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まえがき 
LLP 検討会発足の経緯 

 

海外では、創業を促し、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門人材の共同事業を振興するた

め、ＬＬＰ（Limited Liability Partnership：有限責任組合）やＬＬＣ（Limited Liability Company：有限責

任会社）（以下、LLP 等と言う）という新たな事業制度が整備されており、大きな効果を上げてい

る。 

我が国においては、これらの形態を有する事業体は存在していなかったが、新たに制定された

「有限責任事業組合契約に関する法律」や「会社法」の施行により、我が国においてもＬＬＰやＬＬＣ

による事業形態が可能となった。 

これらについて想定される利用例の一つとして産学連携があり、ＬＬＰ等の新たな枠組みを活用

して産学連携をより一層推進することが期待されている。 

しかしながら、ＬＬＰ等は、これまでにない柔軟な組織形態を取ることが出来るものの、我が国で

は制度が整備されてまだ間がないため、一般にはなじみの薄い組織体となっている。 

このため、産学連携において多くのＬＬＰ等の活用事例を生み出していくためには、「ＬＬＰ等が

どのようなケースに活用され、他の組織体で実施するに比べどのような利点をもたらすのか。」と

いったことや、「組織組成や運営にあたっての課題や留意点」等について、具体的に示していくこ

とが重要である。 

特に、産学連携においては資本力のある企業と資金力のない大学等が共同で事業を行うこと

になり、権限や利益配分、知的財産の取り扱い等について充分に検討する必要があると思われ

る。 

しかし、現在のように参考となる事例も少ない状況の中では、専門的な知識を持つ人材を含め

た関係者が集まり、LLP 等を活用した新たな産学連携の仕組みについて具体的な検討を行い、そ

の成果を広く示していくことが重要であると考えられる。 

 

そこで、日本公認会計士協会近畿会、大阪弁護士会では、近畿経済産業局の協力を得て、産

学連携によるＬＬＰ等の活用を検討している大学等の関係者とこれらを支援する専門的な知識を

有する公認会計士、弁護士等による具体的な事例を検討する場として、ＬＬＰ検討会を設置するこ

ととした。 

検討会では、ＬＬＰ等の設立を検討している大学及びＮＰＯ法人の具体的な３事例を検討の材

料として、４回にわたり検討を行った。検討会の中では主に、「組織形態の選択」、「内部自治の在

り方」、「税制面でのメリット等」、「有限責任制」等について議論が行われた。 

本報告書はその検討結果を取りまとめたものであり、産学官連携における新たな枠組みとして

ＬＬＰ等が広く活用され、産学官連携のさらなる活性化に寄与することを期待している。 

 

なお、本検討会の活動概要及び参加者は以下のとおりである。
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 ◇LLP 検討会活動概要 

第１回 平成１７年１２月 ６日（水）１８時３０分～２１時 

第２回 平成１８年 １月２５日（水）１８時３０分～２１時 

第３回 平成１８年 ３月 ３日（金）１８時３０分～２１時 

第４回 平成１８年 ４月１９日（水）１３時～１７時 

 ※いずれも日本公認会計士協会近畿会会議室で開催 

 

◇ＬＬＰ検討会参加者名簿 

○大学関係者 

坂田恒昭 大阪大学サイバーメディアセンター客員教授 

北岡康夫 大阪大学大学院工学研究科附属フロンティア研究センター教授 

森 勇介  大阪大学大学院工学研究科助教授  

宮田知幸 大阪大学スーパー産学官連携機構 副機構長  

隅田剣生 大阪大学スーパー産学官連携機構 

石田修一 立命館大学 MOT 研究科助教授 

小林 淳  立命館大学 BKC ベンチャーインキュベーションインキュベーションマネージャー 

西川光俊 大阪産業大学新産業研究開発センター事務長補佐 

志水隆一 NPO 法人バイオグリッドセンター関西理事 

 

○大阪弁護士会業務改革委員会 

井垣 太介 （北浜法律事務所） 

井上 卓哉 （みずほ綜合法律事務所） 

上原 武彦 （上原武彦法律事務所） 

津田 浩克 （あすなろ法律事務所） 

 

○日本公認会計士協会近畿会経営委員会 

大保 政二 （大保公認会計士事務所） 

西原 健二 （新日本監査法人） 

藤原 祥孝 （新日本監査法人） 

松本 学 （あずさ監査法人） 

 

○行政機関 

石井芳明 経済産業省経済産業政策局産業組織課 

山本哲弘 近畿経済産業局地域経済部産学官連携推進課 

大平昌幸 近畿経済産業局地域経済部産学官連携推進課 

肥後信恵 近畿経済産業局地域経済部産学官連携推進課 
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Ⅰ．LLP等の特徴と設立動向  
 

１．LLPと LLCの特徴 

 

ＬＬＰは平成１７年８月に「有限責任事業組合契約に関する法律」が施行され設立することが可

能となった組織である。また、LLC は平成１８年５月に「会社法」が施行されたことにより設立する

ことが可能となった組織である。 

これらの組織では、株式会社などの「資本の原理」に基づく組織とは異なり、参加する個々の役

割や貢献に応じた権限付与や利益配分をすることが出来る。このため、人的資本を効率的に活

用できるといわれている。 

LLP、LLC ともに、内部自治原則に基づく運営、有限責任制であることが共通する特徴である。

大きな特徴である内部自治原則では、出資者の合意により、①利益や権限の配分が出資金額の

比率に拘束されず、役割や貢献に応じて柔軟な権利付与や利益配分が可能で、②取締役会や監

査役のような経営者に対する監視機関の設置が強制されないため、柔軟性のある組織設計が可

能となる。 

相違点としては、①LLC は法人格を有し株式会社への組織変更も容易であるのに対し、LLP は

法人格を有しない。②LLP は構成員課税（ＬＬＰには法人課税が課せられず、出資者への利益分

配にのみ課税される。）であるのに対し、LLC では構成員課税が適用されない（ＬＬＣに法人課税

が課せられた上に、出資者への利益分配にも課税される。）点等が上げられる。 

 

相違点はあるが、いずれも人という資源に着目し、人という資源を最大限に活用することが出

来る新しい組織を組成することが可能となる。 

 

※ノウハウを持つ個人と資金力のある企業が共同で事業を行う場合 

株式会社など「資本の原理」に基づく形態をとると、出資比率に応じた利益配分や権限付与とな

る。この場合、少額しか出資できない個人の出資比率は低く、事業の意思決定等に対する権限は小

さい。実質的に、この個人が中心となって事業を進める場合であっても、多くの権限を企業が持って

いるため、企業と利害が対立した場合は、企業の決定に従うことになり個人の持つ人的資本を十分

に発揮できない結果となる。LLP 等では、このような場合でも、事業に必要な権限を与え、また、その

貢献に見合う利益配分を行う等、資金がないものの人的資本を十分に活用することが出来る。 

 

２．LLP等の設立動向 

 

LLP の設立件数は平成１７年１１月末時点で２７６件設立されている。制度施行後４か月を経過

した時点での数字から類推すると、８か月を経過した４月時点では５００件～６００件の LLP が設

立されていると推測される。 
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一方、LLC は平成１８年５月に会社法が施行されたところであり、現時点での設立件数等は不

明である。 

このため、以下では平成１８年３月に経済産業省が発表した「ＬＬＰ（有限責任事業組合）の設立

状況」の抜粋によりＬＬＰの設立動向を説明する。 

 

まず、組合員の組み合わせとしては、「個人と個人」の連携が１７６件で６５％を占める。次いで、

「個人と法人」が６２件で２２％、「法人と法人」が３６件で１３％となっている。この傾向について、

「ＬＬＰ制度施行直後ということもあり、社内の意思決定などに時間を要する法人の連携よりも、機

動的に意思決定のできる個人の連携が先行している。」と分析がされている。 
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 次に、業種である。 

経営コンサルタントが２８％を占めて最も多く、次いでソフトウエア開発・コンテンツ制作が１９％、

その他のサービス業も２０％と続いている。製造業も１０％あり、この中には、新素材の研究開発

や技術力のある中小企業が連携して脱下請けを図るなどの注目案件があるとのことである。 

経営コンサルタントについては、税理士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士など

の専門家が集まり、幅の広いコンサルティングチームを作るケースであるが、ＬＬＰ法施行令で定

める士業の専門業務については、ＬＬＰの業務としては実施できないため、これらのＬＬＰにおいて

は、情報提供、セミナーなどの活動が主となっているとのことである。 

52件 

103件 

176件 

276件 設立件数の推移 
経済産業省ＨＰより抜粋 
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業　種

ソフトウエア開
発業・コンテン

ツ制作業
19.2%

経営コンサルタ
ント業　27.9%

農林水産業
0.7%

その他のサー
ビス業　20.3%

製造業
10.1%

卸・小売・飲食
業　9.4%

金融業
3.6%

建設業
4.3%

運輸・通信業
1.1%

不動産業
3.3%

 

 

次に組合員数と存続年数である。 

組合員数は３名までが６割、存続年数は１０年以上のもので６割を占めていることから、現状で

は人的関係が構築されているごく少数のものと長期間にわたり事業を行おうとする傾向が強いよ

うである。 

存続年数

１～４年
17.0%

5～9年
21.0%

10～14年
37.7%

15～19年
1.8%

20年以上
22.5%

 

 

最後に、設立場所の地域分布であるが、東京都が圧倒的に多く１０５件、次いで大阪府の２８件、

神奈川県の１６件と大都市圏に偏りがある。しかし、分布については広がりを見せており４０都道

府県でＬＬＰが設立されている。 

経済産業省ＨＰより抜粋 

経済産業省ＨＰより抜粋 組合員数

10名以上
6.2%6～9名

14.1%

5名
5.8%

4名
13.4%

3名
20.3%

2名
40.2%
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以上、現状でのＬＬＰ設立動向について述べたが、①２～３名の少人数、②個人の割合が高い、

③サービス業の割合が高い、ことなどから、従前から個人等での付き合いが深く、実施する事業

も役割や貢献についての相場観が形成されており、少人数で実施する為その調整が容易な形態

のものが多く設立されているとも考えることができる。 

産学連携による共同研究等は、国立大学の独立法人化等を機に政策的な後押しもあり大幅に

増加している。一方で、大学が組織として産学連携に取り組んで間がないこともあり、組織的に充

分な体制整備がされていないことや産学双方のミッションの違い等への理解が十分でないことな

どから生じる様々な課題が指摘されている。 

産学連携による共同研究等では、企業と大学、研究者等の役割や利益配分、知的財産権等の

取り扱いについて相場観のようなものが形成されておらず、LLP とするにはその実施方法の調整

等で設立に時間がかかるのではないかと思われる。 

実際に本報告のとりまとめを行った経済産業省の担当者の話では、大学や研究機関等が関与

したと思われる研究開発型のＬＬＰはほとんど見受けられないようである。また、利益配分につい

ても出資比率と極端に違うものはあまりないようである。  

数少ない産学連携によるＬＬＰの例として、独立行政法人産業技術総合研究所等の研究者と昭

経済産業省ＨＰより抜粋 
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和電工株式会社が法人として参加して「有限責任事業組合 エシキャット・ジャパン」が設立されて

いる。 

このＬＬＰは、（独）産業技術総合研究所を中心に開発が行われた SiC ウェハ技術及びパワーデ

バイス化プロセスに関する要素基盤技術をもとに、高品質なエピタキシャルウェハの量産化に向

けた研究を行うものである。 

出資金額については、昭和電工が８割を出資しているが、技術を提供する（独）産業技術総合

研究所や電力中央研究所等の研究者は５割の利益分配を受けることになっており、知的貢献に

応じた対等なパートナーとしてプロジェクトを推進することになっている。 
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Ⅱ．事例及び課題の検討 
 

【１】大学における産学連携及びベンチャー創出支援の動き 
 

１．事例１（創薬バリューチェイン） 

 

特定非営利活動法人バイオグリッドセンター関西（NPO 法人バイオグリッドセンター関西）では、

コンピュータ技術（インシリコまたは dry 系）を活用するとともに実際の実験系(wet 系)の要素も取り

入れ蛋白質の構造解析から医薬品候補化合物を創出するまでを行うプロジェクトを推進してい

る。 

もともとは文部科学省 IT プログラム「スーパーコンピュータネットワークの構築」（通称：バイオグ

リッド・プロジェクト H14 年度-H18 年度）において仕様の異なる多数のコンピュータを接続して高

速、大容量の計算をすること（グリッドコンピューティング）を目的として立ち上げたプログラムで、

その応用分野としてバイオを取り上げた。その研究開発の過程で、生体シミュレーションとして蛋

白質の構造解析、蛋白質に結合する化合物の探索をするなど。データグリッドとして蛋白質に結

合する化合物情報を仕様の異なる多種類のデータベースを統合的に検索し目的の情報を得るな

ど。テレサイエンスとして、ネットワーク上に配置された SPring-8 などの観測装置を遠隔制御する

など。さらに、グリッド基盤技術としてこれらの計算機環境の構築・運用の研究を行ってきた。 

これらの研究成果のビジネス化を目的に NPO 法人バイオグリッドセンター関西が 2004 年に設

立された。2005 年に NPO 法人バイオグリッドセンター関西がバイオグリッド・プロジェクトの研究成

果であるインシリコ技術の活用と wet 系のプレーヤーにも参加を依頼して実際に医薬品候補化合

物の創出のため蛋白質の結晶化・構造解析（創晶の技術）、化合物の探索・設計から実際の化合

物の合成、薬効検査を経て医薬品候補化合物を創出する「創薬バリューチェイン」構想を立ち上

げ、その実証研究として H17 年度に大阪大学を主体として文部科学省知的クラスター創成事業に

採択された。（H17 年度-H18 年度） 

 

（１）一般的な創薬のプロセスと構造的アプローチによる創薬のプロセス 

 

一般的に、創薬のプロセスは以下のようになっている。 

１ 疾患原因の蛋白質の同定 

２ 疾患原因蛋白質の化合物ライブラリとのアッセイ（反応実験） 

３ 反応した化合物の統計的解析により化合物の特徴抽出 

４ 試行錯誤により低分子化合物の最適化 

５ 低分子化合物の合成 

６ 細胞・動物実験（薬効試験・毒性試験） 

７ 臨床試験  
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 ７－１ 第１相（健常者に投与し安全性を検証） 

 ７－２ 第２相（少数の患者に投与し薬効等を検証） 

 ７－３ 第３相（多数の患者に投与し薬効等を検証） 

 

構造的アプローチ（Structure Based Drug Design:SBDD）による創薬のプロセスは以下のように

なっている。 

１ 疾患原因の蛋白質の同定 

２ 疾患原因蛋白質の構造解析 

３ 蛋白質の活性を阻害する低分子化合物の設計 

４ 低分子化合物の毒性検査 

５ 低分子化合物の最適化 

６ 低分子化合物の合成 

７ 細胞・動物実験（薬効試験・毒性試験） 

８ 臨床試験 

 ８－１ 第１相（健常者に投与し安全性を検証） 

 ８－２ 第２相（少数の患者に投与し薬効等を検証） 

 ８－３ 第３相（多数の患者に投与し薬効等を検証） 

９ 上市 

 

産業技術の進歩によりこれまで人海戦術で行っていた反応実験が機械により自動的にできる

ようになり、化合物探索の効率が飛躍的に向上したかに思われたが、アプローチの仕方が網羅

的であり、合理的でなくなかなかヒットする化合物が見つけられない。一方、コンピュータ技術の進

歩で構造的アプローチによる化合物探索の手法が注目されつつあり、海外の SBDD を行うベンチ

ャーでは実績を出している。 

 

（２）「創薬バリューチェイン」 

 

「創薬バリューチェイン」プロジェクトでは上記 SBDD の１から７までの工程を想定している。われ

われの知のネットワークの英知が最大限に発揮できること、開発期間も 4-5 年と創薬全体の期間

に比べて短期であること、資金的にも少なくてすむことなどがその理由である。なお、臨床試験以

降の開発コストは 100 億円とも 200 億円とも言われており、開発期間も 10-15 年と長期のため大

手製薬会社か資金力のあるベンチャー企業の領域と考えている。「創薬バリューチェイン」におけ

る具体的な開発工程を以下に示す。 

 

 

 
疾患原因

蛋白質

　　　　蛋白質の

　　　　結晶化

　　　　蛋白質の

　　　　構造解析

　　　化合物の

　　　探索

　　　 インシリコ

　　　　ADME

　　　　化合物の

　　　　最適化

　　　　毒性試験

　　　　薬効試験

　　　蛋白質の

　　　発現・精製

　　　　化合物の

　　　　合成
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（３）創薬バリューチェインの組織体制 

 

創薬バリューチェインは、知的クラスター創成事業「省庁連携枠」(H17 年度-H18 年度)と連携先

の経済産業省地域コンソーシアム(H19 年度-H20 年度に応募予定)の実証研究として、インシリコ

技術を活用した創薬についてインシリコ技術の評価、プレーヤーの連携の検証、手順の確認など

を行う予定である。一方、将来のベンチャー設立に向けての準備としてビジネスモデルの構築を

行う予定である。その一環として組織体制、知的財産の管理などについて検討を行っている。 

現在のところ、当面はプロジェクトマネジメント型の体制で行うが、将来的には研究開発型の創

薬ベンチャーを目指したい。創薬型ベンチャーとして自社で人材を確保、設備を保持してコアの部

分（特に化合物探索技術、化合物のデザイン・最適化）は内製化したいと考えている。 

プロジェクトマネジメント型企業から一挙に研究開発型企業にシフトするのでなくＬＬＰなどを活

用しながら知財を整理しつつ、段階を踏んで研究開発型企業に移行するのが妥当と考えている。 

つまり、ＬＬＰを設立し産学共同体を組織する。また、実証研究段階で創出した化合物の知的財産

を拠り所にベンチャーを設立し、当該ベンチャーは CRO1１などと共同で更なる臨床試験などを実

施し付加価値を高めてライセンスアウトを行い設立したＬＬＰに還元する。このとき、ＬＬＰはこの配

当を以って解散する。ただし、ＬＬＰの参画企業は当該ベンチャーへの出資を可能とするなどを配

慮する。要は配当を以って解散することでＬＬＰから当該ベンチャーに知財を集約するというスキー

ムである。 

 

結晶化・構造解析

バイオグリッドセンター関西

化合物探索 化合物合成 最適化

＜受委託・外注＞

コーディネイト機能

結晶化・構造解析 化合物探索

化合物合成

最適化

＜受委託・外注＞

創薬ベンチャー

プロジェクトマネジメント型 研究開発型

実験

実験

結晶化・構造解析

バイオグリッドセンター関西

化合物探索 化合物合成 最適化

＜受委託・外注＞

コーディネイト機能

結晶化・構造解析 化合物探索

化合物合成

最適化

＜受委託・外注＞

創薬ベンチャー

プロジェクトマネジメント型 研究開発型

実験

実験

 

 

 

                             
1 ＣＲＯ（CRO：Contract Research Organization） 受託臨床試験機関 

医薬品の開発において、臨床試験（治験）依頼者（製薬メーカーなど）の治験に関わる業務の一部を代行・支援する個人又は組

織・団体 
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２．事例２（合同会社フロンティア・アライアンス：FA, LLC設立） 
 

 大阪大学大学院工学研究科では、平成１３年から１７年の５年間、優れた成果を生む国際的に

魅力ある卓越した研究拠点の構築と 新産業創出および新学問創成により社会から感謝される

大学を目指し、フロンティア研究拠点構想を推進してきた。平成１３年１０月に設置したフロンティ

ア研究機構（FRC）は、機構長、副機構長４名、経営企画役員３名で役員会を構成し、その迅速な

意思決定のもとで運営してきた。その内容は、  

１）教育・研究及び待遇における平等主義的考え方を排除 

２）フロンティア研究機構（FRC）の設置 

３）特定非営利活動法人（ＮＰＯ）の設立 

である。新工学分野および新産業領域を起こすため、そして国際的研究拠点になるためのシステ

ム改編を行い、学内外から研究者を集め、人材と資金を戦略的分野に集中した。そして、研究プ

ロジェクトの個々のテーマは、それらが意図する目的に応じて、FRC 戦略テーマ、企業提案テーマ、

ビジネス・スタートアップテーマに分類して実行した。FRC 戦略テーマとは、フロンティア研究機構

が新産業創出と新学問創成に必要と考える趣旨のテーマであって、分野を指定し研究者の参加

を募って実行した。企業提案テーマは、産業界の視点で新産業創成を目指した提案を採択したも

ので、企業からの資金と合わせてマッチングファンド方式で実施した。ビジネス・スタートアップテ

ーマは、実際にベンチャー企業を起こすテーマである。このうち、マッチングファンド方式の企業提

案テーマでは、企業との共同研究において、平成 16 年度の総額は約 286 百万円であり、テーマ

数は 31 件、参加企業は 53 社であった。 

 これらの研究を実施するために、工学研究科教員の 1/3 近い 142 名（教授 52 名、助教授 33名、

講師 9 名、助手 48 名）、大阪大学の他研究科・研究所教員 36 名（教授 14 名、助教授 9 名、講師

0 名、助手 13 名）、学外からの特任教授等 56 名（特任教授 18 名、特任助教授 7 名、特任講師 4

名、特任助手 27 名）が参画した。 

フロンティア研究拠点構想では、フロンティア研究機構として企業との共同研究を設定し、組織

として資金を受け入れていることが特徴である。１つのテーマに複数の企業が参画するという従来

にはない形態も実現した。研究における世界との競争に勝ち抜くためには、研究状況に応じて、

必要な人材と資金を迅速かつ柔軟に投入することが必要である。その面では、平成 16 年度の国

立大学法人化後も、予算執行および雇用の形態には制約が残っている。そこで、フロンティア研

究機構の活動を支援する組織として、平成 14 年に特定非営利活動法人(NPO)フロンティア・アソ

シエイツ（FRA）を設立した。実施した具体的支援活動は、企業と研究者のマッチング、共同研究

の橋渡し、企業からの研究費の受入および管理、シンポジウム開催費の支援、入札手続きなしに

高額な機器の購入、優秀な人材の雇用などであった。 

科学技術振興調整費充当の５年間が終了

した後の平成 18 年度以降もフロンティア研究

拠点構想の組織運営改革の趣旨を継続する
フフロロンンテティィアア研研究究セセンンタターー  

試験的運営，挑戦的研究 

を実践する場 

フフロロンンテティィアア研研究究棟棟１１号号館館  

フフロロンンテティィアア研研究究セセンンタターー  

試験的運営，挑戦的研究 

を実践する場 
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ために、フロンティア研究機構を改組してフロンティア研究センターを設置した。また、確実に継続

していくためには、専用の研究場所と振興調整費に代わる資金が必要である。そのための建物と

して、民間からの寄附をもとに運営費交付金を追加して、４階建て約 1,800 ㎡の新たな建物「フロ

ンティア研究棟１号館」を平成 17 年度に建設した。そして、「フロンティア研究機構」にて育んだ先

端研究と新たな組織運営形態を発展させ、人材と民間資金のクリエイティブな活用を実現するた

め、新会社を設立することとした。その中で、新会社法等により新たに導入された有限責任事業

組合（LLP）や合同会社（LLC）の適否を検討した。 

 従来のＮＰＯフロンティア・アソシエイツ（FRA）では、資金が少なく、理事の責任が有限でないた

め、活動に制限があった。そのため、今後フロンティア研究機構の活動を発展継続させるために

は、大学に対する活発な支援活動をするための資金が必要であり、ＮＰＯの収益活動では規模に

限界あり、会社組織で資金を集め、将来の活動を多様化させるためにも会社化が必要であった。 

 新たに導入されたＬＬＰやＬＬＣの特徴は、出資額、議決権、利益配分の割合を柔軟に決めること

ができることである。そのため、教員から構成される大学側の出資額が少なくても、大学側の意図

に沿った運営が可能となる。また、ＬＬＰとＬＬＣの大きな違いは法人格の有無である。横断的融合

型プロジェクトを企画運営し、企業と大学がお互いの信頼性を高めながら産学連携を進め、さらに

はその成果を事業移転やベンチャーを起業していくことを考えると、新会社には法人格が必要で

あり、その視点からＬＬＣを設立することに至った。 

 新会社の設立目的は、企業ニーズおよび社会ニーズを重視した形で、迅速かつスムーズそして

柔軟にプロジェクトを進めることができる新しいインテリジェントサポートシステムを構築することで

ある。工学研究科で産学連携を長年手がけてきた教員から構成され、産学の連携のもとに様々な

活動を実践するための組織である。横断型融合型プロジェクトを企画・実施し、研究支援を行いな

がら、研究成果の事業化まで推進していくことを目指している。 

 事業内容は、大きく６つに分類される。 

 

１）研究プロジェクトの企画，管理，運営事業 

 先端基礎研究、実践研究プラットフォームを構築するとともに、大阪大学内にあるシーズを横

断的に融合し新たな研究プロジェクトを企画し実施する。 

２）産官学共同研究の企画，誘致，管理，推進事業 

 大学のシーズと企業のニーズのコーディネートを行い、産学共同研究・受託研究プロジェクト

を企画し実施する。それに伴う研究会 ・コンソーシアムの組織化と、その運営・共同研究講座

の開設・支援を行う。 

３）研究支援事業 

 製造中核人材・特化技術を有する人材を雇用し活用するとともに、その技術を伝承するため

の育成や支援も行う。また、大学教員の兼業、研究員の雇用、学生アルバイトの確保等、イン

センティブを含む柔軟な人事制度・機動的執行を可能とする研究費管理システムを構築する。 

４）知的財産の管理，運用および技術移転の推進事業 
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 研究成果の事業化および事業化支援を行う。具体的には、新会社・新事業部門の設立および

支援、市場調査のための試作品の販売、既存ベンチャー企業新規事業創出のための研究の

実施、TLO・先端科学イノベーションセンター・社会連携室等の大学内の既存システムとの連携

と協働などを実施する。 

５）研究・技術コンサルティング 

 参画企業の技術コンサルティングや技術情報を提供する。 

６）大学施設設備の活用支援，管理事業 

 研究スペースおよび各種支援策を含めた総合的インキューベーションの実現や、大学設備の

活用支援事業なども実施する。 

 

このような事業内容を推進するためには、先程も述べたように大学に対する活発な支援活動を

するための資金が必要であり、法人格を有する事業形態が不可欠である。また、大学側の意図に

沿った運営を実施するためには、出資額、議決権、利益配分の割合を柔軟に決めることも重要で

ある。 

平成１８年５月１日から LLC（Limited Liability Company：合同会社）としての会社運営が可能と

なり、産学連携を推進させる新しい組織「合同会社フロンティア・アライアンス（通称：FA,LLC）」を

LLC 第１号としてスタートさせた。 

会社組織は、執行社員である経営総括、産学連携コ－ディネーション担当、プロジェクトコーデ

ィネーション担当、事業開発担当、事業推進担当、共同研究コーディネーション担当、顧問弁護士、

顧問税理士などから構成される。資本金は１０００－２０００万円で、大学教員２０－３０名から出資

される。今後、企業からの資本参加を予定している。 

最後に、合同会社を運営する上での今後の課題についてまとめる。フロンティア研究機構では、

ＮＰＯフロンティア・アソシエイツ（FRA）は企業と大学のマッチングをサポートするための活動を行

っていたため、ＦＲＡと企業の間には事務委託契約を締結していた。しかしながら、FA,LLC では大

きな資金を保有し、横断型融合型プロジェクトを企画・実施し、研究支援を行いながら研究成果の

事業化まで推進していくことを目的としているため、企業／大学／FA,LLC との三者間の契約を締

結する必要がある。ＬＬＣの認知度が低い現状下では、契約実務や経理処理などに関して企業側

への説明に時間を必要としており、いち早く産業界に FA,LLC の活動が認知される必要がある。 

また、具体的にFA,LLCの活動を推進するにあたり、 

・教育と産業貢献のバランスを考慮し、教員のサポートについてどう考えるか？ 

・研究開発および試作品の販売などを行うにおいて、大学資産を如何に活用するか？ 

・ＬＬＣはどこまで利益を追求し、大学への利益還元と産業貢献のバランスをどう考えるか？ 

・教員が参加していることで、利益相反に関する問題が生じる可能性はあるのか？  
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・ＬＬＣの傘下に複数のＬＬＰの立ち上げも検討しているが、この場合のＬＬＣとＬＬＰの関係（契約、

資本参加、知財管理など）をどうするか？ 

などを課題として挙げている。 

 FA,LLC は、５月１日にＬＬＣ第 1 号として

出発したわけであるが、欧米の大学と互角

のレベルで産学連携を推進し、新産業を継

続的に創出していくためには、必要不可欠

な研究支援組織である。早急に、組織運営

の課題を抽出・解決するとともに、実績を挙

げることで産業界での認知度を高めること

が重要である。FA,LLC の実績が産業界に

示されれば、産学連携におけるＬＬＣシステ

ムの有用性が認められ、日本全国の大学がＬＬＣシステムを利用するものと思われ、これにより産

学連携がさらに加速し、新産業創造に繋がれば、日本経済の活性化に一役を担うことができる。 

 

FA ,L L Cの今後の方向性

企業

FA,LLC

大阪大学

共同研究

共同研究
教員のサポート
設備・場所の提供
利用権の扱い

共同研究
サービス提供
試作品販売
人材雇用

LLP LLPLLP
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３．事例３（立命館大学：「成功報酬型」ベンチャー企業支援事例） 

 

立命館大学ＢＫＣリエゾンオフィス（平成 18 年 4 月 1 日より理工リサーチオフィスに改称）では経

済産業省による「平成１７年度広域的新事業支援連携等事業費補助金（広域的新事業支援ネット

ワーク拠点重点強化事業）」の採択を受け、立命館大学 BKC インキュベータのベンチャー支援ス

タッフを中心として、滋賀県びわ湖南部地域を中心としたベンチャー企業の支援を積極的に行っ

てきた。 

本ネットワーク拠点重点強化事業における具体的な内容としては 

① 成功報酬型の専門家支援チームの編成 

② マーケティング・販路開拓および新商品・技術評価などの支援 

③ IPO（＝株式公開）を見据えた人材交流・情報交換の機会提供 

④ 支援関係協力機関との連携実施                などである。 

 

「成功報酬型の専門家支援チームの編成」とは、ベンチャー企業経営者と同じ目線に立ち、事

業として確立するまでを成功報酬型で支援する専門家チームを編成する事を目的としている。 

大学のシーズを事業化していく開発型ベンチャー企業にとって IPO や新商品の事業化を実現す

るには、数多くの経営的課題を克服していく必要がある。 

特に大手企業と伍していく必要がある開発系ベンチャー企業にとって、法務部門、財務部門、

営業部門など間接部門を擁する企業と対等に交渉を進めていくのは容易ではなく、また、いずれ

の分野においても専門人材を社内に抱える事は不可能な状況にある。 

また、外部の専門家を活用しようとすれば相談料など少額であっても一時金が発生する現状の

仕組みにおいては、ついつい自己の判断で進めてしまい、結果、自社にとって不都合な結果を招

いてしまうケースがある。 

しかし、専門家にとっても相当の調査と分析を持って助言しなければならない程の判断を必要

とする事は稀であり、特に法務面、財務面では初期段階の僅かなアドバイス等で最悪の事態を回

避できる内容であることが多く見られる。 

このようなジレンマを解決していく方法として成功報酬型支援を制度化させたいと考えている。 

 

「成功報酬」といえばストックオプション（＝新株予約権）を報酬の対価とすることが一般的な手

法であり、また大幅なリターンも期待できる。 

しかし、株式公開までのスケジュールがほぼ確定しているような状況、所謂レイター段階でのス

トックオプションは有効であり、支援者側のモチベーションも維持されるが、アーリー段階からミド

ル段階にかけての開発型ベンチャー企業にとってはＩＰＯ（＝株式公開）までの道程は遠く、支援

者側にかかる負担も相当のものとなる場合が多いと想定される。 

そこで研究開発期間を終え、事業化を目指す段階にあるベンチャー企業を専門家がチームを

組んで支援し、公開準備に入るまでの間（図１参照）、事業がスムーズに立ち上がるためのプロジ
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ェクトを結成（図２参照）し、運営する仕組みとしてＬＬＰを活用すべく本検討会で可能性及び問題

点に関する議論をお願いした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シ ー ド 段 階

  

アーリー段階 

ミドル段階 

レイター段階 

LLP 解散→ストックオプションによる支援へ移行 

 

・商品化・実用化、与信の獲得、人材の確保 

・各種契約時の条件整理、債務・債権の管理 

・事業連携時の優位性確保、広報活動 

・研究成果の発掘・権利化 

・経営人材とのマッチング 

・競争的資金獲得支援、産学連携促進 

「 ベ ン チ ャ ー 支 援

LLP」を組成し、支

援を行う期間 

・資本政策を始めとした会計監査への対応 

・新工場など設備の増強、資本提携など 

図１ 

財務戦略 
アドバイザー 

 ベンチャー 
 キャピタル等 

販売戦略 
アドバイザー 

プロジェクト 
マネージャー 
（大学等支援機関 

法務戦略 
アドバイザー 

ベベンンチチャャーー  
企企業業  

ベベンンチチャャーー支支援援

LLLLPP組組成成例例  

図２ 
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【２】課題の検討 
 

１．組織形態の選択 

 

ご紹介を受けた大学における産学連携の動きにかかる二事例（事例１と事例２）について、それ

ぞれの目的と、検討対象となる組織形態の特性との適合の度合いに焦点を当てて議論をおこな

った。検討対象となった組織形態の基本特性は下表のとおり。 

 

本項では、LLC と LLP に焦点を絞って検討結果を報告する2。 

 

（１）プロジェクトマネジメント組織としての LLP・LLC 

 

有限責任事業組合（以下、LLP）と合同会社（以下、LLC）は、何れもその成否がプロジェクトマ

ネジメントの巧拙にかかっている、換言するとプロジェクトマネジャーの腕次第である点で意見が

一致した。実際のプロジェクトマネジメントにおいては、事例１では、「創薬バリューチェインに関わ

る産学の多様なプレーヤー間の結束を維持すること」、事例２では、「多様なプロジェクトを通じて

産学を繋げるコーディネーターとして大学がイニシアティブを確保すること」が中心的な課題になる

と予想される。なお、産学連携の取り組みの中で「学」側がどのように関与するのか、即ち出資の

対象物が何であるのか（知的財産権やノウハウ等その種類、更にはその帰属）、業務執行にはど

のように関わるのか、大学資産をどのような形態で活用するのか、教員の兼業規制についてはど

のように考えるのか、利益還元をどのようにデザインしていくのか等については、大学法人や教員

                             
2 事例１や事例２については、NPO を組織形態として活用できないかという議論があった。大学の研究者達が参画（出資）しや

すい組織として、また事業インキュベーターとして、公共性があり、ある程度の信用も備えた NPO は使いやすい面もあると考えら

れる。しかし、NPO は非営利性や不特定多数の利益増進という特性から、資金調達面での限界もあり、そもそも今回の議論に

は馴染まないという結論に至った。また解散時の財産分与は定款で定められるが、個人への分配ではなく国または地方公共団

体に譲渡となり、処分されない場合は国庫帰属となることから両プロジェクト構想の目的には合致しない。 

 

  株式会社 LLC LLP 民法組合 NPO 

法人格 ○ ○ × × ○ 

有限責任性 ○ ○ ○ × N/A 

内部自治原則 × ○ ○ ○ ○ 

構成員課税 × × ○ ○ × 

設立にかかる資金・日数の目安 
15 万円 

20 日 

6 万円 

10 日 

6 万円 

10 日 

6 万円 

10 日 

N/A 

2 ヶ月 

営利/非営利 営利 営利 営利 営利 非営利 
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個人の参画を確保する上で重要な課題になる。この点、今後の実践を通じて検討を継続してかな

ければならないと認識している。 

プロジェクトマネジャーとしてリーダーシップを発揮する主体としては、事例１ではプロジェクト推

進のモチベーションが最も高いもの、即ち最大のプロジェクト受益者が担うことが合理的である。

事例１のようにコンソーシアムを組み多様なプレーヤーを巻き込む場合には、リーダーの特定が

難しくなる。とは言え、業務執行の分担割合やリスクの負担割合等に従ってプレーヤー間で合意

することが自然であり、プロジェクトマネジャーの属性はプロジェクトによりケースバイケースとなる

であろう。一方、事例２ではその目的からして「学」側からプロジェクトマネジャーを出し、産学連携、

大学発ベンチャービジネス支援、大学の活性化を目指していくことになるであろう。 

 

（２）LLP の組織特性の検討 

 

“有期”のプロジェクト組織であるLLPでは、多様なプレーヤーにとって納得のできる目的を明示

し、できるだけ早期に成果を上げて手仕舞いすることが、組織運営の観点から望ましい。何故なら

複雑な利害関係を長期に亘って調整することは困難だからである。従って、LLP では設立に際し

てのプロジェクト期間の見極め、参画者にとって納得のいく成果配分のデザインが重要となる。同

時に、共同事業性に基づく業務執行の分担を如何にデザインし、これを如何にモニターしていくか

が、所謂「仲良しクラブ」的な運営を廃しプロジェクト参画者のコミットメントを確保する上で大いに

重要になると思料される。何故なら出資のみでは参加することができない LLP においては、実際

の業務執行への関与が強力な結束の源泉になると考えられるからである。この点、パートナーシ

ップ組織を採用する弁護士事務所や監査法人等において、自律的な業務執行への関与が組織

運営上の重要な要素の一つになっていることが参考になる。 

また、事例１のようなハイリスク型の創薬関連プロジェクトでは、成果を確実に上げてリスクを限

定していくことが重要であり、リスクマネジメントの観点からもプロジェクト目的を明示して短期決戦

で臨むことが得策と考えられる。その意味ではプロジェクトを細分化し、（例えばマイルストーン毎

に）LLP 組織を立ち上げるのも一案である。この場合、LLP 間を外注契約関係で繋いでいくことも

有効であると考えられる。 

更に、事例１の場合、「学」の強みが出せる創薬バリューチェインの上流部分（基礎研究分野）

に LLP を活用するのが適切と思われる。なお、「産」が参画しやすい条件（例えば、大学発技術の

優先的実施、安価な実施料率の設定）を準備することが大切になると考えられる。PL 責任等のリ

スクも孕む下流部分については、「産」主導、或いは株式会社形態のベンチャービジネスで対応す

ることが、産学の役割分担や組織特性の観点から適していると考えられる。LLP の場合、株式会

社化するためには一旦解散することが必要になるが、付加価値の高いシード・リード化合物を製

薬企業に提供できるような有望なベンチャー企業やこれを支える基盤技術系のベンチャー企業に

ついては、事例１の構想でインキュベートする過程、即ち LLP の段階で見極められ、適切な時期

に IPO を実現することが期待される。 
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（３）LLC の組織特性の検討 

 

中長期の安定的基盤としての組織を考えるのであれば、法人格を持ち“無期”のプロジェクト組

織として運営することも可能である LLC が適合する。なお“有期”の LLP とは逆に、ローリスク型の

事業内容を付与することが大切である。事例２は、ローリスク型の安定的なプロジェクト基盤として、

「学」主導の LLC を設置する構想であり組織形態の特性に合致する。具体的には、産学連携の

｢場｣づくり、研究開発支援、知的財産の帰属及び管理、資金調達を事例２の FA,LLC（LLC）が担

うことは、LLC の組織特性に照らして適切であると考えられる。産学間の関係の中でこれらを実現

するためには、「学」固有の強みである人的資源を前面に出していくこと（例えば、大学教員やそ

の保有するシーズとの接点の確保、ナレッジベースへのアクセス、研究成果の還元）が重要にな

る。また FA,LLC（LLC）は、これまでの産学協同研究とは違い、一部試作品等の販売までを手が

け、企業側のリスクを軽減することで「産」にとっても参加し易い仕組みを志向している。 

なお LLC 傘下において、ハイリスク型の具体的プロジェクト（その一つが事例１の創薬バリュー

チェイン）を LLP 組織で推進するという二階建ての構成、即ち LLP を活用した個別プロジェクトを

LLC 傘下で集散させる可能性を秘めた阪大の二つの事例は、新しく導入された組織形態の特性

を上手く活用する一つのモデルになるのではなかろうか。傘下の LLP で必要となる資金について

も、LLP 独自で調達するもの（例えば政府系金融機関による金融支援策の活用）に加えて、法人

格を持つ LLC のメリット（例えばライセンス収入や社債の発行）を活用することも可能ではなかろう

か。 

また法人格を持ち、権利関係で（LLPよりも）機動性の高い LLC の特長を活用することが有効で

ある。例えば、大学の知的資産や固定資産の帰属・管理を LLC 組織で行うことがこれに当たる。

権利帰属が「合有」となる LLP に対して、産学間の多様な関係をコーディネートしていく組織形態と

しては、法人格を持ち権利関係の機動性も高い LLC が優位性を持つ。加えて、大学内で実質的

に休眠化している研究設備の有効活用にも繋がる。事例１との関連では、知的資産については

LLC で権利を持ち、傘下に形成された LLP 組織に対して実施権を付与する形態等、工夫の勘所

になるであろう。先ずは大学内部の資産管理規定との関係、「産」との利害調整が重要になるであ

ろう。 

更に、将来の株式会社化を視野に入れた場合は、（一旦解散することが必要となる LLP よりも）

LLC が近道となる。株式会社化に際しては、「学」からの参画者（大学教員）が事業に取り組む熱

意を維持できるように、報酬配分の方法や兼業の仕組み等について検討が必要となる。なお、大

学教員が必ずしもリスクをとって事業化する道を欲していない現状を鑑みると、プロジェクトの出口

は IPO に限らず、LLC で育った事業を産学の連携関係の中で分割（スピンオフ）していくことも選択

肢として考えられる。 
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（４）LLP・LLC における支援者の役割の検討 

 

LLP 及び LLC の組織特性の検討を通じて、プロジェクトマネジメントの重要性、その中心的役割

を担うプロジェクトマネジャーの役割が脚光を浴びた。しかし、プロジェクト期間の要所でプロジェク

トマネジャーを支援する専門士業の役割にも注目する必要がある。特に、プロジェクト始期（設立

前）とプロジェクト終期（解散時）において専門士業の適切な支援体制を持つことは、LLP や LLC

の成否に大きな影響を及ぼし得るものと考えられる。 

具体的には、法務面と税務面のプランニングが鍵になる。法務面では、定款や内規による各プ

レーヤーの利害調整を、プロジェクト特性やリスク負担に見合った形で実施していくことが大切に

なる。このような局面では弁護士の役割が重要になると考えられる。一方税務面では、（LLPの場

合）プロジェクト期間を見込んだ上で、初期の研究開発投資を上手く活用していくことが重要にな

る。このような局面では公認会計士や税務専門家の関与が重要になると考えられる。また、LLP

の解散、或いはLLCからのIPOや事業分割といった出口の各局面でも、弁護士や公認会計士等、

専門士業による支援が必要になることが予想される。 

支援者の役割を論じるにあたって、特に事例３で紹介されたベンチャー企業への新たな支援ス

キーム及びその課題は、専門士業にとっても非常に興味深いものである。 

 

以下では、事例１、事例２、事例３で提起された課題に対する我々の検討結果を、LLP の３つの

特徴である①パススルー課税、②有限責任、③内部自治原則の各側面から報告する。 

更に、専門士業の役割については、「Ⅲ．専門士業の役割」の項を別に設け、制度設計者、大

学関係者、専門士業それぞれの立場からの見解について報告する。 

 

 

２．パススルー課税（構成員課税）のメリット 

 

（１）ＬＬＰの特徴としてのパススルー課税 

 

LLP 事業から生じた利益は、LLP 単位では法人税が課税されずに、組合員に対して利益配分

がなされた後に、組合員側で課税されることとなる。これが「構成員課税」あるいは LLP が利益の

通り道という意味から「パススルー課税」といわれる仕組みである。 

パススルー課税は、出資者有限責任、内部自治原則、共同事業要件などとともに、LLP の組織

的特徴の 1 つとされている。 

同じく出資者有限責任や内部自治原則などを有する新しい組織形態であるLLC についても、パ

ススルー課税導入についての検討がなされたが実現はしなかった。それは、法人格を有する組織

形態については法人課税を行うことが我が国税制の原則であるということと、共同事業要件によ

って組合員全員が業務執行権をもつ LLP とは異なり、LLC では業務執行社員を選任することで、



 22 

業務を一部の構成員に委ねることが可能であるということから、ＬＬＣはパススルー課税にそぐわ

ないと考えられたようである。 

 

（２）パススルー課税の特徴とメリット 

 

パススルー課税のメリットは、一般に二重課税の回避との関係で述べられることが多い。 

ここでいう二重課税とは、ＬＬＰと同様の事業を例えば株式会社形態で行ったとすると、まず事

業を行う株式会社に対して法人税が課され、課税後の残余利益を原資に分配される配当金につ

いても、受取（株主）側で一定の算式のもとに課税関係が生じることを指す。 

それに対して、LLP 形態で事業を行った場合には、事業主体であるＬＬＰ側では課税関係は生じ

ずに事業成果の配分を受ける組合員側でのみ課税が行われるため、二重課税は回避される。 

二重課税の回避以外では、一定の範囲内で LLP 事業の損失を組合員側で取り込める、いわゆ

る損益通算が可能である点や、各種の税額控除などの税制上のメリットが組合員側で適用できる

点などもパススルー課税のメリットとしてよく挙げられる。 

損益通算に関係して、調整出資金額の計算が一定の制約条件となるところであるが、それにつ

いては、以下の「（３）調整出資金額と組合損失超過額」で触れる。 

また、税額控除などの税務上の恩典を受けるためには、組合員側での損益計上方法3として総

額方式または中間方式を採用することが必要であり、純額方式を採用している場合にはこのメリ

ットは享受できないことに注意を要する。 

 

こうした損益通算や税額控除等の課税メリットについて、もう少し具体的に考えてみる。 

例えば、事例１のように、当初に多額の研究開発費発生が予想される事業に対して製薬企業

等が参加する場合を考えてみる。このとき、共同出資で株式会社を設立して事業を行う場合には、

原則として、製薬企業の本業でどれだけ利益が生じていようとも、共同出資先の株式会社で発生

した損失と合算することができず、その段階では節税メリットが享受できない。後に共同出資先の

株式会社で利益が発生した場合に、当該株式会社側で繰越欠損金の所得控除として発生損失

の一部もしくは全部が考慮されるのみである。 

しかし、LLPの場合には、一定（調整出資金額）の範囲内で本業の利益とのタイムリーな損益通

算が可能である。また、試験研究費の税額控除等を活用することで、さらなる節税効果を享受す

ることも可能となる。 

こうしたタイムリーな節税効果は、産学連携における「産」にとっての参加モチベーションを高め

                             
3法人組合員の損益計上方法には、次の 3 つの方式がある。 

総額方式：LLP で生じた収益・費用、資産・負債のすべてを取り込む方式。 

中間方式：LLP で生じた収益・費用は取り込むが、資産・負債の内容は引継がない方式。従って、引当金繰入や準備金積立などは適用できない。 

純額方式：LLP から生じた利益または損失の純額だけを取り込む方式。従って、損益の内訳は引継がれない。 
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る役割として大いに期待されている点である。 

 

（３）調整出資金額と組合損失額 

 

上記（２）の「パススルー課税の特徴とメリット」で述べたように、LLP では一定の範囲内であれ

ば組合員側で損益通算が可能となるが、この一定の範囲とは、「調整出資金額」と呼ばれる金額

を上限とするものである。調整出資金額とは、大まかにいうと、自らが出資した金額に LLP 事業か

ら得られた自らに帰属する利益の合計額を足し、そこからこれまでに実際に分配された金額を差

し引いた金額であり、これを損益通算における上限金額とすることの意味は、出資者のＬＬＰに対

する投資額とその成果の純額部分については、ＬＬＰ事業で生じた損失額の取り込みを認めると

するものである。 

個人組合員の場合の調整出資金額の具体的計算式は以下のとおりである。 

調整出資金額＝当計算期間4末における出資額 

＋前計算期間までに LLP からパススルーされた利益 

－当計算期間末までに LLP から交付された金銭等 

法人組合員の場合には計算式が若干複雑なものとなる。その細部を詳しく説明することは本

稿の主旨に沿わないため算式は割愛するが、基本となる考え方は、個人組合員の場合と大差は

ない。 

ただし、調整出資金額を超える組合損失額がパススルーされた場合の考え方について、法人

組合員と個人組合員とで取り扱いが異なる。 

法人組合員の場合には、調整出資金額を超える組合損失超過額は次年度以降への繰越が可

能であり、また、清算結了や組合員の地位の譲渡などのタイミングでも損金算入が可能となるな

ど、いずれかの時期で取り込めるようになっている。 

しかし、個人組合員の場合には、調整出資金額を超える必要経費不算入損失額（法人組合員

の場合の組合損失超過額に該当するもの）は翌期以降に繰り越すことはできない。従って、開業

後に損失発生の先行が予想される事業や、特殊要因である年度に多額の事業損失の発生が予

想される事業に出資する個人組合員が損益通算の節税メリットを得るためには、事業計画や損益

分配割合等についての事前検討を行うことが必要となる。 

この点は、産学連携の取り組みにおいて大学研究者などの個人が出資者となる場合や、事例

３で提案のあった弁護士や会計士などの専門士業がＬＬＰへ参加する場合において留意が必要で

ある。 

 

                             
4 ここでいう計算期間は LLP の計算期間（事業年度の期間）である。ちなみに、LLP 事業にかかる組合員の損益は、LLP の計算期間の末日が基

準となる。個人組合員の場合には、当該計算期間末日が属する年（暦年）の所得計算に算入し、法人組合員の場合には、当該計算期間末日が属

する法人組合員の事業年度の損益に含めて計算することになる。 
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（４）その他課税上で留意すべき点 

 

LLP では、総組合員の同意によって出資比率と異なる損益分配割合を決定することができる。

しかし、出資比率と損益分配割合が異なる場合には、課税上、贈与認定がされないかどうかにつ

き留意が必要である。この点については、「4－2 出資比率と分配比率」で説明している。 

ちなみに、損益分配には利益の分配と損失の分配の双方が含まれるが、損失の分配割合を出

資比率と異なると定めることは現実的に難しい。そうした取り決めに合理的な理由を見出すことは

困難であり、経済合理性のない単なる節税目的の行為とみなされる可能性が高いためである。 

また、ＬＬＰ事業で生じた利益は必ずしも全額を分配する必要はなく、内部留保することも可能

である。しかし、分配せずに内部留保した場合でも、利益はすべて組合員に帰属する形で配分さ

れ、それに基づいて税金計算がなされる。従って、（分配額セロの場合も含めて）分配された金銭

等を超える納税額が発生する場合もあり、この場合には、各組合員が自ら納税資金を準備する必

要が生じることに注意を要する。 

 

 

３．有限責任性の考察 

 

（１）関連条文 

 

（第15条） 組合員の責任 

組合員は、その出資の価額を限度として、組合の債務を弁済する責任を負う。 

 

（第16条） 組合の業務に関する損害賠償責任 

組合員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしな

かったときは、当該組合員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該組合員

は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 

 

（第17条） 組合の業務に関する損害賠償責任 

組合の業務に関して第三者に損害が生じたときは、組合員は、組合財産をもって当該損害を

賠償する責任を負う。 

 

（第18条） 組合員等の第三者に対する損害賠償責任 

１． 組合員又は次条第 1 項の規定により選任された組合員の職務を行うべき者（以下この条

文において「組合員等」という。）が自己の職務を行うについて悪意又は重大な過失があった

ときは、当該組合員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 

２． 前項の場合において、他の組合員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者
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は、連帯債務者とする。 

 

（２）原則   

 

有限責任とは、出資者（LLP の場合、組合員）が、出資額の範囲までしか事業上の責任を負わ

ないこととする制度であり、これにより、出資者にかかる事業上のリスクが限定され、事業に取り

組みやすくなると言われている5。 

 

（３）問題意識とその検討 

 

＜１＞しかし、本検討会においては、LLP 法第 18 条が規定するとおり、組合員は、第三者に対

して損害賠償責任を負担しうるとされている以上、有限責任といっても結局リスクは負担するので

はないかという問題意識が呈された。また、組合という組織体の性質上（法人格を有しない以上）、

現実の紛争においては、法人形態で事業を行うケースと比較して、各組合員がより損害賠償等の

対象になりやすいのではないかという指摘もなされた。 

前者の問題意識については、確かに、LLP法第18条によって、組合員は、自己の職務を行うに

ついて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を

負い、ここでいう損害賠償責任は無限責任であるから、個人財産をもって損害を賠償する義務が

あるという点で、そのリスクは小さくない。 

しかし、組合員に悪意又は重大な過失が認められるケースというのは、例えば、創薬事業にお

いて、ある物質に人体に有害な副作用があることを組合員が認識しながら、あるいはそれを発見

するために必要とされている検査を省略して、あえて製品化を目指したといったケースであり、か

かる場合において損害を被った第三者に対して責任を負うべきはむしろ当然と言えよう。 

 

＜２＞では、組合員が負担する責任の範囲は株式会社の取締役が負担する会社法第 429 条の

第三者責任と同一なのであろうか。この点については、会社法第 429 条においては「役員等がそ

の職務を行うについて」と規定されているのに対し、LLP 法第 18 条においては「組合員が自己の

職務を行うについて」と規定されており、文言が同一でないことから問題となりうる。 

この点に関して明記した文献は現時点では見当たらず、今後の解釈運用が待たれるところであ

るが、本検討会においては、立法過程に関与した担当者より、「会社法よりも明確に組合員は自

己の業務範囲についてしか責任を負わない」旨規定されたものと理解しているという説明があっ

た。 

すなわち、LLP においては、各組合員の担当業務は LLP 契約において定めることができるとこ

ろ、各組合員はその定められた業務以外の業務については第三者に対する損害賠償責任を免

れることができる。よって、LLP の組合員が負う第三者責任は株式会社の取締役が負う第三者責

                             
5 「LLP に関する 50 の質問と 50 の答え」平成 18 年 3 月、経済産業省産業組織課 
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任と悪意又は重過失という要件では共通であるが、実際には、LLP 契約で各組合員の担当業務

を限定的かつ明確に記載することにより、その責任の範囲を限定することも理論上は可能である

と思われる。 

ただ、実際に問題となるのは、どのような記載をすれば「担当業務が限定されている」と評価さ

れるかである。少なくとも、自己が不案内な業務を自らの担当業務とすべきではないし、また、他

の組合員の業務執行あるいは LLP 全体の業務の適正を監督する役目を自己が LLP 契約におい

て請け負うことは、他の組合員の業務上のミスが発生したときに、自己についても業務上の重過

失があったと認定される可能性がそれだけ高くなることを意味する。しかし、各組合員の担当業務

を全て限定的に記載していけば、どの組合員も担当しない業務というのも発生しうる。LLP が将来

行う業務を全て予測して LLP 契約に記載することは困難だからである。また、別の視点として、

LLP が資金調達を行う際の金融機関の評価にも気を配らなければならない。すなわち、LLP の組

合員の全員が限定的な業務範囲しか LLP 契約に記載していなければ、金融機関から見れば、一

体誰が責任を持ってその LLP を運営していくつもりなのか、各組合員が本気でその事業に取り組

んでいるのか、疑いを持たざるを得なくなるであろう。その意味においても、LLP 法第 18 条の責任

を回避するという目的を重視するあまりに各組合員の責任を限定的に記載することに熱中すれば、

事業そのものが根底から前に進まなくなる可能性も生じる。 

結局、LLPを運営していくにあたっては、全組合員が、①LLPの組合員は、基本的に、株式会社

における取締役と同等の第三者責任を負う可能性があること（すなわち、所有と経営が分離され

ている会社の株主の感覚で、資本だけ拠出するという認識では想定以上のリスクを負う可能性が

ある。）、②LLP 契約の記載によってはかかる責任をより限定できる理論的可能性もあること（した

がって、事業運営に関与する程度が低い組合員については、自分ができることだけをはっきりと

明記しておけば、その他の業務については免責されうる。）、③しかし他方で、外部的信用を得る

という目的のためにも、また、組織が一丸となって事業を行っていけるようにするためにも、少なく

とも特定の組合員１名は当該 LLP に関する対外的な責任を全て負担するという覚悟で LLP を組

成しなければならないということを認識する必要があると思われる。 

 

＜３＞なお、弁護士や会計士が LLP の組合員になることももちろん可能である。例えば弁護士

であれば、LLP 自体は弁護士法第 72 条で規定する業務を行えない、すなわち、LLP が外部の第

三者に対して法的アドバイスを行ったり、紛争解決のための代理人になるということはできないが

（LLP 法第 7 条）、LLP の内部的な問題について法的なアドバイスを行ったり、書面を作成すること

は可能である。私見であるが、このときに、当該弁護士の担当業務として「LLP を運営していくにあ

たって必要となる法律業務及び法的アドバイス」といった抽象的記載をしてしまうと、さきほどの

LLP 法第 18 条の責任との関係でリスクがないとはいえない。よって、「契約書類の作成」「経営判

断を含まない、法的観点からの書類等の検討」といった限定的な記載をすることになろう。 

また、本検討会では、いわゆる士業と呼ばれる専門家が LLP の構成員になる必要があるのか、

外部のアドバイザーとして助力すれば足りるのではないかという点も議論された。この点について
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は両方の意見が出たが、例えば弁護士についていえば、LLP に限らずベンチャー事業において

は資金力の乏しさも手伝って、法的な検討がなされないままに各種契約が締結され（あるいは契

約すら締結されずに）事業が行われていく結果、後々に各種紛争が生じるケースが少なくないか

ら、弁護士が事業の立ち上げ当初から常に関与して、適切なアドバイスを行っていくことの意義は

小さくないと思われる。しかし、やはり組合員になるということは前述のとおり会社の取締役とほぼ

同等の責任を負うということを意味するから、その事業を自ら経営するくらいの意識で取り組むこ

とが求められ、逆にそのような意識で LLP の運営に関与すれば、当該 LLP が営む事業に関する

専門的な知識も身につき、得られるものも少なくないと思われる。 

 

＜４＞ところで、本検討会においては、LLP において例えば訴訟を提起する場合や訴訟を提起

された場合に、LLP の構成員である弁護士が LLP や組合員の代理人になりうるかという点も議論

されたが、この点については否定的な見解が多数を占めたように思われる。当該弁護士は LLP

のいわば「中の人」なのであり、自己の業務に関する責任問題も発生しうる以上利益相反の問題

もあり、弁護士倫理として適切ではないというのがその理由である。 

 

＜５＞冒頭に述べた、「現実の紛争においては、法人形態で事業を行うケースと比較して、各組

合員がより損害賠償等の対象になりやすいのではないか」という指摘については、否定しがたい

という意見が有力だったように思われる。 

実際に訴訟の代理人となる弁護士の感覚としても、例えば株式会社であれば取締役を訴える

前にまず会社を訴えるが（取締役を共同被告にすることもあるが、資力の面でも会社からの賠償

を期待するケースが多い。）、組合となれば、構成員を訴えることになるであろう。しかも、LLP 契

約を閲覧することができるとはいえ、内部の責任分担は必ずしも外からは見えにくいため、とりあ

えず組合員全員を被告にするという手法が多用されることは想像に難くない。もちろん、最終的に、

問題となっている損害が特定の組合員の悪意又は重過失に基づくものではないということを裁判

所が認定してくれれば、いわゆる有限責任の原則に立ち返り、各組合員は出資額以上の責任を

負わないし、あるいはその損害が特定の組合員の悪意又は重過失によるものだということが立証

されれば、その他の組合員は責任を負わないことになるが、その過程で、裁判に対応するための

費用が発生したり、多くの時間が取られてしまう可能性が高いことは否定できない。 

結局、LLP は、①組合員全員が無限責任を負う「民法上の組合」、構成員のうち営業者が無限

責任を負う「匿名組合」、最低１名の無限責任社員の存在が求められる「投資事業有限責任組

合」と比較すれば、全組合員に有限責任が適用され、構成員全員が原則として出資金以上のリス

クは負わないという意味で事業に取り組みやすい組織体である、②株式会社の取締役と同等の

第三者責任を負うが、LLP 契約の定め方次第で責任限定も可能、③実際に訴えられる場面では

被告にされやすい、といった結論になると考える。 

 

＜６＞なお、本検討会においては、LLP には、第三者に対する責任が発生しにくいレベルの事
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業（内部的な研究等）が適している、また、製造物責任等の重い対外的責任が発生した場合に

LLP の形態では満足な賠償ができないであろうから、例えば創薬事業における下流部分（実際の

大量生産の段階）の手前まで来れば、製薬会社にその役割を引き継ぎ、LLP は解散した方がよい

という意見が多数を占めた。 

 

（４）債権者保護制度 

 

なお、LLP は有限責任制度が採用されているため、民法上の組合と異なり、財務情報の公開

義務や、出資の全額払込み、財産分配規制など、株式会社、合同会社等ほかの有限責任の事業

体に類似する義務を負っている6。 

 

 

４．内部自治原則に基づく組織運営上の課題 

 

４－１．設立 

（１） 設立要件 

 

  ＬＬＰは、ＬＬＰ契約書（「有限責任事業組合契約書」法３条、４条）に絶対的記載事項を記載し、Ｌ

ＬＰ契約をしようとする全員が署名又は記名捺印してＬＬＰ契約を締結することにより成立する。法

が要求するＬＬＰ契約の記載事項（絶対的記載事項）は、①ＬＬＰの事業、②ＬＬＰの名称、③事業

所の所在地、④組合員の氏名または名称および住所、⑤ＬＬＰ契約の効力の発生する年月日、⑥

ＬＬＰの存続期間、⑦組合員の出資の目的およびその価格、⑧ＬＬＰの事業年度のみである。 

      しかしながら、ＬＬＰを設立するにあたって、上記の絶対的記載事項に相当する事項のみを組合

員予定者で取決めるだけではＬＬＰの運営は到底できるものではない。そこで、如何なる事項につ

いて、如何なる点に留意して、どの程度の取決めをしておけばよいのかについて考察する。 

 

（２） 設立段階における取決めの重要性 

 

ＬＬＰにおいては、ＬＬＰの運営について法律で詳細に定められているのではなく、内部自治原

則が広く認められている。出資者自らが経営を担い、組合員同士の取決めにより自由に定める

ことができることとされており、これにより、物的会社組織に比べて、設立、運営のコストおよび

スピードにおいても大きなメリットを有することになる。特に、産学連携の場面においては、組織

に参加する組合員が大学等の研究者と企業といった異質な者の組み合わせであることから、

運営組織の自由度が大きいことはそれ自体がメリットであり、利便性が高い。 

一方、広く内部自治が認められるということは、その分ＬＬＰの運営に関する事項について設

                             
6 「合同会社・LLP の法務と税務」86 頁、根田正樹・矢内一好編、学陽書房、2005 
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立段階から組合員予定者間で詳細に取決めをしておくことを要求されることとなり、特に業務執

行につき、法は、総組合員の同意が必要であるという原則を解除するのにＬＬＰ契約書での定

めが必要であるとしている。したがって、事業目的、組合員予定者のキャラクターに合った運営

方法について、設立段階において充分に検討し、取決めることが必要不可欠である。 

 

（３）知的財産に関する取決め 

 

    産学連携の場面においては、知的財産権の処理が重要な課題になる。 

        ＬＬＰによる事業の成果物である知的財産権は、一般的にはＬＬＰの組合財産となると考えられ

るが、その場合には組合員の共有（合有）となり、分割が認められない。そこで、知的財産権につ

き、これによって得られる利益の分配方法を取決めることと共に、解散する場合に知的財産権を

誰に帰属させるのについても設立段階において取決めておく必要がある。 

 

（４） LLP 解散後の事業に関する取決め  

 

さらに、組合員予定者の目指す当該事業の最終的な目的を見据え、ＬＬＰの利用範囲、利用方

法を念頭においたうえで、ＬＬＰ後の事業継続に関する事項も、ＬＬＰ設立段階から取決めをしてお

く必要がある。たとえば、産学連携による一定の研究開発だけが最終的な目的である場合には、

開発が成功すればそれで目的が達成されＬＬＰは解散されて利益の分配だけの問題となるが、研

究開発の結果の成果物ないしは成果物による製品を継続的に販売することにより利益を得ること

を目的とする場合には、法人格を持たないＬＬＰでは不便であり、研究開発成功後のいずれかの

段階でＬＬＣや株式会社などの物的会社へ組織を変更することになる。ただし、その場合には、ＬＬ

Ｐから直接ＬＬＣや株式会社などに組織変更することは出来ないことから、一旦ＬＬＰを解散したう

えで、あらたにＬＬＣや株式会社を設立して、ＬＬＰの財産をその新会社に移す必要がある。そのよ

うな場合には、設立当初より組織を変えることについての取り決めをしておくことが重要であり、た

とえば、株式会社化を目指すのであれば、 

      ① どのような条件が整えば株式会社化をするのか 

      ② ＬＬＰから如何なる資産、営業、権利を移転するのか 

   ③ 株式の保有割合 

   ④ 更なる増資をするのか、第三者を株主として参加させるのか 

   ⑤ 会社組織の選択、各機関の構築 

      など多数の事項について、取り決めておくことが望ましい。 

また、将来株式上場を目指すのであれば、当初よりそのことを意識した組合員予定者の取決め

を行うことが重要であると思われる。 

   ＬＬＰの事業が成功しなかった場合についても、たとえば、上記の知的財産権の処理のごとき問

題が生じることから、いかなる処理を行うのかについて事前に取り決めておくことも重要であろう。 
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（５） 設立時の留意点  

 

ＬＬＰは、組合であり、組合員の総意なくしては成り立ち得ないものである。したがって、上記で

述べたように、ＬＬＰ設立にあたっては、事業の最終目的を見据え、それに向けての各組合員予定

者の意思統一を図り、できるだけ多様な場面を想定して詳細な取決めをしておくことが、ＬＬＰにお

ける事業を円滑に行い、ＬＬＰを問題なく終了させるために重要であると考える。 

 

 

４－２．出資比率と分配比率 

（１） 組合員の損益配分 

 

ＬＬＰは内部自治が認められていることから、株式会社において損益の分配が出資の価額にお

いて決められるのとは異なり、損益の分配について、出資割合に応じてすることが原則であるが、

総組合員の同意を条件に、出資の金額に関係なく、組合員の損益配分の割合を自由にきめるこ

とができる。 

このため、労務出資は認められていないが、出資比率と異なる事業への貢献度などに応じた損

益配分割合を決めることができる。例えば、金銭等の財産がない場合、出資比率がいくらであっ

ても、知的財産やノウハウの優秀さで貢献度を判断して出資比率と異なる損益の配分を行うこと

ができる。 

大学等で、金銭出資が困難であっても技術等による貢献で損益の配分を受けたい場合などに、

その目的に合った経営ができることになり共同事業が進めやすくなる。 

 

（２） 損益配分の割合の決定 

 

ＬＬＰでは、発生した損益は出資者に直接帰属するため、出資者別の損益配分を決定する必要

がある。 

ＬＬＰの損益配分額は、原則として出資割合において決定されるため、柔軟な損益配分を行うた

めには、契約書において①総組合員の同意により、②書面で分配の定めを行い、③その書面に

当該配分を定めた理由について記載することとなる。ただし、この際、損益分配の割合の理由に、

経済的合理性を書く場合、税務上否認される可能性がある。事業への貢献度や知的財産・ノウハ

ウ・アイデアの合理的評価などを算定した理由や、計算過程を明確にする必要がある。 

組合員の損益分配の割合に関し柔軟な損益分配した場合には、「組合員の損益分配の割合に

関する書面」に出資・損益配分の割合とその理由を記載し、組合員の全員が署名(又は記名押印)

しなければならない。 

また、ＬＬＰでは、分配せずに内部留保した場合も、決められた配分の割合で損益配分されたも

のとして取り扱われる。 
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（３） 課税上の注意点 

 

分配割合は各組合員の出資額に応じて定めるのが原則であるが、出資の状況や事業への貢

献度などに応じて柔軟な損益配分を使うことができる。しかし経済的合理性がないとして、恣意性

が入った配分割合と認定されれば租税回避行為として課税上の問題が発生する。 

① 個人組合員 

 分配された損益または分配されなかった損益について、組合員間での贈与税が課税さ

れるおそれがある。 

  

② 法人組合員 

 分配された損益または分配されなかった損益について、組合員間での寄付金に認定さ

れるおそれがある。 

 

経済的合理性には記載内容を明らかにできるように、実証に基づく資料を作成しておく必要が

ある。 

 

（４） 損益分配割合の変更等における注意点 

 

ＬＬＰでは、柔軟な損益配分をとって出資金額と損益配分割合が異なる分配割合を採用した場

合、新たな知的財産やノウハウ及びアイデアの提供や貢献度合いの変化によって損益分配割合

が事業開始後において変更することを前提としている。 

変更する際には、当初の分配割合の決定と同様に、出資の状況や事業への貢献度から経済的

合理性がなければ課税上の問題が発生する。これは、貢献度割合に違いが生じて、分配割合の

変更が必要にもかかわらず、変更をしない場合にも同様の問題が発生することに注意する必要

がある。 

 

 

４－３．解散 

（１） ＬＬＰの解散事由 

 

ＬＬＰの解散事由は 

   ① 目的たる事業の成功またはその成功の不能 

   ② 組合員が１人になったこと 

   ③ 組合員に居住者または内国法人のいずれもがいなくなったこと 

   ④ 存続期間の満了 
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  ⑤ 総組合員の同意 

  ⑥ ＬＬＰ契約書に上記以外の解散事由を定めた場合における、その解散事由の発生

である（法３７条）。 

上記各解散事由については、実際には総組合員の同意により解散することが多いのではない

かと思われる。ＬＬＰ契約書で解散事由を具体的に定めることも考えられなくはないが、解散事由

の規定の仕方が難しく、また当該解散事由が実際に発生しているか否かを判断するにつき問題

が生じるおそれがあることから、外部事情による明確な解散事由でない限り、そのような定めをす

るのは適当でないと思われる。 

 

（２） 解散時の留意点  

 

   産学連携によるＬＬＰについて、これを解散する場合には、事業の目的達成、目的たる事業の

失敗ないしはＬＬＰ組織の崩壊の場合の他に、ＬＬＰをＬＬＣや株式会社などに組織を変更する発展

的解消のための解散が考えられる。発展的解消のために解散する場合については、その条件や

各組合員に分配される財産を新しい株式会社等の組織に出資すべきことなどについて事前に取

決めておくことが重要である点は、４－１設立で述べたとおりである。 

なお、いずれの解散についても、法の定める清算手続が必要である。 
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Ⅲ．専門士業の役割 
 

１．行政からの期待 

 

LLP はやる気や能力のあるものと大企業等資力のあるものが対等な関係で共同事業等を行う

ことを容易にする組織形態である。大学の研究者と大企業との組合せや複数のベンチャー企業

の連携による共同研究等で、これまでにない新たな取り組みが生まれ、イノベーションへとつなが

ることが制度設計時において期待されていた。 

現時点で、産学連携による共同研究等に活用されている事例は、ほとんど報告されていないが、

本検討会の検討事案のように、従来の大学と企業の関係では進めることが難しかった産学連携

のスキームが潜在的に検討されていると思われる。 

検討された事例では、研究開発初期と事業化段階で役割や貢献度合いが変わること等から、

組合の存続期間を短くし、一定のマイルストーンで組合を解散して次のステップに移っていくこと

が効果的と示唆された。解散時に残るものの多くは知的財産であり、将来的に大きな利益を生み

出す可能性が高いものである。このため、財産評価の在り方、事業承継や解散、将来事業化によ

り発生する利益の配分、また、川上から川下までのマイルストーン等事業全体を管理する為の組

織の在り方等全体のスキームが円滑に進んでいく為には解決すべき課題も多い。 

検討会では、これらについて一定の検討はされたが必ずしも充分になされてはいない。また、

事例を進める過程で課題が発生してくるであろう。これらの中には、法的、会計的、税務的に様々

な専門知識を駆使して解決していかなければならないものが多数あると考えられ弁護士、会計士

等が果たす役割は大きい。 

バイオグリッドセンター関西やＦＡ，ＬＬＣの取り組みは、分野等は違うがＬＬＰを束ねながら、産

業界に大学等の技術を移転するための新たな仕組みとして大いに注目されるものである。また、

立命館大学で取り組んでいる、成功報酬型大学発ベンチャー支援スキームも新たなベンチャー支

援スキームとして大変興味深いものである。 

大学の研究者等にとって、もっともリスクが小さく、利益を得ることができ、かつ、自身の持つシ

ーズ等が世に広く還元さる機動的な仕組みが構築されれば、産学連携による持続的なイノベーシ

ョンの創出に大きく寄与するものであろう。検討会で取り上げた事例はいずれもその可能性を秘

めたものである。これらの事例を成功に導き、先進事例として後に続く事例が創出されていくため

にも、今後、産学連携のプレーヤーとともに考え、さらに実際に取り組みに参画することができる

ような弁護士、会計士が増加していくことを期待する。 
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２．弁護士、公認会計士への期待 

 

（１）大学における産学連携の現場からの期待 

 

現在のビジネス環境において技術開発のスピードは重要な要素であることは当然であるが、

LLP・LLC などの組織をタイミングよくスピーディーに設立し、ビジネスチャンスを確実にものにする

ことも同様に重要であると考える。LLP・LLC を設立して事業を起こそうとするのは総じてベンチャ

ー系企業であるため関係者に法務や会計の専門家がいないことが多く会社設立に時間を要して

しまいビジネスチャンスを逃す可能性がある。さらに、形式的な設立のみならず設立したLLP・LLC

が将来どのように事業を発展させ、それに伴って、どのように LLP・LLC の組織形態を変化させる

かということも見据えた制度設計などについても弁護士・会計士にアドバイスいただきたい。 

弁護士に対して、まずは会社設立における定款認証、登記等の一連の諸手続きなど初歩的な

ことからの指導を期待する。実際は簡単なことでも、起業を目指す者にとっては知識や経験が少

ないことが多く、法務手続きというもの自体に戸惑いを感じるのは事実でこのあたりをまずはサポ

ートいただきたい。 

さらに、LLP・LLC の一つの特徴として内部自治原則に基づく運営が挙げられる。つまりは、意

思決定権限の付与や利益配分は個々の構成員の貢献度等に応じて自由に決定できるとあるが、

そのルールの策定手順および具体的な指標と評価システムの構築・運用方法についての指導や

アドバイスを受けたい。また、経験上将来的に紛争事項となりそうな事項の事前回避などについ

ても指導いただきたい。特に、創薬系のベンチャーにおいては知的財産の確保が企業の死活問

題であり最重要事項であると認識している。獲得した知財をうまくライセンスアウトするなどし、マ

イルストーンやロイヤリティー収入を確保するのが一般的なビジネスモデルである。これらの知財

の実施権付与や譲渡等の契約について知識不足のため不利とならないような適切なアドバイス

を期待する。また、LLP・LLC のもう一つの特徴である有限責任性に関して、一般の株式会社と同

様に有限責任性の利点を享受するためには LLP 契約での考慮すべき点などのアドバイスも是非

いただきたいところだ。 

一方、会計士に対しては、LLP の特徴であるパススルー課税の運用面での留意点を具体的な

事業計画に照らしてのアドバイスを期待する。今回の一連の議論でもあったように LLP の利益が

組合財産として留保されている場合でも構成員には課税が発生するため、予め納税資金の準備

が必要となるなどの点が明らかになった。 

また、スタートアップの時点では LLP・LLC を活用するがこれらは期間限定的な事業体と認識し

ており、ベンチャーとして永続的に発展する事業の構築を目指している。そのためには、どこかの

段階で資金調達し自己資金での事業推進を図るべきと考える。資金調達を実施するために、LLP

の場合は一旦解散し、新たに株式会社を設立し株式の発行により資金調達をする。LLC の場合

は利益配分ルールなどの内部自治原則のうち株式市場にそぐわない部分を整理し新たに株式を
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発行し資金調達する。このときに LLP・LLC から継承した知財に関連する税務面での考慮すべき

点や対応策あるいは LLP・LLC からベンチャー企業設立、IPO へとステージを進展させる上でのト

ータル的な資本政策などについてのアドバイスに期待する。 

弁護士・会計士の両者に対しては、LLP・LLC 設立、ベンチャー起業から IPO へとステージが進

行する過程で個別にアドバイスを受けるのでなく相互に関連する事項もあるので同時に相談にの

ってもらい、それぞれの観点からのアドバイスをいただくのでなく総合的にどうあるべきかというア

ドバイスを期待している。LLP・LLC については制度ができたばかりで法整備がされたとはいえ解

釈面でのグレーゾーンがまだまだあると思われる、特に、制度設計、知財、資本政策に関して裁

判所や税務当局の判断において不利とならないようリスク回避に対するアドバイスを期待する。 

 

（２）大学におけるベンチャー創出支援の現場からの期待 

 

今般、立命館大学理工リサーチオフィスが取り組んでいる「広域的新事業支援ネットワーク拠

点重点強化事業」における成功報酬型支援チームの編成の目的は、大学のシーズを的確に事業

化へ導くための道標を作ることにある。 

BKC インキュベータ内においてベンチャー企業支援スタッフの立場として幾つかのベンチャー企

業が直面する課題を共有してきたが、いずれも優秀なシーズが事業化を目指す道程において法

務面、財務面での初期判断におけるミスジャッジにより、その後の事業拡大の足かせとなることが

あった。 

 結果、事業の失敗、撤退、廃業、倒産などの状況に陥り、経営者の責任が問われることとなり、

起業家にとって再起不能な状況となっている場合が多々見受けられる。 

 ベンチャー企業の経営者には開発、製造、生産、工程管理、品質管理、営業、財務、法務等の

各分野における多様な判断が要求されるのに対して、提携先の企業は各々の分野における専門

家を配置している。もしくは専門スタッフがその業務に携わっており、素人同然のベンチャー企業

との交渉においては歴然とした「差」が発生する。 

 また、投資ファンドなどから出資を受ける場合、運営者側によるファンド自体の採算性を重要視

するあまり、時期尚早での株式公開、株主構成への影響などが懸念される。ベンチャー企業にと

っての適切な時期を見極めて、市場からの資金調達を行うことは事業を継続していく上で極めて

重要な経営判断であり、専門家の客観的アドバイスを必要とする。 

このような状況を改善する為には、専門スタッフが配置できるフェーズに至るまでの間、その大

学発ベンチャーの持つシーズや事業化までのプロセスを共有した外部専門家による支援が不可

欠である。しかし、設立当初の大学発ベンチャーは資金も少なく、研究開発費にすら事欠くなかで

外部専門家に対して充分な報酬を払うことが出来ない状況にある。このため、専門家からの支援

を断念するか、ボランティアのような形で支援をお願いしているのが実情である。多くの大学発ベ

ンチャーが外部専門家である弁護士や会計士から対等な立場で支援を受けることが出来るように

するための仕組みを構築する必要があり、成功報酬型モデルに着目した。成功報酬型としてはス
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トックオプションモデルがあるが、ＩＰＯが前提となること等から必ずしも一般的なものにはなってい

ない。そこで、柔軟な組織設定やパススルー課税等の特徴を活かした LLP による専門家のサポ

ートチーム編成に取り組んでいる。 

 具体的には、立命館大学理工リサーチオフィスでは魅力のある事業プランを有し、単年度黒字

が計上できる見込みのあるベンチャー企業に対して、同じ目線に立ち、イノベーションを起こすこと

に情熱を持って対応していただける専門家をアドバイザーチームとして編成し、私たち支援スタッ

フが全体のプロジェクトマネジメントを行いつつ、支援企業が株式公開を具体化するまでの間、例

えば、単年度単位での成功報酬による支援が実現できる仕組みつくりを行なっていきたいと考え

ている。 

検討会では、専門家のメリット等が必ずしも見いだせなかったが、ベンチャー企業にとっては、

同じチームとなり、事業の目標を共有した上で法務、財務の支援を受けることが出来ることは代え

難いメリットである。また、専門家にとってもベンチャー企業に必要な支援ノウハウを実践的に得る

等金銭的ではないメリットも多いと思われる。 

是非とも、大学の保有する技術シーズを事業として成功させるまでのプロセスを共に歩んで、成

功報酬でのベンチャー支援制度を確立することに情熱を持って取り組んでいただける弁護士、会

計士等の専門家の方々にお集まりいただきたい。 

 

 

３．支援者の動機付け 

 

（１）弁護士の視点 

 

司法の世界では、平成１９年度には、２６００人前後の司法試験合格者が誕生する。毎年３００

０人の法曹が誕生する大増員時代が目前に迫っているのである。行政や企業、さらにはＮＧＯへ

と実務経験を有する法律家が社会の隅々に進出し、法の支配を担うことが期待されているのであ

る。既に、インハウスローヤーも徐々に増えつつあり、公務員への進出も任期付公務員への任用

という形で始まっており、自治体監査業務への進出や社外取締役・社外監査役への就任等も期

待されている。しかし、その動きは緒に就いたばかりに過ぎない。 

増大する法曹人口の大半は在野法曹である弁護士にならざるを得ない状況にあるため、事態

は楽観を許さない。旧来の訴訟業務中心の業務だけではこれらの法曹人口を吸収することが困

難であることは明らかだからである。既に、平成１８年１０月登録予定の弁護士志望者で所属する

法律事務所が未定の者が少なからずいるというかつてない深刻な事態に直面している。弁護士

会にとっては、新たな業務領域の開拓はまさに愁眉の課題である。 

近年、企業法務の分野では、Ｍ＆Ａ業務やコンプライアンス体制の構築、買収防衛策の構築な

ど訴訟外の分野が脚光を浴びつつある。これらに加えて、ベンチャー企業の支援も新たな業務領

域として期待されている。ただ、Ｍ＆Ａ業務等が事業を成功させた上場企業等からの依頼に基づ
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く業務でそれ相応の弁護士報酬が保証されるのに比べ、ベンチャー企業支援は当該ベンチャービ

ジネス自体の成否が定まっていないため、結果として弁護士報酬が支払われるか否かも不確定

である。 

苦労した上経済的にも報われないというリスクを念頭に置きつつ、産学がＬＬＰという組織形態

を利用してベンチャービジネスを立ち上げる場合に、弁護士が専門家として支援する可能性と限

界について考えてみたい。 

まず、可能性は、大いにあると思われる。若手弁護士は、大増員がもたらすかつてない競争の

なかで生き残っていけるか否かについて不安を抱く一方で、自らの活路としてほぼ共通に専門分

野の開拓が不可欠であると感じている。そんな彼らにとって、ベンチャー企業の支援に参加するこ

とは明らかに魅力的であり、チャレンジする価値があることである。彼らの悩みは、チャレンジして

みようという意欲はあるけれども、どうすればそのチャンスにめぐり合えて経験を積めるのか、そ

の道筋がわからないということに尽きる。他方、ベンチャー企業の側は、ビジネスの成否が不確定

な立ち上げの時期には資金的な余力がなく相談料や弁護士費用もまともに払えないという事情が

あって、親身になって相談に乗ってくれる専門家を見出すことは難しいと感じている。かかる状況

下において、ベンチャービジネスを立ち上げる場合に弁護士が専門家として支援する可能性を広

げるための方策としては、①若手弁護士にベンチャービジネス支援のスキルをトレーニングするこ

と、及び②専門家の支援を必要としているベンチャー企業と若手弁護士をマッチングさせるプラッ

トホームを構築することが考えられる。この点、関西では、既に先駆的な試みが行われている。平

成１５年１０月に日本公認会計士協会近畿会、日本弁理士会近畿支部、大阪弁護士会（以下「三

会」という）が、関西におけるバイオベンチャーを支援する専門家集団を育成するために、近畿経

済産業局、ＮＰＯ法人近畿バイオインダストリー振興会議、日本生物工学会の協力を得て、「バイ

オサポーターズ三会協議会」を発足させ、この４年間にバイオに関する基礎的な勉強会を開催し、

１００名を超える履修者を輩出している。平成１６年９月には、具体的なシーズを下にした実践的な

バイオベンチャー支援の実践的なトレーニングを行う組織として、三会の支援を得て、「関西バイ

オビジネス研究会」を設置し、これまで３件の企業支援・ビジネスモデルの検討・ライセンス契約指

導等の事例蓄積を行ってきた。これらの人材育成と経験の蓄積を基礎に、バイオベンチャー企業

が求めれば、当該企業を支援する専門家集団を送り込むことができる状況が生まれている。現在、

三会においては、関西バイオビジネス研究会を発展的に改組し、バイオを含む知的財産全般に

範囲を広げた「ビジネス企業支援三会協議会（仮称）」設置構想が検討されており、仮にこの構想

が実現すれば、①若手弁護士にベンチャービジネス支援のスキルをトレーニングすること、及び、

②専門家の支援を必要としているベンチャー企業と若手弁護士をマッチングさせるプラットホーム

を構築することが可能となる。そうなれば、苦労した上経済的にも報われないというリスクがありつ

つも、産学がＬＬＰという組織形態を利用してベンチャービジネスを立ち上げる場合に、弁護士や

公認会計士等が専門家として支援する可能性は大きく広がると思われる。 

なお、ＬＬＰのメリットとして言われているパススルー課税が、ＬＬＰに組合員として参加する動機

付けになり得るかについては、「公認会計士の視点」で言及されているとおり、ケースバイケース
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であり、一概には言えない。ＬＬＰに対する専門家の関与は、外部アドバイザーという立場でも、組

合員という内部者の立場でも、いずれでもあり得る。その場合の経済的な動機付けも、ストックオ

プションの付与や組合員として受ける事業収益の分配を事業の成功に伴って段階的に引き上げ

る、など工夫によって可能であろう。弁護士がＬＬＰの組合員として参加する際の動機付けとして最

も大きなものは、第三者的なアドバイザーという従来の弁護士の業務スタイルを超えて、内部者と

してベンチャー企業の経営に関与するという経験そのものであると思われる。 

次に、弁護士が、産学がＬＬＰという組織形態を利用してベンチャービジネスに関与する場合の

限界について検討する。 

まず、有限責任事業組合契約に関する法律第７条１項１号及び有限責任事業組合契約に関す

る法律施行令第１条２号が、法律事務を行うことを目的としたＬＬＰの設立を制限している。弁護士

及び弁護士法人でない者が法律事務を業として行うことを禁止している弁護士法７２条を考慮し

た規定である。弁護士法７２条は、事件屋等が法律事務に関与して市民の利益や権利を不当に

侵害することのないように、法律事務を業として行う者を弁護士資格を持つ者に限定したものであ

る。従って、事例３が、弁護士等の専門家が、第三者にリーガルサービス等を提供する組織として

ＬＬＰを設立し、ＬＬＰとは法的人格を異にするベンチャー企業にリーガルサービスを提供することを

想定したものであるとすれば、弁護士法７２条に抵触することとなろう。ベンチャー企業の立ち上

げ期に資金余力がない場合は、事業が成功すれば報酬を引き上げることを条件に当初は低額で

のリーガルアドバイザーとして弁護士に関与してもらう等の工夫をすることが現実的であると思わ

れる。 

他方、弁護士がＬＬＰの組合員となり、内部者として当該ＬＬＰのための契約書作成等の法律業

務を担当することについては、弁護士法７２条の問題は起こらない。この点では、インハウスロー

ヤーが当該企業の法律事務を内部者として担当することと異ならない。この場合問題となるのは、

ＬＬＰの組合員となった弁護士の第三者に対する責任の範囲であるが、この点は「有限責任性の

考察」の項で検討したとおりである。 

いずれにしても、弁護士がＬＬＰに関与する場合のモチベーションは、それが外部アドバイザー

の場合であれ、ＬＬＰの組合員としての立場であれ、その主要な動機はベンチャー企業の立ち上

げに関与することで社会的に貢献すること、及びその過程で自らのスキルを向上させてプロフェッ

ションとして成長したいという想いである。その想いを共有できる若手弁護士の裾野は広い。ベン

チャー企業に関与される大学人や企業家の皆さんには、そのことに確信をもって若手弁護士に大

いなるチャンスを与えていただきたい。 

 

（２）公認会計士の視点 

 

基本的に有期のプロジェクト事業である LLP 事業をビジネスの側面から支援する専門家として、

公認会計士の果たせる役割は大きいと感じている。また、本検討会の事例となっているように、産

学連携事業やベンチャー企業でＬＬＰやＬＬＣが活用されるとするならば、そうした分野はこれまで
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公認会計士がビジネス支援に注力してきたところであり、その意味からも貢献できる可能性は高

いと思われる。 

また、前述のように産学連携現場やベンチャー創出支援現場から弁護士や公認会計士など専

門士業に対する期待も語られており、そうした期待に応えるべく、専門家として前向きに取り組む

姿勢が必要とされることは言うまでもないところである。 

しかし、事例３についての検討を行う中で本検討会でも議論された内容であるが、独立した専門

家である公認会計士自身が LLP の組合員となり、組織内部から事業を支援することには一定の

限界が存在すると考える。まずは、その点について、以下に簡潔に考察を行うこととする。 

なお、当該考察は公認会計士である筆者のあくまで私見に基づくものであり、業界内部その他

で合意された意見ではないことを予めお断りしておく。 

まず、業務内容についての制限規定で公認会計士業務に関わるものとしては、「有限責任事業

組合契約に関する法律」第 7 条 1 項 1 号、「有限責任事業組合契約に関する法律施行令」第 1 条

1 号がある。この規定は、公認会計士が行う会計監査業務についての制限を定めたものであり、

会計監査を業として行う LLP の設立を制限したものである。従って、一般の事業を行う LLP の内

部で公認会計士が監査外業務を行うことを制限した規定はなく、公認会計士が LLP の組合員とし

て参加し、経営管理等の組合業務を実行する場合には業務制限の問題は生じないと考えられ

る。 

ただし、ＬＬＰの組織特性の1 つである共同事業要件については留意が必要である。共同事業要

件は、LLP が有限責任制などの組織メリットを享受するための前提となる重要な概念であり、その

要件をクリアするためには、事業に対してかなり踏み込んだコミットが要求されるものと思われる。

会計、税務、経営の専門家として事業をサポートするという支援者の立場から一歩外へ踏み出し、

内部者あるいは経営者としての気概をもって取り組む覚悟が必要であろう。 

また、検討会の中では、事業の成功時に得られる成功報酬や LLP で生じた事業損失の損益通

算が経済的メリットとなり、公認会計士など意欲を持った専門士業が LLP の組合員として参加す

るためのモチベーションになるのではないかとの議論もなされた。 

確かに、当初は十分な報酬を支払うことができないベンチャービジネス型の LLP を支援しようと

する公認会計士にとって、利益に応じた成功型報酬を受けられることは魅力的であるといえる。し

かし、同様の効果は、株式やストック・オプションの付与、段階的に上昇する報酬制度や契約によ

る成功報酬制度によっても達成可能である。むしろ、サービス提供にかかる報酬の全額を事業損

益と連動させることのリスクは大きく、そのリスクを避けて、最低限の固定報酬＋成功報酬を望む

場合も多いと思われる。 

もうひとつのメリットとして検討された LLP 事業損失を損益通算できることのメリットについては、

当事者たる公認会計士の収入状況によるところが大きいとともに、個人組合員には調整出資金

額を超える必要経費不算入損失額の繰越が不可能であることもあり、誰にとっても経済的な動機

付け要因になるとは言い難い面がある。 

このように、公認会計士が LLP 組合員となって組織内部者から事業支援を行うことについて、経
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済的な動機付け要因が働くかどうかは、個々の具体的な状況に依存するところであり、必ずしも

汎用的に当てはまるものではない。 

結局のところ、公認会計士がＬＬＰ組合員として事業に関わる場合として考えられるのは、その

事業内容や中心となる組合員に対して大きな魅力を感じたときや、事業に深くコミットすることで自

らの専門家としてのスキルを高めることができると感じたときではないだろうか。そして、そのよう

な理由から当該 LLP の組合員になりたいと考える熱意のある公認会計士が現れることは予想さ

れるところである。 

それでは、少し視点を違えてベンチャービジネスの支援を目的として支援者サイドである専門士

業が LLP を設立する場合についてはどうであろうか。その場合に、公認会計士が弁護士や弁理

士など他の専門士業とチームを組んで支援者集団となれば、ワン・ストップ・ショッピングの利点が

活かせ、機動性や信頼性を確保できるなど、支援を受ける側にとってもメリットは大きい。 

しかし、前述のように弁護士であれば弁護士法第 72 条の解釈など、業務制限に関連してクリア

すべき問題がある。公認会計士の場合には、先に述べたように監査以外の業務（いわゆるコンサ

ルティング業務）であれば業務制限には抵触しないと思われるが、税理士登録をしている公認会

計士であって、税理士業務を支援内容に加えたいような場合には、税理士としての業務制限に抵

触する可能性がある。 

このように複数の専門士業がチームを組んでベンチャー支援 LLP を作る場合には、業務制限の

問題が現実的に高いハードルとなる可能性がある。そして、それを避けようとすると、支援業務の

内容が浅薄なものとなる恐れがある。 

組織の内部者か、それともあくまで外部支援者か、関わり方についてはいずれの場合も想定で

きるが、いずれにせよ、新しい組織形態である LLP やＬＬＣで行われる事業について、我々公認会

計士が行う会計面、経営面からのサポートに対する期待は確かに存在する。そして、そうした期

待に積極的に応えるためには、ビジネスへの理解を深めることはもちろんのこと、LLP やＬＬＣの

組織的特徴についても習熟することが不可欠であると、本検討会の議論を通じて痛感したところ

である。 


