護士、会計士、流動的な労働市場など、以前に比

べ、活発になってきました。その中で地域エコシス

テムの構築を誰が主導するか。インフルエンサー中

心の支援組織が不可欠です。既存企業の反発を押さ

えながら進める必要があります。

　それでは、私が今、働いているつくばについてお

話したいと思います。つくばエリアは国研含む研究

開発機能の集積エリアであり、日本における技術ベ

ンチャー輩出の仕組みづくりの点で、極めて重要な

位置を占めるとされています。つくばには、筑波大

学があり、国研は、産総研を筆頭に多く集積してい

ます。多様な先端技術が発明、開発され、事業化商

業化、特許のライセンス活動、技術ベンチャー輩出

が可能なテクノロジー拠点とされます。

　1980年代初め研究学園都市ができ、現在40周年を

迎えつつあります。学校を卒業して、その時期につ

くばに就職した人（第 1世代）が、丁度、定年を迎

えています。その後1990年代には基礎研究に力を入

れる時代がありました。その時代に採用され、研究

活動を中心になさった方が、その後マネージメント

に就任するタイミングで、国からの施策によって産

学連携の実行を強く求められました。

　つくば研究学園都市の概要としては、この都市は

主に理科系の研究所が集積し、国立大学では筑波大

学と筑波技術大学があります。この中で研究型大学

や起業家大学にあてはまる大学は筑波大学 1校で

す。東京の文京区にあった東京教育大学が移転する

形を取って、1980年代から今に至っています。

　東京の各地にあった経産省系の研究所が移動し、

2000年過ぎの独法化の際に、産業技術総合研究所が

設立されました。文科省系では無機材研と金材研が

一体化し、物質材料研究機構になりました。宇宙航

空研究開発機構（JAXA）は文部省系と科技庁系の

組織の三つを一体化した組織で、筑波宇宙センター

は、よくマスコミにも取り上げられます。国交省系

は土木研究所、建築研究所や国交省の政策研究所も

あります。近年独法の改革が進み、国立研究開発法

人という名称に変わり、今、約30法人に統合されま

した。最近、組織合併を大規模に行ったのが、農

業・食品産業技術総合研究機構です。この隣接した

エリアに森林総合研もあります。このように主に経

産省系、文科省系、国交省系、農水省系の研究所と

国立大学及び大学共同研究機関法人である高エネル

ギー加速器研究機構（文科省系）があり、民間の研

究所も進出してきました。具体的には武田薬品など
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で、外資系の企業ではテキサスインスツルメンツや

intelが進出し、既に多くが撤退しました。

　つくばにおける研究の特徴は理科系であり、基礎

研究中心、生物物理科学です。元来、実用化に近い

応用研究の場ではありません。産業技術総合研究所

は、産業技術総合という名前が付いており、産業向

けの研究、応用研究を多数手がけていると思われが

ちですが、どちらかといえば先端の産業を目指した

基礎研究が主です。私は産総研に15年勤務していま

すが、全体的に公務員（研究者）意識が強いと感じ

ます。産総研は、前身が通産省の工業技術院各研究

所で、公務員試験を受けて入所した研究者が多いで

す。公務員試験を受けたら、皆が霞が関で官僚とし

て働くのではなく、多くのパスが存在しています。

多くの研究所では、ドクター取得後、何年間か勤務

し、試験を受けて正規職員になるのが今の標準的な

パスです。各研究所により雇用形態が異なります。

以前は公務員研究者としての活動が自由な風土をつ

くり上げていた。それに対して、最近では客観評価

が多く入ってくるため、雰囲気が変わってきたと言

われます。

　次に筑波大学について、国際産学連携本部の目標

や目的を見ていきます。産学官連携活動の目的は大

学の研究成果による社会貢献であるとの認識のも

と、技術移転が現実に起こり、それが社会経済の変

革につながること、イノベーション創出に重点を置

いて推進、知財の管理や既存の企業への技術移転を

することなどです。また、技術移転に際して適当

な既存の企業が存在しない場合には、大学発ベン

チャーが技術移転の有力な手段になると謳っていま

す。筑波研究学園都市に所在する大学として、政府

系研究所や企業研究所、大学等との一層の連携を推

進すると共に、茨城県やつくば市等、地域との連携

を加速する。地域と一体化して、取り組みを行うと

筑波大学のホームページの中にも記載されていま

す。

　研究との関連から図を見ていくと、筑波大では研

究科と共に、何系という各専攻、研究区分に分けて

います。人文社会系や、ビジネスサイエンス系など

10あります。このうちの10番目に来る図書館メディ

ア情報系は、以前、図書館情報大学という大学があ

り、それを合併したものです。この大学は、元は都

内にあり、その後筑波大学に隣接して所在した大学

でした。 2番目のビジネスサイエンス系は、東京の

大塚キャンパスのMBAのコースです。先端研究セ

ンター群、開発研究センター群は、大学における強
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みとなる研究分野と考えるとよろしいと思います。

　ご承知の通りこの大学は、設立から40年が経過し

ていません。他の旧帝国大学と比較しても最近の設

立です。

　この枠組みの中で開発研究センターは、外部資金

で組織運営を行います。このセンターではスポーツ

イノベーションを研究の一つに挙げています。この

テーマの研究は基本的にはライフサイエンスの一つ

と考えられます。健康医学やそれに近い取り組みも

あります。一方で、先端研究センターとして、世界

級、全国級、重点研究、育成研究を区分して産学連

携の活動を展開しています、すっきりした本部直轄

の組織形成がこの図から読み取れます。

　次は産業技術総合研究所（産総研）についてで

す。産総研も産学連携、地域イノベーションに取り

組んでいます。つくばだけでなく、東京は臨海セン

ター（お台場）にも事業所あります。北海道、東北、

名古屋、大阪、広島、高松、鳥栖にセンターがあ

り、ネットワークが形成されています。地方の公設

試とも、強いパイプを持っています。最近はオープ

ンイノベーションの推進が言われます。国民から強

い信頼が寄せられる研究組織を求められています。

その中で、二つ大きな取り組みがあり、一つは大学

との連携に力を入れていく。基礎研究やオープンイ

ノベーションラボラトリー（主要な国立大学と、早

稲田）と交流を図る。次に、冠ラボ、連携研究室に

取り組んできました。ここには企業名が10出ていま

す。具体的に住友電工、日本ゼオン、NEC、パナ

ソニックですね。

　また人工知能は、最近の産総研の新しい大きな

テーマです。AIデータセンターは、東大の柏キャ

ンパス敷地内に経産省の予算で新しく設立されまし

た。ここにデザインスクールも作ります。

　一方他の国研の中で、産学連携に力を入れている

のは、物質材料研究機構です。物質材料に関わる、

付き合う企業や取り扱いテーマが決まって来ます。

こちらの組織でも、企業と一緒に連携センターを形

成しています。日本のトヨタ、デンカをはじめ、幾

つかの事例があります。フランスのサンゴバンや、

最近、ロレアルとも始めました。韓国のLG、サム

スンとも取り組んでいます。去年からソフトバンク

と共同研究を始めました。
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　次に事業化とベンチャー企業促進の仕組みの話に

移ります。筑波大は考え方を前の図で描いています。

場所、資金の提供に始まり、起業家育成を行い、起

業の支援を行います。プログラムは十数年前から動

いています。つくば全域の研究機関にも声を掛けて、

人材育成的な取り組みを始めてきました。

　起業家教育は筑波大が好んでおり、私も筑波大学

の大学院で 7年間非常勤講師をしました。後のデー

タの通り、学生はベンチャー好きな者が多く、教員

もベンチャー設立者が多いです。つくばは東京から

離れており、ビジネス等の面で他とのつながりもな

く、つくばで単独に立ち上げる事例が多いです。最

近、文科省で進めている起業家教育EDGEのプログ

ラム、特にEDGE-NEXTに改編され、筑波大は東

大との連携で採択をされ、学生・院生だけでなく、

他の国研の人たちも含めての教育をしています。そ

の影響で最近ではベンチャーの数は増えています。

　産総研は、技術移転ベンチャーという称号を付与

して、ベンチャーの取り組みを支援しています。一

つは外部人材と創業向け研究資金をつけて起業を行

う取り組みがあり、一方、研究者が自発的にベン

チャーを立ち上げていくというスキームがありま
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す。後者は研究者が主導性を持って起業活動に取り

組めるかが求められます。この設立前の取り組みが

産総研事例の特徴であるといえましょう。支援のメ

ニューは、上記の図の通り共同研究を実施、施設貸

しをする、弁護士相談、信用力の支援、現物出資等

あります。

　筑波大発ベンチャーは2018年12月10日現在で、設

立累計が141社で、活動中が113社あると記載されて

います。それらは筑波大が自身で認定している数で

す。経産省の調査では筑波大学のベンチャー数は98

社で、日本の大学では東大、京大に次ぐ第 3位で

す。

　この数の違いはそれぞれの定義の違いによりま

す（大学発ベンチャーの技術、人材その他の定義）。

トップ10が東大、京大、筑波大、阪大、九大、早稲

田、名古屋、東北、東工大、デジタルハリウッドで

す。数の増え方を見ると、2016年から2017年に向け

て、京大も急激に増加したように見えますが、実態

はそれまでに全てをカウントできていなかったため

で、この 1年間で京大ベンチャー数が43社も増加し

たわけではないです。筑波大の認定ベンチャーの数

は、2018年 1 月のデータで140社、12月には 1社増
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えました。全国的に見ても、数が多いと言えます。

　次に事業分野、創業者、出身研究領域、その三つ

をまとめた図です。

　事業分野を見ると、ITに含まれるソフトウェア、

ITサービス、システム開発が約27パーセントを占

めます。ライフサイエンスに当てはまるバイオヘル

スケア医療・食品・スポーツで、39パーセントです

ね。それが中心で、他で多いのがその他のサービス

業です。このその他のサービス業が多くなった理由

は、卒業生が関わって創られたベンチャーの多く

を、このテーマ立ち上げの時期に、積極的に大学発

ベンチャーにして、数を増やした結果です。創業者

を見ると、筑波大の場合、現在では教員の設立事例

が 3分の 2を占めます。ポスドク（博士）研究員や、

大学に所属している普通の研究者が設立した事例は

多くないです。設立関与者が教員・学生・卒業生に

明確に区分されるのが筑波大ベンチャーの大きな特

徴の一つとも言えます。

　研究分野では、システム情報系出身が圧倒的に多

い。次いで生命医学体育も多いです。一方で、ビジ

ネスサイエンスの事例もあり、MBAコースがある

筑波大の特徴を踏まえています。また体育系が12社

あります。例えば健康増進向けのプログラムを事業

化しています。スポーツを教えるための学校の事例

もあり、幅は広いです。全体的に筑波大の学部編成

の特徴に沿った取り組みを、大学発ベンチャーも

行っている印象を持ちます。

　一方産総研ベンチャーは、私がベンチャー評価

チーム長であった10年前以降、コンスタントに毎年

約 5社ずつ増加しています。最初の頃は、全国で申

請された事例を一気に称号付与しました。その後は、

緩やかに右肩で上がっている。設立類累計144社の

うち、活動中が99社です。

　産総研の事例を取り上げて他の国研を示していま

せんが、多くが10社以下のため省略しています。 5

社の例もあります。物材機構が最も材料分野では実

用研究に近く、物材機構ベンチャー数は、現在10社

強となっています。農研機構、宇宙機構、高エネ研

もそれぞれ 4、 5社立ち上げました。

　産総研ベンチャーの研究分野を見て頂きたいで

す。情報人間工学と生命科学が多いことが分かりま

す。一般的な大学発ベンチャー全体も、ITとバイ

オの 2分野の事例が多いのです。ところが、産総研

の研究としての強みはこの領域ではなく、エレクト

ロニクス製造やエネルギー環境、材料科学、計量標

準、地質が中心的な研究分野と考えられます。基礎

研究の色が強く、起業には難しさがあると思いま

す。産総研は北大と共同研究したことで称号付与
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したベンチャーが 1社上場しています。この143の

会社のうち、継続的に収益を上げている企業は50社

で、そうでない企業が44です。60数パーセントの企

業は生存している半面、廃業した26社があり、断念

と区分される企業が23社あります。断念とは、最初

技術移転して始めた事業では立ちいかず、他のテー

マを主にしているものです。

　一般的な企業では、必ず創業時の研究開発がその

まま拡大することや、それを主体に企業が大きくな

るとは限りません。創業時の技術テーマの拡大は、

研究所側の一方的な希望だと思います。ベンチャー

起業の目的は、技術を移転し、その後会社を立ち上

げ、成長を願うストーリーでこのテーマを捉えてい

ることが分かります。加えて、M&Aの事例があり

ます。主に大企業に買収された企業が19社ありまし

た。
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　知財の実施に関して、筑波大の実例は非常に少な

いです。結果として実施料は年間3200万円。東大が

7億、京大が4.5億、日大、阪大、東北大、徳島大

が 1億円です。このテーマに関しては日本の大学は

苦戦していると思います。一方で国研側では、物材

機構は、青色発光ダイオードを、デンカにライセン

シングして金額が稼げており、 6億円という数字が

出ています。産総研は細かい案件を集めて4.6億円、

理研が 3億円ですね。

　成長ベンチャーでは、まず上場したサイバーダ

インが、元々の事業のHALの開発・活用に加えて、

最近はルンバのような掃除ロボットを取り扱ってい

ます。同社の売上高は、現在、16億～ 17億円位で

す。一方、多くの方たちがファンドの取組を進める

際に、山海教授を巻き込んだ取り組みが増えていま

す。また、サイバーダインはキャッシュが多額あり、

ベンチャーへの出資など投資会社的な活動にも取り

組んでいます。
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　最近、市場環境が良いため、頻繁にVCの出資が

おこなわれます。フラーとBearTailというIT系のベ

ンチャーは10億以上出資を受けました。Photosynth

も10億です。ピクシーダストテクノロジーズに関

係している落合陽一准教授は、最近マスコミの露

出が多いですね。FullDepthは水中ドローンの企

業で、出資は1.9億円でした。出資を受ける際のそ

の基準としては、VCが将来性などを吟味して、魅

力を感じるかが重要です。VC側と企業側がうまく

タッグ組めるかがとても大切であると思います。

　次に産総研の事例を紹介します。まずミライセン

スは 3次元バーチャルリアリティーのモデルです。

Hmcommは音声処理技術を用いたソリューション

です。NSマテリアルズはマイクロ空間化技術のナ

ノ系抗体の開発製造販売、EDPはダイヤモンド単

結晶の開発製造販売です。開発期間が長く、例えば

NSマテリアルズは平成18年に会社設立、13年経過

しました。基礎研究事例を実用化に向けている。面

白い技術で、事業化の目途も立ちましたが、本当に

上市してビジネスにするとなると、これらの事例は
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困難を乗り越える必要があります。Hmcommは音

声処理技術を行うITベンチャーで、成長可能性が

高いと思えます。EDP、ダイヤモンド単結晶の事

例は、住友電工出身の研究者が創業し、代表を務め

る事例で、堅調に進んでいるようです。

　産総研事例で特に最近、話題になった企業とし

てはライフロボティクスがあります。ピッキン

グロボットの事例で、これが吉野家で導入され

て、食器洗いに使う事例が評価され、最終的にファ

ナックが買収しました。ファナック久しぶりの買収

事例です。これは、産総研のある研究者が、ベン

チャー部門などの助成を得ず、自分自身で会社を立

ち上げ、ベンチャー休暇も取って会社を大きくしま

した。ファナックの事業の中で上手く取り込んでも

らえると、良い展開ができる可能性があります。

　次に今後の課題を挙げていきます。

　第一に、事業の成功と研究開発の進展が異なるこ

とが大きく上げられます。成功確率は低いといえど

も、研究者が事業の成功に向けた意識を持たないと

事業は進みません。

　研究者はビジネス経験がないため、外部の経営者

人材を連れてきて経営を願うモデルがありますが、

あらゆる研究開発を上手くビジネスに転換して拡大

できる人材は、世間には殆どいません。これが日本

の大きな課題であることは、ご承知だと思います。

　特に私が強調したいのは、研究者と経営者を引き

合わせたけれど、結局上手くいかなかった展開が非

常に多いのに、ベンチャー論の中でそれが全く認識

されていないことです。ベンチャーにおいてけんか

が頻繁に起こることは当たり前で、どう克服するか

は非常に重要なのに、その認識が足りないことです

　また、VCの投資が増えましたが、それらに向け

た投資し支援すべき技術の発掘が不十分だと私は

思っています。特につくばのベンチャーでは、技術

発掘を半端なところがあり、いつまでも売上も上が

らないのに出資を受けたものがあります。理由は、

一般的なVCは技術移転型への知識や認識が低く、

大学研究機関発は良いというブランド意識が働くよ

うです。

　一方で、多くのベンチャーの場合、出口は企業

（事業）売却となります。上場例はサイバーダイン

だけです。結論としては、研究開発型においては、

研究開発以上のフェーズへの展開は難しいことが分

かります。そうなると民間企業にとって、つくばの

ベンチャーを支援することのメリットは、明確にな

りません。民間の支援者に研究開発者を引き合わせ、

事業を押し進めるとどこかで喧嘩になる。VCや関

係者は、起業とその後の事業活動を求めても積極的

になれないつくばの研究者にはついていけないと言

います。

　つくばは元々の地場産業は製造業が主体でなく、

周囲に一般的なモノ作りに事例が多くない。一方で

研究に専心できる環境です。そうなると現実に即す

ような起業は難しく、派生的な展開もできません。

その中で簇業ができるか。また、簇業できても、ビ

ジネスを成功させられるか、考慮が必要です。

　繰り返しますが、この地域にはものづくりをはじ

めとするビジネスと顧客が少ない。国研の研究者、

大学の研究者が多い街で、基礎研究の場でありま

す。民間と国の研究開発に隔たりがある中で、それ

を埋める役割を担うのか。本日お見せした資料では、

冠ラボでの共同研究は現実的な解かもしれません。

但し、日本企業でも熱心に力を入れる大企業がある

半面、そうでない大企業もあります。

　本日見てきた通り、エコシステム作りは進んでい

ます。制度は充実し、連携は進んできました。一方、

まだまだ技術シーズが多数眠っています。不足点と

もいえるインキュベーターは、大型のものを作り、

そこでのビジネス作りも含めたサポートを行うべき

です。現在の状況だと、ビジネス機会やつながりが
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ない企業が一定数あり、現状全く活性化していませ

ん。まずは交流のために箱（建物）を作るべきです。

　最後になりますが、つくばは元々東京から多くの

機関が移転した町です。連携やビジネスの部分を考

えるなら、まず東京を目指すしかありません。結果

として、そのための連携を徹底、的に強化すべきと

いうのが、私の結論であります。

　まだまだ改革はいくらでもできます。皆様にも支

援頂きながら創っていくべき、というのが最終結論

です。お話をした通り、日本型も少し発展していま

す。VCも出資が増加してきました。次にはビジネ

スのサポートの充実が求められます。

　これをもって今日の発表とさせていただきます。

どうも長い間、ご清聴ありがとうございました。

　

質問 1

　つくばではベンチャー企業が産総研、筑波大学含

めて200社ほどあるようですが、成長し、上場した

り、M＆Aを受けたりする段階まで行きつける企業

が出てくるかが、一番の課題と思います。

　全国的に見ると東京を除けば、大学発ベンチャー

は筑波大学、京都大学が特に多いようですが、その

中でも典型的なエコシステムを作ることができるの

はつくば地域ではないかと思います。しかし、創業

したスタートアップ企業を成長させる仕組みは今の

ところないので、文科省のSTARTのような事業プ

ロデュースを、つくばでも筑波大学と産総研を中心

にやっていく必要があるのではないでしょうか。つ

くばが一つの成功例になれば他地域でも上手くいく

と思いますが、いかがでしょうか。

（木村氏）

　もともと、つくば市は 5村が合併してできた都市

です。1980年代まで村で、川崎市のように長年にわ

たって産業振興をプロモートしてきたノウハウがあ

るわけではなく事業プロデュースは難しいです。

　起業例が多いのは良いことですが、それを育成さ

せていくためのシステムが実質ない状態です。事業

をする研究者と投資家の関係構築も課題です。また、

地元に研究開発型ビジネスができる人がほとんどい

ません。少しずつでも克服できるように、様々な人

たちが努力していく必要があるということしか現状

では言えません。

　

質問 2

　つくば市と筑波大学と産総研の連絡協議会のよう

なシステムはあるのでしょうか。

（木村氏）

　協議会のようなものはありますが、出席者の多く

は研究者であり、そのほとんどはビジネスと接点が

ありません。またベンチャー関連の人は出席してい

ません。

　

質問 3

　文部科学省発の地域イノベーションエコシステム

というプロジェクトがありますが、つくばでやると

するならば、筑波大学や産総研が地域として連携し

てエコシステムを作っていくというようにしなけれ

ばならないと思います。川崎市も東工大と地域イノ

ベーションプログラムの取り組みをしていますが、

一つの機関だけでなく地域全体で取り組まなけれ

ば、シリコンバレーのようなエコシステムはできま

せん。その点、川崎市にもまだ課題があると思いま

す。数字だけで見ると、筑波大学も産総研も成果が

上がっているように見えますが、それを生かして上

場企業まで持っていけるかどうかが大事な点である

と思います。

（木村氏）

　長い目で見ていく必要があると思います。つくば

ではビジネスを集積してエコシステム化していく仕

組みが不十分です。そのための人材も、そういう取

り組みをする企業も少ないです。少しずつ意識を変

えていくしかないと思います。以前に比べれば随分

改善されてきてはいます。

　

質問 4

　STARTの話がありましたが、つくばではこう

いった制度を利用したり、プロモーターと一緒に取

り組んだりはしていないのでしょうか。シーズがそ

れなりに優れているとすれば、なぜもっと取り組ま

ないのかと疑問があります。
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（木村氏）

　STARTは日本全体で配分しており、一地域に集

中して取り組みません。筑波大、産総研の数件でプ

ロモーターが関わっている事例もあります。

　

質問 5

　東京の多摩地域には八王子市や立川市など大きい

都市がありますが、こういった地域にあった大手企

業がほとんど東京都外に移動しつつあり、日野自動

車も近く移動します。また、製造業の現場が福島や

茨城のまで移動している実態もあります。そういう

流れの中で、最後の東京との連携戦略について具体

的どう考えられていらっしゃいますか。

（木村氏）

　多摩地域は、ある程度製品を市場に出して、さら

に作り込んでいく流れがすでに出来上がっていると

思います。しかし、つくばはそのレベルまで行って

いませんので、その手前くらいのところを目指して

います。

　東京には企業が集積していますし、研究開発拠点

もあり、様々なビジネスプロデューサーの方がい

らっしゃっています。現状のつくばとしては、こう

いった所と組んで成長していくべきと考えていま

す。

　

質問 6

　先ほどのお話の中で、筑波大学を中心にして知的

財産の制度を整備しているというお話がありました

が、日本の国公立大学では教員にとって 1番大事な

のが教育、 2番目が研究、 3番目が学協会の活動だ

というのが実態です。各大学で違うと思いますが、

特許出願件数を経歴に書く機会はあまりありませ

ん。

　全ての教員に特許に取り組めとは言いませんが、

大学の運営上、特許が論文にも匹敵するという実務

型の教員をきちんと育成する必要があると思いま

す。

（木村氏）

　それはおっしゃるとおりです。全ての教員が産学

連携に取り組んでいるわけではありませんが、特許

出願し、権利を得る教員の評価がもっと高くてもよ

いです。しかし、それを起業や事業化に結び付けら

れないと意味はないと思います。
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