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地域イノベーション創出における大学の役割

京 都 大 学
副学長・VBL施設長

京都知クラ研究統括

松 重 和 美

先端政策公開シンポジウム
技術革新の担い手となる中小企業とは
～京滋地域クラスターの可能性～ (2007, 11. 19)
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イノベーション創出に向けた世界的な取り組みと
日本における創出戦略

◎ イノベーションとは： (技術)革新、変革、創新、・・・

◎ 世界：加速するグローバル経済の環境下、産業競争力の強化、

特にイノベーション創出に向けた取り組みを開始

◎ 米国：「Innovate America（通称パルミサーノ・レポート）」

2004年12月競争力委員会

「National Innovation Act of 2005」2005年12月法案提出

◎ 日本：産＝新R&D戦略,「イノベータ日本」御手洗経団連会長

官＝第３期科学技術基本計画,「イノベーション２５」

学＝法人化,「大学を核としたイノベーションの創出」

◎ 創出の要素：社会・経済システム、国の施策、財政

大学 (意識改革、新学問分野、人材育成、体制構築）

ベンチャー・知財・産学官連携、そして地域・国際的連携
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高度集積

日文研

芸大

迎賓館

大学を核としたイノベーション創出

ASTEM (知的クラスター本部)

◎地域連携による
イノベーション
知的クラスター
地域結集型
KIP 等

◎世界に向けた新
産業・文化創成
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京都における産学官(公)連携による

地域イノベーションの形成

CC京都御車

桂
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
パ
ー
ク



4

知的クラスター事業 京都ナノテク事業創成クラスター

京都から世界企業の創出

京大を始め大学の先進技術との融合

精密計測技術

プロセス技術

電子材料技術

先進デバイス技術

堀場、島津、京都インスツルメンツ….

サムコ、村田機械、日新電気….

京セラ、村田製作所、シクスオン….

ローム、オムロン、光電子….

ハイテクベンチャー企業群 基盤技術

京ものの伝統と、デザイン的センス

新産業のインキュベーション、産学公連携

先進的材料・素子の技術基盤をナノ事業に発展させ、
「21世紀型ものづくり京都」の創成を

知的クラスター本部：（財）京都高度技術研究所

原
構
想
実
現
に
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る
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新
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開

原
構
想
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現
に
向
け
た
更
な
る
推
進
と
新
展
開

ナ
ノ
技
術
の
応
用

総額約２５億円
（H14〜H19）
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ⅳMEMS･NEMS基盤技術
支援基盤テーマ

重点テーマ

ⅴナノバイオ基盤技術

ⅲ
フ
ォ
ト
ニ
ッ
ク
技
術
の
確
立

ナノテク総合力
向上の基盤
中長期地域戦略
必須技術

次世代産業プラット
フォーム形成

ⅱ
薄
膜
・微
粒
子
技
術
の
産
業
化

地域企業での
実用･産業化

ⅰ
ナ
ノ
構
造
体
表
面
加
工
・解
析
装
置
の
開
発

各種装置開発･
製品化

ⅵ 人間重視の社会実現に向けて
産業クラスター
連携プロジェクト

産業クラスターと連
携して事業化

研究内容の
明確化・戦略化

育成研究

卓越研究

知的クラスター事業における
研究テーマの設定と戦略的再構築



6

成果事例（１）

成果事例（１）
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成果事例（２）

成果事例（２）
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事業化推進のKey Points と懸案事項

シーズの事業化

企業での事業展開大学発ベンチャー

製品の試作、小規模販売

共同研究体制、資金
知財、独占実施権

インキュベーション施設、
ファンド、人的、経営支援

大学の施設の利用
収益の容認

大学からの出資
専門家派遣

マネー
ジャー派遣
マッチング
ファンド

産学連携推進施設
試作工場

兼業
勤務形態

マッチングファンド
維持管理費補助
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展 開 ・ 発 展 期基盤形成期

（年）2000   02     04   06     08     10 12

地
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形
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地域連携

国際展開

基
盤
・
基
礎

応
用
・
開
発

実
用
・
事
業
化

京大ナノテク総合支援プログラム

桂イノベーションパーク
（JST研究成果活用プラザ京都、中小機構京大桂ベンチャープラザ北・南館）

京都ナノテククラスター事業

(第
2期

？)

京都ナノテククラスター事業

(第
2期

？)

京大包括的融合アライアンス

京都・先端大ナノテク総合ネットワーク

京都ナノテククラスター事業

(第
１期)

京都ナノテククラスター事業

(第
１期)

関
連
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

イ
ン
フ
ラ
・
人
材
育
成

ポストアライアンス)ポストアライアンス)

京都ナノメディシン地域結集型事業

有機的融合有機的融合

ナノ関連各種プロジェクト
COE，JST，NEDO 等

京大ナノ工学高等研究院 融合ナノ高等教育研究院？

京大ナノメディ融合教育ユニット

知

的

ク

ラ

ス

タ

ー

事

業

の

開

始

京大桂キャンパス（インテックセンター、ローム記念館、など）

京都ナノテク事業クラスターの

ナノテク関連プロジェクトへの波及効果

京都ナノテク事業クラスターの

ナノテク関連プロジェクトへの波及効果

京都Neo西山文化創成プロジェクト
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大学の研究・社会貢献活動、使命遂行に対する
京都ナノテク事業創成クラスターの貢献事例

１。先端科学技術の推進・進展への寄与
・国の重要科学技術分野（ナノテクノロジー分野）の推進
・大学における組織的ナノテク研究開発（基盤・共同研究）の推進

共通装置の設置・活用、共同研究費、PD，知財・コーディネータ配置
・横断・組織的な研究・教育・地域連携支援への貢献

ナノ工学高等研究院、ナノメディシン融合教育ユニット、地域結集事業、
京都・先端ナノテク総合支援ネットワーク 等との連携、相互利益

２。社会貢献活動への具体化
・研究成果を社会へ還元（意識変革，コーディネーションの重要性）
・企業（特に，地域の中小企業、ベンチャー企業との共同研究）を通じた

製品開発，事業化へ、ベンチャー創業・育成
・地域連携・振興、子供（小・中・高）サイエンス教室，市民啓蒙

３）地域・国際イノベーション創出拠点形成への重要な貢献
・産学公連携の具体的進展への貢献、国際化・展開・認知への大きな寄与
・京大桂キャンパス（ローム記念館、船井地域センター等の誘致）
・桂イノベーションパーク（JST、中小機構の３プラザ，企業群の誘致）

総じて、本事業の費用対効果は極めて大。もし，知クラ事業がなければ・・・・
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北陸先端大
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（松重私案）

奈良先端大

立命館

同志社

工繊大

けいはんな新産業
・交流センター

大京

公
産

学

公
産

学

公
産

学学連携中軸のナノテク地域クラスターの展開
ー産学公融合によるイノベーション創出拠点の形成ー

イメージ図

分子研

大阪府立大

産総研
関西セ

京大京大

阪大

名大

緩やかなリンク
ネットワーク形成
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ナノ材料開発
機能解明

ナノ材料開発
機能解明

ナノ構造、ナノ電子状態解析
材料電子物性評価
材料ナノ加工
マイクロ加工
マルチフィジクスシミュレー
ションと設計

ナノ構造、ナノ電子状態解析
材料電子物性評価
材料ナノ加工
マイクロ加工
マルチフィジクスシミュレー
ションと設計

ナノ表面解析
ナノ材料合成

ナノ表面解析
ナノ材料合成 地域の会社

大学

公的機関

小・中・高校生
＋社会人

小・中・高校生
＋社会人

地域の会社

大学

公的機関

小・中・高校生
＋社会人

小・中・高校生
＋社会人地域の会社

大学

公的機関

サイエンスセミナー

小・中・高校生
＋社会人

小・中・高校生
＋社会人

地域に密着した支援とボーダレスな
運用による総合的支援の実現
① 課金制度の整備
② 支援窓口の整備
③ 知財の取り扱いの整備
④ 情報発信
⑤ 連携セミナーの企画・開催

サイエンスセミナー

サイエンスセミナー

拠点間のネットワークを生かした総合的支援の実現拠点間のネットワークを生かした総合的支援の実現
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京都大学における産学連携推進組織の進展

2004年4月：法人化

産官学連携共同研究等の一層の促進、研究成果の普及・活
用の促進、知財の潤滑な取扱、国際的な産官学連携の推進

第１ステージ
（創設期）

第１ステージ
（創設期）

第２ステージ
（統合試行期）

第２ステージ
（統合試行期）

第３ステージへ
（本格的稼動期）

第３ステージへ
（本格的稼動期）

1996年7月 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(VBL)の設立

先端的電子デバイスや材料の研究開発の推進、ベンチャー

精神に富み起業家マインドを持った学生や研究者の育成

2001年4月 国際融合創造センター(IIC)の設立

国際的な視野に立ち、学問分野の融合及び産業界等との

連携による新産業創成を目指した技術開発・連携等の推進

2003年9月 知的財産企画室(IPO)の設置

大学で創出される研究成果や研究マテリアルなどの

知的財産を適正に管理・運用

2005年4月 国際イノベーション機構 (IIO) の設立

産官学連携活動、知的財産権の取得と活用、ベンチャー支援活動を
全学一体的な管理体制の元、総合的かつ機能的に実施（IICが支援）

2007年7月 産官学連携本部・産官学連携センター(ICC)の発足
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京都大学産官学連携本部・産官学連携センター体制図

総 長

産官学連携本部
産官学連携推進会議

（諮問委員会）

社会・産業界 国家的プロジェクト 他大学・研究所 外国機関・企業

本部長：研究担当理
事

吉田地区拠点
桂地区拠点

宇治地区拠点

産官学連携課
（運営、窓口、情報発信）

各分野（拠点）:技術移転推進

運営協議会（重要事項審議）

ＶＢＬ

センター

研究所

研究科

産官学連携推進室
国際連携・スーパー連携チーム

知的財産室
特許等移転推進チーム

ベンチャー支援開発室
ベンチャー支援・育成ノウハウ開発

京大ベンチャーファンドTLO

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾊﾞｲｵ
（生命科学）分野

理工農学分野 ｿﾌﾄｳｪｱ・ｺﾝﾃﾝﾂ分野

インキュベーション施
設

研究担当理事

産官学連携センター センター長

副本部長

学内組織

京都大学

産官学連携共同研究等の一層の
促進、研究成果の普及・活用の
促進、知財の潤滑な取扱、国際
的な産官学連携の推進

産官学連携共同研究等の一層の
促進、研究成果の普及・活用の
促進、知財の潤滑な取扱、国際
的な産官学連携の推進
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一教授・研究室 一部門

大学側 企業側

A教授

B教授 D B部門

A部門VBL, IIC

C

C

融 合 室

企画室

D社
B社

C社A社

E社

A教授

B教授D

C

他大学

戦略推進室
A教授

A社

B社

国内A社

海外企業

A専攻他大学

B専攻海外大学

★合同推進室

IIC, IIO

IIC, IIO

国内B社

合同推進室

K. M.

１．個別型（従来型）
奨学寄附金（おつきあい型）
技術解決、相談型
数十万から数百万

２．包括的契約（グループ）型
共同研究 、短中期的プロジェクト 数千万
ナノテク・環境等（例；ローム,シャープ,松下電器,NTT）

★先端融合領域イノベーション 数十億円

（科振費；キャノン,アステラス製薬）

３．包括的融合アライアンス型
大規模共同研究、有機系エレクトロニクスの開発
数億円規模・複数年度、公募・組織型

異業種垂直統合五社との融合アライアンス
融合室、総勢150名以上、総額約15億円

４．実用化共同研究型
大学の基盤研究をベースにした製品
試作・事業化にむけた連携的共同研究

SiC Epi-Waferの試作製造機
（東京エレクトロン、ローム）

５。グローバルイノベーション型（企画中）

京大を核として国内企業・ベンチャー群と
海外大学，企業群，自治体との統括的連携
環境やエネルギー等地球規模的課題を対象
（例：環境、水、電気自動車(Kyoto-Car)）

産学連携の諸形式と運営体制の変革
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早大＝京大共同ブランドビール

WHITE NILE
早稲田大学のエジプト考古学
と京都大学の植物遺伝学が出
会い、現代に甦った古代エジ
プト文明。

● 商品名 ： ホワイトナイル
● 容 量 ： ３３０㎖ （小瓶）
● 価 格 ： ４５０円 （税込、

メーカー希望小売価格）

「WHITE NILE」はその研究成果を
活かし、京都の地下水で製造した
小麦入りビールです。古代種栽培
二粒系小麦を２０％使用し、その
ことで可能となった爽快感のある
味わいと泡持ち。
緩やかな濾過により酵母が生きて
いるフレッシュなビールです。

特許もベースにした学学産連携の事例

京都新聞（2006年4月11日）朝刊

１０円／本のライセンス収入；予測の２倍以上の販売実績

基礎的な食物遺伝学分野の重要性の再認識に、今後とも知財収入が期待

姉妹品：フレーバー系発泡酒「BLUE NILE」の開発へと展開
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知財をベースにした地域連携事例：j.Pod プロジェクト

- IIO 産学連携部・知財部・スーパー連携室の共同支援 -

耐震性に優れたプレハブ住宅
地域材の活用、知財の確保

地球環境の保全
地域の活性化

海外へ技術移転
被災地の救済等

森林のあり方、地域振興にも貢献
既に、契約済の案件も多くあり、
今後とも、知財収入が期待出来る
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桂イノベーションパーク

研究開発型企業誘致研究開発型企業誘致
エリアエリア((分譲予定地分譲予定地)1.5)1.5haha

京都大学京都大学
桂キャンパス桂キャンパス

研究成果活用プラザ京都（研究成果活用プラザ京都（JSTJST））
大学等の研究成果を地域社会に還元することを目的として科学
技術振興機構が設置，運営する拠点施設

京大桂ベンチャープラザ京大桂ベンチャープラザ((中小機構中小機構))北館北館・・
南館南館
国の「大学発ベンチャー1000社計画」に基づき中小企業基盤整
備機構が設置運営する大学連携型起業家育成施設

京都大学工学研究科桂京都大学工学研究科桂インテックセンターインテックセンター
研究科の枠組みを越えた研究者群で組織された、複数の高等研究
院を設置： ナノテクノロジー総合支援プロジェクト、知的クラスター
創成事業、グローバルCOEのコア研究施設（予定）

京都大学ローム記念館京都大学ローム記念館（企業寄贈）（企業寄贈）
産学官連携研究推進、ベンチャー創出支援、知財の管理・活用、海
外・国内大学/企業の拠点施設

船井哲良記念講堂・船井交流センター（（個人個人寄贈寄贈

））

京大桂ベンチャープラザ（北館）

インテックセンター

ローム記念館

ベンチャー企業２社進出
企業研究開発センター

建築中；土地は既に完売

JSTイノベーションプラザ 京都

国際的イノベーション創出拠点形成への取組み
- 京大桂新キャンパス隣接地：桂イノベーションパーク -

清華大学連携
オフィス
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船井哲良記念講堂・
船井交流センター

京大桂ベンチャープラザ（南館）

知的クラスター等
大型地域連携プロ
ジェクト主要拠点PFI
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地域との連携 ： 新文化創成への取組み
- 先端技術・伝統文化・芸術の融合による京都Neo西山文化 -

吉田

宇治

桂

国際日本文化研究センター

京都市立芸術大学

北山文化

東
山
文
化

Neo西山文化

京大桂キャンパス

新竹文化 電気自動車(Kyoto-Car) 花を愛でるロボット
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Thomas Edison’s Lamp
For the coil of incandescent light,
Edison used the bamboo filament
at Yawata city, Kyoto.

Technology Arts and Craft

Japanese archery,
called “kyudo”

tea ceremony,
called “sado”

Bamboo component 
against Norovirus

(1) Bamboo Project: Nature, Culture, and Technology(1) Bamboo Project: Nature, Culture, and Technology

Neo Nishiyama culture
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竹材で本格的な施設建設
目指す 京大がプロジェクト

再生可能で成長が早い竹を木材の
代わりに柱や壁、はりなど建築部材に
活用するプロジェクトを、京都大の松重
和美副学長らが始めた。耐震性の実
証など解決すべき課題は多いが、竹の
産地でもある洛西地域の京大桂キャン
パス（京都市西京区）に、竹による本格
的な施設の建設を目指している。

プロジェクトには、松重副学長のほか
宗本順三工学研究科教授（建築計画
学）らが参加。竹の新しい活用法にしよ
うと、今夏からスタートさせた。

京大竹建築プロジェクト
（平成１９年度総長裁量プロジェクト）

宗本教授が制作した竹で作った建物の模型。
竹を曲げて束ねた柱や竹を積んだ壁などが特
徴（京都市西京区・京都大桂キャンパス）

京都新聞電子版（2007.10. 25）
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solar cells

car navigation systems

electric motor
battery

natural lacquer

(2) Kyoto-Car Project
(Eco-Friendly Electric Car)

Strategy
1. Concept

2. Manufacturing

3. IP Policy

4. Sales

Strategy
1. Concept

2. Manufacturing

3. IP Policy

4. Sales



23

In a small street,
small and eco-friendly electric car is
physically and mentally suitable.

In a small street,
small and eco-friendly electric car is
physically and mentally suitable.

Eco-friendly Electric Cars in the World
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電気バス

有機EL

大容量二次電池

太陽電池

照明用高輝度LED
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第１回 京都電気自動車フォーラム
- 電気自動車MiEVの開発と試乗会 - (2007.9.28)

主催 京都大学VBL
京都Neo西山文化プロジェクト

協賛 三菱自動車工業株式会社
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環境・安心の２１世紀型モデルタウン構想環境・安心の２１世紀型モデルタウン構想

地球環境・エネルギー問題が深刻化する中、地球・人に優しい

安心・安全の街作りが，求められている。

重視すべき視点

１。科学技術だけでなく、社会インフラ、国・自治体の関与が不可欠なもの

２。先端的な技術，価値観があるもの。地域住民が身近に感じるもの

３。他の地域，世界からも是非訪れたい”もの”，施設がある

具体的提案

１）電気自動車の先進的展開

環境に優しい（地球温暖化防止、CO2排出ゼロ）、先進技術の活用

車載搭載のバッテリーは地震時等非常時の分散電源となる（安心の街）

２）電気エネルギーの総合的利用（夜間電力、自然エネルギー等；蓄電）

社会インフラ（コンビニ等での給充電、情報付与）、観光地クリーン化

３）地域には、数多くの大学・公的研究開発機関および関連企業が有り，

また更なる集積が期待出来る。多くの企業が関心

地球環境・エネルギー問題が深刻化する中、地球・人に優しい

安心・安全の街作りが，求められている。

重視すべき視点

１。科学技術だけでなく、社会インフラ、国・自治体の関与が不可欠なもの

２。先端的な技術，価値観があるもの。地域住民が身近に感じるもの

３。他の地域，世界からも是非訪れたい”もの”，施設がある

具体的提案

１）電気自動車の先進的展開

環境に優しい（地球温暖化防止、CO2排出ゼロ）、先進技術の活用

車載搭載のバッテリーは地震時等非常時の分散電源となる（安心の街）

２）電気エネルギーの総合的利用（夜間電力、自然エネルギー等；蓄電）

社会インフラ（コンビニ等での給充電、情報付与）、観光地クリーン化

３）地域には、数多くの大学・公的研究開発機関および関連企業が有り，

また更なる集積が期待出来る。多くの企業が関心
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国際的産学公連携への取組み事例
Global Academia/Industry Alliance Project

、

京都大学
ICC (旧 IIO, IIC)

研究科、研究所

日中産学公連携
・ナノテク・ 環境・バイオ等の
重点科学技術分野の共同研究
・相互にリエゾンオフィスを提供
・研究コディネーターを配置
・自治体・企業も加えた連携
・事業化・ベンチャー起業も支援
・国際的産学連携締結の橋渡し

中国政府 日本政府

京都大学ローム記念館

国内の大、中小企業
ベンチャー企業

地域クラスター事業

桂イノベーション
パーク（KIP）

京都府・市
商工会議所等

関連企業群

専有企業
（十数社）

清華大学
海外技術

移転センター

清華控股
(Holding Company)

清華科技園

北京・中関村

清華サイエンスパーク

京大オフィス

た 清華オフィス

環境・水・電気自動車関連案件で本年１０月に企業群と訪中；12月京都での環境フェシバル

課題：EU, 米,アジアへの展開,
海外への技術移転, 知財管

理, 共同研究, 拠点形成, リス
ク回避
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日中環境ミッション（総勢３０名）の派遣（H19.10.14-17)

環境訪日ミッション・
日中環境フォーラム
２００７ｉｎ京都
（12月6日〜12日）

環境訪日ミッション・
日中環境フォーラム
２００７ｉｎ京都
（12月6日〜12日）

日本側：
京都大学、京都府、
関連企業、ベンチャー
中国側：
清華大学、清華HD、
関連企業群

日本側：
京都大学、京都府、
関連企業、ベンチャー
中国側：
清華大学、清華HD、
関連企業群
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