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開会挨拶

大山　喬史
国立大学法人東京医科歯科大学長

おはようございます。本日はお忙しい中、国内はじめ世界各地から多数の皆様にお集まり頂き

まして、誠にありがとうございます。

本研修会は、国内外におけます産学官連携、戦略展開事業の推進に向けての研修会でございま

すが、主催者を代表して一言、お礼とご挨拶を申し上げます。

東京医科歯科大学は、知的財産立国構築に向けた社会的要請に対応いたしまして、医療・生体

材料・バイオなどの領域に特化した、知的財産本部を平成 15 年 9 月に発足させました。さらに

翌年の平成 16 年の 8 月には、「技術移転センター」というものを設置したところであります。

当初より、学内組織として知的財産本部と TLO を一体化したところが本学の特色だろうと思

いますが、本学の研究成果の権利化およびライセンシング活動を促進し、産業界と連携して、新

医療関連技術の開発普及に努めてまいっているところであります。

また、5 年間の知的財産本部整備事業を経まして、本年より文部科学省研究進行局研究環境産

業連携化の助成を頂きまして、国際的な産学官連携活動の推進・採択機関といたしまして活動を

はじめたところであります。

国際産学官連携戦略として、欧州・米国等の海外技術移転機関と連携をし、度重なる定期的な

意見交換会を行いつつ、効率的に総合技術移転を可能とするシステムの構築に努めているところ

です。

このような活動の結果といたしまして、模擬ライセンス交渉などの研修会の開催や技術移転に

関わる事例集などを発行させて頂きましたし、そういう意味では広く社会に発信しているところ

でございます。

この度も、この本プログラムの一環としてこの研修会を開催する運びになったところでござい

ます。

第一部では、大学の知的財産関連部門を総括しておられる文部科学省研究振興局研究環境・産

業連携課長の田口康様に基調講演を頂けることになっております。今年度から、5 年間に渡る産

学連携の戦略展開事業に関する貴重なご提言を伺えるというように思っております。

第二部では、国際的な産学官連携系活動推進事業採択大学として、非常に特色のある取り組み

をなさっている、東北大学の中島一郎先生。また、広島大学の高田忠彦先生、そして、早稲田大

学の勝田正文先生をお迎えしてございます。

第三部では、世界的な名門大学・ハーバード大学から Dr. Preminger。バイオライセンスサイ

エンスで多大な実績をお持ちのワシントン州立大学から Dr. Wills、Dr. Takenaka。

それから、ドイツからは欧州ライフサイエンスの中核でありますノルトラインベストファーレ

ン州立技術移転機関プロベンティスから Dr. Schillert。また、Dr. Walkenhorst。

バイオ分野で特化した技術移転企業でありますアセニオンから Dr. Stein。そして今後のご活躍
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が期待されるところでありますイタリアのミラノ大学から Dr. Silvani。そして、お隣の韓国・漢

陽大学から Dr. Yun 先生をお迎えしています。

先生方は世界のトップレベルでいろいろご活躍の方々ばかりでございます。

各機関の活動・特色、そして成功事例等をご紹介頂きまして、様々な視点からご討論を頂ける

と伺っております。

この研修会では、海外の現状を理解するとともに、今後の国際協調の推進方を模索することで、

日本におけるこれからの国内外の産学連携の望ましい有り方を皆様とともに構築することを目的

にしております。

今回の研修会が、その意味で日本の国際競争力の強化に向けて、僅かながらでもお役に立てば、

というように思っております。

最後に、このシンポジウムにご出席をご快諾頂きました講演者の方々に厚く御礼を申し上げま

すとともに、本日ご参集頂きました皆様の益々のご発展とご活躍をお祈り申し上げまして、私の

挨拶に代えます。どうも本日はありがとうございました。
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第一部：基調講演

田口　康
文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課長

文部科学省の研究環境産業連携課長の田口でございます。

今日の研修会は「国際的な産学官連携」ということですが、この 10 年くらいの日本の政府の

産学官連携を促進・推進するための取り組み、それから文部科学省の方でもいろいろなことをやっ

てきました。それをご紹介させて頂いて、その後で、最後に、これからグローバルな活動に向けて、

大学の皆さんにメッセージを送らせて頂ければ、と思っております。

本日のスライドは、一部英語を含み、それ以外は日本語のスライドになっています。

我が国の「産学官連携」という言い方をしていますが、その政策の流れを簡単に示してみました。

政府全体としては、主に産学官連携系や技術移転というのは、科学技術政策の中で大部分が

語られてきました。皆さんご存知のように、我が国は 1995 年に「科学技術基本法」というも

のを制定しまして、その後 5 年ごとに科学技術基本計画というものを定め、1 期、2 期ときて、

今 3 期の真ん中くらいにいるわけですが、その間で産学官連携に関して大きなイベントがいく

つかありました。「大学の研究成果を産業に移転してどんどん活用していきましょう」という

流れは、1998 年に「大学等技術移転促進法」が制定され、よく「TLO (Technology Licensing 

Organization) 法」と呼んでいますが、これが成立してからはじまりました。

その後、翌 1999 年には産業活力再生特別措置法が制定され、その中にいわゆる日本版のバイ

ドール条項が入ったりして、国の研究費によって出てきた研究成果を、研究機関側がある程度自

由に扱えるようになったわけです。

この 1998 年から、第 1 期の基本計画の間というのは「大学の成果を産業に移転しましょう」

ということでスタートされた時期であります。「黎明期」と言っていいと思います。

その後、第 2 期の基本計画に入って、ここで「知的財産基本法」というものができ、さらに後

半では「国立大学法人化」がなされて、バイドール条項により大学が国から研究費をもらった時、

その研究成果を自分のものにできるようになりました。これ以前では国立大学の場合、国の研究

委託の成果はいずれにせよ「国のもの」ということになるので、せっかくのバイドール条項がな

かなか活用できず、したがって、国立大学は研究者に成果を帰属させて TLO を使って技術移転

する、というようなことを行っていました。

「知的財産基本法」、これができたあとは、毎年、知的財産の推進計画というものを政府が作る

ようになり、それに基づいて大学、あるいは国立の試験研究機関、そういったものを含めて、知

的財産の管理・活用の活動をやっていきましょう、という体制になったわけです。

その後、第 3 期の基本計画になると、知的財産に加え、さらに「イノベーションの創出に向け

て何をやるか」という議論になってきました。第 3 期の基本計画の中でも、「産学官連携はイノベー
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ション創出のために重要な手段である」という位置付けがなされて、さらに翌年には、「科学技

術政策の中だけでは足りない」ということで、「イノベーション 25」と言って、2025 年までを

見通した我が国の社会の在り方と、その中の技術、あるいは社会のシステム、そういったものを

どのように変えていくのか、という議論がなされたわけです。

ちょうど 1998 年の TLO 法が出来てから 10 年経過しました。それで昨年あたりから「もう

10 年経った、次の 10 年はどのようにステップアップしていくのか」ということが言われ、これが、

大学・産業界を含めたこの世界の関係者の課題になっていると思っています。

この中で、言っておきたいことがありまして、TLO 法が制定され、承認 TLO がどんどん設立

されました。日本国内に今では 47 機関あるので、ちょっと多すぎるのではないか、という話も

ありますが、一方で、国立大学が法人化してから、大学が知的財産を管理する、あるいは技術移

転をしていくという機能が求められるようになりました。大学の中に、知的財産本部のようなも

のを作らなくてはならなくなり、ここから大学の中に知的財産の管理部門というものが出来てき

ました。

この TLO と大学が持っている知財部門のコンフリクトまではいかないまでも、若干混乱があっ

たわけです。この部分のリフォームが、今、進んでいる段階です。

それからさらに言いますと、ジャパニーズ・バイドール・アクトと書いてありますようにバイ

ドール条項が出来たのですが、実を言うと、これも昨年ぐらいから「本当に今のやり方でいいの

か」という議論が出てきています。

ひとつきっかけとなったのは、iPS 細胞の話ですが、一昨年末に京都大学の山中先生の論文が

出て、その後「iPS 細胞の関連の知的財産をどうしていくか」ということになりました。それで

バイドール条項に基づいて研究機関が情報をバラバラに持っている状況ではなかなか研究も進ま

ず、活用も進まない。それで結局、京大はベンチャー企業を作ってそこにパテントプールのよう

な仕組みを作って、というようなことになりました。

国全体としても、国が研究費を出しているので、各研究機関で知的財産が出来ますが、例え

ば iPS 細胞のような大きなプロジェクトとしていろいろな知的財産を使いながら研究を進めなけ

ればならないというときに、「一旦渡して、それをまたみんなで集めて使えるようにしましょう」

という作業では、ある意味馬鹿らしいところがあるわけです。

最初から集めるような仕組み、したがって「この条文が悪い」と言うよりは運用の問題だと思

いますが、そういうことで今後のバイドール条項の運用の見直しというものが議論になっていく、

というのが現在の状況だと思います。さらに安全保障の問題もあるかと思います。

文部科学省は、こういう大学から企業への技術移転あるいは知的財産の管理・活用というのを

進めるために、いろいろな政策をやっています。簡単に一枚の図にしていますが、ここのところ

は大学自体の知的財産のマネージメント、あるいは技術移転への産学官連携の体制を支援して行

きましょうというプログラムです。この資料の一番上の所が今回の事業ということです。

ここは JST がやっています技術移転支援センター事業ということで、主として大学の、特に海

外特許の取得のお手伝いをしています。

それとは別に、研究外資金がいろいろありまして、このベーシックリサーチのグラントという

のは科学研究費補助金とか JST のその他のグラントなどいろいろあるわけですが、この成果をう

まくビジネスアクティビティ、事業化・普及に繋げていくために、JST が持っている様々な研究
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開発ファンド、それから、もう少し基礎段階から企業と大学とがジョイントリサーチをやっても

らうためのファンド、それから、地域イノベーションということでクラスター形成、そういった

ものに使ってもらうためのファンドというものを持っています。

これはざっと見て 500 億円くらいです。こちらのベーシックリサーチのファンドは、科学研

究費補助金だけで 2 千億円くらいあり、その他にいろいろと考えると、この規模が適正かどうか

という議論はあるのですが、この他、これは文部科学省だけですが、経済産業省のファンド、あ

るいは農林水産省、厚生労働省の研究資金というものも併せて、大学の成果を実際の普及化に持っ

ていく、という活動が政府全体で行われています。

大学知的財産本部整備事業というのは、先ほどの国立大学の法人化に合わせて行ってきたわけ

ですが、この事業自体が基本的に大学の中に知的財産を管理、あるいは技術移転も含めた活用、

そういったものを進めるための体制をしっかり作って下さい、ということで出来ました。それ以

前の大学は、大学の研究で知的財産や特許を取っても、基本的には大学の先生に帰属をさせて大

学はほとんど知的財産の取り扱いをしてこなかった。したがって、規定類の整備からはじまった

わけです。

その中には、利益相反の問題、あるいは学生が研究に参加した場合はどうするか、あるいは機

微技術、外国為替及び外国貿易法に触れるようなものの取り扱いをしっかりしなければならない、

ということでゼロからのスタートでした。ちょうど平成 19 年度で終わっていますが、15 年度か

ら 19 年度の間の 5 年間で基本的な体制を整備してもらったということになります。各種の規定

類、この事業の自主機関の中で整備を進めてもらって頂いたことになります。

その他にもモデルプログラムとして、いくつかの課題、例えば国際的な特許の取り扱い、ある

いは契約のモデルであるとか、有体物リサーチツールの取り扱い、あるいは株式の取得、産学官

連携の活動に伴って生じる様々な問題について、こうしていくつかの大学に代表してもらって、

調査研究をしてもらい、場合によっては契約のモデルのようなものも作ってもらって、各大学に

水平展開していくということをやってまいりました。この知的財産本部整備事業は平成 15 年度

から平成 19 年度まで 5 年間の事業で、昨年、事後評価を行いました。

そういったことを踏まえて、今年度から「産学官連携戦略展開事業」という形で新たなプログ

ラムをスタートしています。このプログラムは、そもそもこの平成 15 年度から 5 年間で大学の

方に基本的な体制は整備してもらいましたので、これからは実質をきちんとやってもらいたい。

あるいはこれまで出来なかったことをやって頂きたい、ということです。

大きく二つ柱がありまして、ひとつは金太郎飴のように画一的な体制整備ではなく、それぞれ

の大学等の特徴を活かし、産学官連携活動をきちんとやって頂きたい。

産学官連携の活動を実質的なものにして頂きたいのですが、その中で、やはり、日本の大学の

ひとつの欠点としては、あまりにも活動がドメスティックであるということでした。たとえば海

外の大学、海外の企業とタイアップしたような活動があまりにも少ないのです。

片や、世界に目を転じますと、今やイノベーションの創出活動というのは、国境を越えて行わ

れているわけです。いろいろな国の知恵を寄せ集めてひとつの製品、ひとつのシステムを作る。

そういった活動の中に日本の大学もきちんと加わらないと、日本の大学の存在価値にも関わる問

題にもなってきていると思います。
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これは先ほど大学の知的財産本部と TLO の関係のお話の説明でありますが、最初から大学の

中に TLO を作りましょうという話で、それから、もともと外に作ってあったのを大学の中に取

り込む、あるいは大学から TLO に出資することによって関係をより強化していく。そういった

リフォメーションが今、行われています。結果として、今、TLO 全体として 47 機関あります。

これは学内 TLO も含めてです。株式会社形式になっているものが 18 機関、有限会社 3 機関、合

同会社 LLC が神戸大学の 1 種類、財団法人、それから国立大学の中にあるもの、そのほか私学、

学校法人にあるもの、だいたいこのような内訳で 47 なのですが、このあたりは、経済産業省と、今、

いろいろなことをやっていますが「47 機関とは多いのではないか」というのが一般的な見方です。

したがって、地域ごとの連携や統合などがこれからますます進んでいくだろう、というように

考えています。

それから、こちらは JST の技術移転支援センター事業ということで、先ほど大学の特許取得、

企業とのマッチングの支援などをやっています。大学の特許の状況については、出願はこういっ

た形で増えています。このうち「海外出願の割合がちょっと低い」という話があったのですが、

平成 19 年度の実績でやっと 30%までいきました。だいたいこれは何%までいくのが適当か、と

いうとだいたい半分くらいまでは、これからは海外出願の割合が増えていくだろうというように

思っています。

その中で、JST の海外特許出願支援というのが重要な役割を果たすわけですが、だいたい 20

億円くらいを掛けて大学の海外特許の出願を支援している。トータルでいきますと、海外特許出

願の部分の半分くらいは JST で支援している格好になっています。

それから、先ほどの JST の技術移転センターの事業としてはこういったイノベーションブリッ

ジ、これは NDA 契約を結んでクローズで行うマッチングの機会です。それからここは、オープ

ンで大学の成果を発表して企業の人に聞きに来てもらっている。

これは NEDO と共催でやっていますが、年に一回、皆さんご存知だと思いますが、大学見本一

ということでだいたい 3 万人くらいの人を集めて、マッチングの機会の創出ということをやって

います。

JST の研究開発資金ですが、いくつかメニューがあります。その事業には名前がついています。

ここでは詳しく説明しませんが、資料にあるようないろいろなメニューで大学から企業への技術

移転の支援のための研究開発資金を出しています。

それから、大学がベンチャーを作るとき、スタートアップを研究開発面から支援する制度であ

ります。もちろん研究開発だけではダメなので、こういった金融機関とか企業などとの連携を取

りながらスタートアップまで持っていく、という事業で、そのためのファンディングを JST でやっ

ています。

そういった成果は序々に上がっていまして、たとえば、先ほどの研究開発資金で言いますと、

JST が出している資金は毎年 50 億円から 200 億円まで推移していますが、その成果の売り上げ

というものがそれなりに上がっている。そういうデータをまとめたものがあります。昨年でちょ

うど 50 年になるのですが、今まで JST が 5 千億円くらいの研究開発投資をしています。そのう

ち 9 割以上が、開発費の回収とか実習料という格好で戻って来ていて、実質的な国庫負担という

ものは 376 億円ということで、ここがまだマイナスだという話はあるかもしれませんが、それ

なりに大学も比較的にマーケットから遠いシーズからスタートしていますので、その割には良好
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な成果を上げているのではないか、と思っています。

それから先ほどのスタートアップの支援のための事業につきましては、今まで累計で 80 社く

らい作っていますが、これは全体で、我が国の大学発ベンチャー全体に比べると、比較的大きな

規模、売り上げが実際に上がりつつあって、成長の可能性を感じるベンチャーが誕生しています。

先ほどの素枠のほかにも、こういった特許情報と論文情報を統合したシステム、データベース

の開発ということもやっております。

それから人材育成。特に、この数年の産学官連携、あるいは知的財産の管理・活用の活動の中で、

我が国にとって決定的に不足しているのは人材だという話がありまして、その中で知財人材を中

心にこういった人材育成のプログラムをいくつか動かしています。

代表的なものを紹介しますと、ひとつは先ほどの技術移転支援センターの事業の中で、大学の

知財関係者に対する研修会を開催している。それから別途、科学技術振興調整費として知財人材

の育成ということで、いくつかのプログラムを動かして、これは先ほどの研修会とは違って、カ

リキュラムベースできちんとした教育をやっていこうというこということで、この東京医科歯科

大でもライフサイエンス分野の知財人材育成ということで事業を実施して頂いております。

これまでやってきたことに加えて、平成 21 年度から新しいことをいくつか考えておりまして、

ざっと紹介させて頂くと、ひとつは JST の先ほどの技術移転のための研究開発事業ですが、今ま

ではこのようにメニューがいっぱいありました。これを統合して、研究開発課題に応じた支援が

できるようなやり方に変えたいと思っています。

JST の組織は今までは研究開発のメニューに応じて課や組織がありました。今度はこれを一緒

にしてしまいますので、今、JST の中も、リフォメーション、改革をやっているところであります。

この資料にある組織を全部見直して、こちらの資料にあるような水平型にし、今までの垂直の縦

割りのメニューから今度は分野別に上流から下流まで、あるいはいろいろな事業形態が見られる

ような組織に、今、変えているところです。

JST の基礎研究事業の中から有望な成果を持ってきて、少しプロジェクト的に知的財産の共有

を図りながら、大掛かりに研究成果の展開を図っていこうと思っています。これを「S- イノベー

ション」と今は呼んでいますけれど、これを、来年度は小額ですが、ひとつかふたつのプロジェ

クトを動かして、序々にこういった形のプロジェクトを拡大していく予定です。なんと言っても、

この最初の基礎研究のところをやりっ放しでなくて成果の有望なものをきちんと目利きをして

持ってきて、しかも、長期的なプログラムの中で企業も関与しながら育てていきましょう、とい

う政策になっています。

それから、日本の場合は「アントレプレナーシップが無い」という話が出るのですが、大学の

現場に行きますと、若い研究者の方、学生の方の起業意欲というのはそれなりにあると思ってい

ます。

したがって、そういう人たちにぜひ投資をしたい、ということで「起業までの 3 年間の人件費

をみましょう」という案もあります。年間 450 万円くらいなのでちょうどポストドクターの給

料と同じくらいになるので、そういったところのサポートをしてもらいましょう、ということで

す。もちろん「自分が何をやりたいか」とか所属する大学のサポート体制、こういったものがき

ちんとあることが前提ですが、大学発ベンチャーということで、人に投資をしていこうというプ

ログラムをスタートさせようと思っています。
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それから、経済産業省と共同で産学官連携拠点の形成支援をして行こう、というプログラムが

あります。これから各地で説明会をしていく予定ですが、文部科学省だけの政策、あるいは経済

産業省だけの政策では、なかなか研究のところから最後の企業が事業化する、というところまで

一騎通関でできないので一緒にやりましょう、ということです。だいたい全国で 10 カ所のグロー

バル拠点、それから 20 〜 30 カ所の地域の中核拠点。これらを選定して両省がそこに対して集

中的に政策を投入していこうということをはじめようと思っています。

それからこれはちょっと毛色が変わるのですが、産学官連携も含めて、研究環境というものは

非常に重要です。その中で先端的な研究開発施設をなるべく産学官で一緒に使っていく、この例

はスプリング 8 ですが、大型施設を一緒に使うことによって、そこで意外な分野の融合とか産学

官の対話というものも生まれるので、そういったものをもっと進めていこうと思っています。今、

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律というものがありまして、この中で兵庫県にあ

りますスプリング 8、それから X 線自由電子レーザーが出来ますが、それから神戸に今作ってい

る次世代のスーパーコンピューター。こういったものを産学官の研究者・技術者、あるいは機関

で共用していきましょう、という法律が出来ていますが、実を言うと、大学あるいは独立行政法

人の研究機関には他にも先端的な比較的大型の、整備費が数十億円から数百億円掛かっているよ

うな施設があります。ここの共用を進めるためのメカニズムを来年から新たに作ります。資料に

「研究開発施設共用等促進費補助金」とありますが、バイオリソースのようなリサーチツールも

含めた格好で一本の補助金になっています。これで、産学官連携、「学」だけの中でなく「産業」

も含めた先端的な研究施設をうまく使っていこう、ということをやっています。

今、現時点でわれわれがやってオープンになっているいろいろなファシリティがあります。ス

プリング 8 が代表例ですが、そのほかにもレーザーや加速器、電子顕微鏡などこういったものを、

産学官を通じて供用していく。あるいは国際的にも供用を進めていくということも、文部科学省

の仕事のひとつです。

ここからが本題なのですが、産学官連携を 10 年くらいやってきて次の 10 年にさしかかると

いう話をしましたが、この数年で大変進んできていると思います。これも、共同研究件数や特許

実施件数が右肩上がりで増えて、それなりに大学の皆さんの努力が報われつつあるし、われわれ

としてもいろいろな政策を打って来た甲斐があると思っています。これは企業から大学に入って

いるお金なのですが、寄附金は除いています。共同研究で言いますと、企業から大学への共同研

究費がこの 5 年くらいでちょうど倍くらいになっています。そういう意味では産学官連携が進ん

でいるといえます。

ただ、アメリカなどと決定的に違うのは、この特許実施料収入があまり増えていないのです。

これについてはいろいろな見方はありますが、やはり企業と大学の関係、今日はいろいろな国か

らお客さんがいらっしゃっていますが、それぞれの国によって違う部分があるので日本型の産学

官連携というのをわれわれが追求していかなければなりません。その時に何をメーターにしなが

ら、日本型の産学官連携がうまくいっているか、いっていないかとするかをこれから考えていか

なければいけないと思っています。

具体的な成果の事例を紹介いたしますと、有名な青色発光ダイオードがありますが、これはも

ともと名古屋大学の赤崎先生の研究からスタートして、JST のファンドを使って豊田合成に技術

移転されています。だいたい 100 億円くらいの売り上げです。そして 50 億円が豊田合成から名
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古屋大学と JST へ入っているということになっています。

今年度の京都の産学官連携推進会議で、内閣総理大臣賞を受賞したものですが、産業技術総合

研究所と大阪大学、キヤノンアネルバ株式会社で、ハードディスクの磁気ヘッドの技術移転、共

同開発をやっています。これは非常に大きな売り上げで、磁気ヘッドの市場のほとんどを独占し

ているわけです。300 億円くらい売り上げたという話なのですが、実を言うと産業技術総合研究

所と大阪大学にはお金が入っていないのですね。

先ほど特許実施料収入の話がありましたが、こういう日本型の産学官連携は必ずしも特許実施

料収入という形ではなくて、産業技術総合研究所にしても大阪大学にしても、研究費だったり、

その後の新たなプロジェクト、研究のネタ、そういったところにむしろメリットを求めて企業と

一緒にやっている、というところがあります。

次の資料は、見て頂くとわかるように、日本の企業の産業競争力という意味では大学が大変貢

献している例です。けれど、大学の研究成果の技術移転というのは産業の競争力だけではないで

あろうということで、いくつか例を挙げてみました。

これは東北大学が日本カーボンファイナンス株式会社（JCF）という会社と一緒に中国に行っ

て Coke Dry Quenching(CDQ) システムという技術を中国に導入するための技術支援を行ってい

ます。これは京都メカニズムの一部ですが、Clean Development Mechanism(CDM) に大学が参加

したものとしては初めて登録されています。こういうところで環境問題に貢献しています。

それから、有名な近大マグロですが、卵から成魚までの完全養殖に初めて成功しています。こ

れは、技術移転する企業がないので株式会社アーマリン近大という大学ベンチャーを立ち上げて

いますが、ご存知のようにマグロ自体は個体数が減少し、資源が非常に心配されています。なぜ

そうなったか、というと日本がマグロを食べる文化を世界に広めたから、というもあるのですが、

この養殖技術はそういった食糧問題にも貢献しています。また、完全養殖ですと餌をコントロー

ルできますから、マグロの水銀の蓄積量の低減化などの食安心・安全の確保、そういったことに

も貢献しています。

それから京都大学の iPS 細胞ですが、京都大学は CiRA という研究組織を使って国際的に協力

をしながら、この技術を実用化しようとしています。それは決してどこかの製薬会社を儲けさせ

るとかそういう話ではなく、人類全体の健康や福祉にとって非常に重要なわけで、こういったグ

ローバルイシュー、人類全体の福祉に貢献していく。こういった姿勢が大学としては非常に重要

ではないか、と思っています。

最後に、日本の産学官連携はこの 10 年くらいで非常に進歩してきました。その中で言われて

いたのは、常に日本の企業にうまく技術移転して、日本の産業競争力を高めようというコンテク

ストの中で産学官連携が語られてきたわけですが、次の 10 年を見据え、グローバルイシューと

か人類全体の福祉ということを考えたときに、もう少し違った展開が出てくるだろうと思ってい

ます。

日本の大学は今まで、世界に向けてあまり情報発信をしてきませんでした。これは地理的な問

題や文化・言葉の問題もあるかと思いますが、なかなかグローバルな活動というものができてい

ませんでした。今こそ世界にパートナーを見つけて「一緒にやっていきましょう」と言う時代だ
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と思っています。その中で、日本人が海外に出掛けて行く、あるいは海外の研究者にぜひ日本に

来て頂いて、仕事を一緒にして頂くことを望んでいます。日本政府としましては、そういった活

動を支援していく、その一環として今回の産学官連携戦略展開事業もあるわけです。

これはおまけですが、最後のところで、やはりこれからはグローバル化が進んで大学もグロー

バルユニバーシティにならないと優秀な学生が集まらない、優秀な教員が集まらないということ

ですので、そういったグローバルな活動を通じて日本の大学の研究力・教育力を世界に示してい

くということも非常に大事だと思っています。それを申し上げて、私のお話とさせて頂きます。

どうもご清聴ありがとうございました。
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第二部：�国際的な産学官連携活動の推進事業に採択された大学の�
特色ある取組みに関する発表及びパネルディスカッション

中島　一郎
東北大学産学連携推進本部長

これは私の所属している、東北大学の産学連携をどういうことをやっているかの特徴を説明さ

せて頂きます。

まず資料は、産学連携の入れ物の紹介です。ここにひとつビルがあります。これは文部省が作っ

てくださったビルです。向こう側にもうひとつビルがあります。これは純粋に民間企業のお金で

出来上がっています。現金、日本円で 60 億円、現物を入れますと約 100 億円掛かっています。

この中にあります半導体向けのクリーンルームですが、延べ床面積が 1400 平米あります。私は

世界のいろいろな大学のクリーンルームを見せて頂いていますが、おそらく、水準、広さ、中に

入っている半導体設備のアセット・資産としては、世界最高レベルにあると思っております。そ

んな所で今、仕事が進んでいるということです。

この資料にも書きましたように、東北大学の特徴は一言で言いますと、「現場で物事をはじめ

てみる」ということです。お金が動き、技術が動き、研究がはじまり、それが成果になって出て

行く。産業、あるいは社会の成果になるということで、制度とかアドミニストレーションは後か

ら考えようという、つまり「現場優先」ということです。わかりやすく言いますと、餡子を先に

作ってあとから皮とか包みを考える、ということであります。現実、現場、あるいは実質、そう

いったことを優先し、きれいな制度を作るのはあとから考えましょう、ということですね。

また、いろいろな会社とお付き合いをしていますし、社会の各団体ともお付き合いがあります

が、まず、できるだけこちらから飛び込んで行ってお話を伺うということにしています。

「東北」というのは、この会場のある東京から新幹線で約 100 分の所にありますが、そういう

課題をお持ちの、あるいは「お金を出してもいいから研究しよう」と言って下さる所に伺ってま

いります。日本、あるいは世界と、あちこち動いています。あとは、資料には「勝つまで頑張ろう」

とか、しつこいことも書いてありますが、そんなことも特徴です。

しかし、大学でありますので、このページの最終段にも書いてありますが、「優れた研究」を

やるのが大学だということです。そういうものでなければ申し訳ないけれどお引き受けは出来な

いということです。大学が担うべき「優れた研究」に繋がらないものは、別の場へ行って頂くと

いうことで、それが大学としての一線であります。

大学での研究活動にとって一番貴重なもの、それは「スペース」です。この「スペース」を確保し、

そのスペースの中での活動にはあまりルールをうるさく言わずに自由に研究できるものを作って

いく。学内特区と呼んでいますが、そういうものを作ることができさえすれば優秀な先生がいて、

そして課題を抱えている社会の方々がおられて、そこに研究資源が集まれば物事は常に発火する

と思っています。

しかし、田口課長からご説明がありましたように、日本でこういう大学での活動が、昔から行

われていたわけではありません。盛んになりはじめたのがこの 10 年のことです。アメリカ、ヨー
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ロッパ、あるいはアジアのいろいろな国々の優れた大学で行われている活動の中には、まさに目

を見張る、目からウロコが落ちるような活動が行われています。そういうものについては、ぜひ

学ばせて頂き、複合大型連携の拠点を日本でも作っていきたいと考えています。

資料に絵が出てまいりますけれど、これが先ほどの私たちのセンターですね。それからこの写

真は、企業の製品開発センターです。私たちは研究をやります。企業のここでは製品開発が行わ

れます。さらに大きな最先端生産現場が、大学から一時間くらいのところに造られつつあります。

これは大学の中に企業の方たちが作業をやれる実験施設があります。

こういうものがサイクルとなって仕事が進んでいくということだろうと思います。ひとつだけ

ではダメ、もうひとつだけでもダメ、そういうことですね、グルグル回る、そういうことだろう

と思っています。

東北大学から車で一時間以内の所に、ある意味で先端的なインダストリー・ゾーンが出来つつ

あります。これが大学の「効果」だと思って頂ければ、私たちとしては大変嬉しいと思っています。

今のは半導体の絵でしたけれど、東北大学が得意としています、金属、あるいはマテリアルの

分野で新しいプログラムもこの一年〜二年ほど前にはじまりました。年間約 6 億円、国のお金を

頂いているのですが、これ掛ける 5 年間ですから約 30 億円のプログラムになります。ここに、

図に名前が挙がっているような人（企業）たちが入っているわけですね。

研究だけではなくて、この人（企業）たちの利害関係、あるいは思惑の調整、人間関係の調整、

企業間のビジネスの調整も、なんとかマネージメントしていくということをやっています。これ

は欧米の大学で進んでいるところはそういうことを円滑に進めていく能力を持っているとお聞き

しましたので、私たちも真似ごとながらはじめた、ということで、ある意味では新しい試みかな、

と思っています。

ちなみに東北大学は 100 年前から存在していますけれど、世界の永久磁石の開発では、主な

発明の 80%は日本発だと言われていますが、その 9 割までが東北大学発です。ですから、ぜひ

磁石の分野では、歯を食いしばって世界の最先端を走っていきたいと思っています。

このシステムを準備するのにこれぐらい時間が掛かりました、ということで、2004 年から

2007 年まで足掛け 4 年くらい掛かっています。やはり時間が掛かる話だろうと思います。

先ほどいろいろな改革を進めていくということで、応援をしていただける政策がたくさんあり

ましたけれど、ぜひ、5 年、10 年という長い目でこういうものを応援して頂きたいと考えています。

残り 5 分で、産学連携の仕組みの方、ここまでは餡子の話をしてきたわけですが、仕組みにつ

いてもう一度考え直してみたいと思います。

田口課長のお話の中にも、「産学連携は 1998 年から本格化してきて約 10 年経った。次の 10 年、

つまりバージョン 2 に移るためにトランジッションとしてリフォームが必要だ」という話があり

ました。私たちも正直、これに向けた、中の整理もいそがしく、まだリフォームの真っ最中とい

うことになります。

考え方の整理ですが、産学連携に関する仕事を二つに分けますと、ひとつは大学全体に対する

サービス、ユニバーサル・サービス。知財、契約、あるいはリーガル・サービスのような高度・

専門的な事務サービスが必要になります。専門家が必要になります。できるだけそういうものは、

大学の中に抱えていきたいと考えています。

次に、外に対するサービスとして、窓口、ゲートウェイ。外と大学の間のゲートウェイがここ
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に出来てくるわけです。およそここまでは 10 年間いろいろサポートして頂いたお陰で、どの大

学でもだいたい出来上がってきていると思います。

さらに、国際的なゲートウェイをここに設けて行こうというのが今度のお話で、私たちもそれ

に取り組んで行きたいと思いますが、問題は、先ほどのような餡子の部分を誰が作るのか、とい

うことです。この中で、ユニバーサル・サービスで作るのか、それとも大学にある個々の研究所、

あるいは学部で作っていくのか、ということです。

東北大学も 100 年の間に、強力な部局、つまり学部とか研究所がたくさん出来上がってきま

した。それぞれが違った行動原理で、違った目標に向かって動いています。それを、ここで全部

束ねて戦略を作るのか、それともこの人たちの自発的で自由な発想に基づく活動に任せていくの

か、という二つの考え方の間で揺れ動いてきました。現在の東北大の考え方は、新しい研究活動

を作り出していくのはやはり発想の豊かな研究現場にお任せをしていく、そのお手伝いをこちら

がしていく。そういう形になっていくと思います。

この資料には点線で TLO が描いてありますが、これとこれの関係は、いずれこの 1 〜 2 年で

整理していくという考えであります。これはもう先ほどもお話がありましたので、省略いたしま

す。

東北大学では、こういう「現場」という餡子をまず手がけ、あとから本部が出来上がっていき

ます。本部の方が親子関係でいうと「子ども」の関係になるわけです。

ですから、こちらがインフラであって、スープラストラクチャの方は、あくまでこちらの現場

の方であるという考え方で進めています。これはもう省略します。

最後に 1 〜 2 分、お話をしたいと思うのは、やはり大学は、欧米の大学だと必ずしもそうでな

いらしいのですが、日本の大学にとって一番大切なもの、一番欠けているもの、一番欲しいもの

は、研究者にとっても大学にとっても、しっかり研究が出来る場所「スペース」です。これは本

当にフィジカルな意味での「スペース」だと思っています。

ですから、ここまでが 1 万 1 千平米になりますが、ここに 1 千平米があります。私は 4 年前

からこの仕事をしていますが、2500 平米の研究空間を作って、あと 1 年で 3500 平米の次の新

しい空間を作ることになります。併せますと、約 30 億円くらい掛かるのですが、そのお金は交

付金からではなく、先ほどの企業からのロイヤリティとか研究費の中の観察費とか、そういった

ものを活用してこういうものを作っていくことにしています。

今度、新しく出来上がるのがこれで、ほぼこちらの写真と同じようなビルになります。若干、

経済産業省から補助を頂きます。

最後に宣伝です。今日は東京医科歯科大学のシンポジウムにお招き頂きまして、ありがとうご

ざいます。東北大学の特徴はおわかり頂けたかと思うのですが、さらに詳しくこれをお聞きにな

りたい方は、ぜひ 3 月 12 日に大手町にある経団連会館で午後いっぱい掛けて、「私たちは初年

度から国際連携の成果を上げました」というお話をさせて頂きたいと思っております。内容はこ

の二件ですね。半導体でテキサス・インスツルメントというアメリカの会社と一緒にやりました。

それから半導体プロセスの方で、これはアメリカの会社が登場して来ないのですが「今は発表し

たくない。あと 2 〜 3 年経てばぜひ発表したい」ということなので、サワリの部分、餡子の部分

が無くて困ってしまうのですが、その代わり、日本のそれに関係する企業の方々にお話を頂きま

すので、想像力を逞しくして聞いて頂けると、日本とアメリカの間で、半導体に関して、デバイ
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スレベル、プロセスレベルで大きな連携が進み、伝わるのだということが分かると思います。

本日、まさに田口課長がおっしゃったように「トランスボーダーでないとイノベーションは起

きない」ということをご理解頂ければ、と思っていますのでぜひこちらに来て頂いて聞いて頂け

ればと思います。以上でございます。ありがとうございました。
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高田　忠彦
広島大学産学連携センター副センター長

皆さん、おはようございます。広島大学産学連携センターの高田でございます。今日はこのよ

うな機会を与えて頂きまして、大変ありがとうございます。広島大学は、ご存知のように非常に

東京から遠く約 800 キロ離れた所にあり、なかなか首都圏でこういうお話をする機会がござい

ませんので、広島大学としては非常にありがたく思っております。感謝を申し上げたいと思いま

す。

今日、これからお話しますのは、「広島大学の国際産学官連携活動の取り組み」に関してです。

広島大学は平成 20 年度に国際産学官連携の推進活動の事業に採択されました。一昨年もチャレ

ンジしたのですが、残念ながらその時には「不採択」ということで、昨年、ようやく他の大学に

混じって、中国地方、四国地方唯一の大学として採択されました。

今日は、私どもの取り組み、特徴があるかどうかはわかりませんけれども、その概要を少しご

報告したいと思います。

非常にプリミティブですけれども、この資料に「目標」が書いてあります。もちろん、大学に

とっては「教育」「研究」というのは二大責務でありますけれども、もうひとつ、最近は「社会貢

献」ということで、この背後には「社会連携」ということがあります。国際産学官連携というのは、

結果的には、ここにも目標が書いてありますけれども、海外企業からの共同研究とか委託研究を

獲得したり、あるいは、海外に出した特許を戦略的に取得する、うまくライセンシングすること

であり、それが結果的に資金面でも広島大学のプラスになる、ということになろうかと思うのです。

具体的にひとつの例として、ここに「ライセンス収入を二倍以上上げましょう」ということを

掲げています。これを進めるためには、やはり「体制整備」というのが大事です。さらには、具

体的に「その体制を使ってどうやって特徴的な取り組みをしていくのか」ということが必要になっ

てくると思います。この「体制整備」に関してはおそらくどこの大学もこの資料に書いてあるよ

うなことはやっているだろうと思います。おそらく一般的なことだろうと思います。

広島大学は、やはり「海外への発信」ということがやや少ない、ということで今、力を入れて

いますのが、非常に遅いかもしれませんけれどもホームページであるとか、研究データベースで

あるとか、あるいは英語のパンフレットであるとか、そういった物を作り上げて少しでも外国の

人に見て頂こう、という動きをやっています。

それからもうひとつは、海外の産学官連携拠点設置と常駐コーディネーターというのがありま

す。これはあとで詳しくご説明します。

それから、具体的に「競争力強化のための試みと取り組み」ということで四点ほど挙げており

ますけれど、この中からこの 2 番から 4 番について少しご説明をしたいと思います。

この資料だけが英語になっているのですが、この推進組織はどのようになっているかというこ

との説明です。広島大学が平成 16 年に「国立大学法人」になりましたときに、社会連携推進機

構というものを作りました。その中に産学連携センターが入っています。そのほか、地域連携セ

ンターであるとか、医療社会連携センターなどもありますが、この国際産学官連携活動につきま

しては、この産学官連携センターの中の二つの部門、ひとつは国際・産学官連携部門と、もうひ

とつの知的財産企画部門の二つの部門が中心になってプロジェクト的にチームを作って、現在推
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進しております。もちろん、こちらの地域連携センター、医療社会連携センターとコラボレート

しながら、さらに広島大学には 1800 人の研究者がおりますから、各研究科と連携を取りながら

進めていくような体制を作り上げています。

ちなみに、これは、広島大学の国内外の特許の出願および保有件数を年度別に示したデータ

です。こちらが出願件数、こちらが保有件数ですが、国内につきましてはだいたい 150 件から

200 件のレベルにあります。それに対して海外では、ちょっと出不足がありますけれども 40 数

件の出願を行っています。

一方、保有件数につきましては、2007 年度、国内が 80 件強、それから海外につきましては

100 件くらいの特許を保有しています。これは特に海外につきましては戦略的にどのように展開

するか、十分なる戦略を練って展開することが必要だろうと思います。

これは、これまでの国際産学官連携活動の実績がどのようになっているか、ということを示し

た資料です。残念ながら今、直近では共同研究等はあまりありません。ようやく平成 19 年度、

2007 年に技術移転のライセンス収入が、ノウハウと含めまして 1,100 万円くらいです。平成

24 年、この事業が終わるときにこのくらいの数値で良いのかどうかは疑問ですが、こういう数

値を掲げて、一応、努力していこうということに、現在はしております。

具体的に現在進めている状況をご説明しますと、まず、産学官連携拠点ということでジュネー

ブとバンコク、ニューヨークの三カ所に、現地の状況に現地の状況に詳しい、もともとは企業の

出身の方が多いのですが、企業経験が豊富な人を地域ごとの取り組みにマッチングしたような人

材配置ということで、それぞれ元銀行マンとか現地タイ人の元日系企業のエンジニアとか、ある

いは繊維会社の現地法人副社長をスカウトしまして、もちろん広島大学に縁の有る人ということ

でこういった方々を現在、配置をしていろいろな情報活動や具体的に企業を回ったりしてもらっ

ています。こういう人材も、世界は広いので一人が出来る範囲は決まっています。ですからでき

るだけ日本からもバックアップするという体制で進めています。

次に、以下三つほど広島大学の特徴ある取り組みと言っていいかどうかわかりませんがご説明

したいと思います。

まず、「協定大学」。これは学術協定などを結んでいる大学がだいたい 170 校くらい広島大学

にはあります。それから、現地の公的機関、その国の公的機関との連携による移転活動というこ

とで、協定大学と相互協力によって移転活動を行おうというものです。特許権から共同研究を、

お互いに相互補助によって取り合うとか、あるいは相互ライセンスをするということです。具体

的にはタイのチュラロンコン大学とこの 9 月 15 日に MOU（覚書）を締結して進めております。

さらに、ナショナル・サイエンス・テクノロジー・デベロップメント・エージェンシー（NSTDA）

というタイの公的機関、これは第三セクター、企業との繋がりが非常に強い公的機関ですがそこ

と、今、MOU（覚書）を締結の準備をしております。この資料にも書いてありますように、相

互に斡旋をやっていきましょうという運びになっています。そのために具体的にどのように広島

大学のシーズを展開していくか、ということなのですが、直近ではこの 5 月に共同新技術説明会

をバンコクで開催しようという手筈になっています。

こういうことによって共同研究がうまくとれるかどうかはわかりませんが、とにかくまず進め

てみる、ということで現在進めています。
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もうひとつは、広島地域、あるいは中国地域というのは「ものづくり」の地方というか、地域

ということになっています。そういうことで、協定大学と海外企業への「ものづくり」を支援し

ていきましょうということで、これも東南アジアの話で恐縮なのですが、インドネシア進出の日

本企業のグローバル化への「ものつくり」の支援ということで、工学研究科との共同で、バンド

ン工科大学と現在、話を進めています。これはもちろん、国際協力協定を結んでおります。これ

は長い歴史がありまして、すぐにこういう協定が結べるわけではなくて、10 年くらい前からバ

ンドン工科大学とは緊密なる連携を取っています。その中で技術点を取り上げて、昨年の 11 月に、

共同セミナーを現地ジャカルタの日系工業団地で行っています。この時には、日系企業あるいは

現地企業の方々が見えまして、そこで報告の後、技術相談を受けるとか、あるいは広島大学のシー

ズを逆に紹介するとか、というようなことをやっております。

さらに、タイにもたくさんの日系工業団地があります。その工業団地に向けて、現在、インド

ネシアからタイに向けて具体的なセミナーを計画しようということで、今、働きかけをしている

ところです。

それから、この資料は国内の産学官連携活動から延長して、さらにアジア地域へ具体的な研究

シーズを展開しようということで考えているものです。

広島大学は、バイオとか IT が比較的強いということで、ここにはその二つの例を示しています。

ひとつは、植物乳酸菌を活用した GABA の含有食品です。「ビオユニブ」という商品名をつけ

てすでに展開を行っているものです。これはヨーグルトですね。こういったものも多分、海外で

はいけるのではないかということで、今、韓国に実際アプローチを行っています。

一方、こちらは柿渋を利用した柿渋は説によると、ノロウイルスに効くと言われているのです

が、柿渋を利用した消毒用のアルコール製剤です。これも企業との共同研究によって生み出され

たものです。こういったものも海外への展開が可能ではないかということで、国内ですでにある

程度目鼻が付いたものを、海外に持っていこうという戦略で、現在進めております。

以上、四点ほど、拠点の形成から含めてご説明しましたけれども、やはりこれは体制がしっか

りと整備される必要がありまして、これはもちろんやっていきます。

しかし、これだけではダメでありまして、さらにその体制を整えながら戦略的な国際的産学官

連携活動を推進していきたいと考えています。

現在、最も困っている点は「欧米の産学官連携活動の戦略をどう立てるか」ということで、現在、

産学連携センター長を団長として欧米への調査活動を行っています。

その結果から、具体的にどうするのかということを考えていくつもりです。当初は「学学連携」

ということで考えていたのですが、なかなか「学学連携」だけでは難しいだろうということで、

具体的にどのように研究シーズを展開するかということについては、さらに戦略が必要だろうと

思います。

いずれにしても限られた人材、予算の中で、できるだけ効率的にやっていきたいと思っていま

す。

以上のことで終わりますが、将来的には冒頭にも申しましたように、できるだけこういった活

動を通じで、広島大学に外部資金が入る、その背後には社会貢献があるのですが、ようにやって

いくということと、こういった体制作りだとか移転のノウハウを、中国・四国地方では唯一の産

学官連携の採択大学でありますので、ほかの大学を支援するために我々も今後活動していきたい
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と考えております。

以上で報告を終わらせて頂きます。ありがとうございました。
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勝田　正文
早稲田大学理工学術院教授　前産学官研究推進センター長

こんにちは。早稲田大学の勝田でございます。

約 2 週間前に研究推進センター長を退任いたしまして、これから全体的に私どもの研究推進部

のリフォームといいますか、今、そういうところに取り掛かっているということで、人の方も一

新しようという動きでございます。

2 週間前に退任いたしまして、今後は次の若い先生に、そのうちご紹介できると思いますが、

お願いするということになったのですが、今までいろいろなところでの取り組みを、私どもが中

心でやってまいりましたので、本日は私、勝田がお話をさせて頂くということにさせて頂きまし

た。

最初の方のお話は、いくつか私どもの地域との連携事業の概要のご説明です。何を言いたいか

といいますと、こういう地域での取り組みの成功事例を環境とかエネルギーの分野を、国際産学

連携でも狙っておりますので、そういう成功事例を、人も含めたパッケージングにいたしまして、

海外の方、特にアジアを中心に提案をしていくことが可能なのではないか、ということで前段に

つきましては、今まで私どもが進めてまいりました地域との連携につきましてお話を申し上げる

と言うことです。

最初の連携事業は墨田区ですけれども、これはもうすでに 2002 年 12 月からはじまっており

まして第二期目に入っています。さらに新たに入ってきたのが、明日、報告会があるのですが、「観

光」です。

ちょうど墨田区に新しいタワーが建つということで、そのあたりでの大学からのノベリティ関

係のコンソーシアムを立ち上げて、あの辺り一体を優雅に回遊できるようなシステムを大学から

支援していこうという形です。

このところ、やはり我々の考え方と墨田区の伝統が一致し、特に墨田区が非常に熱心に我々の

ところにアプローチをして下さったということが、ひとつのコラボレーションの実現、あるいは

成果に繋がったものだと考えています。

今のところ、墨田区の廃校になった学校を使わせて頂き、中小企業のグループだとか区民等に

参加して頂き、「産学連携クラブ」というものを作っております。早稲田大学の方からは、早稲

田発のベンチャー企業がここを使わせて頂いているということで、お互いにコミュニケーション

を深めているということです。

ちょっと変わったところでは、私が所属しているところですが、埼玉県本庄市に環境エネルギー

研究科、もうひとつ、情報関係の JITS という国際情報の研究科があります。

そこではこの資料にあるように、県と市を跨ぐような形で、早稲田大学も出資して、財団を作っ

ています。この校舎などの運営等が財団によるもので、ここからも新しい町作りを目指す、ある

いは中小企業の振興というような、地域活性化を狙ったいくつかのプロジェクトを立てていかな

ければまずいということで、今、考えているところです。

それにはどんなものがあるかというと、今は考えているだけなので実行に移っているわけでは

ないのですが、研究科との絡みで地域資源のエネルギーパーク、資源エネルギーの有効活用と安



第二部：国際的な産学官連携活動の推進事業に採択された大学の特色ある取組みに関する発表及びパネルディスカッション

24

定供給ということで、自然エネルギーを中核として、新しいところでは水素エネルギーなども考

えに入れましょうという話になっています。

それから、考えているのは EV の車だとか水素自動車、燃料電池車などもこういうところでシェ

アリングするような形で動けないか、ということです。

さらに農業をうまく使って、食用廃油の BDF やバイオエタノールなども作っていこうと、こ

ういうことです。

それから次はモビリティなのですが、資料にありますように新しいシステムを地域に構築しま

して、CO2 のゼロミッションを狙って以降というような方向性です。

そういうものの要素技術開発は、私どもは得意だと自負しているところだと思いますし、非常

に優れたものがあると思いますので、こういうものを市、あるいは県の方に活用して頂くという

ことです。あるいは、大学はもちろん、皆さんに使って頂くような方向にしたいということです。

それから次の図はコンビニエンスストアなのですが、これもうまくすると究極にはゼロミッ

ションでいけそうな感じがしますので、今、計画を立てています。これはプロジェクトとして、

ある省庁のお金を頂くような形で、今、申請を進めているところです。

最後は IT 関係ですが、ちょうど JITS 国際情報がありますので、グリーンデータセンターとい

うものを考えています。これも非常に省エネルギーを図る形でデータセンターの IT 関係でパラ

レルなものですとか、このあたりは地盤が強固ですので地震等の影響が少ないので、地下を利用

出来るのではないかとか、建築の多彩な空調関係、環境条件を整えていけるような力を我々が持っ

ているのではないか、ということでこういったものもひとつの候補として考えているところです。

最後は「次世代の技術を体験、未来を体験できるようなまちを作っていこう」ということで、

今提案しているのは、この図のような小民家をうまく使って、アイディア出しから研究の成果、

人材の育成までの地域への貢献を深めていきたいというような格好のものです。

まだ動いているのは一部だけでして、先ほど申し上げたコンビニエンスストアのプロジェクト

のみが、今は申請中ということになっています。それぞれのアイディア出しを、今、行っている

ところです。

もうひとつ、私どものところは九州にもキャンパスがありまして、ここでは新たに車の基幹産

業である部品産業がここに集結されるということで、若干このところの経済危機で不安なところ

はありますが、かなり早稲田の北九州とのキャンパスとの研究連携、学学連携も含めていろいろ

なプロジェクトが進んでいるところですので、ここも期待できるところであります。

このような我々の取り組みにつきまして、海外のほうに、特に環境というのはローカルな成果、

ローカルなモデルがそのまま現地化するということがプロセスとしてあるかと思いますが、グ

ローバルにもいけるのではないか、ということで「グローカル」という早稲田大学前総長の奥島

が申しておりました言葉ですが、そういう方向で動きたいということです。

ここからは時間もありませんので資料をスキップさせて頂きます。

では、国際展開はどうしているか、ということですが、私どものところはここに四つほど掲げ

てありますが、「研究、教育、産学連携を三位一体とした取り組み」をしていきたいということ。

それから先ほどもちょっとありましたが、今までは、例えば私どものところだと日本女子大学さ

んとか、近いところだと東京女子医大学さんなどと「学学連携」をかなり進めているのですが、

それを「学学産の連携」としていきたいということです。



第二部：国際的な産学官連携活動の推進事業に採択された大学の特色ある取組みに関する発表及びパネルディスカッション

25

それから「当面の人材確保と長期的な国際知財人材の育成」ということで、後ほどお見せしま

すが、私どもは国際的な拠点を持っていますので、先ほど講演された広島大学さんとも似たとこ

ろがありますが、そこに、人材を育成すると同時にそれをマネージメントして頂くような方を国

際的な展開に含めていきたいということです。

それから「海外展開を視野に置いた試行プログラムの実現」ということ。以上のこの四つを早

稲田大学のポリシーとして掲げているところです。

特に、一番最後は「国際的な知財活動に必要なノウハウの蓄積」をしていく必要があろう、と

いうことです。

本年度は特に、この図にあるようなアジア系、北京、シンガポールなど、図で黄色く塗り潰し

たところ、それから一昨年度あたりからですが、スーパー COE を中核とするヨーロッパセンター、

ボンの利用ということで、このあたりで芽が出はじめているかな、ということです。

最近、ニューヨークとか上海のオフィスがオープンいたしまして、かなり環境が整ってきた感

があります。現状では北京にお一方に駐在して頂いています。それからシンガポールにも今後、

今は日本の担当者が扱っているのですが、ここにも駐在する形の方を置きたいと考えています。

まず、「産学連携を三位一体とした取り組み」ですが、この資料にもあるように五つの機能を

考えていることで、国際産学連携の推進であると同時に、ここにありますようなインキュベーショ

ン活動の多様な展開、人材教育プログラム、それから市場の調査・コンサルティングの外部委託、

といったことを考えています。

これは昨年、胡主席がいらっしゃったときに成立した話なのですが、早稲田大学と北京大学の

共同大学院を設立しようという準備が進んでいまして、協定書を交換したところです。

今度、実は私がこれを担当することになりまして、北京のほうへも何回か出向かなければなら

ないのですが、現在、大学院というのを作るのはなかなか難しいということになり、少しスケー

ルダウンした形で、出来る人材の交換、いわゆる博士課程レベルでの留学交換からスタートしよ

うということで、共同研究が熟した頃に共同大学院は作っていこう、というように方向が少し変

わりましたけれども、2009 年 9 月、今年の 9 月に新たなコースを私どもの本庄市のキャンパス

のほうに立ち上げる、ということで話が決まっています。

これはかなり環境エネルギーの研究科が中核になりまして、その周辺のところも含めて、お互

いにカリキュラムを作り、コースで学生を交換するわけですが、この図の黄色のところで囲んで

ありますように、産学連携の推進もその中に入っているわけです。

これから今年の 4 月、5 月を目指しているのですが、北京大学から 3 名から 5 名の先生方が私

どもの所に訪問して頂きまして、研究の情報の交換をすると同時に、私ども早稲田大学のほうも

あちらに何名かの先生を連れて行って、研究のマッチングをまず図ろう、ということが行われま

す。

その後、産学連携に進めばいいなと考えているところです。少し、遅々として進まないところ

ではありますが、こんな形で進めているところです。

それから早稲田大学は、一昨年の 125 周年のときに、海外からの留学生 8 千人何とかしよう

ということを考えていますが、その当時の大学間協定をはじめとしてプロジェクト研究をはじめ

とした個別の交流についても含めますと、協定コースが 515 件、これは最近もっと増えている

と思います。それから協定の国が 75 件ということで非常にたくさんの文書の交換はしているの
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ですが、実質がちゃんと動いているかどうかは甚だ疑問でして、こういうものを上手く利用した

形で国際産学連携も進めたいとは思うのですが、なかなか難しいというところです。

教育プログラムと同時に産学連携もやっていくということで、国際連携プログラムとしてどん

なものがあるか、というと、早稲田とシンガポールのナンヤン工科大学との間の MOT に関する

ダブルディグリードプログラムなどがあります。

今、大学院のほうを試行していますが、学部のほうはもう出来ておりまして、北京大学との学

部の学位取得を目指した、双方向の学位プログラム等が動いています。

さらに復旦大学とも同じようなことをやっていまして、早稲田大学とボンとの間ではスーパー

COE アスミュー（ASMeW）と言っていますが、科研機構との拠点の成果をこちらのほうでシン

ポジウムを行った、ということです。

今年、北京とは何度も交換をいたしまして、私も昨年は三度くらい行ったのですが、そこに我々

のオフィスを作りまして、そこで情報交換、あるいは情報の取得を盛んに行っていると同時に、

私どものほうで発生したベンチャー企業がフロアを借りるということが行われていて、そこから

も情報が入る、あるいは新しい取り組みがスタートする、という状況になっています。

それからこの 3 月にはシンガポールとシンポジウムをやる予定になっています。早稲田大学で

も iPS 細胞をやっている先生がいるので、その先生を中核にしてシンポジウムをやりたいという

ことです。

まだまだ成果が十分出ているとは、全然思っていません。今後、新しいセンター長を中心に積

極的に取り組んで行って頂けるものと思っていますが、反省を含めて、私の最後の仕事として発

表させて頂きました。どうもご清聴ありがとうございました。
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小沢　三千晴
東京医科歯科大学知的財産本部知的財産マネージャー

東京医科歯科大学の小沢でございます。よろしくお願いいたします。

今日はお忙しい中、お集まり頂きましてありがとうございました。今日の午後に講演頂きます

けれど、海外からも多くの方にお集まり頂きまして本当にありがとうございました。

それではさっそく、私どもの国際的な産学官連携活動について報告させていただきます。

まず、私どもの知的財産本部の組織について簡単に説明させて頂きます。平成 15 年 9 月に知

的財産本部を立ち上げまして、翌年の 8 月に技術移転センターを設定いたしました。平成 19 年

4 月に国際産学官連携部門を立ち上げています。

このように現在は知的財産センター、国際産学官連携部門、それから技術移転センターの三つ

の部門で活動しておりまして、ここで発明相談から技術移転活動まで、国際的な部分も取り入れ

まして活動を展開しています。

実際に、出願実績は今までどうなのかといいますと、平成 16 年に国立大学が法人化されてか

ら本格的に大学帰属の出願が増えてまいりまして、このデータのように平成 17 年以降はだいた

い定常状態になったように思われます。60 件強の国内出願実績です。

一方、海外出願に関してはまだまだ上昇の可能性を秘めておりまして、たぶん平成 20 年度は

もっと増加するのではないかと思います。ただ、いずれヨーロッパ出願等が指定国移行に移る段

階では落ち着いてくるものと思われます。

それからライセンス関係なのですが、これも右肩上がりで推移しています。右肩上がりで推移

してはいるものの、平成 18 年、19 年を見てみますと、1 千万円前後で推移していて、平成 20

年度もだいたいそのようなものです。

なかなか大化けするものが出て来ていませんので、しばらくこのような状況かなと思っていま

す。現状では細かい数字を積み上げて行ってなんとか 1 千万確保といったところです。将来に大

いに期待したいと思っていますけれども。

一方で、受託研究や共同研究は大きく増加しています。平成 15 年度を基準にしますと、平成

19 年度は共同研究で 3 倍、受託研究で 5.4 倍という数字を示していますが、平成 20 年度はさ

らに増えていまして、これもこのグラフに入れておけば良かったのですが、現時点ですでに前年

度の数字を超えています。企業などから本学の技術がかなり注目を浴びているのではないかとい

う気がしています。

では、国際的な活動はどうなのだというところで、今日はそれを報告するわけですが、「まず

は走ってみましょう」ということで動いています。活動していることは、共同研究の支援、それ

から欧米の技術移転機関との連携、今日もお集まり頂いていますが、そういった連携を強化する

ということ。それから展示会への出展ですね、今まではヨーロッパに対しては行っています。そ

れから、講演会、シンポジウム、人材育成。ホームページなどへの技術使用等の英文化などはも

ちろん進めているわけです。

現在進行中の共同研究開発ですが、資料の左側に書いてあるのが、実は日本学術振興会の助成

金を得て先端研究拠点事業として行っているもので、これは私どもの大学が窓口になりまして、

東京大学も一緒になってやって頂いているのですが、あとは、アメリカ、カナダ、オーストリア
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の各大学、ハーバード大学、トロント大学、ウィーン大学、これらの研究者同士の連携をしなが

ら治療法の開発を進めるということをしています。

最終的には、この開発成果を知的財産化する、あるいは若手研究者の育成を元に、彼らを知財

の目利きとして養成できるのかなと見ています。

「心臓血液ポンプの開発」というのもドイツ企業との共同開発ということで、今、共同開発の

検討段階ですが、ゆくゆくは企業へ技術移転ということも考えています。この心臓血液ポンプに

関しては、かなりいろいろな企業から注目を浴びていまして、現在、JST の助成金を得てベンチャー

起業化という、いわゆる大学発ベンチャー創出事業の一環としてやらせて頂いています。それと

は別に、ドイツとも共同開発をしよう、ということで動いています。

それからイタリア企業が研究助成金を出してくれて、分極処理したセラミックス生体材料の開

発という研究開発を進めています。これも国内出願したのちヨーロッパへ移行した場合は、その

イタリア企業に実施許諾しようかということで動いている案件です。

もうひとつ、中南米諸国へも私どもの大学がかなり力を入れて研究協力、あるいは技術支援を

しています。その一つの例として示した資料がこれです。最近ではチリのプロジェクトが動いて

います。

さらに有体物（MTA）なのですが、有体物契約の数も、近年すごく増えていまして、国際的な

部分も同時に増えています。海外とのやり取りがかなり多くなって来ています。MTA の内容は

この右下のグラフに書いていますので、お手元の資料をご覧になって頂けばいいのですが、日本

の関係機関に比べて海外のほうが私どもの有体物を譲り受けるという形で、この量が多くなって

います。

次に、欧米の技術移転機関との連携ですが、これは午後にほかの皆さんから詳しいお話が聞け

るのではないかと思いますが、このような機関と連携を取って、なんとか私どもの技術を海外に

技術移転したいということで活動を展開しています。お互いに連携・協力し合うということで、

先方の技術は私どもの大学から日本国内へ発信して、それぞれ相互に技術移転していくだろうと

考えています。

海外の展示会に関しては、過去に 3 回やっています。3 回のうち、表の真ん中に書いてある

「BIO-Europe2007」なのですが、ワン・トゥ・ワンミーティングというのがあり、事前にミーティ

ングしたい企業と日程調整しまして、当日 30 分間ミーティングルームに入って密度が濃い話し

合いをさせていただきました。この展示会の場合、3 日間で 8,685 件のミーティングが行われて

います。ですから、皆さんが積極的にミーティングするということで、技術移転を図っているわ

けです。ちなみに私どもの大学は、このときに 8 企業と面談をしています。ただ、今のところ、

それが「技術移転に結び付いたか」と言われると、まだそこまでは至っていないということが些

か残念であります。

講演会、シンポジウムも国際化を取り入れてやっています。今日もその一環として行わせて頂

いているのですが、毎年、2 〜 3 回やっていますので、ぜひまた皆さんにお越しいただきたいと

思います。今まではどちらかというと、米国の範例を主体とした講演会が多かったです。ただ、

下の表にあるシンポジウムに関しては、アジアに目を向けたシンポジウムということもやってい

ます。

それから、人材育成に関しまして、これは私どもも非常に重要視してはいるのですが、なかな
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か良い人材が集まらない。ただ、本学の知財本部は平均年齢が 35.7 歳なのですが、この 35.7 歳

というのは、私の年齢も入っているので、私を除けばもっと若くなるのですね。そうすると、い

かに若いかがおわかりになると思います。32 〜 33 歳の平均年齢ということになるので、20 歳

台も多くいるわけですから、彼らを育てましょうということで私どももいろいろ活動を展開して

います。「経験を積ませる」ということをさせています。

それから私どもの大学の学生はライフサイエンスに精通した人材ですので、彼らに「知財」を

勉強させて少しでも技術移転活動に結び付けられるような人材を育てたいと思っています。それ

は、今年、平成 21 年度から 3 学年を中心に実施予定で、最終的には全学レベルで展開したいと思っ

ています。

「内部人材の育成」というのは、私どもの若手をどんどん教育していこうということで、アメ

リカの法律事務所に 1 カ月間研修に行かせるということを、過去 3 年間、今年もこれから行くの

ですが、やっています。こういった人材養成の実績は過去 5 年間積んでいます。これは科学技術

振興調整費の補助金を得て、ライフサイエンスの知財の専門家を養成するという試みでやってい

ます。さらに、その一環として国際化を視野に入れてワシントン大学のロースクールに 2 〜 3 週

間研修に行かせるということも、過去 4 回やっています。

さらに、私どもの大学の知財本部には、他大学の大学院の学生にインターンシップに来てもらっ

ています。彼らはどちらかというとライフサイエンスに精通した人材ですので、彼らに知財なら

びに技術移転活動を実際に経験してもらうということもやっています。

今回の戦略展開プログラムの国際活動計画としては、欧米の技術移転機関の皆さんとの連携。

それから欧米へのバイオイベントへ出展することによって多くのノウハウを蓄積していって、こ

れを日本全国に公開していきたいと考えています。

その一環として、「平成 21 年に欧米 TLO と意見交換会実施」と表に書いてあるのが、たぶん

これが本日午後行うものではないかと私は勝手に解釈しているのですが、そういう意味では前倒

しにしていろいろ活動展開しているということです。

活動計画の基本線としては、まず「技術移転活動」は絶対に外せない活動ですが、そのほかに「人

材養成」も必要、それからいろいろな意味で「啓蒙活動」も必要でしょうということで、三本の

柱をうまく回転させながらなんとか具体的な国際連携に結び付けていきたいと考えています。

以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
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パネルディスカッション

パネリスト：中島�一郎　　高田�忠彦　　勝田�正文　　小沢�三千晴
モデレーター：前田�裕子（東京医科歯科大学技術移転センター長）

前田：・ご紹介ありがとうございます。時間が押していますので、約 20 分程のパネル討論をコン

パクトに進めたいと思います。

 　まずは東北大学の中島先生からは産学連携でまずはインフラ整備が大事、広島大学の高

田先生からは海外に拠点を作りましたよ、早稲田大学ではいろいろな大学と組んでいます

よというお話を頂いたと思います。大学というのは、以前から「学学連携」ということで、

海外と共同研究をなされてきたと思いますが、「産業界」と連携を結ぶということを、海

外と行うのは簡単ではないと思います。ですので「産」との結びつきで、これからもっと

も力を入れていきたいと思っていることを一言ずつお話し頂けたらと思います。

中島：・私はスペースの話をしましたが、あの「スペース」は普通の教室やいわゆる研究室ではあ

りません。留学生や外国の方がいらっしゃって、教員や企業から来られた方もいるという

中で、企業のライバル関係、あるいはさまざまな秘密の保持というものがあるわけです。

会社の方は永久に秘密を守りたいということではないと思うので、大学はいずれの日にか

学問に役立てたいということです。

 　一言でといわれているのに長くお話して申し訳ないですが、要するに、秘密を守れる空

間を作り、そこで一定期間の秘密を守っていくということを心がけていきたいと思います。

できるだけ早い時間にそれをパブリックにしていくということが大学の役割だと思ってい

ます。その間のある種のコンフリクトがあると思いますのでそれを調整していく、それが

非常に大切になると思います。

前田：・ありがとうございます。高田先生いかがですか。

高田：・広島大学の国際産学関連活動は、最初は学学連携ということを考えて進めましょう、とい

うことでアジア、ヨーロッパ、アメリカと調査をしています。ところがいろいろ調査をし

ていると、なかなか学学連携から学学産ということが難しいということがわかってきまし

た。

 　我々としては取っかかりがないため、これまでの協定大学を対象に進めてきたのですが、

例えばヨーロッパの大学にしてみてもすでに産業界に結びついており、その中に広島大学

がいきなり「こういうシーズがあるから一緒にやりましょう」と入っていくのは、言うな

れば、他人の隣の芝生の中に入っていくようなところがあり、難しいということがわかっ

てきました。

 　先ほどの話の中で、欧米につきましては、現在イギリスやドイツやスイスの大学を回っ
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ているのですが、最初はやはり取っかかりがありませんので、そこから行くしかなかった

のですが、将来的にはそれだけでは国際産学官連携というのはなかなか難しいのではない

かという結論に達しております。

 　具体的に欧米についてはどのような戦略をとるのか。アジアにつきましてはチュラロン

コン大学と比較的良好な関係ができそうですが、さらにこのあたりについては戦略として

要検討という感じを持っています。

前田：・ありがとうございます。勝田先生いかがでしょうか。

勝田：・学学連携から産へ持ち込むというのは難しいというお話がありましたが、確かに私どもも

苦労しているところであります。

 　ひとつは先ほども少し申し上げたとおり、私どものところでは、早稲田大学の中で発生

したベンチャービジネスが海外へも出て行くという動きもあります。それから、もちろん

日本の中での受託研究、共同研究をやっている企業が現地法人を持っているので、その中

での我々のコントリビューションというのもあると思いますので、学学も含めて「産」へ

の結びつきに力を入れていけば何とかなるのではないかと考えています。以上です。

前田：・ありがとうございます。小沢先生いかがでしょうか。

小沢：・いろいろ活動していますと、人材がポイントではないかと思っています。学学連携といっ

た話はおそらく大学の先生方がよくご存知で、お互いに共同研究開発を自分たちで進める

というところがあるわけですが、なかなか「産」まで発展させるということが難しいよう

です。まして国際的な「産」というのは非常に難しいと思っています。

 　ですから私どもは、取り敢えずは海外の技術移転機関の方たちと連携をとって活動を展

開するわけですから、これには企画力と特に国際間になると語学力も必要となります。さ

らに、少なくとも私どもの大学からしてみればライセンスにある程度精通していないと話

にならないということもあり、そういった人材を何とか確保したいなと思うのが現在の私

の痛切な願いであります。

前田：・ありがとうございました。そうですね。契約書一つ結ぶのも日本の企業と結ぶのと違い、

とても苦労している大学がたくさんあると思います。また文化も違います。いい人がいな

いとできないというのは切なる願いでいつも叫んでいます。

 　難しい契約等は皆さんどのように対応していらっしゃるのか、他の大学の方に少しでも

参考になればと思いまして、お話して頂けたらと思います。よろしいでしょうか。順番で

なくてもいいです。

中島：・私のところでは「餡子先行」「現場先行」ということで、現実に起きたものから片付けて

いこうということを申し上げているのですが、これが「契約の標準形」であるというもの

も大学にはありますが、ほとんどがその標準形ではすみません。
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 　したがってひとつひとつ、その契約、相手先、たとえば半導体、メディカル、例えば農学、

あるいは社会科学系の契約もあったりするのですが、それに応じて考えて行かざるを得な

いと思います。

 　今日のお話をお聞きしていますと、医科歯科大の先生方が「なかなか人材が集まらない」

とおっしゃっているのですが、贅沢なお悩みをされているとも思ったりします。なぜかと

申しますと、私達は東北というところにいて東京からは新幹線で行って 100 分掛かるの

です。済みやすい非常に良い街なのですが、それでも首都圏とは違って優秀な若い人たち

を簡単に集めるということがむずかしいのです。そんな中で研究マネジメントというめん

どうな仕事をするスタッフを苦心して集めています。人材面では首都圏の大学をうらやま

しいと思っています。

 　私たちのところは若い人たちを育成するというよりは、平均年齢が高くても、社会です

でに訓練された方々を活用する方向です。「非常にいい所で、食べ物も美味しいし、風光

明媚なのでぜひ人生死ぬまでここで働いてくれないか」ということでシルバーの方々に集

まってやって頂く、ということになるのですけれど。

 　そのような人たちの実社会での豊かな経験をケースケースで活かさせて頂くということ

で進めています。これはあくまで東北の例に過ぎません。ですから「これが正解だ」「こ

れが標準的な正解だ」というのは無いのではないかと考えています。

前田：・ありがとうございます。高田先生どうぞ。

高田：・広島大学の場合は、確かに今おっしゃったように、国内の場合は一応雛形というのは作り

上げていますが、いわゆるケースバイケースで契約を変えていかなくてはいけないと思い

ます。

 　海外の国際的なものについてもあまり多くの例はありませんが、そのような案件があっ

た時のために、一応、今、雛形を作りかけています。ただし、これは相手ありきなので、

相手との交渉となりますが、まずは雛形を作ろうという段階です。

 　さらに実際の案件が出たら、その案件は産学官連携コーディネーターが担当しますが、

最終的には、実は広島大学には国際弁護士を請負で契約を結んでおりますので、その弁護

士に見て頂き、契約を進めるということになるかと思います。

前田：・ありがとうございます。勝田先生いかがでしょうか。

勝田：・私どものところもあまり例があるわけではありませんが、ただ今二つの国立大学からご指

摘があったように、ケースバイケースで対応するかたちが採られています。

 　ただ最近、大学技術移転協議会、UNITT といいますが、そこでマテリアルトランスファー

の雛形を作ろうという方向が出てきました。これは大変いいことではないかなと考えてい

ます。ですので、雛形があるわけではありませんが、今後、雛形をきちんと作っていく方

向に動きますが、現在はケースバイケースであるということです。
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前田：・ありがとうございます。小沢先生いかがですか。

小沢：・雛形は作っていますが、海外の場合は、特に雛形通りにはいきません。相手から来る契約

書を見て、必要最低限のところで妥協するという形になると思いますが、いずれにしても

英文の契約書なので、そういったものに長けた人間が見ております。

 　それは企業で経験を積んで、海外経験も豊富な人間がポイントを押さえるということで

チェックをして契約を結ぶ、ということで取り敢えずは動いております。

前田：・ありがとうございます。どこの学校も国際産学連携と謳ったはいいですが、海外でやろう

とすると大変なものがたくさんあると思いますが、中島先生や小沢先生がおっしゃいまし

たように、やはりそれがやれる人材がキーポイントかなと思います。人材をどうやって集

めてくるか、どう教育しているかを少しお話して頂けたらと思います。お願いします。

中島：・私のところでは育成する余裕は当面はないと思っています。出来上がった人を連れてくる

ということです。何度も繰り返しになりますが、国際産学連携の実例はすでにいくつもで

きてきています。現在も企画がいくつも進んでおり、契約段階になっているものもありま

す。なぜそれだけのケースが存在しているかというと、研究をしようとする人、研究して

もらいたい人、あるいは一緒研究したい人がいて、そこの需給関係というのは常にずっと

存在してきたという実体があったからだと思います。

 　ですがシステムとしての国際連携推進制度はまだ見えていません。実体はあったが、そ

のための制度的なチャネルを作ってきていなかった、あるいはゲートウェイがなかったと

いうことです。ゲートウェイとしては制度的なものを開いていきますが、餡子先行の東北

大学としては、課題は常にあり、仕事も常にある、あとは何かというと、契約についても

お金さえあればいくらでもリーガルなサービスをしてくれる人もいるのですが、その中間

のところで先生方、研究者、あるいは向こう側のご要望を持っている起業の方たちと一緒

に立ち会ってくれる人が必要なのです。

 　それは恐らく、若い人ではなくてそれなりにいくつかの場数を踏んできた経験者だと思

います。それを大学では育てようがないので外から借りるしかないのです。あるいは何人

かはそういう人たちを雇っていくということしかないだろうということで、私たちは育成

は現時点ではあまり考えていません。人材は社会から借りる、活用させて頂くという方向

で仕事をしています。

前田：・ありがとうございます。高田先生。

高田：・広島大学の場合は、我々は産学連携センターというところに属していますが、この人材育

成に関しては非常に苦労をしています。確かに今おっしゃったように、企業から経験者を

雇用してくるという考えもあります。しかし期限が決まっていたりしますので、伝承とい

う面で非常に大きな課題があります。

 　最近は、事務サイドのほうの若手の人たちを産学官連携のコーディネーターにどんどん
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活用していこう、そういった教育も行っていきましょう、ということを主張していますし、

進めてきております。

 　今回の国際産学官連携活動に関しましても、事務から若手の 30 代前半の職員を、今回

アメリカに研修派遣しますし、日本の国際弁護士の所に研修・インターンシップに出すこ

とを行っています。しかしながら、若手と私のような非常に高齢の老いている者とのギャッ

プがありますので、そのあたりをどのように繋いでいくのかということが社会連携推進に

おける大学全体の、人材の大きな課題として、今後さらに広島大学としての有り方をもう

少し検討して、トップにも提案したいと考えています。

前田：・ありがとうございます。

勝田：・中島先生と同じですが、早稲田大学につきましては、企業等での経験者の方にお願いして

いるというのが実体かと思いますが、一方でポスドク等の活用の場ということで、研究推

進センターはこれから考えていかなくてはいけないと思っております。

 　何らかの形で学内のインターンシップとして、特に、ポスドクの人たちは我々の研究セ

ンターのほうで今まではお世話をしてきたのですが、今度は逆にインターンシップとして

彼らの勉強の場として我々のセンターを使ってもらうということを、うまくできればいい

なと思います。それももちろん海外の留学生も含めた形で行って頂くとさらに効果がある

のではないかと思います。

前田：・ありがとうございます。

小沢：・・人材集めに関しては、やはり最初はいろいろ経験豊富な人材が必要でしょうから、そういっ

たところから協力を頂きたいということがあります。現に私もその一部の人間ですが、や

はり若手の方にどんどん活躍してもらい、こういった技術移転の技術を伝承してもらいた

いという気持ちも強くございます。

 　ですから私どもは現在、知財本部内で働いている若手の方々にできるだけ海外へ行って、

いろいろ勉強を積んできてほしいと考えています。しかし、残念ながらライフサイエンス

の専門家ではないので技術的な部分で多少欠けるところもありますので、そのような部分

を補うために、何とか私どもの大学の学生を知財教育して、こういった技術移転活動に振

り向けるということも多少考えてございます。

 　現に、私どもの知財本部で働いている 1 名は医科歯科大学の大学院で勉強し、今、弁理

士になろうとして私どものところに来て一緒に仕事をしているという人もいますので、そ

ういった人間を育てて長く技術移転活動をしてほしいなと思っております。

前田：・ありがとうございました。「人材」、やはりこの分野は、経験、なによりもコミュニケーショ

ン能力がとても必要だと思っておりますので、中島先生や勝田先生のご意見ももっともだ

なと思っております。

 　ただ、医科歯科大学の知財本部では、他大学の大学院生さん、特にバックグランドにラ
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イフサイエンスを持った人を 1 年単位くらいでインターンシップとしてお引き受けしてい

ます。その方たちが、私たちの部署に就職していただいたという場合もありますし、企業

へ行かれるという場合もあります。

 　コミュニケーション能力を必要とする知財本部というのは、インターンシップとしてと

ても良い場です。人材育成として最高の場ではないかなと思っています。大学の先生のと

ころに発明相談に行き、企業の方と交渉をし、文化の違う両側を繋がなくてはいけない現

場に一緒に立ち会って、学問とは別の意味での学ぶことが大変多い職場ですから、ここで

学んで行って頂いて、若い人が育つといいなとお話を伺いながら思っていました。

 　それで、実はもう何点かお伺いしようかなと思い、頭の中に用意をしてきたのですが、

皆さんのお昼の時間が無くなりますので、そろそろ締めに入りたいなと思っております。

 　国際産学連携を成功させるためには何が必要なのか、ということは難しいなと思いまし

たが、やはり相手の国の状況を良く知ることだと思っています。そのために広島大学さん

のために海外に事務所を設けている学校もあるでしょうし、本学のように、お金がないと

いうのもありますが、海外の大学の TLO さんと連携を取らせて頂くことで情報収集する

学校もあるかと思います。

 　学校の特徴に合わせて、先ほども文部科学省の田口課長がおっしゃっていましたように、

学校に一番合ったスタイルでの情報収集をするべきだと思っています。

 　また、この分野は何よりも人材が要だと思います。まだまだ日本は国際連携ができる人

が大変少ない状況です。やはりベテランの方にやって頂くというのが今の手段ですが、そ

の方たちと若手が組んで、ここはジェネレーションギャップがあって大変ですが、ここで

組むことでノウハウを学び取って、また若い人の斬新なアイディアを入れて、技術移転活

動をするのが一番いいのかなと思っています。

 　当たり前の結論しかお話できませんが、このような感じで国際産学連携を進めていけれ

ばと思っております。また、学校の中でも外でもいいですが、このような国際産学連携を

きちんと進めていくためには産学連携本部のようなものが雇用体制をしっかりとって、揺

るぎないものが作られていくことが望ましいのではないなと思います。

 　つたないモデレーターでしたが、これで第二部を終わらせて頂きたいと思います。どう

もありがとうございました。
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第三部：海外の TLO代表または準ずる者による発表及び討論

Dr.�Fiona�Wills�
Director�of�Technology�Licensing,�UW�TechTransfer,�University�of�Washington

お招きくださった東京医科歯科大学の皆様にお礼を申し上げます。これは私たちが皆よく似た

問題を経験していることを実感するすばらしい場であり、どのようにして課題に取り組んでいる

かをお互いに意見交換する機会だと思います。

私どもの技術移転オフィスの使命は、研究者が取り組んでいる技術の効果を広めることです。

ですから、当初の目的は収益を増やすことではありません。どのようにして研究者たちと緊密に

協力し、研究者の知的財産戦略をどうするか、その目的達成をどうやって助けるかを考えます。

もちろん、そうすることが結局、ライセンスを取得し収益を増加させる技術につながると信じて

います。

これは、実際の 2003 年経済開発レポートからの引用です。なぜこれをご紹介したかといいま

すと、ワシントン州が非常に気にしていることだからです。州の健全な経済環境のためには、健

全なハイテク産業が必要であり、大学がまさにその環境を築く中心になると、私たちは考えます。

事実ワシントンでは、大学が会社をスピンアウトし、そうしたハイテク企業で働くことのできる

学生を教育するようにという途方もないプレッシャーをかけられています。そのため、技術移転

オフィスでは、大学ベンチャーを増やし、その成功率を上げる方法の検討に力を入れています。

強力な知的インフラを築き、ハイテク産業の人材を育成し、ワシントン州立大学からのスピン

オフ企業に十分な資本を確保し、起業文化を健全に保って、ワシントン州では誰もが豊かな生活

を楽しめるようにするなどのことを成功させてワシントン州に貢献したいと思っています。当然

のことですが、ここで問題になるのは、研究室で研究者が経験することと、会社の経営、消費者

に受け入れられる製品の製造、患者への新たな医療機会の提供との間には、学ぶべき非常に多く

のプロセスがあることです。そこで、研究成果に適切な人材と適切な知的財産戦略を確保して、

保護すべきもの、市場に出すべきもの、チームを編成すべきものがあるかどうかを検討する必要

があります。今試みているのは、研究者や技術を基に会社を立ち上げようとしている人々にロー

ドマップを提供できるように、このプロセスを小さな部分に分けることです。

最終的に達成したいのは成功率を上げることです。今 1,000 件の研究成果があるとして、役に

立つ知的財産戦略があるか、技術のためにチームを編成できるか、その技術に市場があるかを確

認してから、その技術のうちの 1 つがベンチャーとして成功するとすれば、成功するベンチャー

の数を増やしたいと思っています。100 倍にする必要はないでしょう。これから成功するベン

チャーの数を 2 倍か 3 倍にするだけでも、シアトルとワシントンにとって非常に良い効果がある

と思います。

技術移転オフィスの問題の 1 つは、あまりに多くのことを同時に達成しようとしていることで

す。産業界との連携を強化し、また大学の研究者の仕事を適切なものとし、地域社会の効果を与

える最大限の機会を得るようにしたいと思っています。経済開発に貢献し、誰しもが職に就ける
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ようにし、ワシントン州立大学で開発された技術すべてを広く普及して利用されるようにしたい

のです。技術移転オフィスとしては、技術に収益が必要になってからではなく、もっと早い段階

で収益を生みだして、ベンチャー立ち上げの資金を用意したいと、真剣に考えるようになりまし

た。成功しそうなプロジェクトがあれば、できる限り多くの技術を先に進めるために、供与開始

の時点やコンセプト証明の段階で収益を確保する方法を考えたいのです。

最後に、どうすれば大学にとって最も価値のある仕事ができるか考えるようになりました。も

ちろん、大学は研究機関ですから、大半の人々は研究に集中していて技術移転のことは考えてい

ません。最高の科学者を大学に集めて維持するために何ができるかを考えたいと思っています。

そうすることで研究機関としての名声が高まるだけでなく、最終的に組織としての成功にもつな

がるでしょう。UW TechTransfer のこれまでの成績を数字でお見せしましょう。2,200 件の特許

を取得または出願中で、非常に忙しいオフィスです。かなりの人数が、この特許出願の維持とマー

ケティングを行っています。244 社立ち上げました。244 社すべてが UW IP によって立ち上げ

られたのではなく、ワシントン州立大学の教職員や学生が始めたものもありますが、これはいい

ことだと思っています。大学に収益が戻ることだけが大切なのではありません。起業環境への寄

与も重要です。 

前年度には、81 の部局にいる 571 人の研究者から開示を得たので、大学全体をカバーできた

ことを喜ぶと同時に、私たちが見逃しているその他の機会がないかを検討しているところです。

ワシントン州立大学の研究者にはライセンス収入から 1,000 万ドルが分配されました。大学が研

究立ち上げパッケージに支出できるように、また最高の人材を確保できるように、技術移転オフィ

スから 1,600 万ドルを大学に戻しています。 

これが当オフィスの評価指標です。大学技術マネージャー協会（AUTM）が成功度の評価に使

います。私たちはこれまでの 5 年間、この標準評価指標全体にわたって着実に数値を伸ばしてい

ます。開示数と特許出願数が増え、ライセンス供与が大幅に増加し、収益も上がっています。加

えて、非商業的活動実績にも非常に満足しています。学外へ 500 件と学内へ 300 件の試料提供

契約（MTA）を結んでいますから、3 人がほぼ専属で試料提供契約の交渉にあたっています。当

然ながらこの時間の大半は相手先との交渉に充てられています。大学関係の交渉は非常に迅速で

す。無料学術ソフトウェアのライセンスも 6,000 件あります。ワシントン州立大学では極めて積

極的に著作権活動を行っていますが、ソフトウェアを開発した研究者が他の研究者に開示したい

が、ソフトに手を入れてほしくない場合など、それを可能にする非常に有効なプログラムがあり

ます。

私たちのところで最も収益を上げている技術をお見せします、私たちにも大ヒットがありま

す。どこの技術移転オフィスでも似たようなものでしょうが、収益のほとんどが少数の技術から

のライセンス供与によるものです。ポリペプチドは、ポリペプチド製造方法で、最近ではワクチ

ン（Gardasil）に使われています。特許期間が終わりに近づいていますが、残り 4 年ほどになっ

てから、どんどんお金が入ってくるようになりました。この表で一番興味深いのは、公開の時か

ら技術の成功がはっきりするまでの年数です。一番下の 3 つの技術は、今年はリストに載ってい

ますが、この先は載らないでしょう。上位 7 つは毎年繰り返し登場しています。そのなかで最も

新しいのは 1999 年に公開されていますから、技術移転は去年したことが今年にはすぐ大学の収

益として戻ってくる性質のものではないことを、大学の事務局に明確に理解してもらう必要があ
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り、そのことを示す重要なメッセージだと思います。10 年、15 年のスパンで日の目を見る投資

が必要なのですから、成功するまで忍耐力が求められます。

このリストでもうひとつ興味深いのは、リストに載っている技術のいくつかは特許を取得して

いないことです。テープ管理ライブラリは、ある会社のテープをワシントン州立大学でコンピュー

ターのバックアップに利用していた人たちが開発しました。彼らはこのソフトウェアに満足でき

なかったので、新しいソフトウェアの作成に加担しました。私たちはこれを著作権で保護し、元

のサービスを提供していた会社にライセンス供与しました。Metabolism-Based 薬物間相互作用

データベースは、研究を行っている製薬会社が検索できるデータベースですが、これにも特許を

取得していません。製薬会社はデータベースへの継続的アクセスのために年会費を払っています

が、研究者の検索を製薬会社が有料化するべく特許取得の準備を実際にしているところです。そ

ういうわけで、当オフィスは著作権と商標からライセンス収入を得るノウハウを蓄積しています。

新規ベンチャーの数をどうやって増やすかを考える中で、どうしてベンチャーが成功しないの

か、どんなリスクがあるのかを考え始めました。もちろん最大のリスクは、技術がごく初期段階

であることから生じています。技術がオフィスに開示されたときから製品が消費者の手に届くま

での間、いたるところに失敗の可能性が潜んでいます。そこで、どこを失敗しうるかを把握して、

成功の可能性を高める手助けをしたいのです。

もちろん、リスクがあれば人は技術に投資したくありませんから、ギャップ資金について、つ

まり研究者が基礎研究への助成金を使っている段階と、投資家が現れて会社を起こし実際に投資

を始める段階との間のギャップをどうやって埋めるかを考えています。では、プロトタイプ開

発やコンセプト証明の資金をどうやって確保したらいいのでしょうか。ワシントン州立大学で

は、商業化助成制度が既にいくつかあります。当オフィスが運営しているのは Technology Gap 

Innovation Fund（TGIF）ですが、これはワシントン州立大学と地元のワシントン研究財団が連

携して行っています。大学の学長が投じた金額と同額をワシントン研究財団が助成するので、私

たちは 5 万ドルの助成金を提供できます。年間 12 件助成していますが、15 件に増やせるでしょ

う。助成対象を選ぶ基準は、技術の価値に変曲点が現れる時点にマイルストーンが設定されるこ

とです。

年を追って質のいい申請が増えていることもあって、これには大いに期待しています。投資資

金が得られる技術とはどんなものかについて、研究者の理解が深まってきていると感じています。

幸いなことに、ワシントン州も Life Science Discovery Fund（生命科学発見基金）を設立しました。

ワシントン市民の生活の向上につながる技術に、競争制で毎年 3,500 万ドルが提供されます。私

たちは、研究者ができる限り助成金を獲得できる可能性の高い提案書を作成できるように助力し

ています。この助成金には、ワシントン州立大学に限らずワシントン州の非営利団体はすべて応

募できます。私たちはこうした非営利団体すべての成功を祈る一方で、多くの資金をワシントン

州立大学で得たいので、助成金を獲得できるように助力している次第です。

Coulter Foundation Fund もあります。これは TGIF と類似した運営がされていますが、Coulter 

Foundation からの資金です。生体工学研究者と臨床医学者の連携が求められますから、これは

素晴らしいプログラムです。何が問題なのかわかっている患者と共に仕事をしている人が、基

礎科学者に協力して、ワシントン州での患者治療を改善するソリューションを見つけ出すので

す。今検討中の未解決問題ですが、現在の商業化助成金は連邦政府からの助成金が適切でなく
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なったすぐ後に役立つものの、まだギャップが残っています。会社設立の準備ができる段階まで

技術を持って行くために、15 万ドルから 20 万ドル投資する必要があるのです。ここでいくつ

かの選択肢を考えています。ひとつはワシントン州の年金基金を管理している Washington State 

Investment Board（ワシントン州投資委員会）であり、もうひとつは結成を検討しているワシン

トン州立大学卒業生の投資同盟である UW Angel Alliance です。会社が設立されるよりずっと前

に両者からの投資資金を得て、会社が設立されたときに州と大学にとって価値が増すようにしま

す。

既にこれだけのことをやってきました。資金プログラムについての追加情報としてこのスライ

ドを入れています。TGIF に満足している他の理由に、投資している技術が実際にライセンス供

与されていることがあります。資金を使った例をいくつかお見せします。まず、私たちは生物燃

料生産のための藻類の最適化に投資しました。また、動物の檻を浄化するワークステーションの

プロトタイプ製作にも投資しました。面白いことに、これを持ってきたのは大学教授ではなく、

檻の清掃を行っている技師です。その他に私たちは、新しいヘルペスワクチンのラボチップ設計

とコンセプト証明を最適化するソフトウェア技術に投資しました。またファウリングしないポリ

マーのプロジェクトが大いに有望で、いつかフェリーに使えるのではないかと期待しています。

フェリーにフジツボ等が付着するのを防ぐのですが、この技術の用途はステントの眼内レンズに

も使えますし、ガーデンファーニチャーに使ってカビが生えるのを防ぐこともできるでしょう。

これは私たちの投資の例ですが、その結果として会社が設立され前進するために技術をライセン

ス供与しています。

研究者による会社設立をどのように助けるかを考えて、Launch Pad というイニシアチブを創

設しました。これで、技術マネージャーが研究者の前進を助け、会社設立のためのロードマップ

を示すことができます。私たちのオフィスでは積極的に事業計画を作成しているのではなく、研

究者が資源を確保し、適切な人に会えるように図り、こうした活動を実際に行う適任の人々が得

られるように、技術のためにチームを編成しています。適切な資金とプロジェクトに関与する適

切な人材を得ることで、設立される会社が増えることを期待しているのです。

もうすぐスタートする非常に有望なプログラムの一つが、起業家駐在プログラムです。経験豊

かな、しかし今現在起業活動に携わっていない、地域の何人かの起業家に 6 か月間私たちのオフィ

スに来て、私たちのところにある技術を見て、事業計画を作成してスピンアウトを設立できるも

のがないか考えてもらうのです。このプログラムのメリットは、駐在起業家によってスピンアウ

トが設立されることではなく、起業家から技術についてフィードバックを得て、研究者が次のプ

ロジェクトの設計に役立てることです。技術マネージャーも、投資家や起業家が何を探している

のかよりよく理解するためのフィードバックが得られるでしょう。指南役を求める Launch Pad

プログラム一般でもこの駐在プログラムでも、ワシントン州立大学に役立ちたいという気持ちか

ら、地域の多くの人々が無料で、あるいは非常に低い料金で働いてくださるので素晴らしいと思っ

ています。

私たちはまた、会社が設立されてから最初のハードルを越えるためにどんな資金が必要かも考

えています。Washington Technology Center Research and Technology Development Grants（ワ

シントン技術センター研究技術開発助成金）は前からあり、SBIR/STTR のための連邦助成制度も

あります。これは小規模企業のためのものでいつでも利用できますし、もちろんシードベンチャー
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資本もありますが、本当にやりたいのは、ワシントン州立大学からのスピンアウトを訓練して、

こうした助成金を競争の中で獲得する力をつけさせることです。たとえばスピンアウトに SBIR/

STTR 助成金申込書の作成を助ける人を雇うことも考えています。 

これに加えて、現在行っている戦略的イニシアチブがあります。前から私たちはいつも、ごく

早い段階から研究者と話し合う必要があると考えてきましたが、適切な資源を投じていると確信

するために、これをイニシアチブと呼んでいます。技術をライセンス供与できるようになったと

きではなく、研究者が助成金の申請書を書こうとしているときに、業界との適切な関係を結べる

ように、技術マネージャーを助ける人が 3 人いるようにします。そうすることで、どんな助成金

を欲しいのか考えて、最も効果のある申請書を書くことができるでしょう。研究者が誰でも会社

設立に関心を持っているわけではありません。ライセンス供与収入に興味がないという人もいる

でしょうが、大学の研究者はだれでも、自分の仕事が消費者や患者に役立つようにすることには

大いに関心を持っています。

もうひとつのイニシアチブは、また研究の使命に戻りますが、研究者がリサーチコモンズ形成

し、コモンズが適切なライセンス供与モデルを持ち、専門知識の中心として知られるように助け

ることです。ワシントン州立大学での例の一つが、ロゼッタコモンズです。ここでの専門知識は

タンパク質構造予測であり、世界中の人々がここに来て、商業目的ではなく学術上の目的のため

にソフトウェアを利用し、ソフトウェアに自ら寄与することもできるので、これは常に進化をつ

づけています。しかし、同じ技術を商業的にライセンス供与することも可能です。

ここで私がお伝えしたいのは、研究者が助成金を得る機会を増やすために私たちの活動を合わ

せようとしていること、研究者の活動の結果が消費者や患者のニーズにぴったりと合うように

図っていることです。そこで、すでにお話しした評価指標（開示や特許出願の数と収益）に加えて、

どのような評価指標を用いるかを考えています。成功しているかどうかを判断するためには評価

が必要ですから、こういうものを考えているわけです。

私たちは、ワシントン州立大学を非常に働きがいのある場所にするための一役を担えるよう

に、教員や大学院生の候補者が私たちのオフィスに来てくれることを望んでいます。私たちから

の産業界への紹介と専門分野の市場を理解するお手伝いを望む研究者が増えることを期待してい

ます。Launch Pad で協力した研究者の内、何人が 2 度、3 度と繰り返し私たちの協力を求めるか、

見てみたいと思います。そしてもちろん、設立された会社の数も指標にしますが、ベンチャー投

資の額、ワシントン州立大学発の会社にどれだけ多くの異なったベンチャー資本が投資するかも

見たいと思います。

シアトルのベンチャー資本は限られているので、2 つか 3 つの資本が繰り返し登場する傾向が

あります。全国的なベンチャー資本による投資を私たちの会社が獲得できるかどうかも、成功を

測る基準の 1 つになるでしょう。また、特許予算のことも真剣に考えてみたいと思っています。

先に申し上げたように、1 年間投資した翌年にはライセンス供与で収益を上げることができるよ

うなものではありません。長期的に関わる心構えが必要なことも多いので、研究者には、私たち

が信頼していること、投資する用意があること、どうやって特許予算を増額して技術に投資する

かを講座や学部長と話し合っていることを伝えたいと思っています。それからもちろん、5 年間

注意深く観察して、リスクのある投資が正しい賭けだったかどうかを見ることになるでしょう。

今進んでいる方向に大いに期待していますから、1 年後に何が成功したかを見るのが楽しみで
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す。また常に必要な修正が続けられるでしょう。ご清聴いただきありがとうございました。



第三部：海外の TLO 代表または準ずる者による発表及びパネルディスカッション

51

第三部：海外の TLO 代表または準ずる者による発表及びパネルディスカッション

51

University of Washington 
Evolving to Meet Faculty Needs

Fiona Wills
Director, Technology Licensing

UW TechTransfer

Tokyo Medical Dental University
January 23, 2009

Our missionOur mission

�To extend the impact of University of�To extend the impact of University of 
Washington research through the creation 
of partnerships that encourage investmentof partnerships that encourage investment 
in innovation

Building Wealthy RegionsBuilding Wealthy Regions
� Focus on "grow your own" strategies for technology development. … 

entrepreneurial development deserves far more attention relative toentrepreneurial development deserves far more attention relative to 
marketing and recruiting-based strategies. The establishment of 
robust networking, mentoring, and startup capital programs, 
combined with improvements to infrastructure, education, and real 
estate offerings are key to enhancing the competitiveness of localestate offerings are key to enhancing the competitiveness of local 
firms. 

� Find ways to link research institutions to the local economy. Research y y
institutions play an important role in fostering and supporting 
technology-based development through the generation of 
commercially viable ideas, training sophisticated workers, and 
problem-solving for local companies. p g p
Spreading the Wealth: Building a Tech Economy in Small and Medium-Sized Regions
Labor Markets, Technology, U.S. Economy, Cities, Community Development
Deena Heg 
Paul Sommers 
The Brookings Institutiong
October 2003

Universities Contribute to Building 
W lth R iWealthy Regions

�Strong intellectual infrastructure
�Efficient mechanisms to transfer technology gy

between people and institutions
�Excellent physical infrastructure
�Highly skilled technical workforce
�Good sources of capital
�Entrepreneurial culture
�Quality of life

Many Parts of the Process to MasterMany Parts of the Process to Master

Investment CapitalInvestment Capital
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Non-commercial DisseminationNon commercial Dissemination

�~500 outgoing Material Transfer 
AgreementsAgreements

�> 6,000 licenses were executed for 
academic no-charge software/content  

Top Ten Revenue 
Generating Technologies FY2008

Revenue DisclosureRevenue           Disclosure
Technology FY2008 Date
Polypeptides in Yeast $29,913,187 1982

Clotting Factor/Factor IX $6,022,807 1982

Hepatitis B Vaccine $2,016,413 1981

Tape Management Library for STK 4400 Systems $931,975 1992

Metabolism-Based Drug Interaction Database $816,640 1999

Mass Spectrometry Fragmentation Patterns of Peptides $415,121 1994

Flow Cytometry Technologies $764,867 1995

High Intensity Focused Ultrasound for Intraoperative Ablation $374,731 2001

Monoclonal Antibodies for Cancer Diagnostics $277,776 1985

Price Mining Software $258,050 2003

Technology Licensing StrategyTechnology Licensing Strategy

� Relationship based management
� Early relationships with investigators and business community to achieve superior 

commercialization results
� IP strategy designed with investigator needs and desires as focus� IP strategy designed with investigator needs and desires as focus
� One stop shopping for investigators, no way to get lost between groups

� Innovative IP and licensing strategies propagated across a broader 
range of projects, responsive to increasingly complex research 
environment
� Licensing terms responsive to current and emerging business models

� Best practices of both licensing groups maintained and fostered
� Domain specializations of copyright patent and trademark expertise� Domain specializations of copyright, patent, and trademark expertise 

� Licensing Managers supported to facilitate excellence
� First class resources including LaunchPad and Informed Research
� Efficient IT supportpp

Goals and Interests of UW TechTransferGoals and Interests of UW TechTransfer

Contribute to Economic 
Development

Aid Recruitment and 
Retention of Talent

Generate
Financial

Promote Ties to 
Community/Industry

Socially Responsible Broad 
Dissemination and Impact and 
of UW Technologies

Resources
Community/Industry

of UW Technologies

UW TechTransfer Fast FactsUW TechTransfer Fast Facts

� UW TechTransfer manages a total patent portfolio of over 2200 issued and� UW TechTransfer manages a total patent portfolio of over 2200 issued and 
pending patents 

� 244 companies have been started by UW students and faculty or with UW 
technology.gy

� In FY08, 571 researchers from 81 departments disclosed innovations to UW 
TechTransfer, increasing the number of departments UW TechTransfer worked 
with by 27 percent.
.

� UW innovators earned $10 million from their successful technologies in FY08.
.

� UW TechTransfer revenues contributed over $16 million in FY08 to UW’s 
Royalty Research Fund, whose purpose is to advance new directions in 
research.

Traditional metrics FY04-FY08Traditional metrics FY04 FY08
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Risks in Early-Stage InnovationsRisks in Early Stage Innovations
� Innovation is embryonicy

� Doesn’t work outside the lab
� Can’t make robust enough
� Doesn’t scale
� Cost to manufacture
� Efficacy – regulatory hurdles
� Long development timeline� Long development timeline

� Uncertainty of market
� Competition
� Acceptance not developed to meet a need reimbursement� Acceptance – not developed to meet a need, reimbursement

Equals Significant financial risk 

Gap FundingGap Funding
from technology to product, from grants to sales. 

C i li i GCommercialization Grants
TGIF (WRF & UW) - new match!
Life Sciences Discovery Fund

Seed Investment
WSIB Funded Bridge Fund
UW Angels Alliance

Coulter Foundation Funds / Endowment

Grants Industry Investment

so
ur

ce
s

R
es

Research
l

Bench
il

Production
lDevelopment Pilot Scale Up

Translational Research ProgramsTranslational Research Programs
� W. H. Coulter Foundation Translational Research 

Partnership Program Coulter
� Research Awards with Bioengineer and Clinician
� Business Plan Fellowships� Business Plan Fellowships

� Institute of Translational Health Sciences
� IND Support
� Project Funding Awards
� Business Plan Fellowships

� WRF Gifting Program� WRF Gifting Program
� Gifts to promising projects needing small amounts of 

seed funding ($5,000 - $50,000)

Life Sciences Discovery FundLife Sciences Discovery Fund

� $35 million/year for 10 years� $35 million/year for 10 years
� Goals

� promote health� promote health 
� make the life sciences industry more competitive 
� strengthen Washington's economy 

� Two funding competitions per year
� Innovative Programs to Advance Health Research
� Beneficial Applications of Technology for Health Care 

Quality and Cost Effectiveness

Technology Gap Innovation FundTechnology Gap Innovation Fund

� Up to 20 grants per year of $50 000 each� Up to 20 grants per year of $50,000 each
� Designed to enhance the commercial value of UW 

discoveries
� Royalty Research Fund and WRF provided funds
� External review panel assess based upon:

� Increased ability to license discovery or to start a companyy y p y
� Commercial potential
� Reasonable Milestones

� $2 4 million in Technology Gap Innovation Funds (TGIF)� $2.4 million in Technology Gap Innovation Funds (TGIF) 
have been awarded to 49 projects since the program was 
introduced in 2004.

TGIF Licensing SuccessesTGIF Licensing Successes

� Rose Ann Cattolico of Biology will optimize the industrial-scale culture of a high lipid-
containing strain of algae that produces biofuel. 

� James Preston Van Hooser of the Comparative Medicine Department, will construct, test, and 
l t l h d f k t ti t d t i t i l g i ifi th gevaluate a novel hands-free workstation to decontaminate animal cages in specific pathogen-

free environments. 

� Vikram Jandhyala, Electrical Engineering, for enhancements to a unique suite of simulation 
software for designing micro- and nanoelectronics.software for designing micro and nanoelectronics.  

� David Koelle of Medicine will create and test a second generation vaccine for Herpes Simplex-
2 (HSV-2), the virus that causes genital herpes. 

� Shaoyi Jiang of Chemical Engineering will develop and test a marine coating paint made with 
highly effective antimicrobial compounds that are non-toxic to the environment, unlike metal-
based paints currently used to coat marine vessels. 
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LaunchPad 
Partnering to catalyze business formation

P l R
LaunchPad

People Resources

UW Researchers
C

• Innovation

Teams

VCs
• Plan

UW TechTransfer
Company
Creation

• Manage IP Assets
• Aggregate IP Rights

VCs

Entrepreneurs

Business Leaders

• Mentor

• Analyze
Company
Creation

• Mentoring
• Networking
• Strategic Planning
• Market Focus

UW Business
UW Law

• Guide

Company
• Competitive Analysis
• LegalUW Law Creation

g

LaunchPad EIR ProgramLaunchPad EIR Program
� Entrepreneur-in-Residence Programp g

� Serial entrepreneurs invited to pursue their next opportunity via 
UWTT

� Minimal stipend to cover necessary incidental expenses� Minimal stipend to cover necessary incidental expenses
- EIRs accept because of good will and opportunity

� Mentoring faculty and students
� Building team business case early investment and market� Building team, business case, early investment, and market 

development

� Broader and deeper VC relationships

Technology Development Funds 
Available to Companies

�Washington Technology Center
R h & T h l D l t G ti�Research & Technology Development Granting 
Program ($100,000 - $300,000)

�SBIR/STTR Federal granting programs

�Seed VC Fundingg

UWTT Strategic Initiatives:
Informed Research

� Industry and investment advisors early in the� Industry and investment advisors early in the 
innovation cycle

U i d t i f ti t t h i� Use industry information to put research in 
context:  choices, details, directions, needs

� Industry connections may foster more industrially 
sponsored research

UWTT Strategic Initiatives:
Research Commons

Create significant research communities with 
UW at the hub

�Found an expanding community of use�Found an expanding community of use 
around UW research data set

Metrics for our new missionMetrics for our new mission 

� Prospective faculty/grad students meeting with UWTT
� Researcher participation in guided invention sessions
� Researchers (new/veteran) working with LaunchPad� Researchers (new/veteran) working with LaunchPad
� UW-originating startups 
� Venture investment in UW startups over time/years out� Venture investment in UW startups over time/years out
� Private equity: held/realized proceeds
� Venture capital firms backing UW startups
� UWTT speculative investment in IP (patent budget)
� % of innovations and patents that are licensed over 5 

i d f l ti i t tyear period from speculative investment
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Thank youThank you
Fiona Wills, Ph.D.
Director, Technology Licensing
UW TechTransfer
University of WashingtonUniversity of Washington
4311 11th Avenue NE, Suite 500
Seattle, WA 98105

Voice: 206-543-3970
Email: fwills@u.washinton.edu

Additional information can be found on the UWTT website at:
www.depts.washington.edu/techtranp g /
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Dr.�Michal�Preminger
Senior�Director�of�Business�Development,�Harvard�University�Office�of�Technology�
Development,�Harvard�Medical�School

ご紹介ありがとうございます。はじめに、この集まりを準備してくださった前田先生とチーム

の皆様、大学関係者の皆様に、お招きいただいたお礼を申し上げます。皆様の献身と情熱には感

銘を受けました。これからの協働を楽しみにしております。本当にありがとうございました。

ハーバードでの私たちの組織が技術移転組織の構築をどのように見ているかを、少しお話しし

たいと思います。ハーバード大学が現在の環境で直面している課題によりよく対応できるように、

私たちの組織は、3 年半ほど前に改革されました。そこで、私たちが直面している課題のいくつ

かと、提案した解決策をお伝えしたいと思います。最初のスライドは、技術移転を歴史的な視点

から見るものです。これは子供のくる病と闘う特定の医療技術を一般に普及させる必要から、前

世紀初頭に始まりました。米国で技術移転が発展するのはもっと後になります。

ここで私の母国イスラエルでの例を挙げたいと思います。イスラエルの小規模な科学研究所で

あるワイツマン科学研究所は、イスラエルの建国後間もない 1955 年に技術移転オフィスを設置

する構想を持っていました。ハーバード大学医学部の中核施設の 5 分の１程の規模と思われるワ

イツマン科学研究所は、昨年 2 億 3,000 万ドルのロイヤリティ収入を、多発性硬化症、がん等

の病気に対する 5 種の主要医薬品から得ています。この例を挙げるのは、大学の発明を商業化す

る伝統が非常に大きな影響を与えることをお見せするためです。

今日は多くのテーマの中からいくつかを取り上げたいと思います。産業界と大学の間の文化的

ギャップ、技術移転組織のビジョンと使命の発展、価値構築への集中とその方法、組織の成功に

は特に構造の面で何が必要かについて、簡単に触れたいと思います。そして、ウィルス博士と同

じように、技術開発でのギャップを埋める必要についても述べます。私たち全員にとって明らか

なことだと思いますが、大学で支配的な文化と企業の文化は大きく異なっています。大学では、

知識を発表して一般に公開することが中心であるのに対して、企業は秘密を守ることと管理が中

心です。目的が異なるのです。大学にとっては公の使命が非常に重要ですが、企業は株主のため

に富を生みだす必要があるので市場と製品に焦点を合わせます。一方大学では、研究は好奇心と、

知識一般を拡張しようという試みに基づいています。

米国の大学に典型的な機会と課題をいくつかお話しします。有利な面からいえば、米国の起業

家精神に富む文化のおかげで、会社設立のアイデアと実現は非常に妥当な選択肢になっています。

これに関係する課題は、資金供給が非常に不安定で市況に影響され、現在は経済の悪化の影響を

受けています。米国の大学は学問の自由を非常に重視していることに加えて、バイドール法の特

定の内容、大学の財務構造が、産業界との連携で何ができるか、何ができないかに本質的に影響

します。これは米国固有の状況の重要な点の一部に過ぎません。

大学の技術移転オフィスのビジョンと使命を、ハーバードでは 3 つの柱を中心に実行していま

す。まずアクセス、大学の発明へのアクセスですが、社会が研究から生まれた新しい発明の恩恵

を実際に受けられるように図ります。次は価値。実際に技術を開発して、それをさらに発展させ

る組織の手にゆだねることで、大学は継続する研究の資金源となる公正な報酬を得ようと努めま

す。そしてサービス。教職員と協力して、連携を助け、促進しますが、これは必ずしも最初から
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特許出願や収益につながるのではなく、大学でなされた発見や発明の商業化や普及への道を開く

機会を促進するものです。

このビジョンと使命に基づく中心目的を、この表にしました。これを達成するために、活動の

量的な面に焦点を合わせているので、大学で生み出された商業化の機会をできる限り多く発見し、

定評を得て、話を持ちかけてきて一緒に仕事してくれる団体が増えてゆくように努めています。

そうすることで契約数を増やし、できる限り多くの提携やコラボレーションを成立させたいので

す。大学での発明の全部が商品として成功し、社会に役立つ性質のものではありませんから、数

をできる限り増やすことが鍵となります。そこで、価値を生み出すプロセスは、学部との交流で

様々な商業化の機会を発見することから始まります。ここで積極的に機会を認識すれば、それだ

け多くの価値を生み出すことができます。現実として、何に価値があるのか学部が常に理解して

いるわけではないので、緊密に協力することで価値を加えるのが私たちのやり方です。

次の介入点は、そういってよければですが、発明や発見をできる限り広く、会社を設立できる

起業家、ライセンスを選んで技術を開発する既存企業、患者等による技術の利用を可能にする連

携に興味のある財団等の目に触れるようにすることです。最後のステップは、新ベンチャーであ

れ、既存企業へのライセンスであれ、技術を普及させる非営利団体であれ、技術の行き先が決まっ

てから、その団体との関係を管理することです。私たちの仕事は契約の署名で終わるのではあり

ません。連絡を絶やさず、団体が実際に技術の開発を遂行することを確認し、大学内での関係を

促進することで支援し、協力関係が成功するように手を携え続ける必要があります。この協力関

係が成功すると、副産物として研究基盤に資金が戻ってきますが、決してこれだけが目的なので

はありません。

時間がないのでこのスライドは飛ばしますが、後で見ていただければと思います。これを作成

したのは、特定の技術の商業化への道の選択で経験するジレンマをお話ししたかったからです。

つまり、新ベンチャーが最適な技術もあり、既存企業が最適な技術もありますから、考慮すべき

ことが多く、選択の際には真剣に検討しています。ウィルス博士がおっしゃった開発ギャップで

すが、いわゆる「死の谷」のことです。現実には、技術の多くは非常に早い段階にあり、投資家

や企業が見たがる完全なデータや完全なコンセプト証明がありません。多くのプロジェクトが行

き詰ってしまうわけです。開発を続けることができないのですが、理由は資金不足だけでなく、

主に専門知識の不足であることも多いのです。それで、この課題に対処する様々な方法を探って

きました。

ひとつの方法は、産業界をもっと早い段階で引きこんで、特定のプログラムのライセンスでは

なく、研究者との交流で、産業界が興味を持つプロジェクトの創出を刺激してもらい、プロジェ

クトをもっと魅力的にするインプットを得ることです。もう 1 つのツールは、委託研究機関との

連携です。その一例が、抗うつ薬の臨床試験開始を早めるための技術を共同で開発するために日

本の新日本科学との間で最近まとめたジョイントベンチャーです。このジョイントベンチャーの

名は「Acceleration」で、これは日本語で加速という意味です。私が選んだ名前なのですが、日

本語の辞書から選びだした名前を日本側のパートナーが気に入ってくれたので、とても嬉しかっ

たです。ここで私たちがしていることは、大学で生み出される革新と、SNBL が利用できる施設

及び資源を利用して、技術開発への投資を最低限に抑えると同時に、責任を分担することです。

私たちはこうして、技術を実際に市場と患者にもたらすために協力しています。 
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産業界との早期の連携を促進する形の一つとして私たちが開発したモデルでは、特定の企業と

組んで、その会社が関心を持つ分野を公告し、研究者が遂行したいプロジェクトの申請を働きか

け、それを会社の関心分野に位置づけます。最近の例をいくつかお話ししましょう。治療学の分

野ではバーテックス・ファーマシューティカルズ（Vertex Pharmaceuticals）と提携して、がん、

免疫学、神経変性の分野での提案を呼びかけました。Vertex は私たちと共に一連のプロジェクト

を選定し、これを現在大学の研究者が会社と共同で遂行しています。

材料科学とバイオエンジニアリングの分野では、ヨーロッパの会社である BASF と広範な提携

を行っています。この提携から生まれたプロジェクトの一例が、バクテリアの Biofume を除去す

るための生体材料の利用です。このプロジェクトを遂行している研究者はエンジニアであるため、

バクテリアのことは聞いたことがなかったのですが、彼が興味を持っていた生体材料が最適だっ

たので、この分野への BASF の関心を知って、自分の研究を新しい分野に応用してみることに決

めたのです。私たちはこのような革新に大いに期待しています。学際的で業界主導の革新の新た

な機会を開くと同時に、私たちが誇りにしているアカデミックな基礎研究と精神も維持できるか

らです。3 つ目の例は幹細胞の分野で、最近グラクソ・スミスクラインがハーバード幹細胞研究

所と、2,500 万ドルの複数年協定を結びました。これも、企業と研究者両方が関心を持つプロジェ

クトを支援するものです。

資金ギャップに対処する最後のツールは、慈善関係から集めた少額の基金です。これは、主に

技術開発オフィスのチームが、学内の研究者から募集したプロジェクトに投資しています。この

基金でユニークなのは、研究者が関与するだけでなく、管理の専門家がプロジェクトを監督する

こと、またハーバードで専門知識が得られない分野については、専門家や委託研究機関を利用し、

あるいはアウトソーシングすることです。たとえば治療学の分野で、研究者が新しいターゲット

を確認し、特定の病気をターゲットに介入して効果をあげることのできるある小分子物質があれ

ば、医化学者に協力を求め、必要であれば学外に動物実験を委託し、研究者は大学内でモデルの

検証を続けることができます。私たちは学内の専門知識だけに頼るのではなく、それを越えて、

成果が業界の期待に答えるように図っています。

こうした技術が新しく設立される企業に行くか既存企業に行くかは、どちらでもよいのです。

それぞれの技術に適切な場所を見つけることが大切です。ですから、組織の構造については、革

新と商業化への大学のアプローチとコミットメントが非常に重要であり、学内の専門知識を利用

して産業界をひきつける機会があると確信しています。成功への鍵となるチーム編成の要素は能

力であり、業界専門知識のある人材が必要であることを、多くの同僚が指摘しています。これも

重要なことですが、この仕事で成功するためにもっとも重要なことは、一般の人々のために技術

を開発しようという情熱と、教職員と産業界の両方を刺激して、適切な組み合わせを見つけ、あ

る意味でギャップを無視して、とにかくやってみることです。 

私たちの日常の活動には、学部の人々との交流が含まれています。セミナーに参加し、リトリー

トに行き、共に山に登って、彼らがあまり知らない産業界との関係について指導します。これは

多くの場合産業界との接触でも同じです。私たちは数多くのイベントを、独自に、あるいは他の

学校と共同で行っています。たとえばこれはハーバード・ビジネススクールと最近行ったイベン

トですが、ここでは、交渉のプロセスは相互の尊重と理解に、また大学にとっての保持すべき事

項を最大限に明らかにすると同時に産業界の保持すべき事項も認識することに基づいているとい
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う、私たちの理念をビジネスパートナーに説明しました。また、大学の研究を公開する様々なコ

ミュニケーションツールを利用する試みも行っています。企業が興味のある提携の機会を見つけ

ることのできるウェブサイトを、今立ち上げようとしているところです。

評価指標について一言お話しします。私たちの評価指標は、ウィルス博士がお話になったもの

と非常によく似ていると思います。開示された発明の数、特許出願数、実際に結んだ契約の数等、

具体的な数字に関するものですが、サービスの質や大学内での満足度というソフト面も見ていま

す。いくつかの成功例をお見せすると、これは米国の大学全体のものですが、ハーバードから出

た例も 2 つあります。これはハーバードのもので、ハーバードと当オフィスとの緊密な協力によっ

てこの 2、3 年の間に設立された新企業の一部のリストです。1 つは Laboratory for Aging での

研究から生まれて、Sirtris Pharmaceuticals という会社が設立されましたが、この会社は最近グ

ラクソ・スミスクラインが 7 億 2 千万ドルで取得し、ハーバードは株式を保有しています。 

成功を公共の利益と公共の使命への効果に基づいて測ることも、私たちにとって非常に重要で

すが、その例が、発展途上国に低コストの診断器具を普及させるためにハーバードのチームが最

近設立した非営利団体です。結論として、大学の技術移転の成功には、明確な組織の使命と戦略、

起業活動に経験豊かで情熱のあるチーム、内外の株主の積極的な関与、パートナーとして選ばれ

るだけの信望、総合的な知的財産と事業開発のアプローチ、使命を支えるインフラと政策、そし

て最後に開発のギャップを埋める戦略が必要です。ありがとうございました。
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Harvard University

University Technology Transfer 
f th 21st C t The Har ard Modelfor the 21st Century: The Harvard Model

Michal Preminger, PhD, MBA
Senior Director of Business Development

January 2009January, 2009

Office of
Technology Development

International & Historical Perspectives in
University Technology Transfer

• First university technology transfer program established at the 
University of Wisconsin (WARF) in 1925 to develop a therapy against 
childhood rickets

• YEDA was founded in 1955 at the Weizmann Institute of Science, 
becoming Israel’s pioneering university technology transfer program

• The Bayh-Dole Act of 1980 led to widespread growth of U.S. university 
technology transfer programs

– Enabled universities to own and license intellectual property generated fromEnabled universities to own and license intellectual property generated from
U.S. federally-funded research (e.g., NIH, NSF)

• Bayh-Dole drastically increased the number of U.S. university 
t h l t f ffi d th b f i it t t fil dtechnology transfer offices and the number of university patents filed

– Number of university technology transfer offices grew from 21 (FY1980) to 
over 160 (FY2005), while annual university patent filings grew from 267 to 
over 8000

Office of
Technology Development
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St t i “N t G ti ” T h l T f P• Structuring a “Next Generation” Technology Transfer Program
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– Building the Team
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Contrasting Cultures

• Publications & collaborations
• Sharing of material • Ownership & secrecy

• Shareholders wealth
University Corporate

• Sharing of material Ownership & secrecy
• Control of material

• Public mission
• Investigator/

• Basic research
• Applied research

• Market-driven

Investigator/
inventor interests 

• Curiosity-based
• Create new knowledge

• Measurable objectives
• Product focused

Benefits and Challenges Typical of US Environment

• Strong entrepreneurial culture makes startup company 
path for commercialization a valid option

However cyclical venture funding trends require strategy for– However, cyclical venture funding trends, require strategy for
“bridging the gap”

• Strong emphasis on academic freedomg p

• Bayh-Dole and the tax-free bond financing system 
dictate certain limitations on interaction with industry

Office of
Technology Development

6
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Building Value:  
The Technology Transfer Commercialization Process

Flow of money back to research

Contract Management and Enforcement

Office of
Technology Development
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Contract Management and Enforcement

Building Value into the Commercialization Process:
Designing Optimal Agreement Structures

Why?
Greater Focus on and

When? Concerns
Greater Focus on and
Commitment to the 
Technology

Equity Stake

O l ti ?

Dominant Intellectual Property 
Position

Early Stage/High Risk Technologies

Multiple Applications of the 

Amount of Time Required 
to Start Company

Financial Stability

Conflict of Interest Issues 
Only option?

Vehicle to Generate 
Research Funding

p pp
Technology (“Platform” or 
“Enabling” Technology)

No Existing Industry

“Star Quality” Investigator

(Real and Perceived)

Management

Office of
Technology Development

Star Quality Investigator

Investigator Desires More Active 
Participation
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– Building the Team 

E i ith St k h ld– Engaging with Stakeholders
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– Policy Matters

M i S– Measuring Success
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Office of
Technology Development
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Developing a Vision and Defining the Mission

Enhance access to University 
h i tresearch; ensure society reaps 

the benefits of new inventions

Capture fair value for 
the University

(Royalty revenues, etc.)

Provide service to the faculty 
to ensure technology transfer

(Research funding, collaborations)

Office of
Technology Development

Core Objectives

• Promote the university’s academic mission 

• Enhance the translation of university research into socially beneficial 
toutcomes

• Ensure access to university inventions

• Improve faculty relations and outreachp y

• Build distinctive reputation as partner of choice

• Expand deal flow & increase revenue returns 

• Generate industry funding for faculty-driven research 

• Spur formation of new ventures and spin-offs

• Develop new initiatives to bridge the “development gap”Develop new initiatives to bridge the development gap

Office of
Technology Development

9
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Bridging the Development Gap

university industry

• The development gap is THE limiting factor in technology transfer
– Exists between the typical early stage academic discovery and the “proof of 

concept” required by industry for commercialization

• Technology is too early and investment entry points have moved further 
downstream

• University technologies suffer from inadequate resources and expertise to 
advance sufficientlyadvance sufficiently

• Promising new technologies lie fallow, and are never developed, or are 
transferred to industry prematurely

Office of
Technology Development

14

Problem: most innovations are stuck  

“Obvious
low hanging~10%

% * Type of Innovation Path to Commercialization

Readily
commercialized
(VCs industry)fruit”

“Promising,
if l ”

These assets

(VCs, industry)

if only….”

Valuable assets 
missing  proof of 

t i d

~60%

need
Technology

Development
to generate

concept required
by market

market pull

Mi i l
“Dogs”~30%

Minimal
commercial

potential

Office of
Technology Development
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*Based on interviews with technology transfer managers

Bridging the Gap

• Early collaborations with industry under new 
models

• Creative deals with Contract Research 
Organizations (CROs)

• Acclerator Fund

Office of
Technology Development

16

OTD’s Model for Industry Collaborations

• Broader collaboration in strategic areas – multiple projects 
over multiple years (vs. one-off, ad-hoc)

F l j b d ’ f• Faculty proposes projects based on company’s areas of
interest – “pull” vs. “push” approach

• Reaches deeper into the University – also taps into juniorp y p j
faculty and not just the well known, the connected, or the 
ones with IP

• Encourages and facilitates generation of new creative• Encourages and facilitates generation of new, creative
project ideas – stretches beyond what’s on the table today 
Faulty (our clients)

Office of
Technology Development
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Collaboration Example – Vertex Pharmaceuticals
Field: Therapeutics (Cancer, Immunology, Neurodegeneration)

Office of
Technology Development

18
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Collaboration Example – BASF
Field: Bioengineering, Material Science

Office of
Technology Development

19

Example

Office of
Technology Development

20

The Harvard Technology Development Accelerator Fund

• University Investment in Technology Development
• Signals Heightened Commitment to Public Service Through 

Technology TransferTechnology Transfer
• Elevates Credibility and Presence in the Marketplace
• Enhances Faculty Relations
• Generates Added Value
• Creates More Investment Grade Technologies and Investment 

Opportunitiespp
• Enables Optimal Deal Valuations
• Managed Through an Independent External Advisory Committee 

and Professional Team consultant and CRO networkand Professional Team, consultant and CRO network

Office of
Technology Development
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Agenda
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• Developing a Vision and Defining the Mission
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Office of
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Organizational Success Factors

• Organization History and Culture
– History of academic entrepreneurship and incentives, supported by 

policy
St i tit ti l it t d i t t i t h l t f– Strong institutional commitment and investment in technology transfer

• The Research Enterprise
Positive faculty perception of technology transfer and industry– Positive faculty perception of technology transfer and industry
collaboration

– Perception of technology development as reinforcing the academic 
mission

– Well-funded research base comprising public and private sources 
(including industry sponsored research funding)

Fi ld f R h L i E ll• Fields of Research: Leveraging Excellence
– Focus on areas of research excellence within the university, leveraging 

existing resources and research infrastructures

Office of
Technology Development
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Building the Team:
Designing an Innovative Human Resource Strategy

• Recruit a Seasoned Business Development Team
– Proven business development professionals with industry 

experienceexperience
– Capability to leverage significant professional networks
– Nurture entrepreneurial spirit, sense of purpose, “urgency”

• Specialized Teams and an Integrated Portfolio Management 
Approach
– Industry specialized teams (e.g., Life Sciences, Engineering & 

Physical Sciences)
– Dedicated contract and IP teams
– Portfolio management by integrating expertise in business 

development, contract negotiation, and IP strategy

• Design and Implement an Incentive Program to Retain Top Talent

Office of
Technology Development

24
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Engaging With Stakeholders:
Relationship with Faculty

Coaching

Seminars

Retreats

Periodic one-on-one Meetings

Office of
Technology Development

25

Engaging With Stakeholders:
External (and Internal) Relationships

Branding: Becoming a Partner of  Choice

• Developing Key Relationships with Internal and External 
Stakeholders
– Proactive outreach and collaboration with faculty and industry

• Creating a Transparent and Efficient Technology Transfer Practice
– Rapid turnaround times on deals

Cl li i d t h l d l t d li i ti– Clear policies around technology development and licensing practices

• Staffing with Industry-Experienced Business Development 
Professionals
– Leverage professional networks and prior industry reputation
– Business-savvy, professional, “tough-but-fair” approach

G ti D l d S St i• Generating Deals and Success Stories
– Building a track-record of excellence
– Strategic marketing plan

Media and public relations strategy

Office of
Technology Development
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– Media and public relations strategy

Online Collaborative Research Opportunity Finder

Office of
Technology Development

28

Policy Matters: Reinforcing the Mission

• Intellectual Property Policy

• Protecting Academic Freedoms and Publication Rights

• Conflict-of-Interest Policy

• Income Distribution Policy: Incentives to enhance the level of 
technology transfer, consistent with the university missiongy , y
– Inventor Share
– Inventor Research Share
– School ShareSchool Share
– Department Share
– Office of the President Share

Office of
Technology Development

29

Measuring Success

• Increased Rate of Invention Disclosures 

• Increased Number of Patent Applications

• Growth in Royalty Revenues

• Enhanced Level of Service to the Faculty

E d d N b f T h l T f T ti• Expanded Number of Technology Transfer Transactions

• Increased New Venture Formation

• Growth in Industry Sponsored Research• Growth in Industry Sponsored Research

• Increased Number of Inventions Available to the Public

Office of
Technology Development

30
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Impact of University Tech Transfer: Success Stories

• Columbia: Drugs for T-cell lymphoma (Vorinostat), glaucoma (Latanoprost) and prevention 
of respiratory syncytial virus (Palivizumab)

• University of California: Recombinant DNA technology launching the biotech industry, 
tifi i l l f t t f bartificial lung surfactant for newborns

• MIT: World’s largest internet traffic management platform (Akamai), RNAi technology, 
artificial skin for burn victims 

• NYU: Therapy for rheumatoid arthritis (Remicade)• NYU: Therapy for rheumatoid arthritis (Remicade)

• Stanford: Google, chimeric antibody technology, industry platform for audio synthesizing 
devices (Yamaha Sondius)

• Weizmann Institute of Science (Israel): Therapy for multiple sclerosis (Copaxone)• Weizmann Institute of Science (Israel): Therapy for multiple sclerosis (Copaxone),
interferons for multiple sclerosis and cancer, EGF-receptor related therapies (e.g., Erbitux)

• University of Wisconsin: UW Solution for organ preservation and transplantation

• Yale: Stavudine treatment for HIV/AIDS• Yale: Stavudine treatment for HIV/AIDS

• MGH: Therapy for rheumatoid arthritis (Enbrel), Pepcid heartburn relief tablets, therapy for 
age-related macular degeneration (Visudyne)

• Harvard University MIT: Cardiolyte cardiovascular SPECT imaging agent

Office of
Technology Development
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Harvard University, MIT: Cardiolyte cardiovascular SPECT imaging agent

Recent Successes – New Venture Formation
• Aileron Therapeutics, Inc. Gregory Verdine, Ph.D., Harvard College Professor of Chemical Biology, Faculty of Arts and Sciences

• Cell-permeable peptide therapeutics for cancer
• Auguron, Inc. Joshua LaBaer, Ph.D., Director, Harvard Institute of Proteomics

• Developing a next-generation protein chip
• Claros Diagnostics, Inc. George Whitesides, Ph.D., Woodford L. and Ann A. Flowers University Professor, Faculty of Arts and Sciences

� Developing point-of-care microfluidic diagnostics 
• Crimson Hexacon Inc Gary King Ph D David Florence Professor of Government Faculty of Arts and SciencesCrimson Hexacon, Inc. Gary King, Ph.D., David Florence Professor of Government, Faculty of Arts and Sciences

• Text reading technology that can determine consensus or lack thereof on any topic (opinions and sentiment)
• Genocea, Inc. Darren Higgins, Ph.D., Associate Professor of Microbiology and Molecular Genetics, Harvard Medical School; Michael Starnbach, Ph.D., Associate 

Professor of Microbiology and Molecular Genetics, Harvard Medical School
• Vaccine screening technology and candidate development

• Incytu, Inc. David Mooney, Ph.D., Gordon McKay Professor of Bioengineering, School of Engineering and Applied Sciences
• Developing devices for regenerative medicine

• Living Power Systems, Inc. Peter Girguis, Ph.D., Assistant Professor of Biology, Faculty of Arts and Sciences
• Microbial fuel cells – “electricity from dirt”

• Nanoterra, Inc. George Whitesides, Ph.D., Woodford L. and Ann A. Flowers University Professor, Faculty of Arts and Sciences
• Nanotechnology development company

• Noank Media, Inc. William Fisher III, J.D., Ph.D., Hale and Dorr Professor of Intellectual Property Law, Harvard Law School
• Platform for global licensing and distribution of digital content

• Raindance Technologies, Inc. David Weitz Ph D Mallinckrodt Professor of Physics and of Applied Physics School of Engineering and Applied SciencesRaindance Technologies, Inc. David Weitz, Ph.D., Mallinckrodt Professor of Physics and of Applied Physics, School of Engineering and Applied Sciences
• Nanoscale drug discovery platform using microfluidic and emulsion technologies

• SiEnergy Systems, Inc. Shriram Ramanathan, Ph.D., Assistant Professor of Materials Science on the Gordon McKay Endowment, School of Engineering and 
Applied Sciences

• Low-temperature, nano-scale solid oxide fuel cells
• SiOnyx, Inc. Eric Mazur, Ph.D., Balkanski Professor of Physics and Applied Physics, School of Engineering and Applied Sciences

� Photovoltaics and other products based on “black silicon”, which absorbs more light than regular silicon
• Syndexa Pharmaceuticals Inc Gokhan Hotamisligil Ph D James Stevens Simmons Professor of Genetics and Metabolism Harvard School of Public Health• Syndexa Pharmaceuticals, Inc. Gokhan Hotamisligil, Ph.D., James Stevens Simmons Professor of Genetics and Metabolism, Harvard School of Public Health

• Small molecules targeting diabetes and metabolic diseases
• Tetraphase Pharmaceuticals, Inc. Andrew Myers, Ph.D., Professor of Chemistry and Chemical Biology, Faculty of Arts and Sciences

• New antibiotics based on tetracycline chemistries and synthesis methods
• Xenomis, Inc. David Sinclair, Ph.D., Associate Professor of Pathology, Harvard Medical School

• Plant-based nutraceuticals
• Vaccine NewCo John Mekalanos, Ph.D., Adele Lehman Professor of Microbiology and Molecular Genetics, Harvard Medical School

Office of
Technology Development
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• Highly efficient vaccine production technology

Startup Example

From Laboratory to Startup Company

Office of
Technology Development
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Startup Example – Sirtris Pharmaceuticals

Office of
Technology Development

34

Recent Successes: Public Mission

Office of
Technology Development

35

Conclusions

Success in university technology transfer requires:

• A clear institutional mission and strategy

• A seasoned, entrepreneurial team

• Proactive engagement of internal and external stakeholders

• Building a reputation as a partner of choice

• An integrated intellectual property and business development 
approachpp

• Infrastructure and policies to support the tech transfer mission

• Strategies for bridging the “development gap”

Office of
Technology Development
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Dr.�Alberto�Silvani
Professor,�University�of�Milan,�Director�of�UNIMITT

最初に、この会議を運営し、話をする機会をくださった皆様にお礼を申し上げます。先のスピー

カーの方々と同じ結論から出発することもできますが、手法は異なり、もちろん規模も異なるの

ですが、同様な方向に向かっている我々の事例を説明します。これで新たに論点を加えることが

できると思います。

ミラノ大学について簡単にご紹介しましょう。この写真は、15 世紀半ばに病院だった大学の

本部のメイン回廊です。大学の科学技術分野は、市の東部の Ca ﾕ Granda に位置する生命科学キャ

ンパスにあります。大学の規模についてお話しさせてもらうと、ここは大きな大学で、およそ

2,500 名の教職員を擁しています。学科も多いのですが、工学科はありません。しかし他は全部

そろっています。学生は 6 万人前後で、ミラノの 7 つの大学の 1 つですが、ミラノでただ一つ、ヨー

ロッパ研究大学連盟（LERU）に加盟しています。この連盟には他に欧州の 19 の大学が加盟して

います。

伝統的な大学ではあっても、それほど古くはなく、83 年か 85 年前に設立されたのですが、起

業家の大学を目指しています。それはスライドの下部のよりよく組み合わせることが重要です。

すなわち公益に研究成果を活かすための論文や特許も重要ですが、研究者交流や、新しい科学技

術を核にした新会社の設立も重要です。産業界と大学のギャップを埋める必要があります。問題

の理想的な解決方法としては、市場の志向に対し大学が応え品質の向上を目指すことと同時に、

責任の増大についても理解、よい結果を生みだす使命を共有することも関係します。しかし実際

には、下の部分ではなく、上の部分にあるので、カーブのこの部分が望ましく、ここを目指して

努力しています。

どうしたら、それができるでしょうか。私たちが抱えている主要な問題は、異なった仕事から

のこの開発ギャップへの介入を十分に理解することだと思いますが、私たちの経験は全く新しい

ものです。センターが設置されてから 4 年も経っていませんが、もちろん技術移転の分野での活

動は前からありました。ミラノ大学は 4 つの分野をカバーする計画で、このセンターの設立は、

革新と技術の移転を促進すると同時に促進する環境を整えるビジョンに基づいています。この点

で、センターはイタリアの他の技術移転オフィスとは少し異なった組織モデルを持っています。

たとえば、通常イタリアの大学では企業からの協力を促進し学外研究を支援する機能を有して

います。大学のこの管理体制の主な部分と私たちの組織は、小さいですが、自ら方針決定し戦略

を策定しますが、少なくとも最初の時期は、すべて大学からの資金でまかないます。この体制で、

私たちは大学の特許資金を管理しません。もちろん私たちは特許資金の使用に関与しますが、こ

の資金も収益も、私たちの責任の範囲に入りません。つまり、私たちが結ぶ契約は、大学の総予

算の一部であり、UNIMITT の予算ではないのです。 

この 2、3 年間に私たちは最初から戦略を変更し、修正しています。外の世界との交流にもっ

と注意を払うこと、また、プロセスの最後に得られる結果だけが問題ではないので、プロセスの

最後だけでなく最初にも、予想される結果を確認しておこうと努めています。第 2 のポイントは、

先のスピーカーの方達が指摘したように、提供するサービスを多様化することで、学内の他の部

分での注目度を高めることです。もちろんバリューチェーンは長いので、これには様々なスキル
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が必要です。内部で得られるスキルもありますが、外部のコンサルタントを利用することも多い

です。

この点は他と少し違います。私たちはサービスよりも製品に注目しています。つまり、活動の

終着点は製品にすることですが、もちろん、この仕事には異なった専門レベルの人々が関わって

います。別の点では、大学で働いていらっしゃればご想像いただけると思いますが、大学レベル

で本当の規模を達成するのはとても難しいことです。大学は様々な要素、つまり小グループや個

人の集まりなので、大学レベルで可能性を完全に実現するのは大変な困難を極めます。この方向

で努力しているのですが、決してたやすいことではありません。しかし、この 2 年間で興味深い

結果を出せたと思っています。

これはもちろん、少し進んでは止まるといったプロセスで、好ましい結果も好ましくない結果

もありますが、好ましくない結果からも学ぶことができます。それができるのは、組織の中の人々

に経験が蓄積されるからです。また最後に、これも先に言及されたことですが、大学の活動とセ

ンターでの活動への参加の間に適切なバランスを保つことです。UNIMITT の 3 つの主な機能を

要約しましょう。まず、技術移転を組織することは多かれ少なかれ伝統的な技術移転オフィスの

機能です。2 番目は活動間の橋渡しですが、これは通常産業リエゾンオフィスと呼ばれています。

3 番目は、上記 2 つの仕事をよりよく行うために私たちが開発したオリジナルな機能です。この

3 番目の柱は、活動を Innovation & Science Policy Unit（革新・科学政策ユニット）へと開くこ

とです。これは私たちの経験のなかでもわりと珍しいことです。

ここに数値があります。最初に申し上げたように、私たちの使命はかなり異なっています。10

年から 15 年の間の特許数が 150 件もありません。最近の 3、4 年間に急速に増加していますが、

選択が非常に難しく、提案したものの中から大学が採用するのは 3 分の 1 か 4 分の 1 です。しかし、

特許が 140 件か 150 件というのは、イタリアの大学では 2 番目か 3 番目だと思います。もちろ

んアメリカとは違いますが。この特許の内訳を見ると、3 分の 2 ほどを所有し、残りが共同所有

です。また 4 分の 1 が移転特許で、15-20%程度が交渉中または機密です。

もう 1 つの柱はスピンオフ企業です。過去 5 年間に 24 の会社を発足させました。そのうち

20 社が現在も続いています。9 つの会社には、つまり 45%程ですが、投資家や産業界が参加し

ています。これらの会社は概してごく初期段階にあり、小さな会社で、中の 3 社か 4 社は良い位

置につけています。ペトロセラミックに関するもので、材料、ナノテク、バイオの分野です。こ

れは省略していいと思います。多かれ少なかれ前の発表で言及されているので、私たちはこの仕

事に関してあまりオリジナルではありませんが、少なくとも私たちの規模で興味深いのは、スポ

ンサーだけでなく、仕事の質を改善するためのコンサルタントの協力という面でも、外部とのつ

ながりを必要としていることです。

これは、この 5 か月の間に展開したのですが、今最も面白い仕事です。よい結果を出すプロセ

スを加速するために、Fondazione Filarete という財団を創設したのです。Filarete は、この発表

の最初にお見せした古代の建築家の名前です。この財団は 3 つの主要な団体からの出資に基づい

ています。1 つ目は民間金融機関、2 つ目は研究活動を支援する非営利団体、3 つ目がミラノ大

学です。技術は主にバイオテクノロジーの分野ですが、9 つの双方向プラットフォームによって

100%ミラノ大学のものなので、もちろんコスト面で技術を提供共有しています。同じ建物で応

用研究もやります。建物にはバイオテクノロジー企業も入り、もちろん立ち上げ支援の機能もあ
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ります。

このモデルの原点は、少なくともイタリアで、しかし私の知るかぎりヨーロッパでも大きな

違いはありませんが、技術的な中核があることによる可能性、つまりインフラと、同じ環境で

開発される実際的で具体的な応用研究が、外部の企業も惹きつけて、大いに新興企業の立ち上

げを助けることができるのです。イタリアの大学での技術移転の状況を大まかにご紹介します

と、イタリアの TTO は TTO ヨーロッパの一部です。これは European Association of University 

Technology Transfer Offices のネットワークです。毎年行われている調査によりますと、現在イ

タリアには約 50 の TTO があります。これは日本の数値とあまり変わりません。イタリアには約

80 の大学がありますから、60%程の大学に TTO オフィスがあるわけです。もちろん TTO オフィ

スの質と規模は様々です。

前にも申し上げたように、このなかで技術移転オフィスと言えるのは 10 程度ですが、合計数

は 50 になっています。これは、レベルがさまざまな TTO の活動の内訳です。つまり、会社の立

ち上げと知的財産管理が 80％から 90%になっています。ライセンス管理等からシード資本確保

は少なく、10%にも及びません。さらにイタリアでの状況を説明しますと、2007 年には特許出

願が 300 件で、そのうち 65 件が特許になっています。全体では、申し上げたように特許は全部

で 1,500 件です。そのうちミラノ大学は 10 分の 1 を占めています。ライセンスからの収益はお

よそ 120 万ユーロです。これはイタリアの大学の TTO による活動結果の概要を表にしたもので

す。

スライド下部の最後のデータで興味深いのは、2006 年に 55 の新しい会社が設立されたこと

です。他と比べると非常に多いですが、これはおそらくイタリアモデルの限界で、会社の設立を

大いに支援してはいますが、これはごくごく小さな会社です。最後に、大学での知的財産に関して、

イタリアモデルの特殊性について少しお話しします。ご存じかと思いますが、イタリアはいわゆ

るアカデミック特権を維持している、あるいは 2001 年に再導入した少数の国の一つです。これ

は原則的に大学の研究者を知的財産の所有者とするものですが、最近の 3 年間で、これは前に述

べた第一のケースですが、完全に公的資金で行われた発明と、外部の後援者による資金支援のあっ

た発明とを、法律が区別するようになりました。この場合、イタリアの法律では異なった取扱い

になります。お察しのことと思いますが、どこの大学でも後者が増えてきているので、どの発明

についても、スポンサーが完全に公的かどうかを検討する必要があります。こういう場合には、

当然ながら交渉は非常に難しいのですが、一般的にいえば、大学教授が知的財産を私的に所有す

るよりも、大学が所有する方向で支援体制の改善が進んでいます。

これが一般的な傾向ですが、この傾向を正当化するのは、大学によるサービスのコストと質の

問題です。この面で競争が非常に激しいのです。最後のスライドは、大学による特許取得の理由

と利点に関するコメントをまとめたものです。大学は特許によって、他の手段では実現できない

何かを実現できることを頭に入れておく、少なくとも片隅に入れておく必要があると思います。

ですから特許は重要です。私自身は問題をよく理解していますが、大学教授の方々に説明するの

は難しいのです。もちろん同時に、大学の制度でも何らかの形でこの機会を認識するべきですが、

この認識はお金だけによるものではありません。大学内で、他の形で認識する必要があります。

今、さらに興味深いのは、委託研究や共同研究で第三者と、制度外部との関係を築くことです。

ご存じのように研究開発のための内部資金が一般に減少しているので、ただ資金を確保するため
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に外に向かう傾向があります。しかしルールをきちんと話し合うことなしに資金を確保するのは

正しい解決ではありませんから、別のやり方で研究成果を追及する必要があります。これは有効

だと思います。先に同僚が言及した 3R が思い出されます。1 つは大学から社会へ、もう 1 つは

社会から大学へ、最後の 1 つは前者と後者のつながりです。この活動が本当に従うべきモデルだ

と思います。ご清聴ありがとうございました。 
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InnovationInnovation
and Technology Transfer
t th U i it f Milat the University of Milan

Alberto Silvani, director of UNIMITT 
Centre for Innovation and Technology Transfer gy

of the University of Milan
Tokyo, January 23rd, 2009

The main campus of the University of Milan is The main campus of the University of Milan is 
located in the buildings of the venerable located in the buildings of the venerable 

“Ospedale dei Poveri” (Hospital for the Poor), “Ospedale dei Poveri” (Hospital for the Poor), 
known as theknown as the Cà GrandaCà Granda, (Great House),, (Great House),known as theknown as the Cà GrandaCà Granda, (Great House),, (Great House),

in the heart of the city centre in the heart of the city centre 
and dating back to the XV centuryand dating back to the XV century

The University of Milan was founded in The University of Milan was founded in 
1924 and moved into the 1924 and moved into the 

Ca’ Granda in 1958Ca’ Granda in 1958

www.unimi.itwww.unimi.it

Research at the University of Milan

With a Faculty of 2,500 units, the 
University of Milan has an outstanding 
research reputation in several p
scientific fields, in particular in Life 
Sciences.

High level research is carried out in g
molecular genetics, functional 
genomics, pharmacology and physical 
science.

The University of Milan is the only 
Italian university among the 20 
members of LERU (League of 
European Research Universities)

The financial committment to research has committed constantly 
over the years despite periodic downturns in the national and y p p
international economies

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009

The Path towards an “Entrepreneurial University”

The University is an economic as well as a cultural actor

New functions are covered: not only education, teaching and research activities
but furthermore explicit contribution to local economic and social developmentbut, furthermore, explicit contribution to local economic and social development
and direct promotion of knowledge

New links and demand/supply interaction: new sources, increasing time to
market lesser steps more complexity and systemic approach improvedmarket, lesser steps, more complexity and systemic approach, improved
attention to users

4 main channels:

� Open diffusion of results: research as a public good >>> Publications

� Attention to the potential economic exploitation >>> Patentsp p

� Temporary mobility of human resources >>> Human capital

� Generation of new entrepreneurial ideas >>> Science and tech based firms� Generation of new entrepreneurial ideas >>> Science and tech-based firms

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009

The Innovation Process:
the Gap between Research and Industry

RESEARCH SOLUTION DEVELOPMENT PROTOTYPE PRODUCT MARKET

Typical situation:

University (Higher Education, Research,
Innovation): develops innovative solutions

Industry (Production, Market, 
Profit): invests in research

Industry entryUniversity exit

Ideal situation?

Higher value (higher innovation potential) Higher risk (higher time to market)g ( g p ) g ( g )

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009

UNIMITT: A new vision for dealing with 
innovation and tech transfer matters at the University of Milan

The need for an ad-hoc entity to support research exploitation 
processes was met through the creation of UNIMITT on May 1st 2005

The Centre’s main objective is to support the University in its 
entrepreneurial role by providing instruments and competences to: 
bridge the gap between research, innovation and technology 
transfertransfer

4 major stakeholder groups: 
� Internal groups, structures and subjects� Internal groups, structures and subjects
� Entities and institutions 
� Enterprises
� Public administrations

As an autonomous unit of the University of Milan UNIMITT receives a 
yearly working fund from the University (licensing revenues are 
managed directly by University while other sources of income are themanaged directly by University, while other sources of income are the
participation to calls for proposals and consultancy services)

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009
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UNIMITT TTO Function: Patents

Patent activities:
� guidance to inventors
� patent application strategiesp pp g
� management of the patent portfolio
� Patent Committee support activities
� revision of the Patent Regulation

Patents as of December 2008: 
• 140 patent applications (constant growth since 1992)
• exclusive ownership of 66% of the patent portfolio 
• co-ownership with universities and foreign research centres

t f f 25% f t t (li / i t t )• transfer of 25% of patents (license/assignment agreements)
• 10% are currently undergoing negotiation
• secrecy agreements for 1/3 of patents

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009

UNIMITT TTO Function: Spin-offs

Spin-off activities:
� guidance and training to future
entrepreneursp
� support to business planning
� Spin-off Committee support activities
� revision of Spin-off Regulation

Spin-offs as of December 2008: 
20 i ff i• 20 spin-off companies

• 9 over 20 participated by industrial partners or investors
• over 60% achieving positive results 
• at least 3 cases of excellence: Petroceramics Tethis Congenia• at least 3 cases of excellence: Petroceramics, Tethis, Congenia

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009

UNIMITT ILO and Science Policy Unit Functions

� UNIMITT promotes a strategy of collaboration with both local and 
international organizations (universities, territorial entities, private 
investors, associations and agencies) in order to provide the basis 
for collaborative research projects and create new technologyfor collaborative research projects and create new technology
transfer opportunities

� UNIMITT boosts the strategic planning capacities of UNIMI in theUNIMITT boosts the strategic planning capacities of UNIMI in the
fields of innovation and technology transfer through close 
cooperation with the latter’s scientific and administrative bodies and 
performs the functions of a technical structure of scientific politics

Such activities are aimed at:
• increasing scientific productivity
• highering research qualityhighering research quality
• supporting economic growth in the external environment

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009

The Management of Research at the University of Milan

Academic
Senate

Scientific
Research and 
Technology

supported
by

gy
Transfer

Committee

Research
Services

UNIMITT -
Centre for 

Division Innovation and 
Technology

Transfer

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009

� Moving attention to exploitation from the end of activities (results) to the early 

UNIMITT Strategy

stages of research (planning and contracts):
>>> SETTING VALUE ON KNOW-HOW BY IDENTIFYING POTENTIAL RESULTS

� Increasing consensus among the various university components by diversifying� Increasing consensus among the various university components by diversifying
provided services:
>>> THE VALUE CHAIN IS BASED ON A WIDE RANGE OF SKILLS

� F i d t th th i hil idi i t li ti ithi� Focusing on products rather than services while avoiding an internalisation within
the University of functions that are better found outside:
>>> QUALIFYING FUNCTIONS WITH THE PROPER PROFESSIONAL LEVEL

� Offering added value through the development of a University dimension:
>>> IMPROVING A SYSTEM VISION THROUGH COMMON POLICIES

� Learning from experiences both positive and negative:� Learning from experiences, both positive and negative:
>>> THE LEARNING CURVE LEVERS ON HUMAN RESOURCES

� Balancing University activities and participated ones:g y p p
>>> ADDRESSING RESULTS TO STRUCTURES, MANAGING IMPACTS

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009

UNIMITT Functions

• Organising technology transfer and bringing inventions and know-
how to markethow to market

• Establishing relations with external entities and promoting a policy

>>> Technology Transfer Office

• Establishing relations with external entities and promoting a policy
of cooperation for implementing common activities and sharing 
projects and competences

>>> Industrial Liaison Office 

• Developing competences and knowledge for interpreting the 
phenomena at stake, through studies, collaborations and analyses 

>>> Innovation & Science Policy Unit

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009
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UNIMITT: Across the Functions

� Analyses and reports on transfer, innovation, marketing 
opportunities

� Professor and researcher-targeted activities aimed at 
increasing their exploitation propensity 

� Training activities for the dissemination of IP culture and 
innovation management skills

� Communication tools and events to increase the visibility of the 
University’s innovation offer

� Networking with the main innovation actors at local and� Networking with the main innovation actors at local and
international level

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009

Fondazione Filarete:
Accelerator for Biotechnology and Biomedicine

Partnership:
University of Milan with
financial institutions, 
foundations and local actorsfoundations and local actors

Objectives:
� Integration of technology transfer activities with g gy
major applied research activities
� Integration of technology development activities with 
management and financial support services
� Development of skills and competences for the� Development of skills and competences for the
creation and management of technology-based 
entrepreneurial activities, infrastructures and services

Current activities:
� Benchmarking of European and American research 
� Coordination of scouting activities, candidate selection and analysis
� Definition of the technological infrastructure and organization� Definition of the technological infrastructure and organization
� Governance and related initiatives

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009

Technology Transfer in Italy: Netval Survey 2007 (1)

• Around 50 TTOs in Italy (mainly small organizations)

Main TTO functions:
Spin-off creation support: 89,8%
IP management: 87,8%
Licensing management: 63,3%
I d t h d ll b ti t t t 63 3%Industry research and collaboration contract management: 63,3%
Research and consultancy contract management: 49%
Research fund management: 22,4%
Continuous training: 20 4%Continuous training: 20,4%
Technical services: 16,3%
Scientific parks/incubator management: 10,2%
Seed capital fund management: 8 2%Seed capital fund management: 8,2%

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009

Technology Transfer in Italy: Netval Survey 2007 (2)

Patents:Patents:
• 300 patent applications
• 65 granted patents 
• of which are 27 European patents (they were 8 in 2002) � higherof which are 27 European patents (they were 8 in 2002) � higher

quality
• 1.500 patents in Italian universities’ portfolios

Licenses:
• 73 license and option agreements (doubled with respect to 2004)
• 1,2 mln euros revenues

Research contracts:
• 1100 contracts
• 33 mln euros revenues• 33 mln euros revenues

Spin-offs:
• 270 active spin-off companies270 active spin off companies
• 55 new companies in 2006

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009

IP in Italy: a peculiar situation

� Italy is one of the very few countries in which the “professor
privilege” still exists p g

� The law distinguishes between inventions by “private company 
employees” and inventions by “public institution researchers”

In the latter case:

� If research funds come from the University the researchers are the� If research funds come from the University, the researchers are the
sole owners of the IP rights (minimum 30% of future income is 
owed to the institution)

� O h f h d b h f d h� On the contrary, if a third party contributes to research funding, the
University negotiates IP rights ownership 

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009

Consequences and accomplishments

� It might be not so trivial to define who is the real owner of the IP rightsIt might be not so trivial to define who is the real owner of the IP rights

� Since sponsored research is the most common case, the University often 
has to negotiate IP rights with third parties

� Almost all Italian Universities have a set of rules on IP 

� If the inventor transfers his rights to the University, he renounces a part of 
hi i b t h ill i i t f th TTO f th U i ithis income, but he will receive assistance from the TTO of the University
in terms of both financial and managerial support. 

� As a consequence, the large majority of University inventors use 
t d i ff d b i t l t tagreements and services offered by internal structures

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009
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Reasons and advantages for patenting 
through the University

� The University cannot directly use its research products: patenting is 
one of the ways to transfer them to the industry

� i i i i h bli hi d d i� Patenting is not in contrast with publishing and a granted patent is
valuable as a form of publication in itself 

� A Patent Portfolio increases the University value in terms of� A Patent Portfolio increases the University value in terms of
educational offer and research 

� Furthermore, it increases relationships with third parties (public and 
i t i tit ti i d t i ) d fi i t iti tprivate institutions, industries) and financing opportunities to

support further research

� It promotes the discussion on strategies to protect and exploit� It promotes the discussion on strategies to protect and exploit
intellectual property and create a culture of innovation 

� Exploitation of research products can benefit society from an 
i d i l i t f ieconomic and social point of view

Alberto Silvani,“Future Medical Treatment”, Tokyo, January 23rd, 2009

Thank you for your attention!Thank you for your attention!

Alberto SilvaniAlberto Silvani
University of Milan

alberto.silvani@unimi.it
+39.02.5031286239 0 503 86
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Dr.�Alfred�Schillert
Managing�Director,�PROvendis�GmbH

 皆さんこんにちは。お招きいただいてありがとうございます。ここで話をさせていただけて

光栄です。学術発明の商業化に関するドイツのモデルについてご紹介しながら、ドイツでの状況

をお話ししたいと思います。

政府が最初に定めた主要施策が 2 つあります。職務発明に関する法律を 2002 年に改正しまし

たが、これは多かれ少なかれ 1980 年代に策定された米国バイドール法と比較できるものです。

ここでは学術発明について 2 つの原則を設けています。大学に雇用される者による発明はすべて

大学に報告しなければいけないのですが、以前のドイツではそうではありませんでした。2002

年にこれが変って、発明を自らのものとするか、特許で保護するか、自ら実施するか、またもち

ろんそのコストについても、今では大学が決定する権利を持っています。過去 5 年から 10 年の

間に、先進工業国では多かれ少なかれ法律がこのように変更されています。イタリアでは少し状

況が違うようですが、この変化は世界中で見られました。

ドイツ政府の 2 つ目の施策は、特許の評価とマーケティングのインフラを確立するプログラム

でした。そのころ多数の特許マーケティング機関が新たに設立され、この特許マーケティング機

関のサービスを政府が支援、あるいは共同出資していました。その後共同出資はどんどん減って

きています。多かれ少なかれ典型的だと思いますが、政府から出る資金が減って、大学自身がこ

うしたサービスに対して支払わなければならなくなっています。最初は、特許マーケティング機

関の大多数が学外の企業で、単にサービスを提供していました。しかしここ数年の間に、大学が

特許マーケティング機関の株主になることが多くなっています。その理由は、これが戦略的な分

野であり、非常に重要であることが認識されるようになったからです。この分野で多くの発展が

みられます。

この変化は 2002 年のことですから、今私たちには 5 年から 6 年の経験があるわけです。成果

はどうでしょうか。ここにいくつかの要点を示したスライドがあります。この数値は政府から得

たものですが、ごく簡単に言いますと、非常に良好に展開して、発明と特許出願、そして契約締

結の数も大きく増加しています。この数値は年々上昇しています。この発展の中で目を引くのは、

大学を全部合わせると、ドイツ特許局への上位 10 出願者の中に入ることです。過去には大学の

特許が数えるほどしかありませんでした。

ここで、非常にユニークなネットワークについて少しお話ししたいと思います。私が見

るところ、ドイツでユニークなのは TechnologieAllianz（テクノロジーアリアンツ）です。

TechnologieAllianz の下に、今ドイツ全土に 28 の特許マーケティング機関があり、そのうち 22

機関がすべてのドイツの大学のために働いています。その大多数が 2002 年に設立されたもので

すが、すべてではありません。サービスを拡張したものもあり、この 22 の特許マーケティング

機関はドイツの 200 近い大学の 10 万人以上の特許に関わる科学者をカバーしています。すべて

Technologie のメンバーです。28 の特許マーケティング機関は、大学を含む 200 を超える研究

機関をカバーしています。

では何をしているのかと申しますと、TechnologieAllianz はメンバーのマーケティングを支援

しています。様々な手段やツールを提供します。次のスライドをお見せしましょう。最初は非常
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に簡単です。私たちはマーケティングのデータベースを持っていますが、このデータベースの状

況はインターネット上の TechnologieAllianz.de で見ることができます。英語もサイトもあります。

800 から 1,000 の技術から選ぶことができるので、 産業界が新しい技術を探すには簡単で良い方

法です。しかし他の手段も用意しました。こちらの方がずっと使いやすくて面白いと思うのです

が、Invention Store といいます。

Invention Store とは何か、このスライドでお見せします。産業界向け発明電子メールサービス

で、真に需要志向のサービスです。つまり、企業が興味のある技術の種類を指定できるのです。

部門、分野、キーワード、その他諸々を選ぶと、ドイツの大学すべてから最新の情報を得られます。

分野とキーワードに適合する新発明があると、無料で概要を得られるので、興味のある発明かど

うかを簡単にチェックできます。これは、私の知る限り非常にユニークな手段で、すべての大学

といくつかの研究機関をカバーしています。

TechnologieAllianz の他の手段と共通の目標はといいますと、マーケティング等、また契約モ

ニタリング評価のための相互委託があります。特許マーケティング機関は様々で、3 人、4 人、

5 人しか社員がいないものも、PROvendis のように 20 から 25 人いるところもあります。1 つ

か 2 つの分野に特化しているものもあり、分野や部門をすべてカバーしようとしているものもあ

ります。それぞれ非常に異なっているので、特別の専門分野を持つ同業者との協力が有効です。

そこでネットワークが役立つのです。私たちはポートフォリオを構築中で、企業、企業の行動と

戦略、またそれに類したことすべてに関する情報をこのネットワークで交換します。 

もう 1 つ重要なポイントは、技術判定を訓練する分野での活動で、毎年いくつか行っています。

TechnologieAllianz そのものも、業界主導のネットワーク等、ドイツの他のネットワークと、ま

たヨーロッパのマーケティングネットワークとも協力しています。例えば Enterprise European 

Network ですが、ご存じの方もいらっしゃるでしょう。もちろん、この分野で前進すること、特

許分野でもっと戦略的に動くことの大切さを、政府や政治家に伝えるためにも、多くの活動を行っ

ています。

私の会社、PROvendis がどこにあるか、何をしているか、お話ししましょう。この会社は

2001 年に設立されました。つまり、2002 年に法改正があること、新プログラムが始まること

を知った上で設立したのです。会社の法的形式は GmbH ですが、これは Ltd. に相当します。会

社の株主は 24 の大学と実科大学で、これは大きな数です。これには多数のメリットがあります

が、デメリットもあります。大きな利点の１つは、発明の限界量と社員の限界量を確保できるこ

とです。現在私たちの会社には 22 人の社員がいるので、すべての分野に専門家を配置できます。

会社はムルハイムにありますが、スライドでご覧になれます。ヴェストファーレン北部のほぼ中

心部、デュッセルドルフの近くです。次のスライドに都市がいくつか出ています。申し上げたよ

うに 24 大学の 2 万人の科学者をカバーしています。これは非常に大きな数字で、成功のために

必要な限界量です。ヨーロッパ最大の特許マーケティング機関の１つです。

ここは非常に強力な地域です。24 大学の 2 万人の科学者と申し上げましたが、ノルトライン

＝ヴェストファーレン州には、大学だけでなく生命科学の分野の企業が多数あり、500 以上の

医薬用原料を開発しています。医療技術分野の会社が 550 社、整形外科分野の会社が 170 社で

す。ご存じの会社もいくつかあるでしょう。こうした会社が近くにあることは大きな強みです。

PROvendis のミッションを簡単に申し上げますと、大学から発した発明を商業化することですが、
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もちろんそのために様々なサービスを行っています。これは情報の評価から始まり、科学者のた

めの方策、最も有望な発明の特定・評価・保護にわたるプロセス全体をカバーしています。これ

は外部の弁理士と共に行っています。今まで社内に弁理士はいませんでしたが、将来については、

社内に置くことも検討しています。そしてもちろん、商業化には契約の監視なども含まれます。

評価の基準はもちろん市場に即した可能性ですが、特許性が非常に重要です。特許になるかど

うかを判断するには、特許に関する多くのノウハウが必要なので、そのために多くの内部および

外部の判定手段を用いています。PROvendis では数人の社員が欧州弁理士のために判定を行って

いるので、この分野ではハイレベルの仕事ができます。また、技術の状況、第三者の権利、特に

大学の戦略的事項が基準になります。発明者に関して私たちが直面している問題については少し

後でお話しします。これをすべてチェックしてから大学に提言するのですが、概して 98%の割合

で大学は提言に従います。私たちが特許に値しないと提言しても特許出願する場合がありますが、

それは政治的な理由からです。

数の話ですが、過去 6 年間に大学から 2,000 の発明報告を受けました。そのうちで私たちが

肯定的な提言をしたのは 30 − 35%ですが、これにはばらつきがあります。2004 年だったと思

いますが、この年は肯定的な提言が 19%しかありませんでしたが、昨年は 35-37% になっていま

す。これは発明の質によって決まりますが、地域の発明者のために私たちが開発した判定手段に

よって、概して発明の質は向上しているといえます。生命科学の分野は、発明と成立した契約の

およそ 40%を占めています。生命科学の契約成立数は、他の分野の契約より少し多めです。

特許取得も特別なことではありません。すでにお話ししましたが、特許出願を低コストで行う

ために、私たちは骨組みとなる契約を弁理士と結んでいます。典型的な戦略は、分野、状況、発

明等によって決まりますが、一般には欧州特許またはドイツ特許から始めて、PCT へ、そして初

期設定へと進みますが、発明によっては違うこともあります。ライセンス供与について少しお話

ししましょう。私たちと顧客である大学は非常に強力な地域に位置しているので、契約の 30%を

地域内で結んでいます。これは非常に高い比率だと思いますが、地域の企業との密接な関係を示

しています。

ノルトライン＝ヴェストファーレン州を含むドイツが契約の 70-75% 、ヨーロッパ全体が 90-

95%を占めています。これは、アジアでの非常に大きな可能性を示唆しています。そのため、東

京医科歯科大学との、また日本との今回の交流を非常にうれしく思っています。アジアは巨大な

市場で非常に興味深い地域ですから、将来この市場に進出したいと考えています。ライセンス供

与か、権利の譲渡かという問題について少しお話ししましょう。概して私たちは譲渡よりライセ

ンス供与を優先します。契約の 20%は権利の譲渡ですが、私たちにはライセンス供与の方が望ま

しいのです。これが最善の方法であること、最初に少し余計にお金が入るよりも、後でもっとた

くさん入ってくる方が良いことを、科学者や大学に納得してもらうのが少し難しい場合もありま

す。しかし、米国から多く寄せられる話だと、直接売却するよりも将来に投資して待つ方がずっ

と賢明であると聞いています。

私たちが直面している問題はいくつかのタイプに分かれると思います。ときに発明者が問題を

訴える場合がありますが、この問題はドイツだけではなく、世界中で同じではないでしょうか。

大学を迂回しようとする人々がいます。これはグレーな部分で、自分の会社を設立する教授、企

業と私的に契約を結ぶ教授がいます。また、自分自身の経歴のために特許に関心を持つ科学者が



第三部：海外の TLO 代表または準ずる者による発表及びパネルディスカッション

78

増えて、自分の発明に特許を取得するように大学に何らかの圧力を加えようとします。それは無

意味だ、市場がないと私たちが言っても、特許を取得しようとするのです。残念ながら、そうい

うことも多いのです。大学が「オーケー、金が無駄になっても特許出願しよう」というわけです。

もう 1 つの問題は、会社と協力する意思や能力のない発明者です。これはドイツでも世界のど

こでも同じだと思いますが、発明の大多数はアイデアの段階で、コンセプト証明や試作品が必要

です。発明者がその方向へ進む意志も能力もなければ、特許出願して私たちの能力を投資するの

は無意味です。これは非常に重要な点ですが、発明者が本当に協力的であるかどうかを私たちは

最初にチェックします。産業界ですが、非常に巧妙な手を使う会社があります。たとえば、プロジェ

クトの間に生まれる権利すべてを、ただで、あるいは非常に安く得られるオプションのある研究

開発計画を結ぼうとします。他のいかがわしいやり方では、発明の小さな部分、たとえば 3%を譲っ

てくれと科学者に持ちかけます。問題はないから署名してくれ、私たちは共同発明者になるとい

うわけです。これが何を意味するのか知らない発明者や科学者がいます。これを通知しようと努

力しているのですが、2 万人の科学者を担当しているので、かなり困難な状況です。もしこの会

社が 3％を所有すると、ライセンスを得ることなく生産することが可能になります。多くの人は

十分に大学を理解していません。この 2 つのスライドで終わりです。

最大の問題は、先のスピーチですでに話されたことですが、3 つの異なる分野の資金問題だと

思います。1 つは、技術移転のために十分な人員がないことです。申し上げたように、2 万人の

科学者に対して 22 人しか社員がいません。つり合いがとれていないことは容易に想像できます。

可能性を本当に引き出し、もっと多くの発明を、もっと優れた発明を得て、もっと成功するには、

はるかに多くの人員が必要です。これは特許でも同様です。私たちは望ましい、そして最も成功

すると思われる特許戦略を立てることができません。資金がないために特許活動を中止しなけれ

ばならないこともありますから、これは困ったことです。そして国の間のギャップ、技術のギャッ

プがありますが、これについては他のスピーチですでに話されたので、最後のスライドに進みま

す。

私たちが直面する問題、法律です。他の国でも同じかどうかよく知らないのですが、ドイツで

は助成金や資金提供制度が不適切な規定をもつ場合があります。特に、政府のプログラムの中に、

たとえば企業に多くの権利を与える規定を持つものがあります。そのために交渉での立場が非常

に不利で、有利なライセンスや条件を得る有利な契約を結ぶことができません。この面で私たち

は、この種の事柄を変えようと政府に働きかけています。しかしこのような資金拠出制度や規定

を変えるには 5 年、10 年とかかりますから、容易なことではありません。これで終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。
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Commercialization of inventions from a 
Provendis-point of viewProvendis point of view

Tokyo Medical and Dental University
23 01 2009

© Alfred Schillert

www.provendis.info

23.01.2009

From Science to IndustryFrom Science to Industry.
The German Approach to Commercialisation of 
Academic Inventions

Basic principle for academic inventions since 2002:

1. Revision of  42 of the Law on Employees Inventions (2002)

Basic principle for academic inventions since 2002:

Each invention made by a university s employee must be reported 
to the university ( 5).to t e u e s ty ( 5)

University can decide whether to claim the invention, protect it by 
IP and exploit it on its own behalf and costs( 6 ff.) .

www.provendis.info
2

From Science to IndustryFrom Science to Industry.
The German Approach to Commercialisation of 
Academic Inventions

2 . Federal Support Programme für the establishment 
of a patent evaluation and marketing infrastructure.  

� Funding Scheme for publicly 
funded research institutions.

� Support for commercialisation acitivities 
by patent marketing agencies (PVAn).

www.provendis.info
3

Co-operation in the Business ofCo-operation in the Business of 
Patent Commercialisation.
Success stories and facts.

� Clear increase in number of inventions, patent 
applications and commercialization of universities:

� More than 9,200 inventions reported to 
universities across Germany*

� Almost 3,000 patent applications*
� U i iti t T 10 li t i� Universities amongst Top 10 applicants in

DPMA ranking
� More than 800 licensing contracts concluded*

� Universities have become shareholders of their 
patent marketing agencies in almost all federal 
states!

www.provendis.info

* Source: VWO for period 2002 to mid 2007.

4

TechnologieAllianz and its Members. 
The Marketing Network for 
Academic Inventions.Academic Inventions.

TechnologieAllianz currently unites 28 
members, 22 of them working as patent 
marketing agencies for German universities.

The members of TechnologieAllianz attend to
more than 100,000 scientists in
patent relevant fields 
in more than 200 research 
institutions
across Germany

jklhkjhjhkj
h

across Germany.

www.provendis.info
5

Co operation for Common GoalsCo-operation for Common Goals 
The Instruments of TechnologieAllianz.

Marketing database for inventions from 14 technology fields 
run by TechnologieAllianz at www.technologieallianz.de  (de/en)

E-Mail service “InventionStore”

Reciprocal commissioning for the evaluation, patenting 
and marketing of inventions and for contract monitoring

Common marketing, in particular using portfolios

Exchange of information (technology, market, companies, etc.)

Common training and qualification acitivities

Co-operation with other national and international networks
(Federal Association of German Industries BDI e.V.; 
E t i E N t k EEN t )

www.provendis.info
6

Enterprise Europe Network EEN, etc.)

Representing technology transfer in public



第三部：海外の TLO 代表または準ずる者による発表及びパネルディスカッション

80

第三部：海外の TLO 代表または準ずる者による発表及びパネルディスカッション

80

Powerful Regional Life 
Science Economy

Biotechnology / Life Sciences – Key Figures

> 500 producers of pharmaceutical substances> 500 producers of pharmaceutical substances

> 550 OEMs in the field of medical technologies

> 170 OEMs of medical and orthopaedic devices

120 bi h i> 120 biotech companies

„Bioregion Rhineland“ homes relevant 
German key Biotech-playersy p y

www.provendis.info

Mission of PROvendis

Searching for innovations to ensure 
competitiveness

Evaluation of innovations and technologies

Protection of innovations and technologies 

Commercialization of protected 
innovations

www.provendis.info

Evaluation

Criteria

Market

PatentabilityPatentability

Status of Technology

Third Party Rights
No. of Invention Reports: > 2.100

Third Party Rights

Strategic Considerations

Inventor

Pos. Recommendations: ~ 1/3

Life Sciences: ~ 40-45 %

Inventor

-> An recommendation is generated and send to University.

www.provendis.info

The E Mail Service Invention Store“The E-Mail-Service „Invention Store“.
Technology Offers for Industry.

Automatic e-mail service for academic inventions for 
industry

Latest inventions from a portfolio of more than 2,000 IP 
protected inventions with strong commercial potential 
from almost all German universities 

Demand-oriented: Selection of technology request by 
technology fields and key words

Free of charge, easy to use and up-to-date 

Attended to by techtransfer experts

www.provendis.info

PROvendis – Company 
Profile

Established in October 2001

Legal Form: GmbH ( equivalent to Ltd.)

Shareholder: 24 universities and polytechnicsShareholder: 24 universities and polytechnics

Location: Muelheim / Ruhr

www.provendis.info

View from PROvendis office over Mülheim

PROvendis – Company 
Profile

PROvendis is the patent marketing agency 
of the universities and polytechnics in 
North Rhine-Westphalia, Germany

Responsible for 20.000 scientists from
24 universities and polytechnics

Mülheim

One of the largest patent marketing 
agencies for universities in Europe

www.provendis.info
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Patenting

In collaboration with pool of external patent attorneys

Typical strategy

DE/EP PCT EP, US, JP,…

www.provendis.info

Licensing

Geographical Distribution
NRW ~ 30%
Germany (incl. NRW) ~ 70-75%
Europe (incl. Germany) ~ 90-95%
Other ~ 5-10%

Licensing / Transfer of Rights

www.provendis.info

Problems we face

The Inventor

Some inventors…

.. try to „bypass“ universities

.. try to influence universities 

.. are not willing to cooperate

.. have a lack of knowledge of business aspects 

…

www.provendis.info

Problems we face

The Industry

Some companiesSome companies…

.. try to get hold of the IP via R&D-projects (in particular in DE)

.. try to use „questionable“ methods 

.. do not sufficiently understand the universities

…

www.provendis.info

Problems we face

The Money

A lack of money in particular results inA lack of money in particular results in…

.. Insufficient resources/capacities in the Technology Transfer landscape

.. Insufficient patent coverage

.. Translational Gap

…

www.provendis.info

The Translational Gap

www.provendis.info
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Problems we face

The Law

Consequences of 42 ArbErfGConsequences of 42 ArbErfG

Unsuitable stipulations in grants, funding schemes etc.

…

www.provendis.info

Problems we face

- And how to encounter them….

www.provendis.info

w e  m a r k e t   i n n o v a t i o n

Eppinghofer Straße 50
D-45468 Mülheim an der Ruhr
Phone :  0208 / 94105-0
Fax :      0208 / 94105-50
Email: info@provendis.info

www.provendis.info

Internet: www.provendis.info
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Dr.�Christian�Stein
CEO,�Ascenion�GmbH

みなさんこんにちは。また、前田様をはじめ、ここに招待してくださった皆様に、すぐれたワー

クショップに参加し話しをする機会をいただいたことを感謝いたします。私は大ヒット製品を見

つけるというテーマで話を始めることになっています。これは古くからの問題で、とても興味深

いテーマです。これにぴったりの言葉がありますので引用させていただきます。これは、ドナル

ド・ラムズフェルドが語った言葉です。

「みなさん御存じのとおり、『知られている』ことは存在しません。『知っていると知っている』

ことがあるのです。私たちはまた、『知られている知られていないこと』があることを知ってい

ます。つまり、私たちは自分の知らないものがあることを知っていますが、知られていない『知

られていない』こと、すなわち『知らないことを知らない』こともあるのです。」

大ヒットの予想についても、私はその通りだと感じます。これを発見するのはとても難しく、

生命科学の分野では薬を発見しなければなりません。これは非常に興味深い分野です。これを保

護する必要があるのですが、うまく保護することができれば、1,000 に 1 つ、あるいは 100 に

1 つは大ヒットする可能性があります。これは非常に困難なことで、これ以上の回答はできない

のではないかと思います。この引用ですが、技術移転に関するスピーチではなく、2002 年の就

任の際のスピーチです。

ドイツの技術移転が過去 10 年間に経験したことの簡単なまとめから始めたいと思います。こ

の間にすべてが起きたのです。ドイツでの技術移転の歴史は非常に新しく、そのために非常に興

味深いともいえます。前田さんたちがおっしゃいましたが、日本での歴史も新しく、現在の状況

も非常によく似ているようです。ドイツでは 2002 年、日本では 2004 年に大学教授の特権が変

更されました。これに強い印象を受けたのですが、体制が非常に効果的かつ迅速に確立されてい

ます。

ドイツには 250 の大学と 100 の実科大学があります。これで 350 校ですが、さらに 200 以

上の研究機関があります。中でもっとも有名なのはおそらくマックス・プランク協会でしょう。

規模が最も大きいのはヘルムホルツ協会です。15 の研究所で 22,000 人以上が働く非常に大き

な組織です。フラウエンホーファー協会は応用研究の研究団体で、米国とアジアにもあり、これ

もよく知られています。ライプニッツ協会は一番新しく、83 の研究機関を擁しています。2000

年までは、ドイツでの技術移転は非常に単純でした。確立された技術移転オフィスは 4 つ程しか

なく、そのなかで最大のものはフラウエンホーファー協会にあり、80 人のスタッフがいました。

これは 1955 年の創立で最も古いと思いますが、2 年前に奇妙な理由から閉鎖されました。もう

存在していません。協会内には今でも技術移転部門がありますが、前のような独立した機関では

なくなりました。

Max-Planck-Innovation がその次に古いと思います。33 年ほど前に会社を設立しています。

European Molecular Board は早くに事業を始めましたがかなり小さく、ドイツ癌研究センターは

技術移転オフィスを 1997 年に設立しています。この大半は、フラウエンホーファー以外は小規

模です。この大半は統合されていて、今のところ経験が浅いです。ご覧のように、シラート博士

が説明されましたが、ヨーロッパ全体でこのような展開が見られます。2000 年ごろ、あるいは
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2000 年より少し前に、技術移転オフィスが至る所に出現しました。ヨーロッパ中で政府の出資

を受けて設立されましたが、内容や規模が十分でないものがあったので、現在は既に数が減少す

る段階です。

これは注釈のスライドですが、これは現在と 2 年ほど前の技術移転の状況です。公的資金で設

立された技術移転オフィスが 22 程あります。同僚の方が詳しいと思いますが、大体正しいでしょ

う。その大部分が地方中心です。総合的な大学技術移転を行っている大学もありますが、現在の

ドイツでは、大学その他が所有する外部の技術移転組織が多く、また増えています。その大半が

地域で組織されており、その地域のすべての大学を担当しています。PROvendis がその例です。

私たちのような部門別のオフィスは非常に少なく、生命科学を専門にしているのは Ascenion だ

けです。

この動きすべてを可能にしたのが、私も他の方々も言いましたが、2002 年の職務発明法です。

技術移転は広い分野にわたるので、これがいったい何なのかまだ議論が続いています。技術移転

はこの左隅から、出版、ワークショップ、会議、通信等から始まって、協力、物質移動、その他

発明やアイデアの確保へ、さらには商業化や大学発の会社設立へと進みます。もちろんこれは大

学側から見たものです。この部分、最初の 3 つか 3 つ半の部分は大学の中に留めておくのが最善

だということがわかりました。これは多くの場合 2 番目の部分にも当てはまるのですが、判定、

経験、スタッフ、資源等が大学内にないので、この部分は企業側になり、これは学外で、あるい

は共同で行う大学が多く、これが代替案になっています。米国のオフィスは両方とも全部行って

いると思いますが、私たちはこの部分だけです。PROvendis はもう少し左側の部分に進んでいる

と思います。 

私たちのオフィスもとても若く、2001 年に設立されたばかりです。私はそんなに若くありま

せんが、オフィスは若く、生命科学に集中しています。現在およそ 600 の特許技術を扱い、年

に 60 の契約を結んでいます。その結果 20 前後のスピンオフが生まれ、そのうち 17 の株式を保

有しています。Ascenion は 25 人のチームですが、フルタイム社員換算で 18 − 20 人になります。

ドイツのいくつかの地域にオフィスを持っています。それぞれの地域に幾つかの大きな公的研究

機関があり、その場に技術スカウトを配置して、研究機関の人々が私たちを必要とする時に、問

題を話し合えるようにしているためです。

これは、それがどういう部分なのかを示すものです。もちろん最も重要なのは、お金が出てく

る元である生物医学です。私たちは何をしているかというと、基本的には発明のゆりかごから墓

場まで、つまり、アイデアから始まって、それを保護する最後の特許が消失し、最後の契約が終

了するまでを扱っています。つまり、スカウト活動です。現場に人を配置するのはそのためです。

PROvendis が特許チェックと呼んでいるもので、価値があるかどうか、利用戦略を立てるにはど

のように保護するのが最善かを判断し、一種のマーケティングを行い、提携先が見つかれば契約

の交渉を行い、起業家を指導します。指導の重要性は高まっています。今のところこれはあまり

利益になりませんが、私たちの現在の仕事の 20%ほどは科学者とのスピンオフ活動に充てられて

います。

オフィスの経験年数も重要性を増しています。締結された契約の数が増えるので、フォローアッ

プにかかる時間も増えています。一方でスカウト活動にかかる時間は、おそらく数年前より少な

くなっていると思います。前に申し上げたように、私たちは大学ではなく研究機関が対象です。
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これが仕事を少し楽にしています。研究機関にはもともと大学教授の特権がなかったので、発明

は最初から組織のものであり、第 1 日目からライセンスの仕事を始めることができるからです。

顧客にはすでに特許ポートフォリオがあるので、提案するときに作成する必要はありませんでし

た。前にも申し上げたように、私たちはオフィスを、研究機関のある所に設けています。オフィ

スが 2 つありますが、ここには 2,000 人近くの科学者を擁する巨大な研究機関があるので、敷

地内にもう 1 つオフィスを設けることに決めました。

これで、生命科学研究者 4,000 人をカバーできます。年間予算は合計 6 億 3 千万ユーロです。

現在私たちは、生命科学の 18 の分野の 3,000 の特許から成る 600 の技術を持っています。私

たちが直面する課題や問題についても、何か話すように伺っていますが、1 つは、研究機関が年

によって、あるいは 1 年の間にも、優先順位や目的を変えることです。たとえば、技術移転で最

も重要なことが利益の最大化であったのに、地域の産業を促進すべきだと考え始め、次には世界

のために何か良いことをすべきだと考えるのです。そういうわけで私たちはどういう立場にある

のか、いつもはっきりしません。財団に属するので公共の利益を図ることを期待されてはいます

が、私たちは企業ですから、結局は顧客の発明から利益を出す必要があります。

もう 1 つ困難な点は、16 の顧客研究機関がそれぞれ異なる 16 の、あるいは 18 の異なった規

則を持っていることです。多くの場合、私たちは組織の中にいないので、顧客の獲得と維持のた

めに多くの時間を報告に費やしています。しかし、大学の中にいても同じかもしれませんね。ま

た、独立した会社であるため、組織に属さないと見られることが多く、影響力に限界があります。

しかしこれも、内部にいてもやはり影響力の限界があるのかもしれません。

それからもう 1 つ、これは従来からとても重要な問題ですが、技術移転の仕事に特有の利害の

衝突があります。このスライドで先に申し上げた点ではそうでもないのですが、同時に競合する

プロジェクトを遂行している場合です。しかしもっと重要なのはスピンオフを持ったときです。

研究機関や大学がライセンス供与しようとするとき、基本的に私たちは研究者の機関の立場に立

つわけです。しかし私たちが同時にライセンスを供与できる所有権も持っていて、それを最大限

に活用しようとすれば、組織ではなく、顧客でもある発明者と交渉することになります。これは

内在的な利害の衝突であり、私たちはこのバランスを図っています。私たちは一般に、このよう

な交渉については外部の助言を得るように求めています。

もう 1 つの問題は、アメリカの場合をうらやましく、また興味深く思って見ているのですが、

私たちには独自の投資ファンドがありません。助成金からのソフトマネーはかなりありますが、

自己資本がないので、これがあれば非常に役に立つと思います。私たちのアイデアのシード資金

として数百万出してくれる慈善事業があれば本当に嬉しいですね。しかしもちろん、これにも利

点があります。私たちは非常に専門化しているので、この分野で限界量を達成していますし、ス

タッフも非常に経験豊かです。また、私企業として競争力のある給与を払えるので、スタッフを

確保しておくことができます。多くの研究・技術移転オフィスのような政府による制約がありま

せん。そのため、スピンオフを自由に維持、取引、投資して、希薄化等から身を守り、普通の私

企業のように活動できます。

私たちは発明者のために多くの、あるいはかなりの利益を上げるので、研究機関にとっても

Ascenion の成功に経済的なメリットがあります。私たちの理念をビジネスパートナーに説明し

ました。また、少なくともドイツでは、研究機関にとって歳入の流れを管理するために非常に重
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要な利点があるのです。私たちは財団の 100%子会社なので、研究機関は歳入が必要な時に財団

を通して、スピンオフの歳入から資金を引き出すのですが、これは税制上等の理由から直接にや

るよりも有利なのです。私たちは専門化しているので、国際的な産業界、投資家、専門家とも広

範なネットワークを築いています。また一種の普通の会社として個々の解決策を見出すにもかな

り柔軟です。しかし、私たちの分け前は別として、利益はすべて発明の出どころである研究機関

にいきます。常に必要とされるのは、生命科学では特にそうですが、他の技術移転部門でも、利

益が得られるようになるまでは時間がかかるので、忍耐と、アイデアを支える資金です。

当社の組織は他の会社と少し違うのですが、これは構成と資金の流れをごく簡単に説明して

います。Ascenion は、顧客が構成する Life-Science Foundation が 100%所有する普通の会社で

す。 例えば PROvendis とは違って、所有者は一人で、多くの人が運営に口を出すことはあり

ません。少なくともそういうことになっています。私たちの顧客である研究機関は Life-Science 

Foundationの理事ですが、運営レベルで何か変更したいときには多数決で決める必要があります。

通常のライセンス契約では、私たちは単なる代理人であり、料金はライセンスを得る産業界から

研究機関に入ります。スピンオフでは違います。Ascenion は直接株式を保有し、株式からの利

益はLife-Science Foundationに入り、そこからスピンオフの源である研究機関に無税で戻ります。 

これはこの数年間に何をもたらしたでしょうか。私たちはごく最近始めたばかりだと申し上げ

ました。生命科学では製品開発に 12 年、治療のアイデアを市場に届けるには少なくとも 8 年か

ら 10 年かかります。そのため、利益としての私たちの成果は、まだ頭金のみです。まだ始めた

ばかりなのでロイヤリティ収入はありません。これは経済的な面で、製品の種類ですが、どれだ

けの利益を得られるかがこれでわかります。私たちは年に 3 つから 4 つのスピンオフを設立して

います。2008 年にも 4 つでした。2009 年も同じだと思います。契約の数は、収益のある、あ

るいは持続的な収益がなくとも利益を得られる契約ですが、年 60 件前後で、少し増加しています。

特許出願は、2007 年には開示の 3 分の 1 程で 63 件、2008 年には 70 件か 75 件ですから、こ

れも増え続けています。

2002 年以来合わせて 350 件の歳入をもたらす契約を結びました。これには 2008 年の契約も

含まれています。スピンオフは合わせて 17 になりました。今年の契約を見ると、歳入をもたら

す契約はあまり多くありません。ここに出ているのは、契約書の準備、異なる機関の発明者の発

明持ち分に関する合意等、舞台裏の作業です。これは契約の準備のために舞台裏で行われる作業

です。これで私たちの現在の状況と、どれだけ利益をもたらすことができるのかがお分かりにな

ると思います。ロイヤリティはありませんが、現在、そして 2008 年にも、200 万ユーロ以上、

230 万か 240 万ユーロを毎年出しています。これまで顧客に合計 1,000 万ユーロが渡っています。

これは 13 億円に相当するでしょう。悪くはないと考えていますが、最初のロイヤリティが入っ

てくる予定なので、面白くなり始めたところです。

数多くの会社があります。申し上げたように 17 の会社がありますが、その大部分が生命科学

の分野です。話をそろそろ切り上げなければなりませんから、最も興味深いことをお見せしましょ

う。生命科学の分野で、私たちは今、ブランズウィックが発明したイグゼンプラという製品を、

ブリストル・マイヤーズ スクイブと共同で市場に出そうとしているところで、1 月末までに市場

に出す許可を得たいと思っています。それからミュンヘンで開発された Removab という抗がん

剤も、2009 年 1 月に市場に出せればと考えています。この製品はいつか大ヒットになるだろう
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と期待しています。現在 2 番目に準備中の、今のところ非常に有望な製品です。

後 2 つだけお話しします。１つは、2009 年に発明者提携イベントを開いたことです。これは

産業界から顧客を集めるためにミュンヘンで行った１日限りのイベントで BioVaria と名付けてい

ます。昨年は 120 人の参加者があり、私たちはパートナーとともに彼らの技術を産業界に、ご

く手短に発表しました。PROvendis、Max-Planck-Innovation、フラウエンホーファーもパートナー

です。これは、招待者のみを対象とする非常に緊密な提携で、拡大しつつあります。昨年は大成

功でした。これからの計画として、ゲスト国との提携があります。2010 年には日本をゲスト国

とするつもりで、私はすでに交渉を始めています。これは少なくとも私の希望ですが、技術移転

の分野で絆を作り、連携を育んで改善したいのです。大規模なイベントだけでなく、生命科学イ

ベントでも、国際的なレベルで一緒に仕事をしたいと思っています。 

最後にお見せするのは、Nature Reviews discovery から取ったものですが、大学や公的研究部

門から実際に出てきたものを示しています。これは本当にかなりのものです。技術移転にはこれ

だけのチャンスがあり、技術移転オフィスは、こうした薬、発明、アイデアを産業界に渡し、人

間の役に立つ製品にする責任があるのです。たとえばこれは学問の世界から出てきたものの一部

に過ぎませんが、すべて大ヒット製品です。第一に Gardasil、これは最も新しいと思いますが、

市場に出た最初の年に、既に 10 億ドルに達しています。これは非常に重要なことであり、大き

な機会であり、私たちの仕事は無駄でないという励みになります。ご静聴ありがとうございまし

た。
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Tokyo Medical & Dental University, Tokyo

Sectoral Technology Transfer

Christian Stein, CEO, Ascenion GmbH
21. January 2008

The Poetry of Donald Rumsfeld

The Unknown

As we know, 
There are known knowns. 
Th thi k kThere are things we know we know.
We also know 
There are known unknowns. 
That is to sayThat is to say 
We know there are some things 
We do not know. 
But there are also unknown unknowns, 
The ones we don't know 
We don't know.
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Feb. 12, 2002, Department of Defense news briefing

Ascenion GmbH

German Technology Transfer

in the Last Centuryin the Last Century
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Research Landscape in Germany

Public Research Organisations

— universities

250 universities250 universities

100 universities of applied sciences (Fachhochschulen)

— Non-university organisations (public research organisations)Non university organisations (public research organisations)

Max-Planck Society (80 institutes)

Helmholtz Association (15 institutes)

F a nhofe Societ (56 instit tes)Fraunhofer Society (56 institutes)

Leibniz Association (83 institutes)
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Technology Transfer in Germany

Before year 2000

— only few organized technology transfer offices for IP management of research 
institutions

— university-integrated TTO‘s

small

integrated
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inexperienced

Technology Transfer in Europe

Quelle: The 2006 ASTP Survey
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Ascenion GmbH

Ascenion as a Model forAscenion as a Model for 

Sectoral Technology Transfer
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Ascenion: Efficiency through focus

— clear life science focus

— profound knowledge of industry and the research environment

— relevant network (research, VC, industry, government)

— critical mass:

consolidation of patents into coherent and marketable portfolio

increased visibility to industry

effective use of expert knowledge 

expansive, branch-specific market information and marketing tools
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Ascenion GmbH
External Partner for IP Asset Management

— founded in 2001

— fully owned subsidiary of the Life-Science
Foundation for the Promotion of Science and 
Research

— focus on life sciences

— marketing of around 600 technologies and
materials of public research institutions 

BerlinBerlin

HamburgHamburg

Hanover

— closing an average of 60 agreements p.a.

— holding equity in 17 spin-offs

— team of 20 specialists with multiyear

BerlinBerlinBraunschweigBraunschweig

team of 20 specialists with multiyear 
experience and sector specific expertise 

— offices in Munich, Berlin, Brunswick,
Hamburg, Hanover, Neuherberg

M i h

Neuherberg
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g, , g
Munich

Technology Transfer in Germany

Since year 2000

— more than 20 technology transfer 
offices were establishedoffices were established

— publicly funded 

— regional focus
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Technology Transfer in Germany

Technology transfer today

— Organisation

TTOs integrated in universities

external TT Organisationsexternal TT Organisations

— Focus

regional

sectoral

— Legal regulations

Changes in the „Employees Invention Act“: 

since 2002 inventions belong to university
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Technology Transfer

Technology Transfer

P bli ti Intellectual

IP involved
Industry?

IP involvied?
Industry?

Publications
Workshops
Congresses
Conferences

Communication

Licensing
&

Sale
Material
Transfer

Co-ooperations
Co-operations
R&D Contracts

Equity in Spin-offs

Intellectual
Property
Copyright
Patents

Trademarks...

BusinessAcademia
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Ascenion GmbH

Biomedical Sciences

Focus on

Biochemistry Pharmacology

Focus on 
Life Sciences

NutritionMedical Engineering

BioinformaticsEnvironmental 
Engineering
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Engineering

IP Asset Management

Full range of IP asset management services

ti id tifi ti l ti f t (NPV)— scouting, identification, valuation of assets (NPV)

— IP due diligence for research projects, grant applications etc.

— developing IP strategy, supporting patent application
— developing options for exploitation

Licensing
Collaboration
Spin-off

— marketing (TO-Portfolios, Partnering, BioVaria etc.)

— structuring and negotiating agreements

— coaching entrepreneurs equity managementcoaching entrepreneurs, equity management

— consistent follow-up

— portfolio management
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— educating scientists

Ascenion Supports throughout the Process

Education
Counselling

Researchers Partner
Institution

g

Evaluation of
Patentability &

Market Potential

Notice of 
Invention Recommendation

InstitutionMarket Potential

Release

Claiming

P iPatenting

Marketing
Negotiating

Industry
Licence Agreement
Collaboration
Spin-offFollow-up

Equity-
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Negotiating
Coaching

Equity-
Management

Business Areas

di l S h lMedical Schools

IP Asset 
Management

Helmholtz
and Leibniz 
Associations NGFN Plus / Transfer

Coordinating

IP Asset 
Management

Coordinating
Technology Transfer

Industry /Industry / 
Free Inventors

Consulting
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Partnerships (1)

Helmholtz Association
— HMGU Helmholtz Centre Munich for Environmental Health; 

Neuherberg
— HZI Helmholtz Centre for Infection Research; Brunswick
— MDC Max Delbrück Centre for Molecular Medicine; Berlin-Buch

Leibniz Association
— BNI Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine; HamburgBNI Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine; Hamburg
— DIfE German Institute of Human Nutrition; Potsdam-Rehbrücke
— DPZ German Primate Center; Göttingen
— DRFZ German Rheumatism Research Center; Berlin 
— FMP Leibniz Institute for Molecular Pharmacology; Berlin-Buch
— FLI Fritz Lipmann Institute - Leibniz Institute for Age Research; 

Jena
— FZB Research Center Borstel - Leibniz-Center for Medicine 

and Biosciences; Hamburg
— HKI Hans-Knoell-Institute: Leibniz Institute for Natural Product 

Research and Infection Biology; Jenagy;

— HPI Heinrich Pette Institute for Experimental Virology and 
Immunology; Hamburg

— IfN Institute für Neuroscience; Magdeburg
— IPK Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research; 

Gatersleben
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— IUF Institute for Environmental Research; Düsseldorf

Partnerships (2)

Medical School
— MHH - Medical School Hanover 

KTT NGFN Techtransfer co ordinationKTT - NGFN Techtransfer co-ordination
— large-scale research project linking various 

teams across Germany

MGC - Mouse Genetics Cologne 
Foundation
— exclusive marketing of more than 50 transgenic 

animal models developed by Prof Klaus 
Rajewsky (Havard Medical School)
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Extensive Portfolio of life science IP

Approximately 4,000 scientists and € 630 mn budget p.a.

— from exclusive partners, NGFN not included

IP portfolio of over 600 technologies in 18 areasp g

— e.g., oncology, infection, bioinformatics, therapeutics, diagnostics…

Commercially attractive materials and research toolsCommercially attractive materials and research tools

— e.g. antibodies, animal models, vectors
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Challenges

— clients with unclear and changing aims (profit maximisation, promotion ofclients with unclear and changing aims (profit maximisation, promotion of 
local industry, philanthropy); but Ascenion is working on a success fee 
basis

— 16 different research institutions with 16 different rules and
administrationsadministrations

— a lot of time spent for acquisition and retention of clients

— external service provider with restricted influence

decentralised structure difficult team building and information— decentralised structure – difficult team building and information 
dissemination

— conflict of interest when different clients are working simultaneously in 
competing projects or when coaching spin off scientists and 
simultaneously negotiating license and shareholder agreements withsimultaneously negotiating license and shareholder agreements with 
those spin off

— presently no own investment funds to develop early technologies
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Advantages

— experienced and interdisciplinary team of specialists (early patent protection 
and commercialisation strategy for promising technologies )

— governmental restrictions for (TTOs within) research institutions do not apply

— flexible salary structure compared to public sector

— entrepreneurial freedom based on shareholder structure

— substantial proceeds for inventors and research institutions and financial
incentive for Ascenion

— revenue stream can be controlled via foundation by research institution 

— one access point for industry to an outstanding life-science IP portfolio 
(excellent academic research and critical mass)

— extensive network with international industry, investors, experts

fl ibili d l il d h ifi d f h i— flexibility to structure deals tailored to the specific needs of the respective
partners

but also: proceeds are channeled back to research institutions

|  © Ascenion GmbH  10-03-06 | Sectoral Technology Transfer  | Page 21 |

— but also: proceeds are channeled back to research institutions

— necessary prerequesites: time, patience and money!!!

Proceeds for Public Research

€

Tax Free Life-Science
Foundation

Equity

Proceeds from Sale of Equity€

Spin-offs
Research

Institutions

Spin offs

Industry

Licence Fees

€
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Licence Fees

Ascenion GmbH

Results
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Results: Patents, Agreements, Spin-offs

Over 350 revenue carrying agreements since 2002 
d it t k i 17 i ffand equity stake in 17 spin-offs

63

Patent applications

Agreements

Spin-off30

33
39 51

Spin off
(equity/co-investment)74

37

47

6749

37
17

58
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Contract Statistics 2008

Number of new agreements (by client group and agreement type)

69

59

77

142
59

8 2

25 40

Helmholtz Leibniz MHH/Others Total
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revenue generating agreements other agreements

Interface between Science and Industry

> € 2 mn p.a. (directly and indirectly)

Proceeds from 
exploitation

p ( y y)

exploitation

Research
Institutions Industry

Know-how
Inventions

Licenses
Collaborations

Hospitals

IP strategy &
exploitation

4000 scientists
€ 630 mn p a

>300 new contracts 
>20 new companies

Inventions Collaborations
Spin-offs
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€ 630 mn p.a. >20 new companies 
(since foundation)

Results: Revenues for Partners

More than 10 mn Euros revenues for our partners since 2002

(licensing revenues & payout to the Life-Science Foundation)

mn
Euros

2.182.07

1 38

1.96

Licensing revenues 
are transferred 
directly to our 
partners while 
proceeds from equity 

1.13
1.38

0.15

sales are forwarded to 
the Life- Science 
Foundation for the 
Promotion of Science 
and Research

|  © Ascenion GmbH  10-03-06 | Sectoral Technology Transfer  | Page 27 |

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ascenion GmbH

Equity
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Equity in 17 Spin-Offs

— Activaero – Highly efficient aerosol technology and inhalation 
systemssystems

— AmVac AG – Development and distribution of innovative drugs in 
the therapeutic indications urology and gynaecology

— Biomax AG – Identification of gene sequences and prediction ofBiomax AG Identification of gene sequences and prediction of 
protein structure und function

— Certus Pharmaceuticals – Novel liposomal packaging of cancer 
therapeutics

— Dualis MedTech GmbH – Fully implantable ventricular assist device

— Encepharm GmbH – Tailored research services and preclinical 
studies in the fields of mental illness (Depression) and 
neurodegenerative diseaseneurodegenerative disease 

— Genomatix GmbH – Bioinformatics for functional genome analysis

— Inamed Research GmbH & Co KG – Contract research in the field 
of medical, technical and other aerosols
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of medical, technical and other aerosols

Equity in 17 Spin-Offs

— IsoDetect GmbH – Analysis and monitoring of hazardous waste

— KeyNeurotek AG – Molecular design of active ingredients in the 
development of small-molecule drugs

— MBiotec – Development of lipopeptide MALP2 as cancer drug

— Medtherm GmbH – Advisory service in the field of hyperthermia

— NanoRepro GmbH – Male fertility and stem cell kryoconservation

— Protectimmun – Prevention and treatment of inflammation, allergy 
d t i diand autoimmune diseases

— R & D Biopharmaceuticals GmbH – Development of therapeutics 
in oncology

Vaecgene GmbH Recombinant Epstein Barr virus as a tool in— Vaecgene GmbH – Recombinant Epstein–Barr virus as a tool in 
vaccine development and gene therapy

— VPM GmbH – Vaccine Project Management: four projects in 
pipeline; tuberculosis vaccine in clinical phase I
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Ascenion GmbH

Product Pipeline
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Clinical Pipeline

Research
center

preclinic phase I phase II phase III approval market

Ixempra HZI •Ixempra HZI •
Trispecific    
Antibody HMGU • • • •

MT103 MDC • •MT103 MDC • •
Adjuvans     
MALP-2 HZI •

E C dh i HMGU •E-Cadherin HMGU •

TB-Antibiotic HKI •
Cardiovascular C
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Cardiovascular
marker MDC •

Product Pipeline

Epothilone (HZI)

Source: www.pharmaceutical-business-review.com

Epothilone (HZI)

— Ixempra received FDA approval (October 2007) 

— chemotherapy for the treatment of breast cancer

99 l l S bb
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— 1997 license to Bristol-Myers Squibb

— estimated peak sales 500 mn USD p.a. 

Product Pipeline

Removab (hmgu)

T i Ph G bHTrion Pharma GmbH

— trifunctional bispecific 
antibody Removab®antibody Removab®

submitted for approval

— market entry planned for 
2009

— antibody in phase II for 
three further indications 

— estimated annual peak 
sales 125-500 mn Eurosales 125 500 mn Euro 
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Product Pipeline

E-Cadherin (HMGU)

— monoclonal antibody for the treatment of gastric cancery g

— 2005 exclusive license to Actinium Pharmaceuticals
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Product Pipeline

MT103 (MEDI-538) (MDC)( ) ( )

— joint invention with MDC

— assignment to Micromet AG

bi ifi tib d f th t t t f B ll— bispecific antibody for the treatment of  B-cell
lymphoma (BiTE®-antibody)

— currently phase I study for the treatment of 
non-Hodgkin‘s lymphoma (NHL)

MT103 (MEDI-538)

Source: www.micromet.denon-Hodgkin s lymphoma (NHL)

— ongoing phase II study for the treatment of 
acute lymphoblastic leukemia (ALL)

Source: www.micromet.de
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Product Pipeline

Licensing of MALP 2 (HZI) to AmVac AG

— MALP-2 as adjuvans for vaccine development

— apart from licensing agreement, which was concluded between HZI and 
Amvac Ascenion took equity in AmVac AG 

— biopharmaceutical company, founded in 2005

— focus on urology/gynaecologygy/gy gy

— products: Femivac, Prostavac (phase III)

— headquarters: Zug, Schweiz
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Ascenion GmbH

Examples

Avenues of Commercial ExploitationAvenues of Commercial Exploitation
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Example Licensing - HZI

Disorazoles for Cancer Therapy 

— HZI researchers discover disorazoles as 
potential cancer therapeutics

— Zentaris first secured an option on disorazoles, 
which was then exercised following an initialwhich was then exercised following an initial 
phase of research and evaluation

— HZI obtains:

upfront fee

Strain producing 
disorazoles

upfront fee

milestone and royalty payments

— Zentaris obtains:

exclusive worldwide rights for the developmentexclusive worldwide rights for the development,
manufacture and marketing of disorazoles 

access to HZI know-how around disorazoles

the right to use the strain of bacteria producing 
disorazoles
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disorazoles

Example Material Transfer - MDC

Animal Models for Preclinical Research & 
DevelopmentDevelopment

— MDC researchers have developed novel animal 
models, e.g.

Double transgenic rats to study the renin angiotensinDouble-transgenic rats to study the renin-angiotensin
system

Kinin B1 receptor knock-out mice

i d t t ( N ti A ti )
Knock-out mouse

— industry partners (e.g. Novartis, Aventis)
obtain a non-exclusive license

— MDC obtains 

ith f t f i h f th i ht teither an upfront fee in exchange for the right to use
the animals for a defined period 

or a combination of upfront payment plus annual 
maintenance fee
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Example Co-operation - DIfE

Novel flavour additives

— bitter receptors; isolated, characterised and patent-protected by DIfE

— co-operation agreement over 6 years, 7-digit volume to develop bitter 
receptor blocker

research will be performed at DIfE

Givaudan will cover full costs for the project 

IP resulting from the collaboration will be shared

Givaudan obtains exclusive license to bitter receptor— Givaudan obtains exclusive license to bitter receptor

Givaudan covers patent fees

upfront payment & milestone payment upon start of commercial production

o altiesroyalties

committed minimal annual license fees in 2008, 2009, 2010

DIfE obtains the right to use IP for research purposes

— estimated sales volume 20-80 mn Euros p.a.
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estimated sales volume 20 80 mn Euros p.a.

Example Spin-Off - DPZ

Encepharm, 2004 spinoff from DPZ (Göttingen)

— in return for equity, Ascenion develops corporate strategy, 
business plan and supports implementation 

— Encepharm focus: research services (animal models for mental and 
neurodegenerative disorders) 

— Encepharm utilizes specific animal models (e.g. Tupaias for stress, 
depression, Parkinson, MS) 

— revenues from service contracts with pharmaceutical companies

— close co-operation with DPZ, using premises, know-how, services at 
arm-lengths terms

— proceeds from the sale of equity go to the Life-Science Foundation for 
the Promotion of Science and Research
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MGC Foundation

Mouse Genetics Cologne Foundationg

— founded 2006 by Prof Klaus Rajewsky 
and Ascenion

— since 2006 about 500.000 € revenuessince 2006 about 500.000 € revenues

— 54 mouse models are licensed to the 
MGC Foundation 

— revenues are shared equally between— revenues are shared equally between 
the University of Cologne and Harvard 
Medical School

— distribution agreement with Jacksond st but o ag ee e t t ac so
Laboratories

Industry pays for animal models 

Academia pays only a handling fee
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p y y g

Ascenion GmbH

Upcoming Events
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Upcoming Events

Upcoming Eventsg

— BioVaria 2009 
(Ascenion & Partner TT-Organisations)(Ascenion & Partner TT Organisations)

— BiotechNetworkshop 2009 
(Ascenion / MPI)(Ascenion / MPI)
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BioVaria 2009

BioVaria is the nation’s first life-science conference solely 
dedicated to showcasing licensable technologies from Germandedicated to showcasing licensable technologies from German 
public research institutes to international biopharmaceutical 
companies.

held on May 8 2009 in Munich- held on May 8, 2009 in Munich

- more information www.biovaria.org

- considering ‘guest nation’-concept

"BioVaria... underlined how 
G d it t tiGermany earned its reputation as
a strong innovator in life 
sciences.„
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(Clinica 1308, May 30, 2008)

Ascenion GmbH

Impact of AcademiaImpact of Academia 
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Impact of Academic Research on Pharma Industry
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Pharma Innovation `made in Academia

HPV vaccine (amongst others dkfz)

h d ( l )Anti-HIV therapy, e.g. Stavudine (Yale University)

Lamivudine (Emory University)( y y)

Pegfilgrastim (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center)

Ixabepilone (HZI)
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R&D Licensing Deals

Source: MedTRACK Deals 
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& Alliances database

Thank You for Your Attention!

BerlinBerlin
Brunswick
Hamburgg
Hannover
Munich

Herzogstraße 64
80803 Munich

tel +49-89-31 88 14-0
fax +49-89-31 88 14-20
email stein@ascenion.de
url www.ascenion.de
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Dr.�Yun,�Sun�Hee
Professor�of�Intellectual�Property�Law�&�College�of�Law,�Hanyang�University

こんにちは。ただいまご紹介頂きました韓国の漢陽大学のユンと申します。長い時間清聴して

いただいているので大変お疲れかと思います。私は、午前中は日本の先生方から、少し前にはド

イツやアメリカ、イタリアの先生方からの良いお話を聞きましたが、だいたい似たような問題を

お持ちであるかと思っています。

私からは、韓国における TLO の現状とわが大学ではどのような取り組みで行っているかを簡

単に申し上げたいと思います。

なぜ韓国で知的財産が大事かということは、先ほど日本の先生方からもお話がありました。し

かし、韓国の大学の特許出願件数は少ないです。それには、ひとつの特徴があります。韓国の理

工系の先生たちは、博士号を取ったら企業で働かずに大学へすぐ戻ることが多いです。大体、企

業の研究者の時には特許を出願しますが、大学に戻ると出願件数が少なくなるのが問題ではない

かと思います。

その問題は先ほどいろいろな先生方がおっしゃったとおりで、韓国でも大学は教育と研究の場

であるのみだと今まで思っていたのです。それがやはり問題であると思います。日本、ヨーロッ

パ、そしてアメリカもそうであると思いますが、そのような環境を変えようという考えがありま

す。また、韓国でも少子化が進み、だんだん子供が少なくなってきていますが、大学としては生

き残るためには何をすべきかを考えるとやはりアメリカや日本など先進国の方針を参考して真似

するしかないということです。真似しようと思うとやはりお金が必要になります。大学としては

このお金をどう集めるかというと、まずは国と企業から支援をいただくことになります。

もうひとつの問題は、研究開発から成果を出すということは、つまり社会に貢献することを意

味すると理解されていたので、だいたい今までの大学の先生たちの場合、研究成果を権利化する

ことなく論文で終わっていたことが問題なのです。最近になって、特許権や知的財産権等権利を

取ることについて関心が高まりましたが、今まではあまりそうではなかったというのが事実です。

そこで、アメリカのように韓国でもバイドール法を導入しよう、かかる制度を整えようといっ

た要求に基づいて法律を制定するようになり、大学の中で TLO という組織を作りはじめたのです。

このように、韓国においては、大学の研究は教育中心から教育と研究の並行へと変化、成長し

ているところです。最近は、産学連携の定着を目指して発展しています。

こういった状況下、韓国での特許出願はそれほど目立つものではなかったのが、2002 年度か

ら急に増加します。それに伴い、登録件数も増えました。その前は大学からの出願はほとんどな

かったと思えばいいくらいでした。もちろん大学の先生たちの研究の結果がなかったということ

ではないです。大部分が自由発明であり、職務発明とはいわず、個人の発明として扱われたのです。

日本の先生もおっしゃいましたが、韓国では基本的に、国の予算の研究開発費の中で大学が使

う費用は 10％程度です。しかし、特許出願をする場面になると、それは企業中心になってしま

います。このように急増しているのはつい最近のことです。登録件数も企業と大学を比べて、ご

覧のとおり成長してきました。

そこで、韓国では、以前大学の中に産学協力団という特別法人というのを設け、これは後で説

明しようと思いますが、大学側の研究を大学自ら営利化できるように法律を改正しました。産学
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協力団法を作ることによって、非営利のはずだった部分を営利化できるようになったのです。

大学の今までの収益構造と言えば主に寄付金が多かった。その次が国のお金。それが中心になっ

て今までやってきました。この資料のグラフは少し間違っていて、こちらが寄付金でこちらが国

のお金、ということになりますね。寄付金ということは企業からの献金のようなものです。

この資料は大学の特許保有状況ですが、ご覧のグラフのとおりです。時間があまりないのでこ

こはご説明しません。

これは、主要事業の韓国の国内ランキングですが、韓国で技術移転の実績もこの時期から急激

に上がるということを見ることができます。韓国国内の 2007 年度の実績のランキングなのです

が、わが大学はこの中の三番目くらいになります。

技術取引はどのようになっているかというと、一番多いのが特許とノウハウが中心になってい

て、そのほかはほとんどありません。取引別の技術移転状況を見ても、ノウハウが一番多く、通

常実施権と専用実施権、それを売買しているという形になっています。収入の割合もそうですが、

当然ノウハウと特許が多いです。

こちらの表は日本と韓国とアメリカの特許出願の比較です。韓国においては、国が韓国技術取

引所を設立していて、そこから支援をいただくようにしていますが、1999 年に私立大学に技術

移転センター、即ち、TLO のようなものを法律に基づいて作ったということになります。

韓国の場合、基本的に TLO は大学内にしかありません。それの問題点が指摘され、移転組織

をコンソーシアム支援で作ることにしました。この時期になってようやく「産学協力団」という

法ができて、それに基づいて韓国の大学は「産学協力団」を持つようになり、今では大半の大学

に「産学協力団」があります。

こちらの資料は「先導 TLO」の実績です。「先導 TLO」の 18 個大学の実績を示しています。

では、その中でわが大学の TLO はどのような形で運営されているかというと、法律上「大学法人」

のしたに「産学協力団法人」と「技術を持つ株式会社」と「上海法人」、こういう形になっています。

この中で「産学協力団」の下には「研究振興課」と「産学協力チーム」、その「産学協力チーム」

の下に TLO ということになっています。そして「研究支援課」があります。

今日、皆さんに説明したいと思っているのはここの部分の TLO です。この部門を中心に説明

しようと思います。

この部分は日本の先生方に説明して頂いたことと全く同じですが、この資料のような形になっ

ています。私たちの大学の場合には、「産学協力団」の下にはソウルキャンパスと鞍山というキャ

ンパスがあります。鞍山キャンパスはソウルから１時間くらい離れた所にあります。

ソウルキャンパスには「研究振興課」と「産学協力チーム」、「研究支援課」があります。鞍山キャ

ンパスには「産学協力チーム」「研究支援チーム」があります。ただ、この中を見るとこの部分

が TLO ということになります。わが大学は進んでいる方で、弁理士先生が 3 名、管理職が 1 名、

分析担当が 1 名で、マーケティング担当も今はこのような内分けで 10 名います。

社内法人は技術移転を中心に 3 名採用しています。2 人は現地採用で、1 人はわが大学から派

遣しています。その時点では、あまり大学からの特許出願がなかったので、個人の発明、大学の

教授は自由発明をする、ということを考えて作ったもので、このような組織だったのです。

ここから TLO がはじまったのです。その後、急激に大学の特許出願も増えて来るのです。そ

して 2003 年度に「産学協力団」が設立されました。それから、わが大学には大手企業も入って
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います。それは国の機関でもあるのですが、このような企業がキャンパスの中で大きな建物を持っ

て研究をしているのです。私たちの大学はそういう面で進んでいると、敢えて大学の先頭に立っ

ていると申し上げることができます。

わが大学も研究者中心のサービスから協力企業中心のサービスへと変化しています。これは基

本的に日本もアメリカも、そのほかいろいろな先進国も同じことだと思います。

大学の出願が急増していることがあるのですが、韓国では、大学が特許を出願する場合と個人

が出願する場合を分けています。大学として出願する場合は、全額大学が出願費用を負担します。

個人として出願する場合は支援しません。

大学の先生は年に何本か論文を国際的に著名な雑誌に載せなくては昇格・昇進できません。で

すから、今までは昇格・昇進のため論文だけを書かなければならなかったのですが、この時点か

らわが大学をはじめ、論文だけではなく特許が登録されたら論文 1 本と同じく認められるように

なったので、急激に出願が増えたわけです。

最初はそれでも良かったですが、それが今では、あとで説明しますが出願数が多過ぎるので、

それでは大学の出願費用がたくさん出てしまう、という問題も出てきています。それで、国内登

録は 1 点、国際出願で登録されれば 3 点、というように点数制にしました。これがほかの大学と

は違う部分です。これは補償金ですから、特許を取る時には差がありますね。

わが大学では、国内出願が 2006 年には 321 件、翌年は 437、458 というふうに増えています。

これ以外にも海外出願もこのように増えてきました。国別に海外出願の現状と今の維持費・費用

の問題もデータに出ています。

先ほどお話ししました通り、私たちの大学は最近になってから特許出願が急激に増えています。

特に政府の特許奨励政策によって特許出願が増加しています。問題は特許の「質」です。最初は

本当に良い特許でなければ出願しなかったのですが、今は実績として認めてもらえるので、出願

が多すぎます。

件数も重要ですが、出願の量が増えてばかりいても問題なのです。 最近大学の中でも質の問

題について評価するようになりました。調べてみると本当に良い技術は少ないということです。

実際を評価した結果、80％の技術が C 級以下だというのです。

特に、大部分の出願が、先ほども話しましたように今まで論文を書いていた分を特許出願に回

しているとしか思えません。結果的に、大学は費用はともかく、たくさんの出願から優れた技術

を選別することに苦労をしています。

つきましては、2007 年度から「量」から「質」に特許出願の方針を切り替えるようにしまし

た。そして届出があったすべての出願に対して先行技術調査を義務化しました。それで韓国国内

やアメリカ、日本においても「このような先行技術があるかどうか」ということをしているので

す。毎週一回は、届出があったすべての発明を対象として TLO と外部の専門家に評価してもら

うようにしています。

評価したのを S 級、A 級、B 級、C 級と等級をつけます。もちろん特許は登録されて 3 年間は持っ

ていますが、今までは 5 年間だったのですが、5 年間は維持するのですが、5 年以上経ても技術

移転しない特許は、大学の先生本人に権利を戻すのです。これからは出願数が多くて登録数が増

えてしまうので、今年から 3 年になるのですが、3 年後には権利放棄をすることを原則とします。

移転できなかったらもう権利を放棄すると。
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こういう S 級と金額になる標準特許および技術移転という話がある分には維持するのですけれ

ども。

おもしろいことに、2006 年に 23 件の技術移転がありました。金額としては 4 億 3 千万ウォ

ンで、2007 年度は 43 件で 7 億 6 千万ウォン。驚きますけれど、昨年は 48 件で 66 億ウォン。

大変な数字になりましたが、実はわが大学の一人が昨年 56 億ウォンを頂いているのです。かな

り成功しているほうなので今年はこの半分にもならないようで心配ですが。

こういう小規模の技術移転は研究者本人が、大規模な技術移転は TLO が主導というのが一般

的で、技術移転に対する補償金は、ほかの国よりは多いと思います。

わが大学は、大手企業より中小企業への技術移転が多いのです。もちろん中には日本の大手企

業に技術移転した経験をも持っています。ただ、問題は韓国の場合、まだアメリカのような先進

国とは違って、共同研究の結果としてその権利は企業が持っていたのです。

韓国の企業は共同でこのような所有権問題に対応しています。それで、出来るだけ国から頂い

ている分は大学が所有しても、企業と共同研究する際には今までは 100％とは言えないけれど、

今までは大半を企業が持っていた。最近は権利を共有しようと言っているのですが、共有してい

てもまた問題が出て来るのですね。共有しても大学は実際実施することができない、企業は実施

できるのですが。そういうことが今現在の問題となっています。

それに、場合によっては中小企業と大手企業の場合がまた違うのです。最近、私たちは直接企

業化できるように技術持株会社を導入し、優れた技術の場合には直接学校が事業化することを考

慮するように、今、しています。技術持株会社制度を導入しています。

韓国ではこの会社が一号なのですが、2 〜 3 日前にソウル大学が三号としてできています。組

織は反対ですが、大学の下に産学協力団があって、協力団の下に持株会社、その下に子会社…と

いう形になっているのですが、収入はこういう形になるのですね。( 資料ファイル 37 參照 ) ここ

からこの分をこちらにここは法人が違うので、産学協力団からこちらの大学に寄付する形になっ

ています。産学協力団からライセンスした場合にはこのようにロイヤリティをここに入れる。こ

のような形でラボ創業の場合にはここから入ると思えばいいと思います。

漢陽大学の技術は持株会社はこのような形になっているので、昨年の 9 月 5 日に設立されてい

ます。資本金は 30 億ウォン、現金 15 億ウォンで、現物が 20 億ウォンという形になっています。

すでにこの下に子会社を二社持っています。ドラソンという会社とクレスコという会社を 13 億

ウォンと 14 億ウォンで持っています。これは私が大学が 100％持っています。もちろんこの

CEO は三星企業出身の方が運営なさっています。

この企業は携帯電話などの産業技術を持っています。韓国産業銀行から投資誘致もしている。

クレスコの場合には大学が保有している多様な科学技術のコンテンツを事業化しています。

わが大学はこのような形になっています。先ほどの子会社の場合にはこのような形になってい

ます。

これが先ほどの会社の技術です。コンテンツで言えばこのようなことが全部入ってきます。（資

料参照）このような技術も持っている子会社なので、かなり良いらしいのです。特に韓国では IT

産業に力を入れていますので、この部分ではよく売れたそうです。

これは前田先生から、成功例と失敗事例を入れて下さいと言われたので無理に実務の方に頼ん

だら「いや、先生。それは難しいですよ」といいながら「成功って、何を基準とすればいいです
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か。失敗するといってもまだはじまったばかりなのに失敗例を挙げるなんて無理じゃないですか」

と言うので、一応このような形で入れてみたのですが。

ただ私は先ほど発表された方たちとは違ってエンジニアではないので、技術のことを聞いても

よくわかりません。確かに聞きましたが皆さんに説明する能力はあまりないのでご了承ください。

ハングル版にはもちろん入れています。

ただ、私が思うのは、これからも特許出願はこのような感じで、今後も出願件数や登録件数は

この程度だとは思うのですが、今までやってきたことを見たらいいスタートだったので、頑張れ

ばまた今後ロイヤリティは増えるのではないかと思っています。

「国際的な産学協力とは何か」と言えば、わが大学としては中国に力を入れてやっています。

中国の大学とこの資料のようなことをやっております。中国のホームページにもこのように私た

ちの大学を紹介していて、こちらの大学の技術も紹介しています。

金融プランもあるのですが、時間の関係で省略しますが、わが大学はどのような形でやってい

るかを説明しようと思っていたのですが、このようになっています。これは成功事例です。

わが大学は、午前中日本の先生方がおっしゃいましたように、このようにマーケティングをし

ております。去年のことを少し見てみると、これも成功している事例です。このような技術です。

問題は、日本と外国の先生方がすでにお話されたところで、私も参考になりましたので、私も

国に戻って大学のスタッフに「こんな良い話が出ているので、この部分を受託研究とかまで細か

く検討しなければ生き残れないよ」と伝えようと思っています。

わが大学は、基本的に日本の大学とあまり変わりません。資料にあるようにこのようなことを

やっていますし、また、これからもやらなくてはならない。

ただ、こういう国際的な産学連携の促進のためにアジア研究ネットワークを至急やっているの

です。

そのために 10 日前には麻生太郎総理がわが大学を訪問なさいました。理化学研究所はわが大

学の中に韓國賍究所持っていますが、もう少し広げれば成功するのではないかなと思います。

ご清聴ありがとうございました。
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思うし、それができれば世界の大学の TLO の人が集まって企業のほうを向いてペアを組

むこともひとつの方法ではないかと思います。

 　それで今は私たちの大学では、取り敢えず国内で大学の TLO の団体・協会を作って働

いているし、もう少し広げてアジア地域、もっと広げて世界中でやろうと思います。う

ちの大学は優秀な工学部からはじまった大学なので、直接には先ほども前田先生がおっ

しゃったように契約でやるのですが、さっきもご紹介したとおり優秀な先生では 56 億ウォ

ンも頂いた先生がいらっしゃるのです。

 　そういう先生の技術は優れた技術なので、日本からも外国からもでも買いに来る。そう

いう先生なら直接出さなくても行けるのです。

 　今は大学から LG さんとかサムソンさんを通じて売っているものもあります。方法とし

ては、大学で優秀な人は企業が所有権を持たないで大学に渡す場合もあるのです。しかし、

普通 B 級、C 級の先生たちは 1 年に 1 回、2 〜 3 年に 1 回も無いのが問題で、スペシャ

ルな先生だったら技術に対して販売など困らないので、両方の政策を取っております。

Dr.・Takenaka：では、そろそろ時間になりましたので、ここでパネルディスカッションは終わり

にさせて頂きたいと思います。ご清聴ありがとうございました。



第三部：海外の TLO 代表または準ずる者による発表及びパネルディスカッション

114

第三部：海外の TLO 代表または準ずる者による発表及びパネルディスカッション

114

2001-2003 
1 -

2004-2007 
2 -

2008-2010 
3 -

– 2 – 4 ~6 – 8 ~10
– – –

�

�

�

�

��

�

�

��

�

�
��
�
�
�

�

�

�



第三部：海外の TLO 代表または準ずる者による発表及びパネルディスカッション

115

第三部：海外の TLO 代表または準ずる者による発表及びパネルディスカッション

115

•

•
•

<
>

• ( )

••



第三部：海外の TLO 代表または準ずる者による発表及びパネルディスカッション

116

第三部：海外の TLO 代表または準ずる者による発表及びパネルディスカッション

116

–

–

’

’

’

–

–

�

�

�

��

�

�

�

�

–

–

–



第三部：海外の TLO 代表または準ずる者による発表及びパネルディスカッション

117

第三部：海外の TLO 代表または準ずる者による発表及びパネルディスカッション

117

–

–

–

–
–

�

�
�
�

�

�
�

�

�

�



パネルディスカッション

119

パネルディスカッション

パネリスト：Dr.�Fiona�Wills　�Dr.�Michal�Preminger　�Dr.�Alberto�Silvani�
Dr.�Alfred�Schillert　Dr.�Christian�Stein　Dr.�Yun�Sun�Hee　Dr.�Yuko�Maeda�
Dr.�Juergen�Walkenhorst（Head�of�Life�Sciences,�Manager�Patents�&�Licenses�
PROvendis�GmbH）

モデレーター：Dr.�Toshiko�Takenaka（Professor�of�Law,�University�of�Washington）

Dr.・Takenaka：竹中でございます。今日は一日中非常に長いプログラムで、だいぶ人数も減って

おりますが、せっかくですのでいろいろ活発に話をしていきたいと思います。

 　討議を始める前に、パネリストの皆さんにお聞きしたいのですが、他の方の発表につい

てコメントや質問がおありでしょうか。Dr. Stein はいかがですか。

Dr.・Stein：お話しの大部分は、ヨーロッパとアメリカからの皆さんのお話ですが、私の予想の範

囲内です。Dr. Yun にお聞きしたいと思います。非常に興味深かったのですが、特許ポー

トフォリオを分析して A から C あるいは D まで分類なさるとおっしゃいました。この分

類の基準はなんですか。運営の自由のデュー・デリジェンスをなさったのですか、それと

もその分析で特許の経済的価値を確認するのですか。

Dr.・Yun：よろしいですか。私が言及したのは基本的にいろいろな分類によるもので、たぶん説

明をしていないのでわかってもらえなかったと思いますが、収入別もあるし、技術別もあ

ります。ただ、経済的にやっている部分は、大学の実績のことで、他の大学の実績に関す

る金額は詳しくはわかりません。

 　私たちの大学の分は内部のものですので、わかっています。経済的に分析している部分

は、国の統計を紹介したものです。よろしいですか。

Dr.・Takenaka：まだご質問がおありですか、それともこれでよろしいですか。 

Dr.・Stein：その基準を知りたかったのです。私たちは行っていないことなので、とても興味深い

と思うのですが、私たちが、一般に質が既に非常に高いことを期待している、あるいは信

じているからでしょう。しかし、その分析のパラメータに興味があります。

Dr.・Takenaka： Dr.Stein が Dr. Yun にお聞きしたいのは、「質の向上」と言うときにどのようにク

ライテリアで出願するものと出願しないものを決めているのかというところなのですが、

実際になにかご存知でしょうか。

Dr.・Yun：私たちの分だけには説明できるのですが、他の大学のことは説明できません。私たち
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の大学は基本的に TLO のメンバーで、そういった技術の弁理士 3 人が、大学の先生が発

明の届けを出したら、その届けを見て一旦出願に値するものかを判断するのですが、中間

レベルの物で判断しにくいのは、特許審議委員会があって、その審議委員会に出してそこ

が判断して出願します。よろしいですか。

Dr.・Takenaka：クライテリアと言った場合に、特許性の方法なのか、もっとビジネス的にコマーシャ

ライゼーションに近いものなのか、という判断はいかがですか。

Dr.・Yun：経済的な部分を判断するには、大学では今は無理です。特許性に対してだけやってい

るけれど、それ以外の部分に対しては学校が判断することは基本的にやっていません。

Dr.・Takenaka：これでよろしいですか。 

Dr.・Stein：もちろんです。 

Dr.・Preminger：同じ話題で、私たちは経済的価値に関する分析をかなりやっていますが、他の基

準全てを覆す基準が一つあります。私たちはそれを「ワー要因」と呼んでいます。専門家チー

ムの一人が「ワー、これはほんとにすごい」と思うことです。これにはインパクトがあり

ます。なぜなのかよくわかりませんが、また商業化への道については確信がないのですが、

それが非常に重要だと思えば、他のすべてを覆すのです。

Dr.・Wills：他のパネリストの皆さんにお聞きしたいと思います。ワシントン州立大学では、個々

のプロジェクトにもっと時間をかけて、より大きな価値を生み出したいと思っています。

もっと時間をかけなければ、これまで扱ってきた量を処理しきれないという事実に直面し

ています。それで、商業化できるとしても、もっと厳しい選択をすべき技術に対して「ノー」

というために、他のオフィスではどうしているのかお聞きしたいのです。

Dr.・Takenaka：Dr. Stein、いかがですか。

Dr.・Stein：私たちはその点でかなり実際的です。これはある程度、科学者の影響力と研究機関で

の重要性に依存します。基本的に、彼らに影響力があれば、あまり議論しないで出願し、

できるだけ早い機会に取り下げます。争わないようにしているのですが、避けられないと

きには、私たちが特許を出願しない理由を説明し、科学者がなぜ特許を取りたがっている

のか知るように努めます。私の印象では、また今日も何度か聞きましたが、科学者は特許

出願によって必ずしもライセンス契約や大きな利益を生み出したいのではなく、たとえば

その特許によって自分の助成金を申請するなど、戦略的な理由によることも同じくらいあ

るのです。そこで私たちは、特定の部門にコストがかかるようにして見ます。特許を部門

の予算に入れることが大切なのです。そうでなければ特定の研究機関の特許資金から出る

ことになるからです。これがちょっとしたテストになります。特に、PCT から出ても特許
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を続けるつもりなら、費用が高くなりますから、まだ自分の研究予算に入れておくかどう

か考えなおすでしょう。

 　国内だけで出願しておけばよいこともあります。米国では出願を続けるのが一般にもっ

と高くつきますが、1 国だけであれば、対立して公になったり、学会で問題になったりす

ることを考えれば、我慢できるコストです。これは避けたいと思っています。

Dr.・Wills：研究者に圧力をかけ返すというコメントは役に立ちます。しかし、経済的コストも重

要ですが、私が考えているのは、むしろマネージャーの人的資源です。彼らが扱う件数を

減らしたいのです。研究者が自分で支払うとなると、やめておこうということになるかも

しれませんが、私たちが出願したいとは限らないのです。

Dr.・Takenaka：Dr. Stein いかがですか。Dr. Silvani、どうぞ。 

Dr.・Silvani：開発と商業化のすべての段階で発明者と協力することが非常に重要です。もちろん

これは様々な形で考慮する必要があります。開発の一部を共同出資にすること、また一方

では、将来の投資の形の検討に研究者の参加を得ることも考えなければなりません。仕事

に共同で責任を持つために、開発の一部を共同出資にするやり方を導入していますが、こ

れは、外部市場に関与できる人々にとっては今のところうまくいっています。まだ試験的

な段階の特許や、市場にはまだ遠い特許については、それほどではありません。これが 1

つのポイントです。

 　最初の質問、つまり正しい決定を下すための評価指標の問題に戻りますと、この場合も

柔軟性が必要だと思います。というのは、私たちが使っている決定評価指標はプロセスの

ある時点で策定したものなのですが、他の課題には使えないからです。同時に他のツール

も使っています。これもお話しがありましたが、正しい決定が「ワー、これはいい発明だ、

これでいこう」ということから始まる場合もあると思います。

Dr.・Takenaka：前田先生いかがですか。

前田：・東京医科歯科大学も人手が足りないので、出したいと思う特許を全て出願するかというと、

なかなか難しいという状況があります。やはり、特許にしようかどうか、という会議に掛

けて「特許を出す」と決めた場合、特許出願します。

 　特許出願をした場合、日本の制度で「3 年以内に審査請求をする」というものがあります。

ですので、その審査請求をするときにまたお金が掛かりますので、その間に展示会に出し

たりライセンス活動をしてみたりして、その 3 年間の間に繋がらなかったものは、先生に

納得して頂いて「審査請求をしない」という判断をしたりしています。

 　アセニオンと同じように、「競争的資金を獲得するために特許が必要」とか「大きなプ

ロジェクトをやるために特許が必要」など、いろいろな事情があります。私たちは学内の

TLO ですので、このように、先生の事情を鑑みて、ケースバイケースで出していますが、

基本的には、プレ・マーケティングをして市場性があるものを出す、という形です。3 年



パネルディスカッション

122

後の審査請求までの間にライセンスをするという方針です。ただし、人手が足りませんの

で、やはり熱意のある、おもしろいと思う物から先に動いてしまいますので、みんながな

かなか手をつけないものは展示会に出して興味を持ってもらえるかどうかを待つなどの方

法を取っています。

Dr.・Takenaka：他にコメントはありますか。Dr. Stein、それとも Dr. Schillert、いかがですか。 

Dr.・Schillert：PROvendis には、特許で利益を上げるという明確な目標があります。過去にはこの

方針に従って、利益を上げることができるかどうかをチェックしていました。これが私た

ちの目標なのですが、大学は、とりわけ発明者は、他の目標を、多くの場合隠れた目標を持っ

ていることがあります。そこで私たちはやり方を変えました。発明者や大学の管理部と共

に一種のプロジェクト計画を作成するのです。それぞれがなすべきことがあるのですが、

もちろん私たちはコストについて話し、私たちの目標によっては、大学が特許費用を全額

支払います。私たちは、市場と利益を上げる可能性があるのを見て OK を出します。これ

が典型的なケースです。

 　発明者が産業界との研究開発プロジェクトや財源などを得るための戦略として、特許を

使おうとする場合があります。私の考えでは、このような場合には発明者または研究機関

が資金を、あるいは資金の一部を出すべきで、また誰にも発明者の役割と目標が明らかに

なるように、彼がいつ何をするかについて明確な約束が必要です。これをあくまでも明確

にするために書面にしておくことが非常に大切だと、私は思います。他のケースでは、「特

許がたくさんある、あなたたちは成功に少ししか寄与していない、それはうまくいかない」

と誰もが言い出して、私たちにはとても難しいことになります。そういう場合は「わかり

ました。大学には特許が 100 件ありますが、その中の 30 件からいくらかの利益を上げれ

ばよいだけです。ライセンスの面でとても面白い特許ですから」と言って解決します。

Dr.・Takenaka：わかりました。先に進みましょう。 

Dr.・Walkenhorst：それに加えて、主要なアイデアやコンセプトのために、小さなアイデアに割く

時間を節約する努力を続けてきました。私たちのところで時間がかかるのは、将来の特許

戦略の決定です。私たちは外部の機関なので、決定のためには意見書を書いて大学に送り、

話し合うことになります。これを合理化して意見書の数を減らすために、通常の特許戦略

を変更すべきではないかと、最近検討を始めました。国内出願または欧州出願を先にして、

1 年後に国際的に、つまり PCT 出願するのが普通ですが、場合によっては最初に PCT 出

願を行って、数ヵ月後の国際出願をなしで済ませるのです。他のパネリストの皆さんの状

況では、これが適切な方法だとお考えでしょうか。

Dr.・Takenaka：このテーマで話を続けましょうか、それとも他のテーマに進みますか。質の問題

についてコメントのある方は。Dr. Yun、いかがですか。
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Dr.・Yun：ちょっと先の Dr. Stein と Dr. Preminger が先におっしゃった部分で、質問というか聞

きたいことがあるのです。

 　技術革新というか、特許権の形の問題はどの国でも重要ですし、どの大学でも重要だと

思います。それを特許出願する際に「成功するかどうか」という判断ができればどの企業

でも全部の発明の特許を出願すると思いますが、出願する際にはそのようなことを判断す

ることは難しいです。特許を取ったとしてもそれを事業化することは国によっても違うし、

企業によっても違うと思うのですが、韓国の中では 10％も事業化されていないと思いま

す。

 　そういう部分を、技術移転、事業化するかどうかまで判断するかどうかということは、

かなり難しいと思います。ほかの皆さんの国では評価や技術の価値を、どういう形でなさっ

ているかということを私から聞きたいです。

 　もうひとつは共同発明をしたときに国によって…韓国の場合には企業がほとんど権利を

持っていっていましたが、最近は「共有」という形でやっていますが…皆さんの国では「共

有」という形になさっているか、なさっている場合には、実際にうちの大学のように事業

化する大学もあるようですが、ほとんどの大学は事業化することは難しいと思います。

 　大学がそれを実施しないで、企業だけが実施した場合には収入はどうするか。この収入

を大学へも分けてくれるのか、そのことについてまず聞きたいです。

Dr.・Takenaka：2 つの質問をお出しになったので、最初の点、つまり、他の技術移転オフィスは

どのような基準で商業的に成功する発明を確認しているかということですが、どなたかお

答えいただけますか。

Dr.・Preminger：私から始めましょう。既存の市場を見ようとはしているのですが、既存市場を見

ても、全く新しい技術の価値を判断することは非常に難しいのです。そこで私たちは、出

願の前に産業界とベンチャー資本の代表者に発明を説明して、その発明に興味があるかど

うかフィードバックを得ようと試みています。これが、プロセスの中で考慮する専門知識

の範囲を大きく拡大する仕組みの一つです。しかし、やはり同じ問題で苦しんでいます。

すべてを出願することはできませんが、私たちから見た影響と同時に、研究者の側の、や

り遂げるというコミットメント、情熱、経歴、過去に成功しているかどうかも考慮します。

すでに商業化された重要な発明をしている人の発明であれば、その可能性を 100%理解し

ていなくとも、出願してみようという気持ちになることがあります。

 　非常に様々な考慮すべき事項がありますが、範囲を広げようと努めていますから、意志

決定は非常に分散しています。私たちは委員会のメンバーとして決定するのではなく、特

定の教員と発明についての技術マネージャーの詳細な理解に基づいて、個々に決定してい

ます。

Dr.・Takenaka：お答えになる方がありますか。 

Dr.・Silvani：前にも申し上げましたが、一種の決定評価指標のアプローチも仕事の一部です。つ
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まり、さまざまな要因を考慮して、多かれ少なかれ（不明）に従って、これには役に立つ

ことも含まれているはずです。しかしこれは意思決定プロセスの一部でしかありません。

多くの要因は測定できるアプローチの圏外にあるからです。そこで、実際的な観点から、

最終的な決定は委員会が行いますが、委員会は異なったインプットを検討し、このインプッ

トには外部で行われた分析が含まれる場合があります。もちろん、制御できない要素も考

慮しなければなりません。新しい技術、新しい専門知識等の場合は特にそうです。

 　今までのやり方で管理できる成果の方が簡単ですが、経済的な観点からの関心もあまり

高くないと思われます。これがこの点についての私の回答です。もちろん私たちは経験か

ら、仕事をする中で学んで、よりよいアプローチへと動いています。3 年前と比べると、

当時やっていたことは完全に実験的でしたが、今はうまくいっています。これについて

最後に申し上げたいのは、他の TTO オフィスとの協力が必要だということです。つまり、

私たちは経験を共有するネットワークを築いているところです。発表でも申し上げました

が、私たちの大学は総合大学なので、学内に多くの能力を備えていますが、それでも本当の、

大規模なサービスを提供するには足りません。そこで他の大学を、大学だけではありませ

んが、経験を持ち寄る必要があります。また、外部のコンサルタントをチームに加える必

要があります。これは最終決定にとても役立ちます。しかしそれには費用がかかり、リス

クもあり、競争的な市場に関わる問題もあります。ですから、コンサルタントと言っても、

理論的には簡単ですが、現実には難しいです。

Dr.・Takenaka：Dr. Stein。

Dr.・Stein：私たちは 2 段階のプロセスで特許評価をしています。1 つ目は先に皆さんがおっしゃっ

たのと基本的に同じで、それが何であるかを理解しようと努めて、次にそれを応用すれば

どうなるかを理解しようと努めます。その二つがまったく異なる場合も多いからです。ア

メリカの 2 つの大学のどちらかに、こうしたことを BASF で行うプロジェクトがありまし

た。これは非常に水平的な取り組みです。元の成果を直接応用するのではなく、2 つのも

のの組み合わせです。これは必ずしも自明ではないので本当に難しいのですが、組み合わ

せることで、切り離してみた場合よりもはるかに大きな価値が現れることがあります。

 　次に、特許を取得すべきかどうかの評価と決定の問題ですが、開発が今どの段階にある

かが、非常に重要だと考えています。妥当な時間内に、基本的には特許期間中に、応用で

きるかどうか。2 番目のステップは、これをお考えなのかどうかわかりませんが、実はこ

れは技術に値段を付けることです。これは、アルゴリズムに、分野と技術に、成果の質に、

インプットに大きく依存します。つまり、技術移転オフィスの専門家が、現在の価値に関

するアルゴリズムを適切な数値で提供する能力で決まります。

Dr.・Takenaka： Yun 先生の 2 番目の問題に移りましょう。産業界との関係です。大学と産業界が

発明を共同所有する場合、企業が発明利用のイニシアチブを取ることが多いですね。この

点で問題がありますか。例えば日本では、第三者へのライセンス供与には共同所有者の同

意が必要なので、共同所有者が企業であれば、それに同意する可能性が非常に低いのです。
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いかがですか。前田先生は日本での状況について何か付け加えることがありますか。

前田：・最近は共同出願特許がどこの大学も増えています。共同出願を企業とすることで、特許出

願費用を企業の方に持ってもらえますので、より一層比率が高くなっているというのが現

状です。

 　ただし、今、竹中先生がおっしゃいましたように、法律上、共同出願した相手の同意が

無ければ売れないということがあります。そうした場合に、相手の企業の方が本当に、そ

の技術を産業化するために共同研究・共同出願をしてくれていれば、何も問題はないので

が、コンペチターへ、似たような特許を使われて欲しくない、いわゆる、塩漬け特許（死

蔵特許）のために持ってもらってしまうと、先生が研究をし続けているにも関わらず、そ

の特許をよその企業で使ってもらうことが出来ない、という状況が起きます。

 　したがって東京医科歯科大学の場合は、契約書の中に、例えば「3 年間その研究をしな

かった場合にはよその大学へのライセンス活動をさせて頂きます」というような契約を盛

り込むことで、死蔵特許の懸念を防ぐようにしています。

 実は、委員をさせていただいております、経済産業省での特許法改正の委員会でも、毎年

毎年その法改正を行うべきか否かという議論が出ます。ただし、法を改正しなくても契約

で結ぶことが出来るのであれば、やはり共同研究をしている企業となるべく良い関係は続

けたいわけですので、契約を交していこう、というのが現在の日本の大学の状況となって

います。

Dr.・Takenaka：米国の法律では共同所有者の同意が必要ないので、米国の方からコメントをいた

だきたいのですが。

Dr.・Wills：共同所有の特許のライセンス供与で成功している例があればお聞きしたいと思います。

私たちの場合、その特許が強力な通常実施権プロジェクトになると確信しているのでなけ

れば、特許を取るのは企業がそれを望むからで、その場合企業が費用を負担し、大学は投

資しないのが普通です。

Dr.・Preminger：日本で共同発明がなされる状況が米国と全く同じなのかどうかわかりませんが、

米国では、どの契約でも、米国特許法に従って発明者要件によって所有者が決まりますか

ら、自動的な共同所有はありません。日本でもこれが当てはまるのかどうか知りません。

前田先生のコメントを頂けるでしょうか。 

Dr.・Takenaka：日本の法律に関しては私がお答えできます。米国の場合とほぼ同様です。当初の

所有権は発明者にありますが、多くの場合発明者はその権利を雇用者や大学に与えなけれ

ばなりません。米国の制度と異なり、雇用者は発明者の名ではなく自分の名で出願できま

す。

Dr.・Preminger：私たちが共同発明を選択するのは、スポンサー付きのコラボレーションの場合だ
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けです。キャッシュを伴わない産業界とのコラボレーションは稀です。大部分は産業界が

スポンサーとなるコラボレーションで、どの場合も発明をどうするかについて条項を定め

ています。ワシントン州立大学の場合のように、費用はすべて企業が支払いますが、一定

の権利は大学に留保しますから、日本の場合と似ていると思います。そういうことで、こ

れは私たちのポートフォリオへの大きな負担にはなっていません。企業が商業化に興味を

持てばとてもうれしいですが、そうでなくとも、ポートフォリオの大きな部分ではありま

せんし、特許費用をこちらで負担するのではないので、負担にはなりません。

Dr.・Takenaka：ヨーロッパのパネリストからもお伺いしたいのですが。そちらでの状況を話して

下さいませんか。

Dr.・Silvani：私たちの場合、共同所有は他の公的機関、つまり他の大学や研究機関との共同所有

に限られています。産業界との協力の場合、スポンサー付き研究の場合は、発明者は大学

教授ですが、所有権は企業にあります。私たちは違うモデルを目指しています。前にお話

ししたことですが、プロセスの最初の段階では標準的な共同所有で、研究のスポンサー企

業には特別の役割があったのですが、現在の時点では、他の公的機関との連携と共同所有

を発展させる必要があるのです。その場合、戦略の違いから共有する特許の管理に関して

対立することがあるため、解決は簡単ではありません。スピーチでも申し上げましたが、

共同の活動によって大学の特許の共同所有は増えています。そのため問題も増加して、現

在のところ強力な解決策はありません。

Dr.・Takenaka：ドイツではどうですか。

Dr.・Walkenhorst：一般には、産業界と大学との連携の場合、正式の共同研究契約を結びます。そ

の中で、共同発明であれば、大学側の発明者によってなされた部分は大学に属すること、

専用実施権を供与できることを定めます。たとえば 50 対 50 の共同発明であれが、企業

側は企業内の発明者による発明の部分を所有し、大学の部分も専用実施権を供与できます。

ですから通常は問題ありません。

 　実は今、ドイツの様々な機関が作成した契約書の雛形があって、こうした共同研究契約

についての手引きになっています。ごく最近には、連邦産業省が雛形を作成したので、通

常この面で問題はありません。問題が起きるのは、稀なことですが、発明者と企業が、ほ

とんど誰にも知られず非公式に共同研究を行って、突然特許出願が現れて、異なる発明者

や大学が共同所有者となり、ちゃんとした契約もない場合です。そういう場合、企業が自

分の目的のために発明を利用し、企業が大学側の部分をライセンスする必要はあまりあり

ません。これは問題ですが、企業がこれを狙うことがあります。こういう場合は、ケース

によって違いますが、企業と話して、大学の所有が全くない方が都合がよいことを説得で

きることも、できないこともあります。幸いこうしたケースは稀です。

Dr.・Takenaka：・Dr. Preminger、コメントがおありですか。では前田先生お願いします。
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前田：・共同出願で出した特許で、相手の企業の方から製品化をしてもお金を頂けないのであれば、

結局のところ、特許出願費用は掛からなかったけれど「使われてしまわれる」という形に

なってしまいます。ですので、共同出願相手の企業さんでも「一時金を下さい」、フェーズ 1、

フェーズ 2 まで上がった場合、「マイルストーン制でお金を下さい」、もしくは「製品になっ

たあと、ランニングロイヤリティを何％として下さい」というようなことを契約書に入れ

込みます。

 　ライフサイエンスの分野は、他の分野に比べて、かなり大学が優位なものですから、そ

ういう契約がネゴシエーションできるのです。ところが、分野によっては日本の場合は企

業が大変強い分野があるので、精密機器等、電機業界とか自動車業界、そこに関わってい

る専門の先生は、契約書にこれを入れようとしても「共同出願相手なのになんでお金を払

わなくてはならないのか」というような言われ方をしてしまいます。

 　東京医科歯科大学の場合は契約で何とか逃れているのですが、それが出来ない分野もあ

るというのが日本の現状にですということを、付け加えさせて頂きました。

Dr.・Takenaka：どうぞ、Dr. Yun。

Dr.・Yun：先ほどドイツの場合には「共同研究の場合には大学が権利を所有する」とおっしゃっ

たのですよね。それは、法律上そうなっているのですか、それとも一般的にというのか、

大学だけの話なのでしょうか。ドイツでは法律で定めているのですか。

Dr.・Takenaka：どうぞ。

Dr.・Walkenhorst：そうです、法律で定められています。ドイツでは職務発明法が被雇用者の発明

一般を扱っていますが、この法律では、大学も企業と同じとみなされています。

Dr.・Yun：それは、職務発明だったらそうなのですが、企業と大学との共同ということでも職務

発明になるのですか。

 　私はあまりドイツのことを知りませんが、基本的に私が知っている知識では、大学内と

企業内の職務発明だったらそうなのですが、大学と企業とで共同で行って、その結果になっ

ているもの…その部分を大学が持つとか、ちょっと私がわかっていないのかも知れません

が。

Dr.・Takenaka：Dr. Stein、いかがですか。 

Dr.・Stein：誤解なさってはいないと思います。発明者が大学の一員であれば、発明は大学のもの

です。共同発明の場合は両方の機関に発明者がいます。法律では基本的に、大学側が発明

を所有します。しかしこの場合、異なった形を契約によって定めることもできますが、合

意が必要です。発明者の雇用者に属すると、法律には明記されていますから。米国の場合

とはかなり違います。米国では、基本的に発明者が発明を所有しますから、さらに契約や
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規則が必要です。

Dr.・Wills：そうです。雇用契約によって大学は発明の所有が可能となります。付け加えますと、

特に生命科学の分野で、研究資料提供契約に基づいて製薬会社等から何かを持ち込む場合、

あるいは委託研究契約で、非常に強引な委託者が、研究資料提供契約によって譲渡された

ものを利用して生まれた発明や委託研究から生まれた発明すべてについて、NERFL（無償

通常実施権）を要求する場合があります。あるいは、どんな発明が生まれそうか、またそ

の商業的価値について、研究者と議論になるケースもあります。私たちが研究をやめさせ

ることはできませんから、大学が費用を回収できそうにないので、こういう状況では特許

出願しない可能性が高いと助言するでしょう。

Dr.・Takenaka：残り 10 分になりましたから、技術移転の国際戦略について討議したいと思いま

す。Dr. Schillert がライセンスの 70%がドイツ国内、30%が州内であると発表なさったのが、

印象的でした。米国でも同じような状況でしょうか。 

Dr.・Wills：同じだと思います。身近でライセンス供与するのです。これには 2 つの部分がありま

す。ワシントン州に貢献することが私たちの使命の１つですから、できる限り地元でライ

センス供与を行うことが望まれています。しかし私たちの使命のもう 1 つの面は、技術に

とって最善を図ることですが、ライセンシー候補すべてにアクセスすることができないの

で、最善を尽くしていない場合が多いのではないかと思います。

Dr.・Takenaka：ハーバードではいかがですか。私立大学ですから、私どものような国立大学とは

少し事情が違うのではありませんか。 

Dr.・Preminger：私たちはバイドール法の精神に従って米国企業を優先しなければなりません。し

かし、ハーバード大学が有名なおかげで、外国企業とのつながりや交流もあります。しかし、

ウィルス博士がおっしゃる通り、私たちのネットワークも限られているので、より広い国

際的なネットワークがあれば、技術にもっとふさわしい選択肢を得られるでしょう。です

から、リーチスルーを国際的に広げることができれば素晴らしいと思います。

Dr.・Takenaka：Dr. Stein、手をおあげになりましたか。 

Dr.・Stein：Ascenion では少し事情が異なっています。ライセンスの 60%はドイツ国外なのです。

30%が米国ですが、これは、おそらく 60%以上だと思われる生命科学分野での市場シェア

を反映していません。ライセンス供与の 30%をドイツで、30%をドイツ以外のヨーロッ

パ諸国で行っているので、おそらく（聞き取れません）。これが示唆するのは、基本的に、

あるいはたいていの場合、ライセンシーは該当する市場で経済的力がある所にいるという

ことだと思います。3 億の人口をもち世界経済の大きな部分を占める米国では、統計的に

言ってライセンシーを国内に見つける確率は高いでしょう。ドイツの人口は 8,000 万人で、
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少ないとは言えませんが、それほど多くはありませんから、国内で見つける確率は低いで

す。ですから世界の企業に目を向ける必要があるのです。

 　とくに大ヒット製品については、たとえ米国でも、ワシントンやボストンの地域に大ヒッ

トライセンスがあるとは限りません。米国や世界の他の場所で見つかることがあります。

ノバルティスの場合では、米国のどこかと話したかもしれませんが、ライセンスはバジル

ドンになりました。 

Dr.・Takenaka：では、米国でライセンシーをうまく見つけることができるのですね。 

Dr.・Stein：生命科学分野なので、市場がそうなっています。顧客は 6 つだけなのですが、その中

の多くが米国です。

Dr.・Schillert：お見せした数値をもう少し説明する必要があるかもしれません。PROvendis は少し

特殊なので、ドイツの特許マーケティング機関すべてのデータと同じだというわけではあ

りません。私たちはノルトライン・ヴェストファーレン州のこの地域の機会工学と自動車

産業にも力を入れているからです。そのため、この分野で多くの契約と発明があり、成功

例も多数あります。私たちが達成した 70%の主な部分は生命科学の分野ではありません。

生命科学の分野は、正確にはわかりませんが、40%か 50%でしょう。

Dr.・Takenaka：ご説明ありがとうございます。では前田先生。

前田：ライフサイエンスの分野なので、できるならば海外にたくさん移転したいのです。ただし

日本の場合、まず国内でプレ・マーケティングをして、国内で良い話があればまずは国内。

どうしても英語でのやり取りだったり道のりも遠いですから、私たちが手が出ないという

のが現状なのです。しかし日本の場合、医薬とか医療機器基金の製品化には、厚生労働省

の承認に大変時間が掛かります。そのために海外で先に特許にして実用化してそれを日本

に持ってくる、という考え方もありますので、どんどん海外に出て行く比率を上げて行き

たいと思っているのが現状です。

 　そこで、今回来て頂いている TLO の方々とはぜひとも連携を取って、私たちの大学の

スポンサーの情報なり、そちらから頂いた日本の情報を交換するようにしていってどんど

ん海外とのライセンスの比率を高めて行きたいと、今思っている最中です。

Dr.・Takenaka：Dr. Preminger、いかがですか。

Dr.・Preminger：私が提示したい課題は、何人もの方が話された「死の谷」とかなり重なる部分が

あります。私たちの初期段階の技術にとっての課題の一つは、発明者と発明が行われた研

究所のインフラが近くにあることが非常に重要であることです。プロジェクトの大多数が、

まだ独立できない段階にあります。ビジネスのネットワークの近接に加えて、この事情も

あって、外国からの技術のライセンスに積極的でない会社があるのです。技術を発展させ
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るために本当に必要なサポートを、外国から得られる保証がないからです。国際共同研究

について話すときには、このことも考慮する必要があるでしょう。

Dr.・Takenaka：とても重要なことですね。ライセンシーの決定にも、特許取得にも、研究者が非

常に重要な役割を演じることが明らかだと思います。他にコメントや良い考えがあります

か。

Dr.・Silvani：ヨーロッパのもう 1 つの特殊性であるフレームワークプログラムを考慮に入れる必

要があると思います。フレームワークプログラムでは、申請書で特許を考慮しなければな

らないので、多くの大学研究者は一種の資格として特許を取得したいと思っています。も

ちろん、大学と企業とが協力して行う研究の間に起きることは国によって異なります。国

際協力について話すときには、ヨーロッパのこの特殊性も、何らかの形で考慮すべきだと

思います。

Dr.・Takenaka：Dr. Stein の機関は米国のパートナーを見つけるのに成功なさっているようですが、

研究者との連携に関して米国のパートナーは満足していますか。コミュニケーションとか。

Dr.・Stein：大変難しい質問です。開発を進めるために科学者が提供するインプットに、企業が長

期的にどの程度満足しているか。先に Ixempra の例を挙げましたが、これは 2007 年 10

月から市場に出ています。この経過を追跡することができました。グローバルであること

も、生命科学の利点だと思います。複数のセンターでの臨床試験等において多数の共同

研究が見られました。BMS はヨーロッパに強力な拠点があるので、ヨーロッパではこれ

ができました。BMS はまた世界中になんらかの拠点を持っています。大製薬会社の場合、

世界的なネットワークを通じた連携がありますし、この分野の科学者は米国や英国に何年

もいた人が多いのです。彼らはかなり流動的で、生涯に何度も引っ越して、異なった人々

と働くことにも慣れています。

 　私の印象では、一般にかなりうまくいっています。科学者個人によって違いがでます。

科学者との連携は、ドイツと米国の間でも、英国とフランスの間でも、同様に容易ではな

いでしょうか。米国でも大きな違いはないと思いますが、扱いが本当に難しい人もありま

す。それが近い人であれば、さらに難しくなります。かえって遠い人に親切なこともある

でしょう。

Dr.・Takenaka：日本が不利な点は、おそらく韓国の大学でも同じではないかと思いますが、研究

者が必ずしも英語に堪能でないことです。これはアメリカやヨーロッパのライセンシーと

仕事をする場合の大きなハードルになります。もうほとんど時間がないと思います。コメ

ントか質問がおありでしょうか。Dr. Yun、何か質問がおありですか。 

Dr.・Yun：今、竹中先生も前田先生もおっしゃったように、韓国もほぼ同じ状況です。取り敢え

ず国内で販売できれば一番いいのですが、できないときには国際的な連携をして欲しいと
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思うし、それができれば世界の大学の TLO の人が集まって企業のほうを向いてペアを組

むこともひとつの方法ではないかと思います。

 　それで今は私たちの大学では、取り敢えず国内で大学の TLO の団体・協会を作って働

いているし、もう少し広げてアジア地域、もっと広げて世界中でやろうと思います。うち

の大学は優秀な工学部からはじまった大学なので、直接には…先ほども前田先生がおっ

しゃったように、契約でやるのですが…さっきもご紹介したとおり優秀な先生では 56 億

ウォンも頂いた先生がいらっしゃるのです。

 　そういう先生の技術は優れた技術なので、日本からも外国からもでも買いに来る。そう

いう先生なら直接出さなくても行けるのです。

 　今は大学から LG さんとかサムソンさんを通じて売っているものもあります。方法とし

ては、大学で優秀な人は企業が所有権を持たないで大学に渡す場合もあるのです。しかし、

普通 B 級、C 級の先生たちは 1 年に 1 回、2 〜 3 年に 1 回も無いのが問題で、スペシャ

ルな先生だったら技術に対して販売など困らないので、両方の政策を取っております。

Dr.・Takenaka：では、そろそろ時間になりましたので、ここでパネルディスカッションは終わり

にさせて頂きたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
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閉会挨拶

森田　育男
東京医科歯科大学�学長特別補佐�知的財産本部総括マネージャー�教授

本日はお忙しい中、全国各地、また世界各地から多数の皆様にお集まり頂きまして、誠にあり

がとうございました。本研修会の閉会にあたりまして、主催者を代表して一言ごあいさつを申し

上げます。

今回、文部科学省の研究振興局研究環境・産業連携課長の田口康先生からは、今年度から 5 年

間にわたる産学連携の戦略展開事業に関する貴重なご提言を頂きまして、また、東北大学の中島

先生、広島大学の高田先生、および早稲田大学の勝田先生からは、各大学における種々の取り組

み、国際産学連携の特色を話して頂きまして、本当に感謝しております。

また、ハーバード大学、ワシントン州立大学、プロベンディス、アセニオン、ミラノ大学、漢

陽大学の先生方には各機関の特徴や成功事業例に関しまして、大変活発なご討論を頂きました。

私も聞かせて頂きまして、本当に参考になりました。

今回、皆様がご存知のように、社会状況あるいは経済状況というものが非常に悪くて、未曾有

の危機なのですが、そういう時こそ、僕たち、大学にいる人間にとっては産学連携をやるチャン

スではないかと考えています。

ですので、このような、いわゆる「研修会」を通して皆様といろいろな話ができたことは非常

に大切なことだと思っています。

ご参集して頂きました皆様におきまして、本研修会が各機関での次年度以降の課題や目標の参

考になりましたら至上の喜びでございます。

最後に、この研修会への参加、ご出席を頂きまして、またご講演頂きました先生方に厚く御礼

を申し上げますとともに、本日ご参集して頂きました皆様の益々のご発展とご活躍を祈願しまし

て、私の挨拶に代えさせて頂きます。

本日はどうもありがとうございました。
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