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はじめに

カリフォルニア大学機構は，州内に点在する１０
キャンパスを統括する研究教育機関だ。その中で医
学部をもつキャンパスは，UC Davis，UC San Fran-
cisco，UCLA，UC Irvine，UC San Diego の５校で
ある。それに加え，２０１２年に UC Riverside に医学
部が新設し，２０１３年から５０人の新入生が入学した。
研究体制が確立している医学部５校それぞれ，NIH
が強力に推進している臨床トランスレーショナル研
究拠点に指定され，新しい研究分野を模索してい

る。こういった中，生物医療学分野のイノベーショ
ンを推進するべく，近年 UC BRAID（University of
California Biomedical Research Acceleration, Inte-
gration & Development）を結成した。カルフォルニ
ア大学医学部の連携組織を確立することを目的とし
ている。筆者は UC BRAID D４（Drug and Device
Discovery and Development）チームで，新しい研究
者教育に関わっている。本稿では，急展開する米国
大学研究環境を UC BRAID での体験から総括して
みたい。
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臨床トランスレーショナル研究拠点
（Clinical and Translational Science Awards : CTSA）

NIH が意図する臨床トランスレーショナル研究
拠点は，大きな枠組みで三つのゴールがある。第一
には，大学病院を中心に点在する地域病院とその患
者を取り込んで，新しい治療法や治療薬をいち早く
一般病院でも処方できるようにすることである。米
国は人種のるつぼというよりも，人種のモザイクと
いった地域差がある。大学病院や高度先進病院は，
経済的にも豊かな白人コミュニティーに地盤を築い
てきた歴史がある。市街地の発展にともなって新し
く米国に移住してきた人々，あるいは歴史的に格差
のある黒人や先住民コミュニティーは，規模の小さ
い地域病院が担当している。これまで大学病院で
新しい治療法の臨床試験が行われ，実際に FDA

（Food & Drug Administration）で承認されても地
域病院で患者に渡るまでに１０年以上のタイムラグが
あるといわれていた。この地域格差をなくすため，
最初の臨床試験から地域病院を巻き込んで遂行する
ことを義務づけている。特に，人種あるいは経済的
に不遇な患者が集まる地域病院の参加が大きな焦点
になっている。

第二の目的は，生物医療学系の研究を新しいイノ
ベーションに導くため，医薬品や医療機器の開発に
適した研究環境の整備をすることである。これまで
大学での研究は基礎研究を基盤にしていたのだが，
臨床トランスレーショナル研究拠点では，それをさ
らに押し進めて実際に患者にとどく治療法として役
立つものに仕立てていく必要がある。本稿で検証し
ている大学発イノベーションは，こういった新しい
大学研究環境で欠かせないコンセプトになってい
る。

第三の目的は，以上のような臨床研究，トランス
レーショナル研究を担う研究者を排出することにあ
る。医学部や歯学部の学生，薬学部，看護学部など
の医療関係学生，さらに研究大学院生のカリキュラ
ム作りからはじまり，ポスドクや若い講師を対象と
したセミナーなど，新世代の研究者が積極的に臨床
トランスレーショナル研究に従事できるような環境
作りが目的となっている。本稿では，後者二点につ
いて検証したい。

ハイブリッド型研究者を育てる

急転換する大学研究環境で，基礎研究から臨床ト
ランスレーショナル研究に亘る広範囲の研究課題
を，次世代の研究者が担って行かなくてはならな
い。そこで，新しい大学研究環境に対応していける
研究者を育てることが急務になっている。

これまで，臨床家であり研究者となるハイブリッ
ド型の人材を育成するために，NIH は医師・科学
者（Physician-Scientist）あるいは歯科医師・科学者

（Dentist-Scientist）というカテゴリーを想定して，
人材育成に予算を配分してきた経緯がある。Dentist-
Scientist Award（DSA）Program は１９８４年にはじま
り，１９９４年までの１０年間で６億６００万ドルを越える
予算をつぎ込んで，２５０人以上の歯科大学卒業生に
大学院レベルの補綴，ペリオ，口腔外科などの臨床
専門医教育と博士課程の研究教育を奨学金という形
でサポートしてきた。卒業生が歯科大学教授として
臨床，教育，研究につくことを期待したのだった１，２）。

結果的に見ると，大部分の Dentist-Scientist 達は
卒業後，開業の道を選択している。すなわち，当初
の目標を達成することができなかったといえる。こ
れは，開業医と大学教員の収入格差が大きいためと
考えられたが，それだけが問題ではないようだ。
DSA プログラムを終わった段階では研究者として
大学院卒のレベルである。一般大学を卒業して工学
部や生物学部大学院に進んだ卒業生と比べると，歯
学部卒業というクッションをおいてから DSA プロ
グラムに入るため，年齢的に遅れをとることにな
る。独立して研究室を主宰し外部研究費を獲得でき
るようになるには，さらにポスドクのような地道な
訓練が必要になり，一般博士課程修了者との競争力
が不足してしまうことが指摘された。臨床と基礎研
究といった，専門分野としてはかけ離れている世界
で活躍するためには，最初は一つの専門分野に集中
し，本稿で規定している「オタク」研究者になるこ
とが必要なのかも知れない。

一時期，批判が集中した DSA プロラムではある
が，大学環境で「生き残ることのできた」少数の修
了生は，現在，大学教授としてしっかりと基盤を築
いている。ミシガン大学歯学部生物・生体材料科学
主任教授ポール・クレブスバッハ（Paul Krebsbach,
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DDS, PhD），同大学歯周病・口腔生物学主任教授
ウィリアム・ジアノブ イ ル（William Giannobile,
DDS, DMSc），ノースカロライナ大学歯学部大学院
補綴学主任教授リンドン・クーパー（Lyndon Coo-
per, DDS, PhD），UCLA 工学部生体工学主任教授
ベン・ウー（Ben Wu, DDS, DMSc）など，米国での
歯科界を代表する中堅教授として活躍している。し
かしながら，現在では，DSA プログラムは縮小し，
歯科医師・科学者を目指す研究者のポスドク訓練を
優遇する Dentist Scientist Pathway to Independ-
ence Award が新設されている。

大学院修了生の新しい人生設計

生物医療学系大学院博士課程は，学生が学位取得
後，大学研究室に残り，教授職に進路を求めるか，
大企業研究機関に就職するという想定で，これらの
卒後進路を念頭にカリキュラムが組まれている。実

際，これまでの大学院修了生を追跡調査すると，一
般的に大学と企業への就職が半々であった。大学研
究室に残り教授職を目指す若い研究者は，ポスドク
というポジションで研究手技ばかりではなく，将来
独立して研究室を主宰する際に不可欠の，外部研究
費獲得，研究室のマネジメントや教育者としての基
礎を学ぶことになる。また，大手製薬会社などの研
究所に就職した者は，企業内で進行中の研究部署に
配置になり，時間との競争で製品を市場に出すとい
う命題を与えられる。そのために，市場調査から市
場で求められている製品を念頭に研究開発するとい
う作業に取りかかることになる。それぞれの進路は
研究体制に異なる点があるものの，キャリアとして
の展開には，前例も豊富で比較的安定しているとさ
れてきた。しかしながら，近年，大学院修了生の進
路が大きく変化してきた（図１）３）。

UCLA医学部分子薬理学大学院は，Positron Emis-

図１ 大学院入学時（A）あるいはポスドク開始時（B）の進路設計。大学教授（赤），大学あるいは企業（緑），大学以
外での研究機関（紫）に比べ，未定（青）が半数以上を占める。©２０１３ K. D. Gibbs and K. A. Griffin. CBE-Life
Sciences Education ©２０１３ The American Society for Cell Biology. This article is distributed by The
American Society for Cell Biology under license from the author（s）. It is available to the public under an
Attribution-Noncommercial-Share Alike ３．０ Unported Creative Commons License（http : //creativecom-
mons.org/licenses/by-nc-sa/３．０）.
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sion Tomography（PET：陽電子放出断層撮影）と
いう新しい画像診断器機を開発したマイケル・フェ
ルプス（Michael Edward Phelps：１９３９－）主任教授
が率いる，全米でもトップクラスの研究大学院であ
る。ノーベル賞受賞者を輩出するなど，伝統的な大
学院プログラムであるが，これまで定番であった，
大学研究室と大手企業への就職という一般的な進路
の，どちらにも進まない大学院生が増加していると
いう。大学研究室への外部研究費が減少傾向にあ
り，さらに大手製薬会社が研究職を中心に人員削減
をしているという近年の状況が影響していることは
事実だ。しかし，こういう社会状況はこれまで幾度
となく繰り返されてきた。

いま，若い研究者にとって魅力ある卒後進路とは
どういうものなのだろか。ある大学院生は，卒後進
路の定番となっている大学研究室か大企業への就職
に，息苦しさを感じているという。専門分野のオタ
ク化が進みコンテキストを失った研究室は，大学で
あり企業であり，自由度の欠けた環境なのかも知れ
ない。分子薬理学の大学院生が選んだ，第三の卒後
進路に，研究成果を論文発表で終了するだけではな
く，自らの会社を起業して商業化を目指すというも
のがあった。これまでの大学起業家は，工学部コン
ピュータサイエンス系の出身者が大多数であった。
こういった起業への展開が，生物医療系大学院をも
巻き込んできたといえるかも知れない。主任教授
フェルプス自身，起業家として PET スキャナーの
実用化に成功してきた経歴があり，学生達のこの新
しいキャリアコースを歓迎している。分子薬理学大
学院生プログラムはすでに，ビジネス教育を積極的
に盛り込んでいる。起業家として成功したビジネス
マンを講師にして，投資家や投資銀行とのやりとり
を実践するセミナーは好評を得ているという。

大学起業家の育成

米国では大学研究室などの施設を使用し，教職
員，学生の研究から生まれた知的財産は大学の所有
になる。UCLA では，研究室のデータから「発明」
と思われるものは論文発表前に大学内の知的財産室

（Office of Intellectual Property：OIP）に，インベ
ンション・レポートとして報告する義務がある。報
告を受けた OIP では特許申請に踏み切るかどうか

を決定する。これまでは，特許をとにかく数多く所
有するという方針で，インベンション・レポートを
受けた案件のほとんどに，少なくとも１年期限付き
の暫定特許を申請していた。数多くの大学特許を
ウェブサイトで情報を流し，製薬会社などに製品化
の打診をしてきたのだが，ライセンシング契約が成
立した案件は少数にすぎなかった。特許には存続期
間があり，独占性は特許出願から２０年で失効する。
地中海の潮風をはらんだモネのアトリエで朽ちて
いった果物は，静物画の主人公として，遠く離れた
ロサンゼルス美術館で，静まり返った昼下がりの耳
鳴りを今でも奏でることができる。しかし，大学
ウェブサイトに並ぶ特許の数々は，買い手がなけれ
ば，ただ萎れていくしかない。ビジネスに発展しな
い特許を抱えた大学は，膨れ続ける年間維持費を浪
費していたのだ。

そこで，大学本部は OIP の思い切った人事異動
を敢行し，ブレンダン・ラオウ（Brendan Rauw）を
コロンビア大学の知的財産室Columbia Technology
Ventures から OIP 担当副総長に抜擢した。全米で
大学知的財産から最も収入を上げているのが，コロ
ンビア大学である。ラオウはハーバード大学ビジネ
ススクール出身でバイオ企業大手のジェンザイム

（Genzyme Corporation）での経歴がある。ラオウが
UCLA 就任後手がけたプログラムに，学内起業運
動がある。すなわち，発明者に名前を連ねる大学院
学生，ポスドクや教授に自らベンチャー企業を作り
ビジネスに発展するよう呼びかけ始めたのだ。大学
発起業家が，自らの発明を大学から「借り受ける」
システムである。大学は特許の年間維持費程度で
「貸し出す」ことにすれば，双方に利益があるとい
う構図である（図２A）。

ラオウが，UCLA 知的財産室 OIP に抜擢した若
い起業家がいる。OIP ビジネス開発室トップとし
て配属になったトム・リプキン（Thomas Lipkin,
PhD）は，コロンビア大学細胞生物・病理学で博士
号を取得したばかりだ。細胞骨格タンパクについて
の博士論文は，まだ発表になっていないという。現
在，五回目の論文投稿にチャレンジしているところ
ですと，頭を掻く姿はどこでも見かける若い研究者
である。しかし，リプキンは大学院生の頃から起業
家として頭角を現していた。コロンビア大学大学院
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２年のとき，大学院講義をとりながら，Columbia
Technology Ventures に興味を持ってオフィスに出
かけてみた。研究データからイノベーション性を嗅
ぎ出すのは，実際の研究をしている大学院生の方が
向いていると直感したリプキンは，直ちに仲間を募
りインベンション・レポート講習会をはじめた。リ
プキン・プログラムが当たった。コロンビア大学の
成功の一部は，彼のはじめた草の根運動が陰の立役
者であった。２０１０年に博士号を得て卒業する頃に
は，全米４０大学を巻き込んで，大学発イノベーショ
ンをビジネスに展開するサービスを起業していた。

本稿で規定してきたオタク研究者と相対するフ
ローター情報ハブをあてはめると，リプキンのプロ
グラムは，大学院生をフローターと規定し，サイエ
ンスをこえて研究データの商業化にいたるための情
報ハブとしての役割を与えているように思えた。そ
して，生物医療系の基礎研究を臨床トランスレー
ショナル研究として発展させる上で，こういった広
範囲のフローター情報が，新たなコンテキストを設
定するためには必須の環境になるのかも知れない。
すなわち，フローター情報はサイエンスの範囲をこ
えて，ビジネス分野にも広がっていくのではないだ

図２ A．大学発起業を想定した新しい大学研究体制。大学本部は知的財産取得だけではなく，ビジネスやマーケティ
ングのサービスを提供して大学発起業をサポートする。B．UCLA OIP が発行する「大学発起業の手引き」。毎月
第一金曜日にビジネス関連の講習会を開催している。C．UCLA 医療系校舎では大規模な改修工事が進行してい
る。近い将来，大学発の起業をした「会社」を収容するインキュベーション研究室である。
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ろうか。リプキンがコロンビア大学研究室で知り
合った奥様は，その後医学部に進み，ロサンゼルス
小児病院で現在研修中である。週末をサンタモニカ
海岸で過ごす二人は，人生が始まったばかりのよう
に見える。リプキンには，大学教授への道は「自由
度」が欠けていて，とても不安に思えたという。
えっ，起業家の方が「危険度」が高すぎて不安に思
うけど？，という問いに，弾けるように微笑んだ。

医薬品，医療機器の開発を目的とした
新しい大学研究環境

これまで，医薬品や医療機器開発は製薬会社など
企業研究所が専門に行ってきた。開発した医薬品を
販売して企業としての利潤を確保するために，知的
財産の所有や企業秘密を独占するというストラテ
ジーが一般的だった。１９８０年に米国議会が承認した
ベイヤー・ドール法案（Bayh-Dole Act : the Univer-

sity and Small Business Patent Procedures Act of
１９８０）で，大学でも NIH や企業からの外部予算を
使って研究した結果を大学所有の知的財産にできる
ことになり，このため，大学との共同研究は企業に
とってうまみの少ないものと考えられるようになっ
た４）。

しかし近年，製薬会社を中心に企業からの大学研
究へのアプローチが急増している。医薬品開発で
は，初期基礎研究で期待された製剤候補の，ほんの
０．１パーセント未満が実際に使用に耐える製品にな
る。単純計算からいっても，企業研究室で数千の基
礎研究課題をまかなうことは不可能に近く，大きな
製薬会社の次世代医薬品にいたるパイプラインが枯
渇しているところさえ出て来た。そこで，幅広い基
礎研究が同時進行している大学研究に注目し，新し
い共同研究システムが生まれている。

UC BRAID で各大学での臨床トランスレーショ

図３ UC BRAID が調査したカリフォルニア大学内施設で対応可能な製薬研究の課題。大学発のイノベー
ションをどこまで学内で追求するのかといった課題が，２０１３年４月の UC BRAID D４全体会議で論議の
対象になった。大学研究室では基礎研究から初期の可能性のある化学化合物同定までは，研究課題として
強みがある。しかしながら，医薬品として使用できるのかという毒性検査，生体親和性検査，生体留置検
査，染色体異常検査など，ISO（International Organization for Standardization）の規定するプロトコルを
適応することが多いが，これは大学研究室では手に負えない種類の検査と考えられた。さらに臨床研究か
ら承認にいたるまでの過程は，現在の大学施設では困難がある。
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ナル研究環境を調査したところ，病態因子の同定や
動物モデルでの確認などの基礎研究が予想したよう
に強いことわかった（図３）。とくに，ゲノム，プ
ロテオームの中央研究施設や，電子顕微鏡，コン
フォーカル顕微鏡，走査顕微鏡などの機材が充実し
ており，さらにこれまで蓄積してきた各種の遺伝子
操作動物モデルがあり，基礎研究環境が整ってい
た。

これに加え，トランスレーショナル研究の一つの
柱になるのがハイスループット・スクリーニングで
ある。UCLA では Molecular Screening Shared Re-
source（MSSR）という共同施設がカリフォルニア・
ナノサイエンス研究所（CNSI）にある（図４）５）。病態
因子の同定後，ロボット施設を使って２０万種以上の
化学化合物から効果のあるものを選択することがで
きる。すなわち，これまで製薬会社研究施設と考え
られて来たハイスループット・スクリーニングの，
大学研究への応用がはじまってきた。MSSR 主任，
ロバート・デムオイソー（Robert Damoiseaux, PhD）
は，長身長髪でドイツ語なまりの理論的で朴訥な英
語を話す俊英である。ローザンヌ大学で生体有機化
学の学位を取った後，サンディエゴにある有名な
GNF（Genomic Institute of the Novartis Research
Foundation）を始めとして，大手製薬会社やバイオ

企業で化学化合物合成，ハイスループット・スク
リーニングのロボット施設設計などを手がけてき
た。これまで，大学教授のコースは考えたことは
なかったというが，友人の紹介で UCLA にハイス
ループット・スクリーニングの施設を創らないかと
いう誘いには心が動いた。企業での研究は，テンポ
が速いことが魅力だが，会社上部での方針転換が頻
繁になると研究室現場での士気が落ちて，「自由度」
が無いという不満もあったという。大学で創薬をす
るというこれまでに無いコンセプトで自由に施設を
設計し，新しいロボットが日本から届いた，と眼を
輝かせていた。

医学部核医学研究室は，ビル・マックブライド
（William H. McBride, PhD, DSc）教授を中心に NIH
対放射線障害緩和薬プロジェクト拠点になってい
る。ここで活躍しているのがデムオイソーの MSSR
だ。ハイスループットスクリーニングで同定した化
学化合物の中には，致死量の放射線を浴びたマウス
も延命することができるものもあったと報告されて
いる６）。２０１１年，東北地方太平洋沖地震による津波
被害で，福島第一原子発電所がメルトダウンを起こ
すという非常事態に至った。UCLA 総長からの依
頼で，マックブライドのチームが論文発表前の対放
射線障害緩和薬情報を含めて，日本政府，厚生労働

図４ カリフォルニア・ナノサイエンス研究所（CNSI）にあるハイスループット医薬品スクリーニング施設，Molecular
Screening Shared Resource（MSSR）。ロボットアームによる著者の研究作業風景。
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省あてに放射線防護提案書を送っている。日本語訳
頼むよとマックブライドから手渡された至急という
サインの入った原稿には，比較的容易に手に入るテ
トラサイクリン系抗生物質が７），放射線災害現場の
一次予防に向いているのではないかという情報も掲
載されていた。

動き始めたBusiness of Science

ジアミン・チェン（Jia Ming Chen, PhD）が CNSI
で展開する起業シミュレーションプログラムは，大
学院生やポスドクの間で評判が高い。UCLA アン
ダーソン・ビジネススクールでジョージ・アベ

（George Abe）が教える起業家クラスの学生と，工
学系，生物医療系の若い研究者でチームを作り，実
際の研究結果から実用化，商業化を検討する。新規
起業として投資家を想定した発表会があり，上位入
賞者には，実際にビジネススクールから資金提供が
ある。この段階でチェンが力をいれているのがポス
ドク教育である。ポスドクの研究期間は大学教授へ
の登竜門として研究に没頭し，研究誌投稿とグラン
ト獲得にしのぎを削る姿が一般的だった。そして，
大学教授への道を選択しなかった場合，研究誌編集
者，製薬・医療器機関連企業への就職，あるいは法
学関係に進み，パテント関連の仕事をするのがこれ
までの進路であった。CNSI という工学系，生物科
学系，医学医療系の接点を模索する研究機関に集ま
る若い研究者に，新しい進路を示すことで，大学研
究の未来にどこまでも青い空からカリフォルニアの
風が吹き込むようだ。

先に述べた OIP の新しい大学発起業という方針
は，大学教授を巻き込んで大学が所有する知財を基
盤にビジネスを構築するというものだ（図２B）。
２０１３年６月に，ロサンゼルス・ベンチャー・アソシ
エーション（LAVA）という投資家集団と，大学発起
業家の合同会議があった。大学講義室とは打って変
わった瀟洒なサンタモニカの会場には UCLA を始
め，南カリフォルニア大学，UC アーバイン，UC
サンタバーバラ，ロサンゼルス小児病院，アリゾナ
州立大学などの教授が，起業アイデアを披露してい
た。

大学での授業とは異なり，５分間で基礎テクノロ
ジーとその対象マーケットを簡潔にかつ熱意をこめ

て伝えることは難しい。本稿で規定した「オタク」
としての専門分野の研究発表ではビジネスにならな
いのだ。会場で教授の発表に眼を光らしていたバー
バラ・セイモア・ジーオダノ（Barbara Seymour
Giordano）は，もと CNN のニュース番組を担当して
いたコミュニケーションの専門家である。UCLA・
OIP がビジネス発表のコンサルタントとして大学教
授につけたのだった。セイモア・ジーオダノは，大
学教授の講義は理路整然としすぎて，聞いている者
の心を射止めることができないのではないかと疑問
を投げかける。すべてを理論的にカバーしきれるの
だろうか。教授の独りよがりが見え隠れする研究発
表は，とくに信用を欠くことにもなりかねない。学
生が教室で居眠りするのもうなずけるとユーモア
たっぷりに，手の内を話してくれた。起業ビジネス
は，大学発テクノロジーを実際に使用する医師や患
者を対象とするならば，その効力とともに，解って
いないことや限界をも正確に伝える義務がある。熱
意とともに，正直になるところからビジネスは始ま
るという。

Incubator Laboratory

大学での研究施設は教育の場でもあり，大学院生
をはじめ若い研究者が教授の指導のもとに専門性の
高い実験を繰り返し，あるいは時間をかけて遂行す
る現場である。UCLA をはじめ米国大学では，競っ
て研究施設の増設に投資してきた。外部から研究費
獲得のできる教授を数多くルクルートすることが目
的で，研究費に加算されて支給される間接維持費が
十分な投資回収になるという目論見であった。すな
わち，研究，教育，収入を同時に獲得するという考
え方であった。このため，研究室の敷地面積は外部
研究費の多寡で決める風潮も過去にはあったが，共
同研究施設の活用で，現在では比較的規模のそろっ
た研究室配分になっている。

多くの大学が掲げてきたこの方針も，政府からの
研究予算が過去十年，横這い状態でインフレーショ
ンを考慮すると実際には減少しているという経緯か
ら，将来的に危機感が持たれている。そこで，新し
い社会環境に適応した，新しい大学経営方針が必要
になってきた。UCLA 医学部では，大規模な施設
改築が進行している。少人数によるケーススタディ
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をサポートする新しい教育施設とともに，まったく
新しいコンセプトの研究施設を建設している。オー
プンコンセプトの新しい研究室はインキュベーショ
ン研究室（Incubator Laboratory）と呼ばれ，大学発
起業の会社が小規模予算で研究を開始するための共
有施設である（図２C）。UCLA の知財を基礎テクノ
ロジーとすることが，この施設を使用する条件に
なっている。生物医療系で起業する場合，FDA の
フェーズ１程度のプロジェクトを推進する初期段階
の研究をサポートするものだ。専門分野にこだわら
ない一般的な研究施設とともに，知財，医薬品医療
器機，マーケティングのコンサルタントを配置する
など，きめ細かいサポートを計画している。イン
キュベーション研究室は３年程度の使用年限がある
が，まだ資金の少ない起業したばかりの会社にとっ
て，格安の家賃で研究を開始できることは大きな魅
力と思われる。この新しい試みが成果を出すかどう
かは，これからの課題である。

まとめ

大学での研究がイノベーションという課題を背負
う時の，専門家「オタク」に専門以外の情報を導入
する「フローター」というコンセプトを提唱した。
さらに大学発イノベーションをさらに臨床応用にま
で拡大する方法として，大学内での起業という新し
い試みが始まっている。ここでは，サイエンスとい
う分野を越えて，知財を中心とした法学，マーケ
ティングや資金調達といったビジネス分野の情報を
導入する「フローター」の存在が必要となってき
た。これまで，研究室という規模でイノベーション
を考察してきたが，広い分野での情報網と新しい施
設の準備が，大学という組織全体で進行し始めてい
る。２０１３年，英国タイムズ紙が発表した大学の世界
ランキングで，UCLAは臨床，前臨床研究分野では９位
という高い評価を受けた。本稿では，始まったばか
りの新しい試みとしての，「大学発起業」という研

究モデルを紹介した。大学発イノベーションの未来
は，案外すぐ近くまで来ているのかも知れない。
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