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要旨
大学 等（国 公私 立大 学・高専 、大 学共 同利 用機 関、研究 開発 独法）発ベンチャーの現状や課
題等を明らかにするため、2009 年度末時点で活動中で所在が判明している大学等発ベンチャー
1689 社へのアンケート（2011 年 3-4 月実施：有効回答 535 件）を実施した。
その結果、大学等発ベンチャーの現経営者の 45.2%は民間企業出身者となっており、多くの大
学等発ベンチャーが教職 員 や学生が主 体となって設立されたことを踏まえると、民 間企 業出 身者
がベンチャーの経営に参画する動きが着実に増えていることがわかった。また、設立からの年数が
経過しているベンチャーでは、自社で研究開発も特許出願も経験している割合が大きくなっており、
さらに民間企業出身者が経営者になっているベンチャーでは、資本金や売上高、研究開発費が大
きく、従業員数の増加も大きく、海外展開に意欲的である、など、成長志向の傾向が強くなっている
ことがわかった。
また、大学等発ベンチャーの経営者は自らのベンチャーへの関与をキャリア形成の面で肯定的
に捉えていること、20 代、30 代の若手を雇用するベンチャーが多く、研究開発では 30 代が最も戦
力となっていること、研 究 開発に関連する業 務では、大 学 等での研 究経 験だけでなく企 業での職
務経験があることを重視していることもわかった。今後、研究開発での増員を予定するベンチャーも
多いことから、インターンシップ等による企業での職務経験を身に付けることにより、若手研究者が
ベンチャーで活躍できる可能性も広がっている。
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ABSTRACT
This study focuses on the management of Japanese academic start -ups. It is based on
the original questionnaire survey administered to 1,689 start -ups (implementing in
March-April 2011: 535 answers effective).

After analyzing the results of the survey, we found that 45.2% of current managers
came from the industry. On comparison that many start-ups have been established by
academia, industry-experienced managers are increasing steadily in the start -ups.
And the older start-ups, the more start-ups have implemented R&D and patent
application by their own companies. Moreover, industry -experienced managers are
inclined to have the intention to grow up their companies such as through large capital,
large sales, large R&D costs and large increase of the number of employees. And they
are highly motivated to expand their businesses overseas.
The other results of the survey are that the managers evaluated their commitment
to play a managerial role positively. The young persons who are twenties or thirties are
hired in many start-ups. The researchers who are thirties have become essential R&D
members. The employees engaged in R&D are required not only to have research
experiences in academia but also to have the industrial experiences. As many start-ups
have the plan to increase the number of employees engaged in R&D, there are
possibilities for many young researchers to participate actively in the start-ups by
acquiring industrial experiences such as through internship.

