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名称 ・略称の一覧  

本報告書では、以下のとおり名称及び略称の統一を図る。 
 
名称・略称 

本報告書での表記 正式名称・意味等 
大学発ベンチャー 下記のいずれかに当てはまる企業と定義する（経済産業省）1。 

・研究成果ベンチャー： 
大学で達成された研究成果に基づく特許や新たな技術・ビジネス手

法を事業化する目的で新規に設立されたベンチャー 
・共同研究ベンチャー： 
創業者の持つ技術やノウハウを事業化するために、設立 5 年以内

に大学と共同研究等を行ったベンチャー 
・技術移転ベンチャー： 
既存事業を維持・発展させるため、設立 5 年以内に大学から技術移

転等を受けたベンチャー 
・学生ベンチャー： 
大学と深い関連のある学生ベンチャー 
・関連ベンチャー： 
大学からの出資がある等、その他大学と深い関連のあるベンチャー 

新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付

を受けることができる権利 2。 
ベンチャーキャピ

タル（VC） 
ベンチャー企業に出資して株式を取得し、将来的にその企業が株式

を公開（上場）した際に株式を売却し、大きな値上がり益の獲得を

目指す投資会社や投資ファンド 3。 
ロックアップ 株主の株式売却を一定期間制限すること 4。 
リビングデッド ベンチャー企業が上場も倒産もせずに存続している状態。 
EXIT 投資回収のこと。一般に、株式公開（IPO）や事業売却（M&A に

よる第三者への売却）により達成される。 
 
 
  

                                                   
1 経済産業省「平成 29 年度産業技術調査事業（大学発ベンチャー・研究シーズ実態等調査）報告書」、

2018 年 
2 会社法第 2 条 21 号 
3 経済産業省「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き（第二版）」、2018 年 
4 AZX 総合法律事務所、起業家&経営者のための法務・会計用語集サイト「ロックアップ条項」、

https://www.azx.co.jp/glossary/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3
%83%97%E6%9D%A1%E9%A0%85/?hilite=%27%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2
%E3%83%83%E3%83%97%27 
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1． 事業の背景・目的 

我が国の大学発ベンチャーの質・量を増していくためには、大学が、大学発ベンチャーに

対して効果的に技術シーズのライセンスや施設・設備の提供を行い、また人的な支援を行っ

ていくことが重要である。 
平成 29（2017）年 8 月に文部科学省が発出した通知文書「国立大学法人及び大学共同利

用機関法人が株式及び新株予約権を取得する場合の取扱いについて」では、国立大学法人が

ライセンスの対価として株式・新株予約権を取得できることに加え、大学発ベンチャーの施

設利用料やコンサルティング料の対価としても株式等を取得できることが明確化された。

さらに、平成 30（2018）年 12 月に成立した「科学技術・イノベーション創出の活性化に

関する法律」により、大学が大学発ベンチャーの支援の一環として株式・新株予約権を取得

することが可能である旨が初めて法律上明記されることとなった。 
設立間もないベンチャー企業は一般的に資金が潤沢でないことから、大学は、ライセンス

等の対価として株式等を取得するという方法も選択肢の一つとして活用しながら、大学発

ベンチャーを支援していくことが期待される。 
実際に大学がライセンス等の対価として株式等を取得した実績は、国立大学のみならず、

従来ライセンス等の対価としての株式等の取得が可能である私立大学においても、ごく少

数にとどまっている状況が続いていたが、近年は取得した新株予約権を行使することで得

た株式を売却し、大学が売却益を得た事例等も見られるようになった。 
国公私立を問わず、大学が実際に株式等を取得する際には、大学発ベンチャーの成長を積

極的に促す観点を持ちながらも、大学の利益を損ねないよう利益相反の問題に留意しなが

ら判断することが求められるとともに、財務・会計上の処理を適正に行う必要がある。そこ

で本調査では、大学が今後株式や新株予約権の取得を行うに当たり、上記のような課題や必

要な体制について基本的な考え方を整理し、また一連の手続における具体的な留意点につ

いて取りまとめることを目的とする。 
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2． 事業の実施内容及び実施方法の概要 

2.1  調査の全体像 

大学が今後株式や新株予約権の取得を行うに当たり、考えられる課題や必要な体制等に

ついての基礎情報・事例の収集・整理を「2.2 海外大学における大学発ベンチャーへの支

援とその対価の取得に関する調査」、「2.3 国内大学における株式等取得に関する調査」で

行った。さらに、これらの調査結果等を元に、基本的な考え方の整理や一連の手続における

具体的な留意点についての取りまとめ方法を「2.4 委員会の開催」で委員とともに検討し

た。 
以上から得られた調査結果や意見等を元に、アウトプットとして日本の大学が大学発ベ

ンチャーの株式・新株予約権取得に係る業務を行うための各業務における基本的な考え方

を整理した手引き（2.5 大学による大学発ベンチャー株式・新株予約権取得等に関する手

引き）と、調査結果全体をまとめた成果報告書（本書）を作成した。 
 

 

図 2-1 調査の全体像 

出所）三菱総合研究所が作成 

以下、2.2 ～2.4 では、各調査についての概要を示す。また 3．以降、それぞれの詳細

を示す。 

2.2  海外大学における大学発ベンチャーへの支援とその対価の取得に関する調査 

大学ベンチャー創出の好事例を有する海外の大学 3 者と、同大学の大学発ベンチャー3 者

2.2 海外大学における大学発
ベンチャーへの支援とその対

価の取得に関する調査

2.3 国内大学における株式等
取得に関する調査

2.4 委員会の開催

2.5 大学による大学発ベンチャー株式・新株予約権取得等に関する
手引き

成果報告書の作成

基礎情報・事例の収集・整理

調査方針・調査結果の検討

調査結果とりまとめ（アウトプット）
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に対して、海外現地ヒアリング調査を行った。加えて海外の大学 1 者について、遠隔による

ヒアリング調査を行った。 

2.2.1 海外大学へのヒアリング調査 

大学発ベンチャー創出の好事例を有する海外の大学を対象として、①大学側の具体的な

支援内容、②支援体制及び支援に対する対価の取得方法、③支援の対価として株式等を取得

している事例についてのヒアリング調査を行った。 
③支援の対価として株式等を取得している事例については、株式等取得に至る経緯、株式

等取得の名目（例えば、ライセンスの対価等）、大学側での株式等の取得の体制や方法（例

えば、学内ルールの整備状況等）、株式等売却時の手法等についてヒアリング調査を行った。 

2.2.2 大学発ベンチャーへのヒアリング調査 

「2.2.1 海外大学へのヒアリング調査」で調査対象とする大学の大学発ベンチャーに対

して、大学からの支援によりどのようなメリットを享受しているか、あるいは課題を抱えて

いる場合にはどのような対策を行っているかについて、ヒアリング調査を行った。 

2.3  国内大学における株式等取得に関する調査 

株式等取得の実績がある国立・私立大学計 4 者と、そのうち 3 大学の大学発ベンチャー

計 4 者に対して、ヒアリング調査を行った。 

2.3.1 国内大学へのヒアリング調査 

株式等取得の実績がある国立・私立大学に対し、株式・新株予約権取得に当たっての学内

ルールや、株式等取得や売却時に当たって行った検討内容、株式等取得によるメリットや課

題、課題に対する対策についてヒアリング調査を行った。 

2.3.2 大学発ベンチャーへのヒアリング調査 

「2.3.1 国内大学へのヒアリング調査」で調査対象とする大学の大学発ベンチャーに対

して、大学からの支援の対価として株式等を付与することに関するメリットや課題につい

てヒアリング調査を行った。 

2.4  委員会の開催 

大学が今後ライセンス等の対価として株式や新株予約権の取得を行うに当たっての基本

的な考え方を整理し、また一連の手続における具体的な留意点について取りまとめるため、

4 回の委員会を開催し検討を行った。 

2.5  大学による大学発ベンチャー株式・新株予約権取得等に関する手引き 

株式・新株予約権の取得・被取得経験のある国内外の大学・大学発ベンチャーに対するヒ
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アリング調査及び有識者委員会による検討から得られた示唆に基づき、日本の大学が大学

発ベンチャーの株式・新株予約権取得に係る業務を行うための各業務における基本的な考

え方を整理した手引き「大学による大学発ベンチャー株式・新株予約権取得等に関する手引

き～知的財産権のライセンスに伴う新株予約権の取得を中心に～」を作成した。 
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3． 海外大学における大学発ベンチャー5への支援とその対価の取得に関する調

査 

3.1  調査対象大学・企業 

以下に、ヒアリング対象を示す（表 3-1）。 

表 3-1 海外大学・大学発ベンチャーヒアリング対象 

大学 大学発ベンチャー 大学発ベンチャーの事業分野 
スタンフォード大学（私立） A 社 医薬品 
カリフォルニア大学バークレ

ー校（州立） 
B 社 

センサー 

テキサス大学オースティン校

（州立） 
C 社 

ロボット 

ニューメキシコ大学（州立） － － 
 
上記に加え、米国の大学全般の技術移転全般に詳しい、米国企業関係者等からの情報提供

も受けた。 

3.2  調査項目 

調査項目は以下のとおりである。大学向け、企業向けの 2 種類をそれぞれ示す。 

3.2.1 大学向けの調査項目 

(1) 大学発ベンチャーへの支援内容の全体像 

 組織のミッションや近年の大学・産業等の動向、大学発ベンチャーのニーズ等を踏

まえた支援内容の工夫や重点化の内容 

(2) 大学発ベンチャーからの株式・新株予約権（株式等）取得に当たっての基本的な考え方

や実績 

 大学発ベンチャー等から株式等を取得する対価となる支援（名目） 
株式等取得の実績 

 支援対象としている企業のうち、株式等を取得しているおおよその割合 
 大学発ベンチャーの株式等を取得する大学側の目的、意義、リスク 
 株式等の提供に対する大学発ベンチャー側の期待の想定 

（主にメリットを享受する成長フェーズや、期待される成長への寄与の内容） 
 上記の大学側の目的・意義や大学発ベンチャー側の期待の実現状況 

                                                   
5 本項の「大学発ベンチャー」は主に米国の大学発ベンチャーを指すが、冒頭の「単位・名称・略称の一

覧」で示した日本の大学発ベンチャーの定義には必ずしも当てはまらないことに留意が必要。 
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（株式等を取得した大学発ベンチャーの M&A・IPO 等の実現状況、現在の事業状

況や、大学が得られたキャッシュ等の状況） 

(3) 株式等取得に関する体制や、各プロセスの検討事項における方針や取組状況 

1）体制 

 株式等取得・売却を担当する部署、意思決定の主体 
 意思決定の契約スピードを加速するための工夫（Fast track 制度等） 

2）各プロセスの検討事項における方針や取組状況 

a 株式等の取得時 

 株式等の取得対象とする大学発ベンチャー 
 株式・新株予約権取得、それぞれのメリットやデメリットの考え方 
 適切と考える各企業から取得する株式等のシェア、行使期間やその理由 
 発明者の対価や、行使時の払込金や税金負担分の確保のための工夫 
 株式等取得の利益相反に関連するマネジメント（通常の利益相反マネジメントに

対して、株式・新株予約権取得に関連して行っている特別な対応） 
 上記以外で株式等取得の際の検討事項や、それに関する方針や取組状況 

b 株式の保有時 

 （新株予約権の場合）適切と考える新株予約権行使のタイミング 
 （新株予約権・株式の場合）適切と考える株式売却のタイミング、その方法 
 株式等を取得した企業がリビングデッドの状態となった場合の対応 

c 株式の売却時 

 株式売却時のインサイダー取引回避の取組（情報管理、体制の工夫） 
 毎年の株価の変動を受けた会計処理や、株式売却により得られた現金の会計処理

等における留意点 

3.2.2 企業向けの調査項目 

(1) 大学との関わり 

 設立のきっかけ 
 現在の事業内容や経営の状況 
 大学での研究成果や、職員や研究者等の人材と企業との関係性 
 大学から受けている支援活動の内容 

（知的財産権のライセンス、施設や機器提供、技術や経営支援等） 
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(2) 大学への株式や新株予約権の付与に至った事例 

1）株式・新株予約権（株式等）付与に至る経緯やその名目 

 株式等取得の名目となった大学側の支援活動の内容 
 上記を受けた時期（大学発ベンチャーの成長ステージにおける時期） 
 大学への株式等の付与に関して当初期待したこと 
 大学への株式等付与の際の交渉事項や、各事項に関する会社のニーズとその背景 

 現金と株式等の割合 

 大学との交渉期間 

2）大学による支援や、株式・新株予約権付与後の経緯 

 支援後、短期・長期的に享受した効果 
（製品開発の進展や経営状態の改善等の直接的な効果及び、ネットワークの構築

や対外的なプレゼンスの向上等の間接的な効果等） 
 大学による株式の維持の状況 

(3) 今後の大学への期待 

 上記の事例の経緯において、特に課題となった点、その解決策や未解決の点 
 株式等の付与により今後更に受けたいと考える支援の内容 

3.3  調査結果 

各大学、企業に対して、3.2.1 で示した調査項目に基づいてヒアリングを行い、得られ

た結果を以下のように整理した。なお、ヒアリング調査に当たっては、各調査項目について、

ヒアリング対象者が回答できる範囲での回答を得た。 
ヒアリング結果の詳細については、「7.1 海外大学における大学発ベンチャーへの支援と

その対価の取得に関する調査結果」で示す。 

3.3.1 大学発ベンチャーへの支援の意義 

大学へのヒアリングによると、地域の経済成長、雇用創出等を目的として、大学の技術を

社会に広めることが技術移転部署のミッションとなっている。そのため、当該ミッションの

達成に貢献できると思われる大学発ベンチャーを支援することが大学にとって重要である

との意見が多く聞かれた。 

3.3.2 大学発ベンチャーからの株式等取得に関する考え方及び実績 

現地調査では、大学発ベンチャーからの株式等取得の意義として、ライセンスの対価とし

て、イニシャル・フィーの一部の代わり、大学発ベンチャーから株式等を取得することでキ

ャッシュのない大学発ベンチャーへのサポート、大学発ベンチャーのブランド向上（投資家
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への訴求力の向上）、大学発ベンチャーを外部からの競合から守ること等の意見が聞かれた。 
株式取得の実績について、ヒアリングを行った大学のうち、州立大学は株式取得に積極的

ではなく、件数や全体に対する割合が大きくなかったが、私立大学は、比較的にその割合が

高かった。 
また、株式取得に比較して新株予約権取得は、米国大学に望まれない傾向があることがう

かがえた。新株予約権を取得する大学もあったが、その件数は非常に少ないとのことであっ

た。新株予約権の権利確定条件等の制約があり、大学としては扱いにくいものとなっている

ため、米国大学では、新株予約権取得は普及していないとの意見もあった。 

3.3.3 株式等取得・管理・売却に関する体制 

大学発ベンチャーからの株式等取得等を含めたライセンスに関する交渉は、大学発ベン

チャーと技術移転部署の担当者で直接的に行うことが一般的であった。取得した株式の管

理は財務担当部署（州立大学の場合は大学システム傘下の財務担当部署）で行われているこ

とが多かった。なお、州立大学の場合、個々の大学発ベンチャーの株式等取得の判断は、大

学システムではなく、各大学が行うことが一般的のようであった。 
また、大学発ベンチャーへのライセンスのやり取りをスピーディに行う仕組みとして、フ

ァスト・トラック（Fast Track）制度を導入した大学も確認された。同制度では、取得する

株式等やロイヤリティの支払額等について型が用意されており、この型に基づいて交渉を

簡略化し、オンラインで契約が可能になり、工学や化学、コンピューター等留意点が比較的

に少なく、ライセンスの金額も大きくない分野では利用実績が確認された。その他、一部の

ライセンスのやり取りは、Simple Agreement for Future Equity（SAFE）という型を用い

て、企業がやり取りしやすいような工夫がなされている大学もあった。 

3.3.4 株式等取得・保有・売却の各プロセスにおける方針や取組 

(1) 株式・新株予約権の取得時（ライセンス等の契約時） 

株式等の取得対象とする大学発ベンチャーについては大学によって考え方が異なった。

私立大学は、州立大学に比べて積極的に株式等を取得する傾向が見られた。技術の実現性が

高く、IPO 等まで至る可能性が高い大学発ベンチャーについて、必ず株式等を取得すると

いう方針を持っている私立大学があった。一方、州立大学は、州民の税金で活動している以

上、レピュテーション・リスクを常に考えなければならない立場であるため、大学のレピュ

テーションに悪影響を与えるような分野で活動する大学発ベンチャーを支援対象としない

等、支援対象となる大学発ベンチャーを慎重に選定する州立大学が多かった。 
現地調査では、ライセンスの条件として、大学発ベンチャーにイニシャル・フィー（アッ

プ・フロント・フィーともいう）、株式等、ロイヤルティ、マイルストーン・フィー、チェ

ンジ・オブ・コントロール・フィー等の組合せで求めるケースが多かった。それぞれの額、

比率は技術移転の担当者の経験に基づいて設定する大学が多かったが、現地調査等で収集

した情報に基づき、イニシャル・フィーと株式等の取得率の相場観を以下に整理した。 
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 イニシャル・フィーについて 

 一件のライセンスに当たり、2.5～5 万ドル（出願費等とは別）のイニシャル・フ

ィーを求める事例が複数の大学で確認された。なお、イニシャル・フィーは技術

の分野によって異なり、ライフサイエンス分野が高く、材料分野が比較的に低く

設定されているとの意見があった。 
 資金のない大学発ベンチャーに対して、初年度に一括でイニシャル・フィーを求

めるのではなく、例えば 1 年目に 1 万ドル、2 年目に 2 万ドル等段階的に支払っ

てもらう仕組みをつくり、大学発ベンチャーの初期負担の軽減のための工夫をな

されている大学もあった。 

 株式等の取得率について 

 現地調査では、各大学発ベンチャーからの株式等の取得率は流動的に設定される

ケースが多かった。株式等の取得率は大学によって異なるが、取得率は 2～8%が

相場のようであった。なお、大学のインキュベーター施設を利用している大学発

ベンチャーについては、取得率を低く設定する事例も確認された。 
 大学発ベンチャーの全株式における大学の取得率（シェア）は大学の技術移転担

当者の経験に基づいて設定されることが多いが、特定分野ではベンチャー企業が

一般的に納得できる水準が存在するようであり、基本、大学と大学発ベンチャー

がその水準を軸に取得率について交渉を行うことが多いとのことであった。例え

ば、物理科学分野は取得率が 5～8%で設定する大学も事例として紹介された。な

お、同数字の根拠について大学の担当者にうかがったところ、米国全土でトップ

80 の大学と提携し、大学発ベンチャーへの出資等を行っている Osage Venture 
Partners という大手 VC 会社があり、同社が分野別の株式等取得率の平均値を

算出しており 6、これらの数字に基づいて大学の技術移転の担当者が自校の水準

を設定することが多いとの意見があった。 

現地調査では、ライセンスに加えて他のサービスの総合対価として、株式等を取得する大

学の事例が確認できなかった。いずれの大学も提供するサービスごとに、1 対 1 で株式等の

取得率（シェア）を設定しているようである。 

(2) 新株予約権の保有時 

大学へのヒアリングによると、株式保有時の、大学の企業への関与について、企業運営が

大学の役割ではないという考えから、議決権はどの大学も行使していない。進捗報告書、ロ

イヤルティ・レポート等を企業から入手し、それに基づいて事前に設定したマイルストーン

の達成状況を確認する等、ライセンスを受けた企業が適切に技術の商品化を行っているか

否かをモニタリングすることが一般的のようであった。 
利益相反マネジメントは、大学発ベンチャーから株式等を取得した場合でも、通常と変わ

らない手順で利益相反をマネジメントしている大学が多かった。 

                                                   
6 これらの数値は一般公表されておらず、同社と提携している大学にしか共有されていない。 
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(3) 新株予約権の行使・株式の売却時 

適切な株式売却のタイミングについて大学の担当者に聞いたところ、株式等の運用方法

等について大学にノウハウがないため、株式等の資金化ができるタイミングですぐに保有

株式等を売却することが大学の方針であるとの回答が多かった。具体的には、大学発ベンチ

ャーの IPO の 6 か月後に 50%、さらに 6 か月後に 25%、6 か月後に最後の 25%と、ロック

アップ期間（ロックアウト期間ともいう）が解禁されたら保有している株式等を売却する事

例が複数の大学から聞かれた。 
上述のように保有する株式を機械的に売却することは、インサイダー取引を回避する対

策の 1 つとして位置づけられていた。また、企業から入手した進捗報告書は技術移転部署

から財務部署に共有しない、システム上の情報へのアクセス権を制限する等により、インサ

イダー取引のリスク管理のための工夫がなされていることが確認された。 
  



11 
 

4． 国内大学における株式等取得に関する調査 

4.1  調査対象大学・企業 

以下に、ヒアリング対象を示す（表 4-1）。 

表 4-1 国内大学・大学発ベンチャーヒアリング対象 

大学 大学発ベンチャー 
東京大学（国立） ペプチドリーム株式会社 

九州工業大学（国立） 
株式会社しくみデザイン 
株式会社 NSCore 

慶應義塾大学（私立） 株式会社ブイキューブ 

4.2  調査項目 

調査項目は以下のとおりである。大学向け、企業向けの 2 種類をそれぞれ示す。 

4.2.1 大学向けの調査項目 

(1) 大学発ベンチャーへの支援内容の全体像 

 大学発ベンチャー支援の関連組織の概要と役割分担、その背景 
 組織のミッションや近年の大学・産業等の動向、大学発ベンチャーのニーズ等を踏

まえた支援内容の工夫や重点化の内容 

(2) 大学発ベンチャーからの株式・新株予約権（株式等）取得に当たっての基本的な考え方

や実績 

 大学発ベンチャー等から株式等を取得する対価となる支援（名目）や株式等取得の

実績 
※寄附としての取得も含む。 

 大学発ベンチャーの株式等を取得する大学側の目的、意義、リスク 
 株式等の提供に対する大学発ベンチャー側の期待の想定 

（主にメリットを享受する成長フェーズや、期待される成長への寄与の内容） 
 上記の大学側の目的・意義や大学発ベンチャー側の期待の実現状況 

（株式等を取得した大学発ベンチャーの M&A・IPO 等の実現状況、現在の事業状

況や、大学が得られたキャッシュ等の状況） 

(3) 株式等取得に関する体制や、各プロセスの検討事項における方針や取組状況 

1）体制 

 株式等取得に担当する部署、意思決定の主体 
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 株式等取得に関連する、上記の主体による意思決定のプロセス 
 意思決定のスピードを加速するための工夫 

2）各プロセスの検討事項における方針や取組状況 

a 株式等の取得時 

 株式等の取得対象とする大学発ベンチャー 

 対価を現金で支払うことが困難であることや対価の回収可能性の判断基準やそ

の理由 

 各企業から取得する株式等（特に新株予約権）の数・割合 

 適切と考える株式等の数、行使価額、有償・無償の形式やその理由 
 発明者の対価や、行使時の払込金や税金負担分の確保のための工夫 
 適切と考える株式等取得のタイミングやその理由 
 大学発ベンチャーとの契約内容における工夫 

（新株予約権の行使価額の基準や、行使の時期等の条件の記載） 

 株式等取得の利益相反に関連するマネジメント 

 株式・新株予約権取得前の、重大な利益相反の発生を回避するマネジメント 
（取得可否自体の判断） 

 株式・新株予約権取得後の、利益相反マネジメント 
（利益相反状態による弊害を生じさせない、又は最小化するための取組） 

 通常の利益相反マネジメントに対して、株式・新株予約権取得に関連して行って

いる特別な対応 

 上記以外で株式等取得の際の検討事項や、それに関する方針や取組状況 

b 新株予約権の行使、株式の売却・保有時 

 適切と考える新株予約権行使や売却のタイミングやその理由 
 株式保有時の議決権の行使に関する考え方 
 株式売却時のインサイダー取引回避の取組 
 払込金の財源や、株式売却により得られた現金の会計上の扱い 

（取得した新株予約権取得時、行使時、株式の売却・保有時の会計処理の方法（事

例）） 
 株式等を取得した企業がリビングデッドの状態となった場合の対応 

4.2.2 企業向けの調査項目 

企業向けの調査項目は「3.2.2 企業向けの調査項目」と共通としている。 
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(1) 大学との関わり 

 設立のきっかけ 
 現在の事業内容や経営の状況 
 大学での研究成果や、職員や研究者等の人材と企業との関係性 
 大学から受けている支援活動の内容 

（知的財産権のライセンス、施設や機器提供、技術や経営支援等） 

(2) 大学への株式や新株予約権の付与に至った事例 

1）株式・新株予約権（株式等）付与に至る経緯やその名目 

 株式等取得の名目となった大学側の支援活動の内容 
 上記を受けた時期（大学発ベンチャーの成長ステージにおける時期） 
 大学への株式等の付与に関して当初期待したこと 
 大学への株式等付与の際の交渉事項や、各事項に関する貴社のニーズとその背景 

※特に、大学側のニーズとかい離していた点 

 株式等の数、行使価額、有償・無償の形式 
 現金と株式等の割合 

 大学との交渉期間 
 大学との交渉準備のための取組 

（資本政策の検討や外部関係者との相談の有無等） 

2）大学による支援や、株式・新株予約権付与後の経緯 

 支援後、短期・長期的に享受した効果 
（製品開発の進展や経営状態の改善等の直接的な効果及び、ネットワークの構築

や対外的なプレゼンスの向上等の間接的な効果等） 
 大学へ付与した新株予約権の発効や、大学による株式の維持の状況 

(3) 今後の大学への期待 

 上記の事例の経緯において、特に課題となった点、その解決策や未解決の点 
 株式等の付与により今後更に受けたいと考える支援の内容 

4.3  調査結果 

各大学、企業に対して、4.2.1 で示した調査項目に基づいてヒアリングを行い、得られ

た結果を以下のように整理した。なお、ヒアリング調査に当たっては、各調査項目について、

ヒアリング対象者が回答できる範囲での回答を得た。 
ヒアリング結果の詳細については、「7.2 国内大学における株式等取得に関する調査結果」

で示す。 
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4.3.1 大学発ベンチャーへの支援内容 

大学発ベンチャーへの主な支援内容として、産学連携担当部署の基盤的機能として知的

財産権のライセンスを行っていることが聞かれた。知的財産権のライセンス以外の支援内

容は今後強化するべき点として認識されており、現状では担当者ごとで支援内容が異なっ

ている話も聞かれた。こうした状況を解決すべく、大学発ベンチャー支援を視野に入れたオ

ープンイノベーション組織を新たに設立することにより、新産業創出や起業コンサルティ

ング等の支援業務の組織化を図っているという取組がなされている大学もあった。 

4.3.2 大学発ベンチャーからの株式等取得の状況 

ライセンスの対価として大学発ベンチャーの株式・新株予約権を取得した事例は複数確

認された。また、そのうちの幾つかの被取得企業で、後に株式公開に至るケースもあった。 
大学が大学発ベンチャーの株式・新株予約権を取得する意義としては、被取得企業への資

金面からの成長支援と位置づけているという意見が多かった。さらに、大学が株主等となる

ことが、大学発ベンチャーの信用度を上げるというメリットになっているという意見も聞

かれた。一方、大学の組織運営の面では、取得した株式・新株予約権に相当するキャッシュ

が回収できない場合があったとしても、数多くのライセンス案件のうちの 1 件であるため、

大きなマイナス要素と捉えられてはいないようであった。 

4.3.3 株式等取得・管理・売却に関する体制 

ライセンスそのものやライセンス先からの株式等取得に関する交渉やある程度の判断は、

大学発ベンチャーと直接接する産学連携担当部署の担当者レベルで、取得した株式・新株予

約権の管理は財務担当部署で行われていることが一般的であった。 

4.3.4 株式等取得・管理・売却の各プロセスにおける方針や取組 

(1) 株式・新株予約権の取得 

1）取得対象とする大学発ベンチャー 

株式等を取得する大学発ベンチャー決定に明確な基準を定めているという話は聞かれな

かった。理由として、大学発ベンチャーの成り立ちやニーズは多様であることから画一的な

基準で判断することが難しいと考えられていること、文部科学省通知にある「対価を現金に

より支払うことが困難」7であることを証明する客観的な基準を設定することが難しいと考

えられていることが挙げられた。現状の判断基準としては、将来的な事業の発展見込みを事

業計画等から把握しつつ、知的財産権のライセンス等の費用として現金を支払うことがベ

                                                   
7 国立大学法人及び大学共同利用機関法人が株式及び新株予約権を取得する場合の取扱いについて（通

知）（平成 29 年 8 月 1 日付文部科学省高等教育局長・研究振興局長通知）「1. 国立大学法人等における株

式等取得の取扱い（2）国立大学法人等が実施する「収益を伴う事業」の対価として現金に代えて株式等

を取得する場合」中に記載。 
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ンチャー企業にとって大きな負担になると判断された場合、対価として株式等を取得する

事例が聞かれた。 

2）大学発ベンチャーとの契約内容 

大学発ベンチャーとの契約に当たっては、知的財産権の取得、そのライセンシングの方法

と対価の支払方法についてセットで検討・交渉し、契約締結している。契約内容について特

定の基準やひな形を定めてはおらず、基本的には各大学発ベンチャーのニーズに合わせた

形ですり合わせを行うケースがほとんどであることが聞かれた。ただし、大学が株式を取得

した場合、共益権、議決権を行使しないことは契約等で定めていることは共通して聞かれた。

取得権利数、株数については、大学発ベンチャーの状況に合わせ、シェア等を考慮して定め

ており、権利取得のタイミングについても明確な規定はない。一方で、大学の知的財産権は

大学発ベンチャーの事業の核となることが多いため、大学発ベンチャーがそのライセンス

等を受けるタイミングはシード期であることが多い。 

3）利益相反マネジメント 

特別な対応を想定しているわけではなく、定期的な報告、会議体による判断等通常の利益

相反マネジメントと同様の対応を行っていることが聞かれた。 

(2) 新株予約権行使・株式の売却 

新株予約権の行使及び株式の売却の判断は、インサイダー取引回避の観点から、財務担当

部署が主導して行っていることが聞かれた。インサイダー取引回避の観点では、さらに、売

却等の最終判断を行う部署（主に財務担当部署）と産学連携担当部署間でインサイダー取引

となりうる情報が共有されないような工夫がとられていることが確認できた。 
大学発ベンチャーがリビングデッド状態となった場合は、放棄の処理を行うか、正式に破

綻するまでは株式を保有する等の対応を行っている。 
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5． 委員会の開催 

5.1  検討体制 

有識者から構成される「大学による大学発ベンチャー株式・新株予約権取得等に関する調

査」委員会（以降、委員会）を開催して検討を行った。 

表 5-1 委員会委員（順不同、敬称略） 

区分 所属・役職 氏名 

委員長 東京大学 産学協創推進本部 
教授 
イノベーション推進部長 

各務 茂夫 

委員 

Beyond Next Ventures 株式会社 取締役 植波 剣吾 

EY 新日本有限責任監査法人 
パートナー 
公認会計士 

江戸川 泰路 

名古屋大学 理事 木村 彰吾 
AZX 総合法律事務所 弁護士 後藤 勝也 
神戸大学大学院 科学技術イノベー

ション研究科 
教授 坂井 貴行 

早稲田大学 研究推進部 調査役（産学連携担当） 酒匂 孝之 
株式会社東京大学 TLO 代表取締役社長 山本 貴史 
大阪大学 共創機構 産学共創本部 
テクノロジー・卜ランスファー部門 

部門長 正城 敏博 

5.2  各回の検討項目 

各回委員会での検討項目を以下に示す。 

表 5-2 委員会開催日程 

回 年月日 検討内容 

1 2018 年 11 月 8 日 

(1) 調査概要について 
(2) 調査アウトプット（手引き）の方針について 
(3) 調査スコープと調査項目について 
(4) 調査対象大学について 

2 2018 年 12 月 17 日 

(1) 研究開発力強化法の改正に関する報告について 
※内閣府からの情報提供 

(2) 調査アウトプット（手引き）目次について 
(3) 国内ヒアリング結果（中間）について 
(4) 海外ヒアリング進捗について 
(5) 調査アウトプット（手引き）の骨子について 

3 2019 年 1 月 22 日 

(1) 「研究開発力強化法改正に伴う株式の取得等に係

るガイドライン」について 
※内閣府からの情報提供 

(2) 海外ヒアリング結果（中間）について 
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回 年月日 検討内容 
(3) 調査アウトプット（手引き）について 
(4) 報告書構成について 

4 2019 年 3 月 4 日 

(1) 海外ヒアリング調査（追加）結果について 
(2) 「大学による大学発ベンチャー株式・新株予約権

取得等に関する手引き」について 
(3) 大学による大学発ベンチャー株式・新株予約権取

得の今後の展望について 
(4) 調査報告書について 

5.3  各回の検討結果 

以下では、委員会で議論・指摘された主なポイントを整理する。 

5.3.1 第 1 回（2018 年 11 月 8 日） 

第 1 回では、まず、本調査における議論の視点、アウトプットとなる手引きの方針、そし

て手引きの方針に沿った調査スコープや調査項目、国内外ヒアリング調査の調査対象につ

いて議論がなされた。以下に、委員から挙げられた意見の要点を示す。 
 

 議論には多角的な視点が必要である。大学発ベンチャーを主体とすると、株式や新

株予約権を取り扱うことはどのような効果があるのかという論点、大学を主体と

すると、堂々とこれを取り扱うことができるようになるのかという論点、VC を主

体とすると、大学が株式や新株予約権を取得する割合についてどのように見てい

るのかという論点等がある。さらに、大学の中でも財務担当部署やベンチャー企業

支援部署では異なる視点を持っているだろう。 
 手引きの方針について、大学が株式や新株予約権を取得する意義について示しつ

つ、実務者にとってどのような手続や交渉をすべきかの参考となる実効性のある

手引きとすべきである。 
 海外大学事例を調査するということであるが、日本の大学はどのように株式や新

株予約権の取得を進めるべきかを常に念頭に置くべきである。 
 大学が取得する株式のバリュエーション等未解決のテクニカルな問題が存在して

いることから大学が株式取得に取り組めないという状況があるのであれば、そこ

を解きほぐしていくことが本調査において重要であろう。 

5.3.2 第 2 回（2018 年 12 月 17 日） 

第 2 回では、冒頭に「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」の成立（研

究開発力強化法の改正）に関する報告が内閣府からなされた後、手引きの骨子、国内・海外

ヒアリング調査の進捗報告について議論がなされた。以下に、委員等から挙げられた意見の

要点を示す。 
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 研究開発力強化法改正の背景として、大学発ベンチャーを支援することにより、大

学の研究成果の社会実装を達成し、株式等によりリターンが得られた場合はその

資金により大学の研究力を強化するという好循環を作っていくべきだという議論

がある。この好循環を促進するために、支援の必要な企業等に対してはそれを実現

できるような対価の支払の仕組みを設定すべきというのが、改正の根本となる考

え方である。以上を踏まえ、手引きは大学発ベンチャー支援の側面を持たせつつ、

大学にとって大きな負担を課さないような柔軟な内容としてほしい（内閣府より）。 
 本手引きは、基礎編として大学の大学発ベンチャーの株式取得に関するベーシッ

クな留意点をまとめて記述する方針とすべきである。 
 大学への財務的なリターンがあるような仕組みを描いた方がよい。大学に資金面

での体力がない中で、身を削って企業を支援し、結局、大学の教育研究に注力でき

なくなるような状況が生まれてしまうと学内での合意が得られにくくなってしま

う。大学発ベンチャー支援による果実が大学に戻ってくるところまで示唆がある

とよい。 
 留意点が多すぎると、真剣に大学発ベンチャーの株式等取得に取り組む大学が煩

雑に感じ、やる気をなくしてしまう恐れがあるため、留意する必要がある。 
 今回の手引きについては、適用対象の大学の範囲を検討していただきたい。大学の

規模によって留意点への対応ができない大学も出てくるだろう。 
 海外ヒアリング項目について、endowment の運用としての大学発ベンチャーの株

式取得は、今回のテーマには含まれない。大学発ベンチャーの株式を取得するとき

に、出資であるのか、ライセンスの対価と受け取るのかは分けて捉える。 
 （その他、手引きに関して、大学が大学発ベンチャーの株式等を取得するに当たっ

て、実務的な対応について、その実態や望ましい対応等に関する多数の意見があっ

た。） 

5.3.3 第 3 回（2019 年 1 月 22 日） 

第 3 回では、冒頭に「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」成立に伴う

「株式又は新株予約権の取得及び保有に係るガイドライン」に関する報告が内閣府からな

された後、海外ヒアリング調査結果報告、手引きの記載内容、成果報告書構成について議論

がなされた。以下に、委員等から挙げられた意見の要点を示す。 
 

 「株式又は新株予約権の取得及び保有に係るガイドライン」では、各大学に共通す

る最低限行っていただきたいことを記載している。改正法に関する具体的な運用

の方法やノウハウ等については、手引きで補完いただけたらありがたい（内閣府よ

り）。 
 「株式又は新株予約権の取得及び保有に係るガイドライン」に記載の「株式等の価

値を公正かつ客観的に評価できるよう」という部分の意味が今後の議論で問題に

なってくる。大学も、大学発ベンチャーも一株当たりの価値を明確することは望ま

ない場合がある。本委員会で、「株式又は新株予約権の取得及び保有に係るガイド

ライン」によって手法や運用を縛ろうという意図はないことが確認できたことは

よかった。 
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 米国では、新株予約権より株式を取得する例が多いようだが、株式を発行する際の

手続が日本と比較すると簡便であるため、新株予約権と比較して株式の方が使い

勝手がよいと捉えられている可能性がある。日本の大学が同様に、米国の大学の取

組を取り入れることができるとは限らない。また、米国内でも、スタンフォードの

ように、スキルのある職員がライセンスの組織に所属することは標準ではない等、

大学により差がある。 
 手引きを、大学が活用するものであることを考えると、株式等取得は一概に全て大

学発ベンチャーを支援するためということではなく、大学経営のためでもある等、

大学発ベンチャー支援という観点のみで行われてはいないことも考慮する必要が

ある。 
 手引きの構成については、大学の実務の実態に合った形とするべきである。 
 （その他、手引きに関して、大学が大学発ベンチャーの株式等を取得するに当たっ

ての、実務的な対応について、その実態や望ましい対応等に関する多数の意見があ

った。） 

5.3.4 第 4 回（2019 年 3 月 4 日） 

第 4 回では、冒頭に 2019 年 2 月 19 日に発出された事務連絡についての報告が文部科学

省よりなされた後、海外ヒアリング調査（追加、ニューメキシコ大学）結果報告、手引きの

記載内容、成果報告書、調査結果のプロモーションについての報告と議論がなされた。以下

に、委員から挙げられた意見の要点を示す。 
 

 今回の事務連絡のポイントは、国立大学法人発ベンチャーの株式等の取得及び保

有の扱いについては、科技イノベ活性化法及び「株式又は新株予約権の取得及び保

有に係るガイドライン」に従って取り扱ってほしいという意図である。（文部科学

省より） 
 海外ヒアリング調査結果を手引きにどう活かすかが難しい。大学発ベンチャーの

株式取得の意義として、大学による収益の獲得を挙げられなかった点は日本と共

通の事項であると考えられるが、個別の事例について手引きに掲載する際は、日本

では通用しない考え方である可能性まで説明した上で記載する等の配慮が必要で

ある。 
 手引きにおける「大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得の意義」に

ついて、「大学発ベンチャーを資金面で支えることになる」「大学による大学発ベン

チャー支援機能を維持・強化するための財源の多様化につながる」という記載の表

現を見直すべきである。株式等の売却による収入を大学の新たな財源として考え

るべきではない。「今後の展望」にも同じ趣旨が記載されているが、強調すべきポ

イントではない。「今後の展望」としてはむしろライセンス対価として以外にも新

株予約権取得の活用方法があることを記載すべきではないか。 
 手引きにおける「大学発ベンチャー」の定義を明確にすることが重要である。また、

手引きとこれまでに発出された「株式又は新株予約権の取得及び保有に係るガイ

ドライン」や事務連絡等との関係性やカバーする範囲を示す図を掲載した方がよ

い。一般の大学関係者が理解できるよう整理すべきである。 
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 手引きにおける「利益相反マネジメント」に関する記載について、組織としてのマ

ネジメント必要性が高まっていることを記載すべきである。 
 （その他、手引きに関して、大学が大学発ベンチャーの株式等を取得するに当たっ

ての、実務的な対応について、その実態や望ましい対応等に関する多数の意見があ

った。） 
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6． 大学による大学発ベンチャー株式・新株予約権取得等に関する手引き 

株式・新株予約権の取得・被取得経験のある国内外の大学・大学発ベンチャーに対するヒ

アリング調査及び有識者委員会による検討から得られた示唆に基づき、日本の大学が大学

発ベンチャーの株式・新株予約権取得に係る業務を行うための各業務における基本的な考

え方を整理した手引き「大学による大学発ベンチャー株式・新株予約権取得等に関する手引

き～ライセンス対価としての新株予約権の取得を中心に～」（以下、「本手引き」という。）

を作成した。 

6.1  目的・コンセプト 

本手引きにより、以下を実現することを目的とする。 
 

 大学が大学発ベンチャー支援として株式や新株予約権を取得する意義を効果的に

伝え、その取組を促進すること。 
 国内外の大学の取組例を交えることで、株式や新株予約権取得に関する国内外の

大学の先進事例を共有すること。 
 株式や新株予約権の取得・保有・新株予約権の行使、株式の売却それぞれのフェー

ズにおいて大学として適切に対応するための留意点を具体的に伝えること。 

6.2  ターゲット 

大学が株式や新株予約権を取得するに当たり、関与すると想定される以下の大学の構成

員を主な読者として想定する。 

 経営層（主に研究担当理事や財務担当理事） 
 大学発ベンチャー支援や産学連携関連部署の職員 
 財務担当部署等の職員 
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6.3  手引きの内容 

6.3.1 構成 

 
 

コンテンツ
はじめに 本手引の性格と構成

用語の定義
目次 - -

第1章
大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得
の概要

1.1
大学による株式・新株予約権取得・保有が認められる
場合

1.1.1
株式・新株予約権が取得できる大学発ベンチャーへの
支援内容

1.1.2 株式売却に関する制限
1.2 大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得の意義

1.2.1 研究成果の活用・社会実装促進
1.2.2 大学の自律的なベンチャーエコシステム構築

1.3 大学発ベンチャーの株式・新株予約権を取得した事例 -
1.3.1 日本の大学の状況 日本の大学の取組の概況と、具体的な事例を提示。
1.3.2 海外（米国）の大学の状況 海外の大学の取組の概況（特に日本とは異なる点を中心に）を提示。

1.4 株式・新株予約権取得で大学が考慮すべきリスク
1.4.1 金銭的な損失
1.4.2 社会的信頼性やブランドの毀損

第2章
株式・新株予約権に関する各検討フェーズにおける留
意点（知的財産権のライセンスに伴い新株予約権を取
得する場合）

・四つの検討フェーズ（株式・新株予約権の取得時、新株予約権の保有時、新株予
約権の行使、株式の売却時）毎の留意点

2.1 新株予約権の取得時 -

2.1.1 必要な体制
・取得に係る判断のための人材
・取得の意思決定の体制

2.1.2 ＜新株予約権の取得判断の際のチェックリスト＞ -

2.1.3 実務上のポイント
・株式・新株予約権の取得対象とする大学発ベンチャー
・取得する株式・新株予約権の内容
・利益相反に関連するマネジメント

2.2 新株予約権の保有時 -
2.2.1 必要な体制 ・新株予約権の管理担当者及び追加支援

2.2.2 実務上のポイント
・会計処理
・ベンチャー企業への関与や情報把握

2.3 新株予約権の行使、株式の売却時 -

2.3.1 必要な体制
・新株予約権の行使による株式の取得とその売却がほぼ同時に行われる場合の留意
点

2.3.2 実務上のポイント
・新株予約権の行使・株式売却のタイミング
・行使期限の時点で株式公開やM&Aがなされなかった場合の対応
・インサイダー取引の回避

第3章 今後の展望 -
第4章 参考資料

4.1
大学の株式・新株予約権の取得に関連する通知や法律
（抜粋）

4.1.1
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
（平成二十年法律第六十三号、平成31(2019)年改正）

4.1.2

研究開発法人及び国立大学法人等による成果活用事業
者に対する支援に伴う株式又は新株予約権の取得及び
保有に係るガイドライン（内閣府・文部科学省）（平
成31(2019)年1月17日発出）

4.1.3

国立大学法人及び大学共同利用機関法人が株式及び新
株予約権を取得する場合の取扱いについて（通知）
（平成29(2017)年8月1日付文部科学省高等教育局長・
研究振興局長通知）

4.2 日本の大学へのヒアリング結果
4.2.1 国立大学法人東京大学
4.2.2 国立大学法人九州工業大学
4.2.3 慶應義塾大学（学校法人慶應義塾）

4.3 新株予約権契約書の例（東京大学）
4.3.1 新株予約権割当契約書
4.3.2 発行要領（別紙）

目次

法律、通知などを踏まえ、株式・新株予約権を取得することができる大学の活動
や、大学の範囲などを説明。

2つの側面から、大学発ベンチャーの株式等取得の意義を説明。

1.2で示した意義を実現あたって、考慮すべきリスクを示す。
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6.3.2 手引きの内容（一部） 

上記構成「はじめに」の内容を、以下に示す。 
 

国立大学法人による大学発ベンチャーの株式・新株予約権の取得に関しては、平成 17
（2005）年 3 月、文部科学省から「国立大学法人及び大学共同利用機関法人が寄附及び
ライセンス対価として株式を取得する場合の取扱いについて（通知）」（平成 17 年 3 月 29
日付 16 文科高第 1012 号、高等教育局長、研究振興局長通知）が発出され、それが可能
という解釈が示されました。それ以降、幾度かに渡り同省からより柔軟な運用に向けた通知が発
出されてきましたが、平成 30（2018）年 12 月の「科学技術・イノベーション創出の活性化に
関する法律」の公布により、大学が研究開発の成果を事業活動において活用する大学発ベンチ
ャーへの支援の一環として株式・新株予約権を取得することが可能であることが法律上明記され
ました。 

実際に株式等の取得経験のある大学は近年増加していますが、私立大学を含めても、米国
等の大学と比較するとまだまだ少ない状況です。その背景の一つとして、大学の株式・新株予約
権取得に係る各業務やそれに関わる知識が広範囲に亘るため、大学に認められる活動やコンプ
ライアンスの範囲でどのようにそれらの業務を行うべきか、大学ごとに検討するノウハウや知識が不
足していることが挙げられます。 

このような状況を受け、経済産業省「大学による大学発ベンチャー株式・新株予約権取得等
に関する調査」では、株式・新株予約権の取得・付与経験のある国内外の大学や大学発ベンチ
ャーに対するヒアリング調査及び有識者委員会による検討を行い、本手引きを策定しました。 

 
 本手引きの性格と構成 

本手引きは、日本の大学が大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得に係る業務を行うため
の各業務における基本的な考え方と留意点を整理しています。特に、日本の大学における基本
的なケースである、知的財産権のライセンスに伴う新株予約権の取得にフォーカスし、多くの大学
にとって参考になるであろう標準的な手法について記載しました。したがって、法令や政府からの通
知、ガイドライン（注）等の範囲内であれば、本手引きに記載している以外の考え方や手法によっ
て株式・新株予約権の取得等を行うことを否定するものではありません。 

主な読者としては、大学が株式・新株予約権を取得し売却するまでに関与すると想定される、
大学の経営層、産学連携や大学発ベンチャー支援関連部署の職員、財務担当部署等の職員
を想定しています。全体を通して読むことで、業務の全体像をとらえることができます。また、各業
務部署の担当者が必要箇所だけ読むという使い方もできるよう構成しました。なお、本手引きは
法律などにより株式等取得への制限のある国公立大学を想定した記述となっていますが、国公
立大学同様の制限を受けない私立大学も参考にできる内容も含まれています。 

全体は 4 つのパートにより構成されています。「1．大学による大学発ベンチャーの株式・新株
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予約権取得の概要」では、大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得の範囲、その
意義、リスクなどについて、国内外の関連する取組例と合わせて示しています。「2．株式・新株
予約権を取得する場合」では、知的財産権のライセンスに伴う新株予約権の取得から株式の売
却に至るまでの各プロセスにおける基本的な考え方と留意点を示しています。「3．今後の展望」
では、今後の大学による大学発ベンチャーの新株予約権・株式等取得の発展への期待を示して
います。また「4．参考資料」では、関連する法律の条文や、上記経済産業省調査の一環として
行った日本の大学への関連する取組に関するヒアリング調査の結果 8 、実際に大学発ベンチャー
の新株予約権を取得した経験のある東京大学の契約書例を提示しています。 

また、「2．2.1 新株予約権の取得時」では、特に判断すべき事項が多岐に亘ることから、判
断当たって論点となる事項を一覧できるよう、「チェックリスト」を付しています。これは、あくまで判断
の参考とするもので、すべてのチェック事項が満たされていなければいけないというものではありませ
ん。 

（注）株式又は新株予約権の取得及び保有に係るガイドライン 

 
 

                                                   
8 「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」の公布前の状況についての、ヒアリング調査

です。 
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7． 参考資料 

7.1  海外大学における大学発ベンチャーへの支援とその対価の取得に関する調査結果 

7.1.1 大学へのヒアリング結果 

調査項目 スタンフォード大学 カリフォルニア大学バークレー校 テキサス大学オースティン校 ニューメキシコ大学 

(1)大学発ベンチャ

ーへの支援内容の

全体像（※大学の

ミッション、支援

の意義） 

・社会に一番良い技術を広めることが大

学のミッションである。それらのミッシ

ョンに合ったベンチャーを支援するこ

とが重要だが、技術によっては、ベンチ

ャーが実施主体として適切と限らない

ため、大学発ベンチャーと独占的なライ

センス契約を締結することが少ない。 

・技術シーズの商品化、地域の経済成長へ

の貢献、雇用創出などのため、大学の技

術を社会に広めることが OTL のミッシ

ョンである。それらのミッションに合っ

たベンチャーを支援することが重要で

ある。 

・世界の社会、経済に役立つ技術を広める

ことが OTCのミッションである。それら

のミッションに合ったベンチャーを支

援することが重要である。 

・ライセンスを通じて、技術シーズの商品

化段階におけるベンチャーの競争力向

上を目指す。 

・ライセンスを通じて技術を独占的に確

保することで、ベンチャーが市場のニー

ズに応えられるよう、自社の技術の特

定・開発に専念できるようになる。 

・大学外の組織である STC.UNMで知的財産

権のライセンスを含む大学発ベンチャ

ーの支援を行っている。大学が持つ技術

の商業化と地域開発を担うことをミッ

ションとしている。 

・州立大学のため、州への経済貢献が求め

られている。大学発ベンチャー支援によ

り、大学が持つ技術がイノベーションを

起こし、新たな市場を作り上げることに

より地域経済に貢献することを期待し

ている。 

・大学の技術と起業家とのマッチングを

行っている。大企業をリタイアした人や

シリコンバレーからチャンスを求めて

きた人など、起業家が集積しているた

め、これらの起業家に対して STC.UNM側

から起業の核となりうる技術のプレゼ

ンテーションを行う。大企業の昨年は 2

億円程度のライセンス収入があり、新規

のベンチャー企業を 12社設立した。 

(2)大学発ベンチャ

ーからの株式・新

株予約権（株式等）

取得に当たっての

基本的な考え方や

実績 

【株式等取得の実績】 

・株式等取得の実績は、2017年度に、157

件のライセンスを行い、うち、22件は大

学ベンチャー、うち 19 件で株式等を取

得。 

【大学発ベンチャーの株式等取得の意義】 

・企業の成長性を考慮して、なるべくベン

チャーの株式等を取得するようにして

いる。 

【株式等取得の実績】 

・株式等取得企業数は不明。 

（ライセンスを受けた大学ベンチャー

数は 216 社、うち、Exit に成功した企

業は 29社） 

【大学発ベンチャーの株式等取得の意義】 

・キャッシュが少ない大学ベンチャーを

支援し、企業の資金獲得の促進を通じて

大学の技術を社会に広めることが株式

【株式等取得の実績】 

・株式等の取得実績は開示できず 

（2007 年以降、ライセンス契約を結ん

だ大学ベンチャーは 55社、うち Exitし

た企業あるいは活動中企業は 18社） 

【大学発ベンチャーの株式等取得の意義】 

・資金力の乏しいベンチャーを支援する

ことが目的である。ベンチャーからの株

式等で収益化することは OTC の目的で

・特許ライセンスに伴い、株式を取得して

いる。その目的は、各ベンチャーにより

異なる。ライセンス交渉の時点で、株式

を取得するかどうかという交渉を必ず

行う。 

・新株予約権の取得は前例がない。株式に

より、対価を確実に回収したい。 

・株式は STC.UNMが保有・管理を行ってい

る。Endowmentの管理は STC.UNMの業務
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調査項目 スタンフォード大学 カリフォルニア大学バークレー校 テキサス大学オースティン校 ニューメキシコ大学 

【株式・新株予約権取得、それぞれのメリ

ットやデメリットの考え方】 

・新株予約権の場合、Vesting Schedule（新

株予約権の権利確定条件）があり、大学

としては扱いにくい。 

等取得の目的である。 はない。また、株式等取得によって、資

金的な負担をかけず、キャッシュを得る

ことが大学にとってメリットである。 

範囲外であり、大学自身が行っている。 

・EXIT で IPO に至るケースはまれであ

り、M&Aが大半である。 

・出資や、インキュベーション施設の運営

も行っている。インキュベーション施設

の家賃は現金で受け取っており、ライセ

ンス契約を結んだ企業の家賃は減免し

ている。 

(3)体制（含む工夫） 

- 

・大学のインキュベーターやアクセラレ

ーター施設へ入居したベンチャーから

株式等を取得することも可能で、その際

は 、 Simple Agreement for Future 

Equity (SAFE)というひな形を用いて、

取引をしやすくするようにしている。 

・株式等は UTIMCO（テキサス大学システム

傘下の財務機関）が保有する。 

・株式等の取得有無の判断はテキサス大

学システムの各大学が行う。 

・ライセンス契約と株式取得の契約交渉

は、Director of Commercializationと

その傘下の 3 名の License Associates

が行い、最終的な意思決定は CEO が行

う。起業家はスピーディに対応すること

を求めるため、交渉を開始したしたその

場で契約に至ることもある。このような

スピーディさは、STC.UNMが大学外部の

組織であり、利益相反のリスクがないこ

となどから生み出されている。 

・CEOは、スタンフォード大学をはじめと

する米国内の複数の大学を経てニュー

メキシコ大学のポストに着任した。スタ

ッフは Ph.D、MBA、MPAを持つ者も多い。

CEOの経験から得られたノウハウは内部

で共有されている。規約化などはされて

いない。 

・また、学生インターンも、自身の研究分

野に近い分野のテクノロジーマーケテ

ィングで活躍している。大学に残って雇

用に至ることもある。 
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(4)各プロセスの検

討事項における方

針や取組状況 

スタンフォード大学 カリフォルニア大学バークレー校 テキサス大学オースティン校 ニューメキシコ大学 

 
株式・新株予約権

の取得時（ライセ

ンス等の契約時） 

【株式等の取得対象とする大学発ベンチ

ャー】 

・技術の実現性が高く、IPO等まで至る可

能性が高いベンチャーを対象に必ず株

式等を取得するようにしている。 

【適切と考える各企業から取得する株式

等のシェアなど】 

・ライセンスの条件として、ベンチャーに

イニシャル・フィー、株式等、ロイヤリ

ティ、Change of Controlフィーを必ず

求めるが、それぞれの額、比率は OTLス

タッフの経験に基づいて設定する。 

・なお、イニシャル・フィーは、大学発ベ

ンチャーの場合、例えば 1年目に 1万ド

ル、2 年目に 2 万ドル、3 年前に 4 万ド

ルなど段階的に求めることがある。 

【企業側に提出してもらう情報】 

・事業計画書、技術開発計画書、最初 5～

7年間の財務計画書などを提出してもら

う。 

【未上場企業の行使価額や株価算定の方

法】 

・企業に自社の価値を算出させる。VCラウ

ンドを通過した企業の場合、価値がつい

ている。 

【株式保有時の議決権の行使の他、大学の

関与に関する考え方】 

・企業運営が大学の役割ではないため、議

決権は大学が行使しない。 

・進捗報告書、ロイヤリティレポート等を

企業から年次、あるいは四半期ごとに入

手し、進捗管理を行う。 

【適切と考える各企業から取得する株式

等のシェアなど】 

・ライセンス契約の場合、ベンチャーの資

金調達の第一ラウンドにおいて、企業の

株式等の 2～8％を取得するケースが多

い。 

・株式等取得率は、ベンチャーにとって納

得できる水準に設定している。 

・株式等取得率は、6分野があり、それぞ

れの相場観がある。例えば、物理科学分

野は 5～8％（加えて、ロイヤリティ率が

3～5％）。 

・CIRTIS Foundry など大学のインキュベ

ーターやアクセラレーター施設を利用

しているベンチャーに対し、株式等取得

率は基本、2％とする。 

【株式保有時の議決権の行使の他、大学の

関与に関する考え方】 

・企業運営が大学の役割ではないため、議

決権は大学が行使せず、ボードのポジシ

ョンも持たない。 

・ライセンスを受けたベンチャーが適切

に技術の商品化を進めているか否かを

確かめる方法の一つとして、事前に設定

したマイルストーンの達成状況のモニ

タリングを行っている。 

【株式等取得の利益相反に関連するマネ

ジメント】 

・カリフォルニア大学システムの規則に

のっとって、株式等取得の場合の利益相

反をマネジメントしている。 

【株式等の取得対象とする大学発ベンチ

ャー】 

・研究開発資金の規模が大きい分野など

大学側で何か優先順位があり、それに基

づいてベンチャーを選定するというよ

うなことは行わない。ケースバイケース

で支援対象のベンチャーを選定する｡・

州民の税金で活動している州立大学で

ある以上、大学の Reputation に悪い影

響を与えるような分野（銃関連の技術開

発など）のベンチャーは、支援対象とし

ないなど、Reputation リスク管理を行

う必要がある。・企業運営が大学の役割

ではないため、議決権は大学が行使しな

い。 

・株式等取得の場合でも通常と同じよう

に利益相反をマネジメントする。 

・ライセンス契約にはオプションライセ

ンス契約と、通常のライセンス契約があ

る。オプションライセンス契約は、起業

家が起業のための活動を始める初期の

段階で、半年～1年の期間で必要な知的

財産権を比較的安価にライセンスする

契約である。その期間の間に起業家が

LLCを立ち上げ、事業の目途が立つと起

業家が判断するようであれば、通常のラ

イセンス契約に進む。通常のライセンス

契約では、up-front fee（イニシャル・

フィー）、equity、gross milestone fee

や license fee、maintenance fee（特許

管理のための費用）、change in control

などの各項目について交渉を進める。・

equityは通常、LLC設立時に発行する株

式の 5.5～7％前後のシェアに相当する

株数を受け取る。このシェアの数値は、

大学発ベンチャー向けの VC である

Osage University Partnersが算出して

いる、大学が受け取る equity のシェア

の事業分野別の平均値を基に設定して

いる（非公表）。up-front feeは通常 250

万円以上を設定することが多い。この額

を支払うための資金を十分に獲得でき

ていな企業などは、額を小さくする代わ

りに、受け取る equity のシェアを大き

くする判断を行うこともある。 

新株予約権の行使

時、株式の保有時 

【適切と考える株式売却のタイミング、そ

の方法】 

・大学はプロの投資家ではないので、株式

等はなるべく長く保有せず、早く売却す

るようにしている。 

【適切と考える株式売却のタイミング、そ

の方法】 

・カリフォルニア大学の規則及び株式等

取得の契約に基づいて事前に定められ

た方式で、株式等が売却される。具体的

【適切と考える株式売却のタイミング、そ

の方法】 

・大学には、株式等の運用のノウハウがな

いので、株式の価格の下落などのリスク

に対応できないため、ベンチャーがExit

- 
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【株式等を取得した企業がリビングデッ

ドの状態となった場合の対応】 

・企業がリビングデッドの状態となって

も特段の対応は行っていない。ライセン

スのメンテナンスフィーが多少発生す

るが、株式等を保有しつづけることが多

い。 

には、IPOの 6か月後に 50％、さらに 6

か月後に 25％、6 か月後に最後の 25％

を売却するようにしている。 

したら、大学は一番早いタイミングで株

式等を資金化する方針である。 

株式の売却時 

- 

・株式等の運用は各大学ではなく、カリフ

ォルニア大学システム傘下の最高投資

責任者オフィス（OCIO）により行われる。 

・企業から入手した進捗報告書は OTLから

財務オフィスに共有しないなど、財務オ

フィスと OTL と間でファイヤーウォー

ルをつくって、利益相反をマネージす

る。 

・IPOの 6か月後に株式等の 50％、さらに

6か月後に 25％、6か月後に 25％と大学

のポリシーにより事前に定められたス

ケジュールで売却することで、インサイ

ダー取引を防ぐ。 

・利益相反のマネジメントを行う部署が

存在し、OTCと連携して利益相反があっ

た場合、管理計画に沿ってしっかり対処

する。 

・受け取った株式の管理は、STC.UNMが行

っている。 

・ライセンス先のベンチャー企業の業績

が好調な場合、その企業に関わったスタ

ッフがボーナスとしてその株式の一部

を受け取ることがある。そのため、M&A

の Change in Control feeが個々のス

タッフに入る。STC.UNMが保有する株式

分の feeは STC.UNMが受け取った後、そ

の 20％が大学に還元される。 

・IPOに至る例は前例がないため、売却の

判断なども行った経験が少ない。かつて

大型の売却案件があった際は、そのベン

チャー企業が大学が考えるゴールに至

ったと判断されたため、STC.UNMの取締

役会（大学や地域のコミュニティのメン

バーも参加）で株式の扱いを検討し、売

却後半年ですべての株式を売却したこ

とがある。その際、利益相反に関するリ

スクをレビューする委員会も同時に立

ち上がった。 
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7.1.2 企業へのヒアリング結果 

(1) A 社（スタンフォード大学） 

 2012 年から参加したスタンフォード大学のメンタープログラムを通じて、その後

スタンフォード大学から医薬に関するライセンスを受け、ベンチャー企業として

設立された。 
 自社でライセンスした技術の商品化に向けて取り組んでいたが、VC からの出資が

当初計画通りに進まず、数年後、当該技術を別の会社に売却した。 
 スタンフォード大学の産学連携部署（OTL）とのライセンス交渉時に、大学による

株式等取得を強く希望した。大学が株式等の主体となることで、企業の信用度の向

上を図り、VC への訴求力を高めることが狙いだった。しかし、恐らく大学は当社

の商品化の能力に疑問があったためか、当社の株式等を取得しなかった。 

(2) B 社（UC バークレー校） 

 UC バークレー校からセンサー技術に関する 3 つのライセンスを受け、2010 年代

前半に設立された大学発ベンチャーである。 
 設立 2 年後、電気機器製造分野の大手会社に買収され、現在、同社のグループ企業

として活動している。 
 会社設立前に SkyDeck Incubator に入居したが、当時株式等取得の条件がなかっ

た。 
 大学には、前払金（段階的な支払い）、ロイヤリティ、売上の一定程度の比率（上

限付き）での金額を払っている。大学は、大学のベンチャーパートナーを通じて、

当社の株式等を取得するオプションがあったが、そのオプションを行使しなかっ

た。 
 仮にライセンスの対価として、前払金の代わりに株式等取得の条件が大学から示

されたとしたら、前払金を少なくしてライセンスを取得したかったので、その条件

を受けたかもしれない。その場、取得率が 5～10%で求められるケースが多いが、

当社としては 2%程度が適切と考える。 

(3) C 社（テキサス大学オースティン校） 

 UT オースティン校のロボット技術のライセンスを受け、2010 年代前半に設立さ

れた。現在、6 人体制で技術を開発している。 
 大学からのサポートの他、アメリカ国立科学財団（NSF）からも何回かに分けてフ

ァンディングを受けていた。 
 大学の産学連携部署（Office of Technology Commercialization：OTC）との合意

では、ライセンスの対価として取得される株式等について開示しない条件が含ま

れる。 
 ライセンシングの意義として、大学の関与による自社のブランド向上（UT のネー

ムバリューが高い）、大学 OB を含む投資家のネットワークへのアクセス、資金調
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達の実現（NSF、NASA 等からの研究開発ファンドの提供あり）、外部からの競争

の回避等のメリットが生じた。 
 隔週で情報交換する等、ライセンシング契約後も OTC スタッフから継続的な支援

を受けている。 
 大学からライセンスした技術を別の企業へサブライセンスし、収益源の多様化を

検討している。 
 今後、M&A や IPO 等を視野に入れ、技術の共同開発できるパートナー企業を探

す予定である。 
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7.2  国内大学における株式等取得に関する調査結果 

7.2.1 大学へのヒアリング結果 

(1) 国立大学法人 東京大学 

1）大学発ベンチャーへの支援内容 

a 大学発ベンチャー支援の関連組織の概要と役割分担、その背景 

表 7-1 支援の概要と株式等取得実績（東京大学） 

（注）ベンチャー企業に向けた相談対応、コンサルティングを含む総合的支援。東京大学南研究棟アント

レプレナーラボにて行われている。 
 

 株式会社東京大学 TLO が、東京大学の研究成果の効果的に活用するため、知的財

産権の取得、ライセンス、大学発ベンチャー設立支援等の業務を一貫して行ってい

る。 
 施設提供やコンサルティングは、学内組織である産学協創推進本部が行っている。 

b 株式等取得に関する体制 

 TLO の職員（24 名＋スタッフ）が大学発ベンチャーと接する中で目利きし、将来

性があると判断された大学発ベンチャーに対して知的財産権のライセンスを実施。

ライセンスの対価としての株式等取得に当たっては、TLO のグループマネージャ

ーに決裁権を持たせている。 
 株式や新株予約権の保有状況の確認等管理業務は、東京大学の財務部が行ってい

る。 

c 近年の大学発ベンチャー支援内容の工夫や重点化の内容 

 東京大学では本郷キャンパス内に新設され 2018 年 10 月に開業したインキュベー

ション施設「東京大学南研究棟アントレプレナーラボ」に入居する同大学発ベンチ

ャーに対する大学からの総合的な支援の対価として、当該企業の全株式の 1%程度

以下を目安に新株予約権の形で取得する仕組みを開始し、既に入居企業がその契

約に応じている。 
 TLO では、大学発ベンチャーを成功させるためには､大学発ベンチャーの経営陣の

コミュニケーションエンジニアリングが必要と考えている｡多くの大学発ベンチャ

支援の内容 支援を行う組織 株式等取得実績 

ライセンス 株式会社東京大学 TLO（東京大学 100%出資子会社） あり 

大学発ベンチャー

への総合的支援
(注) 

産学協創推進本部（学内組織） あり 
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ーの失敗例は、ハンズオン型の支援や、チームビルディングの不足が要因であるこ

とが多い。例えば、人材の採用と役割付けを的確に行うことは重要であり、優秀な

CTO､CFO､CEO のそれぞれが一方向を向くためのサポートを東京大学や TLO が

行うことは可能であると考えている。 

2）大学発ベンチャーからの株式等取得の状況 

a 大学発ベンチャー等から株式等を取得する対価となる支援、株式等取得の実績 

 知的財産権のライセンスの対価として、新株予約権を取得した例は多数あり、東京

大学は近年、常時平均で 10 社程度の新株予約権を所有している。 
 施設提供を伴う総合的な支援の対価として、新株予約権を取得している。 

b 大学発ベンチャーの株式等を取得する大学側の目的、意義、リスク 

 東京大学では､大学発ベンチャー支援の対価を現金で取得することが原則であるが、

大学発ベンチャーの要望があれば現金に代えて株式等の取得を検討することとし

ている。ただし、対価の 100%を株式等で受け取るという設定はせず､必ず一部は

現金での支払としている｡ 

c 大学への株式等の提供に関する大学発ベンチャー側の期待 

 どのフェーズに置かれた大学発ベンチャーであっても、ライセンスの対価として

株式等を提供するニーズはあり得る。既に VC の金銭的支援が入っているフェー

ズにおいても､事業拡大のための設備投資や人材確保等の支出を優先し、ライセン

ス料の支払を抑えたい場合は多いと考えられる｡ 

d 上記の大学側の目的・意義や大学発ベンチャー側の期待の実現状況 

 TLO では、一般の VC の投資成功率よりも高い確率で、支援した大学発ベンチャ

ーが株式公開に至っている｡新株予約権を受け取った大学発ベンチャーのうち 6 社

が株式公開し、権利行使後の株式売却により利益を得た。 

3）株式・新株予約権の取得 

a 株式等の取得対象となる大学発ベンチャー 

 ｢対価を現金で支払うことが困難｣との文部科学省通知の解釈について､東京大学と

して制定した細かな規則や基準はない｡ 
 TLO 職員が大学発ベンチャーと接する中で目利きし、将来性があると判断される

大学発ベンチャーに対し、知的財産権のライセンスを行い、その対価を取得してい

る。 
 対価として新株予約権を受け取る場合､株式公開までの資金計画を提出させている｡



33 
 

計画には、現在の株式発行数､株式公開時の株式発行数・株価の想定といった事項

が含まれる。 

b 適切と考える株式等の数、行使価額、有償・無償の形式やその理由 

 明確な基準はなく、その大学発ベンチャーの成長を見越して適切と考えられる新

株予約権数や形式を検討している。 
 VC による投資を既に受けている場合は、新株予約権数の判断はその VC とのやり

取りの中で行うことが多い｡その際、ライセンスの価値に対して､何%（何個）の新

株予約権の割当てができるか検討を行う｡ 

c 対価のうち実費相当分の確保のための工夫 

 必ず対価の一部は現金で支払ってもらっている｡現金分は、TLO が東京大学から受

け取る手数料と知的財産権の出願等にかかる実費である。実際に係る費用は現金

で回収し、東京大学に損失が出ないようにしている。イニシャル・フィーのうち、

手数料や実費との差額分を新株予約権で取得する。 

d 適切と考える株式等取得のタイミングやその理由 

 取得のタイミングについて規定はない。VC による投資後に資金計画等を構築し新

株予約権を取得した例、シード期に将来的な価値を判断し新株予約権を取得した

例のどちらもある。 

e 利益相反マネジメント 

 新株予約権の価値は、市場価値を元に算出されており、フェアバリューである。そ

のため、公正な基準に基づく取得であると対外的に説明できる。 
 新株予約権は、株式公開やバイアウトとならない限り現金化されないため、大学発

ベンチャーの価値に影響を及ぼさないと考える。その観点で、利益相反のマネジメ

ント上、新株予約権は株式よりも扱いやすい。 

4）新株予約権の行使、株式の売却・保有 

a 適切と考える新株予約権行使や株式売却のタイミングやその理由 

 TLO ではなく､東京大学の財務部が売却業務を行っている｡財務部では、インサイ

ダー取引防止の観点から外部の信託を活用している。 

b 株式保有時の議決権の行使に関する考え方 

 大学発ベンチャーの経営には関与しないといった観点から、共益権の行使､議決権

の行使は一切行わない。 
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c 株式売却時のインサイダー取引回避の取組 

 財務部では、インサイダー取引防止の観点から外部の信託を活用している（再掲）。

TLO が売却のタイミングを伝えるとインサイダー取引になるので､伝えていない。 
 TLO の職員は、社員規則で株式を購入できないことになっている。どうしても購

入が必要な場合は申請・承認が必要である。東京大学では、倫理規程において、利

害関係者から未公開株式を譲り受けることが禁止されている。 

d 株式等を取得した大学発ベンチャーがリビングデッドの状態となった場合の対応 

 行使期間等のタイミングで、権利放棄を行っている。 
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(2) 国立大学法人 九州工業大学 

1）大学発ベンチャーへの支援内容 

a 大学発ベンチャー支援の関連組織の概要と役割分担、その背景 

表 7-2 支援の概要と株式等取得実績（九州工業大学） 

 

 ライセンス、施設提供、ベンチャー創出支援ともに、学内組織であるグローバル産

学連携センターが担当している。常勤職員 6 名、パートタイム職員 11 名が配置さ

れている（2019 年 3 月現在）。ライセンスは技術移転部門で行っており、この部門

に所属する専任職員は 1 名のみである。 
 インキュベーション施設提供及びコンサルティングは、グローバル産学連携セン

ターが直接行っている。ベンチャー支援・育成支援については、福岡県や飯塚市等

外部機関の協力を得て実施している。 
 2004 年の国立大学法人化後、九州工業大学は文部科学省による産学官連携戦略展

開事業や大学知的財産本部整備事業等の補助金等を活用して、知的財産本部や産

学連携制度の整備を行った。これらにより人材が強化され、産学官連携に力を入れ

ることができた。 

b 株式等取得に関する体制 

 グローバル産学連携センター職員が株式等の取得を起案し、センター長の承認を

得て、研究・産学連携担当理事（副学長）が承認をするというプロセスを踏んでい

る。最終承認は学長が行う。 
 グローバル産学連携センターの技術移転部門に所属する専任職員は 1 名であるが、

組織が小さいことが、結果的にライセンスやそれに伴う株式取得等のプロセスを

早くしている。 
 株式等の管理は、大学の事務担当部署が行っている。 

c 近年の大学発ベンチャー支援内容の工夫や重点化の内容 

 福岡県内でも地方銀行を中心とした VC や独立系 VC が増えており、県内で支援を

受けられる環境が整ってきている。しかし、VC の多くは福岡市に所在している。 
 福岡県や飯塚市がベンチャー支援に力を入れていることもあり、大学近隣に公的

機関によるインキュベーション施設の提供や大学発ベンチャー支援等で行政と連

携し、協力を得られている。 

支援の内容 支援を行う組織 株式等取得実績 

ライセンス グローバル産学連携センター（学内組織） あり 

施設提供 グローバル産学連携センター（学内組織）及び外部機関 なし 

ベンチャー創出・

育成支援 

グローバル産学連携センター（学内組織）及び外部機関 なし 
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2）大学発ベンチャーからの株式等取得の状況 

a 大学発ベンチャー等から株式等を取得する対価となる支援、株式等取得の実績 

 2007 年から 2008 年にかけて、ライセンスの対価として新株予約権を 7 件（6 社）

取得した。また、2011 年、九州工業大学の特許の現物出資により、特許の管理・

活用のみを目的とする SPC（特定目的会社）が設立された。 

b 大学発ベンチャーの株式等を取得する大学側の目的、意義、リスク 

 株式等を取得することにより、大学発ベンチャーのシード期を支援し、九州工業大

学の研究成果を効果的に社会実装することを目的としている。 
 国立大学という組織上、特許は国の資金によって得られた財産である。一般企業と

の公平性の観点からも大学発ベンチャーにライセンスする場合にも相応の対価を

回収する必要があり、大学発ベンチャー以外の企業へのライセンスと同様に大学

発ベンチャーからも全額現金で受け取れるのであれば、それが望ましい。 
 一方で、大学発ベンチャーが成功すれば大きな収入になり、九州工業大学の研究基

盤が強化できるという期待はある。しかしながら、実際には、収入は想定していた

程度には得られていない状況である。ただし、大学発ベンチャーからのライセンス

収入が得られなかったとしても、九州工業大学全体のライセンス収入と比すると

その分は大きな額ではなく、経営への影響は小さい。 

c 大学への株式等の提供に関する大学発ベンチャー側の期待の想定 

 現金を手元に残すことができるというメリットに加え、九州工業大学が株式等を

有していることが、大学発ベンチャーの対外的な信頼性を高めるとも考えており、

大学が株式を保有すること自体が大学発ベンチャー支援になると考えている。 

d 上記の大学側の目的・意義や大学発ベンチャー側の期待の実現状況 

 行使期間を迎えた新株予約権が複数あるが、株式公開又は M&A に至った大学発

ベンチャーはない。 
 新株予約権を受け取った 6 社（7 件）のうち、4 社（5 件）は、現在も大学発ベン

チャーが事業を継続しており、外 2 社は休眠状態である。 
 研究者が思いを持って設立した大学発ベンチャーが、継続して技術を社会還元で

きていること、雇用創出に寄与していることは、株式等取得が、技術移転の後押し

となり、ベンチャー企業の金銭面や対外的な信頼性向上の支援になったことによ

る効果だと考えている。 
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3）株式・新株予約権の取得 

a 株式等の取得対象とする大学発ベンチャー 

 ｢対価を現金で支払うことが困難｣との文部科学省通知の解釈について､大学として

制定した細かな規則や基準はない｡案件ごとに個別交渉を行い、外部に説明できる

ようにしている。 
 大学発ベンチャーへのライセンスに関しては、必要に応じて交渉開始当初から、ラ

イセンス料の一部を新株予約権や株式で受けることを考慮する。ライセンス料は、

他企業へのライセンスと同様に金額を算定し、提示する。その後、現段階でのキャ

ッシュの状況は確認し、来期以降の設備投資、サンプル製造、人材確保等の計画を

考慮し、最終的に、今現金でどの程度出せるかというところから交渉している。 
 交渉の際の意思決定は、学内プロセスを踏み、会議体に上げていくが、明確に意思

決定の基準を設けないことで、比較的柔軟な対応を取っている。 

b 適切と考える株式等の数、行使価額、有償・無償の形式やその理由 

 イニシャル・フィーのうち、一部を新株予約権で、残りを現金で受け取っている。

大学発ベンチャーの経営を圧迫しないという大前提のもと、株式若しくは新株予

約権を、対価として見合う株式数を判断する。大学の持ち株比率が低く抑え、例え

ば 30%等を超えるような高い割合では株式等は取得しない。 
 大学発ベンチャー設立時のライセンスの対価としての新株予約権の取得であるこ

とから、資本金と株式発行数とに基づき、一株分の価値を算出し、ライセンスの対

価に見合った株数を決定している。 

c 対価のうち実費相当分の確保のための工夫 

 必ず大学発ベンチャーから事業計画を提出してもらい、現金での支払能力を担当

者が調査した上で交渉している。 
 出願料や発明者報酬等の実費分には、イニシャル・フィーのうち現金で受け取る分

を充てているが、全てを賄えているとは限らない。 

d 適切と考える株式等取得のタイミングやその理由 

 大学発ベンチャーのシード期を支援し、大学の研究成果を効果的に社会実装する

ことを目的としている。大学発ベンチャーの設立に近い時期に新株予約権を受け

取ることが大半である。 

e 大学発ベンチャーとの契約内容における工夫 

 これまでに受け取った新株予約権の行使期間は、全て 10 年であった。 
 共益権の行使､議決権の行使は一切しない契約となっている。 
 大学発ベンチャーの体力のない時期に金銭的な負担とならないよう、イニシャル・
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フィーを少なくし、ランニングロイヤルティを多めに受け取る等、外部に説明でき

る範囲内で工夫をすることもある。 

f 利益相反マネジメント 

 九州工業大学の利益相反マネジメント規程等に基づき対応している。 

4）新株予約権の行使、株式の売却・保有 

a 適切と考える新株予約権行使や株式売却のタイミングやその理由 

 新株予約権の行使期間が近付くと、行使期間の延長又は新株予約権の買戻しのい

ずれかの方向で大学発ベンチャー側と相談している。大学としては、延長の提案を

することが多い。 
 現在、株式を保有しているが売却の経験はない。行使期間の延長の提案や、保有を

継続する主な理由は、現時点で売却すると、いずれの企業についても対価が回収で

きないからである。 
 今後は、株式を売買できる状態になった場合には、大学発ベンチャーの経営を圧迫

しないという大前提のもと、適切なタイミングを決定する方針である。 

b 株式保有時の議決権の行使に関する考え方 

 共益権の行使､議決権の行使は一切しない契約となっている。 

c 株式等を取得した大学発ベンチャーがリビングデッドの状態となった場合の対応 

 数年毎に全ての大学発ベンチャーに連絡を取り、経営状況を把握している。連絡が

取れない場合や協議が決着しない場合等は、権利放棄の手続を行う。 
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(3) 学校法人 慶應義塾 慶應義塾大学 

1）大学発ベンチャーへの支援内容 

a 大学発ベンチャー支援の関連組織の概要と役割分担、その背景 

表 7-3 支援の概要と株式等取得実績（慶應義塾大学） 

 

 知的財産権のライセンスや産学連携等入口から出口までの支援を研究連携推進本

部（教員組織）が行っている。また、学術研究支援部（事務組織）が研究連携推進

本部をサポートしている。 
 事業創出やライセンス以外の大学発ベンチャーの総合的な支援のために、イノベ

ーション推進本部を、外部の企業出身者等を迎え、2018 年 11 月に設立した。今

後、コンサルティング機能等を強化する。 
 インキュベーション施設は、一部学部が設置し管理している他、産官学連携により

外部機関の協力を得ている。 

b 株式等取得に関する体制 

 慶應義塾大学の研究連携推進本部知的資産部門の担当者が各大学発ベンチャーと

交渉している。交渉経過は研究連携推進本部内で共有し、株式等の取得の判断をし

ている。取得する株数等は関連 VC から助言を受けることもある。その後、最終的

に、常任理事会で決定している。常任理事会は基本的には週に 1 回、火曜日に開催

されている。 
 株式等の管理及び売却の判断は、慶應義塾の財務担当部署が行っている。 

c 近年の大学発ベンチャー支援内容の工夫や重点化の内容 

 研究連携推進本部では、承認 TLO として、大学発ベンチャーの設立支援を行って

きた。大学発ベンチャーは慶應義塾とは別法人であり、大学発ベンチャーの経営責

任、製品責任等々が慶應義塾大学に求められることは望ましくない。さらに、利益

相反や責務相反の恐れもある。よって、大学発ベンチャー設立後は、適切な距離を

保つようにしている。例えば、慶應義塾の敷地を本社として法人登記することは禁

止している。 

支援の内容 支援を行う組織 株式等取得実績 

ライセンス 研究連携推進本部（学内組織） あり 

施設提供 各学部（学内組織）及び外部機関 なし 

コンサルティング 研究連携推進本部（学内組織）及びイノベーション推

進本部（学内組織） 

あり 
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2）大学発ベンチャーからの株式等取得の状況 

a 大学発ベンチャー等から株式等を取得する対価となる支援、株式等取得の実績 

 承認 TLO である研究連携推進本部でライセンス業務を開始した当初から、その対

価として株式の取引ができる状態だった。2002 年に株式会社ブイキューブから株

式を取得したのが最初の事例である。その後、多数の大学発ベンチャーから株式や

新株予約権を取得し、そのうち、3 社が株式公開した。 
 「アントレプレナー支援資金規程」に基づき、100 万円を上限に大学発ベンチャー

に対して出資し、株式を取得している。出資金の源は、寄附金等を原資とした基金

である。 

b 大学発ベンチャーの株式等を取得する大学側の目的、意義、リスク 

 現金がない時期の大学発ベンチャーを支援することが目的ではなく、慶應義塾の

研究成果が社会実装されることが第一義である。慶應義塾にリターンがあれば、将

来的に研究力、教育力として戻ってくるという考え方である。 

c 大学への株式等の提供に関する大学発ベンチャー側の期待の想定 

 慶應義塾が株主になることで大学発ベンチャーの信用度が上がり、さらなる投資

の呼び水効果があることは期待している。大学発ベンチャーの成功確率を向上さ

せる一要因になるかもしれない。 

d 上記の大学側の目的・意義や大学発ベンチャー側の期待の実現状況 

 慶應義塾が株式等を取得した大学発ベンチャーは、株式公開に伴い新株予約権の

行使・株式売却に至ったものもあれば、株式未公開のものもあり多様である。リビ

ングデッドとなったものもあるが、そのまま保有している状態である。 
 ライセンス費用が回収できなかったこともあるが、外部から回収しているライセ

ンス料全体のボリュームを考えると、大きな損失ではない。 

3）株式・新株予約権の取得、 

a 株式等の取得対象とする大学発ベンチャー 

 明確な審査基準はなく、担当者が大学発ベンチャーと相談して判断している。 

b 適切と考える株式等の数、行使価額、有償・無償の形式やその理由 

 大学発ベンチャーに現金がないときには、株式で受け取るか新株予約権で受け取

るか相談して決めている。慶應義塾大学としては新株予約権より株式で取得する

方が、株価の公正価値が算定しやすく、取得数を決めやすいので望ましい。ただし

VC が関与している場合等は、大学発ベンチャー側にも取得割合や株式発行のタイ
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ミングに制約がある。 
 ライセンスの対価としての株式や新株予約権の口数は、大学発ベンチャーの状況

に応じて決めている。 

c 対価のうち実費相当分の確保のための工夫 

 大学発ベンチャー側からライセンスの対価を株式で支払いたいという要望があれ

ば交渉に応じている。どのくらい現金が払えるのか等を確認し、100%株式で受け

取るということもあった。 
 知的財産権の処理に係る専門員の人件費等は回収したいと考えているが、実際に

はなかなか難しい。 

d 適切と考える株式等取得のタイミングやその理由 

 取得のタイミングについての取決めはないが、アーリーステージのベンチャー企

業からの取得である場合が多い。 

e 大学発ベンチャーとの契約内容における工夫 

 慶應義塾では取得割合を何%とする等の基準は作っていない。大学発ベンチャーと

相談し、大学発ベンチャーがデメリットを受けない割合で取得している。アントレ

プレナー資金として大学発ベンチャーに出資する金額の上限は 100 万円として設

定しているが、100 万円であれば、大学側が受け取る株式の割合がベンチャー企業

の活動に悪影響を与える程度には達しないだろうとの考えに基づいている。 

f 利益相反マネジメント 

 慶應義塾利益相反マネジメント内規等に基づき対応している。 

4）新株予約権の行使、株式の売却・保有 

a 適切と考える新株予約権行使や株式売却のタイミングやその理由 

 権利行使と売却の判断は財務担当部署が主導している。 
 通常保有している株式と同様の取扱いだが、各大学発ベンチャーの置かれた状況

にも関係してくるので、研究担当常任理事、財務担当常任理事、産学連携担当部署

の話合いで決めている。例えば、大学が大学発ベンチャーの株式を所有しているこ

とによる、さらなる投資の呼び水効果を考えると、株式を全部一気に売却してしま

うとその効果が一度に失われることになる。そのような点を考慮し、大学発ベンチ

ャー支援の観点から売却のタイミングを決めている。 

b 株式保有時の議決権の行使に関する考え方 

 共益権の行使､議決権の行使は一切しない契約となっている。 
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c 株式売却時のインサイダー取引回避の取組 

 会議体の体制として、投資判断をする委員会の中に研究連携推進本部と財務部が

同席し、情報共有がされているが、情報は守られている。 

d 株式等を取得した大学発ベンチャーがリビングデッドの状態となった場合の対応 

 リビングデッドになった株式は、そのまま保有している。 
 株式と新株予約権との両方を保有していた大学発ベンチャーが破綻し損失を計上

したことがある。 
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7.2.2 企業へのヒアリング結果 

1.ペプチドリーム株式会社（東京大学発ベンチャー） 

企
業
に
つ
い
て 

東京大学大学院理学系研究科の菅裕明教授の発明を用いた独自の創薬開発プラットフォー

ムシステム（PDPS）による特殊環状ペプチドに特化した自社創薬研究開発、提携先との共同

創薬研究開発及び PDPS の技術貸与を行う大学発ベンチャーである。 
 
＜沿革＞2006 年 7 月 設立 
2013 年 6 月 東京証券取引所マザーズ市場に上場 
2015 年 12 月 東京証券取引所市場第一部に市場変更 
＜従業員数＞ 91 名（2018 年 6 月末現在） 
＜直近の売上高＞ 6,426 百万円（2018 年 6 月期） 

創
業
時
の
状
況 

 大学の提案とネットワーキングが起業のきっかけに 
東京大学大学院理学系研究科の菅教授が東大 TLO に発明届を申請した際に、東大 TLO が、

その技術をビジネスにする会社を立ち上げることを提案。東大 TLO と東京大学エッジキャピ

タルとの 2 者のネットワークにより経営を担当する人材を探索し、のちのペプチドリーム社の

創業メンバーとなる菅教授と窪田氏（現会長）とのマッチングが実現した。 
 設立前の綿密な事業計画や知的財産権のポートフォリオの検討 

当時、日本のバイオベンチャーには成功事例がまだなく、菅教授と窪田氏とは、約 1 年をか

けて、事業計画や知的財産権のポートフォリオなどを綿密に検討した。菅教授は、大学発ベン

チャーの成功例が多いアメリカにおける起業のノウハウや、自身の知的財産権、関連知的財産

権に関する知見を有し、また、窪田氏は、バイオ分野で、ベンチャー企業を立ち上げるなどの

豊富なビジネス経験を有していた。その後 2006 年に、菅教授と窪田氏とが創業メンバーとし

てペプチドリーム株式会社を設立した。 

新
株
予
約
権
付
与
ま
で
の
経
緯
と
契
約
内
容 

 事業計画等に基づく企業主導のライセンス交渉 
設立当初は、菅教授と窪田氏及び知人から集めた資金のみで研究開発などを行っており、ラ

イセンス契約のための費用を現金で支出することは現実的ではなかった。そこで、東京大学と

のライセンス契約に際しては、初めから、対価として新株予約権を付与することを前提として

交渉を行った。 
設立のための事業計画を検討するに当たり、現在から将来にかけての企業価値を、ディスカ

ウントキャッシュフロー法によりシミュレーションしていた。それにより、ライセンス交渉に

おいて、現在及び将来の新株予約権の 1 単位当たりの価値の目安を示すことができた。 
また、ライセンス交渉の前段階で、あらかじめ事業の核となる知的財産権のポートフォリオ

が作成され、特許の発明者である菅教授と窪田氏との間でそれらの特許の活用に関する合意

（ペプチドリーム社にのみライセンスすること等）が成されていた。それにより、交渉におい

て、ライセンスの妥当性を示すことができた。 
 ベンチャー企業にとって受け入れやすい条件での契約 

株数に加えて、行使価額なども企業側から提示し、概ねそれを大学側が受け入れた。大学特

許のライセンスのイニシャル・フィーとして新株予約権を付与、その後のロイヤルティは、売

上が安定してから支払うことで合意し、契約。現在は、大学へのロイヤルティを現金で支払っ

ている。ロイヤルティ料率などもペプチドリーム社にとって受け入れやすい条件だった。なお、

大学とペプチドリーム社は定期的に事業状況に関するコミュニケーションをとっている。 

上
場
と
権
利
行
使 

 上場による大学のライセンス対価回収の実現 
ペプチドリーム社は 2013 年 6 月に上場し、初値で時価総額が 1,018 億円となった。東京大

学は 2013 年事業報告において、新株予約権の行使及び株式の売却による売却益が、収入の増

加に大きく寄与したことを伝えている。 
なお上場に向けた検討は 2012 年 4 月に開始している。当時、窪田氏以外の社員は研究者の

みだったため、上場に携わった経験のある財務経理の担当者を採用した。監査法人には、遡及

監査を依頼した。上場を想定し、財務構造を非常にシンプルにしていたため、問題なく遡及で

き、翌年には上場が実現した。 
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2.株式会社しくみデザイン（九州工業大学発ベンチャー） 

企
業
に
つ
い
て 

「しくみ」を活かした参加型コンテンツシステム及びアプリケーションの企画・開発、コン

サルティング、クリエイティブ教育を行う大学発ベンチャーである。 
 
＜沿革＞2005 年 2 月 設立 
＜従業員数＞ 11 名（2018 年 12 月現在） 
＜直近の売上高＞非公開（2018 年 12 月現在 非上場） 

創
業
時
の
状
況 

 創業者の学生時代の作品に基づき、有限会社としてビジネスを開始 
創業者である中村氏（現 CEO）は、九州芸術工科大学（現、九州大学）大学院在学中、音楽

アプリケーションである KAGURA を自らの作品として構築した。KAGURA は対外的に評価

され、中村氏は自ら特許出願を行い、権利を取得した。その後、KAGURA を核としたビジネ

スを検討し、ベンチャービジネスプランコンテストで優勝。福岡県からの補助金を取得したこ

とをきっかけに、2005 年にしくみデザイン（有限会社）を立ち上げた。 
 利益相反に配慮しながら事業に関与し、株式会社化を実現 

同時期、中村氏は、九州工業大学の産学連携組織の立ち上げメンバーとして、講師の職に就

いた。研究活動を継続しながら、4 年間にわたり講師としくみデザインの CTO とを兼任した。

利益相反や責務相反を回避する関係上、しくみデザインの CEO には就任しなかった。 
福岡県からの補助金に、中村氏個人の出資が加わったことにより資本金が 1,000 万円に達

し、2009 年に株式会社化が実現した。 

新
株
予
約
権
付
与
ま
で
の
経
緯
と
契
約
内
容 

 大学からの新たな特許のライセンスの対価として新株予約権を付与 
中村氏が講師を務めた期間に、九州工業大学で開発した知的財産については、大学名義で特

許を取得した。その特許の活用方法を九州工業大学としくみデザインとの間で検討した結果、

新株予約権を対価としたライセンス契約を結ぶことになった。しくみデザインにとって、事業

発展のためその特許のライセンスは必須でしたが、ライセンスのイニシャル・フィーを現金で

支払うための十分な資金を確保することは難しい状態だった。 
契約当初は、100 万円分相当であると合意できた新株予約権 10 個（10 株分）を九州工業大

学側に付与し、しくみデザインによるロイヤルティの支払は 3 年目まで免除されるという契約

を結んだ。無償の新株予約権であり、行使価額は 1 円、行使期限は 10 年間という内容だった。 
 6年後、業態を考慮して契約変更 

しくみデザインは、ライセンス契約後 6 年が経過した際に、ロイヤルティの支払を特許権の

譲渡に改める契約の変更を申し出た。契約変更に当たり、特許権の 10％の譲渡を受け、その対

価として 200 万円を現金で九州工業大学に支払った。ロイヤルティの支払ではなく、特許権の

譲渡に改めた背景は、しくみデザインの業態にある。顧客からの依頼に基づき成果物を提案す

るという業態のため、その中にどの程度特許技術が貢献しているか、またどのタイミングで支

払うべきかをあらかじめ決定するのは難しい状況にあった。 

新
株
予
約
権
の
買
戻
し 

 資本政策を考慮し、行使期限の延長ではなく企業による買戻しを選択 
行使期限の前年、株式公開に至らなかったため、九州工業大学からしくみデザインに行使期

限の延長が提案された。しかし、しくみデザインは、今後の資金調達の可能性を高めるため、

新株予約権を買い戻す提案をした。当時、発行済の株式の全てを CEO の中村氏が保有してお

り、九州工業大学が保有している 10 株分の新株予約権は、シェア 5％に相当した。提案に当た

っては、VC 等には相談せず、社内で検討を重ねた。交渉の結果、しくみデザインが新株予約

権を買い戻すことで合意した。買戻しの額はしくみデザインの業績などを考慮して算出し、結

果的に新株予約権を設定した対価の半分程度の額で合意することとなった。 
 大学から特許ライセンスを受けたメリットを現在も享受 

九州工業大学からライセンスを受けている知的財産権に基づく技術は、しくみデザインの現

在の事業においても活用されている。中村氏は、大学から知的財産権のライセンスを受けたこ

とは、大学の発明をビジネスにつなげるという大学側の視点からも、大学発ベンチャーのシー

ド期に支援を得るというしくみデザイン側の視点からも意義があったと考えている。 
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3．株式会社ブイキューブ（慶應義塾大学発ベンチャー） 

企
業
に
つ
い
て 

ビジュアルコミュニケーションツールの企画・開発・販売・運用・保守。企業などへのビジ

ュアルコミュニケーションサービスを提供する大学発ベンチャーである。 
＜沿革＞1998 年 10 月 有限会社ブイキューブインターネットを設立。 

2001 年 1 月 株式会社ブイキューブインターネットへ組織変更。 
2002 年 3 月 慶應義塾大学と資本提携。  
2002 年 12 月 株式会社ブイキューブへ社名変更。 
2013 年 12 月 マザーズ市場上場 
2015 年 7 月 東京証券取引所市場第一部へ市場変更。 

＜従業員数＞ 505 名（2018 年 12 月 31 日現在、役員、臨時従業員含む。） 
＜直近の売上高＞7,960 百万円（2018 年 12 月期 連結） 

創
業
時
の
状
況 

 仲間内のスモールビジネスから始まった学生発ベンチャー 
創業者の間下直晃氏（現 CEO）は、慶應義塾大学 1 年在学時から、ウェブサイトの受託開発

を行っていた。当初はアルバイトの代わりとして行っていたものの、クオリティの高いコンテ

ンツを少額で提供することが好評で受注が増え、仲間内でのスモールビジネスに発展し、1998
年 10 月、「ブイキューブインターネット」として有限会社化した。 

2001 年 1 月、大学院在学中だった間下氏は、卒業後もブイキューブインターネットで事業

を行うことを決意した。社内で資金を集め、資本金を 1,000 万円にし、株式会社化した。所属

していたゼミの教授も出資し、株主となった。 
起業当初は、大学の空き教室やインターネット環境を事業に活用していた。 

資
本
提
携
ま
で
の
経
緯
と
契
約
内
容 

 知財保護の相談がきっかけとなり、大学が出資を発案 
株式会社化後、事業拡大を検討する中で、自社が先に開発したコンテンツに類似するものが、

大手 IT 企業から発表されるという事態に何度か直面した。その頃、大学の授業で、特許につ

いて初めて学び、当時開発していた新しい技術の特許を取ろうと、大学の知的資産センター（現

知的資産部門）に赴いた。知的資産センターは、間下氏の技術に注目し、当時の所長を中心に

して、ブイキューブインターネットに取得する特許を現物出資する案が浮上した。大学発ベン

チャーに出資することは、慶應義塾大学としても初の試みだった。 
 大学が特許を取得、現物出資、その対価として株式を取得 

2002 年 3 月、ブイキューブインターネットと慶應義塾大学とは、慶應義塾大学が間下氏の

技術に基づき取得した特許の専用実施権をブイキューブインターネットに現物出資すること

による第三者割当増資で合意し、資本提携した。特許の維持費用は、2013 年に上場するまで、

大学側が支払った。また、これに伴い慶應義塾大学は、発行済株式の 4％を取得した。 
ブイキューブインターネットは、当時、既に資本金を 2,500 万円に増資しており、出願に係

る費用を現金で支払うことが可能だった。しかし、特許取得のノウハウや知識が十分ではなか

ったこと、大学による出願は早期審査制度の対象であったことなどから、慶應義塾大学が権利

を取得することはブイキューブインターネットにもメリットがあった。加えて、知名度のあま

りなかった大学発ベンチャーが、出資を受けることにより慶應義塾大学が持っているネームバ

リューを確保すること、卒業生をはじめとするネットワークを顧客獲得に活用できる可能性が

広がることも、大きなメリットとして捉えられた。 

上
場
と
株
式
売
却 

 株式公開と大学の株式売却の実現 
慶應義塾大学は、株主総会に出席し、また、ブイキューブ側に業績の報告を求める一方で、

株主としての権利については、議決権を放棄するなどブイキューブ側の負担にならないように

配慮がなされていた。 
資本提携後の 2002 年 12 月、ブイキューブインターネットはブイキューブへ社名変更をし

た。その後 2013 年 12 月マザーズ市場に株式公開し、2015 年 7 月には東京証券取引所市場第

一部へ市場変更した。慶應義塾大学は、株式公開後しばらくたって、ブイキューブの株式を売

却した。 
 大学とのつながりがビジネスの推進力に 

ブイキューブは、専用実施権を有する特許を現在も活用している。そして、慶應義塾大学か

らの出資により、大学の持つネットワークが得られ、助言などを受けられたことの効果は、想

像以上のものだった。また、慶應義塾大学が株式を保有していたことは、それ以降の VC 等に

よる支援の妨げにはならなかった。 
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