
これまでの経歴

── まず経歴について、簡単にお聞かせいただけますで

しょうか。

冨田 三共に1 9 7 4年（昭和4 9年）に入りました。私は

開発部門の要員として、本社にすぐ勤務することになっ

ていたんですけれども、当時、三共は業績があまり良く

なくて、新薬もほとんど発売にならず、営業出身の副社

長が「現場を知らないからろくな新薬がでない。開発部

門で採用になった4名のうち1人は営業の現場に出せ」

と言ったとかで、当時は、お医者さんへの女中奉公的な

側面もあり、毎晩のような派手な接待で、社会的に余り

評判が良くなかった医薬品の宣伝要員のプロパーという

のを札幌支店で3年間やり、身体をこわしたこともあっ

て採用時の約束だった開発部門に戻りました。入社後の

研修期間中に誰かが営業に出なければならないといわれ

た時、皆パニックになりましたが、学生運動をしていて

大学を出るのに6年かかり4名の中で一番年上だったの

と、もともと三共のような大企業勤務を望んでいたわけ

ではなく、中堅の製薬企業に就職が決まっていたのに善

意とはいえ伯父の勝手な横槍のせいで三共に入社したの

で、皆がそれほど嫌ならと、プロパーという職の内容も

全く知らずに「私が営業にでます」と申し出たわけです。

販売成績は良くなく、プロパーとしては失格でしたね。

本社の開発部門では、最初に臨床試験の担当を5年間

やりました。それは新薬の臨床試験の計画を立案し実施

する、試験に参加している医師を訪問して、患者さんの

データを集めるという仕事で、開発部門の中では一番現

場に近い仕事です。その後、開発品のプロジェクトマネ

ジメントをする製品計画部というところに移り5年間や

り、三共には合計で1 3年いたことになります。プロジ

ェクトマネジメントは、開発段階の異なるいくつかの開

発品目を同時に担当し、厚生省の医薬品としての承認に

必要と思われる、どういう種類のデータをどの時点で集

めるとかいった、開発計画のプランニングと開発の全体

的な進行管理が仕事でした。

それなりの実績もあげていたのですが、私は3 6歳ぐ

らいのときに、自分の記憶力がすごく落ちたのに愕然と

したのがきっかけで、記憶力だけでなく能力自体が全体

的に落ちているのだろう、自分一人でやっていて、これ

以上のいい仕事ができるのだろうかと考え始めるように

なりました。幼いときから兄弟の中で一番学業成績が悪

く、今でも自分は他人より頭がよいと思っていませんし、

天才的ひらめきというものもない。かといって器用かと

いうと逆で、きわめて不器用な方で、良い仕事をするに

は他人の数倍の努力をし、自分の能力と体力の限界まで

常に働いていました。能力が落ちたことを認識した時、

ああ、これは個人でやっている分には、もうこれ以上質
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として創造的な良い仕事はできない。せいぜいできると

すると管理職になり、自分が学んだこととか経験を後輩

の人たちに伝えて、量的に拡大すること位だ、と思うよ

うになりました。当時の三共でそういう立場に立てるの

は1 0年以上先だったわけです。

そう考えているときに、日本イーライリリーから、

これから日本法人を立ち上げ、研究開発本部をゼロか

ら創るのでこないかと誘われ、転職を決めました。当

時の日本イーライリリーの各部門のトップはほとんど

が本社からきた外人で、研究開発本部も3年間だけ外人

がトップに座るが、ナンバー2として、実質的なトップ

として力を発揮して欲しいということで、私には極め

て魅力的な話でした。

転職を決めた時には研究開発本部は他部門に先駆けて

既に東京にあり、勤務地は東京との約束で入社し、日本

法人の本社もいずれ東京に移るとの説明を受けていたの

ですが、半年以上たっていざ入社となると、とりあえず

神戸に来てくれと言われました。入社してみると、東京

にあった研究開発本部ですら神戸に移っており、まさに

だまされたという状態でした。丁度それはバブルのころ

で、賃貸料があがり、前年度の8月に承認された予算案

では、神戸から東京に移れず、神戸に当分は居つくとい

う決定が6ヶ月の間になされたとの説明でした。仕事は

順調で楽しかったので仕方ないと諦め、2年弱の間神戸

で勤務していたのですが、そのうちに家庭の事情で東京

に帰ってこなきゃいけなくなって退職し、新薬の業界で

は名前を聞いた人はほとんどいない、ゾロ品（後発医薬

品）専門から新薬に乗り出すローラージャパンというと

ころに入ったんです。その後はほとんどフランスのロー

ヌ・プーラン系ですね。

入社後すぐに米国本社での研修に来いというので3カ

月いましたら、帰国後すぐにローヌ・プーランの医薬事

業部とローラーが合併して、ローヌ・プーラン・ローラ

ー（R P R）（現 アベンティス）になったんです。単身乗

り込んだ日本イーライリリーで、何もないところで自分

の納得のいく成果もあげられたので、どこにいっても、

どんな状態でも研究開発では一流の仕事ができると自信

を持っていたので、希望としては次は研究開発は卒業し

てビジネスサイドの職につきたかったのですが、失業中

の私を研究開発以外の仕事で雇ってくれるはずはなく、

開発組織はこれから新しく創るというのが魅力で研究開

発の本部長としてローラーに入社しました。合併後は、

ローヌ・プーラン側に研究開発のトップがいましたの

で、渡りに船と待望のビジネスサイドの仕事の経営企画

に移りました。合併後の混乱の中で、全くの誤解ですが、

会長や社長が自分の地位を脅かしていると勘違いし、そ

れでクビにされてしまったんです。本社の幹部に意見を

聞かれるたびに会長や社長を必死に弁護していたのに何

がどうなったのか、当時はまさにあっけにとられるのみ

でした。失業した私を、サンド薬品（現 ノバルティス）

が社長補佐で迎えてくれました。サンド薬品に入社して

約1ヶ月後に、R P R本社の幹部から「今回の件は間違い

で自分は同意していない」とC E Oが言っているので会

社に帰る気はないかとの電話が自宅に入ったのを皮切り

に、その後も誘いが続きました。会長や社長は去り、交

代に旧知で仲の良い友人がアジア太平洋地域の責任者

兼日本法人の社長として赴任してきて、何とか力を貸

してくれと直接くどかれたこともあり、ビジネスサイ

ドの仕事ならとの条件でR P Rに帰ることにしました。

ただ、サンド薬品は失業している時に好条件で迎えて

くれた恩がありますので、恩返しをしてからと、当時

携わっていた田辺製薬との提携の話の決着がついた後、

アジア・太平洋地域の経営企画本部長としてR P Rに帰

りました。

帰ってすぐに、オーストラリア、ニュージーランドや

韓国などアジア太平洋地域各国の子会社の中期経営計画

策定に飛び回っていましたが、3ヶ月半位経った時に、

兼任で日本法人の研究開発本部長をやってくれと突然頼

まれました。「約束が違う」ときっぱり断わり、ボスも

「悪かった。忘れてくれ」でそのときは終わったのです

が、私の部屋を出ていく後ろ姿がさびしげで一日中妙に

気になり、その日の夕方結局引受けました。それが4 3

歳の時ですかね。うわさで多少は耳に入っていたものの、

業務上関係のない日本法人内部のことはほとんど知らな

かったのですが、研究開発本部は組織がもうめちゃくち

ゃになっていて、開発経験のある人が3年間位にわたっ

てゾロゾロと辞めたあとで、医薬品開発を何等かの形で

経験した者は数人しか残っておらず、3 5～3 6人しか部

下がいないのに2 5人位が2 3～2 4歳の会社に入社したて

の女性ばかりでした。その上、元本部長派とアンチ派が

鋭く角を突き合わせていて、「まいったなあ。どこから

手をつければ良いのやら」というのが最初の実感でした。

それでいてがんの領域では、老舗の大手外資との同系統

の抗がん剤の開発競争には1年半位水をあけられてい
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て、何とか追いつかなければいけないというのが、私が

投入された理由でした。「大半が未経験のみの組織で経

験豊かな大手企業に勝負を挑むのも極めてチャレンジン

グでおもしろい」とすぐに気を取り直して、土日もほと

んどなしに必死で働き続けました。自分でも無理だと思

う計画を立てて1年半ほど頑張っているうちに、国内で

は競争相手に追いつき、全世界のR P R組織の中でも、

日本では２年程遅れて開発を開始したにも拘らず、世界

に先駆けて日本で最初に承認申請することができまし

た。その当時の外資での常識は、日本での承認申請は数

年遅れるのが常でしたので、本社の幹部も驚いたのでし

ょう、その年の全世界で最も偉大な業績をあげた社員に

も選ばれ、ちょうど企業内ベンチャーとして遺伝子治

療・細胞治療事業部（G e n c e l l）が、医薬事業部に並ぶ

形で創設されたこともあり、R P R本社のヴァイスプレ

ジデントでG e n c e l lのアジア太平洋地域の責任者の地位

に昇進しました。会社も約束を守って、またビジネスサ

イドに返してくれたわけです。第Ⅰ相試験の途中で本部

長を引受けて、新薬としての承認申請まで1年半弱で到

達したのは自分が今振り返っても驚異的なスピードで、

もう一度やれといわれても多分できないでしょう。素人

集団を率いて、はるかに強大な組織相手にどこまで出来

るか限界までやってやろうという目標に燃えていたから

こそ、「火事場の馬鹿力」で出来たのであって、まとも

な組織を率いていたらごく常識的な仕事をしたので、か

えって開発に4年くらいかかったかもしれないと思って

います。G e n c e l lでは、アジア太平洋地域の総支配人と

して、本社の最高意思決定機関の一員でしたので、5年

半にわたり世界の遺伝子治療や細胞治療のビジネスの最

先端で仕事をすることができました。日本法人の社長も

兼務しましたが、日本で最初の薬事法に基づいた正式な

治験として、岡山大学その他でアデノp 5 3の遺伝子治療

を実施しました。それが遺伝子治療薬のメドジーンバイ

オサイエンス（現 アンジェス）、それにつづくゲノム

創薬のオンコセラピー・サイエンスにつながって、今日

に至っているわけです。私は「ゼロから何かを作り上げ

る」「皆が出来そうにないことを達成する」ということ

に燃える人間なんです。

米欧の違い

── 日米欧の企業に勤務されていますが、各国間の文化

の違いなどを感じることなどはありましたか。

冨田 カルチャーの違いというのはあると思います。ア

メリカというのは個人主義ですね。フランスというのは、

とても小さなサークルで密な人間関係を作るんですけ

ど、その中では日本人以上に、義理と人情という言葉で

はぴったり表現できないんだけど、紐帯は濃いんです。

そのサークル内で、お互いに絶対助け合うんです。私が

R P Rをクビになった時も、フランス人の連中が必死に

なって仕事を探してくれました。私はローラー出身なの

で、「敵（？）」側のローヌ・プーランのフランス人が助

けてくれるというのもおかしな話だったのですが……。

クビだって言われて、「迷惑掛かるから私に近寄らな

くていいよ」と日本人の部下や同僚に言うじゃないです

か。そうすると彼らは申し訳なさそうな顔をして、隠れ

て「本部長、ぜひ激励会をしたい」と連絡してきて内証

にやるわけです。ところがフランス人は堂々と私のとこ

ろにきて、目の前を会長とか社長が通っていても、全然

意に介せず「迷惑が掛かるからくるなよ」と言っても、

毎日のように来て平気で話していくわけです。そして、

一生懸命に仕事を探してくれるわけですよ。フランス人

はやはり組織より人間のつながりだとか、そういうとこ

ろを重視するわけですね。

面白いのは、例えばアメリカの会議では、ボスは最初

は自分の意見を鮮明にしないんです。みんな自分を売り

込まなきゃいけないから、ここぞとばかりに活発に自分

の意見を言っていく。ただ、いったんボスが、自分は右

だと思うというような感じのことを言うと、それに挑戦
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する人間は私くらいで、周りはパタッともう右か沈黙な

んですよ。日本は欧米と仕事の仕方が違うという認識が

あったのか、私の実績がいつも良かったせいか、おそら

く両方でしょうが、日本についてはいつも私の意見が通

り好きなようにしていましたが。その夜に会議出席者の

ディナーがあって、米国の同僚に、「本当に大丈夫な

の？ 会議の決定どおりできるの？」と聞いても、「ボス

の決定だ」という答えしかこない。どんなに水を向けて

も、よほど関係が親密でないと俺は本当は左だと思うな

どと、アメリカ人は言わないです。一方、フランス人の

同僚はというと、「あれは単に会議で決まったこと。私

は左でやる」と、ごく自然に、当たり前のように言い放

つのには、何のための会議かと唖然としました。

それからアメリカ人はボスの悪口は言わない。アメリ

カでも友人だけでのD i n n e rの時に下の人の批判はしま

すよ。でもボスの批判は水を向けてもよほど私が信用さ

れていない限り乗ってきません。それはやはり狩猟民族

だとか個人主義ということなんでしょう。日本では「赤

ちょうちん」で、同僚同士で上司をこきおろすなど普通

のことで、そういう意味ではすごく甘えの構造があるよ

うに思います。アメリカで社員をクビにするのはいとも

簡単で、また退職金も最初の呈示は3ヶ月とかそんなも

のです。余談ですが、明日からもう来なくていいよとい

う紙は、人事の連中はどこに置いておくと思います？

机の上に何もなければ別なのでしょうが、多くの場合は

いすを引いてその上に置くんです。部屋に入った時にそ

こに置いてあると目に止まる率が非常に高いという理由

なんですが。フランスでは労働組合が強いのでヒトをク

ビにするのは大変ですし、クビになった人間がコンサル

タントなどの肩書きでいつまでも会社に出入りしたり、

カフェテリアなどで仲の良いかつての同僚や友人達と談

笑しているのをよく見かけました。

アメリカは結局個人主義で、友情というのも多くの場

合表面的ですよね。ヨーロッパの方が日本的というか、

私はフランスしか分かりませんが、そんな気がします。

ただ、組織で働くということになると、当時のフラン

スは信じられないほど駄目でしたね。現在は随分アメリ

カ的になったと聞きますが、例えば業務上必要な情報が、

組織が中央集権的じゃないから、ちゃんと流れないんで

す。メールで「C C」というのがあるじゃないですか。

日本もそういうところがあるけども、情報を関係する可

能性のある人にやたらと配るのがアメリカンスタイルな

んです。それで全員に配って情報が到達してさえいれば

文句は言わせないという感覚ですよ。あんたに書類送っ

ているじゃないかと。フランスは必要な情報も配らない。

仲間うちだけで共有しておしまい。組織より人間のつな

がりです。その程度は日本以上だと思いました。

大学のベンチャーとの関わりにおける問題

── 米欧は企業内ベンチャーですが、日米欧でのバイ

オベンチャー立ち上げに関わられたわけですが、ベン

チャーの立ち上げ苦労話というところで、お聞かせいた

だけますでしょうか。

冨田 確かに、米国はベンチャーを取り巻く環境、制度

やハードのインフラが日本より完備していることは事実

ですが、この数年の新政策により、今やわが国もある側

面では同等以上の制度ができています。ただ、それが残

念ながら実際には動かない。制度・政策の問題よりも、

ベンチャーをしていてつくづく感じるのは、大学に限ら

ず、日本の文化や日本人自身がベンチャーとは対極だと

いうことです。日本は、前例のないことや新しい今まで

経験したことのないことについて、それどころか自分が

今携わっている仕事でさえ、自分の頭で考え、自己の責

任で物事を決定したり、従来のやり方を変更するという

ヒトが極めて少ない。そこにはいくばくかのリスクが生

じるからなのでしょう。ただ前例に従って、周りと同じ

ように仕事を流していても、また前例がなければ何処か

でいくつか前例が出てくるまで待っていても、人並みの

生活が保障されている、安定した豊かな時代が長く続き、

その心地よさに皆泰平の眠りについてしまっているよう

に思えます。前例がないのだから自分の好きなように自

由にできるとむしろチャンスと捉え、自らが前例を創る

んだというヒトはほとんどいない。私なら、「しめた！」

と思って、喜んじゃいますがね。

バブルが壊れ、デフレ時代に突入して今までの繁栄が

いつまで続くかわからないと頭では理解していても、一

度身についてしまった行動様式や文化は、またそれしか

経験していないのだからなかなか変わらない。それが大

学のみではなく、日本ではベンチャーの前に常に大きな

壁になってたちはだかるということです。ベンチャーは

対極の文化で、新しいことに挑戦し、それも誰もしたこ

とがないイノベイティブな方法を必死になって自分の頭

で考え、自己責任で、それも瞬時に決定し、誰よりも早
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く結果を出さなければ競争に敗れ消滅するのみですか

ら。ベンチャーが、優秀な人材を多く抱える大企業と同

じようにしていて生き残れるはずなどない。ベンチャー

の行動を制約する可能性がある物事の決定権を、安眠し

ている日本の大学の機構が持っているとすべてがストッ

プしてしまいます。

例えば、2 0 0 0年の4月に、大学教官が取締役を兼業

しても良いという制度と、ストックオプションを社外の

人にも配って良いという法律が出来ました。ストックオ

プションの方は通産省（現 経産省）の認定を受けたベ

ンチャーだけが対象だったんです。例えばアメリカなん

かだと、一度成功し経済的に余裕のある人というのは、

次の会社で「給与をくれ」なんて言わずストックオプシ

ョンをくれと言うんです。その会社の事業に対する自分

の目利きに自信のある人、それをもとにした事業の推進

に自信のある人、実力のある人ほどストックオプション

の方を好むのですね。成功したときのリターンが大きい

し、自分も燃えるし。弁理士、弁護士や会計士の先生で

も、自分の仕事が軌道に乗っていて経済的に余裕があれ

ば、時給で報酬を受け取るよりストックオプションをも

らった方が面白いわけですよね。だから一流の人ほど、

ストックオプションで構わないと言うんです。価値のあ

るP r o j e c tをもったベンチャーには、いろいろな一流の

人材が集まってほぼ無償で手伝うわけです。関与してい

る会社の価値が上がらなければ何の報酬もないわけです

から、皆、全力で必死に知恵をしぼって手伝うわけです。

価値のないP r o j e c tしか持たないベンチャーにはオプシ

ョンだけでよいという一流の人材が集まらず、経費がか

えってかかるし、誰も資金提供しないので淘汰されます。

市場原理が働くわけです。

私がアンジェスの責任者としてその立ち上げに東奔西

走していたころに、ちょうどわが国にも新制度ができ、

これで経費をかけずに社外の一流の人材に仕事を手伝っ

てもらえると、勇んで役所にストックオプションを申請

しに行ったのですが、担当者の反応が今ひとつはっきり

しない。必死で食い下がっていると、「これは、絶対に

ここだけの話にしてくださいね。新法ができた1年間ぐ

らいは、新法が傷つかないようなところにしか適用しな

いことになっているんです」とすまなそうに言うんです。

「おたくはまだできたばかりでしょう、常勤の社員は二

人だし、そういうところがいくら申請しても、役所の慣

行からいって絶対に無理です」と。その担当の方には今

でも大変感謝しています。延々と、手を変え品を変え書

類の再提出を要求され、時間と労力を浪費されるより正

直に言って貰って本当に助かりました。

創業したばかりで資金が全然ない状態だからこそ、社

外の一流の人材の力というものを借りられるのは、スト

ックオプションしかないわけですよ。だって、売り上げ

の見込みが全く立たない企業が1時間5万円もコンサル

タント代を払わなきゃいけないといったら大変ですよ

ね。ストックオプションの制度は、米国ではそういう使

われ方をしているし、当然制度の適用を受けられると思

って役所に行ったのに門前払いでした。多くのベンチャ

ー起業促進あるいは経営支援の新制度は、2 0 0 2年の商

法改正の優先株などの種類株の発行でもそうですが、実

際にはほとんど適用されないか、本来それを必要としな

い安定した企業による前例が蓄積してはじめてベンチャ

ーでの実施例が出ることになります。

ベンチャー起業における規制の影響

冨田 日本というのは、官僚に代表される規制側の方が

決定にあたって安全サイドに立つのだとつくづく感じま

した。一番加減の厳しい事例が1個でも出ると、それが

今度は標準になって判断をされてしまう。特殊な状況下

でそういう前例ができているのに、その前例というのは

今度は全部の状況でも適用されて、次にまた何か悪いこ

とをする人がいたら、それも抑えなくちゃいけないとい

う感じでどんどん規則がタイトになっていく、それを実

感しました。

2 0 0 0年の4月に、大学教官の役員兼業が可能になっ

たので申請したときのことですが、手を変え品を変え、

だらだらと追加書類の提出を要求され続けたのには本当

に閉口しました。最初に言われたのは、「おたくの会社

のオフィスの図面を出してくださいと本省の担当者が言

っているので出して下さい」でした。役員兼業とオフィ

スの図面と何が関係あるんだと不思議に思ったのです

が、しばらくして次は、「マンションを本社にしている

ようだが、事務所部分と居住部分をはっきり区別した図

面と賃貸契約書を提出するように」とのことでした。そ

れを提出すると、今度は「マンションは居住用としての

契約と思われるが、オフィスに使って良いとのマンショ

ンの管理組合の証明書を出すように」と言われる。やっ

とのことで理事会にかけてそれを出してやれやれと思っ
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ていると、次には「部屋のオーナーの事務所目的での使

用の承諾書を提出せよ」でした。一度に言ってくれれば

良いのにと思いつつ、苦労して米国に在住中のオーナー

に何とか連絡を取り、承諾書を提出すると、次は「申請

から大分時間が経っているので、その後変更になってい

る点を修正した申請書を再提出して下さい」など、2週

間から1カ月おきくらいに延々と5ヶ月間もいろいろな

書類の提出を要求してくるんですよ。当時は、複数の契

約交渉が進行中で、研究以外のことは私一人で処理して

いた時なので、睡眠時間の確保もままならず、まさに

猫の手も借りたいときでしたから、事業を進めるのに無

関係なことで手間と時間をとられるのは本当にまいりま

した。

そうこうしているうちに、いくら勘の鈍い私でも何か

おかしいと感じます。そこで、何回もやりとりしていて

親しくなった阪大の窓口の方に、「本省の担当の方は認

める気がないのでわざと資料提出を延々と要求してくる

のではないのですか？」「一人でいろいろなことをして

いるので、認める気がないなら認める気がないといって

貰った方が助かる」と言うと、「現時点で認める気はな

いのだと思います」と言うんです。「では森下先生の了

解をとって申請を取り下げます」と言って電話を切りま

した。その会話が夜の8時過ぎだったのですが、翌朝の

9時過ぎにその担当者から「取締役兼業はまもなく認め

られます」との電話が入りました。前の晩の会話では考

えられないことだったので、狐につままれた私がいろい

ろ聞いても、「阪大としての正式決済が終わり本省に先

ほど送ったので大丈夫です」「本省の担当者の了解はと

れていません」「阪大総長が決済したので本省の担当者

が書類を突き返してくることはありません」としか答え

てくれませんでした。多分、我々に同情した担当の方が

前の晩の私との会話のあとで、本省の担当者の了解が得

られていないのに、自分の判断でリスクをとって、自己

の責任で、阪大内の正式決済にまわしてくれたのだと思

います。事実は闇の中ですべて推定ですが、担当の方に

は今でも大変感謝しています。

現場の担当者の判断でやったので、本省の担当者とし

ては阪大が勝手にやったといえば、自分には責任が及ば

ないので、あえて返送してこないということなのでしょ

うか。

これも前例のなかった例なわけですよね。この会社は

2人か3人しか常勤がおらず、マンションが本社で実態

がないような会社だから危ないと思ったのでしょう。だ

から周囲を見ながら前例が蓄積されるまでずっと待って

いるわけですよ。ノーとはっきり言ってしまうとそれも

やはりひとつの決定で責任取らされる可能性があるの

で、延々と引き延ばしているわけです。

先ほども言いましたが、いまではベンチャー振興策は

十分なんですよ。むしろ米国より一部は甘い位です。と

ころが折角の新しい法律・制度が実施されているかとい

うと、本当に必要な対象には、なかなか実施されないん

です。規制側のどの窓口の方も、新しい法律の場合には

前例がないのでどう処理していいか分からない。日本は

減点法の社会になってしまっているから、結論を出すよ

り、自分は責任を取らされないようにしておいた方がい

いというのが完全に染み付いてしまっていて、ネガティ

ブな結論を含め、決定自体をしてくれないわけです。ベ

ンチャーとしては「生殺し」にあうより、早く決着をし

てくれた方がはるかに良いのです。駄目ということがは

っきりすれば、そのことが事業展開上必須であれば他の

方法を考えます。ベンチャーはスピードこそが命なので

すから。

新規に採用した従業員の給与を補助して頂けるという

制度を利用した時や、中小企業の研究開発費に対する補

助金1 5 0 0万を頂いたときにも、正式承認前にいつも本

社がマンションということが問題にされました。会社を

立ち上げたばかりで売り上げの見込みなどたたないとき

に、爪に火をともすようにして経費を抑えるというのは

まともな経営者なら当然だと思うのですが、どうもそれ
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が通じない。安易にベンチャーキャピタルから多額の出

資を受け、将来の見通しも立たない時に世間並みのビル

にO f f i c eを構えるという感覚はどうしても共有できませ

ん。私にとってはベンチャーキャピタルとはいえ、他人

の金で、事業に失敗して他人に借りを作ったまま終わる

のは避けたいですからね。古い人間なのでしょうが……。

かつて、自宅やマンションを本社にして、自分の家族

や友人を名目上の役員や従業員にして、架空の会社で補

助金を騙し取った例があって、その後官庁では、本社が

自宅やマンションの場合には対象からはずすとの内規で

も作っているのではないかと思うほど、どのお役所もお

しなべてその点についてはいつもかたくなに問題としま

した。募集の要件にはそんなことは書いていないのです

が、悪用した例がでると、規制の現場では、自主的に制

度をどんどんタイトにしていっているのかなと思ってい

ます。

スピード感のある行政へ

冨田 全世界の視点で考えたらゲノム研究と創薬は完全

なスピード競争なわけです。ガン関連遺伝子は今後2年

程度で探索はほぼ終了してしまうわけです。だから1日

も早くやっていかなければいけないわけです。

研究者やベンチャーが、正月しか休まず、毎日睡眠時

間を削って早朝から終電まで働いて医薬品を研究し、開

発し、承認申請を米国企業より早く提出しても、国の審

査が遅ければ商品化の競争では敗れるわけです。厚労省

が医薬品産業ビジョンを策定する時に依頼され意見陳述

をしたのですが、事前に渡された案には、研究者の能力

に国際競争力があるかということで科学技術の論文の引

用例数の国際比較とか、日本の企業は国際競争力がある

かとかの分析ばかりされていたので、行政の能力の国際

比較も必要と申し上げました。医薬品行政が世界の最先

端なのかどうかです。遺伝子治療や細胞治療の分野など

は、行政がF D A追随で、日本で世界に先駆けた決定な

どはしないわけですよ。アメリカで使っていて安全だか

ら、日本でも実施を許可しましょうということをしてい

る。決定権者の行政が後追いでは、いくら民間が国際競

争に勝って米国企業より早くやっても結局遅くなる。1

年も判断が下されずに審査がおくれたら、ゲノムの世界

ではもう負けなんです。

私が社長をしていたG e n c e l lが日本で最初に薬事法に

基づく正式な治験として、岡山大学でアデノp 5 3の肺が

んの遺伝子治療をやりました。米国では遺伝子治療薬剤

をまず1ロットづつ製造し、いろいろな研究をして、次

に造る時には多少異なる改良した製法で作製するのが普

通でした。ロット毎に製法が違うわけです。一方、日本

の厚労省は治験の開始前に、3ロット同じ製法で作製し

て品質に関するデータをとるとともに、安定性について

も3ロットについて検討したデータを提出するようにと

譲りませんでした。渋る米国本社を説得して3ロットの

製造依頼を米国の遺伝子治療薬専門の受託製造会社にし

たら、「何かの間違いじゃないか」とすぐメールで問い

合わせが来ました。全世界の企業を相手にしているが今

まで一度に3ロットまとめた注文など受けたことがない

ので間違いではないかと。そのときには日本人として本

当に情けなくなりました。米国では、多少製法が変わっ

ても、その違いの品質に与える影響の有無や必要な追加

試験の仕方など判断できるだけの知識経験を持った審査

官とその人数も揃っているので、治験に使用予定の1ロ

ットの成績だけ出せばよいのです。常に製法は変化して

いくので無駄と受託製造会社にまで馬鹿にされながら、

とにかく日本用に特注で3ロットつくりました。ただ、

受託会社の方でも製法や製造施設を日々改良しているの

で、従来の製法と全く同じにはできず多少異なっていた

のですが、わが国の厚労省は製法が微妙に変わっている

と、それを使って安全かというのが判断できないのか、

例の前例主義でリスクをとりたくないという文化から

か、「このロットを臨床試験で使用して良いとのF D Aの

証明書を何とか入手できないか」、「この製法の薬剤の一

部を米国で使うことにして、このロットについての

F D Aの判断を先に受けることはできないか？」といっ

てきました。3ロット騒ぎのあとでしたので、また本当

に恥ずかしい、情けない思いをしながら本社の同僚に依

頼のメールを書きました。

特許戦略について

── 次に特許戦略のお話をお願いできればと思います。

冨田 うちの場合は、最初に日本出願をせずに、アメリ

カに出願するケースがほとんどです。アメリカの仮出願

や、C I P等の非常に便利な制度を利用しています。しか

もアメリカの方が、特に医薬品の場合はマーケットが大

きいし、アメリカの審査はもちろんバイオベンチャーに
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有利ですよね。非常にいわば抽象的というか、情報に近

いような特許出願というものについて、特許が認められ

ることもあり、そのあたりを考えるとアメリカの方が

有利なんです。

ですので、どうしてもアメリカ出願を重点に置かざる

を得ないということがあります。幸いに私たちの成果は

大学の先生との共同発明なので、原稿が英語で準備でき

るというメリットもありまして、英語でアメリカに仮出

願しているんです。P C Tについても山ほど出していま

すけど、申し訳ないけど日本の特許庁に出しているのは

あまりないんです。

── 日本への出願状況を教えてください。

冨田 日本を特許取得の対象国から外してはいませんの

で、ある時期になれば、当然日本に出願します。そのと

きに初めて日本語に翻訳しています。最初に先生方に特

許出願戦略はどうしようかと相談したときに、論文はみ

んな英語で書いているというので、じゃあ、日本に出す

よりも英語でアメリカに仮出願した方が、同じ時期に日

本で出すのに比べて、格段にアメリカとの競争にも勝て

るからということで、アメリカ中心で出すようにしよう

と。海外の、特に米国の類似した仕事をしているベンチ

ャーを意識したときに、同じ土俵で競争した方が有利で

あろうということです。必ずうちと同じような仕事をし

ている会社がありますので、どうしてもそういうことは意

識してやった方が有利だろうということがありますね。

それからビジネスの観点から考えるとアメリカでの特

許の成立というのは、この領域においては圧倒的な価値

があるんです。アメリカでさえ特許が成立していたら、

日本やヨーロッパで取れなかろうが、製薬企業とほぼ同

じ経済条件で提携できてしまうんですね。アメリカの医

薬品のマーケットが大きいということもあるんですが、

特に遺伝子治療だとか細胞治療だとか抗体医薬だとかバ

イオ系の医薬だと、アメリカで研究開発が活発に進んで

おり、米国がいわば先進国です。また米国のF D Aが承

認していないものを、日本の厚労省が医薬品として認め

るとはちょっと考えられません。販売高という面から考

えても、米国で最初に販売が開始になり、研究開発資金

の回収を急ぐ製薬企業にとって、当初の数年間の売り上

げはほとんどが米国ということになります。バイオ医薬

はあらゆる意味で米国が主戦場なのです。アメリカで特

許が成立していない、しそうにないものというのは、大

手製薬企業は手をだしません。

── ヨーロッパについてはどうなっていますか。

冨田 ヨーロッパももちろん出願しています。ヨーロッ

パをひとまとめで、ヨーロッパ特許庁で扱っていただけ

る分には非常に便利がいいです。しかし、せっかくそう

いう制度がありながら、各国移行の段階になりますと、

手間も金もかかり大変なことになりますので、そこは少

し困っているところなんです。ヨーロッパ特許庁で一回

通ったら、ヨーロッパのどこでも特許になるようにして

もらいたいと私達は本当は思っています。

── 制度上の問題があるわけですね。アメリカの特許庁に

出すのと日本に出すのと、ここは大きく違うなとお感じに

なられたところというのはございますか。

冨田 日本を重視しないわけではないですが、やはり米

国ベンチャーとの競争のときにアメリカの後に日本に出

すのと、最初から日本に出すのとでは、まったく異なり

ます。先ほども言ったようにアメリカに早く出してとい

うことが、戦略上は大事だと思います。

一時、E S Tを特許にするかどうかという論争があっ

たときに、アメリカの特許庁の考え方というのは、文章

的には三極で同じような合意に達しているように見える

んですが、やっぱり根のところでは、そういうE S Tの

ようなものでも、特許として認めようという精神がアメ

リカの当局にはあるような気がしますね。日本の審査と

は違い、形のあるモノになっていないときでも、良いア

イデアで、しかも皆が使えそうだというものであれば、

いち早く出願するのがいいと。アメリカにはそういうこ

とを非常に奨励しているという感じがあります。

ですからそういうビジネス展開を進めている企業にと

っては、日本の特許庁もそのようにしてくれないと、利

益にならないということになるわけです。日本のバイオ

ベンチャーを振興しようと思えば、そういう部分はアメ

リカとコンペティティブなスタンスを取ってもらわない

と、日本の特許庁に最初には出しにくいと。審査までの

時間とか、いろいろなファクターもあるかもしれません

けれども。

あと、我々の行うマイクロアレイを用いた発現解析の

成果の特徴で、同様の仕事をしているベンチャーはおそ

らく同じだと思うんですけれども、実施例をできるだけ

つけて、遺伝子を数百個を束にして一つの出願にしてい

るようなものもあるわけです。しかもそれを診断用にも

使えるし、そのタンパク質を何かの薬にも使えるしとい

うような、クレームにして出しています。そういうもの



は審査段階に行くと必ず単一性がないので分けるように

というお達しをいただくわけです。

── 今後の事業展開において、特許をどんなふうに活用

していこうというビジョンはございますか。

冨田 うちの事業は、将来は違うけれど今の段階では、

まだ特許を自ら使用して商品を販売するという製薬企業

にはなっていないわけです。ですから、そういう点では

特許を早い段階でライセンスするというか、誰かに使っ

てもらわないといけないというところがあります。一般

の普通のメーカーであれば自分で使うことを前提に、特

許戦略をたてるわけですが、それとだいぶ違いますね。

── 現在出願中の特許が今後成立して、その成立したも

のを使って、また更に事業展開をしていくという形で進

めていく予定ですか。

冨田 そうです。研究成果もだんだん形のあるもの、よ

り薬に近いものになってきて、それの出願がこれからど

んどん増えてくると思いますので、なるべくそういうも

のをライセンスする形の事業展開へと、持っていかなけ

ればならないと思っています。

── 特許行政など施策に関して、意見、要望等ございま

したらお願いいたします。

冨田 これは常々考えていることですが、特許について

は2つ課題があると思っています。国有特許の扱いと専

門の弁理士の数が圧倒的に少ないことです。

国立大学法人化後は、知的所有権は機関所有になるは

ずですので変わると思いますが、国立大学時代の発明は

最終的に大学の発明委員会で誰の所有になるか審議・決

定していたのですが、発明に使用した研究費をベースと

して正直に申請すると、当然のことながら特許に国の持

分が発生するケースが多いです。正直に申告して、特許、

あるいは特許を受ける権利に国の持分が発生すると極め

てややこしいことになりました。特許や特許を受ける権

利の価値算定は誰にもできず、従って対価の算定ができ

ないですし。国有部分について譲渡や専用実施権を受け

ようとすると、終わりのない議論が延々と続き結局ビジ

ネスチャンスを逃すこととなります。わが国の環境では

創薬ベンチャーは製薬会社と提携できない限り会社とし

て立ち上がらないのですが、国有部分の将来の帰趨がは

っきりしない限り誰も提携してくれないか、必死に交渉

して難航した上で提携が成立しても、その条件は悪くな

ります。どこからか競合が現れるかもしれないのですか

ら当然ですよね。

また、使用した研究費が政府の出資金事業の場合はよ

り難しくなります。出資金事業の場合、学術振興会を例

にすると、特許になったときに学術振興会と国とで初め

て持分を決めることになっています。学術振興会の持分

から発生した利益の一部はいずれ財務省に納められるこ

とになっているので、特許になる前でも財務省の関与な

しには譲渡処分ができません。一方、財務省は特許にな

って国有財産にならないと譲渡の交渉はできないとの立

場で、出資金事業から生まれた発明をベースとするバイ

オベンチャーは提携ができず立ち上がらないこととなり

ます。創薬バイオベンチャーの事業が立脚する特許はほ

とんどが出願中のもので、特許が成立するまで待ってい

たら遅すぎて事業化はもうできません。

もう1つ、バイオ関連特許の弁理士が非常に少ないと

いう課題があります。大学発ベンチャーの場合、先生が

学会発表をする3週間ぐらい前に、ひどい場合は3日ぐ

らい前に弁理士のところに特許申請を持ち込むような場

合が多く、事業戦略を見据えてというよりも、こういう

発明が出てきたからこういう特許を出しますという域を

出ないような特許出願になっています。本来は、事業戦

略を反映するような特許戦略がなくてはいけないのでし

ょうが、わが国にバイオのわかる弁理士の数が2桁もい

ない状況では、それらバイオに詳しい弁理士が、経営

陣と一緒に事業戦略を見据えながら時間をかけて特許

戦略を練っていく時間がとれないというのが実態かと

思います。

バイオベンチャーの課題と今後の方向性

── 最後に、バイオベンチャーの今後の発展がどうある

べきかという点について、お話いただいてもよろしいで

しょうか。

冨田 特にいろいろな技術や特許を組み合わせないと製

品までたどりつけない創薬系では、ベンチャー同士がも

っと積極的に連携していかないといけないと思うんです

よ。いくら最先端の技術を持っていても個々のベンチャ

ーは単一の技術しか持っていないのですから。うちも抗

体医薬はM B Lさんとコンソーシアムを創りました。ウ

サギのポリクロ、マウスのモノクロやヒト抗体をいち早

く作製し、抗腫瘍効果を検討して特許出願をしていくた

めです。その後、前臨床試験や臨床試験が必要になれば

どこかと組むというように、連携して必要な要素技術を
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つないでいくことをしないといけないと思うんです。

今までそれを阻んでいた1つの要因は、日本では先端

技術をもっているほとんどが国立大学で、ほとんどの特

許が研究者の個人所有で、その技術をもとに大学の先生

が主導して、いわゆる大学発ベンチャーを創っていて発

明者である先生が会社に大きな影響力を持っているとい

うケースが多いですよね。創薬系は技術を組み合わせて

いかなくては薬ができませんから、必要な技術を利用し

ようとすると、個々の研究者がそれぞれベンチャーを創

っているので、他のベンチャーと連携していかなければ

ならないケースが多いのですが、これがなかなか難しい

のです。いざ連携ということになると、その条件を決め

なくてはいけないわけですが、いやおうなしに持ち寄る

お互いの技術の価値評価をしなければいけなくなりま

す。研究者はプライドがありますから、やはり自分の技

術と他人の技術の価値比較をするというのは難しいです

よね。お互いのバリューを決めないと、将来のお互いの

取り分が決まらず、提携契約はできないじゃないですか。

その上、単一技術と単一のベンチャーが一対一でむすび

ついてしまっていて、それぞれのベンチャーで研究者が

所有している株の持分が異なるので、そのF a c t o rまで

考え出すと話しはもっと複雑になります。ベンチャーの

経営陣がある程度発明者から離れて自由に決断できる状

況にないとベンチャー同士が連携してコンソーシアムと

いうか、共同体をつくろうと思っても現実的には難しい

のです。

── バイオベンチャーは今後順調に発展し、米国のよう

に創薬においてなくてならない存在になっていくでしょ

うか？ それを拒むものはなんでしょうか？

冨田 順調に発展し、社会的存在として確立することを

祈っていますが、将来どうなるかその答えはわかりませ

ん。日本の文化、日本人そのものがベンチャーには向い

ていないように思います。自分自身も例外ではないと思

いますが、「ムラ社会」で自己が確立していないように

思いますし、甘えの構造の中で、皆、それなりに心地よ

く幸せに生きているように思うんです。官僚は批判され

やすいけれど、民間企業でも同じだし、日本人はみんな

根っこの部分では同じです。自分で考え、自己責任で何

かをやるというカルチャーはすでにどこかに行ってしま

ったようにすら思います。官僚を批判しながら、日本人

は結局お上を頼っているんです。今度のバイオベンチ

ャーのブームといっても、下からつくっていったものじ

ゃないのですよ。アンジェスを立ち上げた1 9 9 9年は今

のようにバイオは注目されていなかったし、これがなぜ、

いつ始まったかといったら2 0 0 0年の1 0月の小渕内閣の

ミレニアムからですよね。それから研究費や補助金が一

桁違うぐらい大学やベンチャーに回りだしたわけです。

だから官僚が悪いと皆言うんだけど、やっぱり明治政府

以来同じで、国の方が動いて政策をつくり、官製でつく

られたブームというか、方向性の中でみんな動いている

という側面は否定できません。

逆説的にいうと、国がもうバイオをやめた、と言って、

補助金とか研究費を全部数年前のレベルに落としたとし

ますよね。それでもなおかつ乗り越えて、バイオベンチ

ャーがどんどんこの3年間みたいに出てくるかといった

ら、正直言って残念ながらそう思えないんですよ。

やはりそれは市民というか、我々も大きいことは言え

なくて、だだっ子みたいなもので、要するに官庁がちゃ

んと面倒を見てくれないじゃないというようなレベル

の、甘えた批判というのが私は大いにあると思いますよ。

できれば官庁が何かを決めてくれればいいと。そうする

と自分たちは考えずに責任を取らずに動けるからと。大

学発ベンチャーが何百社といったって、それは明らかに

2 0 0 1年の遠山プラン・平沼プランからきていると思い

ますよ。そのような官の決断がなかったら現在のように

なっているとは私には思えないのですが。

── そこは、日本の国民性というのもあるんでしょうか。

そういう甘えというのはあるかもしれないですけど、ず

っと今まで官がきっちり決めてしまうという体制がずっ



と続いていたが故に、それが染み付いているということ

があるのかもしれないですね。

冨田 自由に何でもやっていいといったときにかえって

困る人が多いかもしれませんね。自分で考え、自己の責

任で、必死で何かやるというのは多くの日本人から消え

ちゃったのかもしれない。社会学者でもない、単なる実

務家の私には良くわからないですが。ただ、みんな何か

燃えていないですよね。みんな自分でやりたいことを、

好きなことを必死でやればいいと思うんですけどね。

必死になって何かやったり、リスクをとって何かして

も、社会全体が順調に成長してきていたから、努力した、

しないであまり差がない時代が長く続いたせいかもしれ

ませんね。また、追い詰められていないからなのかもし

れませんね。戦後の混乱期などは、皆必死にならざるを

えないですよね。既成の社会システム、秩序というのが

壊れているときはみんな自分の発想で創意工夫で生きる

わけじゃないですか。

多分今までの日本は本当にいい国だったんですよ、み

んな平等に幸せに暮らせて。だって日本ほど皆が平等だ

った国はないですよね。これからの日本はかってのよう

な成長は見込めないので、泰平の夢を貪っていれば済む

というわけにはいよいよいかない時代かもしれません

ね。若い世代に大いに期待しています。

── 身につまされる話ですね。本日は長い時間どうもあ

りがとうございました。

担　当：仲間、草野、堀　

聞き手：草野
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