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How to link Japanese university science with America?

日本の大学における研究と
アメリカをつなぐためには
• Publications, conferences, etc. 学術発表
学術 表
• Academic exchanges 学術交流
• Consulting アカデミックコンサルティング
– straight forward approval process since 2000.

• Licensing ライセンス
• Collaborative/joint Research 共同研究
• Startup formation 大学発ベンチャー
学
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Collaborative/joint research with overseas
companies 海外企業との共同研究
• Usually, company researchers are named as co‐inventors 通
常、企業の研究者は共同発明者として名前があげられる
– Thus
Th company & university
i
it usually
ll co‐own patents
t t 会社
と大学は共同で出願する
– Under Japanese patent law
law, co‐ownership
co ownership is equivalent to
a royalty‐free, exclusive license 共同出願は ロイヤリティ
フリーの独占的ライセンスにほぼ等しい
リ の独占的ライ ン
ほぼ等し
• Companies control publications 企業は大学研究者の成果
公表（出版・発表）を制限する権利をもつ
• Usually inexpensive 費用は安価 (プロジェクト当り年間平
均250万円)
• Good deal for companies! 企業にとっては「おいしい」契約
2011/9/24
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Invention disclosure form 発明等の届出書
Little oversight over who are named as co‐inventors by the PI and main industry scientist
国立大学法人東京大学 総長殿
国
私(達)は以下内容の発明等(考案、意匠の創作、品種の育成を含む)を行いました。発明等取扱規則で定める
職務関連発明であると認定された場合は、その出願権を大学が承継することに同意します。
届出年月日

年

月

日
(発明者等記入欄)

学内発明者名記入欄(学外発明者は下の別枠「学外共同発明者の有無」にご記入ください）
発明者等
(氏名)
(所属部局・専攻) *2
(職) *3

(発明等の寄与分) *1

（代表届出者）

*

1 共同発明等の場合は、各人の寄与分を%で記入してください。学外の共同発明者等がいる場合は、その寄与分を加えて100％に
なるようにしてください。*2 現在は学外者であるが発明時に学生の場合はこの欄に現職名と発明時の所属等を明記してくださ
い。*3 兼業がある場合その旨も明記してください。

代表届出者の連絡先

TEL

E-mail

所属部局知的財産室記入欄
受付日付
年
月
日
管理番号
受付日付
知的財産部記入欄
年
月
日
この欄に記載されている事項に該当する場合は、網掛け部にチェック（? ）を入れてください。
発明等の名称
発明
考案
意匠
品種
(該当するものに〇）
発明等にいたった研究課題
この発明等は私（達）が単独で行いました。
この発明等には、学外に下記の共同発明者等がいます。
学外共同発明者等の有無
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Industry co‐ownership of university patents much
more common in Japan 海外では大学と企業の共同
出願は日本ほど一般的ではない
A. Approx. no. B. A (i.e.
(i univ
i
US patents
patents) per $1
issued 2008/4‐
billion univ
2009/3 where
h
R&D spend
d
one assignee is
a university in
this country

C. % off A
C
where at least
one co‐
assignee
i
is
i a
private co.

D. % off C
where co‐
assignee is a
f i co
foreign

Canada
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10

50
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38

4
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33

125
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6
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2250
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USA
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Startups
p
大学発ベンチャー (スタートアップ)
３ models
d l ffor startups
t t
lilinking
ki tto SV 大学発ベンチャーと
大学発ベンチャ と
シリコンバレーがつながる3つの可能性
1 Startup grows in Japan,
1.
Japan makes alliances,
alliances etc with US
companies スタートアップを日本で育て、後に米国
の企業等と連携
2. Startup based upon Japanese university discoveries
grows in America 日本の大学の研究成果に基づい
て アメリカでスタートアップを起業する
て、アメリカでスタ
トアップを起業する
3. One company established in Japan, another in
America 日本からの研究成果に基づいて、日本に
一つの会社を設立し、アメリカにも一つの会社を設
立する
2011/9/24

R. Kneller

7

Why not rely on established companies
to develop
p universityy discoveries?
大学の研究成果を開発するのは既存の大企業
に任せてしまえばよいのではないか
• If the environment is supportive, startups are definitely
more innovative than established companies—at least
i pharmaceuticals.
in
h
i l
環境が整っていれば、スタートアップ企業の方が既存の
大手企業よりも革新的である （特に 創薬 医療機器
大手企業よりも革新的である。（特に、創薬、医療機器、
ソフトウェアおよびITにおけるいくつかの分野）
2011/9/24
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Summary of findings
from analysis of 252 new drugs
approved by the US FDA 1998
1998‐2007
2007
米国医薬品局承認の新薬252項目の分析

• 215 new molecular entities (NMEs, mostly small
molecules) 新規化合物
• 98 priority approved NMEs (provide substantial benefit over
existing drugs) 治療上の進歩に重要である可能性のため
に優先審査認定を受けた薬剤
• 117 standard approved NMEs 通常の認定を受けた薬剤

• 37 new therapeutic
h
i biologics
bi l i (NTBs,
(NTB large
l
protein‐based drugs) 新規治療目的生物製剤
2011/5/20
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Biotechs especially
p
y important
p
for earlyy development
p
of scientifically novel university drugs
大学で生まれた科学的に新規な薬剤の早期開発に重要な
大学
まれた科学的 新規な薬剤 早期開発 重要な
バイオベンチャー企業
U>B drugs 大学から生まれてバイオ
大学から生まれてバイオベンチャーが育てた薬剤
ンチャ が育てた薬剤
U>P drugs 大学から生まれて大手製薬企業が育てた薬剤

• U>B drugs are more innovative than U>P drugs.
drugs
• Early development by major multinational
pharmas of scientifically novel university drugs is
veryy rare. 大学で生まれて、科学的に新規な薬剤が大
手製薬企業によって早期開発されることはまれである

2011/5/20
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Marketed drugs arising from collaborations
b
between
Japanese or C
Continental
i
l European
universities and established companies
p
日本や欧州の大学と大手製薬企業の共同研究から
生まれて商品化された薬剤

• No more innovative than average
g for these
countries 特に革新的ということはない。
• History
Hi t
suggests
t ffew iinnovative
ti d
drugs will
ill
reach market from such joint research
collaborations. 過去のデータでは共同研究から革
新的な薬剤はほとんど商品化されていない。
2011/5/20
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Key points
• New companies are vital for pharmaceutical innovation
and public health. ベンチャー企業は創薬と大衆の健康にとって

決定的に重要である。
– Especially with respect to university
university‐discovered
discovered compounds,
compounds
biologics, and orphan drugs. 特に大学発の化合物、生物製剤、
オーファンドラッグに関しては重要である。
• Why
Wh should
h ld we think
thi k other
th fields
fi ld are different?
diff
t? 他の分野
では事情が違うと考える理由はあるのだろうか
– such as medical devices, bio materials, regenerative
g
medicine,
material science, etc. 少なくとも医療機器、バイオマテリアル、
少なく も 療機
バ オ
再生医療、マテリアルサイエンスでは同様である。

[Other factors are also important: NIH funding, large
numbers of well trained/mobile researchers, capital
availability]
2011/5/20
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What about science‐based
science based startups
p
in Japan?
科学技術分野を専門とする日本の
ベ
ベンチャー企業はどうなのか
企業はどうな か

2011/9/24

R. Kneller

16

Progress for Japanese biotechs
日本バイオベンチャーの歩み
In 2004, about 135 Japanese biotechs were developing new Japanese
discovered medical therapies
2004年には 日本のバイオベンチャ 約135社が日本で発明された新しい治
2004年には、日本のバイオベンチャー約135社が日本で発明された新しい治
療関連（薬等）の開発を進めていた。
About 5 had new drugs (or other therapies) on the market or in clinical trials
うち約5社に臨床試験段階にあるか既に承認を受けた新薬（あるいは治療）6
件があった。
• In 2009,, about 115 therapeutic
p
oriented biotechs had about 45 new Japan‐
p
discovered therapies on the market or in clinical trials
2009年には、バイオベンチャー約115社が治療関連（薬等）の開発を進めてお
り うち約27社に臨床試験段階にあるか既に承認を受けた新薬（あるいは治
り、うち約27社に臨床試験段階にあるか既に承認を受けた新薬（あるいは治
療）約45件があった。
• Probably better than France or Italy, maybe even Germany
フランスやイタリア、おそらくドイツよりも進んでいる。
ラ
やイタリア おそらくドイ よりも進んでいる

•
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Additional positive evidence
その他の肯定的事実
• More graduates of top ranked universities are
p
startingg companies
より多くのトップランクの大学の卒業生が起業を始
めている。

• Companies formed after 2003 grew faster
than
h those
h
formed
f
d prior
i to 2003
2003年以降に設立された企業は、2003年以前のも
のよりも急速に成長している

2011/9/24
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But outside of biomedicine and software,
few Japanese university startups are on a
growth trajectory
日本の他の分野の大学発ベンチャーは成長軌道に
本 他 分野 大学発ベ
は成長軌道
のっているものはわずかである
Exceptions that prove the rule 例
• U Tokyo: ASM, Morpho
• Tohoku U: Ideal Star, MEMS Core
• Keio U: SIM‐Drive & Soundpower
• Nagoya Institute of Technology: DDS
• Tsukuba University: Cyberdyne
• Saga University: Xenesys
• There are others …. But are there many?
2011/9/24
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Weaknesses in Japan’s
p
entrepreneurial
p
ecosystem
y
日本の起業家生成システムの弱点
1 H
1.
Human resources llocked
k d up iin old
ld organizations
i ti
人材は 古い組織の中に
人材は、
閉じ込められている
2. Limited access to capital 資金へのアクセスは制限されている
3 Autarkic
3.
A t ki ((self‐reliant)
lf li t) innovation
i
ti strategy
t t
iin llarge companies
i 大企業は自前
主義によるイノベーション戦略を維持する
4. Pre‐emption of university researchers’ discoveries & time by large companies
大学共同研究における大企業のプリエンプション
5. Emphasis on welfare of employees, rather than speed 企業はスピードよりも、
従業員の福利厚生を重視
6 Hesitancy to build disruptive companies that will take market share from
6.
existing companies アントレプレナーは既存の企業から市場シェアを奪う企
業を構築することを躊躇する
7. The way government funds for university research are distributed does not
encourage path‐breaking research 政府による大学への研究助成金の配
分は、革新的な研究を奨励しない
8. Language barrier inhibits global networking by entrepreneurs グローバル
ネ ト
ネットワークを阻害する言葉の壁
クを阻害する言葉 壁
2011/9/24
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One wayy around these challenges
g
1つの解決策として
• Help Japanese startups grow by linking to the
y
Silicon Valleyy ecosystem
日本のスタートアップをシリコンバレーのエコシステ
ムにつなげることによって成長を支援できるのでは
ないか

2011/9/24
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Some components of SV ecosystem
•
•
•
•
•
•

Universities 大学
Incubators インキュベ
インキュベーター
タ
Contract design/fabrication facilities 契約
Alliance / M&A partners 提携先
Customers 顧客
Investors 資金

2011/9/24
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US Universities
シリコンバレーを支える米国の大学

• Validation
lid i & expanded
d d applications
li i
off
startup’s technology スタートアップ企業の技術
の検証 応用
の検証・応用

• Clinical trials 臨床試験
• Open laboratory facilities オープンラボ
– Example: Berkeley’s
Berkeley s MEMS lab カリフォルニア大
バークレー校MEMSラボ
• Science and entrepreneurship training 人材の
育成
2011/9/24
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Berkeley’ss Marvell MEMS lab
Berkeley
• Complete MEMS design and fabrication facility
デザインからモデル作製までのプロセス
デザイン
ら デル作製ま
– for semiconductors,
– sensors,
sensors
– microfluidic devices, etc.

• Any company can use. 誰でも利用できる（費用さ
え払えば）
– fee system.
2011/9/24
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Contract laboratories for prototyping
and initial fabrication
プ
プロトタイプ作製の民間ラボの存在
プ
ボ

• Some will work with inventors who have only
a conceptt 発明者の考えをもとに作製
• Usuallyy fee for service 費用ベース
– do not take stock/equity 株式等は受け取らない。
– do not try to control the startup スタ
スタートアップの
トアップの
経営には口を出さない。
2011/9/24

R. Kneller

25

Incubators
•

インキュベーター

There are some not‐for‐profit incubators for early stage (proof of concept)
development work
初期段階を支援する非営利目的のインキュベーター
– Can be valuable sources for mentoring and networking
メンター/ネットワーク

•

For‐profit
For
profit incubators are often linked to a venture/angel fund
営利を目的とするインキュベーターは資金調達を支援することが多い
– fund managers usually hold stock and choose the management and
engineering teams
株式を所有し、経営陣と技術チームを指名する

– Suitable for a Japanese inventor who wants to entrust development of his/her
discovery to a skilled, fast‐moving, market‐oriented team.
研究開発の商品化に向けて有能かつ迅速なチームに任せたい日本の発明者向け
研究開発の商品化に向けて有能かつ迅速なチ
ムに任せたい日本の発明者向け
• Issues to negotiate: Inventor’s role and share of equity. 発明者の役割と株式分配

– Engineers often recruited from floating talent pool in Silicon Valley
エンジニアはシリコンバレーの人材プールから調達される
• Well paid 高い報酬
• No such thing as “long term employment” 長期雇用を常としない

– Some of the bench work done in the incubator, some outsourced.
インキュベーター自身が関わることもあるが
インキュベ
タ 自身が関わることもあるが、外部に依頼することも多い
外部に依頼することも多い
2011/9/24
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Angels
g and Venture Capital
p (VC)
( )
エンジェル投資家とベンチャーキャピタル
•

Distinction between angels (individual investors) and VC companies is
becoming blurred.
エンジェル投資家とベンチャーキャピタルを明確に分ける定義はもはや存在しない

– More useful distinction: early vs late stage investors
むしろ重要なのはその投資家が初期段階において投資するタイプか後期段階において投
資するタイプか

•

Investors are often former entrepreneurs.
投資家は元アントレプレナ である
投資家は元アントレプレナーである

•

Information is shared widely between investor groups.
情報は投資家グループの間で共有されている

•

Investors are concerned most about management team and getting to
market quickly, less about technology or science.
投資家は技術や科学よりも経営陣や迅速な商品化を第一に考える
– But innovative
innovative, “cool”
cool , “break
break though
though” technology important for initial “go”
go or
“no go” decision.
それでも革新的で斬新で「クール」な技術は投資の決定に重要である

2011/9/24
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Investors (continued)
•

Prefer to invest in high risk,
risk high‐potential‐return
high potential return companies (gazelles ガゼ
ル) rather than companies aiming for modest improvements in existing
products
投資家は既存の商品に改良を加える企業よりは高リスク高リターンの企業に投
投資家は既存の商品に改良を加える企業よりは高リスク高リタ
ンの企業に投
資することを好む

•

Generally prefer M&A (i.e., acquisition, buy out, trade sale) as exit, rather
than IPO
上場するよりも合併吸収を好む

•

Several early stage VC funds have major Japanese companies as limited
partners (LPs)
初期段階投資型のベンチャーキャピタルの中には日本の企業をリミテッドパート
ナーとしているところもある
– Especially in bio devices バイオ機器
– Trade sale to Japanese company is a realistic exit option.
option 日本企業へのト
レードセールは現実的
– But Japanese companies have reputation of being slow. 日本企業は「遅い」こ
とで有名である

2011/9/24
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More on M&As
• Purchasing new companies is a way for large
p
to diversifyy into new areas
companies
ベンチャー企業の吸収は大企業にとって新領域参入へ
の糸口

• Autarkic innovation strategy results in frequently
b i behind
being
b hi d the
h competition
i i in
i new fields
fi ld off
technology.
技術の新領域では、自前主義によるイノベーションは
技術の新領域では
自前主義によるイノベ ションは
競争に弱いことが多い
2011/9/24
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Idea
Startup
formation
& initial
funding

I
Investors
t
(usually lead
by venture
capital)
p )

Prototype

Proof of
concept

Acquisition
by larger
company
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Illustrative examples
• Simple licensing: Riken’s/DNAform cDNA
gy to FivePrime ((South San Francisco))
technology
• Consultation plus licensing: Dr. Yamanaka’s iPS
cells discovery to iZumi/iPerian.
iZumi/iPerian (South SF)
– In exchange for iPerian transfering Dr. Sakurada’s
iPS discoveries (made in Bayer, Japan) to Kyoto U.

• [unnamed]
[
] U Tokyo
y drugg discoveryy platform
p
biotech with multiple pharma alliances.
2011/9/24
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examples (cont.)
(cont )
• San Bio
– (Mountain View) neurologic regenerative medicine

• Acucela
– (Seattle) macular degeneration therapy

• REGiMMUNE
– (Mountain View lab) prevention of graft vs host disease in
bone marrow transplant patients

• Access to p
persons with clinical trial expertise
p
was a keyy
reason for establishing US operations in 3 above cases.
• Seiko Wave: non‐radiological 3‐D imaging (Japanese
optical
ti l expertise
ti + data
d t managementt algorithms
l ith ffrom
University of Kentucky)
– Twin companies, one in Japan, one in US
2011/9/24
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Caution
• Bringing Japanese startups to SV has been tried before (e.g.,
JETRO’s San Jose incubator)
日本のスタートアップとシリコンバレーを連携させようという試みはこれま
でにもなされてきた。（例：JETRO）
– Few successes. ほとんど成功していない
– Among the successful companies, the English ability of the Japanese
managers was important 成功しているケースでは日本人マネージャーの英
語運用能力が重要になる

• Most incubators do not have human resources to devote to
networking
インキュベーターにはネットワーク構築に時間を割くための人材はいな
イ
キ ベ タ にはネ ト
ク構築に時間を割くため 人材は な
い

• Networking and finding alliance partners is not easy.
ネットワーク構築も提携先探しも容易ではない
ネ
ク構築も提携先探 も容易 はな
– Good English communication skills are essential
英語運用能力が不可欠である
2011/9/24
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Conclusions
•

Nothing is free タダなものはない
– SV professionals are mobile but not cheap
シリコンバレーの人材は優秀だが、高くつく

– Outsourced design and prototyping is expensive
デザインや試作品作成を他社に委託するのも高くつく

– High octane VC investment and incubation comes at a price—loss of control.
ベンチャーキャピタルによる投資や開発はコントロールを失うかもしれないというリスクを伴
う
• If founder remains involved, it’s like riding a tiger.

•

Must move quickly 迅速に行動しなければならない

•

But potential rewards are great 成功すれば素晴らしい
– Most medical devices on market were probably developed by VC backed
startups
p
商品化されている医療機器の大半はベンチャーキャピタルによって資金調達をえたスター
トアップによるものである

2011/9/24
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Conclusions (cont
(cont.))
• A
American
i
universities
i
iti are probably
b bl an underutilized
d tili d resource for
f
Japanese entrepreneurs
日本の起業家は米国の大学を活用していない
– Can
C provide
id validation
lid i off the
h startup’s
’ technology
h l
and
d expand
d its
i
application 米国の大学がスタートアップ企業の技術の検証や応用
に役立つかもしれない
– Advice and networking アドバイスやネットワーク構築
– Training アントレプレナー精神を理解する研究者育成の場
• e.g., post doctoral year for entrepreneur or key startup scientist

• Must consider the startup’s core capabilities & needs when deciding
whether to stay in Japan or move to America.
スタートアップ企業が日本にとどまるか、米国に拠点を移すかを決定す
プ
が
るには、その能力と何が必要であるかを見極める必要がある
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Thank you for
your attention
and comments.
ご清聴ありがとう
ございました。
ございました
コメントや感想を
歓迎いたします。
歓迎いたします
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