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1．はじめに

　筆者は 2004 年から産業技術総合研究所（以下、産総研）
において、起業に関するテーマを中心に調査研究を進
め、その評価チーム長を務め（2008 ～ 2009 年）、2009
～ 2016 年は筑波大学大学院において、ベンチャービジ
ネス論の講義を行ってきた。その中で、多くのベンチャー
企業と創業に向けた準備段階から、交流を持ってきた。
また、技術の実用化に関しても、早い段階からその内容
を吟味検討してきた。これらの取り組みは、当初考えて
いたよりも、実際に事業化、拡大が、殆ど見込み通りに
進んでいないと指摘され、そのてこ入れ、改革が強く求
められてきた。
　今回は、上記の 2機関の起業に向けた取り組みについ
て研究者との関連性を投資・出資の面から明らかにし、
様々な問題点を示したうえで、理由を検討していきた
い。また特筆すべき事例として、既に東京証券取引所マ
ザーズ市場に上場を果たしたつくばの大学研究機関発の
ベンチャーの唯一の事例であり、筑波大学山海嘉之教授
が CEOを務める CYBERDYNE について取り上げ、企
業統治、業務提携と出資の近年の状況を明らかにしたい。
CYBERDYNEは日本の大学発ベンチャーの代表例とし
て、各地で取り上げられることも多い。
　これらを検討することでつくばのベンチャー育成につ
いて今後の発展に向けた示唆を行うことが本稿の目的で
ある。

2．つくばにおけるベンチャー育成に関しての現状

　つくばにおけるベンチャーに関して、つくば地域の地元
企業の関連するものや地域の出身の起業家は少なく、公的

研究機関や大学の技術シーズによるものが圧倒的に多い。
　つくばベンチャーの数は全体で 400 とも言われるが、
多くは活性化が難しい。その理由は、シーズとなる研究
開発が基礎研究的で高度なものが多いことが、第一であ
る。大学発、公的研究機関発は「国」を代表する研究がベー
スであり、ビジネスとしての有意性は低い。さらに、地
元に製造業の産業集積や大企業の集中的な進出がなく、
地域に事業化を行う人材が根付いていないため、外部か
ら参入してもビジネスモデルを作り切れないケースが多
い。加えて、研究者や教員、学生等が主体的に起業して
もビジネスとしての視点を持たず唯我独尊的な活動する
傾向がある。
　研究者や教員は、元来は公務員研究者・教員として、
つくばで勤務する人生を選択した者達であり、多くはビ
ジネスに関しての経験がなく、起業に向いているとは
言い難い。それでもこのテーマがこれまで盛り上がっ
てきた要因は、「研究費がたくさんほしい」という研究
者のニーズが、「ベンチャーファンドで資金を得る」こ
とで解決が付くと感じる者が多いためである。元来ベン
チャーキャピタル（以下、VC）の出資と、交付金や多
くの研究助成も意味が全く違う。しかし研究者は株式会
社やベンチャーファンド等を資金確保の手段とみなして
いる。
　また自治体等が連携して事業を起こし育てる気風が薄
い。欧米の大学発ベンチャーでよくある「自治体との連
携」は殆ど見られない。
　これらの理由により「研究開発」⇒「事業化」の隔た
りが縮まらない。既に述べた通り起業の目的はあくまで
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研究者や教員の起業向け研究資金の獲得が主であり、
事業拡大や、ビジネス継続への関心は薄い。さらに後
述するように地元からの大きな出資が少ないことも付
け加えておきたい。

3．産総研ベンチャー・筑波大発ベンチャーの現状

　近年、産総研・筑波大では、累計で 200 を超える企
業が設立されている。産総研では累計 138 社に産総研
技術移転ベンチャー（以下、産総研ベンチャーと表記）
の称号を付与、また筑波大学は、筑波大学発ベンチャー
（以下、筑波大ベンチャーと表記）は 125 社を認定した。
その中で、それぞれ 105 社、99 社が現在でも活動し
ている。
　図表１では双方の活動中の企業について年度ごとの設
立数をグラフ化した。この図から企業数は順調に増えて

いることが示され、特に産総研は2004年にピークがあり、
筑波大は2015 年がピークであることが分かる。
　産総研や筑波大では「称号付与」や「認定」をした
企業に対しては、支援ルール（規定等）に則り「場所
貸し」等を行っている。その際に外部からの出資や経
営者人材の紹介、ビジネスに対するコンサルティング
等にも対応可能としているが、これらは大学研究機関
の元来の守備範囲ではないため、ベンチャーインキュ
ベーション戦略、起業支援戦略の視点は薄い。結果、
いずれの機関においてもベンチャー企業をビジネス面
で支えておらず、産総研では「プレベンチャー作りと
技術移転に力を入れる」、筑波大では「起業教育に力
を入れる」にとどまっている。
　この結果、つくば地域では、科学者自らの経営参加
例（「研究者・大学教員」を主体としたベンチャー企業）
が多くなり、研究開発の推進のみの優先度が高くなる
傾向にある。
　これまで筆者が筑波総研の筑波経済月報や調査情報
に掲載したインタビューからは、図表 2でまとめた特
徴が明らかになった。産総研事例では、研究者は兼業
等での参画（CTO）であり、多くは株式所有も行っ
ている。また、筑波大事例では、国立大学事例として
は稀な、教員の経営者兼業が認められ、大学教員の経
営者例は多い。一方、OB、社会人MBA、現役学生
等が関与するサービス系のベンチャー例も多いが、こ
れらは普通の中小企業と変わらないモデルで創業さ
れ、活動していた。
　大学や研究機関は、民間企業と共同研究を行うこと
が多く、民間企業からの資金の導入も最近の産学連携
では大きなテーマである。しかし共同研究等からのベン
チャー創出成功モデルは少ない。その理由は、民間サ
イドの目指すものが、自社の研究開発のための大学や公
的研究機関の活用に絞られており、リスクを取って、ベ
ンチャーへ挑戦する取り組みは優先順位が低いからで
ある。
　昨今のベンチャーブームにより、各地でファンドの
組成が行われているが、上記の状況がありつくばベン

図表2：産総研ベンチャー、筑波大ベンチャーの経営者・研究者に関連する事項比較（出所：筆者作成）

写真：筑波山及びつくば市地域

図表１．産総研・筑波大発ベンチャーの年度別設立数
（現在まで活動している事例）

（出所：各機関のWebページより）

産総研事例 筑波⼤事例

経営者のキャリアパス 多くはビジネス経験者が経営者だが、ベンチャー起業、
勤務等は、多くない印象。

⼤学教員の経営者も多い。彼らはビジネス経験は皆無
でも冒険的な意識を持つ。

研究者・教員の参画 科学者は兼業等での参画（CTO） 教員の社⻑の事例が⼀定割合を占める。

研究開発の関連性 多くは研究者の技術シーズそのまま。⼀部事例では技
術のみ提供するケースもある。

⼤学教員の研究シーズそのままか、OB・学⽣等が関与
したサービス系の事例も多い。

経営陣に関する特徴
⺠間出⾝経営者＋研究者の形態を取るが、財務系が加
わることもある。

当初は全く関係ない創業者とＯＢ⼈材。教員事例はか
なり権限集中的。社会⼈ MBA 出⾝者創業の事例も存
在する。
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チャーが投資を受ける機会は少なかった。
　今回、筆者が本稿で特に取り上げたかったのは、各
ベンチャーに対する投資の状況である。
　筆者の知る限り、これまでのつくばでは、地域のベ
ンチャーに向けたファンドが組成された事例が幾つ
かあった。まず 1990 年代の JAFCO、その後は日本
アジア投資という国内でも有力なVCがつくばファン
ドに挑戦した。またフューチャーベンチャーキャピタ
ルと関東つくば銀行による「つくばベンチャー企業育
成投資事業有限責任組合（ファンド額：5億円）」も
2004 年 3 月に立ち上がった。その後もいばらぎファ
ンドという形で、県や地元金融機関を巻き込む事例も
出てきた。
　一方で、産総研ベンチャーに対して 2003 年頃から
出資を行った事例は多く存在した。昨今はVCやエン
ジェル集団等が技術を直接発掘する、あるいはエコシ
ステムの一端を担う取り組みも行われた。

　図表 3に代表的な事例をいくつか挙げた。産総研ベ
ンチャーでシリーズB（製品の具体的な開発レベルに
到達した企業）案件であるライフロボティクス、ナ
ノルクス、ミライセンス等への出資は非常に画期的な
ニュースとして取り上げられた。一方、筑波大やそ
の他の研究機関に対する出資事例は多くなかったが、
2017 年に入り少しずつ変化がみられている。
　図表 4では三井不動産が関係するTXアントレプレ
ナーパートナーズ（TEP）というエンジェル集団が
出資した産総研ベンチャー例を示した。これらは殆ど
が 2010 年以前創業の企業であり、最近は例がない。
　この中の事例であるナノルクスは、TEP によるエ
ンジェル出資をきっかけにTEP理事が代表取締役に
就任し、その後一層大きな出資を得られた等、双方に
関わった成功モデルといえるであろう。
　図表 3、図表 4の通り産総研では 2002 ～ 2007 年の
文科省から科学技術振興調整費を得て、大規模プロジェ

図表3．2015年以降の産総研、筑波大発ベンチャーに対する大規模な資金調達事例
（出所：日経新聞、各社Webページより）

関連機関 企業名 現在の資本⾦ 出資先 実施⽉ 調達⾦額 事業内容

産総研 ライフロボ
ティックス

約 15 億円
（資本準備⾦含む）

グローバル・ブレイン、三井
不動産、KODEN ホールディ
ングス、みずほキャピタル、
Golden Asia Fund 他

2016.3
2015.11 約15億円 協働型ロボットを開発

産総研 ナノルクス 6,768 万円 ASUS 及び筑波銀⾏グループ 2017.5 約1.3億円
暗視カメラ等の電⼦機器及
び電⼦機器システムの開発、
設計、製造及び販売業務

産総研 ミライセンス 7 億 6 千万円
（資本準備⾦含む）

JAFCO、CYBERDYNE、テッ
クアクセルベンチャーズ、
SMBC ベンチャーキャピタ
ル、⼤和企業投資

2015.10
2017.6 7.5億円 ３D 触⼒覚技術の実⽤化

筑波⼤ MCBI 4 億 1,085 万円 島津製作所、太陽⽣命保険 2017.8 5.1億円
認知症の早期発⾒・予防の
ための、バイオマーカーの
開発や計測技術

筑波⼤ 空間知能化
研究所

2 億 2,180 万円
（資本準備⾦含む）

Beyond Next Ventures、三井
住友海上キャピタル、SMBC
ベンチャーキャピタル他

2017.8 1.9億円 ⽔中ドローン

筑波⼤ ピクシーダスト
テクノロジーズ 不明

インキュベイトファンド、凸
版印刷、ハーティス（代表：
孫泰蔵）、ワタナベエンター
テインメント他

2017.11 6.45億円
波動⼯学、デジタルファブ
リケーション、⼈⼯知能技
術を⽤いた空間開発事業

企業名 本社所在地 設⽴年⽉⽇ 資本⾦ 業務内容

アプライド・ビジョン・システムズ つくば市梅園 2004.11 2,425 万円 ３次元ソリューションに関する事業

SIJ テクノロジ 東京都千代⽥区 2005.4 2,500 万円
（2014 年の情報） 超微細インクジェット装置の製造・販売

NS マテリアルズ 福岡県筑紫野市 2006.5 10,000 万円 各材料、各ナノ粒⼦材料の研究、開発他

ピコサーム つくば市千現 2008.5 800 万円 計測機器の開発・製造・販売ほか

イーディーピー ⼤阪府豊中市 2009.9 18,375 万円 単結晶ダイヤモンドの応⽤

ナノルクス 東京都⽂京区 2010.1 6,768 万円 暗視カメラの開発他

図表4．エンジェル集団TEPによる出資企業（産総研技術移転ベンチャー事例）
（出所：TEP・HP…https://www.tepweb.jp/fact/他より）
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クトとして推進していた時期に計画・設立されたベン
チャー事例が出資の面でも未だに主体となっている。
　このシード期からアーリー期への移行を支える資金
調達システムが、技術移転の先端技術事例では強く求
められるため、今後ともシステムのより良い利用が重
要な課題である。
　次に産総研、筑波大双方の特徴と傾向、2016 ～
2017 年度の新規事例、研究者・教員の兼業について
述べる。

Ⅰ．産総研ベンチャーの特徴と傾向、新規例と研究者
の兼業に関して 

　産総研ベンチャーの傾向と特徴としては、上場事例
は少なく（１社・北海道大学との共同研究案件で、北
大メンバーが中心の事例）、さらに大型投資案件はプ
レベンチャーの時期等から数年経過後に出資を受けて
いるものが多い。さらに図表 5の通り、最近でも年 5
社程度の事例が新設されてきた。事業分野としては一
般的には情報系・ライフ系が多いとされるが、材料や
製造技術等の分野の例も存在する。

　さらに図表 6は産総研研究者の兼業の状況を示して
みた。このデータでは 2017 年 4～ 9月、27名の研究者
が兼業申請を提出したが、産総研ベンチャーでは 23 社
に対して兼業という形で参画していることが示された。
多くの事例で取締役としての兼業で、完全なベンチャー
休暇を取得している事例（代表取締役）は、現在は１
社のみであった。多くの事例で無給や半年で 50万円以
下の報酬であり、起業して多年にわたって兼業しても
成功に結び付かない事例も数多いことも示された。

写真：秋の産総研つくば中央　銀杏並木

図表5．2016、2017年（H28、29年）に産総研技術移転ベンチャーの称号付与を受けた事例
（出所：産総研技術移転ベンチャー等一覧表…https://unit.aist.go.jp/ictes/aist-startups/list.html）

企業名 設⽴年⽉⽇ 称号付与年⽉ 資本⾦ 概要 産総研内関連部署

計算熱⼒学研究所 2016.4 2016.5 400 万円
計算熱⼒学に関するソフトウェアと
データベース開発、及び、計算熱⼒学
を活⽤した材料科学等の研究を⾏う。

製造技術研究部⾨

地球科学可視化技術
研究所 2016.6 2016.8 200 万円 精密地質模型の開発・販売及び地質情

報の可視化に関する受託研究事業。 地質調査総合センター

モッタイナイ・エナジー 2016.6 2016.8 不明
熱電素⼦及びこれらを使⽤・応⽤した
製品の開発、設計、製造、販売及びコ
ンサルティング。

省エネルギー研究部⾨

FONScure 2015.5 2016.11 不明
Unmet Medical Needs を“標的”と
する⾰新的 DDS ペプチド製剤の開発。

（2017 年 10 ⽉ 26 ⽇から休眠）
創薬基盤研究部⾨

（⼀社）ミニマルファブ
推進機構 2017.2 2017.4 −

ミニマルファブに係る技術研究開発、
及び規格認証、試作などミニマルファ
ブの普及発展を下⽀えするミニマル推
進プラットホーム事業。

ナノエレクトロニクス研究
部⾨

Peace and Passion 2015.2 2017.5 990 万円

購⼊者は⾃分に合う商品・サービスを
簡単に購⼊可能、販売者は⾒込み案件
を得て顧客開拓が可能である⾰新的売
買ツール及び売買プラットフォーム。

（市場デザイン）

⼈間情報研究部⾨

KAUL-Tech 2017.4 2017.8 不明

⽣物活性、有効成分含有量の⾼いア
シュワガンダ等のハーブを無農薬で栽
培し、医薬・化粧品・健康産業の為の
研究材料を提供する。

バイオメディカル研究部⾨

エアメンブレン 2017.7 2017.10 500 万円

グラフェン及びその他の⼆次元材料等
の合成・デバイス研究開発・製品化・
販売及びこれらに関連した技術・⽤途
開発コンサルタント業務。

ナノ材料研究部⾨

メルフロンティア 2017.7 2017.10 不明
産総研発のマグネシウム素材、及び加
⼯技術を⽤いた⽣体吸収性医療機器の
開発、製造、販売。

製造技術研究部⾨
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　上記でも示したベンチャー休暇を取得する事例もこ
れまで累計で 5件程度存在し、その後、研究者がその
ベンチャー企業に移籍を果たした事例もある。結局技
術シーズに研究者が結び付き、経営にも関与したいと
いう姿勢がこのデータからも見て取ることはできる。
しかし、ビジネスに必死に対応するというよりも、最
小限の収入を得て、ベンチャーを継承することに重き
が置かれていると考えられる。
　一方、外部経営者人材（以下、アドバイザー人材と表記）
を一時組織内に雇用して起業推進する仕組みを現在に
至るまで続けている。産総研のベンチャー創出の大きな
特徴は、これらの人材の企業作りへの対応＋一定以上の
起業向け研究助成金の配布であり、これは一部金額等
の変更があったが、評価を得て継続されてきている。
　これらのアドバイザー人材は、以前では大企業での
開発等の経験者が多かったが、最近は知財関係、中小
企業診断士等からも、広く集めている。しかし、文科
系の人材が研究開発型企業を目指す場合には上手くい
かず、起業まで行きつかないケースが多かった。多く
の場合は、彼らに世間一般での主に IT系企業での実
績等を示され、採用に至ったが、産総研研究者の大き
く異なる領域やアプローチについていけなかった。
　また、多くのアドバイザー人材が、最終的には研究
者と仲違いすることも多かった。その改善こそが起業
においては大きなポイントであり、「アドバイザー人
材が前面に出すぎる」のではなくて、「あくまで研究
者を上手く関与させて、技術移転」という方向性が求
められる。技術シーズと研究者の関わりが深い中で、
それらにどのように接するかが重要である。
　産総研ベンチャーでは、産総研の地域センターが全
国に点在するエリアにベンチャー企業が登記・活動し
ている事例も多い。また、ビジネスの中心が東京であ
るため、そちらに本社を登記し、活動している事例も
多い。これらの理由で、つくば本社事例は少ない。こ
れは大学の教員経営者が多い筑波大事例がつくば市本
社であるのとは対称的な特徴である。

Ⅱ．筑波⼤ベンチャーの特徴と傾向の新規例に関して
　筑波大ベンチャーの傾向と特徴を検討してみると、
初期の 1990 年代後半から 2000 年代初めにかけては、
外部経営者＋OBによる事例や、大塚キャンパスの
MBAコースOBの事例等がまず登場した。当時は大学
発ベンチャーを増やしたいという意向の下、大学とは
関係の薄い外部人材が主体となって創業された例を認
定した事例が多い。これらは大学の研究成果を移転し
たものではなく、単にOBが関与したという事例である。
　大きな転換点として、2002 年のつくばウエルネス
リサーチの創業に際して、教員による代表取締役就任
に向けた制度の改正があり、その後の CYBERDYNE
等教員経営者の事例を多数生み出すことになった。

その後、施設の貸与や少額の起業向け研究助成等の
制度は確立されたものの、戦略的に起業を推進する取
り組みが少ない。また、文科省（JST）の大学発ベン
チャー支援事業等における採択数も他の研究開発に力
を入れる国立大学に比べて多くない。一方、学生の起
業等に向けた教育プログラムには力を入れ続けた。一
部のOB等を活用した取り組みはカリキュラムとして
は好評で、クラウドファンド等の育成の取り組み等
も行われたが、関係者の起業に向けた能力の拙さ、地
域性や大学の戦略への理解の低さ等があり、成功した
とは言い難い。後述するCYBERDYNEは上場にまで
至ったが、それ以外ではVC等の評価が高い事例は少

兼業期間
11 年以上 6 〜 10 年 ２〜 5 年 1 年以内

8 6 9 4

⽉従事⽇数
１⽇未満 １〜２⽇未満 ２〜４⽇未満 ４〜８⽇未満 ８⽇以上

8 8 5  3 3

１⽇の従事時間
１〜２H 未満 ２〜３H 未満 ３〜４H 未満 ４H 以上

7 8 7 5

期間中の報酬
なし 50 万円未満 50 〜 100 万円未満 100 〜 200 万円未満 200 万円以上

11 8 2 2 4

図表６．産総研の2017年 4～9月における兼業を行っている研究者のデータ（単位：人）
（出所：産総研HP…https://unit.aist.go.jp/hrd/ci/kengyo/yakuinkengyo29kamiki.pdf）

写真：筑波大学春日キャンパス
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も多く創出された。また、IT の創出例も多く、学生
による創業例では IPA（独立行政法人 情報処理推進
機構）による未踏事業（若手育成型研究開発事業）の
採択者によるものが大学発ベンチャーになり、流れを
作った。このように大型研究プロジェクト等が反映さ
れたものよりも、OBや学生が自分のアイデアを生か
したものが多く、結果、大学発ベンチャーである必要
もないため、認定事例以外で、大学近辺で活動する例
も登場してきた。この背景には、学内の支援組織の人
材が頻繁に入れ替わる傾向も強いこと、しっかりした
インキュベーター施設もなく、目指す方向性が明確で
ないこと、大学研究室のカルチャーの問題等も大きく
反映している。結果的に教員が個人レベルで創業する
か、大学と関係ないシーズか、どちらかが創業の主力
となっていた。つまり、学内で統一的な育成戦略が形
成されず、事業の拡大志向が育たたなかったわけで、
今後はその克服に向けた大学側、地域側、そして支援
者たちの取り組みが強く求められる。

なかった。また、医学系の学科を抱えているものの、
バイオ系事例の成功例は非常に少ない。
前述した通り、近年はVC投資案件も幾つか登場し
てきた。加えて文部科学省の START事業（大学発新
産業創出拠点プロジェクト）での採択や、2017 年か
ら始まった次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-
NEXT ：Entrepreneurship for NEXT generation）等
で起業教育に教員等が参画する例も増えてきた。
図表 7では 2016、2017 年の設立事例を 12 件取り上
げたが、教員が直接経営に携わる技術移転型と、それ
以外のサービス系双方が誕生したと考えられる。文
部科学省の地域イノベーション・エコシステム形成プ
ログラムの支援事例（S'UIMIN）も誕生した。また、
図表 3の大規模資金調達の事例でも取り上げた、落合
陽一准教授が経営を行うピクシーダストテクノロジー
等、若手教員事例も登場している。
これまでの特徴として体育系の事例が多く、つくば
ウエルネスリサーチを始めとする健康増進目的の起業

図表7．2016、2017年（H28、29年）に筑波大発ベンチャーの認定を受けた事例
（出所：筑波大HP…https://www.sanrenhonbu.tsukuba.ac.jp/spin_offs/year/）

企業名 設⽴年⽉⽇ 承認年⽉ 概要

パイマテリアルデザイン 2016.4 2016.4
パイ共役系分⼦で構成されるパイマテリアルを中⼼とした物質設計、そのための
シミュレーション⽀援、科学技術計算の３Ｄ映像化を⾏い、他⼤学ベンチャーと
も連携して研究成果の普及を⾏う。

地球科学可視化技術研究所 2016.6 2017.2
地形摸型に、地質図などの各種コンテンツ（静⽌画、動画含む）を精密にプロジェ
クションマッピングし、教育ツールや研究ツールとして活⽤する模型の開発・販
売を⾏う。

ワープスペース 2016.8 2016.9
超⼩型⼈⼯衛星の圧倒的なコストダウンを実現可能な超低価格の宇宙⽤モジュー
ル機器の製造・販売、ならびに低価格で衛星打ち上げを可能にするプラットフォー
ムの構築。

サルファーインデックス 2016.11 2016.11
微⽣物の代謝産物解析のためのパートナー。硫⻩化合物を網羅的かつ⾼感度に解
析する技術で、発酵⾷品製造⼯程の最適化や発酵菌の選抜や育種、⼟壌・腸内フロー
ラなどの診断指標として活⽤する。

ミライスタイル 2016.12 2017.1 ① WEB 運⽤事業、②建築 PM ／ CM 事業、③建築業界専⾨ WEB 製作事業

琥珀バイオテクノロジー 2017.2 2017.3
「琥珀」による健康⻑寿、アンチエイジング分野において、他社にない圧倒的な効
果を⾒つけ出し、新規機能性素材として製品への活⽤、または素材そのもののラ
イセンス事業化を⾏う。

デバイスラボ 2017.4 2017.4 電気的な雑⾳計測をコア技術として、製品販売・受託研究・計測サービス等の提
供を⾏うことにより、IoT 社会を⽀える電⼦デバイスの進化に貢献する。

Global Wellbeing 2017.4 2017.7 運動を通して、健康寿命延伸・健康経営に貢献するサービスを提供する。また、
Australia と⽇本を基盤として事業・共同研究を⾏う。

ピクシーダストテクノロ
ジーズ 2017.5 2017.6

波動のホログラフィック合成をベースとした物理空間のコントロール技術、デジ
タルファブリケーション技術を開発。具体的には焦点スピーカーを中⼼として、
空中映像、空中 Haptics、Levitation 技術による微細物の浮遊及び移動等

オルタナティヴ・マシン 2017.6 2017.6 複雑系科学や社会科学の知⾒を⽤いた Social Wellbeing を実現するソフトウェア
およびハードウェアを含めた次世代型⼈⼯知能システムの企画・研究・開発を⾏う。

⾷機能探査研究所 2017.6 2017.6 種⼦および苗の⽣産並びに販売等。主な製品として源⽣林あしたば種⼦および苗、
源⽣林あしたば乾燥粉末。

S'UIMIN 2017.10 2017.10 装着性の良い脳波測定ウエアラブルデバイスと AI を駆使した⾃動解析による睡眠
測定サービスを⾏う。
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図表 8の通り、株式所有比率が 38.24％の山海教授
が 86.09％の議決権を保持するという所有経営者支配
が明確であることが、企業統治面の特徴である。株式
所有比率 2位の大和ハウスは 13.62％で 3.07％の議決
権であり、その他合計で株式所有比率 58.14％に対し
10.85％の議決権である。このように議決権を保持し
ながら、株式の流動化を図るという米国のベンチャー
事例で頻繁に見られる形式を取っているのは、日本で
は珍しく、画期的と言われている。
図表9では2016・2017年の業務提携事例を紹介する。
図表 9の事例は医療系やそれに関連するものが多く、
単に製品を購入した事例は省略している。画期的なも
のとしては海外関連である。2017 年 3 月アブドゥル・
ラティフ・ジャミール（サウジアラビア等に本社）と
ビジネスパートナーシップを締結し、CYBERDYNE
のアシストスーツを活用した医療技術をサウジアラ
ビアで展開している。また 2017 年 11 月には米フロリ
ダ州で装着型ロボットを導入した治療センターを開設
し、脳卒中や脊髄損傷等で下半身がまひした患者を対
象に、ロボットを使って歩行機能の改善をめざす臨床
研究を始めると発表した。12 月に米食品医薬品局（Ｆ
ＤＡ）による医療機器承認を受け、2018 年 2 月から
広くサービスを提供する。この他に、大学病院や空港
等で活用された事例も存在する。
図表 10 では出資を伴う業務提携事例をまとめた。
豊富なキャッシュフローを活かし、発表があり、確
認できたものだけでも 10 件の出資実例が存在する。
2016 年の段階では出資金額を明らかにしない発表例
が多かったが、2017 年の事例は金額を示すものが多
くなった。また、図表 9と 10 では業務提携先の業種
が大きく違うのも見て取ることができる。
さらに日経新聞の記事によれば、2017 年末にみず
ほ銀行、ベンチャーキャピタル（ＶＣ）のグローバ
ル・ブレイン（ＧＢ、東京都渋谷区）と、主に技術系
ベンチャー企業を投資対象とするファンドを立ち上げ
た。医療や人工知能（AI）等最先端分野の技術系ベ
ンチャーに投資するファンドであり、第 1号ファンド
の規模は約 200 億～ 300 億円を計画している。歩行機
能を改善する医療用ロボットとの相乗効果等が見込め
る企業を支援する。運用期間は 10 年であり、みずほ
銀行子会社のみずほキャピタル（同千代田区）、ＧＢ
が共同でファンド運営会社「ＣＥＪキャピタル」を設
立した。

4．CYBERDYNE に関して

　CYBERDYNE は筑波大山海嘉之教授が 2004 年に
起業し、2014 年 3 月に東京証券取引所マザーズ市場
に上場を果たした。筑波大発ベンチャーでは唯一の上
場事例である。事業内容としては医療福祉機器・シス
テムの研究開発、リハビリテーション支援機器・支援、
システムの研究開発他を行っている。

　この事例が他の大学発ベンチャーと大きく異なる点
を幾つか示すと、国立大学教授が上場企業の経営者（特
例）であることや、種類株を採用したこと、活動拠点
を広く展開し、つくばだけでなく、川崎、福島、その
他の地域にも拠点を形成したこと、後述するように既
に多くの企業へ出資を行っている事が挙げられる。
　成功の最も大きな要因としては、大和ハウスとの
提携（2008 年総代理店化）がある。山海教授は大和
ハウスHPで「同社の樋口会長との面談の際に、製品
（HAL）の実物を見なくても、即座に支援を快諾した
ことに、パートナーとしての信頼感を覚えた」と述べ
ている。大和ハウスはこの時 40 億円を出資したが、
2014 年の上場の際に一部株式を売却し、出資金を回
収できたとされる。
　株式市場の反響も大変大きく時価総額 3,000 億円を
超える等、東証マザーズ市場（ベンチャー向け証券市
場）では上位 3社に入る時価総額を維持している。

写真：CYBERDYNE本社（茨城県つくば市）

図表8．CYBERDYNEに見る所有株式数と議決権の違い
（出所：2017年の有価証券報告書より）

⽒名 株式所有⽐率（％） 議決権⽐率（％）

山海嘉之 38.24 86.09

⼤和ハウス 13.62 3.07

その他 58.14 10.85



筑波総研 調査情報 № 478

図表9．CYBERDYNEの2016‐2017年に行った業務提携事例（出所：日経新聞）

図表10．CYBERDYNEが出資を行った企業事例（出所：日経新聞、各社Webページ）
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時期 地域 相⼿先 内　　容

2016.4 東京 慶応義塾⼤学

ｉＰＳ細胞を利⽤した再⽣医療と医療ロボット「ＨＡＬ」を組み合わせた、脊髄損
傷に対する新たな治療法の開発に乗り出す。第１段階は 2016 年から実施する。脊
髄損傷になって半年経過した重度の歩⾏障害の患者等 20 〜 30 ⼈に、「ＨＡＬ医療
⽤」を装着。１⽇ 60 分の歩⾏訓練に週３〜５回取り組んでもらう。

2016.9 東京 ⼤同⽣命保険

同社のロボットスーツ「ＨＡＬ」（ハル）が筋ジストロフィー等難病患者の歩⾏を
助ける医療機器として、２⽇に公的保険の適⽤対象となったことに対応し、開発し
た医療⽤ロボットをリハビリ等に使った場合に給付⾦を出す医療保険を商品化す
る。2017 年 7 ⽉から難病治療の保障付き保険商品の取り扱いを始める。

2016.11 東京
Ａ Ｉ Ｇ ジ ャ パ
ン・ホールディ
ングス

ＡＩＧジャパンはサイバーダインのロボットスーツ「ＨＡＬ（ハル）」を使った保
険商品の開発に取り組む。2017 年 11 ⽉から脊髄損傷で下半⾝に障害を持つ神奈
川県内の⼩中⾼⽣ 50 ⼈を対象に、装着型ロボットを使った無償の歩⾏機能向上事
業を開始。

2017.3 サウジアラビア
アブドゥル・
ラティフ・
ジャミール

サウジ国内に多い脊髄損傷等の患者向けに、歩⾏を補助する装着型ロボットを使っ
た治療を 2017 年夏をメドに始める計画。

2017.7 茨城
茨城県、同県つ
くば市

最先端のロボット技術や⼈⼯知能（ＡＩ）等を活⽤した「超スマート社会」の実現
に向けた連携協定を締結。

2017.11 ⽶フロリダ州
ブルックス・
リ ハ ビ リ テ ー
ション

脳卒中や脊髄損傷等で下半⾝がまひした患者を対象に、ロボットを使い歩⾏機能の
改善をめざす臨床研究を始める。⽶⾷品医薬品局（ＦＤＡ）による医療機器承認を
受けた後は、ロボットを使った治療を⽶国で提供する (2017.12 承認）。サービス
会社はブルックスと合弁で設⽴。幅広い医療機関と連携しフロリダ州以外でもサー
ビスを始める⽅針（2018.2 開始）。

企業名 実施年⽉ 出資額 その他

ラピュータロボティクス 2015.1 不明
チューリッヒ⼯科⼤学発のベンチャー。4 社で 3.51 億円出
資を⾏う。

サイフューズ 2015. ３ 数億円 12 社で 14 億円出資を⾏う。

PEZY Computing 2015.7 数億円
業務提携。関連会社 ExaScaler にも出資したが、既に双⽅
とも株式は売却済。

ExaScaler 2015.8 不明 上記参照。

WHILL, Inc 2016.11 不明 業務提携。

クリングルファーマ 2016.12 不明 8 社で 6.1 億円出資を⾏う。

ワークスアプリケーションズ 2017.5 10 億円 業務提携。

ミライセンス 2017.6 2 億円 産総研技術移転ベンチャー。業務提携。

サイバーダイン・オムニネットワークス 2017.8 約 1.5 億円
つくば市に本社。合弁会社として設⽴され49％出資。コヴィ
アは 51％出資（約 1.6 億円）出資。

志成データム 2017.10 数億円 業務提携。
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5．まとめ

今回は、産総研と筑波大のベンチャー企業創出に向
けた取り組みをこれまでの状況、新規設立事例、研究
者の兼業等を中心に紹介した。また筑波大学山海嘉之
教授が CEOを務める CYBERDYNE については、そ
の取り組みを株式所有、提携、他企業に対する出資の
視点から示した。
つくばの大学研究機関発ベンチャー企業は、新規事
例は着実に増やしている。今回取り上げたように、外
部のVC等の出資例も存在し、兼業での対応や、株式
所有に対しても制限がない等、制度面では優遇を受け
られる設計が行われてきた。しかし、現在の支援形態
の限界が見えてきており、企業が成長や業績拡大を行
えるようにするためには、大学研究機関がどうあるべ
きか、今問われている。また、多くの資金調達事例を
確認し、さらにCYBERDYNEの投資活動に言及した。
資金調達事例から導きたいこと、CYBERDYNEから
学ぶこととしては、他の事例においてもこのような環
境を整えて活動を進めているかである。
経営者人材に関して、産総研の一部事例では、研究
者がベンチャー休暇取得、経営者就任、また筑波大で
は教員が経営者に就任する等の例が存在した。多くの
場合、株式を所有する、兼業して参画するという形式
で経営に関わりを続けており、産総研では研究者がそ
の後代表取締役に就任、産総研から完全移籍した例も
存在している。当初の調査研究や海外の文献から、成
長段階で科学者（研究者・大学教員）が離れていくこ
とが想定されたが、経営者不足が解消されていないこ
とや、人間関係の面で外部人材と科学者の折り合いが
つかないケースが多く見受けられ、結果的に技術シー
ズに近い科学者が経営を背負うことも多かった。
筆者としては、企業の目指すべき方向を明確にする
ことが重要であると考える。具体的には、a.ベンチャー
企業を細々と趣味的に進めるか、b. 拡大・上場等を目
指すか、c. 優良な中堅企業を目指すかの選択肢がある。
aのように、趣味ならば、科学者主体で広げない。b
は前述したように IPO や買収を目指して、バランス
よく、外部経営者＋科学者で少しずつ拡大、ないし技
術シーズを提供したうえで、外部経営者の手腕に期待
し、株式を共有する。cは bの発展版で理想だが、核
になる幾つかの事業を行う必要がある。
現状では aの例が多く、この場合は科学者が起業に
向けて選ぶ組織形態を株式会社にすべきか、それ以外
の選択肢（社団法人、NPO法人等、単なる趣味的研
究参画）をどう考えるかが最も重要とも思える。
bや c では外部の経営者人材・他の人材との接点、

ネットワークの形成が重要である。大学研究機関、行
政、民間（VC、金融機関等）、これまでの共同研究や
関係業者等、違うバックランドの人と融和できるか、
信頼できるかという極めて人間関係的な問題が非常に
重要である。そのための機会提供、メンタリングの徹
底強化、出資とハンズオン的な積極的な大学・研究機
関・自治体・VC・エンジェル集団の関与等は強く求
められる。特に cは幾つかの事業を行うとすれば、複
数のモデルの組み合わせ、吸収合併等も実施して、よ
り効果的につくばの技術シーズを事業に結び付けてほ
しい。
現状を改革するためには、チーム編成を再検討し、
事例によって、科学者主導か、その他の組織・人材主
導か等、ガバナンス面を考えることも必要であろう。
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