
ESG、SDGsはコインの裏表
保田　　今、ESG、SDGsが一つのバズワードになっていますが、その違
いは何なのか。これはコインの裏表と思っていただければいいですね。E
は環境、Sはソーシャル、社会、Gはガバナンス、企業統治ですね。それに
沿った形で企業をつくっていきましょうと。どちらかと言うと、組織づくり、
商品開発、製造工程などにおいて、特にEとSに注力しましょうと。Gは組
織づくり、会社経営全般ということになるかと思います。

SDGsは17項目ありますが、自分たちが保有している資産、つまり金融
資産、人的資産が主なものとなります。ベンチャー企業ではIPも大きな
役割を担っていて、そういう知的財産も加わってくるでしょう。こうした資
産を17領域でどのように配分していくか、自社ではどこに挑戦しますと
示すことなのです。
　ですから、日本企業でよく言われている17項目で何個持っていますと
いうことが重要なのではなく、ESGに基づいた会社づくりをした上で自

座談会「ベンチャー企業のESG経営への取り組み」
近年、世界的に注目されるESG／SDGs。企業はESGに配慮した取り組みを求められています。ESG／SDGsを通じた事業変革、コーポ

レートファイナンスなどをご専門とされる神戸大学経営学研究科・保田隆明教授の司会で、IPO（株式公開）を目指されているベンチャー

企業の（株）ナティアス（NATiAS inc.）・片岡正典代表取締役社長（MEDDEC入居中）、（株）chromocenter・松岡隆之代表取締役社長

（HI-DEC入居中）に、「ベンチャー企業のESG経営への取り組み」をテーマに話し合っていただきました。

E（環境） : CO2の排出量削減、再生可能エネルギーの利用、生産過程における廃棄物の低減など
S（社会） : 女性の活躍推進、職場におけるハラスメント防止、地域社会との連携など
G（ガバナンス／企業統治） : 株主の権利と平等性の確保、適切な情報開示、社外取締役の設置など
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最先端の染色体工学技術によって
　　　　　健康と医療の発展に貢献します。

染色体工学技術による、創薬および医薬品製造支援技術を提供します。
1.染色体解析
・核型解析（再生医療等製品の細胞評価）
G-band解析・Q-band解析・FISH解析・multi-color FISH解析を
用いて目的に沿った試験を実施
・mFISH/FISH解析（バイオ医薬品生産細胞の評価）
FISH解析・multi-color FISH解析を組み合わせることで、遺伝子導入
位置を特定し、セルバンクのモノクロナリティ評価を実施
2.オリジナルCHO細胞の活用
独自にCHO細胞を複数種類を樹立、物質生産の実施、細胞株の使用ラ
イセンスの販売、オリジナル培地の販売
3.人工染色体ベクターの活用
安定発現株の構築、遺伝子治療への活用を実施

会社概要 会社概要
当社は、核酸医薬品のCDMOです。
独自開発した核酸中間体と液相合成技術の融合により、品質、生産
性、コスト等、パートナーのあらゆる課題を解決します。
当社の事業
①核酸受託製造事業
　(各種DNA・RNA、ヌクレオチドアナログ等)
②核酸中間体製造事業(Blockmer™等)
③その他核酸に関する事業
　(装置・合成技術の共同開発等)

"核酸医薬だから救える命がある"革新的な
　　核酸合成技術により医療の発展に貢献します。

株式会社chromocenter
http://chromocenter.com/

株式会社ナティアス
https://www.natias.co.jp/

2010年にビジネス界から大学教員に
転身された保田先生の専門分野は、コー
ポレートファイナンス、ESG/SDGsを通
じた事業変革、ベンチャービジネス、クラ
ウドファンディング、ふるさと納税など。仕
事を通じて解決したい課題は日本経済
の活性化です。2019年から2021年にかけてのシリコンバ
レー滞在時からESG/SDGsによる事業変革を見ておられ、す
べてはステークホルダー資本主義、ESG/SDGsの状況に縫
合されるものであり、それらを全体的に結び付けられるような
方向がないかと研究、模索しています。

神戸大学 経営学研究科　保田 隆明 教授

分たちは17項目のSDGsのうちのどこを解決しますと、それさえ明確に
示すことができればいいわけです。
両社ともに事業概要については明確にしていらっしゃるかと思うので、本
日はESG、会社づくり、組織づくり、製品の戦略、そのあたりをお伺いでき
ればと思います。
　まずESG、SDGsについて気を付けていらっしゃることなどありました
ら、お聞かせください。
片岡　　当社は核酸の化学製造を生業と
するベンチャーで、核酸医薬品原薬の製造
方法と製造用の中間体を開発、製造して
います。SDGsでは9（産業と技術革新の基
盤をつくろう）と12（つくる責任つかう責
任）が、業界要求にもなっており、設立時に
掲げた理念も、SDGsにマッチしていると
感じています。我々のやるべきことが社会
貢献に直結しているのだと実感しています。
　ESGについては、スタートアップ、ベンチ
ャーであり、どうしても優先順位は下げざるを得ないのですが、IPOを目
指して組織づくり、何十年も続くような会社のスケルトン（骨組み）づくり
を心掛けていきたいと考えています。
松岡　　私はSDGsバッジを付けているのですが（笑）、弊社は細胞を扱
う会社で、細胞を産業に結び付けるのはSDGsにマッチしているのでは
ないかと付け始めました。ただ、SDGsって、ESGって何だろうなと考えれ
ば考えるほど、実はよくわからなくなってきているのが本当のところです。
例えば、牛のゲップはダメだとか。コットンを作ると水資源がなくなると
か。弊社で考えると、使っている試薬の材料がどのように作られているの
かまでは知らないわけです。その商品についてCO2や人権問題があるの
かないのか。
　もう一つは、ESG、SDGsについて証券会社の人からも特別なことじゃ
なくて数年後には当たり前のことになるからと言われるんですが、私たち
がやっていることはSDGsだと言っていいのかと疑問にも思うのです。例
えば、電気自動車でないといけない、ハイブリットカーはダメだと言われ
たら、それはどうなんでしょうか。我々は、昔の産業を改善してもっと効率
良くつくろうとしているわけですよね。今までの産業をもっと根本から変
えようとしないとチャンスとは言えないのかなと、いろいろ考えてしまい、
結局よくわかっていないというのが実際です。
保田　　ありがとうございます。お二人のお話からいくつかキーワードを
いただきました。
ちょうど今、『ESG財務戦略』という本を4月1日に出版するのですが、
そこでさまざまな会社のケーススタディを扱っています。
「E」は環境ですが、神戸のポートアイランドで事業をされている会社の
場合、Eの部分で何か直接、外部不経済を起こすような会社はそんなに
ないと思います。神戸ポートアイランドにいらっしゃる会社では、Eに関し
ては相対的にそんなに重要ではないと言えると思います。
一番評価されているのは何か。それは「S」なのです。具体的には組織

づくりです。一つは従業員の働きやすい環境をつくること。もう一つは製
品の安全安心性です。「G」、ガバナンスのところは平均点くらいです。「E」
は産業としてそんなに手当てしなくてもよく、「G」は平均点、「S」が高い
スコアです。
ですので、今日は「S」について主にお聞きしていこうかと思いますが、

まずは「E」について、会社で何か注意されている点などはありますか。
片岡　　「E」について、業界の要求と我々が目指す製造技術のベネフィッ
トが一致しており、特に環境負荷が少ない製造方法が評価されています。

製造コストについては従来の10分の1以下を目指しています。有機溶媒
や試薬等の使用量を極限まで下げた技術になります。一方、米国等で水
質等の検査項目の試薬も扱っているので、より環境負荷の少ない試薬へ
の置き換えが一つの課題です。
松岡　　弊社も同じようなことですが、細胞を扱っていますから環境負
荷は非常に少ないんですね。今つくっているのが植物酵素です。普通の
植物からつくる酵素ではなく、細胞がつくるので連続性があり、環境に負
荷を与えないことができるんじゃないかと思います。またコラーゲンもつ
くっており、有名なのはフィッシュコラーゲンですが、そもそも魚は乱獲
状態でもうなくなってしまう。これを細胞でつくると連続的につくること
ができる。それが攻めの部分かなと思っています。
保田　　松岡さんの攻めとおっしゃった点は「S」に該当しますね。「S」の
中の項目の一つとして「ヘルス＆ニュートリション、健康な生活と栄養」が
あります。どう対応しているかというよりは、ビジネス機会としてうまく捉
えているか、という評価基準になるのです。これには二つあって、一つは世
界80億人を見渡してみるとヘルス＆ニュートリションが劣悪な状態の場
所もあるので、そこの課題を解決できているか。もう一つはヘルシーなも
のを提供しているか、ということですね。
「E」のところで会社として二酸化炭素はあまり排出しないけれども、原
材料の調達や自社製品を出荷する際の運搬時、倉庫でどれほどの二酸
化炭素を排出したか、この対策により二酸化炭素を何%削減したとか、
そのような数字を開示することが可能であれば、投資家からみるとそこ
までアンテナが張られているのだと理解されます。

「多様性と一体性」実現を目指す組織づくりを
保田　　では「S」に移っていきます。主に二つあって、製品の安全性、組
織づくりですが、まずは製品の安全性の面についてどのような方針でな
さっているのか、そのあたりからお話いただけますか。
片岡　　安全性について、医薬品原薬はそもそも人の身体に入れるもの
なので、規制当局から最も要求されている部分です。レポート、文書管理
に注力しており、また、品質管理の面では数多くの分析機器を揃えていま
す。他社よりも高い品質規格で差別化を図り、顧客に安全性を強くアピ
ールしたいと考えています。また、組織づくりについても、まだ小さな会社
なのですが、SDGsの17（パートナーシップで目標を達成しよう）の強化
を図っています（インタビュー直後の2022年2月に大手化学メーカーが
出資）。事業会社様と連携しながら、我々の製品の製造、販売を事業会社
様と連携しながら、アライアントパートナーも含めて組織づくりを強化し
ています。
保田　　安全性が根幹であると思いますが、ユーザーなど対外的に説明

するような資料はお作りになっていらっしゃいますか。
片岡　　まさに今進めているところで、事業企画部を新たに設立し、ここ
が中心となって対外的な安全性等の資料作成を行っています。今後
随時、ウェブサイトでも公開していきたいと考えています。5月に業界の
90％ほどが集まる展示会が米国で開催予定ですので、そこでお披露目
できるようなかたちを目指して準備しているところです。
松岡　　当社は信頼性保証グループがあり、全体の1割程なのですが、
安全性を守るために社内で客観的にきちんと見ています。iPS細胞など
の再生医療細胞の安全性を調べる仕事を受託しています。すべての書類
をチェックし、保管し、製薬会社の査察時に開示しなければならないん
です。それらはPMDAやFDA（アメリカ食品医薬局）に提出する書類な
ので、完全に縛られているというのが実態です。
保田　　ビジネスを進めていくうえで仕
入れと売り先がありますが、サプライチェ
ーンの把握については如何でしょうか。大
企業のESG対応で何が求められるかとい
うと、サプライチェーンの末端のところま
でトレースできるか、「トレーサビリティ」
という単語が出てきています。今はまだ対
応されていらっしゃらないと思いますが、
どうしていこうかというお考えがあればお
聞かせください。
片岡　　エンドユーザーに近づく方は総代理店の商社様と設立当初か
ら契約しておりまして、さまざまな情報を提供していただいております。
今後、トレースが何％という数字が必要な場合はそこを通してできるか
と思います。一方でアカデミアや製薬企業様へ一般試薬として試薬販売
会社様経由で販売することもあり、どこまで情報を得られるかが課題に
なっています。契約するにあたって、その二次代理店様がきちんと情報を
出してくれるか情報を出してくれるのなら仕切りを下げるなど、交渉をし
ているところです。仕入れについては、ほぼ中国だったのですが、インドや
アイルランド、韓国からの仕入れも検討していますので考慮しないといけ
ないですね。また、現在、内製化している部分も技術確立が出来てきてき
たのでどこへ外部委託するか、大手の化学系企業様との提携もあり重要

なポイントですね。
松岡　　その点はESGの一つのリスクだ
と思うのです。どこに何があるかわからな
いという点で。我々も大手との取引でいつ
か求められることだと考えてはいますが、
流れが早いので、もうすぐかもしれません
し。そのときは、とにかくすべて出すしかな
い。なるべく単純明快にしていかないと追
えないんじゃないかと思いますね。でも、
それは追っておかないと地雷を踏むよう
なことになるかもしれないですし。
保田　　両社ともプロダクトの安全性が根幹であるとのご認識で、対応
されているのですね。次に組織づくりの話に移りますが、組織づくりには
主に二つあり、一つは従業員が持つ才能や能力を十二分に発揮する環
境を整えるというプラス面です。もう一つは、ネガティブなものを防止す
る仕組みです。この後者の方からお聞きしたいのですが、人間ですからミ
スも起こってしまうこともあるかと思います。末端の従業員にまで徹底す
るための取り組みがあればお聞かせください。また、ミスを防止する体制、
早期発見する体制などもお聞かせください。
片岡　　当社のビジョンは、“核酸合成にパラダイムシフトをおこし、核
酸医薬におけるイノベーションを加速する”。それを常日頃から皆に周知
しています。一方で危険な物質や装置を取り扱うので従業員に対する意
識づけもあり、ドラフトチャンバーを各所に設置し、2次隔離環境を構築
することで危険物質の暴露リスクの低下や排気処理設備を付加するこ
とで環境面にも配慮しています。他にも安全性の高いメガネ等を付ける
ように周知しています。その上でミスが起こってしまった場合の連絡網等
も社内共有サーバーを構築し、誰もが見られるようにしています。
松岡　　常に同じことをするように言っています。常にチェックするよう
にして、意識づけしています。ミスについては、もしミスをしたら正直に伝
えるように、決してごまかさずに。書類で残して、後でわかるようにしてい
ます。
保田　　ある会社の実例なのですが、いわゆる「ヒヤリハット」、従業員
がミスを見つけて報告する、その件数が増えるべきだと言っているんで

保田氏

保田氏
保田氏

保田氏

保田氏

保田氏

保田氏

松岡氏

松岡氏

松岡氏

松岡氏

松岡氏
片岡氏

片岡氏

片岡氏

片岡氏

片岡氏

片岡氏

株式会社chromocenter
松岡 社長

株式会社ナティアス　片岡 社長

神戸大学　保田 教授



最先端の染色体工学技術によって
　　　　　健康と医療の発展に貢献します。

染色体工学技術による、創薬および医薬品製造支援技術を提供します。
1.染色体解析
・核型解析（再生医療等製品の細胞評価）
G-band解析・Q-band解析・FISH解析・multi-color FISH解析を
用いて目的に沿った試験を実施
・mFISH/FISH解析（バイオ医薬品生産細胞の評価）
FISH解析・multi-color FISH解析を組み合わせることで、遺伝子導入
位置を特定し、セルバンクのモノクロナリティ評価を実施
2.オリジナルCHO細胞の活用
独自にCHO細胞を複数種類を樹立、物質生産の実施、細胞株の使用ラ
イセンスの販売、オリジナル培地の販売
3.人工染色体ベクターの活用
安定発現株の構築、遺伝子治療への活用を実施

会社概要 会社概要
当社は、核酸医薬品のCDMOです。
独自開発した核酸中間体と液相合成技術の融合により、品質、生産
性、コスト等、パートナーのあらゆる課題を解決します。
当社の事業
①核酸受託製造事業
　(各種DNA・RNA、ヌクレオチドアナログ等)
②核酸中間体製造事業(Blockmer™等)
③その他核酸に関する事業
　(装置・合成技術の共同開発等)

"核酸医薬だから救える命がある"革新的な
　　核酸合成技術により医療の発展に貢献します。

株式会社chromocenter
http://chromocenter.com/

株式会社ナティアス
https://www.natias.co.jp/

2010年にビジネス界から大学教員に
転身された保田先生の専門分野は、コー
ポレートファイナンス、ESG/SDGsを通
じた事業変革、ベンチャービジネス、クラ
ウドファンディング、ふるさと納税など。仕
事を通じて解決したい課題は日本経済
の活性化です。2019年から2021年にかけてのシリコンバ
レー滞在時からESG/SDGsによる事業変革を見ておられ、す
べてはステークホルダー資本主義、ESG/SDGsの状況に縫
合されるものであり、それらを全体的に結び付けられるような
方向がないかと研究、模索しています。

神戸大学 経営学研究科　保田 隆明 教授

分たちは17項目のSDGsのうちのどこを解決しますと、それさえ明確に
示すことができればいいわけです。
両社ともに事業概要については明確にしていらっしゃるかと思うので、本
日はESG、会社づくり、組織づくり、製品の戦略、そのあたりをお伺いでき
ればと思います。
　まずESG、SDGsについて気を付けていらっしゃることなどありました
ら、お聞かせください。
片岡　　当社は核酸の化学製造を生業と
するベンチャーで、核酸医薬品原薬の製造
方法と製造用の中間体を開発、製造して
います。SDGsでは9（産業と技術革新の基
盤をつくろう）と12（つくる責任つかう責
任）が、業界要求にもなっており、設立時に
掲げた理念も、SDGsにマッチしていると
感じています。我々のやるべきことが社会
貢献に直結しているのだと実感しています。
　ESGについては、スタートアップ、ベンチ
ャーであり、どうしても優先順位は下げざるを得ないのですが、IPOを目
指して組織づくり、何十年も続くような会社のスケルトン（骨組み）づくり
を心掛けていきたいと考えています。
松岡　　私はSDGsバッジを付けているのですが（笑）、弊社は細胞を扱
う会社で、細胞を産業に結び付けるのはSDGsにマッチしているのでは
ないかと付け始めました。ただ、SDGsって、ESGって何だろうなと考えれ
ば考えるほど、実はよくわからなくなってきているのが本当のところです。
例えば、牛のゲップはダメだとか。コットンを作ると水資源がなくなると
か。弊社で考えると、使っている試薬の材料がどのように作られているの
かまでは知らないわけです。その商品についてCO2や人権問題があるの
かないのか。
　もう一つは、ESG、SDGsについて証券会社の人からも特別なことじゃ
なくて数年後には当たり前のことになるからと言われるんですが、私たち
がやっていることはSDGsだと言っていいのかと疑問にも思うのです。例
えば、電気自動車でないといけない、ハイブリットカーはダメだと言われ
たら、それはどうなんでしょうか。我々は、昔の産業を改善してもっと効率
良くつくろうとしているわけですよね。今までの産業をもっと根本から変
えようとしないとチャンスとは言えないのかなと、いろいろ考えてしまい、
結局よくわかっていないというのが実際です。
保田　　ありがとうございます。お二人のお話からいくつかキーワードを
いただきました。
ちょうど今、『ESG財務戦略』という本を4月1日に出版するのですが、
そこでさまざまな会社のケーススタディを扱っています。
「E」は環境ですが、神戸のポートアイランドで事業をされている会社の
場合、Eの部分で何か直接、外部不経済を起こすような会社はそんなに
ないと思います。神戸ポートアイランドにいらっしゃる会社では、Eに関し
ては相対的にそんなに重要ではないと言えると思います。
一番評価されているのは何か。それは「S」なのです。具体的には組織

づくりです。一つは従業員の働きやすい環境をつくること。もう一つは製
品の安全安心性です。「G」、ガバナンスのところは平均点くらいです。「E」
は産業としてそんなに手当てしなくてもよく、「G」は平均点、「S」が高い
スコアです。
ですので、今日は「S」について主にお聞きしていこうかと思いますが、

まずは「E」について、会社で何か注意されている点などはありますか。
片岡　　「E」について、業界の要求と我々が目指す製造技術のベネフィッ
トが一致しており、特に環境負荷が少ない製造方法が評価されています。

製造コストについては従来の10分の1以下を目指しています。有機溶媒
や試薬等の使用量を極限まで下げた技術になります。一方、米国等で水
質等の検査項目の試薬も扱っているので、より環境負荷の少ない試薬へ
の置き換えが一つの課題です。
松岡　　弊社も同じようなことですが、細胞を扱っていますから環境負
荷は非常に少ないんですね。今つくっているのが植物酵素です。普通の
植物からつくる酵素ではなく、細胞がつくるので連続性があり、環境に負
荷を与えないことができるんじゃないかと思います。またコラーゲンもつ
くっており、有名なのはフィッシュコラーゲンですが、そもそも魚は乱獲
状態でもうなくなってしまう。これを細胞でつくると連続的につくること
ができる。それが攻めの部分かなと思っています。
保田　　松岡さんの攻めとおっしゃった点は「S」に該当しますね。「S」の
中の項目の一つとして「ヘルス＆ニュートリション、健康な生活と栄養」が
あります。どう対応しているかというよりは、ビジネス機会としてうまく捉
えているか、という評価基準になるのです。これには二つあって、一つは世
界80億人を見渡してみるとヘルス＆ニュートリションが劣悪な状態の場
所もあるので、そこの課題を解決できているか。もう一つはヘルシーなも
のを提供しているか、ということですね。
「E」のところで会社として二酸化炭素はあまり排出しないけれども、原
材料の調達や自社製品を出荷する際の運搬時、倉庫でどれほどの二酸
化炭素を排出したか、この対策により二酸化炭素を何%削減したとか、
そのような数字を開示することが可能であれば、投資家からみるとそこ
までアンテナが張られているのだと理解されます。

「多様性と一体性」実現を目指す組織づくりを
保田　　では「S」に移っていきます。主に二つあって、製品の安全性、組
織づくりですが、まずは製品の安全性の面についてどのような方針でな
さっているのか、そのあたりからお話いただけますか。
片岡　　安全性について、医薬品原薬はそもそも人の身体に入れるもの
なので、規制当局から最も要求されている部分です。レポート、文書管理
に注力しており、また、品質管理の面では数多くの分析機器を揃えていま
す。他社よりも高い品質規格で差別化を図り、顧客に安全性を強くアピ
ールしたいと考えています。また、組織づくりについても、まだ小さな会社
なのですが、SDGsの17（パートナーシップで目標を達成しよう）の強化
を図っています（インタビュー直後の2022年2月に大手化学メーカーが
出資）。事業会社様と連携しながら、我々の製品の製造、販売を事業会社
様と連携しながら、アライアントパートナーも含めて組織づくりを強化し
ています。
保田　　安全性が根幹であると思いますが、ユーザーなど対外的に説明

するような資料はお作りになっていらっしゃいますか。
片岡　　まさに今進めているところで、事業企画部を新たに設立し、ここ
が中心となって対外的な安全性等の資料作成を行っています。今後
随時、ウェブサイトでも公開していきたいと考えています。5月に業界の
90％ほどが集まる展示会が米国で開催予定ですので、そこでお披露目
できるようなかたちを目指して準備しているところです。
松岡　　当社は信頼性保証グループがあり、全体の1割程なのですが、
安全性を守るために社内で客観的にきちんと見ています。iPS細胞など
の再生医療細胞の安全性を調べる仕事を受託しています。すべての書類
をチェックし、保管し、製薬会社の査察時に開示しなければならないん
です。それらはPMDAやFDA（アメリカ食品医薬局）に提出する書類な
ので、完全に縛られているというのが実態です。
保田　　ビジネスを進めていくうえで仕
入れと売り先がありますが、サプライチェ
ーンの把握については如何でしょうか。大
企業のESG対応で何が求められるかとい
うと、サプライチェーンの末端のところま
でトレースできるか、「トレーサビリティ」
という単語が出てきています。今はまだ対
応されていらっしゃらないと思いますが、
どうしていこうかというお考えがあればお
聞かせください。
片岡　　エンドユーザーに近づく方は総代理店の商社様と設立当初か
ら契約しておりまして、さまざまな情報を提供していただいております。
今後、トレースが何％という数字が必要な場合はそこを通してできるか
と思います。一方でアカデミアや製薬企業様へ一般試薬として試薬販売
会社様経由で販売することもあり、どこまで情報を得られるかが課題に
なっています。契約するにあたって、その二次代理店様がきちんと情報を
出してくれるか情報を出してくれるのなら仕切りを下げるなど、交渉をし
ているところです。仕入れについては、ほぼ中国だったのですが、インドや
アイルランド、韓国からの仕入れも検討していますので考慮しないといけ
ないですね。また、現在、内製化している部分も技術確立が出来てきてき
たのでどこへ外部委託するか、大手の化学系企業様との提携もあり重要

なポイントですね。
松岡　　その点はESGの一つのリスクだ
と思うのです。どこに何があるかわからな
いという点で。我々も大手との取引でいつ
か求められることだと考えてはいますが、
流れが早いので、もうすぐかもしれません
し。そのときは、とにかくすべて出すしかな
い。なるべく単純明快にしていかないと追
えないんじゃないかと思いますね。でも、
それは追っておかないと地雷を踏むよう
なことになるかもしれないですし。
保田　　両社ともプロダクトの安全性が根幹であるとのご認識で、対応
されているのですね。次に組織づくりの話に移りますが、組織づくりには
主に二つあり、一つは従業員が持つ才能や能力を十二分に発揮する環
境を整えるというプラス面です。もう一つは、ネガティブなものを防止す
る仕組みです。この後者の方からお聞きしたいのですが、人間ですからミ
スも起こってしまうこともあるかと思います。末端の従業員にまで徹底す
るための取り組みがあればお聞かせください。また、ミスを防止する体制、
早期発見する体制などもお聞かせください。
片岡　　当社のビジョンは、“核酸合成にパラダイムシフトをおこし、核
酸医薬におけるイノベーションを加速する”。それを常日頃から皆に周知
しています。一方で危険な物質や装置を取り扱うので従業員に対する意
識づけもあり、ドラフトチャンバーを各所に設置し、2次隔離環境を構築
することで危険物質の暴露リスクの低下や排気処理設備を付加するこ
とで環境面にも配慮しています。他にも安全性の高いメガネ等を付ける
ように周知しています。その上でミスが起こってしまった場合の連絡網等
も社内共有サーバーを構築し、誰もが見られるようにしています。
松岡　　常に同じことをするように言っています。常にチェックするよう
にして、意識づけしています。ミスについては、もしミスをしたら正直に伝
えるように、決してごまかさずに。書類で残して、後でわかるようにしてい
ます。
保田　　ある会社の実例なのですが、いわゆる「ヒヤリハット」、従業員
がミスを見つけて報告する、その件数が増えるべきだと言っているんで
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片岡　　女性従業員が多数を占める当社ですが、経営陣はほぼ男性で
す。研究開発部長、事業企画部長、管理部長（いずれも2022年4月より
取締役就任予定）が全員、理系学部出身。このようなバランスの偏りが
少し気になってます。私がスカウトするので、どうしても気が合う人となり、
理系になってしまっているのですが（笑）。今後当社が成熟していく中で
見直しが必要かもしれません。
松岡　　当社も半分以上が女性です。小さなお子さんがいらっしゃる人
や介護をされている人には、申告してもらって在宅勤務、時間差通勤も
認めています。個々の生活リズムに合うように働いていただこうと。経営
陣について、参画したいという意識を持つ女性は私たちにとってもあり
がたいのでバックアップしたいと思っています。
保田　　フレックスタイム制、介護、育児
のための在宅勤務や時短勤務は、すべて
ESGの評価される項目なんですよね。女
性だけでなく男性も活用しているのがよ
りいいわけです。
昨年出版された『恐れのない組織－

「心理的安全性」が学習・イノベーション・
成長をもたらす』（エイミー・Ｃ・エドモン
ドソン）、これはハーバード大学の組織論
の先生が書かれた本です。ここには、職場における心理的安全性が極め
て重要である。社員がパフォーマンスを十二分に発揮するには、恐れの
ない組織が重要なのだと書かれています。男性にしてみると当たり前で
も、女性にとっては息苦しかったりすると。そういうところを整えることが
必要なのだと言っています。
保田　　次に社員教育についてお聞きします。どのような研修制度、教
育制度を整えていらっしゃいますか。
片岡　　系統立てて行っていないのが課題です。当社は規制当局への
対応が必要となってきますので、規制や製造管理に関する勉強会等、お
昼時間を利用して行ってます。知った上で作業をすることでより安全性
が高まるので。
松岡　　弊社ではオンラインの教育システムに入っていまして、幅広い
学科があり、全員がノルマを持って年間何時間やると決めています。就業
時間中にやっていいことにしています。テストがあり、それに受からないと
いけないので、大学みたいですが。落ちたら管理部から注意が入ります。
それと先程話した信頼性保証グループの教育システムが年間何時間か
あります。三つめは社長の個別面談です。自分では教育につながってい
るのではないかと思っています（笑）。
保田　　従業員満足度調査のようなものはなさっていますか。
片岡　　やりたいと思っています。評価システムを進めているのですが、
私自身、ベンチャー企業を立ち上げたのは、研究者に楽しく仕事してほ
しいという思いがあるので、そこは重視したいです。創業メンバーと新メ
ンバーの間で満足度のギャップが生じないよう、新メンバーの意見も聞
きたいと考えているところです。
松岡　　弊社では行っていないのですが、人数も増えてきたので悩まし
いところですね。お辞めになるときに不満足なことをいろいろ言われます
ので、心が痛むんですが（笑）。何とかしたいとは思います。一方では、ハラ
スメントについてシステムは作っていますが、まだ稼働しないんです。詰
まっているのか、作ったのはいいけれど、全然挙がってこない。
保田　　不満を抱えてお辞めになる人も最初から不満があったわけで
はないでしょうから、不満があって、それを伝達するコミュニケーション
ルートがあれば変わったかもしれませんしね。一つのやり方としては
強化月間というかたちで、どんな些細なことでもいいから言って来てと。

そのダイヤルにかける練習だ、くらいに思って。ただ、「通報」というと何か
罪悪感みたいなものを持ってしまいがちになるので、別の言い方をされ
る方がいいかもしれませんね。コミュニケーションラインとか。

イノベーションを興す
保田　　組織づくりの「ダイバーシティ＆インクルージョン」で、じゃあ何
のためにそうするのか。それが整っている組織はイノベーションを生み出
す確率が高い。日本で議論していると、ダイバーシティを整えなきゃいけ
ないのは、働き方改革がどうのこうのという話になったりしますが、本来
はイノベーションを生み出して収益を向上するということなんですね。
組織づくりと結びついていてもいなくてもいいんですが、社内でイノベ
ーションを興す仕組みとか何か心がけていらっしゃることがあれば。
片岡　　当社は研究開発型ベンチャーですので、知財確保が重要。知財
を生み出した研究員に対するランニングフィーを手厚くすることで、モチ
ベーション維持に務めています。特許申請はもちろん、ノウハウであって
もきっちりと報奨金を出す。それで商品が売れた際のバックも利益に応
じてお返しする。会社に利益をもたらしたらもたらした分だけ還元される
会社にしています。人財確保にもこの取り組みを活用し、常にイノベーシ
ョンを生み出せる体制を構築したいです。

松岡　　弊社も開発型ベンチャーなので、イノベーションを興すために
仕事をしているわけです。とは言え、慣れてくるとだんだん刺激がなくなっ
てくる。以前は、旅館などを借り切って1泊2日で全員でプレゼンテーショ
ン大会をしていたこともありました。テーマは何でもいいので。ただ、費用
がかかるので、もっといいものはないかと考え中です。みんな専門分野の
研究者なので、どうしても目先の研究に集中してしまうんですよね。たま
には幅広く見せたいなと、どうすればいいのか悩んでいるところです。
保田　　今後、従業員が100人、300人になってきたときに、目には見え
ていないものをどのように皆で共有していくかが次のチャレンジとなりま
すね。
片岡　　属人的な作業を製造システムの中に組み込むことが一つの課
題です。人員増強の際に伝言ゲームとならないよう、個々の経験を製造装
置の機能として落とし込みたいと考えています。株主である東レエンジニ
アリングと相談しながら自動化を進めています。今の人的な強みが、会社
のかたちが変わっていく中で強みの質が変わってくるかもしれませんね。
松岡　　当社では博士が9名、会計士が1名おります。採用面接の際、私
がビジョン、ミッション、パーパスを熱く語っています。ただ、人材が集まる
かどうかは、会社の地理的な問題も少なくないと思っています。当社の本
社は創業地の鳥取県米子市ですが、正直に言って同じように募集しても
人材はなかなか集まらないのですが、ここ神戸なら集まるのです。管理部
系は関西だと大阪の方が集まります。また、以前、別のベンチャー企業に
いましたが、そこで派閥ができてしまって大変だったことがあり、派閥が
できないような組織図を作らなければならないなと思っています。

保田　　組織図は重要ですし、柔軟に変えていくことも大切ですね。
片岡　　我々も四国からなので共感します。人財確保と情報収集を目的
に神戸に進出し、実際に来て良かったと強く思ってます。
保田　　ポートアイランドの中での横のつながり、他社との情報交換な
どもメリットとしてありますか。
片岡　　そうですね、コンペティターが多いのですが、コンペティターと
も仲良くできているのが良かったと思います。
松岡　　島内には研究者が多いんです。島全体が研究する場となってい
るので、そこがこのエリアの重要ポイントだと思います。当社は神戸、米子、
東京の3拠点を置いています。zoomなどでやり取りを進めています。
保田　　研究者を発掘するには適しているが、管理部門系人材は神戸
より大阪の方が集まりやすいと。そこが一つの課題かもしれませんね。そ
うすると、先程おっしゃっていた在宅勤務や2拠点など、多様なかたちを
模索していくことになるのかもしれませんね。
保田　　報酬に関連しますが、まもなく上場を目指すということでしたら
ストックオプションについて制度設計されるかと思います。あるいは従業
員の持株会ですよね。そのあたりについては、どのような取り組みでしょ
うか。
片岡　　ストックオプションについては、創業時のメンバーにはイベント
発生の度に出しています。ストックよりフローの方を重視される方もいる
ので、知財のランニングフィーと併せて、研究員の要望を聞きながらバラ
ンスを取っています。
松岡　　従業員持株会はまだ作っていませんが、ストックオプションに
ついては機会があるごとに出すようにしています。悩みとして、ストックオ
プションをありがたいと思ってくれる人とそうでもない人とがいるんです
ね。ちょっとピンときていないんじゃないかなと（笑）。
保田　　価値をわかっているかいないかは別にして、給料で蓄財するの
は基本的に難しいですね。所得税の税率もどんどん上がっていきますし。
ストックオプションは税率2割で済むのですが。5年後、10年後に「ああ、
あのとき社長が言ってたよなあ。付与してくれて良かった」となる（笑）。
ガバナンスで言いますと、従業員が株主目線になってくる。あればあっ
たでプラス評価になります。上場した後にすぐに爆上がりするわけではな
いんですが。株価が10倍になれば、ストックオプションを持っていただけ
で従業員は相当ハッピーだとは思いますが。
保田　　ガバナンス繋がりですが、日本企業では、うまく対応できている
ところはあまり多くないのですが、一つは役員における女性の割合、もう
一つは役員の「スキルマトリックス」です。役員それぞれが持っている強
み・スキルがあると思いますが、会社としてカバーすべきものと役員の掌
握範囲にマッチしているかと言うことです。そのあたり、心がけていること
とかありますか。
片岡　　現在、取締役は私一人なのですが、私にできることは非常に少
ないと実感しました。そこで足りない部分を埋めていこうと、今春に取締

すね。ミスをしてしまった、その報告をしたら、まず褒める。ミスを報告す
ることで他の人が同じようなミスをするのを未然に防ぐことにつながるわ
けですよね。ナレッジシェアリングみたいな仕組みがあるといいですよね。
保田　　いわゆる内部通報システム、ハラスメント防止システムなどは
ありますか。
片岡　　当社は従業員が17名ほどと組織が小さいですが、女性社員が
多いです。数名の研究員の上に創業メンバーをリーダーとし、経営陣が
リーダーとのコミュニケーションを密にとり、風通しを意識しています。
実際、仕事がしんどい、産休などの相談など、私のところに直接言いにく
ることはありますが、そういうときにはリーダーと相談しながら仕事量を
調整したりしています。数人いるリーダーたちと私とは面談をよく行って
いるので、社内全体の風通しはいいのではないかと思っています。
保田　　これから、いつ、どのタイミングで導入するか、難しいところ
ですね。
片岡　　実は、今年度初めまでは従業員が6名だったんです。急激な増
員でルール作りの重要性を実感しています。今後、事業会社様との協業
などで多くの方が共同研究というかたちで入ってこられることもあるので、
内規の充実と共に、外部の研究員等の受け入れに関するルールづくりも
課題となってます。
保田　　あまり足かせにしたくないという思いもあるでしょうし、タイミ
ングが難しいですね。事業の拡大スピードは乗ってしまうとギュッと拡大
しますよね。そのときになって本来、会社として成しておくべき制度設計
ができていなかったというのは、ままあることです。
松岡　　当社は常勤監査役が入ってからルールを整備してきたんです
が、社長として何を話していいのかわからなくなってきて（笑）。今、従業
員は30名ほどですが、どう接したらいいのか、最初は相当とまどいました。
何を話したらよくて、何を話したらいけないのかがよくわからない。年代
が違うので、そこが辛かったですね。
保田　　内部通報システムみたいなものは整えられていらっしゃい
ますか。
松岡　　一応、書面上は作ってあります。監査役が作ったのですが、誰か
が何か話したら、どういう経路で伝わるかというかたちになっています。
余談なのですか、弊社では社長のパワハラの連絡網があるんです。パワハ
ラを感じたときには誰に報告すればいいのか、といった（笑）。
保田　　次に従業員にいきいきと働いてもらうための組織づくりを考え
ていただきたいのですが。まず、一番簡単なのは多様性の実現です。「ダイ
バーシティ＆インクルージョン（多様性と一体性）」と言われていますが、
アカデミアの研究などを見てみますと、海外の企業では経営層で女性が
3割を超えると業績も非常によくなるという話が出てきます。ここが日本
企業の場合は課題だったりします。何か気を付けていらっしゃるところ、
計画などはありますか。
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片岡　　女性従業員が多数を占める当社ですが、経営陣はほぼ男性で
す。研究開発部長、事業企画部長、管理部長（いずれも2022年4月より
取締役就任予定）が全員、理系学部出身。このようなバランスの偏りが
少し気になってます。私がスカウトするので、どうしても気が合う人となり、
理系になってしまっているのですが（笑）。今後当社が成熟していく中で
見直しが必要かもしれません。
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ESGの評価される項目なんですよね。女
性だけでなく男性も活用しているのがよ
りいいわけです。
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ドソン）、これはハーバード大学の組織論
の先生が書かれた本です。ここには、職場における心理的安全性が極め
て重要である。社員がパフォーマンスを十二分に発揮するには、恐れの
ない組織が重要なのだと書かれています。男性にしてみると当たり前で
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そのダイヤルにかける練習だ、くらいに思って。ただ、「通報」というと何か
罪悪感みたいなものを持ってしまいがちになるので、別の言い方をされ
る方がいいかもしれませんね。コミュニケーションラインとか。

イノベーションを興す
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公益財団法人
神戸医療産業都市推進機構

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

M E D D E C・H I - D E C 入居企業募集
IM室にはインキュベーションマネージャー（IM)と呼ばれる専門スタッフが常駐しており、経営相談、
産学・産産連携、資金調達、市場調査、販路開拓など、入居企業の皆さまの様々な事業課題の解決のため
の支援を行います。

神戸健康産業開発センター（HI-DEC）は、健康を創造する神戸医
療産業都市のビジネス拠点であり、医療・健康関連分野等で、新たな
事業展開や起業に取り組む方々をサポートするインキュベーション
施設です。

HI-DEC Rental Lab & Office
神戸医療機器開発センター（MEDDEC）は、神戸医療産業都市の
中核施設のひとつであり、オペ室で動物を使った医療機器・再生医療
等製品の研究開発・評価ができる公的ビジネスインキュベーション
施設です。

MEDDEC Rental Lab & Office
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神戸健康産業開発センター
HI-DEC / ハイデック

〒650-0047  神戸市中央区港島南町6-7-4
TEL：078-304-6227　FAX：078-304-6890
https://www.smrj.go.jp/incubation/hi-dec/

神戸医療機器開発センター
MEDDEC / メデック

〒650-0047  神戸市中央区港島南町7-1-16
TEL：078-306-1162　FAX：078-306-1163
https://www.smrj.go.jp/incubation/meddec/

神戸医療機器開発センター

MEDDEC 計算科学センター駅

保田　　実験補佐員は、ある意味、社内のクオリティコントロールですよね。
品質管理や働き方など組織づくりに関与できるのでいいんじゃないかと思
います。
究極の社長の仕事って何ですか、となると、ビジョンを示す、決断する、

そして資金調達の三つにフォーカスできていれば、いい状況じゃないかと
思います。

ESG、SDGsを大きなチャンスへ
保田　　色 と々ご意見をお伺いしました。有難うございました。最後になり
ますが、何か感想、コメントはありますでしょうか。
片岡　　ESG、SDGsについて、社会からの要請、株主からの要請などもあ
りますが、これをチャンスだと見ています。そのチャンスを活かしてより魅力
的な会社、製品ができるように目指していきたいです。
松岡　　私もまさにそう思います。
保田　　やはり、ベンチャー企業にとってもESG、SDGsは大きなチャンス
ですね。
神戸ポートアイランドにいらっしゃる会社は、一般消費者にはなかなか
知られていない。では、IPOを目指している、IPO後のBtoBの会社の企業姿
勢を誰が見ているのかと言えば投資家です。投資家がESG、SDGsを含め
た非財務情報を、どこから情報収集しているかというアンケート調査によ
ると、最もよく見ているのは統合報告書です。多くの企業はまずウェブサイ
トの充実に力点を置かれますが、いろいろクリックしていかないと読めませ
んからホームページはそんなに見ないんですね。統合報告書ならすべてま
とまっているので。両社はまだ上場していないから作る必要はないかもし
れませんが、会社のブランディングのためにも、今からやっても問題はない
ので、大手企業の統合報告書を参考に、作り始められるのも一つかもしれ
ませんね。

役会設置を予定しています。研究開発部長、事業企画部長、管理部長、私
を含めて4人体制とし、スキルマトリクスはある程度埋まりましたが、女性
割合の改善は今後の課題ですね。一方で、IPOを目指すにあたり、新しく販
路をグローバルに広げていくことも考慮して、キャッシュフローを確認しな
がら管理人財、経営陣のさらなる強化を図りたいと考えています。
保田　　どんなにマルチタレントな社長でも持っている時間は24時間と
限られているので、分身をつくっていくのは必要になりますよね。要はオペ
レーションを回して組織をつくるのがお上手な方と、ビジョン、いわゆる戦
略策定をしながらやっていくのがお好きな方と、それによって分身をつくる
ときにどちらを採用すべきか見えてきますよね。
片岡　　私の場合はCTO的なので、ベンチャーキャピタル（VC）、株式の
ところを見ていただける方、会社をきっちりまわせる人に早くバトンタッチ
して運営していきたいですね。
保田　　VCはIPOするまでしゃかりきになってサポートする、でもIPOす
ると彼らは株を売ってしまうので、VCからのサポートはなくなってしまう。
自力で飛行していかなければならない。ですので、IPO後、自力で飛行して
いける体制を整えておく必要があるんでしょうね。
松岡　　創業は私一人で妻とやっていました。その後は私で足りないとこ
ろの人材を集めてきたので、自然とスキルを持った人が集まったのですが、
振り返ってみると、そのときに選んだ人たちはとても重要で、そういう人た
ちを集めてくると社長の仕事がなくなってくる。それで私自身は方向性と目
先の資金繰りと両方を見るんですが、他を任せてしまうと御輿に乗ってい
るような。この船、大丈夫かなと思っても信じるしかない。かなり葛藤もあ
りますね（笑）。
片岡　　そのお気持ち、よくわかります。私はむしろラボの方に戻っていっ
てしまう。実験補佐員を兼任している次第で（笑）。組織図にもそう書いて
いるんです。
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