はじめに
21 世紀は生命科学(ライフサイエンス)の時代ともいわれており、近年のライフ
サイエンス研究の発展には目覚ましいものがあります。我が国においても 2007
年の iPS 細胞の作製法発⾒など、画期的な研究成果が次々と誕生しています。
また、2014 年には、「薬事法」が「医薬品医療機器等法」として大幅に改正さ
れ、再生医療についての新法「再生医療等安全性確保法」が成⽴するなど、ライフ
サイエンス分野における新産業・新製品創出のための環境整備がなされています。
このような中、創薬、創薬⽀援、再生医療、機能性⾷品などの「バイオサイエン
ス分野」においては、大学の研究者による新たなビジネスの創出や、異業種からバ
イオサイエンス技術への新たなビジネス展開が進む一方で、ターゲットとする事業
分野によっては、事業期間の⻑期化や多額のコストを必要とするケースも少なくあ
りません。バイオサイエンス技術を活用したビジネスを進める上では事業戦略が非
常に重要であると共に、事業化の相談を受ける士業や公的機関のコーディネータな
どの⽀援者の役割は、今後益々重要となってくることが考えられます。
そこでこの度、新たに事業を展開したいと考えている研究者・事業者や、それら
をサポートする⽀援者に対して、この分野でのビジネスを始める際のビジネスプラ
ン(事業戦略)策定のために参考になる情報をとりまとめました。
第１章では、バイオサイエンス分野におけるベンチャービジネスの特徴などを説
明し、第２章では、バイオサイエンス分野でのビジネスプラン策定のための主なポ
イントについて、知財面、法務面、事業面に分けて説明します。第３章では、弁護
士・弁理士・公認会計士の三士業で構成された専門家⽀援チームが実際に大学の技
術シーズの事業化⽀援を⾏った事例を紹介し、第４章では、事業化に役⽴つ相談窓
口などの各種情報をとりまとめました。
本冊⼦により、バイオサイエンス分野のビジネスへの理解を深め、更にそれが近
い将来のバイオサイエンス分野における中小・ベンチャー企業の事業化促進に繋が
ることになれば幸いです。

平成 27 年 2 月
近畿経済産業局

バイオ・医療機器技術振興課
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【想定する主な読者】
本冊⼦では、創薬、創薬⽀援、再生医療、機能性⾷品、化粧品等の「バイオサ
イエンス」に基づいた「事業」について、一方には詳しいが他方には馴染みのな
いような下記の方を主な読者として想定しています。
①バイオサイエンス研究のプロフェッショナルではあるがビジネスの経験はない
大学や公的研究機関等の研究者
②バイオサイエンス分野での新規事業を考えている他分野の中小企業経営者
③上記研究者や経営者等からバイオサイエンス分野での新規事業の相談を受ける
士業や公的機関のコーディネータ等の⽀援者

第1章

バイオサイエンス分野のビジネス

(1)バイオサイエンス分野のビジネス環境の動向
バイオサイエンスの研究成果は、医療や⾷料など人類が直面する様々な課題の解
決に役⽴つ可能性があり、熱い期待が寄せられています。また、近年のバイオサイ
エンスの発展には目覚ましいものがあり、日本でも山中伸弥教授による iPS 細胞
の作製法発⾒など画期的な研究成果が次々と誕生しています。
バイオサイエンス分野の産業は、グローバル市場で拡大が期待できる有望産業と
して、国によるビジネス環境の整備等が着々と進められてきました。
1999 年には「産業活⼒再生特別措置法」(通称︓日本版バイ・ドール)が施⾏さ
れ、米国と同様に公的資⾦による研究成果である知的財産権を大学に帰属させるこ
とが可能となり、大学からの最先端の技術の移転が促進されました。2001 年には
経済産業省より大学発ベンチャー1000 社計画が発表され、ベンチャー設⽴の機運
が高まり、日本でも多数のバイオベンチャーが誕生しました。その後も政府として
「⾰新的医薬品・医療機器創出のための 5 か年戦略」(2007 年)や「新成⻑戦略」
における「ライフ・イノベーションによる健康大国戦略」(2010 年)、「医療イノ
ベーション 5 か年戦略」(2012 年)、「健康・医療戦略」(2014 年)等、ライフ
サイエンス産業の⽀援やバイオベンチャーの育成等が政策の重点項目として継続的
に取り上げられています。
2014 年には薬事法が改正され「医薬品医療機器等法」となるとともに、新たに
「再生医療等安全性確保法」が施⾏される等、法規制の⾒直しも進んでいます。
2015 年 4 月には日本の医療分野の研究開発の司令塔となる「(独)日本医療研
究開発機構(AMED)」の設⽴や、(独)医薬基盤研究所と(独)国⽴健康・栄養研究
所の統合による「国⽴研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所」の発足等、組
織再編の動きも⾒られます。
産業界においても、近年オープンイノベーションの動きが欧米を発端に世界中に
広がっており、バイオベンチャーへの注目度も高まっています。例えば医薬品開発
の現場では、創薬ターゲットの枯渇や臨床試験の成功率低下等の問題が生じており、
莫大な時間と開発費をかけても以前ほどには新薬が出にくい状況です。そのため製
薬企業は自社技術に固執せず、有望な創薬シーズや研究ツールを世界中のバイオベ
ンチャー等の中から探し出し、それを取り込むことが一般的になりました。
このようにバイオサイエンス分野でのビジネスを巡る環境の変化や後押しする動
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きが多方面でみられ、バイオベンチャーにも追い風が吹いています。

(2)国内バイオベンチャーの動向
オープンイノベーションの動きは日本でも進展しており、バイオベンチャーが大
⼿製薬企業と共同研究を開始する事例も増加しています。例えば、創薬開発プラッ
トフォーム技術を有するペプチドリーム(株)は、Novartis Pharma AG(スイス
ノバルティス社)、GlaxoSmithKline Plc.(英国グラクソ・スミスクライン社)等
の欧米のメガファーマを含む複数の大⼿製薬企業と共同研究開発契約を締結し、マ
イルストーンの達成を実現しています。独自のペプチド模倣技術により新薬開発を
する(株)PRISM Pharma は、契約一時⾦、マイルストーン等を含めて 250 億円
以上となる大型の共同研究契約をエーザイ(株)と締結しました。また、iPS 関連の
(株)ヘリオスとテラ(株)、核酸医薬関連の(株)ジーンデザインと(株)ジーンテク
ノサイエンス等バイオベンチャー同士の業務提携も⾒られます。
バイオベンチャーの新規上場(IPO)については、近年上場を果たしたペプチドリ
ーム(株)や(株)ユーグレナが時価総額 1000 億円を超える大型株になる等、バイ
オベンチャーに対する市場の期待感は依然大きいといえます。
国内のバイオベンチャーの企業数は 2006 年をピークに減少傾向にありました
が、前述の政策に基づく⽀援やオープンイノベーションの動き等のビジネス環境が
整備された影響等もあって、2011 年以降は再び増加し、2013 年には、過去最高
となりました。

図︓
国内のバイオベ
ンチャー企業総
数推移
(出所︓JBA
「2014 年バイ
オベンチャー統
計・動向調査報
告書」)
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(3)バイオサイエンス分野のビジネスの特徴
バイオサイエンス分野のビジネスと一口にいっても、新規医薬品創出を目指す創
薬ベンチャーのビジネスもあれば、創薬研究者向けの研究ツールを提供するビジネ
ス、再生医療や細胞治療をサポートするビジネス、天然物由来の成分を機能性⾷品
や化粧品の原料として供給するビジネスなど多岐にわたります。それぞれに特色や
違いはありますが、他分野と比べると、全般的な傾向として下記の特徴があります。
○産学連携による技術シーズが多い
バイオベンチャーにおけるビジネス
の核となる技術(コア技術)は、約半数
が大学や公的研究機関の研究成果を出
所としている(下図)。そのため、大学
等と企業が連携して研究開発を進める
ケースが多い。

○特許が重要
バイオビジネスは、技術シーズを基
にしたものが多く、特許を重視する。
医薬品では、一つの特許が年間数千
億円を売り上げる医薬品(ブロックバス
ター)の独占販売の拠り所となることも
ある。

○事業化までの開発期間が⻑い
大学等の基礎的な研究から派生する
ことが多く、実用化に時間がかかる。
新薬開発では基礎研究に 2〜3 年、
非臨床試験に 3〜5 年、臨床試験(治
験)に 3〜7 年、承認申請と審査に 1〜
2 年かかるといわれ、トータル 10 年で
新薬を上市できれば早いほうである。

○多額の費用がかかる
バイオビジネスのための研究開発に
は、研究用試薬等の消耗品、研究開発
要員の人件費、理化学機器等、多額の
コストがかかる。
特許取得のための費用も必要で、外
国出願には高額な費用が発生する。
新薬の開発には、治験費用を含める
と数⼗億円以上の資⾦が必要である。

○医薬品は、開発の成功確率が低く、
承認審査が必要
医薬品候補化合物が新薬として世に
出る成功確率は約 3 万分の１と言われ
ている。
承認審査は(独)医薬品医療機器総合
機 構 (PMDA) で ⾏ わ れ 、 最 終 的 に は 厚
生労働大臣の承認が必要である。

○実験室(ウェットラボ)が必要
バイオサイエンスの実験は、給排水
の設備や耐薬品性の床面、他の居室と
独⽴した個別空調設備等を有するウェ
ットラボで⾏うことが必要となる。
特に遺伝⼦組換え実験等を⾏うため
には、法令で定められた実験環境を整
備できる実験室が必須である。

図︓バイオベンチャーのコア技術の出所
(出所︓JBA「2014 年バイオベンチャー統計・動向調査報告書」)
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(4)バイオベンチャーの例
バイオベンチャーにも様々な事業形態がありますが、代表的なものをいくつかご
紹介します。
◯創薬ベンチャー
(パイプライン型バイオベンチャー)
医薬品の候補化合物の探索、非臨床
試験、臨床試験等を⾏うベンチャー。
製薬企業とマイルストーン契約を結
び、段階的に研究開発費を調達しなが
ら医薬品候補化合物(パイプライン)の
開発を進め、最終的には候補化合物の
物質特許を製薬企業へライセンスアウ
ト(特許権の譲渡や実施許諾)すること
を目指す。
成功すれば莫大な利益が期待できる
一方、数⼗億円規模の膨大な開発費が
かかり、開発資⾦の調達が非常に重
要。

◯創薬基盤技術ベンチャー
(プラットフォーム型バイオベンチャ
ー)
新薬の候補化合物の探索や抗体作製
等、創薬研究で有用な独自の基盤技術
(プラットフォーム技術)を持ち、受託
ビジネスやライセンスビジネス等を展
開。
比較的早期に売上が⾒込め、株式上
場時に⿊字化を達成するケースも⾒ら
れる。

◯再⽣医療ベンチャー
新分野として注目度の高い再生医療
技術に関連するベンチャー。
再生医療が本格的に普及するために
は、コスト等の課題をクリアする必要
があるが、薬事法の改正や再生医療の
特殊性を踏まえた「再生医療新法」の
施⾏等、法規制の課題も着々と解決し
つつあり、ベンチャーにも活発な動き
がある。

◯機能性素材ベンチャー
天然物からの機能性素材の探索や天
然では希少な物質等の大量生産技術等
によって、⾷品や化粧品等の原料を提
供するベンチャー。
医薬品ほど厳しい規制はなく、創薬
と比べれば早期に事業化が可能。
2015 年 からは、 サ プリメン ト 等の
⾷品において、体の部位への効能を具
体的に示す「機能性表示」が認められ
ることもあり、ベンチャーにとっても
新たなビジネスチャンスが生まれると
期待される。

【コラム】創薬ベンチャー
創薬ベンチャーとしては、大学等で発⾒された医薬品候補化合物をもとに開発を
進める大学発ベンチャーが典型的ですが、製薬企業等の開発チームが独⽴し、スピ
ンアウトベンチャーとして開発を進めるケースや、他の製薬企業で開発中の化合物
(パイプライン)の中から有望なものを⾒つけ出し、それを導⼊して開発を進める
ケース等もあります。
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第2章

ビジネスプラン策定の主なポイント

(1)総論
技術シーズをもとにした事業を成功させるためには、その技術をどのように世の
中に出していくか(事業化するか)について、中⻑期のビジョンを持ち、事業戦略
を⽴てることが大切です。
そのときには、知財面での戦略・法務の知識・事業化をイメージできる市場調
査・資⾦調達等の財務面等をポイントとして押さえておくことが重要です。
技術シーズを事業にするための過程は、研究分野や研究ステージ、自らの⽴場
(大学等か企業か)等によって様々ですが、一例を図示します。
大学等の基礎研究の成果
特

許

出

願

事業イメージを構想
各課題の検討
知財
法務
経営者

財務

市場調査

ビジネスプラン策定
バイオベンチャーを起業

事業会社へライセンスアウト

経営チームの組成

提携先の探索

資⾦調達

提携先での技術評価

ベンチャー設⽴

共同研究
事

業

化

この図にもあるように、知財・法務・財務・市場調査等の各課題を検討する前に
は、将来の事業イメージを持つことも重要です。研究の成果が出たら、その技術シ
ーズをもとに「誰に何をどのように売るのか︖」「競合技術にどう勝つのか︖」等
を考え、事業イメージを想定し、それを実現するために知財・法務・財務等の観点
から何が必要かを考えて、一貫性のあるビジネスプランを策定しましょう。
バイオベンチャーのビジネスモデルは様々です。創薬ベンチャーであれば、製薬
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企業と提携し、契約後の研究開発の進捗に応じて、契約一時⾦、研究開発協⼒⾦、
マイルストーン、ロイヤリティ等を契約締結時から上市後まで段階的に受け取りま
す。このビジネスモデルは、創薬基盤技術ベンチャー等でもよく採用されています。
研究開発ステージに応じた資⾦調達
契約一時⾦

契約締結時に一定の権利の付与に対して受け取る対価

研究開発協⼒⾦

研究開発の経済的援助として受け取る対価

マイルストーン

ライセンス契約に基づき、研究開発の進捗(予め段階的に設
定された目標の達成)に応じて受け取る一時⾦

ロイヤリティ

製品上市後に売上額の一定比率を受け取る対価

研究用試薬や機能性⾷品・化粧品の原料等の自社製品を販売するビジネスモデル
もあります。その際は、自社で製造するだけでなく、下図のように外注することも
あります。

大学等

ライセンス
許諾
ライセンス料

バイオ
ベンチャー

委託料

製品

販売先

代⾦

製品

製造委託先

【コラム】ベンチャー起業か︖ライセンスアウトか︖[大学等の方へ]
最近は大学発ベンチャーに対する⽀援策が充実した影響で、起業にチャレンジす
る研究者が増えつつあります。ただし、技術シーズによっては、起業がベストの選
択肢ではなく、ライセンス許諾や権利譲渡等の他の選択肢のほうが適当かもしれま
せん。その判断を的確に下すためにも、ビジネスプランを策定することは役に⽴ち
ます。
【コラム】研究の前に事業戦略[中小企業の方へ]
企業は初めから事業による利益追求を目的としますので、大学等とは異なり、研
究に着⼿する前に市場調査や特許調査、侵害調査等を⾏い、事業戦略を⽴案するこ
とが基本です。予め事業化に向けて解決すべき技術的課題を明確にし、その研究に
集中投資することで、効率よく研究を進めることができます。
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(2)知財面のポイント
(a)知財とは︖特許とは︖
バイオサイエンス分野での事業展開において、最も重要な戦略の一つが知財戦略
です。知財は最大の武器であり売り物でもありますので、細心の注意を払って検討
すべきです。
知財、つまり知的財産権は無形の財産権で、特許権、実用新案権、意匠権、商標
権、著作権、育成者権、営業秘密など多岐に渡ります。その中でもバイオサイエン
ス分野で最も重視されるのが特許権です。
特許権は、発明を独占実施できる権利です。特許権として認められれば、所定の
⼿続きにより出願日から 20 年後まで権利を保持することが可能です。(医薬品に
ついては、新薬としての承認を受けるまで販売ができず、その間に特許を実施でき
ない期間が生じますので、それをカバーするために最大 5 年の権利期間の延⻑が
認められます。)
ただし、特許出願の内容は、通常は出願から 1 年半後にウェブページ等で公開
されますので、世界中の誰もが技術内容を知ることができます。

(出所︓特許庁「平成 26 年度知的財産権制度⼊門」(一部改変))
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最終製品からは検出できない製造方法のノウハウ等(営業秘密)は特許出願せず、
秘匿する戦略も考えられます。
ただしノウハウ等は一旦外部に漏れると、法的⼿段が取れず打つ⼿がなくなるお
それがあります。またそのノウハウ等と同じ技術を他者が後から特許出願すると、
そちらの特許が成⽴する可能性もあります。後者の場合、先使用権が認められれば
事業の継続は可能かもしれませんが、市場の独占は難しいでしょう。
ビジネスでは商標もよく使われます。商標とは、商品やサービスに付けるマーク
のことです。模倣品の出やすい製品を海外で販売するのであれば、商標が強⼒な武
器になります。なお、商標は特許と異なり、申請によって存続期間を何度でも更新
することができるため、20 年以上権利を持つことも可能です。

(b)いかにして特許を取得するか︖(特許調査から出願後 2 年半まで)
特許権を取得するためには、数多くの⼿続きが必要です。ここではビジネスプラ
ン策定段階から知っておくとよい事柄を中心に説明します。
中小企業では
市場調査、特許調査、侵害調査
事業戦略の⽴案
研 究
発 明
特許調査（先⾏技術調査）
特許明細書の作成

【大学等】
出願後に
学会等で発表する
ことを徹底

特 許 出 願
出願から1年までに …
出願から1年半（公開）までに …
出願から2年半までに …

◯特許調査

外国出願、国内優先権主張出願
改良発明の新たな出願
各国移⾏手続き

発
表

【中小企業】
公開後に
展示会等で発表する
ことが望ましい

発
表

〜適切な権利範囲を⾒極める〜

発明を特許出願する前に、特許⽂献や学術論⽂等の公知⽂献で先⾏技術調査を⾏
い、その発明と同一または類似の技術が既に知られていないか調査します。
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同一または類似の技術が⾒つからなければ、広い権利範囲の特許を取得できる可
能性があります。もし類似技術が⾒つかれば、同じ分野の専門家であっても、その
類似技術から容易に思いつく発明ではない(進歩性がある)ことを特許明細書で強
く主張すれば、特許になる可能性が高まります。
特許調査は、外部の専門家(弁理士、特許調査会社、知財コンサルティング会社
等)に依頼することもできますし、特許庁の特許電⼦図書館(IPDL)等を用いて自
らで検索して⾏うこともできます。
なお、特許出願は出願から 1 年半経過しないと公開されません。つまり、ある
時点で調べた特許⽂献の中には、直近の 1 年半の特許出願は含まれません。その
ため、出願時の調査では気になる特許⽂献がなかったとしても、安心するのは早計
です。特許⽂献の調査は継続的に適宜⾏いましょう。
大学等の研究者はご自身の研究分野の最新動向を熟知しているので、自らの発明
が世界初か否かは既に知っており、特許調査は不要と思われるかもしれません。
確かに、単にその部分だけで特許を取るのであれば、それでも構いません。しか
し、事業化を目指すのであれば、“使える”特許にしなければなりません。ライセ
ンスアウトするのであれば、特許はまさに「売りモノ」ですので、可能な限り権利
範囲を広げて価値を高める必要があります。
とは言え、闇雲に権利範囲を広げると、先⾏技術が⾒つかりやすくなり、特許と
して認められにくくなります。そこで、特許調査が活きてきます。特許調査により
先⾏技術のない限界を⾒極めて、適切な権利範囲を設定しましょう。特許出願後、
数年経って、ライセンス交渉等をするときに、権利範囲が狭すぎたと気づいても遅
きに失することになります。“使える”特許にするためにも、特許調査をすること
をお勧めします。
【コラム】パテントマップにまとめる
調査した特許情報を整理・分析し図面や表等で表してパテントマップにすること
も有用です。先⾏技術をマッピングすることで、権利化の⾒込みの高い領域を絞り
込むことができます。ただし、パテントマップを自ら作るには⼿間やコストがかか
るので、対象とする技術分野のパテントマップが特許庁の「特許出願技術動向調査
報告書」等で公開されていれば、それを活用してもよいでしょう。
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◯特許明細書の作成

〜ビジネスでの活用法まで想定〜

特許の権利範囲は、「特許請求の範囲」として記載された内容です。この書き方
一つで権利範囲が広くも狭くもなり、将来のライセンス交渉等を左右することにも
なります。「特許請求の範囲」の⽂言は、将来の事業イメージを具体的に想定し、
細部まで配慮すべきです。
詳細については専門家である弁理士にお任せすることになりますが、大学等の研
究者等も特許明細書を書くためのポイントをある程度知っておく方が弁理士との話
もスムーズに進みます。参考になる書籍も市販されていますし、特許庁や特許事務
所のウェブページ等にも有用な情報がありますので、ご参照ください。
また、特許明細書の作成においては、学術論⽂を法律的な⽂章に単に置き換える
だけでは不⼗分です。その技術をもとにどのようなビジネスを展開するのかを理解
しなければ、ビジネスで有効な特許にはなりません。そのため、弁理士とは、技術
内容だけでなく将来の事業イメージ等も共有して、ビジネスでの活用方法を想定し
ながら作成することが望ましいです。
特許の権利範囲には限界があります。研究者や中小企業経営者の中には、一つ特
許を出すと、それにこだわり過ぎてしまい、言わば「点」で事業を守ろうとする
(守れると思い込んでしまう)方がいますが、ライバル企業の視点に⽴てば、障害
となる特許が一つあるのなら、その周辺特許を抑えることで相⼿の特許の使用を実
質的に封じ込める戦略が可能かもしれません。
それに対抗するためにも、一つの特許出願で安心せず、追加の研究成果も随時特
許出願し、特許群として言わば「面」で守る発想を持つことも重要です。
【コラム】職務発明[大学等の方へ]
大学等に所属する研究者が発明をしたときには、職務発明として扱われ、発明届
の提出等が職務発明規程で定められていることが多いです。職務発明規程は各大学
等で異なりますので、不明な点は各大学等の産学連携本部等の担当部署に相談し、
適切に対処しましょう。
◯特許出願

〜出願は学会等での発表前に〜

大学等の研究者であれば、よい実験結果が得られると、すぐにでも学会発表した
いと思われる方も多いでしょう。しかし事業化を考えるのならば、発表前に特許出
願を済ませておきましょう。もし学会等で発明を公表してしまうと、新規性が失わ
れますので、それが原因で特許を取れなくなります。後々に禍根を残すことになり
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ますので、原則として発表前に特許出願をしておきましょう。なお、卒業論⽂や修
士論⽂等の発表であっても、特段の対策をしない限り、発明の新規性が喪失します
ので、ご注意ください。
大学等と共同研究をする中小企業も同様です。自らが学会や展示会等で発表する
のはもちろん、共同研究先の研究者にも学会発表前に特許出願することを徹底して
もらいましょう。
【コラム】新規性喪失の例外
特許法には、学会等で発表してから 6 月以内に出願すればその発明の新規性は
失われないという救済措置(新規性喪失の例外)の規定がありますが、この規定は
あくまで日本の法律であって日本国内でしか通用しません。欧州や中国等では同様
の救済措置がないため、一旦発表してしまうと、それらの国々での特許権取得は諦
めざるを得ません。出願は必ず発表前にするという意識を持ちましょう。
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◯出願後 1 年まで

〜外国出願、国内優先権主張出願〜

外国での権利化のためには、日本での出願(先の出願)から 1 年以内に外国に出
願することが好ましいです。先の出願から 1 年以内であれば、パリ条約上の優先
権を主張することができ、外国出願の出願日が日本での出願日まで遡及するからで
す。また、外国出願する場合、PCT 国際出願をすることができます。PCT 国際出
願とは、ひとつの出願願書の提出によって約 150 カ国の PCT 加盟国すべてに同
時に出願したことと同じ効果を与える出願です。
先の出願から 1 年以内であれば、改良発明やデータ・実施例等を追加し、国内
優先権を主張して、新たな出願をすることができます。国内優先権を利用した場合、
先の出願に記載されている発明については、先の出願時を基準に進歩性等が判断さ
れるメリットがあります。ただし、追加による効果等については⼗分に検討する必
要がありますので、弁理士とよく相談の上で⾏いましょう。
◯出願後 1 年半まで

〜改良発明は基本特許の公開前に出願するのが理想〜

出願後 1 年半を経過すると、特許明細書が公開されます。その後に別の出願を
すると、先の出願が、自らの出願か否かに関係なく公知の先⾏技術⽂献となり、そ
れに対する新規性・進歩性が問われ、権利化のハードルが高まります。そのため改
良発明は、遅くとも先の出願の公開前に出願することが望ましいです。
なお、公開前に出願を取り下げれば公開を避けることが可能です(ただし、公開
特許公報発⾏の準備に⼊っている場合、公開前に出願を取り下げても公開される場
合があります)。この方法は、一旦特許出願したものの、ノウハウとして秘匿した
くなった場合等に利用できます。
◯出願後 2 年半まで

〜外国への移⾏手続きのタイムリミット〜

出願後 1 年以内に PCT 国際出願をした場合、出願後 2 年半以内に権利化を図り
たい国を決定して、各国への申請(移⾏⼿続き)が必要です。そのためには翻訳料
や海外の特許事務所(現地代理人)の⼿数料等に高額な費用が発生しますので、こ
の時期までに資⾦の目処を⽴てておく必要があります。

(c)外国への出願(国内出願時から意識する)
バイオビジネスは、戦略によっては外国での特許が重要になります。ただし特許
には、全世界で独占実施権を得られる「世界特許」のようなものは存在しません。
基本的に特許は各国に申請し、各国で審査され、各国で権利が発生します。
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各国への⼿続きには各国特許庁への費用の他に、翻訳料や現地代理人の⼿数料も
必要です。また、特許として認められれば権利を維持するための特許料(維持年
⾦)も各国で必要です。このように外国での権利化には高額な費用がかかるので、
将来の事業を⾒定めて、必要な国に絞って効率よく出願する必要があります。
どの国に出願すべきかについては事業戦略によって異なりケースバイケースです
が、一般論として、事業は最終的には製品やサービスを市場に提供することになり
ますので、「市場国」が重視されることが多いです。
次に重視されやすいのは「生産国」です。競合会社が生産しようとする国におい
て予め特許権を確保すれば、競合会社の生産⾏為の排除やライセンス料獲得が可能
になります。
外国で特許権を取得するためには、PCT 国際出願や直接出願などの方法があり
ます。一般的にはまずは日本国内で出願し、それを基に PCT ルートで⼿続きを進
めることが多いですが、いずれにしても国内出願から 1 年以内に⼿続きをしなけ
ればならない点では共通ですので、国内出願をしたときからこの期限を意識しまし
ょう。また、外国出願のタイミングで実施例等の追加も可能です。それまでに実験
データを揃えておく、特許請求の範囲を事業に即した内容にするなど、明細書をブ
ラッシュアップできるように準備しましょう。
【コラム】特許明細書の翻訳
大学等の研究者は英語の論⽂を日常的に書き慣れていることもあり、日本語の特
許明細書の翻訳をご自身でやろうとする方もいます。しかし、特許明細書は技術用
語と法律用語が⼊り混じり、例えば単数と複数の扱いにも独特のルールがあり注意
が必要です。そういった事情を把握せずに翻訳すると、後々権利関係で問題になる
おそれがあります。翻訳は、特許事務所や特許⽂献に慣れた翻訳会社等の専門家に
依頼することも考えてみましょう。

(出所︓特許庁「平成 26 年度知的財産権制度⼊門」)
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(d)特許にかかる費用は︖(バイオサイエンス分野は高くなりがち)
特許権を確保するためには権利取得までの⼿続きや取得後の権利維持等に相当の
費用がかかります。バイオサイエンス分野の特許取得にかかる⾦額は、機械系など
一般的な分野と比べると、発明の内容が複雑で、実施例の説明等が⻑くなるためペ
ージ数も多く、比較的高額になる傾向があります。
この負担はバイオベンチャーにとっては重くなりますが、特許は事業の根幹をな
すことも多いため、計画的に資⾦を確保しましょう。
この場合、国の⽀援制度を活用することで、費用を軽減することができます。中
小企業であれば、国内出願に関しては、特許庁への審査請求料や特許料の減免制度
が あ り ま す 。 外 国 出 願 に 関 し て は 、 特 許 庁 、 ( 独 ) 日 本 貿 易 振 興 機 構 (JETRO) 、
(独)中小企業基盤整備機構などの助成等が活用できます。(第４章参照)
また、日本弁理士会は、中小企業や大学がどちらも対象となる特許出願等援助制
度を実施しています。日本弁理士会のウェブページでは、地方自治法等による特許
にかかる助成制度をまとめ、「助成制度調査結果」として公開されています。

(e)知財をどう活用する︖(自己実施、ライセンス許諾、権利譲渡)
知財は取得するだけでなく、活用してこそ意義があります。活用法も複数あり、
それぞれ一⻑一短がありますので、各々の特性を理解した上で、目指す事業に適し
た方法を選択することが大切です。

自己実施

自らが特許を使用し、他者には一切使用させない。価格や利益
を維持しやすく、大きな利益が期待できる。
ただし、侵害品の監視や他者からの権利上の攻撃への対応、特
許の維持管理費等が必要。

ライセンス
許諾

特許権者(ライセンサー)が権利を保持しながら他者(実施権者・
ライセンシー)に対して、実施を許諾する方法。その対価としてラ
イセンス料を獲得する。複数の他者へライセンス許諾をすれば事
業のリスク分散が図れ、市場拡大も期待できる。一社のみに独占
的な実施権を付与すれば、ライセンス料を高く設定することも可
能。
ただし、自己実施と同様に、特許の維持管理費等が必要。

権利譲渡

他者に特許権を譲渡し、対価を得る方法。自らは研究開発に専
念し、それ以降の製造・販売等は他者に委ねる場合等に適する。
ライセンス許諾よりも大きな⾦額を請求しやすく、特許の維持管
理費が不要。
ただし、自らも特許を使用できず、権利譲渡した後では取り返
すことが容易でないため、慎重な判断が必要。
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なお、ライセンス許諾や権利譲渡においては、対象とする特許は、既に審査が終
了し特許権として登録されているものに限らず、審査前や審査中のもの(特許が成
⽴するか不確定なもの)を対象とするケースもあります。

(f)侵害調査(特許を取得しても、他者の特許が大きな壁になることも)
特許を取得できても、それを実施するときに他者の特許を侵害しないとは限りま
せん。特許を持っていても別の特許を侵害していれば、他者から訴えられる可能性
があります。
他者の特許を侵害すると、⺠事上の損害賠償や差⽌請求を受けることになり、刑
事罰の対象ともなり得ます。他者の真似をしたわけではなく独自に研究開発した成
果であったとしも、それで侵害を免れるわけではありません。相⼿の権利範囲に含
まれていれば特許権侵害とみなされます。
想定するビジネスが他者の特許権を侵害しないかを調査することは、事業を⾏う
上で非常に重要です。調査の結果、もし想定するビジネスに影響を与える他者特許
を発⾒した場合には、本当に侵害にあたるのかどうか弁理士などの専門家に相談し
て的確に分析することが必要です。
【コラム】侵害が認められる場合の対処法
・相⼿の特許の出願日よりも前の⽂献であって、その特許の新規性・進歩性を否定
できるものを⾒つけ出し、それを根拠に無効審判を請求する。
・相⼿の特許出願日よりも前に、自らが同じ発明の使用等をしていたのであれば、
それを⽴証できる証拠(ラボノート等)を確保し、先使用権(その発明を継続して
実施できる権利)を主張する。
・こちらの事業を、相⼿の特許権を侵害しないものに変更する。
・相⼿と交渉し、特許権の譲渡やライセンス許諾を受ける。
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(3)法務面のポイント
法務は、事業活動の様々な局面で重要となります。ここでは 3 つの場面を想定
し、法務面の主なポイントを説明します。

(a)技術移転(ライセンスアウト)に向けた準備
○技術シーズの評価
技術移転に関する流れは一般的には下図のようになります。大学等や中小企業の
技術シーズを、大⼿・中堅の企業へライセンス許諾または権利譲渡するためには、
まずは技術シーズに興味を持ちそうな企業を⾒つけ出し、その企業に技術評価して
もらう必要があります。
この時点から、思わぬトラブルを未然に防⽌するためにも、情報開示やサンプル
提供等の段階に応じて、必要な契約を締結しておくべきです。

(出所︓(独)工業所有権情報・研修館「知っておきたい特許契約の基礎知識」)
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秘密保持
契約
(NDA)

技術移転に向けて企業と接するときに、開示した秘密情報につい
て、相⼿から第三者への漏洩や相⼿による目的外使用等を防⽌するた
めに締結する契約。
秘密情報としては、公開前の特許出願の内容等がある。

研究試料
提供契約
(MTA)

遺伝⼦や細胞、試薬、実験動物等の研究試料を相⼿に提供し、相⼿
の実験系等で技術評価するときに締結する契約。
契約内容は、対象とする研究試料の特定、義務を負う期間、目的外
使用の禁⽌、知財の取り扱い等。

オプショ
ン契約

共同研究を実施するか否か、特許の実施許諾を受けるか否か等の選
択権(オプション)を相⼿に一定期間与える契約。
こちらは相⼿に対し、選択に必要な情報や研究試料等を提供し、相
⼿は一定のオプション⾏使期間内に限り、それらに関する技術評価を
することができる。

【コラム】秘密保持契約は⼀方的︖双方向︖
技術シーズに興味を持つ企業に接触し、詳細な説明をするときは、事前に秘密保
持契約を締結することが大切です。
秘密保持契約は、相⼿がこちらに対して一方的に義務を負う誓約書の形式でも構
いませんが、技術移転の話が進展するにつれて、相⼿側の特許の活用方法や活用目
的、将来の事業構想など、相⼿側の秘密情報に触れる可能性もありますので、双方
が同等の権利・義務を負う形式にしてもよいでしょう。
【コラム】秘密情報を受ける側のリスク
製薬企業等では、ベンチャー側から技術情報を受ける際、公開できる情報だけで
説明してほしいと要望することがあります。これは、ベンチャー側が秘密にしてい
る技術が、既にその製薬会社等においても独自に有する技術である可能性があるた
めです。もしその技術がベンチャー側から提示される秘密保持契約の対象になって
しまった場合、製薬企業等は独自技術であるにもかかわらず自由に実施できなくな
ります。そのため、公開できる情報による説明のみに限定することで、リスクを回
避しています。
◯共同研究
共同研究を効率的に進めるためには、双方に良好な信頼関係があることが重要で
す。しかし、共同研究を開始する前にいくら信頼関係があったとしても、その後に
トラブルが発生することもあります。例えば、共同研究の成果が出てから、特許の
持ち分を決めようとしても、実際の寄与度と成果とを正確に対応させることは困難
ですので、互いの主張が対⽴し、折り合いがつかなくなる可能性もあります。また、
共同研究の開始前から自らが保有していた技術を特定しておかないと、相⼿にその
技術も共同研究の成果とみなされて、勝⼿に使われてしまうおそれもあります。
そのため、共同研究を開始する前に、共同研究契約を締結し、権利の取り扱いや
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役割・費用の分担等を予め定めておく必要があります。ここで重要なことは「事前」
に締結するということです。事後に締結しようとしても、そのときには上記の例の
ように既に紛争が生じてしまい、締結が困難になるおそれがあるためです。
通常は、共同研究での成果物は共有となり、特許も共同出願となるので、注意が
必要です。特許が共有のときには一方の特許権者が他の特許権者から同意を得なけ
れば第三者へのライセンス許諾等ができず、自由なライセンス活動ができなくなり
ます。
また、特許の実施は両者とも自由にできますので、共同研究相⼿が大⼿企業のと
きは、生産⼒や販売⼒等に勝る大⼿企業との販売競争に打ち勝つことは難しく、結
果的に製品がほとんど売れない状況に陥るおそれがあります。
将来の事業化を考えるのであれば、特許出願費用を負担してもらえるからという
ような目先の理由から安易に大⼿企業等と共同研究を開始するのは避けるべきです。
共同研究を⾏うか否かについては、特許が共有になることの意味をよく理解し、
将来の事業を⾒据えて慎重に判断しましょう。
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(b)研究者がバイオベンチャーを⽴ち上げるとき
ここでは、大学等の研究者がバイオベンチャーを⽴ち上げる場合に注意すべきこ
ととして、利益相反、権利の承継、権利関係の整理、法人設⽴について説明します。
◯利益相反
真理の探究を目的とする大学と、利益追求を目的とする企業とは、基本的な性格
や役割が異なりますので、大学の研究者が産学連携活動に伴って得る利益と大学に
おける研究者としての責任とが衝突する状況も生じえます。このような状況がいわ
ゆる「利益相反」といわれるものです。
利益相反は産学連携活動全般に関係しますが、各大学等には利益相反ポリシーが
あり、独自のマネジメントシステムが構築されていますので、各大学等の利益相反
担当部署に適宜問い合わせ、ルールに則って適切に対処する必要があります。特に
大学等の研究者が企業の取締役に就任するときには⼗分留意しましょう。
◯権利の承継
大学等の研究者が、大学等から特許出願した発明をもとにベンチャーを⽴ち上げ
る場合、大学等からベンチャーへの権利譲渡やライセンス許諾が必要です。その流
発 明届

れの一例を図で示します。

大学等の研究者

大学等

発 明

発明委員会等で審議

個人で特許出願

大学等で特許出願
各種手続き（中間処理）

バイオベンチャー
ラ イ

セ ン

ス 交

③交渉不成⽴

①権利譲渡
特許権の所有

渉

対価

特許権の所有
②ライセンス許諾
許諾
対価
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特許権 の所有

特許権 の実施

特許権の実施

研究者がベンチャーを起業すると、研究者はベンチャー側の⽴場で、大学等とラ
イセンス交渉することになります。その時点では、元々の発明は研究者が生み出し
たものであるにも関わらず、職務発明規程に従って、権利は大学等が所有していま
す。そのため、一旦大学等に移転した権利を研究者側(ベンチャー側)に引き戻す
必要があります。
ライセンス交渉の結果はケースバイケースで、大学等からベンチャーに低額また
は無償で譲渡やライセンス許諾をしてもらえることもあるかもしれませんが、逆に、
大学等から高額な対価を要求され、自身が発明者であるにもかかわらず特許を使え
ずに、起業を断念せざるを得ないケースもありえます。また、研究者は大学等の異
動が多々あり、前職の大学等で出願した特許をもとに起業するケースもありえます
が、その場合のライセンス交渉はより困難になるかもしれません。
大学側の対応は、基本的には各大学等のライセンスポリシーに従いますが、ライ
センスポリシーは大学等によって異なりますし、実際には同じ大学等であっても、
担当者によって対応が異なることもあるようです。
◯権利関係の整理
知的財産権を元にした事業を⾏う場合、その権利が共有であれば、権利関係を整
理することが重要です。権利を受けて実施する大⼿企業にとっては、権利者が誰で
あるか、独占または非独占の実施権の設定はあるのか、といった権利関係がライセ
ンス交渉の重要なファクターの一つと考えられています。権利関係の整理は、将来
のライセンス交渉を⾒据えて、細心の注意を払って検討すべきです。
○法人設⽴
法人格は法務局の商業登記簿に登記することにより認められます。法人格を取得
すると、事業の主体は法人となり、契約も法人がすることになります。
会社形態は、株式会社とするのが一般的ですが、事業の目的や内容等によっては、
合同会社(日本型 LLC)や有限責任事業組合(LLP)等の別形態とすることも考えら
れます。それぞれの特徴を以下に示します。
株式会社
合同会社
有限責任事業組合
(LLP)

会社法による運営規制、社会的信用大
定款自治、配当自由設定、株式会社への組織変更可
法人格を有しない(不動産の登記、知的財産権の登録に表示
は可)、内部自治原則、構成員課税、組織変更や合併ができ
ない
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【コラム】事業化を目指すのなら、任意団体ではなく法人で
複数の企業や大学等がコンソーシアム形式で共同プロジェクトを進めていた場合、
任意団体(協議会等)を⽴ち上げるケースもあります。しかし、任意団体は法人格
を有しませんので、契約⾏為はできません。事業化を目指すのであれば、新たに法
人を設⽴することが望まれます。
法人設⽴のメリットは一般的に信用面や税⾦面等が挙げられます。信用面のメリ
ットは営業面で最も大きなメリットで、事業を発展、拡大させていくために重要で
す。税⾦面のメリットは個人事業よりも節税効果がありますが、それは既に事業が
採算ベースに乗って利益がでていることが前提です。

(c)中小企業が産学連携を始めるとき
中小企業が大学等の技術シーズを活用し、産学連携事業を開始する場合には、前
提として、大学等と企業では根本的なところでお互いの目的意識に違いがあること
を認識しましょう。
大学等の使命は研究・教育・社会貢献ですが、企業の使命は売れる商品をつくっ
て収益を高めることです。そのため、産学連携により生み出された知財の取り扱い
についても基本的なスタンスに違いが生じます。
大学等は論⽂発表すること、つまり研究成果を公共のものにすることに重きを置
き、企業はその知財で事業を⾏うこと、つまり特許権を活用し収益を上げることに
重きを置きます。そして、このような違いが原因で、大学等は「企業は利益ばかり
気にしてサイエンスがわかってない」と言い、他方で企業側は「大学の先生は論⽂
ばかり気にしてビジネスのことがわかっていない」と言って、お互いに不満を抱い
てしまいがちです。
しかし、このような目的意識の違いは、それぞれの⽴場を踏まえると当然のもの
ですから、無理に目的意識を完全に一致させる必要もありません。むしろ、大学等
と企業には上記のような目的意識の違いが存在することを前提に、お互いの⽴場を
尊重しながら協⼒体制を整えるほうが建設的ではないでしょうか。
○秘密保持契約
大学等にはライバル企業が相談に来る可能性もあります。このため、相談の段階
から秘密保持契約を取り交わすことが望ましいです。
また、共同研究先の研究室の学生・院生は卒業後、競合他社に就職するかもしれ
ません。しかし、学生・院生は大学と雇用関係がないため、大学等との契約では守
秘義務を強制できません。そのため、学生・院生に対しては、誓約書・宣誓書等の
提出や、指導教官を通じた秘密保持の指導等が必要です。参画メンバーを博士課程
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以上やポスドクのみに限定すること等を考えてもよいでしょう。
○共同研究契約
大学等では契約の雛形が予め用意されていることが多いですが、まずは研究者や
産学連携担当者等と⼗分に話し合い、共同研究の目的や内容を具体化し擦り合わせ
ましょう。内容によっては共同研究よりも受託研究の方が適切なこともあります。
その上で、契約担当者を交えて契約締結の準備を開始します。この際、契約の雛
形をもとに、費用負担や期限、成果物である知財の取扱い等の各条件を⼗分に協議
し、お互いに納得することが大切です。
一方、いくら共同研究契約があっても、大学等の関係者(研究者や産学連携担当
者等)との良好な関係がなければ、プロジェクトの円滑な運営は困難になるでしょ
う。研究者をはじめとした大学等の関係者とのコミュニケーションを密に⾏い、プ
ロジェクトの進捗管理や情報管理は大学等に任せきりにせず、大学等側と定期的に
意⾒交換しながら企業側も主体性を持って産学連携プロジェクトに取り組みましょ
う。
なお、大学等は、共同研究の成果をもとに自ら事業を実施し収益をあげることは
できません。そのため、特許を実施できない大学等に対し共同研究相⼿の企業が実
施料を⽀払って補償する不実施補償を契約の中で求められることがあります。
【コラム】大学等との契約書に雛形があっても、ノーチェックではダメ
各大学等にはライセンスポリシーが定められていて、共同研究や受託研究等の契
約書の雛形があることも多いです。ただし、共同研究等は一件一件事情が異なりま
すし、雛形のままでは権利関係の条項がベンチャー側にかなり厳しい場合もありま
すので、雛形をノーチェックで使うことは避けましょう。
雛形の内容変更を申し出たときの大学等の対応は様々で、交渉の末、こちらの事
情を理解し、柔軟に対応してくれることもありますが、内容の変更は一切認めない
との⽴場を貫かれて押し切られてしまうこともよくあります。いくら交渉しても変
更が無理な場合には、別途覚書を交わす等の対応を検討しましょう。
いずれにしても、相⼿が大学等だからと諦めず、契約書はきちんとチェックし、
事業の妨げになる条項が含まれていれば交渉することをお勧めします。具体的な対
応にお困りのときは弁護士等の専門家にご相談ください。
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【コラム】研究成果の公表に注意
共同研究の成果を大学等の研究者が無断で学会発表してしまい、新規性が失われ
て、特許化できなくなってしまうケースがあります。
共同研究の成果を学会等で公表する可能性があるときには、早めに話し合い、事
前に特許出願しておきましょう。
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(4)事業面のポイント
企業経営には、ヒト・モノ・カネ・情報の四つ経営資源を調達し、運用すること
が重要といわれます。以下では、事業面の主なポイントをヒト・モノ・カネ・情報
の観点に分けて説明します。

(a)ヒト(経営者、研究開発要員、経理・財務要員)
○経営者
大学発ベンチャーでは、発明者である大学等の研究者が経営を担うケースがよく
みられます。しかし研究者は、研究のプロではありますが、経営者としての経験は
積んでいませんので、会社の舵取りをしようとしても⼾惑うことが多いようです。
また本業である大学等の業務も多忙で、ベンチャー経営に⼗分な時間を割けなくな
りがちです。そのため、良い技術シーズがあるのならば、経営的な能⼒のある人材
を確保し、その人物(または経営チーム)に経営を任せる体制にすることが望まし
いです。技術シーズを理解でき、グローバルな視野を持ち、アライアンス等で戦略
的な判断ができるような人材がいれば理想ですが、現実には適任者が⾒つからず、
研究者が苦労しながら経営をしているケースもあります。
○研究開発要員
研究開発要員は事業を進めるという観点からコア技術の開発に適切な人材を当初
から選択することが大切です。創業期のベンチャーは⾦銭的余裕がありませんので、
通常は数人程度の少人数になります。そのため、一人ひとりが会社全体に及ぼす影
響が大きく、有能な人材の確保は極めて大きな問題です。
○経理・財務要員
会社を作り運営するということは資⾦の収⽀があるということです。経営者のバ
ックグラウンドにもよりますが、扱う資⾦が大きくなればなるほど収⽀をきっちり
把握して次の戦略に生かせるよう専門の経理要員、さらには財務要員が必要です。
正確で適切な財務諸表を出せるか否かで会社の信用が作られていきます。事業の
ステージによって早めに対応したほうが良いでしょう。
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(b)モノ(特許、実験室(ウェットラボ)、機器設備)
○特許
バイオサイエンス分野の事業では、特許が「売りモノ」になるケースが多くあり
ます。前述のとおり特許取得には抜かりのないように準備しましょう。
また特許に裏付けされた技術シーズをどうアピールするかも重要です。他の技術
と比較したときの強みや弱みを把握し、将来のビジネス環境の中でその技術シーズ
をどう位置づけるか等を明快に説明することが顧客へのアピールになります。
【コラム】大学等と企業での実験データの捉え方
大学等と企業では実験データの捉え方に違いがあります。大学等では論⽂のため
に実証数は少なくても素晴らしい結果を示すチャンピオンデータを重視しがちで、
企業は製品開発のために、チャンピオンデータよりも安定性、再現性に優れたデー
タを重視します。それぞれ目的が異なりますので、捉え方が異なるのも当然ですが、
事業を目指すのであれば論⽂とは違った視点も必要です。
○実験室(ウェットラボ)(第 4 章参照)
バイオベンチャーを⽴ち上げたときに真っ先に必要になるのが実験室です。バイ
オサイエンス系の研究には通常、給排水設備や耐薬品性の床、他の居室と独⽴した
個別空調設備等を備えたウェットラボが必要です。また、遺伝⼦組換え生物等を扱
う場合には、国際協定に基づくカルタヘナ法によって遺伝⼦組換え生物等の拡散防
⽌措置が定められており、それに対応した実験室を準備する必要があります。
ウェットラボを備えた施設としては、(独)中小企業基盤整備機構が全国各地に
整備するインキュベーション施設や、地方自治体や大学、⺠間企業等が運営するレ
ンタルラボ等があります。各施設にはそれぞれ特色がありますので、設備のハード
面に加え、例えば⼊居企業や近隣研究機関との人的ネットワークの状況や、インキ
ュベーション・マネージャー等が常駐しておりビジネス⽀援にも注⼒しているか等
といったソフト面も確認しましょう。

(独)中小企業基盤整備機構
彩都バイオインキュベータ
(大阪大学連携型起業家育成施設)
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○機器設備
実験室には理化学機器等を設置する必要があります。ベンチャー設⽴当初は資⾦
的にも厳しいでしょうから、知人に譲ってもらう、あるいは中古の理化学機器を扱
う専門業者を活用するのもよいでしょう。上場したバイオベンチャーの中には、中
古品を大いに利用した企業もあります。また、理化学機器や実験台等は購⼊せずに、
レンタルやリースで調達してもよいでしょう。
【コラム】臨床試験に向けた製剤等の製造に対する考え方
バイオベンチャーの中で新薬や再生医療等に関係しているベンチャーは当初から
臨床試験に向けた製剤等の製造をどうするのかを考えておく必要があります。いず
れも法律による承認が必要だからです。新薬の場合は特に早い段階から
GMP(Good Manufacturing Practice) に 適 合 し た 製 剤 で な い と ヒ ト の 臨 床 試
験には使用できません。臨床試験前のシーズ段階でライセンスアウト出来るなら問
題ありませんが、自分たちで臨床試験をする場合には製造をどうするのかを早い段
階で決める必要があります。他社に製造委託する場合を含めて当初から忘れてはな
らない事です。

(c)カネ(資⾦調達、収⽀予測)
◯資⾦調達(第 4 章参照)
バイオベンチャーにとって資⾦調達は非常に重要です。バイオサイエンス分野で
は、初期投資やランニングコストとして多額の資⾦が必要です。その一方で、起業
後しばらくは売上がなく、銀⾏から融資を受けることが難しいケースもあります。
そのため、ベンチャーキャピタルからの出資、助成⾦の活用、事業会社との共同研
究等により、必要な研究開発費を工面することが多く⾒られます。
特にベンチャーキャピタルや事業会社等から資⾦調達するには、財務面が重視さ
れます。事業を成功に導くための研究開発や製造等を実施するために、いつ頃にい
くら必要かを数字で予測し、それを相⼿に納得してもらう必要があります。10 年
先まで正確に予測することは難しいとしても、3〜4 年先はしっかり⾒通して数値
的に示さなければなりません。
必要な資⾦が集められなければ事業は先に進みませんので、財務面の検討は公認
会計士等の専門家の意⾒も参考にしながら⼗分に⾏いましょう。(相談窓口は第４
章参照)
○ベンチャーキャピタルからの出資

(第 4 章参照)

ベンチャーキャピタルは、主に成⻑が⾒込める有望な未上場企業に投資し、その
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企業の株式上場(IPO)や M&A(合併・買収)により、キャピタルゲイン(株式譲渡
益)を得ることを目指す機関です。⾦融機関や機関投資家、事業会社等から資⾦を
集めてファンドを形成し運用します。
ベンチャーキャピタルから投資を受けたときのメリットとしては資⾦⼒向上の他
にも、経営面でのアドバイス、現在の経営陣に不足している人材の紹介、提携候補
の事業会社や⾦融機関・顧客・仕⼊先など様々な人脈拡大のサポート等が挙げられ
ます。ただし、基本的には投資先の会社に対してはキャピタルゲインなど投資に対
する⾒返りを求めますので、経営の自由度の低下や、報告書等の書類作成業務の増
加等のデメリットも生じます。
○助成⾦

(第 4 章参照)

バイオベンチャーの資⾦調達⼿段として公的⽀援の効用は大きいです。国や地方
自治体等から交付される研究開発費の助成制度も積極的に活用しましょう。
また、銀⾏等の⺠間⾦融機関が実施する研究助成制度もあります。最近は大⼿製
薬企業やメーカーがオープンイノベーションに積極的に取り組んでいますので、大
⼿企業の研究助成制度に応募することも検討してはいかがでしょうか。
○その他の資⾦調達方法

(第 4 章参照)

創業時の資⾦調達としては、日本政策⾦融公庫の挑戦⽀援資本強化特例制度(資
本性ローン)や創業融資も有用です。また、製薬企業等と提携し、共同開発や受託
開発を通じて研究開発資⾦を調達する方法もあります。
◯収⽀予測
将来の事業の収⽀予測をし、財務的な観点から事業の⾒通しを検討することは重
要です。バイオベンチャーのビジネスモデルは様々ですので、収⽀予測の方法もま
ちまちですが、以下では一例として、研究用試薬や機能性⾷品・化粧品の原料等の
自社製品を製造・販売するケースを想定します。
① 売上
市場調査(次の「(d)情報」参照)により得られた市場規模や製品単価等の各種
情報を元に売上目標を設定します。その際には製品にもよりますが、市場規模と
その中での獲得シェアから算定するトップダウン的なアプローチと、顧客毎や製
品毎の受注予測を積み上げるボトムアップ的なアプローチの双方向で算定し、そ
れらが大きくぶれないことを確認し、妥当性をチェックしてもよいでしょう。
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② 売上原価
自社で販売する製品に関し、原材料や消耗品等の材料費、製造スタッフの人件費、
製造設備の減価償却費等を考慮して売上原価を算出します。また、製造を全て外部
委託するのであれば、外注費が売上原価となります。
大学等の特許を利用するための対価(ロイヤリティ)が必要であれば、それも含
めます。なお、ロイヤリティ率の目安は、特許庁産業財産権制度問題調査研究報告
書「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書」
の技術分類別ロイヤルティ料率のアンケート結果等が参考になります。
③ 販売費及び⼀般管理費
その他の費用として、役員報酬、経理・財務要員等の給与、研究開発費、地代家
賃、水道光熱費等を算出します。研究開発費としては、研究開発要員の人件費、試
薬等の消耗品費、固定資産である理化学機器等の減価償却費、試験の外部委託費等
が含まれます。
以上をもとに下記の⾒込み損益計算書を作成します。この収⽀予測が事業性の判
断材料の一つとなります。
売上高
売上原価(外注費)
販売費及び一般管理費
役員報酬
給与
研究開発費
地代家賃
水光熱費その他

売上総利益

***,***
**,***
**,***

営業利益

**,***
**,***
**,***
*,***
*,***
**,***

【コラム】バイオベンチャーの会計基準
バイオベンチャー(特に創薬系)の場合は、会計基準が一般と異なることがあり
ます。共同研究契約の締結時や、ライセンス契約のマイルストーン達成の都度に資
⾦が⼊っても、契約書等の記載内容により売上には計上されず、売上ゼロの状態が
続くことがあります。このことが上場準備の際に問題になることがあります。
また、国から補助⾦を受けて設備(固定資産)を取得した場合には、圧縮記帳に
より購⼊額から補助⾦額を差し引いた⾦額を購⼊価格とすることができます。
詳しくは公認会計士や税理士等の専門家にご相談ください。
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(d)情報(市場調査によるニーズの把握)
研究者や中小企業経営者等の中には、技術開発には熱心だが、顧客がそれを本当
に求めているのか、買ってくれるのかについては軽視し、独断的な思い込みを抱き
がちな方もいます。このような主観的な思い込みに囚われてしまうと、重要な経営
判断を誤るおそれがあります。事業成功のためには顧客の声を謙虚に聞き、顧客ニ
ーズを的確に把握するように務める必要があります。そのために、市場調査が重要
になります。
市場調査の⼿段は様々ですが、まずは⽂献やインターネットで調査するのが一般
的です。専門の調査会社からは様々な分野の市場調査報告書が発⾏されていますの
で、該当するものを探して目を通してもよいでしょう。
また、顧客候補企業や競合企業が上場会社であれば、各社が発⾏する有価証券報
告書をインターネットからダウンロードし、ターゲット製品の市場規模や製品単価
等の数値情報を読み取ってもよいでしょう。
最近は、大⼿製薬企業が自社の重点疾患領域や求めている創薬⽀援技術をウェブ
ページ等で開示することもよくあります。このような情報から、各社が興味を持つ
事業領域や技術情報を把握し、どの企業にアプローチするのが適切かを検討する方
法もあります。
他に、将来の顧客候補やその分野に詳しい方へのヒアリングや、学会や展示会等
で最新情報を収集することも有効です。
大事なのは、顧客が求める技術や製品は事業環境や法規制等の様々な要因に応じ
て日々変化しますので、顧客が何を求めているかについて常に動向をうかがうよう
に心がけることです。
【コラム】学会以外のアピールの機会を積極利用しましょう[大学等の方へ]
ご自身の技術を、アカデミアではないビジネスの関係者に知ってもらう機会は積
極的に活用しましょう。専門家が集まる学会では世界の誰もが知る有名な技術であ
っても、ビジネスの世界では知らない人が想像以上に大勢います。実際に起業した
ある研究者も、そのことを痛感したそうで、クローズドな学会だけでなく、ビジネ
スの関係者が集まるオープンな場でも技術発表をしたことが、その後の起業や事業
化にプラスになったそうです。
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(e)事業計画としてまとめる
ここまで、知財面、法務面に加え、ヒト・モノ・カネ・情報の観点でビジネスプ
ラン策定における主なポイントを述べてきましたが、最終的にはそれらを事業計画
としてまとめることになります。
その際には、例えば事業開始までに何をしなければならないか、事業開始後にタ
ーゲットとする顧客は具体的に誰か、その顧客に何を提供するのか、収益の流れを
どのように作るのか、事業のコストはどのくらいか、外部との連携をどのようにつ
くるか、経営チームや社員をどう構成するのか等々、様々な観点で 5W1H を考え
ながら事業の全体像をまとめます。
まとめるときには既存のフレームワーク、例えば、強み・弱み・機会・脅威の四
要素から事業を整理し経営課題を抽出する SWOT 分析や、ビジネスの全体像を俯
瞰し顧客やパートナーとの関係性、資⾦の流れ、コスト構造等を整理するビジネス
モデル・キャンバス等を活用して整理してもよいでしょう。
表︓SWOT 分析
強み
(Strength)
弱み
(Weakness)

機会(Opportunity)
積極的戦略(自社の強みで積極
的に狙える事業機会は何か?)
段階的戦略(自社の弱みのため
に事業機会を逃すおそれがあれ
ば、そのためにどうするか︖)

脅威(Threat)
差別化戦略(他社には脅威でも
自社の強みで事業機会にできな
いか︖)
防衛戦略(脅威と弱みが合わさ
った最悪の事態を回避するには
どうするか︖)

また事業計画は自らの⾏動計画としても重要ですが、外部からの資⾦調達や大⼿
企業との提携など様々な場面も重要になりますので、他人にも分かりやすくまとめ
ることが大切です。実際に人に説明する際には、その分野の専門家にとっては当然
である専門用語や背景にある技術動向等も⼗分説明しましょう。本人が当たり前と
思っていることでも、専門外の人にははっきりとは理解できないことはよくありま
す。相⼿も、前提があいまいな説明をいくら聞いても納得には至らず、納得できな
いものに投資や提携等の決断を下すことはないでしょう。
バイオサイエンス分野において、ビジネスプランを策定する作業は、大学等にて
研究計画を策定するときとは勝⼿が違う部分も多いでしょうが、有望な技術シーズ
を事業化し世界に広めるために、士業や産学連携担当者、公的機関など周囲の⽀援
者の⼒も借りながら、是非とも取り組んでいただきたいです。
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第3章

ビジネスプランの策定事例

○近畿バイオインダストリー振興会議の取り組み
NPO 法人近畿バイオインダストリー振興会議は、1985 年に大阪大学総⻑であ
った故・山村雄一先生らが発起人として設⽴された任意団体近畿バイオインダスト
リー振興会議に端を発しています。その目的は近畿地域に高い集積を有するバイオ
サイエンス分野での技術シーズを、産学官の密接な連携のもとに事業化させ産業発
展に寄与することです。
具体的な活動として、大学・研究機関等の研究者が持つ優秀なバイオ技術シーズ
の発掘・収集、その事業化の可能性の評価、大⼿・中堅企業とのマッチングの場で
あるバイオ技術シーズ公開会・関⻄バイオビジネスマッチングの開催、研究プロジ
ェクトの創成、公的資⾦獲得⽀援など、事業化に向けた一貫したハンズオン⽀援を
実施しています。
また、バイオ技術シーズ公開会の成果を効率的に研究開発プロジェクトへ発展さ
せるため、弁護士・弁理士・公認会計士の協⼒を得て設置した「関⻄バイオビジネ
ス研究会」の高い専門性を活かし、ビジネスプラン作成サポート事業も⾏ってきま
した。この全国でも珍しい取り組みにより、この 10 年で 3 社(マグナビート株式
会社、株式会社 BNA、株式会社プロテクティア)のバイオベンチャー⽴ち上げを後
押してきました。

技術
シーズ
公開会

コーディネータ
による
シーズ収集

産業化検討
委員会

研究開発助成
申請⽀援
ビジネスプラン
作成⽀援

フォローアップ
勉強会

アライアンス
販路開拓
⽀援

事業化

図︓事業化に向けた一貫したハンズオン⽀援事業

○関⻄バイオビジネス研究会の取り組み
関⻄バイオビジネス研究会は 2004 年 10 月に発足し、有望なバイオ関連シー
ズによる起業を題材に、弁護士・弁理士・公認会計士の士業混成チームで事業化に
向けた検討を⾏うことで、バイオ関連産業⽀援に必要なスキル、人的ネットワーク
を深化させることを目的として活動しています。
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弁理士
チーム

大阪弁護士会

弁護士
チーム

連携

日本弁理士会
近畿⽀部

連携

日本公認会計士協会
近畿会

公認会計士
チーム

バイオ技術シーズ公開会

NPO法人
近畿バイオインダストリー振興会議

②知財デューディリジェンス
・特許調査
・周辺技術調査 等
↓
・研究開発計画等助言
②法務デューディリジェンス

事業計画等

・契約内容調査
・権利者関係調査 等
↓
・事業化スキーム等助言

・ビジネスモデル
・事業化スキーム
・事業計画
・……

②事業デューディリジェンス

③ 事業計画等報告・
提供

・市場調査
・ビジネスモデル調査 等
↓
・事業計画等助言
⽀援

対象選定

近畿経済産業 局
（
バ イオ ・医療機器技術振興課）

関⻄バイオビジネス研究会

⽀援

⽀援
（
事務 局）

関⻄バイオビジネス研究会
組織・活動イメージ

①（調査・聴取等）

（事業化曲線）
④ バイオシーズの事業化
→関⻄経済活性化

バイオシーズ
提供者

これまでに関⻄バイオビジネス研究会で取り組んだ案件は、それぞれ独自性の強
い特色のあるテーマであり、具体的な⽀援の流れはケースバイケースでしたが、基
本的には次の流れで⽀援がなされました。(括弧内は、主に担当した士業)
① シーズ提供者である大学の研究者による当該シーズを利用した事業イメー
ジ、ビジョン、目標、願望などの確認(弁護士、弁理士、公認会計士)
↓
② 上記事業イメージを踏まえて、特許や種々契約の現状調査(弁護士、弁理士)
↓
③ 現状調査を踏まえて、特許や種々契約を、事業実現のためにあるべき状態に
近づけるための追加施策や改善案の提案(弁護士、弁理士)
↓
④ 市場調査等を実施して、具体的な数値で表した事業計画書(案)の作成(公認会
計士)
↓
⑤ 事業化に向けた留意点等の指摘(弁護士、公認会計士)

次頁より、これまでの⽀援について、5 つの事例を紹介します。
※関⻄バイオビジネス研究会の問合せ先は、38・41 頁の「特定非営利活動法人
近畿バイオインダストリー振興会議」欄を参照下さい。
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【事例 1】
熱応答性磁性ナノ粒⼦の事業化(2004 年度⽀援事例)
神⼾大学大学院 工学研究科 教授 近藤昭彦氏
＿概要＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
大⼿企業 T 社との 10 年近い基礎研究の成果により、磁性ナノ粒⼦の表層に熱
応答性高分⼦を固定した「熱応答性磁性ナノ粒⼦」を開発。従来困難であった磁性
によるナノ粒⼦分離が可能なため、蛋白質解析等のバイオサイエンス分野への応用
が期待され、2004 年にはバイオビジネスコンペ JAPAN 最優秀賞を受賞。この時
点で研究ツールとしての磁気ビーズの研究開発はほぼ終了しており、T 社内でも具
体的な事業化方法を模索していた。
＿近畿バイオインダストリー振興会議(関⻄バイオビジネス研究会)の⽀援＿＿＿
T 社からのスピンオフベンチャー設⽴を検討し、それによる企業側・研究者側双
方のメリット・デメリットを整理。スピンオフベンチャー以外の事業化方法(T 社
内での事業化、他社との共同事業等)との比較検討等も⾏われた。
法務面では、基本特許が複数の関係者で共有されていたため、その権利関係の整
理・助言があった。また、ストックオプション制度の留意点やベンチャー創出・育
成に関する法整備の最新動向等の紹介もあった。知財面では、技術の特異性・優位
性の検討や、基本特許・応用特許の特許性評価、特許権利化戦略等についての助言
があり、事業面では、製品の売上シミュレーションや、資⾦計画・資本政策の策定、
段階的な製品化スケジュールの提案等があった。
これらの⽀援によりビジネスプランが明確になり、ベンチャー設⽴に繋がった。
＿現状＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
T 社からのスピンオフベンチャー「マグナ
ビート株式会社」を 2005 年に設⽴し、経営
者には T 社の研究者が就任。最大 10 名体制
で診断薬の上市を目指していたが、現在は、
J 社の一部門として更なる研究開発を⾏って
いる。
「熱応答性磁性ナノ粒⼦」は研究ツール等
として販売されており、今後は診断薬など各
種用途での応用へと広がる⾒込み。診断キッ
トとして検査装置と一体となった開発・販売
戦略も⽴て、現在、大⼿診断薬企業、装置メ
ーカーとともに研究開発中。
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会社名︓
マグナビート
株式会社
代表者︓
代表取締役
大⻄徳幸
設⽴︓
2005 年 7 月
所在地︓
千葉県市原市五井海岸 5-1
事業内容︓
熱応答性磁性ナノ粒⼦の販売、
市場開発、用途開発、技術サポ
ート及び検査診断システムや診
断薬材料の開発・研究

【事例 2】
人工核酸 BNA を利用する遺伝⼦検査診断法の事業化(2005 年度⽀援事例)
大阪大学大学院 薬学研究科 教授 今⻄武氏(現在は名誉教授)
＿概要＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
天然核酸分⼦の配列情報を認識し強固に結合する人工核酸 BNA により、がん関
連遺伝⼦の変異を高感度に検出する遺伝⼦検査法の研究を JST の大学発ベンチャ
ー創出推進事業等の⽀援を受けて実施。個々のがん患者の適切な治療法・治療薬の
選別判断や、がんの早期発⾒・予後予測の検査等への幅広い応用を目指していた。
＿近畿バイオインダストリー振興会議(関⻄バイオビジネス研究会)の⽀援＿＿＿
ライセンス契約締結済みの海外企業から新たなオファーがあったため、それを好
機と捉えて既存の契約をより有利な内容に改定するための助言があった。また、新
規にコンタクトのあった別の企業との秘密保持契約、研究試料提供契約等に関する
助言もあった。法務面では他にも、過去に今⻄⽒が国内外の製薬企業との間で締結
したライセンス契約等の網羅的な調査・検討もなされた。
知財面では、出願済み特許の特許性調査・侵害調査・技術動向調査(パテントマ
ップ作成)、事業面では、市場調査・競合他社の動向調査等もあった。
当時、今⻄⽒は大学の教員であったため、各専門家から事業化に関する様々な情
報や提案をもらえたことはビジネスプランを具体化する上で有益であった。なお本
⽀援がきっかけで、ベンチャー設⽴後に顧問となり、引き続きサポートをしている
士業もいる。
＿現状＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
今⻄⽒は 2008 年に大学を定年退職後、「株式会社
BNA」を設⽴し、中小機構のインキュベーション施設
(彩都バイオイノベーションセンター)での研究開発を
開始。2010 年には JST の A-STEP 実用化挑戦タイ
プ(中小・ベンチャー開発)に採択され、癌遺伝⼦変異
の高感度検出技術の研究開発を 5 年計画で始めた。
このプロジェクトも後半になるとビジネス展開が具
体化し、国内外の企業との交渉等も増えて複雑になっ
たため、中小機構の専門家派遣制度を活用し、経営企
画や渉外等をよりスムーズに⾏えるよう 2015 年に体
制を新たにした。
現在、特許のライセンス収⼊の売上がある他、JST
プロジェクトの成果を活用した各種遺伝⼦診断薬の実
用化研究が複数企業で進展しており、また、核酸医薬
への積極的な参画計画も進⾏中であり、ベンチャーも
新たな事業ステージに進みつつある。
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会社名︓
株式会社 BNA
代表者︓
代表取締役 河原三紀郎
設⽴︓
2008 年 5 月
所在地︓
大阪府茨木市彩都あさぎ
7-7-20 彩都バイオイ
ノベーションセンター内
事業内容︓
スーパー人工核酸 BNA
に関する核酸医薬品の開
発研究、遺伝⼦診断技術
開発、各種 BNA の製造
と販売、新規 BNA の開
発と知的財産化(特許化)
等

【事例 3】
緑茶カテキン誘導体を用いた感染症対策部材の事業化(2009 年度⽀援事例)
大阪大学 産業科学研究所 助教 開發邦宏氏(現在は特任准教授)
＿概要＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
膜親和性 ECGC(エピガロカテキンガレード)は、茶カテキンに簡便な化学修飾
を施すことでインフルエンザ等のウイルス不活化作用を付与した新規カテキン誘導
体である。NEDO や JST の事業を活用し、作用機構の解明や有効性の検証、毒性
試験等の研究開発を進め、抗インフルエンザ用の感染症対策部材の製品化を目指し
ていた。
＿近畿バイオインダストリー振興会議(関⻄バイオビジネス研究会)の⽀援＿＿＿
当初から創薬よりも雑品での製品開発が妥当という⾒当はついていたが、起業に
必要な具体的知識は、会社設⽴に伴う基本的な⼿順等(定款、機関設計など)を含
めほぼ有していなかった。そのため、法務面では会社設⽴関連の契約や利益相反、
知財面では特許戦略や周辺特許の押さえ方、事業面ではマーケティングや財務諸表
等ほぼ全ての助言内容をその後の起業へ活かすことができた。中でも、製品カテゴ
リごとの市場(カテゴリ概要、市場規模、シェア等)の調査、マーケティング戦略
(販売価格、マーケットシェア、ブランド化、競合分析)、製品開発・製造コスト
分析、製品化後の商流の検討等は、ビジネスモデルを構築する上で特に有益だった。
通常、専門家の助言は専門分野ごとに個別対応となるが、当研究会のように多分
野の専門家が同時に集まると、それぞれに切磋琢磨しながらより良い意⾒が生じや
すく、多角的な意⾒を聞くことができる貴重な機会であった。
＿現状＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2010 年に「株式会社プロテクティア」を設
⽴し、中小機構のインキュベーション施設(彩

会社名︓
株式会社
都バイオインキュベータ)にて実用化研究を開
プロテクティア
始。当初から経営と研究を切り分けて、阪大
代表者︓
代表取締役社⻑
の産学連携の実務者が代表取締役、開発者は
内田国克
技術責任者としてベンチャーに携わった。起
設⽴︓
業後は中堅専門商社の⽀援を受け、2014 年
2010 年 6 月
所在地︓
11 月には、当研究会で製品化候補に上がって
大阪府茨木市彩都あさぎ 7-7-15
いた衛生用品(高機能マスク)を
彩都バイオインキュベータ内
『 CateProtect 』 製 品 と し て 販 売 開 始 。 な お 、 事業内容︓
カテキン誘導体を利用した感染症
今日に至るまで、⾏政系・⺠間系を問わず中
対策部材等の各種製品の研究開
発・製造・販売、化合物・技術シ
小企業向け各種競争的資⾦を獲得し、経営⾰
ーズに関する受託合成・分析・評
新計画の承認も受ける等、中小企業⽀援施策
価

の活用にも積極的である。
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【事例 4】
新形質米を用いた⽣活習慣病予防食品の事業化(2011 年度⽀援事例)
大阪府⽴大学大学院 ⽣命環境科学研究科 教授 北村進⼀氏
＿概要＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2009 年より、難消化性デンプンや機能性成分(ビタミン E、オリザノール)を含
む新形質米(アミロモチ)を用いた機能性⾷材に関する研究を農水省の新需要創造
フロンティア育成事業にて他大学や企業などと共同で開始し、新形質米の普及を図
るための任意団体「WX・AE 米推進協議会」を設⽴。炊飯米や米粉、機能性⾷品、
米発酵⾷品原料など⾷品分野での用途展開を目指していた。
＿近畿バイオインダストリー振興会議(関⻄バイオビジネス研究会)の⽀援＿＿＿
本事例では、種籾の無体財産権(育成者権、特許権)の権利関係の整理が一つの
論点であった。種籾の原種を保存する K 大学側は有体物の寄託契約を望む一方、
協議会側は育成者権の実施許諾契約を求め、意⾒が相違した。そこで K 大学の契
約形式をベースに、K 大学による育成者権不⾏使条項と、育成者権登録後の契約⾒
直し規程を追加することにより、双方の妥協点を⾒出し、両者の良好な関係を維持
しながら権利関係を整理できた。このことが、その後の関係者間のトラブルを未然
に防ぐことに繋がったと考えられる。
もう一つ重要な論点は、団体の法人化であった。農水省の事業を活用する際に任
意団体を設⽴したが、任意団体が契約主体になり得るかについては疑義があり、将
来のビジネスモデルを踏まえると、法人設⽴の必要性があると判断され、そのため
の留意点等のアドバイスを受けた。
知財面では、先⾏技術⽂献に基づく特許性評価やブランド特性の整理、商標権の
有効活用法の助言等が⾏われ、事業面では、ビジネスモデルの整理と課題抽出、市
場規模の調査、事業全体の財務イメージの検討等が⾏われた。
＿現状＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
任意団体であった WX・AE 米推進協
議会は、2014 年 3 月に一般社団法人
となり、大学では「大阪府⽴大学発ベン
チャー」として認定された。難消化性の
新形質米は、協議会の会員企業を通じて
米粉として市販されている。商標登録さ
れた「WE 米®」を活用したブランドイ
メージ確⽴にも尽⼒しており、新形質米
の普及が今後ますます進むものと期待さ
れる。
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法人名︓
一般社団法人
WX・AE 米推進協議会
代表者︓
会⻑・代表理事 下田忠久
設⽴︓
2014 年 3 月
所在地︓
大阪府堺市中区学園町 1-2 大阪府⽴
大学 生物資源開発センター内
事業内容︓
WE 米の種籾の生産、提供、品質維持管
理、利用方法の研究、使用加工⾷品の
開発、販路開拓等

【事例 5】
アンチエイジング効果のあるショートペプチドの事業化(2013 年度⽀援事例)
大阪大学大学院 連合小児発達学研究科 寄附講座教授 中神啓徳氏
＿概要＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
アンチエイジング効果を有する生体高分⼦(ペプチド)を開発し、2013 年に特許
出願。その後、化粧品メーカー等と接触し、大⼿や中堅の企業 3 社と共同研究に
向けた協議を開始。同年秋には、⽂科省の大学発新産業創出拠点プロジェクト
(START)に採択される等、新規ペプチドを配合したアンチエイジング化粧品等の
事業化への動きが急ピッチで進展していた。
＿近畿バイオインダストリー振興会議(関⻄バイオビジネス研究会)の⽀援＿＿＿
特許の活用について、大学から新規ベンチャーに対しての(1)ライセンス許諾、
(2)権利譲渡、(3)権利の共有、(4)権利の信託譲渡の 4 パターンが比較検討され
た。また、新規ペプチドの特許性評価や PCT 国際出願時の実験データ追加の助言、
今後の共同研究で生じる発明の特許出願戦略の助言等も⾏われた。
大⼿・中堅企業との共同研究契約に関しては、大学の雛形のままでは将来の共同
研究の成果物である発明を大学やベンチャーが活用できない可能性があるため、ラ
イセンス条件の事前合意等を記した覚書を締結したほうがよい等の助言があった。
事業面では、ターゲットとするアンチエイジング化粧品や保湿化粧品、育毛剤の
市場規模や売上⾒込等を推測し、財務シミュレーションを⾏った。
＿現状＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
当研究会の後、上記 3 社との共同研究契約
を正式に締結し、各社との共同研究を開始
(うち 1 社とは具体的な商品化の時期も設定
し、配合や安全性試験等に進む⾒通し)。
研究の方向性や将来の収益パターン等は、
各社の研究体制や事業方針等に応じて異なる
ものの、まずはアンチエイジング化粧品分野
での実用化を目指し、将来的には育毛剤等の
医薬品や医薬部外品での実用化へと展開する
予定。
当研究会で⽀援いただいた弁理士とは、⽀
援後に⽂科省の START 制度を活用して知財
コンサル契約を締結し、共同研究先との協議
の場面等で引き続きサポートを受けている。
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⽂部科学省／大学発新産業創出拠点
プロジェクト(START)
プロジェクト名︓
「アンチエイジング効果のあるシ
ョートペプチドを用いた化粧品・
育毛剤の開発－ペプチドのプラッ
トフォームテクノロジーの開発」
採択年度︓
2013 年度(第 1 サイクル)
研究代表者︓
大阪大学大学院 連合小児発達学研
究科 寄附講座教授
中神啓徳
事業プロモーター︓
バイオ・サイト・キャピタル(株)

第4章

各種問合せ先

(1)相談窓口
事業を興す場合に相談できる窓口情報です。
なお、バイオサイエンス分野は専門性が高いため、事前にウェブサイトなどで確
認の上、各相談窓口に、当該分野について相談したい旨連絡の上で相談に⾏くこと
をお勧めします。

バイオ分野に関する相談窓口
名称[機関]
特定非営利活動法人
近畿バイオインダスト
リー振興会議[同]

住所
〒550-0004
大阪市⻄区靱本町 1-7-18 ビー
イングビル７階
〒530-0011
医療機器相談[関⻄広域 医療機器の他、健
大阪市北区大深町 3-1 グラン
連合広域産業振興局ラ 康、介護、⾷品など
フロント大阪 大阪イノベーシ
イフサイエンス産業振 のライフサイエンス
ョンハブ(タワーC 7 階 ナレッ
興課]
分野への進出
ジキャピタル)
バイオスプリングボー
〒530-0011
ド関⻄(創薬シーズ相談 創薬シーズ、創薬基 大阪市北区大深町 3-1
会)[(公財)都市活⼒研 盤技術等
グランフロント大阪ナレッジキ
究所]
ャピタル タワーC 7 階
創薬シーズ・基盤技術
アライアンスネットワ
大学・公的研究機
ーク・⾷品の機能性表
関・大学発ベンチャ 〒540-0029
示に関する相談 [大阪
ー・中小企業等の研 大阪市中央区本町橋 2-8
商工会議所経済産業部
究者など
ライフサイエンス振興
担当]
創薬ナビ[ (独)医薬基 大学・公的研究機
〒530-0011
盤研究所 創薬⽀援戦 関・大学発ベンチャ 大阪市北区大深町 3-1 グラン
略室 創薬⽀援戦略課] ー等の研究者
フロント大阪 タワーB 14 階
医療・介護等機器相談 医療、健康、介護、
[ (公財)京都産業 21
⾷品などのライフサ 〒600-8813
ライフサイエンス推進 イエンス分野への進 京都市下京区中堂寺南町 134
プロジェクト]
出
再生医療サポートプラ
再生医療に参⼊する
ットフォーム[京都リサ
〒600-8813
モノづくり企業の
ーチパーク(株)開発企
京都市下京区中堂寺南町 134
他、医療関係全般
画部]
薬事・マッチング・創
薬・知的財産等に関す
る相談[(公財)先端医
療振興財団クラスター
推進センター]

対象
バイオ・ライフサイ
エンス分野の事業化
全般

〒650-0047
医療機器開発の他、
神⼾市中央区港島南町 1-6-5
ライフサイエンス分
国際医療開発センター
野に携わる中小企業
(IMDA)2 階
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電話番号
0664596795
0661158100
0663442665

0669446484
0335166181
0753158563
0753158476
0783060719

医薬品・医療機器・再⽣医療等製品の薬事承認に関する相談窓口

(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)
薬事戦略相談はじめ様々な相談を⾏っています。
薬事承認に関する相談業務については PMDA ウェブサイトをご参照下さい。
URL http://www.pmda.go.jp
薬事戦略相談
審査マネジメント部 薬事戦略相談課
電話番号︓03-3506-9562
近畿圏内において実施可能な薬事戦略相談（個別面談・事前面談）
大阪
大阪府大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪 ナレッジキャピタル
タワーC 9 階
(独)医薬品医療機器総合機構 関⻄⽀部
神⼾
神⼾市中央区港島南町 1-6-5 国際医療開発センター（IMDA）内
PMDA 薬事戦略相談連携センター

近畿経済産業局管轄自治体
府県

福井県
滋賀県

薬務課相談窓口

担当部署
健康福祉部 医薬⾷品・衛生
課
健康医療福祉部 薬務感染
症対策課 薬業振興担当
(薬業技術振興センター)

京都府

健康福祉部 薬務課

大阪府

健康医療部 薬務課

兵庫県

健康福祉部 健康局 薬務課

奈良県

医療政策部 薬務課

和歌山
県

福祉保健部 健康局 薬務課

住所
〒910-8580
福井市大⼿ 3-17-1

電話番号
0776-200347

〒520-3433
甲賀市甲賀町大原市場 200-2

0748-882122

〒602-8570
京都市上京区下⽴売通新町⻄⼊藪ﾉ
内町
〒540-8570
大阪市中央区大⼿前 2 丁目
〒650-8567
神⼾市中央区下山⼿通 5-10-1
〒630-8501
奈良市登大路町 30
〒640-8585
和歌山市小松原通 1-1

075-4144786
06-69410351(代表)
078-3417711
0742-278673
073-4412661

知的財産権に関する相談窓口

近畿経済産業局 近畿経済産業局特許室
〒540-8535 大阪市中央区大⼿町 1-5-44
知財総合⽀援窓口

全国共通ナビダイヤル

電話番号 : 06-6966-6016

電話番号 :0570-082100

全国共通ダイヤルに電話をかければ最寄りの知財総合⽀援窓口につながります。

近畿経済産業局管轄
府県

福井県
滋賀県

京都府

大阪府

知財総合⽀援窓口

窓口設置場所(機関等名称)

住所
〒910-0102
福井県工業技術センター(一般社
福井市川合鷲塚町 61 字北稲田 10
団法人福井県発明協会)
福井県工業技術センター1 階
滋賀県工業技術総合センター別 〒520-3004
館(一般社団法人滋賀県発明協
栗東市上砥山 232 滋賀県工業技術
会)
総合センター別館 1 階
〒600-8813
京都府産業⽀援センター(一般社 京都市下京区中堂寺南町 134
団法人京都発明協会)
京都リサーチパーク内
京都府産業⽀援センター2 階
〒530-0005
国⽴大学法人大阪大学中之島セ
大阪市北区中之島 4-3-53
ンター(一般社団法人大阪発明協
国⽴大学法人大阪大学中之島セン
会)
ター7 階
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電話番号
0776552100
0775584040
0753260066
0664793901

兵庫県

神⼾市
奈良県
和歌山
県

〒654-0037
兵庫県⽴工業技術センター 技
神⼾市須磨区⾏平町 3-1-12
術交流館(一般社団法人兵庫県発
兵庫県⽴工業技術センター 技術交
明協会)
流館 1 階
〒650-0046
神⼾商工会議所会館(公益財団法
神⼾市中央区港島中町 6-1
人新産業創造研究機構)
神⼾商工会議所会館 4 階
〒630-8031
奈良県産業振興総合センター
奈良市柏木町 129-1
(一般社団法人奈良県発明協会)
奈良県産業振興総合センター内
〒640-8033
フォルテワジマ(一般社団法人和
和歌山市本町 2-1 フォルテワジマ
歌山県発明協会)
6 階

0787315847
0783066808
0742356020
0734994105

知財・法務・事業ならびに資⾦計画の専門相談窓口

弁理士による知財の専門相談窓口
日本弁理士会 近畿⽀部
〒530-0001 大阪市北区梅田 3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル 25 階
電話番号 : 06-6453-8200
弁護士による法務の専門相談窓口
大阪弁護士会〔知財関連の法律相談〕
〒530-0047 大阪市北区⻄天満 1-12-5 事務局相談課
電話番号 : 06-6364-1248
＊有料(5,400 円 税込／ 30 分)
〔弁護士知財ネット 近畿地域会〕
http://www.iplaw-net.com/network/kinki
公認会計士による事業ならびに資⾦計画の専門相談窓口
日本公認会計士協会 近畿会
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-4-11 クラボウアネックスビル 2F
電話番号︓06-6271-0400

この他、中小企業者で大学の研究シーズを元に事業化を図りたい方は、各大学の
産学連携窓口へお問合せください。

(2)情報収集
情報収集に役⽴つ機関等です。メールマガジンやメーリングリストなどで、関連
セミナーなどの情報を収集することも可能です。また、当分野における様々な交流
イベントが⾏われているため、人脈作りにも役⽴ちます。

バイオ分野の⽀援に関する国の窓口
対象地域
近畿地域
2 府 5 県

窓口
近畿経済産業局 地域経済部
バイオ・医療機器技術振興課

国の中小企業⽀援情報
ミラサポ
https://www.mirasapo.jp/

住所
〒540-8535
大阪市中央区大⼿前 1-5-44

電話番号
06-69666163

公的機関の⽀援情報・⽀援施策(補助⾦・助
成⾦など)の情報提供や、先輩経営者や専門
家との情報交換の場を提供している。

(独) 中小企業基盤整備機構近畿本部
各種ハンズオン⽀援の他、専門家による経営
〒541-0052 大阪市中央区安土町 2相談や専門家派遣等、中小企業におけるさま
3-13 大阪国際ビルディング 27 階
ざまな経営課題の解決を⽀援している。
電話︓06-6264-8613
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JETRO 海外ミニ調査サービス
https://www.jetro.go.jp/
services/quick_info/

海外取引の足がかりとしての企業検索や統計
資料など、ワンポイント情報収集をオーダー
メイドで⾏う。

バイオ分野の⽀援機関
名称

主なプロジェクトや取組例 住所

滋賀バイオ産業推進
機構[事務局︓滋賀
県商工観光労働部モ
ノづくり振興課]

研究技術交流会、研究開発
プロジェクト構築⽀援、バ
イオビジネス展示会、バイ
オビジネスセミナー
アグリビジネス-カフェな
どのバイオ関連セミナー、
(一社)バイオビジネ
研究開発プロジェクト構築
ス創出研究会
⽀援、創業・第二創業⽀援
等

〒520-8577
滋賀県大津市京町 4-1-1

電話番号
0775283794

〒526-0829
0749滋賀県⻑浜市田村町 1281658 ⻑浜バイオインキュベ
8808
ーションセンター

075(公財)京都高度技術 京都市医工薬産学公連携⽀ 〒600-8813
315研究所
援プロジェクト
京都市下京区中堂寺南 134
3625
関⻄バイオビジネス研究
特定非営利活動法人
〒550-0004
会、バイオ技術シーズ公開
近畿バイオインダス
大阪市⻄区靱本町 1-7-18
会、関⻄バイオビジネスマ
トリー振興会議
ビーイングビル７階
ッチング
大阪バイオ・ヘッド
クオーター[事務
局︓大阪府商工労働
部 成⻑産業振興室
ライフサイエンス産
業課]

バイオビジネスアワード
JAPAN、プロテインモー
ル関⻄、彩都バイオサイエ
ンスセミナー、治験ウェブ

ビジネスコラボレー
ション＆サポートス
大阪トップランナー
クエア 316[(公財)
club、疲労☆バスターズ
大阪市都市型産業振
興センター]

〒560-0082
06大阪府豊中市新千⾥東町 161154-2 千⾥ライフサイエンス
8100
センタービル 20 階
〒530-0001
大阪市北区梅田 1-1-31600 大阪駅前第 3 ビル
16 階

〒560-0082
(公財)千⾥ライフサ 人材育成、普及啓発、研究 大阪府豊中市新千⾥東町 1イエンス振興財団
助成、実用化⽀援
4-2 千⾥ライフサイエンス
センタービル 20 階
〒530-0011
バイオスプリングボード関
(公財)都市活⼒研究
大阪市北区大深町 3-1 グラ
⻄、バイオメディカル研究
所
ンフロント大阪ナレッジキ
会
ャピタル タワーC 7 階
次世代医療システム産業化
大阪商工会議所経済
フォーラム、創薬シーズ・ 〒540-0029
産業部ライフサイエ
基盤技術アライアンスネッ 大阪市中央区本町橋 2-8
ンス振興担当
トワーク
神⼾医療産業都市
[神⼾市医療産業都 クラスター交流会(マッチ
市・企業誘致推進本 ング等)
部]

0664596795

0663477877
0668732001
0663591322
0669446484

078〒650-8570
322神⼾市中央区加納町 6-5-1
6341

〒650-0047
(公財)先端医療振興 医療機器等事業化促進プラ
078神⼾市中央区港島南町 1財団[クラスター推 ットフォーム、医療機器サ
3066-5 国際医療開発センター
進センター]
ポートプラザ
0719
(IMDA)2 階
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(3)補助⾦・助成⾦
研究開発系や知的財産に関する補助⾦・助成⾦は資⾦調達を考える上で非常に有
効です。ただし、一定の自己負担を求められる制度が多く、申請・受給に伴う事務
作業が負担となる可能性も高いことから、自社に有益な制度かどうか総合的に⾒極
めて活用することをお勧めします。

バイオベンチャー等が活用できる主な公的⽀援策の例
研究開発活動への⽀援
名称【実施機関】

概要

中小企業が産学官連携して⾏う技術開発を⽀援する。さらに、
法認定を受けて開発された製品の、地域の中核企業等との連携
による域外販路構築や、商品化・事業化のニーズを起点とする
研究開発計画策定等を新たに⽀援する。また、中小企業が大企
業や大学等の知⾒を活用して⾏う研究開発も⽀援する。
ものづくり・商業・サービスの分野で環境等の成⻑分野へ参⼊
ものづくり・商業・サービ
するなど、⾰新的な取組にチャレンジする中小企業・小規模事
ス⾰新事業(ものづくり補助
業者に対し、地方産業競争⼒協議会とも連携しつつ、試作品・
⾦)【中小企業庁】
新サービス開発、設備投資等を⽀援する。
研究開発型ベンチャー⽀援 研究開発型ベンチャーを⽴ち上げようとしている起業家候補が
事業【NEDO((独)新エネル 必要とするシード資⾦の供給システムの構築に寄与しつつ、研
ギー・産業技術総合開発機 究開発型ベンチャーとしての事業活動開始・資⾦調達を目指す
構)】
起業家の活動を⽀援する。

⾰新的ものづくり産業創出
連携促進事業(サポイン事
業)【中小企業庁】

中堅・中小企業への橋渡し
研究開発促進事業
【NEDO((独)新エネルギ
ー・産業技術総合開発機
構)】
研究成果最適展開⽀援プロ
グラム A-STEP【JST((独)
科学技術振興機構)】

中堅・中小企業と⾰新的な技術シーズを事業化に結びつける
「橋渡し研究機関」との共同研究を NEDO が⽀援すること
で、中堅・中小企業におけるイノベーションの創出を図る。
大学等の研究成果の実用化に向けた幅広い研究開発フェーズで
研究開発を⽀援。
大学等発ベンチャーの起業前段階から、研究開発・事業育成の

大学発新産業創出拠点プロ
ための政府資⾦と⺠間の事業化ノウハウ等を組み合わせること
ジェクト START
により、リスクは高いがポテンシャルの高い技術シーズに関し
【JST((独)科学技術振興機
て、事業戦略・知財戦略を構築しつつ、市場や出口を⾒据えて
構)】
特許出願への⽀援
名称【実施機関】

事業化を目指す。

概要

研究開発を積極的に⾏っている中小企業(売上高に占める研究開発費

審査請求料等の減免措 が 3％超の場合)等に対しては、審査請求料や特許料について減免を
置【特許庁】
受ける制度。＜近畿経済産業局産業技術課特許室 電話︓06-

6066-6016＞
平成３０年３月までに特許の審査請求⼜は国際出願を⾏う場合、産業
競争⼒強化法に基づく特許料、審査請求料、国際出願費用が１／３に
軽減される。＜国内︓特許庁総務課調整班 電話︓03-3581-1101
／国際︓特許庁出願課国際出願室 電話︓03-3581-1101＞
外国特許庁への出願⼿数料、国内・現地代理人費用、翻訳費等の半額
外国出願費用の助成制
を助成。＜http:www.jpo.go.jp/sesaku
度【特許庁】
/shien_gaikokusyutugan.htm＞
海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業に対し、侵害調査及び
侵害調査費用等の助成
調査に基づく模倣品業者への警告⽂作成、⾏政摘発まで実施し、費用
【JETRO】
の一部を助成。＜ジェトロ知的財産課 電話︓03-3582-5198＞

中小ベンチャー企業、
小規模企業を対象とし
た審査請求料・特許料
の軽減措置【特許庁】

※国の予算の成⽴により変わる場合があります。詳細・最新情報は、後述のポータル
サイトなどでご確認ください。
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その他、各府県・政令指定市、⾦融機関においても産学連携⽀援あるいはバイオ
分野のような新産業分野の育成を⽀援する各種制度が用意されている場合がありま
す。詳しくは各自治体の商工関係部署・よろず⽀援拠点などにお問合せ下さい。

補助⾦・助成⾦その他情報のポータルサイト

公募・調達【NEDO((独)新エネルギー・産業技術総合開発機構)】
http://www.nedo.go.jp/koubo/index.html
J-Net21 ⽀援情報ヘッドライン【(独)中小企業基盤整備機構】
http://j-net21.smrj.go.jp/headline/index.shtml
競争的資⾦制度について【内閣府】
http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/
産学官の道しるべ 事業・制度を探す【JST((独)科学技術振興機構)】
https://sangakukan.jp/shiendb/scripts/search/SDP001.php
医療産業・iPS 等再生医療関連産業ポータルサイト【京都産業育成コンソーシアム】
http://www.kyoto-conso.jp/medical/

(4)融資・投資
近年、資本⾦に組み⼊れ可能な融資制度や出資型の⽀援制度(「資本性ローン」
「出資型新事業創出⽀援プログラム SUCCESS[JST((独)科学技術振興機構)]」
等)、あるいは大学が自らベンチャーキャピタル活動を⾏う等、従来の枠組みを超
えた例も⾒受けられます。バイオ分野は新しい枠組みの対象分野となることが多い
ので、新聞などでも情報を収集することをお勧めします。

株式会社⽇本政策⾦融公庫によるベンチャー向け融資制度

融資限度額の規模によって、事業が異なる。小規模事業者を対象にした「新創業融資
制度」、中小企業者を対象にした「新事業育成資⾦」、事業規模に応じて「資本性ロ
ーン(挑戦⽀援資本強化特例制度)」「⼥性、若者／シニア企業⽀援資⾦」制度等を有
している。問合せ先は各⽀店の他、大阪ビジネスサポートプラザ(日本政策⾦融公庫大
阪⽀店内)へ
電話︓06-6315-0312
※その他、各府県で保証協会を通じた⺠間⾦融機関の制度融資メニューがあります。
詳しくは⺠間⾦融機関もしくは各府県の保証協会、⾦融課窓口にお問合せ下さい。

バイオ分野を投資対象とするベンチャーファンド例

株式会社産業⾰新機構
産業⾰新機構は、オープンイノベーションにより次世代の国富を担う産業を創出すべ
く、産業界との幅広い連携を通した投資活動等を⾏っている。
バイオ分野のベンチャーへの投資の他、同分野の知的財産を集約しライセンスするフ
ァンド(知財ファンド「LSIP(エルシップ)」)に出資している。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-4-1 http://www.incj.co.jp/
(独)中小企業基盤整備機構が出資するベンチャーファンド例
ファンド名
ファンドの特徴
ファンド運営者
OiDE ファンド投
資事業有限責任組
合
ひょうご新産業創
造ファンド投資事
業有限責任組合

国内の大学等にある研究シーズを切り出すことで
三菱 UFJ キャピタ
創薬基盤技術となる有望なシーズの育成に努めな
ル(株)
がら、研究成果の獲得と共に大学発ベンチャーの
03-5205-8581
事業化を後押しする。

日本ベンチャーキ

兵庫県内に本社⼜は拠点がある主にアーリーステ
ャピタル(株)06ージの中小企業、ベンチャー企業が対象

6231-2112

- 43 -

大阪バイオファン
ド投資事業有限責
任組合

優れた開発⼒・技術⼒・事業性を持ち成⻑ポテン
日本ベンチャーキ
シャルのある大阪府内に本社や営業・研究拠点が
ャピタル(株)03ある⼜は拠点を置こうとするバイオ・ライフサイ
5413-2680
エンス関連の中小企業等に投資を⾏う。

国⽴大学法人による大学ファンド(近畿圏内)
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-8
大阪大学ベンチャーキャピタル
大阪大学テクノアライアンス棟 8 階
株式会社
電話番号︓06-6879-4982
〒606-8317 京都市左京区吉田本町 36-1
京都大学イノベーションキャピ
京都大学内 VBL 棟 1F
タル株式会社
電話番号︓075-753-5303

(5)インキュベーション施設・レンタルラボ施設
研究開発に必要となるウェットラボを設けた公的インキュベーション施設・レン
タルラボの一覧です。自治体によってはインキュベーション施設⼊居者への⽀援と
して賃料補助制度などを有している場合があります。

バイオ分野のインキュベーション施設・レンタルラボ施設
※近畿経済産業局管轄地域内のウェットラボを有する公的施設
府
施設名称
県

住所

電話番号

〒525-8577
⽴命館大学 BKC インキュベ
滋賀県草津市野路東 1-1-1
ータ
⽴命館大学びわこ・くさつキャンパス内
滋賀県⽴大学地域産学連携
〒522-8533
セ
ン
タ
ー
滋賀県彦根市八坂町 2500
滋
〒526-0829
賀 ⻑浜バイオインキュベーシ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
滋賀県⻑浜市田村町 1281-8
県
龍⾕大学 REC レンタルラボ
滋賀医科大学 バイオメデ
ィカル・イノベーションセ
ンター

京
都
府

〒520-2194
滋賀県大津市瀬田大江町横⾕ 1-5
〒520-2192
滋賀県大津市瀬田月輪町

077-5668333
0749-288604
0749-658808
077-5437299
077-5482082(研究
協⼒課)
075-3821062(北館)
075-3821252(南館)

京大桂ベンチャープラザ

〒615-8245
京都市⻄京区御陵大原 1-36(北館)、
1－39(南館)

クリエイション・コア京都
御⾞

〒602-0841
075-253京都市上京区河原町通今出川下る梶井町
5242
448-5

京都産業科学技術総合イノ
ベーションセンター
KISTIC
宇治ベンチャー企業育成工
場(宇治 VIF)
D-egg(同志社大学連
携型起業家育成施設)
京都府けいはんなベンチャ
ーセンター

〒600-8813
京都市下京区中堂寺南町 134

075-3159333

〒611-0033
京都府宇治市大久保町⻄ノ端 1-25
〒610-0332
京都府京田辺市興⼾地蔵⾕ 1
同志社大学京田辺キャンパス業成館
〒619-0237
京都府相楽郡精華町光台 1-７
けいはんなプラザ・ラボ棟

0774-399444
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0774-681378
0774-955117

(独)産業技術総合研究所
関⻄産学官連携研究棟
彩都バイオインキュベータ
大
彩都バイオイノベーション
阪 センター
府 彩都バイオヒルズセンター
大阪大学産業科学研究所企
業リサーチパ-ク
神⼾医療機器開発センター
(MEDDEC)
神⼾健康産業開発センター
(HI-DEC)
神⼾キメックセンタービル
兵 (KIMEC)
庫 神⼾臨床研究情報センター
(TRI)
県
神⼾バイオメディカル創造
センター(BMA)
神⼾ハイブリッドビジネス
センター(KHBC)
伊藤忠メディカルプラザ
(IMP)

〒563-8577
大阪府池田市緑丘１-8-31
〒567-0085
大阪府茨木市彩都あさぎ 7-7-15(彩都
バイオインキュベータ)・7-7-20(彩都
バイオイノベーションセンター)・7-71８(彩都バイオヒルズセンター)
〒567-0047
大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1
大阪大学 吹田キャンパス
〒650-0047
神⼾市中央区港島南町 7-1-16
〒650-0047
神⼾市中央区港島南町 6-7-4
〒650-0047
神⼾市中央区港島南町 1-5-2
〒650-0047
神⼾市中央区港島南町 1-5-4
〒650-0047
神⼾市中央区港島南町 1-5-5
〒650-0047
神⼾市中央区港島南町 6-7-6
〒650-0047
神⼾市中央区港島南町 1-6-4

072-7519681
072-6401060
06-68798448
078-3061162
078-3046227
078-3022382
078-3063655
078-3062540
078-3062540
078-3036221

※⼊居には、それぞれ条件があります。詳しくは各施設へお問い合わせ下さい。
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