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発行にあたって
中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）のインキュベーション事業では、全国に32拠点を構え、入居

企業は560社を超えます。事業期間では創業間もない企業から第二創業を開始した企業まで、業種では製造業
のほか、ITからバイオ系まで様 な々分野の先端的な企業にご利用いただいております。

本誌では、インキュベーション施設と中小機構の支援内容を具体的にご理解いただけるよう、平成27年度の 
活動実績についてデータや事例をご紹介しています。

今号の企業事例では、高い技術力に基づく大学／産総研発ベンチャーや創業150年を超える老舗企業、大手
から独立して起業したケースなど、全国各地の様々な事例を紹介するとともに、大きく成長を遂げた卒業企業の
成果事例も掲載しています。

本誌に掲載している内容は、私たちのインキュベーション活動の一部ではありますが、一人でも多くの方に興味
を持っていただければ幸いです。個別施設および入居企業の詳細については、地域本部担当職員並びに各施設
の専門支援スタッフである「インキュベーションマネージャー」がご案内させていただきます。ぜひ、一度お近くの
インキュベータにお立ち寄りいただくか、ご相談ください。

2016年3月
独立行政法人中小企業基盤整備機構

経営支援部長　滝 本  浩 司
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データで見るインキュベーション

1情報提供・相談対応
●国の施策情報等の経営に役立つ情報をご提供

2 IMによる支援
● 中小機構支援ツール、関係機関支援ツールのご紹介や、
産学連携の仲介

● 入居企業とのマッチング促進

3セミナー・交流会の開催
● 経営活動に必要な情報を得られるセミナーや交流会を
開催! !   参加者間でのネットワーク構築にも最適な機会

1 IMによる継続的な支援
● ビジネスモデルや事業計画のブラッシュアップ
● 経営課題・技術課題を顕在化し、解決策をご提案
● 事業化達成に向けた販路・技術・資金等のマッチング支援
● その他、事業に役立つ情報をご提供

2様々なニーズに応える事業スペースの提供
● オフィスタイプ、ラボタイプ、工場タイプのお部屋を 
ご用意! !  個別のニーズに合わせた事業スペースを 
選択可能

1  地域の新事業創出拠点として 
コラボレーションを支援
●中小機構の全国ネットワークを活用した支援
● 地域の大学・自治体・支援機関との地域ネットワークを 
活用した支援

2各地のBIにおけるネットワークの構築を支援
●BIネットワーク構築支援事業を活用した支援

➡ 詳細は、06ページをご覧ください。

中小機構ネットワークを活用し、
総合的なビジネスサポートを行います!

1  中小機構・関係機関の支援ツールをフル活用し 
成果創出
●中小機構や関係機関が主催するイベント等への案内

2メディアを活用した成果発信
● 中小機構が運営する施設に入居することによる信用
度の向上、それに伴う入居企業のメディア露出機会
増加

中小機構ネットワークを活用し、総合的なビジネスサポートを行います!

インキュベーションの活動（平成27年度版）　～BIを舞台にした新事業展開の支援～

入居企業支援
年間入居企業総数 ： 約630社

地域企業支援
セミナー・イベント開催 ： 約280件

地域の拠点、BI支援
連携機関数 ： 約1050機関

成果の創出・発信支援
メディア掲載 ： 約610件
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情報・通信関連
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環境・リサイクル
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創業間もない企業が本社として、また10年以上の社歴を 
もつ企業による第二創業拠点として、幅広い事業ステージで
ご利用いただいています。

グラフのとおり幅広い事業分野の企業にご利用頂いています。
特に、「医療・バイオ・アグリ」が全体の3割程度を占めていると
ころが、中小機構のインキュベータの特徴となっています。

中小機構が運営する全国32拠点のインキュベータは、平成16年度の事業開始から累計して1,600者弱の方々に利用されて 
きました。また平成28年3月時点では560社以上の入居企業等に本社または新事業開発拠点としてご利用いただいています。

■入居企業の創業年数（2015年3月時点）

■全国のインキュベータ入居者総数（累計）

■入居企業の事業分野（2015年3月時点）

DATA1 インキュベータの入居企業
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中小機構が運営する全国32拠点のインキュベータでは、IMが中心となり、BIおよびIMが持つ全国・地域のネットワークを活かし、
支援企業の事業化に向けて、事業提携先、金融機関、支援機関などとの様々なマッチング（コーディネート）支援を行っています。

■マッチング（コーディネート）支援の総件数（2015年4月～2016年3月）

その他
人材／その他
人材／個別紹介
人材／制度の活用
広報・宣伝／その他
広報・宣伝／イベント活用
広報・宣伝／メディア活用
技術／その他
技術／産産連携
技術／産学連携
資金調達／その他
資金調達／融資
資金調達／投資
資金調達／補助金
販路開拓／その他
販路開拓／個別アレンジ

販路開拓／ツールの活用
販路開拓／展示会

0 50 100 150 200

■個別のマッチング（コーディネート）支援内容（2015年4月～2016年3月）

個別のマッチング（コーディネート）支援内容をみると、「販路開拓」についてはIMが自身あるいは全国のネットワークを活用し、支
援企業が求める販路開拓先へ繋ぐ『個別アレンジ』の件数が各項目中もっとも高くなっています。「資金調達」については『補助金』
獲得に向けた支援件数が高くなっていて、IMが適切な補助金等の情報提供や申請書作成等のアドバイスを行った結果、獲得総額
が全国で約20億円に上ります。

マッチング（コーディネート）支援件数は2年続けて1,000件を超えており、内容は「販路開拓」が最も多く、次いで「資金調達」となっていま
す。その対応の一つであるベンチャーキャピタル等からの投資の総額は、今年度は約21億円となっています。（昨年度実績約19億円）

※ 販路開拓／ツールの活用とは 
展示会以外のオープンイノベーションのようなイベントを指します。

DATA2　入居企業へのマッチング（コーディネート）支援
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第1四半期 第2四半期

第3四半期 第4四半期

IM室に常駐し、日々、入居企業や卒業企業、地域企業のためにかけまわるインキュベー
ションマネージャー（IM）！そんなIMがどのような活動をしているのか、名古屋医工連携
インキュベータ（NALIC）のIM室を事例にご紹介します。

ニーズに合わせたサポートを提供

「インキュベーションマネージャー」

名古屋医工連携インキュベータ

IM室の主な活動内容　～平成27年度 NALIC活動実績より～

IM室メンバー紹介

4月： NALICセミナー 
「できる社会人のビジ 
ネスマナー入門」開催

入居企業の新入社員を主な対象と 
してビジネスマナー研修を実施しました。他にも、入居企業の経営 
基盤の強化に役立つテーマでセミナーやワークショップを開催して
います。

5月：C社がNALICを卒業し、新事務所に移転
入居企業の1社が事業化を達成したうえでNALICを巣立っていき
ました。卒業後のフォローも実施していきます！

6月：安全衛生管理委員会、消防訓練を実施
入居企業や地域住民の皆様の安全に努めています。

10月： 「BioJapan2015」、
「TOKYOイノベーション
リーダーズサミット」に 
入居企業が出展

大規模な展示会やイベントへの出展支援を通じ、入居企業のマッチ
ングや販路開拓等をサポートしています。

11月：「地域住民交流会」を開催
地域に根差した運営を目指す施設として、NALICの近隣にお住いの
皆様をお招きし、事業説明やワークショップを開催しました。

12月： 「NALIC開設10周年記念 
入居企業＆卒業企業事業 
成果発表会」を開催

NALIC開設10周年を記念して、ウインクあいち
にて事業成果発表会を開催。多くの来場者を前に、入居企業4社と卒業
企業2社が自社の事業内容や今後の展望についてプレゼンしました。

7月：入居企業定期ヒアリングを実施
日常的なソフト支援の他、年に2回（上期・下期）、入居企業全社と 
面談し、事業の進捗状況や課題等を確認いたします。

9月：名古屋大学等の産学官連携フェアに出展
大学との連携を図り、大学発ベンチャーの発掘や育成に努めること
はNALICの基本的なミッションです。

岐阜県の高校の校外学習を 
受入れ
高校生26名がNALICに来訪し、医工
連携授業を実施。「未来の起業家」たち
に向けてIMや入居企業が登壇し、事業
説明を行いました。

1月：PM・IM連携会議を実施
四半期に1回、中小機構中部・経営支援課のプロジェクトマネージャー
（PM）と入居企業の支援方針のすり合わせや情報交換を行い、 
幅広い経営課題の解決を図っています。

2月： 「PMDA薬事戦略相談 出張個別面談 
in名古屋」を開催

（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）の協力を得て、中部地域で
医療機器の新規開発に取り組む中小・ベンチャー企業等を対象に、
個別面談の場を提供しました。

「補助金活用セミナー 新連携の 
すすめ！」、「ヘルスケア分野参入 
支援セミナー」を続けて開催
来年度に向けて、中小機構中部の関係 
各部や中部経済産業局等と連携し、入居企業や地域企業の皆様に 
役立つセミナーを企画・実施しました。

〈中小機構IM〉
石黒 CIM
システムエンジニア（制御系シス
テム開発）、医療機器メーカー勤務
（薬事申請・技術営業）を経て、平成
26年4月より現職。いつでも相談
できる相手として経営者の伴走
役を心がけています。中小企業 
診断士、気象予報士。

〈名古屋市IM〉
梅村 IM
新聞社記者、学校法人広報担当等
を経て、平成22年より一宮商工
会議所ビジネス支援センターに
て勤務した後、平成26年4月より
現職。難しい経営課題であっても、
皆様が次の一歩をしっかり踏み 
出せるよう、一緒に頑張ります。

〈名古屋市IM〉
近藤 IM
セラミックメーカー勤務、中部経済
連合会ベンチャービジネス支援
センター所長等を経て、平成24年
4月より現職。用途開拓、販路 
開拓など様々な課題解決に、仲間
としてお役に立ちたいと思って
います。
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BI（ビジネスインキュベータ）ネットワーク構築支援事業とは、中小機構インキュベータがハブBIとなり中小企業の支援に携わる 
複数のBIや関係機関（支援機関、金融機関、大学等）がネットワークを組み、単独での支援メニューに比べ、より多くの企業を対象と
した広域的かつ継続的な支援の仕組みづくりに取り組むものです。
地域や業種などの特定の共通点のもとにBIネットワークが構築されることにより、支援企業に対し企業間マッチングや販路開拓 
などの支援を効果的に、また規模を拡大して提供することが可能になります。中小機構ではこういったネットワークを広げていく 
ことで、中小企業が新事業に取り組みやすい環境づくりを行うとともに、支援ノウハウの共有や質の向上に取り組んでいます。

企業連携

共同開発

販路提携

大 企 業
業界団体
など

連携先のネットワーク拡大

中小機構
（ハブBI）

中小機構BI

参画BI

参画関係機関

支援ノウハウの質の向上

支援企業規模の増大

BIネットワーク
●支援企業の参画
●個々の
ネットワークの共有

●支援ノウハウの共有

※  BIネットワーク構築支援事業は、平成23年度に開始し、25年度までの3か年で計17
件の事業を公募・採択し、実施してきました。平成26年度からは中小機構BIが主体的
にネットワークを構築する形で運営していて、延べ19件の事業を実施しています。

BIネットワーク構築支援事業

平成27年度は全国各地で計15件のネットワーク活動を展開し、マッチングをはじめ様々な企業支援を提供する基盤となっています。

大企業ニーズ提示型マッチング事業説明会 in TIP*S
中小機構が株式会社ケイエスピーと連携し、首都圏を
中心とした大企業や海外企業からのニーズの説明会
を中小機構の運営する交流スペース「TIP＊S」で開
催。計38機関・BIの参画があった。その他、中部や浜
松等でも説明会を実施した。

平成27年10月1日
「大企業ニーズ提示型マッチング事業説明会」の様子
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北大リサーチ＆ビジネスパークセミナー
北大ビジネス・スプリングを中心に7機関・
BIが参画し、地元北海道の中小企業支援
及び北海道内への企業誘致を目的に、
道内の支援機関が共同で大阪でセミナー
を開催した。

みやぎインキュベーションネットワーク協議会
T-Bizを中心に12機関・BIが参画し、
宮城県内のBI間及び支援機関の連携
を強化することで、地域の起業環境の
向上を図ることを目的に、情報交換会
やセミナーを開催した。

機構5BIによるマッチングイベント共同出展

T-Bizを中心に6機関・BIが共同でマッチ
ングイベントに出展し、出展企業に対する
支援を行うとともに、支援者のノウハウ共
有と相互連携の強化を図った。

平成27年11月5日
「大企業マッチングセミナー」の様子

平成28年3月4日
「若手研究者向け企業
支援セミナー」の様子

平成27年10月8・9日 
「おおた研究・開発フェア」出展の様子

平成28年2月18日「セミナー」の様子

インキュベーション事業 平成27年度活動報告07
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船橋地域のものづくり産業のすそ野拡大を指向した 
広域連携スキームの構築プロジェクト

ベンチャープラザ船橋を中心に10機関・BIが参画し、
船橋を中心とした地域企業の事業発表会並びに新価値
創造展への共同出展等を通じて、地域のものづくり産
業の構造転換・高付加価値化を図る契機とするもの。

北大北キャンパス・ビジネスネットワーク 
拡大プロジェクト  ～拡がる！支援の輪～
北大ビジネス・スプリングを中心に49機関・BIが参
画し、道内外の関係機関と北海道大学北キャンパス関
連企業の企業支援に取り組むことを通して、企業支援
のネットワーク構築を促進した。

東葛・つくば広域ビジネスマッチングプロジェクト
東大柏ベンチャープラザを中心に15機関・BIが参画し、
東葛・つくばエリアに集積する大学や研究機関等を活用
して、産学連携や大企業マッチング等のビジネスマッチン
グを展開することにより、地域企業の事業活動の活性化
を促進した。

北大ビジネス・スプリングセミナー
北大ビジネス・スプリングを中心に14機関・BIが参画し、
施設入居企業並びに周辺企業を対象にした支援施策説
明会並びに個別相談を実施した。

平成27年10月20日イベント当日の様子

（左）平成27年7月24日「めいどいんふなばし」の様子
（右）平成27年11月18-20日「新価値創造展」の様子

平成27年10月23日「研究施設視察会」の様子（左）
平成27年9月18日「東葛工業人交流会」の様子（右）

（左）平成27年11月26日「支援施策説明会」の様子
（右）平成27年11月26日「個別相談」の様子
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長崎マッチングアクション　パワーマッチング2016
ながさき出島インキュベータを中心に9機
関・BIが参画し、地域企業の新規販路開拓
支援の為、大企業とのマッチングイベントを
開催。

バイオ系入居企業支援の仕組み構築
クリエイション・コア京都御車を中心に14機関・BIが参画し、バイオ系 
入居企業支援のための仕組みづくりを行うために、支援者による情報交換
会議や支援ツール（バイオ系企業紹介冊子『Bio200』）の作成、ビジネス
マッチング会を実施した。

おかやまインキュベーション協議会と連携した 
岡山県内BIネットワークの強化
岡山大インキュベータを中心に13機関・BI
が参画するおかやまインキュベーション 
協議会と連携し、県内の起業促進、県内大学
生の起業意識の醸成、参画BI間の連携強
化並びに入居企業の支援を図るもの。

平成28年3月24日「ビジネスマッチング会」の様子

平成27年11月7日 
「ベンチャーミーティング in 岡山県立大」の様子

平成28年2月23日 
「第4回パワーマッチング」の様子

インキュベーション事業 平成27年度活動報告09
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健康食品・化粧品ネットワーク
クリエイション・コア京都御車を中心に14機関・BIが参画
し、健康食品・化粧品を扱う企業並びに商品に対して、女性
IM・職員が中心となり、女性の感性を活かして支援を実
施。技術情報の収集や製品紹介のため、沖縄での展示会

出展やコーディネーター会議を開催した。

Matching HUB Kanazawa 2015 autumn 
～新産業創出のための人材育成と地域イノベーション～
いしかわ大学連携インキュベータを中心に90機関・BIが参画する、
Macthing HUB Kanazawaを共同で開催し、北陸地域から 
新産業創出をするための産学官金連携ネットワークを確立し、産学
連携・産産連携の促進を図り、北陸地域企業に対する全国的な販路
開拓や企業間連携を支援するもの。

フジモリ（藤沢盛り上げ会議）で地域を元気に！
慶應藤沢イノベーションビレッジを中心に25 
機関・BIが参画し、藤沢湘南地域の企業活動を 
活性化させることを目的に、支援者会議・勉強会・
セミナー等を開催した。

「BI支援施策説明会in中部」（BI支援施策の活用促進会議）
名古屋医工連携インキュベータ、クリエイション・コア 
名古屋を中心に18機関・BIが参画し、それぞれの支援 
機関の施策情報の共有を図ることを目的に、支援者会議を
開催した。

平成27年9月30日
支援者会議・勉強会の様子

平成27年11月5日「支援者会議」の様子

平成27年11月16-17日 イベントの様子

（左）平成28年1月27日「コーディネーター会議」の様子
（右）平成27年10月23-25日「沖縄産業まつり」共同出展の様子
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TOPICS

平成27年10月に開催された「BioJapan2015」では
全19社が共同出展し、個別商談並びにプレゼンテー 
ションの機会を提供しました。また、中小機構主催の 
展示会が大阪と東京で開催され、5月開催の「新価値 
創造展2015 in Kansai」では全14社、11月開催の
「新価値創造展2015
（第11回中小企業総合
展 東京）」では全18社
がインキュベーション
コーナーに共同出展し、
多くの来場者とのマッ
チングが行われました。

名古屋医工連携インキュベータ（NALIC） 
開設10周年記念イベント 
「入居企業＆卒業企業 事業成果発表会」を開催
12月11日、入居企業4社と卒業企業2社による事業内容
や今後の展望についてのプレゼンテーションをウインク
あいち（名古屋市）で実施しました。当日は72名の来場を
頂き、10年の成果の一端を熱心に聞いて頂きました。

慶應藤沢イノベーションビレッジ（SFC-IV） 
開設10周年記念フォーラム開催
3月17日、藤沢商工会館ミナパーク（神奈川県藤沢市）において、
10年間の活動の報告と慶應義塾大学常任理事の國領教授の
コーディネートによるパネルディスカッション等を開催しました。
パネラーの皆さんからはこれからの起業支援者に求められる 
ことについて、事例を交えてお話しいただきました（参加者102
名）。

NALIC開設10周年記念事業成果発表会＠ウインクあいち

SFC-IV開設10周年記念フォーラム＠藤沢商工会館ミナパーク

BioJapan2015＠パシフィコ横浜

新価値創造展2015 in Kansai
＠インテック大阪

 開設10周年イベントを盛大に開催 
全国32施設のうち、開設から10周年を迎えた2施設で 
盛大に10周年記念イベントを開催しました。

 新価値創造展やBioJapan2015に販路開拓を目的とし 
入居企業等が共同出展
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インキュベーション事業トピックス

今年度も国内2,800名、国外からは400名を超える方々がインキュベー
ション施設および入居企業の視察に訪れました。5月にシンガポール経営大学
関係者が農工大・多摩小金井ベンチャーポートを、 
8月にバングラデシュ政府関係者がクリエイション・
コア東大阪を、11月に上海交通大学等中国7大学
の関係者が岡山大インキュベータを、1月にミャンマー
企業視察団が東大柏ベンチャープラザを訪問される
等、国際的な関心も高まっています。

平成27年11月、大阪で機構BI（京大桂VP、CC東大阪、立命館BKC、
D-egg）、iMedio、S-Cube、龍谷エクステンションセンターと合同で 
入居企業間のビジネスマッチング及び交流会を、金沢では北陸3県内のBI

担当者と機構BI（i-BIRD、CC東大阪、くまもと等）の
計24名が集まって情報交換会を開催しました。 
また平成28年2月にはスマホやクラウドを活用した 
営業をテーマとして機構BI（CC名古屋、NALIC）、 
名古屋ビジネスインキュベータ、サイエンス交流プラザ
が連携し、セミナー及び交流会を開催するなど、地域
のBI施設・支援機関と連携を図りながら企業支援を
行っています。

 複数のBI・支援機関が連携してセミナーや
情報交換会を開催

クリエイション・コア名古屋ではサイエンス交流プラザ（名古屋市イン
キュ）と連携して「中小企業のための新規事業創出セミナー＆ワーク
ショップ」をシリーズで開催。くまもと大学連携インキュベータでは地域
の会社員も出席しやすい時間帯に実施するイブニングセミナーを隔月
程度で開催しており、今年は県南の八代市への出張セミナーも実施。
和光理研インキュベーションプラザでは、和光3Dプリンタ活用研究会
やチーム入間といった地域の企業コンソーシアムへの販路支援や補助
金獲得支援を行うなどして、地域の活性化に貢献しています。

バングラデシュ政府関係者視察
＠クリエイション・コア東大阪

金沢で開催した
北陸3県
BI情報交換会

名古屋で開催したワークショップの様子

大阪で開催した
ビジネスマッチング

 国内外から3,200名を超える多くの視察・ 
来訪者がインキュベーションを来訪

 地域の実情に合わせたユニークな支援を展開
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TOPICS

◆ 野洲メディカルイメージングテクノロジー（株）（立命館大学
BKCインキュベータ卒業企業）は2015年6月に滋賀県野洲市
に本社ビルを建設し、同10月に卒業。

その他、NSマテリアルズ（株）（クリエイション・コア福岡入居企業）
は2016年秋頃に久留米・広川町新産業団地（福岡県）において新工
場を開設するべく、立地基本協定を締結されました。

◆ ナノミストテクノロジーズ（株）
（農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居企業）
政府系ファンドの産業革新機構他から5.5億円の資金調達を実施。
造船会社等との共同開発を開始。

◆日本革新創薬（株）（名古屋医工連携インキュベータ入居企業）
大手製薬メーカー等より5億円の出資を受ける。

◆アドバンスト・ソフトマテリアルズ（株）
（東大柏ベンチャープラザ入居企業）
産業革新機構他から3.7億円の資金調達を実施。

◆（株）FLOSFIA（京大桂ベンチャープラザ入居企業）
VC等より3.1億円の投資を受ける。

◆（株）TESS（T-Biz入居企業）
東日本大震災中小企業復興支援ファンドから1.5億円の投資を受ける。

（株）NAZCA （北大ビジネス・スプリング入居企業） 
テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」2015年9月9日 OA
（株）TESS （T-Biz入居企業） 
NHK「おはよう日本」2015年4月10日 OA
NHK「クローズアップ現代」2015年4月14日 OA
（株）iPSポータル （東大柏ベンチャープラザ入居企業）
NHK「News Watch 7」2015年10月2日 OA
（株）ハニック・ホワイトラボ  
（千葉大亥鼻沢イノベーションプラザ入居企業）

◆ 大京化学（株） （D-egg卒業企業）は
2015年9月に卒業後、11月に新本
社屋・工場を京都府亀岡市に新築し、
京都市内より移転・集約。

◆（株）光英科学研究所 （和光理研イ
ンキュベーションプラザ卒業企業）は
約5年間入居していたインキュ施設を卒業後、和光市が「新産業
ゾーン」として整備した場所に本社兼工場を新設。2016年1月に
移転・開業。

◆（株）トヤマ（東工大横浜ベンチャープラザ卒業企業）が2015年
4月に本社及び工場、R＆Dセンターを集約した“モノづくりの殿
堂”を神奈川県山北町へ開設し移転。

◆（株）ケーナインラボ（農工大・多摩小金井ベンチャーポート卒業
企業）が2015年6月に小金井市内に本社・R＆Dセンターを開設
して、卒業。

 入居企業等に多くの投資が集まる！

 TVやメディアでも入居企業が
注目される！

入居企業の優れた技術やサービスが、多くのメディアで
取り上げられ、ベンチャーへの注目度の高さと、今後の
活躍が期待されています。

◆リボンディスプレイジャパン（株）（京大桂ベンチャープラザ入居企業）
9千3百万円の出資と3億円の融資を受ける。

日本テレビ「ヒルナンデス」2015年4月2日、4月16日 OA
（株）プログレス （慶應藤沢イノベーションビレッジ入居企業）
NHK「NEWS WEB」2015年8月20日 OA
（株）音力発電 （慶應藤沢イノベーションビレッジ入居企業）
TBS「EARTH Lab」2015年7月18日 OA
（株）ヘルスケアシステムズ 
（名古屋医工連携インキュベータ入居企業）
フジテレビ「ノンストップ！」2015年10月22日 OA
TBS「世界ふしぎ発見！」2016年3月19日 OA
デザイナーフーズ（株） （名古屋医工連携インキュベータ入居企業）
テレビ東京「ガイアの夜明け」2015年10月27日 OA
（株）サクラクレパス （京大桂ベンチャープラザ入居企業）
テレビ東京「ガイアの夜明け」2015年7月28日 OA
（株）京都マテリアルズ （京大桂ベンチャープラザ入居企業）
NHKBS「経済フロントライン 京都企業 強さの秘密を探る」 
2015年11月21日 OA

 インキュベーションから 
自社工場等建設へ！

平素から絶大なご支援を頂き、地方発ベンチャー 
としては過分にも（株）産業革新機構より投資を 
実現いただきました。場の提供のみならず、財務面、 
営業面でのインキュベーション支援に感謝申し 
上げます。

ナノミストテクノロジーズ株式会社
代表取締役社長　松浦  一雄氏

農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居企業

この度（2015年11月）、新本社屋・工場を竣工し、 
半世紀以上に渡りお世話になった京都市中京区 
西ノ京から京都府亀岡市並河へ移転致しました。
1947年に京都市内で創業し、まもなく会社設立70周年を迎えます。
私ども大京化学は、香料、紫外線吸収剤の製造・販売に始まり、これまで独
自の高機能薬剤の開発を進めて参りました。現在は、繊維用の環境にやさ
しい非ハロゲン系防炎剤（ビゴールFVシリーズ）等を日本国内はもとより、
北米・南米、中国、アセアン、インド、韓国等へ輸出させて頂いております。

大京化学株式会社
代表取締役社長　瀧野  良彦氏

D-egg卒業企業
大京化学（株）自社工場
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入居企業トピックス

 大臣賞、優秀賞など、入居企業等
に高い評価！

入居企業及び卒業企業の優れた事業・技術に各所から高い
評価がなされ、多くの企業が名誉ある賞を受賞されました。
マイクロ波化学（株）（彩都バイオイノベーションセンター卒業企業）
の吉野巌社長
「Japan Venture Awards 2016」においてJVA審査委員長賞を受賞
（株）三次元メディア （立命館大学BKCインキュベータ卒業企業）の
徐剛社長と仲道朋弘部長および（株）キュービクス（いしかわ大学
連携インキュベータ入居企業）の丹野博社長 他
「第13回産学官連携功労者表彰 ～つなげるイノベーション大賞～」
において経済産業大臣賞を受賞
（株）TBA（T-Biz入居企業）、コスメディ製薬（株）（クリエイション・
コア京都御車卒業企業）
「第27回中小企業優秀新技術・新製品賞」で優秀賞を受賞
（株）ナルックス（T-Biz入居企業）
「第27回中小企業優秀新技術・新製品賞」で優良賞を受賞
ダイヤ工業（株）（岡山大インキュベータ入居企業）
「2015年超モノづくり部品大賞」健康・バイオ・医療機器部品賞と 
「第49回グッドカンパニー大賞」特別賞を受賞
（株）BB STONEデザイン心理学研究所（千葉大亥鼻イノベー
ションプラザ入居企業）の日比野好恵社長 

（有）マイテック （神戸健康産業開発センター入居企業）
テレビ朝日「モーニングバード」2015年6月18日、7月14日 OA
テレビ朝日「スーパーJチャンネル」2015年7月21日 OA
日本テレビ「スッキリ」2015年11月16日 OA
フジテレビ「とくだね」2015年6月18日 OA
フジテレビ「直撃LIVEグッディー」2015年6月19日 OA
NHK「サキどり↑」2016年1月10日 OA　ほか多数
（株）ミーニュー（岡山大インキュベータ入居企業）
NHK「サキどり↑」2015年7月26日 OA
（株）ラムロック （福岡システムLSI総合開発センター入居企業）
テレビ朝日「モーニングBird」2015年7月25日 OA
TBS「あさチャン！サタデー」2015年9月5日 OA

『AERA』2015年8月24日号 「日本のベンチャー100」特集に以下
の入居企業等が掲載されました。

（株）TESS （T-Biz入居企業）、アドバンスト・ソフトマテリアルズ（株） 

（東大柏ベンチャープラザ入居企業）、Spiber（株） （慶應藤沢イノ
ベーションビレッジ利用企業）、スペースリンク（株） （慶應藤沢イノ
ベーションビレッジ入居企業）、（株）FLOSFIA （京大桂ベンチャー
プラザ入居企業）

「第4回DBJ女性新ビジネスプランコンペティション」でDBJ女性 
起業優秀賞を受賞
（株）京都マテリアルズ（京大桂ベンチャープラザ入居企業）
「第6回ものづくり日本大賞」製品・技術開発部門特別賞受賞
（株）英田エンジニアリング（岡山大インキュベータ入居企業）
「第6回ものづくり日本大賞」製品・技術開発部門優秀賞受賞
（株）Lafla（福岡システムLSI総合開発センター入居企業）
「第2回データサイエンス・アドベンチャー杯」言語部門で最優秀賞を受賞
（株）SPLYZA（浜松イノベーションキューブ入居企業）
「マイクロソフト・イノベーション・アワード2015」にて優秀賞を受賞
（株）CFlat（浜松イノベーションキューブ入居企業）
「マイクロソフト・イノベーション・アワード2015」にてテクノロジー
エッジ賞を受賞

千葉大デザイン心理学研究室と連携しデザインの
使いやすさ・印象を知覚実験により数値化し客観的
に判断するためのコンサルティング事業を行って 
います。一部上場企業や国のプロジェクトで多くの
実績を上げています。

株式会社BB STONEデザイン心理学研究所
代表取締役　日比野  好恵氏

千葉大亥鼻イノベーションプラザ入居企業

WBSは全国放送ですし、経済人の方々を始め産業
にまつわる500万人以上の人が観る番組と聞いて
おります。放送から世間の注目度も一気に加速し、
大変光栄に思っております。また、放送後の反響に
て、スマホ等のタッチパネル防汚の関心度の高さ
を再認識致しました。

株式会社NAZCA
代表取締役　君島  忠男氏

北大ビジネス・スプリング入居企業

当社は、2012年10月に設立した東北大学発ベンチャー企業です。 
主要製品は、シンチレータ単結晶、圧電単結晶、デバイス、結晶ビジネ
スのコンサルティング等です。「大学発の材料・技術を“迅速に”実用化 
する！」と言う理念の下、グローバルに販売網を広げつつ、地域企業に 
製造委託し、「大学発の技術で世界と地域を繋ぐコネクターハブ企業」
として活動しております。地域経済の活性化や雇用促進にも貢献して 
参りたいと考えております。

株式会社C＆A 代表取締役社長　鎌田　圭氏
東北大学金属材料研究所 教授　吉川　彰氏

T-Biz入居企業

 大学発ベンチャー表彰2015に
おいて4社が表彰を受ける！

「大学発ベンチャー表彰2015（主催：科学技術振興機構、
新エネルギー・産業技術総合開発機構）」では、文部科学 
大臣賞と経済産業大臣賞をインキュベーション関係企業が
独占。更にNEDO理事長賞も含め計4社が選ばれました。
文部科学大臣賞 （株）創晶  
（彩都バイオインキュベータ卒業企業）
経済産業大臣賞 （株）C＆A 
（T-Biz入居企業）
NEDO理事長賞 マイクロ波化学（株）
（彩都バイオイノベーションセンター卒業企業） 大学発ベンチャー表彰2015

特別賞 パイフォトニクス（株）
（浜松イノベーションキューブ卒業企業）
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1
起業、会社のおいたち

─産総研※技術移転ベンチャーとお伺いしました
私はバイオ機器メーカー出身で、微細な空間で化学反応を
制御する技術「マイクロ空間化学技術」を用いた分析装置の
開発をしてきました。マイクロ空間化学技術というのは、マイ
クロリアクターと呼ばれるミクロンサイズの微細流路を有する
微小反応器を用いて、超高精度な化学反応制御を行う技術 
です。産総研ではマイクロ空間化学技術を活用してナノ粒子
を合成する研究を行っており大変興味をひかれました。産総
研では、産総研ベンチャー創出プラットフォームを立ち上げ、
産総研の研究成果を生かして日本型ベンチャー企業を起こし、
成長過程・成長モデルの研究を行う目的で2002年から
2007年に「ベンチャー開発戦略研究センター」を開設しており、
私は2004年にスタートアップ・アドバイザーに就任し、
2006年5月にNSマテリアルズ株式会社を設立しました。
その意味でNSマテリアルズ株式会社は産総研にとっての研究
対象でもあるベンチャー企業と言えます。

事業の展開と現在
─ 初期に調達した資金を使い切って、 

どう乗り越えたのですか？
立ち上がりは順調でした。起業して1年後に大手商社から
の出資と大手化学メーカーからの開発委託費で数億円を 
調達することができました。これにより研究開発は弊社、製造
は大手化学メーカー、販売は大手商社という体制も初期段階
で構築できました。調達した資金を元手に3年間で何か1つ
販売可能な材料が開発できればと考えていました。ところが
結論を申し上げますと販売可能な材料は開発できずに数億
円を使い切ることとなりました。この間、小さいながらも経営
を支えたのは医療機器事業でした。決して大きな収益では 
ありませんが、着実に実績を上げていくことで本格的に材料
事業に取りかかるまでの間を何とかつなぐことができました。
2009年（第5期）に何かを変えなければいけないと決意し、
2010年（第6期）に受託開発から自主製品開発に転換すると
第二創業を宣言して、「GROWTH、GOING」というスローガ

ンを掲げました。その時に着目したのが量
子ドット蛍光体（Quantum Dots）です。
これは化合物半導体ナノ粒子でLED光源
用の高機能なナノ蛍光体となるものです。

─ 次世代の4K、8Kテレビに 
必要不可欠な材料だそうですね

現行のディスプレイは、白色LEDバック
ライトとRGBカラーフィルターで色を再現
しているのですが、われわれが開発した赤

産業技術総合研究所（産総研）技術移転ベンチャー企業である「NSマテリアルズ 
株式会社」代表取締役・金海氏にこれまでの御苦労と今後の展望についてお話を
伺いました。

BI入居企業 活動報告

NSマテリアルズ株式会社

ナノ蛍光体使用ディスプレイは、
バックライトユニットを白色
LEDから青色LEDに変更して
QDStick®（0.5ミリ角の棒状 
ナノ蛍光体）を組み込んだもの。
従来白色LEDによるバックラ
イトを、ナノ蛍光体（＋青色
LED）に変更するだけで、色域が
1.5倍以上広くなる。

CONFIDENTIAL 

従来白色LED使用ディスプレイ ナノ蛍光体使用ディスプレイ 

色域規格 従来白色LED 
ディスプレイ 

ナノ蛍光体+青色LED 
ディスプレイ 

BT.2020 ITU-R 52% 81% 

NTSC  CIE1931 70% 108% 

（面積比） 
従来白色LEDによるバックライトを、
ナノ蛍光体（＋青色LED）に変更する
だけで、色域を1.5倍以上広くなる。 

スマートフォンに使用されている5インチ液晶ディスプレイ 
ナノ蛍光体使用ディスプレイは、バックライトユニットを白色LEDから青色LEDに変更してQDStick®
（0.5mm□の棒状ナノ蛍光体）を組込んだもの。 

CONFIDENTIAL 

従来白色LED使用ディスプレイ ナノ蛍光体使用ディスプレイ 

色域規格 従来白色LED 
ディスプレイ 

ナノ蛍光体+青色LED 
ディスプレイ 

BT.2020 ITU-R 52% 81% 

NTSC  CIE1931 70% 108% 

（面積比） 
従来白色LEDによるバックライトを、
ナノ蛍光体（＋青色LED）に変更する
だけで、色域を1.5倍以上広くなる。 

スマートフォンに使用されている5インチ液晶ディスプレイ 
ナノ蛍光体使用ディスプレイは、バックライトユニットを白色LEDから青色LEDに変更してQDStick®
（0.5mm□の棒状ナノ蛍光体）を組込んだもの。 

スマートフォンに使用されている5インチ液晶ディスプレイ製
品
紹
介

産総研発！

ナノ  テクとバイオの

新産業領域に  果敢に挑戦する
ベンチャー企業
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BI紹介

2006年 5月 ■ NSマテリアルズ株式会社設立
8月 ■ 産総研から「産総研技術移転ベンチャー」称号付与
12月 ■ クリエイション・コア福岡入居

2007年 3月 ■ 本社移転（筑紫野市上古賀）
10月 ■ 医療機器製造業許可を取得（福岡県）

2014年 12月 ■ 本社移転（筑紫野市立明寺）
2016年 秋頃 ■ 新工場の操業開始（予定）

金海 榮一 社長

会社概要
入 居 B I クリエイション・コア福岡
代表取締役 金海 榮一
所 在 地 本社：福岡県筑紫野市立明寺511-1
事業概要 ナノ粒子材料研究開発及び量産、 

医療機器製造

U R L http://www.ns-materials.com/

● 入居のきっかけ
産総研技術移転の拠点として佐賀県鳥栖市にある九州センター
を活用していましたが、事業化フェーズに進むに当たり複数の 
インキュベーション施設を検討しました。実験室・試作室の広さ、
賃料、敷金不要という条件、博多駅・福岡空港から近いという 
立地条件でクリエイションコア福岡に入居することになりました。

● 入居しての変化
常設のインキュベーションマネージャーから様々な支援 
メニューを紹介していただき利用しました。税務関連の経営 
相談や公的資金の情報提供・獲得に向けた支援をいただき 
感謝しています。

● 入居してよかったこと、将来の入居者へのメッセージ
中小機構が運営するインキュベーションセンターはセキュリ
ティーも充実しているし、ここに入居することで企業の信頼度
が向上したと認識しています。インキュベーションマネー
ジャーから情報提供や無料経営相談がいつでも受けられる点
も魅力です。100％の問題解決に至らなくても解決の糸口を
得ることができます。言葉は良くないですが、使い倒すくらい
の積極性が必要ではないでしょうか。

同社は産総研の技術移転・研究開発型ベンチャー企業として
2006年5月に創業し、クリエイション・コア福岡には2007年
1月より入居（2006年12月契約）しています。当初予定して

いた開発材料を方向転換し、2010年より世界に3社しか先発企業が存在しな
い量子ドット・ナノ蛍光体の開発に取り組み、予定どおり昨年から売上計上がで
きるようになりました。2016年秋頃稼働予定の新工場で本格的に量産化体制
に入る予定です。金海社長は設立直後より取締役社長として経営のかじをとり、 
設立9年目にして株式上場も視野に入れる「切れ者社長」ですが、過去も今も 
これからも苦難をものともせず、試練と困難に立ち向かっていく方であります。
また品性高潔でマナーも良く、人間的な魅力あふれる経営者でもあります。今後も 
中小機構の支援ツールをご活用いただき、更なる成果を期待しています。

クリエイション・コア福岡
インキュベーションマネージャー
次田　且弘

施設データ
〒818-0041 福岡県筑紫野市上古賀3-2-16
Tel：092-929-2218　Fax：092-929-2238

と緑の量子ドットと青色LEDの組み合わせは、液晶ディスプ
レイの理想に近いバックライト光源が実現できるため、現行
の白色LEDと比べて色域と色再現性を格段に高くすること
が可能です。現在、多くの企業から引き合いがあり、それらの
期待に応えられるよう奮闘しています。また、多く皆様に応援
していただき量産工場を建設中です。

そして、これから
─世界で4社が激しい競争をしていると聞きました
ディスプレイ関連におけるナノ蛍光体市場規模は1000億
円超になると考えています。ディスプレイ用としては、我々も
含めて世界で4社がナノ蛍光体メーカーとして凌ぎを削って

います。今後、株式公開も視野に入れ、ナノ蛍光体の量産化を
加速しているところです。その先では、ナノ蛍光体だけで 
なく、他の産業分野における最先端の材料開発を行うことで
社会に貢献していきたいと考えています。これまでは極力 
情報を公開せずに開発を進めてきましたが、今後は必要に 
応じて情報発信することが重要であると認識しています。 
一方で、情報を公開する以上は開発スピードを上げなければ
競争に勝てないとも考えています。これまで人材採用に苦戦
してきました。九州では材料開発の技術研究職人材が不足 
しており、Uターンを希望する方を採用してきました。情熱を
持って一緒に事業を成功させたいと思う方がいれば是非お声
かけください。

from IM
インキュベーションの利用

※ 国立研究開発法人産業技術総合研究所

クリエイション・コア福岡
中小機構が運営する新事業支援賃貸施設で、筑紫野市に立地しています。福岡
県工業技術センターに隣接しており、技術面でのサポートが受けられるほか、共
同研究や試験分析等も対応していただいています。IMが常駐していますので、
各種支援機関と密接に連携しているほか、経営戦略再構築や事業計画の立案支
援、資金調達や販路開拓等様々
な面の支援を展開しています。

産総研発！

ナノ  テクとバイオの

新産業領域に  果敢に挑戦する
ベンチャー企業
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2
起業、会社のおいたち

─これまでの事業展開について教えてください
当社は1994年の創業で、1995年に有限会社オーパーツ
としてスタートしました。社長は大手企業の建材工事部門出身
でタイル施工の設計・工事を担当していました。その後、広島
県で独立し、拠点を岡山県に移して工法開発等に着手 
してきましたが、施工会社というのは非常に立場が弱く苦しい
時代もありました。従来のタイル施工は、モルタルを綺麗に
平面上に塗り、その上にタイルを敷き詰めるのですが、この 
工法だと職人によるバラツキも多く、タイルが剥がれやすい
という問題がありました。もちろん、タイルが剥がれれば費用
は施工会社の負担になることも多いので、これを解決する 
ことは当社のみならず業界全体の共通課題でした。

事業の展開と現在
─ ストライビング工法を開発して、 

中国地域ニュービジネス協会会長賞も受賞したそうですね。
苦労の末にストライビング工法を開発し、2012年に日本
国特許を取得しました。従来の工法との違いは、モルタルに
波模様を入れることでタイルを敷き詰めた際に均質に空気が
抜けるようにしたことです。現場で職人兼親方として工事に 
携わってきた社長ならではのアイデアです。大手セメント 
メーカーと共同で専用モルタルも開発し、職人の技量に左右
されないように専用工具も開発しました。結果として工期が
短縮し、品質も安定させることに成功しました。この工法に 
興味を持ち導入に前向きな施工会社・代理店には工法指導の
上、工具のレンタルも行っています。工法開発（専用工具・ 

専用モルタル開発）やビジネスモデルを 
評価していただき、2012年には中国地域
ニュービジネス協会会長賞を受賞すること
ができました。

─ 国内大手企業からの受注も 
多いと聞きました。

お陰様で多くのお客様から受注をいた 
だけるようになりました。首都圏を中心に、 
アウトレットモール、コンビニエンスストア、 
ドラッグストアなどを手掛けています。施主
様にとって、工期短縮は初期費用の削減、 
品質向上は維持費用の削減につながります。
その考え方と効果が徐々に市場に浸透して

建設施工会社として新しい工法の研究開発を実施し、タイル貼り施工における工期の短縮と
品質の安定化に成功。現在では海外展開も進めるベンチャー企業の「オーパーツ株式会社」 
経営管理部の川崎部長にお話を伺いました。

BI入居企業 活動報告

オーパーツ株式会社

従来工法では職人が「コテ」を使って下地（モルタル）を長時間均す作業が必要だが、スト
ライバーと呼ばれる専用工具を使用することによりタイル貼りつけ作業が効率化し作業
時間を大幅に減らすことが出来る工法。この工法により工期は20％短縮が実現。また 
品質の安定も図られることから、施主・ゼネコン・施工業者の共通の悩みである施工後の
不具合・クレーム発生率も激減する。従来工法でのクレーム発生率は約15％あるが、これ
が3％程度まで削減するなど、抜群の品質確保が可能。

ストライビング工法製
品
紹
介

セラミックタイルの
新工法を武器に

急成長中! 　海外展開も進める
ベンチャー企業
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BI紹介

1994年 6月 ■ 創業
1995年 9月 ■ 有限会社オーパーツ設立（広島市）
2008年 2月 ■ 岡山県総社市に本社移転

11月 ■ 関連会社の株式会社オーパーツ・ジャパン設立（総社市）
2012年 4月 ■ 東京支店開設（台東区）

5月 ■ 中国地域ニュービジネス協議会会長賞受賞
7月 ■ ストライビング工法の特許取得
11月 ■ シンガポール現地法人の株式会社オーパーツ・アジア設立（シンガポール）
11月 ■ 岡山大インキュベータ入居

2013年 9月 ■ オーパーツ株式会社へ商号変更

川崎 博嗣 部長

会社概要
入 居 B I 岡山大インキュベータ
代表取締役 小村 政人
所 在 地 本　　社：岡山県総社市宿1643-28

岡山本部： 岡山市北区津島中1-1-1 
岡山大インキュベータ111号室

東京支店： 千代田区神田駿河台3-4-3 
龍名館本店ビル8階

事業概要 建設業に関わる石・タイル工事業及び 
同事業新規技術の研究・開発

U R L http://ooparts-japan.com/

● 入居のきっかけ
中国地域ニュービジネス協会会長賞を受賞した際に事例発
表と懇親会がありました。その時に中小機構の専門家の方
から岡山大インキュベータを紹介していただき入居する 
ことにしました。

● 入居しての変化
従業員の意識と周囲の見る目が変わりました。岡山大イン
キュベータに本社があるということで県内の学生たちが興
味を持ってくれる会社になりました。施工会社と言ってもオー
パーツ（株）は違うなという印象を持ってくれるようです。

●  入居してよかったこと、 
将来の入居者へのメッセージ
入居して良かったことは情報量が圧倒的に増えたことです。
常設のインキュベーションマネジャーが助成金の情報提供
や資金調達先の紹介といった支援をしてくれます。また、当
社は作業環境の改善のためのパワースーツの開発などを
目指しており、大学教授や提携先などの紹介もしていただ
きました。新たなことに挑戦する上で様々なネットワークを
提供してくれます。

同社は海外展開を最終目標においており、現在はその実現のため
にOJTによる人材育成に力を注いでいます。IMとして資金調達や
人材確保の面で今までに培ったネットワークを活用して支援してい

ます。同社が扱うセラミックタイルは商業施設を中心に採用が相次いでおり、それに
従い従来工法に比べ様々な優位性ある新工法での施工は増加することは確実であ
り、今後のビジネスの拡大が期待できます。地方のベンチャー企業で海外展開を視
野に入れてビジネスに取り組んでいるケースは貴重であり、ベンチャー企業のクロー
バル化のモデルケースとして是非成功して欲しいものです。そのために中小機構が
持つ全国ネットワークとIMの持つ地域のネットワークをうまく融合して、最適な支援
を心がけたいと考えています。

岡山大インキュベータ
チーフインキュベーションマネージャー
鈴木 幸次

施設データ
〒700-0082 岡山市北区津島中1-1-1
Tel：086-214-5711　Fax：086-214-5712

いっている感じですね。大手タイルメーカーとも協業して 
事業展開を加速しています。

そして、これから
─今後の展望をお聞かせください
まずは国内重視です。近年では商業施設を中心にタイルが
大型化しており、従来の工法では限界が来ていると考えて 
います。ますますストライビング工法の需要は高まっていく 
でしょう。それに応えるために日本人の従業員を中核人材と
位置付けて育成をしていきます。現場施工の専門スキルも 
必要ですが、現場ではチームワークで作業を進めていくので
全体を束ねる能力が求められます。例えば、どんなに効率よく
タイル施工が出来るといってもモルタルを練る作業工程が

遅れれば全体工期は長くなってしまいます。現在の従業員は
20名強ですが、近い将来は50名程度に拡大することを 
考えております。中核人材の数が当社の成長スピードを決める
と言っても過言ではありません。当社では中核人材となる 
エネルギッシュな人材を求めています。やる気のある方は 
是非一緒に事業拡大をしてみませんか。

─海外展開も積極的に推進されていると伺いました。
2012年に（株）オーパーツ・アジアを設立し、シンガポール
に拠点を設けました。アジアは今後の成長市場です。現在、 
アジアの多くの企業から事業提携等の提案を受けています。
また、弊社には10名の外国人実習生が勤務しており、将来は
海外展開の責任者として育ってくれることを期待しています。

from IM
インキュベーションの利用

岡山大インキュベータ
地域の大学・研究機関が保有する研究シーズを活用し、地元企業との連携により、 
新しいビジネスの創出・成長・発展を支援します。特に、①地元企業と大学研究者の
マッチング、②研究開発助成金の獲得、③中小機構の持つ支援制度の活用等に力を
入れています。現在ものづくり：11社、IT：4社、バイオ：5社、医療・環境：2社が入居
し、大学と連携して新しいビジネスの
創出や事業化に取組んでいます。

セラミックタイルの
新工法を武器に

急成長中! 　海外展開も進める
ベンチャー企業
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3
起業、会社のおいたち

─なぜ起業しようと思ったのでしょうか
われわれが開発している製品は液晶ドライバーという「液晶
を駆動させるための半導体」です。シリコンウェハー上のチップ
を切りだしフィルム上に実装して製品化します。私は大手半導
体・液晶パネルメーカーで液晶ドライバーの設計と事業開発を
担当してきました。TV、PC、タブレット、スマートフォン向け液晶
ドライバーの市場は約7,000億円あるのですが、日本、韓国、
台湾、中国の企業が激しい競争を繰り広げています。液晶ドラ
イバーというのは薄利多売の事業構造で、激しい価格競争と
リーマンショック後の為替高に追随できずに事業は赤字に転落
し継続することが困難になりました。敗因の一つに日本は個々
の企業が頑張っていましたが、1つになれていなかったという
点があります。一方、海外勢はというと韓国は韓国、台湾は台湾
でまとまって戦っているという印象がありました。2014年、 
私は日本国内で液晶ドライバー事業を復活させるために前職
を退職し起業することを決めました。

─ 社名の「リボン」には「REBORN（再生・復活）」の 
意味が込められているそうですね

日本の半導体製造業は、海外勢に負けない強みがたくさん
あります。この市場で勝負するためには価格、技術、品質、継
続性が重要になります。日本は技術力や品質では海外勢に負
けていませんが、価格競争を避けてきました。ところが日本国
内のサプライヤーを見てみると厳しい価格競争の中でもしっ
かり経営されている企業がある。我々がファブレス企業とし
て、これらのサプライヤー企業と連携することで価格競争を
しても立派に戦える企業グループを形成できると考えまし
た。社名に付けられた「リボン」には企業をリボンで結ぶ、半導
体製造業を日本で復活「Reborn」させるという意味が込め
られています。

事業の展開と現在
─急成長されていますね
当初の事業計画を上回る速度で成長しています。お陰様で

多くの方に協力をしていただいた結
果であると感謝しております。Win-
Winの関係を構築できている点が
重要だと考えています。日本の液晶
パネルメーカーも低価格な液晶ドラ
イバーを必要としていますので全面
的に協力していただいています。 
技術的な面でも協力していただいて
おり、多くの品種を早く、多く、垂直立
上げできる点が我が社の強みです。

日本の半導体製造各社を信頼とネットワークで結ぶことで、液晶パネル表示用電子部品の
競争力のあるファブレスメーカーとして事業を行う設立2年目のベンチャー企業「リボン
ディスプレイジャパン株式会社」代表取締役の須山 透氏にお話をうかがいました。

BI入居企業 活動報告

リボンディスプレイジャパン株式会社

液晶ドライバ「RDJG240P」製
品
紹
介 業界初の垂直統合継承型ファブレスメー

カーとして、大型TV等の液晶パネルの 
表示データを書き込む機能を司る液晶 
ドライバの企画、営業、設計、販売を行っ
ている。半導体業界出身の経営陣のノウ
ハウとネットワークを活用し、撤退大手
の技術資産の譲渡、製造中小メーカーのグルーピングを行う 
ことで、海外メーカーに負けない技術と価格を実現している。

半導体業界に 

新たな ビジネスモデルで 

挑戦 する ファブレス型 
ベンチャー企業
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BI紹介

2014年 8月 ■ リボンディスプレイジャパン株式会社設立
2014年 9月 ■ 京大桂ベンチャープラザ入居
2014年 11月 ■ 資金調達イベント「ベンチャープラザ近畿」に参加
2014年 12月 ■ 次世代液晶パネル駆動モジュールの開発開始
2015年 3月 ■ 京都市ベンチャー企業目利き委員会Aランク認定

須山 透 代表取締役

会社概要
入 居 B I 京大桂ベンチャープラザ
代表取締役 須山　透
所 在 地 京都市下京区七条御所ノ内本町88番1号
事業概要 液晶ドライバ製品の企画、開発、販売、 

コンサルティング等
U R L http://www.ribbon-display.jp/

● 入居のきっかけ
最初はインキュベーションのことは知りませんでした。ある 
企業の一角をお借りするつもりでしたが、その企業の社長から
京大桂ベンチャープラザを御紹介いただきました。入居後に
企業を設立しました。

● 入居しての変化
会社の設立やビジネスの進め方、資金調達など様々な面で 
支援を受けることができました。入居企業の方との交流で刺激
を受けることもたくさんあります。

● 入居してよかったこと、将来の入居者へのメッセージ
京大桂ベンチャープラザに入居して良かったことはいろいろ 
あります。中小機構が行う資金調達イベントに参加したことで
資金調達も出来ました。一番良かったことは様々な情報を提供
していただいたことで、経営の意思決定において選択肢の幅
が広がった点です。これから起業する方はだまされたと思って
入居してみたらよいと思います。決して後悔することはないと
思います。

お金も場所もないけれど、液晶ドライバーを日本に残すという
使命感で、思いを共有する同僚、企業グループの協力を得て 
起業されました。大手企業を退職して起業された方を数多く 

見て来ましたが回りの人々が応援したくなるような稀な社長です。社長が動けば
道が開けるようなカリスマ性も感じます。昨今この関連業界は激動期ですが、 
乗り越えて行けるようサポートしていきたいと思います。

京大桂ベンチャープラザ
チーフインキュベーションマネージャー
原田 易典

施設データ
〒615-8245 京都府京都市西京区御陵大原1-36
Tel：075-382-1062　Fax:075-382-1072

7,000億円の市場の中でTV向けが1,500億円、その中
で日本は100億円市場です。この市場を第一優先で確立し
ていきます。最も価格競争が激しいTV市場で競争に勝ち抜
くことで市場の評価が変わりました。
現在は、このビジネスモデルで価格、技術、品質、継続性の 
面で海外勢と十分戦えるということを証明している最中です。
ここでビジネスモデルと呼んでいるのは、①ファブレスにする
ことでコストを抑え、迅速に対応できる経営、②国内の製造会
社をグルーピング、③大企業が開発してきた技術をフル活用
するという点です。日本には日本にあった技術立国の姿があ
ると信じています。我々はそのモデル企業でありたいと考え
ています。

─これまでに御苦労されたことはありますか
一つの業界でずっと仕事をしてきましたので、自分が考え

ていることを周囲の方に理解していただくのが大変でした。
あとは会社設立や資金調達は初めての経験でしたので、支援
機関の皆様には大変お世話になりました。資金調達のイベン
トでプレゼンする機会やインタビューを受ける機会もあり、 
最近では自分の考え方もまとまり周囲の方に理解していただ
くこともかなり上達しました。

そして、これから
─2018年に株式公開を目指しているそうですね
このまま順調に進めば3年後には売上高100億円を突破
できそうです。そこまでは従業員を大幅に増やすことなく達
成します。しかし、われわれは安いものを売り続けたいわけで
はありません。100億円に到達した後は、今の事業領域でさ
らに拡大を目指すのか、高収益事業にシフトするのか、見極め
が必要だと考えています。

from IM
インキュベーションの利用

京大桂ベンチャープラザ
当施設は、京都大学等との大学連携型インキュベーションとして、ベンチャー 
企業育成の「北館」と京都地域の特色を活かした新事業創出促進の「南館」を 
合わせ約40社が入居。京都大学桂キャンパス隣接地に立地していること、IM
室には技術系および経営系の専門家がIMとして常駐しているため、産学連携
をはじめ様々な角度から新事業の取組をサポートしています。

半導体業界に 

新たな ビジネスモデルで 

挑戦 する ファブレス型 
ベンチャー企業
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4
起業、会社のおいたち

─創業は江戸時代とお聞きしました。
弊社の創業は文久3年（1863年）で、今年で153年目に 
なります。茶業関係の歴史の本の中に丸谷家三代目がお茶の
栽培と販売をしていたことが記載されています。それ以来、 
日本茶一筋に取り組んでまいりました。

─歴史や伝統を感じていますか。
私は2013年に社長に就任しました。丸谷家八代目、丸八製茶
場の六代目になります。伝統を重視するというよりは時代や環境
に応じて業態が変わってきたということだと認識しています。高度
成長期には海外の安い茶葉を輸入して加工する大量生産・大量
販売であったと聞いておりますが、祖父が社長、父が専務の時代
に当社にとって大きな変化がありました。その一つが昭和57年
に磯部晶策先生※1と出会ったことでした。当時は食品の安全・ 
安心を提唱する声はあまり聞きませんでしたが、先生との出会い
をきっかけに安全・安心に力を注ぐことになりました。
二つ目の出来事が昭和58年に第34回全国植樹祭で来県
された昭和天皇に加賀棒茶を献上させていただいたことです。 

当時、一番茶（冬越え後の新芽）は緑茶として販売し、焙じ茶の原料
は二番茶以降というのが当たり前でしたが、天皇陛下が焙じ茶を
好まれるという情報を得て、茶葉の選定から焙じ方まで試行錯誤
した末に、一番茶を使用した最高品質の加賀棒茶を開発すること
が出来ました。このことをきっかけに、「献上加賀棒茶」※2という名
前で、一番茶の茎の焙じ茶を一つのブランドとして商品化しました。

事業の展開と現在
─ 大学と連携して 

加賀棒茶の味や香りの解明をされているそうですね。
加賀棒茶の味や香りの研究をするために2006年にいしかわ
大学連携インキュベータ（i-BIRD）に入居しました。隣接する石川
県立大学や金沢工業大学、工業試験場と連携しながら良質な茶
葉が育つ土壌の分析、味や香りに関する成分分析を行っています。
献上加賀棒茶は一番茶の茎を焙じたものなのですが、茶葉の
状態や焙じ方で味や香りが変わります。焙煎する際の火力や 
スピードなど、製造条件を一定にしても味と香りが変化すること
があります。現在、官能評価のみで「美味しい」の基準を決めて 
いるのですが、今後は科学的な目というか客観的指標が必要で
はないかと考えています。すべてのロットを製造現場の従業員が
試飲をして、さらにオフィスの従業員が試飲をすることで一定 
水準の商品を提供しているのですが、成分分析等を行うことで 
さらに品質を高めていくことが出来ると考えています。

─ 喫茶室の展開やブランド力向上に注力されているそうですね。
日本茶を愉しんでいただける場として、1994年に金沢市 
東山で「茶房 一笑」、2003年に本社敷地内で「茶房 実生」を
始めました。また、2015年にはJR富山駅・きときと市場とや

150年の伝統を守りつつ、市場に応じた事業モデル転換に加え、科学的評価にも 
取り組む老舗企業の新事業展開について「株式会社丸八製茶場」の丸谷誠慶社長に
お話をうかがいました。

BI入居企業 活動報告

株式会社丸八製茶場

お茶の茎の部分を焙じる加賀棒茶を、昭和天
皇への献上用に厳選された素材と製法で仕上
げた「献上加賀棒茶」のブランドを中心に、九
谷焼柄のパッケージが人気のテトラシリーズ
等が北陸土産として東京でも販売されてい
る。石川県内に2件、富山県に1件、茶房を構え
るなど、お茶の提供にとどまらずお茶を飲む
文化も提供している。

加賀いろはテトラシリーズ製
品
紹
介

創業150年超の
老舗企業の

時代に　応じて変革する
新事業展開
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1863年 ■ 茶業を創業
1954年 10月 ■ 法人化し株式会社丸八製茶場を設立
1983年 ■ 磯部晶策氏主宰「良い食品づくりの会」に入会
2003年 10月 ■ オープン工場併設の新社屋建設
2006年 11月 ■ i-BIRDに入居
2011年 9月 ■ いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活性化ファンド）採択
2013年 10月 ■ 近畿大学と官能評価について研究開始
2013年 10月 ■ 現代表・丸谷誠慶氏が社長就任

丸谷 誠慶 社長

会社概要
入 居 B I いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）
代表取締役 丸谷　誠慶
所 在 地 石川県加賀市動橋町タ1番8
事業概要 日本茶の製造・販売

日本茶の官能評価を実証する成分分析・研究
日本茶インストラクター養成等

U R L http://www.kagaboucha.co.jp/

● 入居のきっかけ
石川県立大学との共同研究を行っていましたので、i-BIRD
の存在は知っていました。安定的に良い商品をお客様にお
届けするために、加賀茶の味と香りを分析する拠点として活
用することにしました。また、複数の加賀茶製品メーカーと
共同して実施する「加賀茶研究会」の開催拠点としても位置
付けています。

● 入居しての変化
自社単独で商いを行っているだけでは新たな発想が出てき
ません。加賀茶研究会を開催する場が出来たことが大きい
と考えています。

●  入居してよかったこと、将来の入居者へのメッセージ
様々な情報が得られるようになったということが一番大き
いのではないでしょうか。常設のインキュベーションマネー
ジャーがいつも見守っていてくれます。

i-BIRDでは石川県内の企業や大学、支援機関、行政機関とのネッ
トワーク構築の更なる強化のため入居企業との情報交換や事業
化のサポートを行っています。丸八製茶場の丸谷社長は「加賀茶

研究会」の立上げから3年の活動を通じて一層の成果と更なるチャレンジを進めて
おられます。研究開発にかける大学シーズ、企業ニーズを拾い上げて企業と大学が
コラボレーションする機会を、これからも増やしていきたいと思います。

いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）
インキュベーションマネージャー
鈴木 浩吉　　　　　　　　　

マルシェ内に、日本茶と日本酒のコラボ空間として「syn」を 
開設しました。多くの方に愉しんでいただき日本茶に興味を
持っていただければと考えています。
ブランド力向上という意味では、昨年茶房 実生を改装した 
際に「いしかわインテリアデザイン大賞」を受賞いたしました。 
また、本社の屋外看板も「いしかわ広告景観賞」を受賞いたし 
ました。本当にありがたいことだと感謝しております。

─加賀茶研究会についてもお聞かせください。
現在、石川県茶商工業協同組合の若手経営者を巻き込んで
加賀茶研究会を毎月開催しています。i-BIRDはメンバーが集
まる場として最適です。日本では緑茶の需要が減少傾向にあり
ます。加賀茶研究会を通して共に学び、新たな取り組みを全国
に発信して「加賀茶」のブランド力を高めたいと考えています。

そして、これから
─今後の展望をお聞かせください。
企業として成長は重要ですが、規模の拡大のみが目的であって

はいけないと考えています。まずは国内市場で日本茶、加賀茶の
認知度を高め、家庭内に浸透させていきたいと考えています。 
また、急須でお茶を入れる習慣がない若い世代にも愉しんで 
いただける工夫が必要であると考えています。ティーバッグ商品
「加賀いろはテトラシリーズ」は、多忙な女性でも気軽に本物の 
日本茶を愉しんでいただきたいというコンセプトで開発しました。
家庭内で日本茶を愉しむためにどうするか、お茶の文化を 
変えるくらいの発想で取り組んでいきたいと考えています。 
通常の商いをしているだけでは新たな発想は生まれてきません。
複数の加賀茶製品メーカーで集まり、新商品や新サービスを 
考える「加賀茶研究会」は新たな発想を生み出すための仕組み
の一つです。日本茶だけに拘らず珈琲や紅茶などを研究する 
ことも大切だと感じています。
海外の日本茶ブームをどう取り込むかということにも関心は
あります。以前、ロンドンの展示会に出展したのですが、日本との
水質の違いによって期待した香りが出ないといったことがあり 
ました。海外展開する上でも水質と加賀茶の関係についても 
分析する必要があると考えています。

from IM
インキュベーションの利用

BI紹介

※1 磯部晶策氏：『食品を見わける』（岩波新書）の著書などで知られる　　※2 「献上加賀棒茶」　株式会社丸八製茶場の登録商標

いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）
金沢大、北陸先端科学技術大学院大、石川県立大、金沢工業大と一体となって、これ
ら4大学から生み出されるライフケア、医療、環境、食品等分野の研究成果を事業
化するための大学連携型インキュベーション施設です。県立大とは連絡通路でつな
がり、機器利用等に便利です。また、大学と連携したシーズ発掘セミナーや、企業間・
産学間のマッチングセミナーなどの
イベントを多数開催しています。
施設データ
〒921-8836 石川県野々市市末松3-570
Tel：076-246-4150　Fax：076-246-4270

創業150年超の
老舗企業の

時代に　応じて変革する
新事業展開
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5
起業、会社のおいたち

─なぜ環境事業を始めたのですか?
私は研究開発が大好きで、それを事業にしたいと考えました。
興味関心は、「危険」、「汚い」、「臭い」と言われている分野です。 
助成金に頼らず、自前で研究開発に基づくものづくりを行い、
オリジナル、オンリー1を目指すというのが私のモットーです。
最初に開発したのは放射線遮蔽Ceramicsクリートとい

う商品です。読んで字のごとく放射線の遮蔽が可能なセラミ
クスを開発しました。東日本大震災による原発事故後の周辺
市町村の復興には強い関心があります。例えば、避難自治体
で最初に帰村宣言した村では震災前に2,700人いた人口が
震災後には1,700人になってしまいました。真の復興のため
には、雇用を生み出す産業が育つことが重要だと考えています。
山林は除染が必要なのですが、技術・コストの面で難しく手が

付けられていません。われわれが構想していることは山林の
木を焼却することで発電し、農業や山の中で海の魚を育てる
という事業に活用するということです。焼却した時に出る灰
は、放射線遮蔽コンテナ・容器に保存すれば安全です。現在、
村の人口増加対策として自治体と企画を立案しています。
様々な問い合わせがあり、芽が出つつありますが、放射線は
事業化まで少し時間がかかりそうです。

事業の展開と現在
─ 現在注力しているアスベストの無害化事業について 

お聞かせください
現在注力しているのは、アスベストの無害化による新たな
回収方法の確立です。アスベストは現在では使用が禁止され
た物質ですが、アスベストが使用されている建物は今なお多
く残っています。これらを解体する時には、大気汚染防止法に
基づき、都道府県等に届出を行い、アスベスト飛散防止のた
めの作業基準を遵守しなければなりません。労働安全衛生
法、産業廃棄物処理法等の遵守も必要になります。飛散した
アスベストを吸い込むと針状結晶が肺に刺さり中皮腫や肺が
んの危険性があります。したがって解体には危険が伴い、それ
を防止するための多大なコストが発生しています。
アスベストは針状結晶の鉱物なので、元来、強酸で分解す
る方法が試みられてきましたが、結晶を変化させることは難
しかったというのが実情です。当社はこの針状結晶を変化す
る液体を開発することに成功しました。X線でも結晶構造が
変わっていることを確認済みです。さらに安全を期すために
ロボットに噴霧器を装着し、遠隔操作で作業することを考えて

独自の開発力で放射線やアスベストといった環境課題を改善する素材の開発に取り組み、 
将来は上場を見据えた展開を行う設立2年目のベンチャー企業「株式会社JPカンファレンス」
代表取締役の羽根田 晃氏にお話をうかがいました。

BI入居企業 活動報告

株式会社JPカンファレンス

アスベストを無害化する薬剤「JP-010」製
品
紹
介 アスベストの有害物質である針状結晶「クリソタイル」を 

分解して無害化する薬剤「JP-010」。防音・断熱用にアスベ
ストを施工した建物解体時に、本薬剤を噴霧することでア
スベストを無害化し安全な状態で作業を行える。将来的に
はロボットに
よる噴霧作業
も導入し、より
安全な撤去作
業を実現する
予定。

使用前 使用後（黄色に変化）

最先端技術と
自由な発想で

環境浄 化問題に取り組む

開発 型ベンチャー企業
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BI紹介

2010年 1月 ■ 水素発生セラミックスを発表
2011年 12月 ■ 放射性物質除去剤開発開始
2012年 12月 ■ 一般財団法人 日本最先端技術研究所設立
2015年 1月 ■ 株式会社JPカンファレンス設立

クリエイション・コア名古屋入居
2015年 10月 ■ 株式上場計画推進室設置
2015年 12月 ■ 資源環境型ものづくりシンポジウム 委員長賞受賞

羽根田 晃 代表取締役

会社概要
入 居 B I クリエイション・コア名古屋
代表取締役 羽根田 晃
所 在 地 愛知県名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞

2266-22
クリエイション・コア名古屋206号室

事業概要 放射能遮蔽材、アスベスト無害化薬剤などの
環境浄化材料の開発、提供

U R L http://kn-inter.co.jp/index.html

● 入居のきっかけ
周辺に研究所の多い、そういう所に身を置きたいと考え、クリ
エイション・コア名古屋を選びました。ここであれば、専門家と
話す機会も増えると考えました。また、事業を進める上では多
くの機械や評価装置が必要になりますが、高額で購入すること
は不可能なので、周辺施設や企業など機械や評価装置を利用
できる環境がある事も魅力でした。

● 入居しての変化
IMによるマッチングで、同じく入居企業の株式会社日本環境
アセスと連携し、データ分析等が進みました。当初は1事業から
スタートし、現在は、3本の事業を柱とする目処がつきました。

● 入居してよかったこと、将来の入居者へのメッセージ
研究は楽しい、好きなことをやりたい。そんな想いを共有する
入居企業同士が、違う観点で話が出来ることが、とても良いと
感じています。結局ビジネスは良質なネットワークで成り立っ
ていると思いますが、ここにはその環境が整っていると思って
います。

同社は、放射線遮蔽材、アスベスト・RCF（リフラクトリーセラ
ミックファイバー）処理剤、環境浄化設定剤等の開発を通じて、
様々な環境問題を解決しようとする会社です。同社の成長・発

展のための支援を行なうことによって、これらの製品が世界中に広まり、社会に
取り残されている課題の解決につながることを期待しているところです。

クリエイション・コア名古屋
インキュベーションマネージャー
速田 義博

施設データ
〒463-0003 愛知県名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2266-22
Tel.052-736-3909　Fax.052-736-3909

います。これに関しては、大手・中堅のゼネコン等から多くの
問合せをいただいております。これらが実現すると従来の解
体費用の二分の一から三分の一を実現できる試算です。
最近では、ハーバード大学の先生を中心に集まった方々と
テレビ会議を実施するなど、海外からも注目を浴びるように 
なりました。

─アスベストの次のターゲットもあるそうですね
実は、RCF（リフラクトリーセラミックファイバー）が平成
27年11月から規制対象になり、労働安全関連法において
「特定化学物質」の「管理第2類物質」に追加される改定が施
行されました。このことにより製鉄所や石油プラント会社から
の問い合わせが急増しています。その他、石膏ボード、スレー
トも規制対象になるため、われわれの活躍する場が広がりそ
うです。既に技術開発は進んでおり期待が持てる事業だと考
えております。

そして、これから
─今後の展開をお聞かせください
当社が開発した技術は、今までの物理学や化学の教科書に
はない技術だと認識しています。他者と同じことをやっていて
は意味がありません。1%でも可能性があるならば、挑戦した
いという気持ちがあります。常識では考えられないという評
価もいただきますが、正に夢の液体を開発したという自負が
あります。しかし、技術開発が出来たことと事業化に成功する
ことは違います。現場処理に携わる保証など、いくつか越えな
ければいけない課題があります。また、特許は出さずにブラッ
クボックス化し、製造も全て内製化します。模倣は必ず出現し
ますので、事業化を加速させる必要があると考えています。
現在は非常勤社員を含めて5名の体制ですが、事業を拡大

し若い社員に事業を継承していきたいと考えています。将来
は無借金経営を続けてIPOを実現したいと考えています。 
大型の受注もあり、遠い夢ではなくなってきました。

from IM
インキュベーションの利用

クリエイション・コア名古屋
当施設は、なごやサイエンスパーク内に立地し、研究開発には最適な環境です。
特にものづくりの実験・試作・生産と幅広いステージに対応しています。創業・新
事業の立ち上げ支援、事業化・成長支援等を、常駐IMが行います。また「0号
室支援室」活動として、地域企業、創業者の相談対応を行っていますので、お気
軽にお立ち寄りください。

最先端技術と
自由な発想で

環境浄 化問題に取り組む

開発 型ベンチャー企業
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6
起業、会社のおいたち

─会社設立の経緯をお聞かせください
当社は1979年に創業し、1982年に株式会社テクニカル
サポートとして事業を始めました。当初の従業員は2名で装置
や治具の設計製作を行っていました。徐々に事業領域を広げて、
介護・福祉関連機器に組み込まれるシリンダーの精密ポンプ、
工作機械等に挑戦して参りました。しかし、後発企業でしたし、
場所、設備、人材、資金など多くの課題を抱えていましたので、
その日その日を過ごすのが大変という状況でした。そこで、
ニッチ分野でオンリーワン、ナンバーワンを目指さなければと
いう考えを持つようになりました。
そんな時、前職でお世話になった会社の社長から御声掛け
をいただき、1990年に細江の工業団地テクノランドに進出
することになりました。この時にメカトロ分野に進出しようと
決めました。移転してきた時の従業員数は10名、それから3
年間で30名まで増えました。中小零細では採用は非常に 
難しいのですが、工業団地に移転したことで信用力が高まり

採用、資金調達は上手く乗り越えることができました。

事業の展開と現在
─急激に人材を増やして勝算はあったのでしょうか？
売上高1.6億円の時に、3億円の投資をしました。周囲から
はかなり反対されましたが、自分の中では出来るという自信
がありました。ただ、勝算があったのかと言われると具体的な
ことが見えていたわけではありません。反対に5-6名で 
やっていたら大きな仕事は出来ないでしょう。従業員数が3～
4倍に増えたら、売上高も3～4倍に増える、取引先も増える、
そう信じて取り組みました。電気・電子関連の技術者も採用し、
計測・検査関連の電子部門を立ち上げました。パソコンを活用
した装置を開発して販売しましたが、大手専用機メーカーは
パソコンの活用は取り組んでいませんでしたので、多くの 
受注を獲得することができました。計測装置・検査装置は部品
点数も多く、利益率が低くなりがちですが、当社は機械設計・
電子設計・電気設計から部品加工、組み付け、実装まで一貫 

して社内で行うという強みを有して 
いるので事業としてやってくることが
できました。
 
─順風満帆でしたか？
リーマンショック後に多くの企業が
設備投資を抑制したことで、当社も 
大きな影響を受けました。最大で売上
高75％減という危機もありました
が、品質重視、新製品開発という流れ

自動検査選別装置、計測処理制御装置、光学関連機器、医療関連機器といった幅広い分野で事業を展開。 
現在、EV自動車開発に必須な高速モータ試験用ベンチを開発し注目を浴びている「株式会社テクニカル 
サポート」代表取締役の山本純夫氏にお話をうかがいました。

BI入居企業 活動報告

株式会社テクニカルサポート

EMoTS（Electric Motor Testing 
System）は、高性能化が著しい50kW
以下クラスの高性能モータ（EV用主機・
HV自動車用主機・電動射出成形機用・電動
サーボプレス機用など）の研究開発の現場
をターゲットとした高性能モータ研究開
発総合試験システムです。

高性能モータ試験システム製
品
紹
介

創造と挑戦！
研究開発から

試験・製造までワン  ストップで提供する

エン  ジニアリング企業

インキュベーション事業 平成27年度活動報告25



BI紹介

1979年 1月 ■ 浜松市西ヶ崎町にて創業 
1982年 1月 ■ 株式会社テクニカルサポート設立
1990年 10月 ■ 浜松地域テクノポリス『（協）テクノランド細江』に進出

10月 ■ 機械部門に加え電子部門を開設
1996年 2月 ■ 浜松都田インキュベートセンター内に関連会社設立
1999年 10月 ■ 工場および技術棟を増設
2013年 2月 ■“SRモータに対応可能な高速モータ開発支援ベンチの開発と 

事業化”において、新連携事業認定（関東経済産業局）
2013年 10月 ■ HI-Cubeに入居

山本 純夫 社長

会社概要
入 居 B I 浜松イノベーションキューブ（HI-Cube）
代表取締役 山本 純夫
所 在 地 本社： 静岡県浜松市北区細江町テクノランド

7000-71
研究所： 静岡県浜松市中区和地山3-1-7　

HI-Cube
事業概要 FCV・EV・HEV用モータ性能試験装置開発製造及び試験受託

研究開発支援設備・装置開発製造／製造支援設備開発製造
医療・福祉用機器開発製造、光応用検査装置開発製造

U R L http://www.t-support.co.jp/

● 入居のきっかけ
HI-Cubeはオープンする時から知っていましたが、当時は 
まだ必要性がありませんでした。今は開発拠点、ショールーム
として活用しています。セキュリティーがしっかりしているとい
うことが決め手でした。

● 入居しての変化
入居前は敷居が高いという印象を持っていましたが、実はみん
な優しいです。様々な情報が集まってくるようになりました。展
示会情報、助成金情報などは助かっています。信用力も上がり
ました。大手自動車メーカーの開発担当者と打ち合わせをす
るにも最適の場所です。

● 入居してよかったこと、将来の入居者へのメッセージ
費用は決して安くはない。だけど、それを上回る価値を得るこ
とができます。企業単独で出来ることには限界があると思いま
す。HI-Cubeには優れた企業がいっぱい入居しています。企
業同士が情報交換するだけで新たな連携が生まれてきます。
また、常設のIMから様々な情報提供があります。企業の信用
力も向上します。新たなチャレンジを志す方はぜひ活用されて
みてはいかがでしょうか。

同社は中小企業経営革新法に基づく経営革新計画、関東経済
産業局の新連携認定等を獲得しながら革新的なメカトロ製品
を多数開発してこられました。山本社長は新製品開発のアイ

ディアの源泉であり、ニッチ分野でのオンリーワン、ナンバーワンを目指す経営
の機関車の様な存在です。HI-Cubeでの新事業実施に当たっては、「セキュリ
ティーがしっかりした施設なので、顧客データ等の機密保持が保たれ研究開発
には最適。」「受託評価試験を実施するに当たり、顧客を呼びやすい環境。」「隣接
する静岡大学との連携に好立地。」といった理由から即断即決の入居でした。 
今後はショールーム的な活用も検討されておりますので、IM室一丸となり、経営
のソフト支援は勿論の事、来訪者を心地よく迎えられるよう、施設の更なるオー
プンな雰囲気の醸成に努め同社の信用力の向上に一役かって参る所存です。

浜松イノベーションキューブ（HI-Cube）
チーフインキュベーションマネージャー
今野 瑞嘉

施設データ
〒432-8003 静岡県浜松市中区和地山3-1-7
Tel：053-478-0141　Fax：053-473-7221

もあり、それが追い風になって当社の事業の重要性が益々 
増して何とか乗り越えることができました。お陰様で、現在は
リーマンショック前の売上高を更新して最高益を達成して 
おります。

そして、これから
─新たな取り組みについてお聞かせください
現在注力しているのは電気自動車に搭載されるモータ用
試験ベンチの事業です。自動車も技術革新が進み、エンジン
の自動車から電気自動車に移行しつつあります。電気自動車
になりますと駆動はモータになりますので、モータの性能を
測定し、安心・安全を保証することが重要になってきます。
高速モータ用試験ベンチの装置は新連携という制度を 

活用し当社がモータを開発し、インバータと電源は連携会社
の協力を得ました。20,000回転まで評価可能です。目標と
する25,000回転も実現性が見えてきました。他社にない
当社の強みはモータ、インバータ、電源、計測を全て内製化 
出来る点です。価格も大手企業の約半額で実現可能です。 
現在、多くの自動車メーカーの受託試験をしており、高速モータ
用ベンチの販売実績もあります。低速モータ用試験ベンチも
大学等の研究機関を中心に引き合いがあります。今後はビジ
ネスの成長速度を加速出来ればと考えております。
全く新しい取り組みとしては、五感を数値化することに 
よって、柔らかさ・色調等を判断できるロボットや色調の目視 
検査の自動化などに取り組んでいきます。そのためには異分野
の技術を持つ企業との連携が重要になってくると考えています。

from IM
インキュベーションの利用

浜松イノベーションキューブ（HI-Cube）
中小機構が静岡県・浜松市と連携し運営する新事業創出型インキュベーション
施設です。起業家の多様なニーズに対応した24時間利用可能なラボタイプや
オフィスタイプの事業スペースを賃貸するだけでなく、IMが多方面から積極
的に経営をサポートします。また、県内唯一の中小機構サテライトとして、地域
企業が直面する経営課題の解決や、技術力向上・国際化への対応など、さまざ
まな支援を実施しています。

創造と挑戦！
研究開発から

試験・製造までワン  ストップで提供する

エン  ジニアリング企業
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7 BI入居企業 活動報告

事業の展開と現在
─ 非常に新しい技術のようですが、 

具体的には何に活用できるのですか
今、最も注目しているのは素粒子の検出器に使用する超高性
能イメージングセンサーです。素粒子検出器は電荷を帯びた粒
子が物質を通過する際に起こす反応を用いて、粒子の通過時間
や粒子が損失した位置、エネルギーを測定する機器なのです
が、これらは10の－9乗秒という非常に短い時間で起こります。
これらの高速で変化する事象を検出器から長い配線で直接取
り出すことができないため、一時的に検出器の中で情報を保持
し後で読みだすことが必要です。この動作を行うためには、1つ
のピクセルの中に、カウンターとメモリーが必要になります。 
われわれの三次元LSIは、これを実現することが可能です。

─現在までに御苦労されたことは何ですか
一番苦労したことは資金調達です。基本的に競争的研究資
金の獲得によって、実用化研究を続けてきました。中でも東北

経済産業局・戦略的基盤技術高度化
支援事業（平成22年度、平成23年
度、平成27年度）、国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）・イノベーション実用化ベン
チャー支援事業（平成25年度）を活
用することができて非常に助かりまし
た。現在では、お陰様で様々な業界の
大手企業からの受託開発も増え、自立
的経営が出来る水準まできました。

起業、会社のおいたち
─起業の経緯について教えてください
私は東北大学大学院工学研究科で修士課程を修了後、大手
電気メーカーの半導体事業部門でロジック、メモリー、セン
サーの開発に携わってきました。
日本の半導体は世界でトップクラスでしたが、近年では欧
米や韓国、台湾、中国に圧倒されて苦戦を強いられています。
私は新しい半導体技術で日本の半導体を復活させたい、宮城
県内に工場を建設して雇用を創出したいと考え、2010年4
月に東北マイクロテック（株）を設立いたしました。
われわれが開発している三次元LSIというのは、単なる二次
元LSIの代替品・性能向上という位置付けではありません。 
現在開発しているセンサーは、解像度が二次元LSIを使用した
センサーに比べて約100倍上がるというものです。この技術
は弊社最高技術顧問であり、三次元LSIの世界的権威、東北大
学未来科学技術共同研究センターの小柳教授の研究した基
礎技術をもとに、2年半に及ぶ実証実験を通じて確立しました。

東北マイクロテック株式会社
最先端の三次元積層型LSIの研究・開発・製造・販売によって、宮城県からグローバル市場に 
挑戦する東北大学発ベンチャー企業の「東北マイクロテック株式会社」代表取締役の元吉社長に、
会社のおいたちや技術概要、今後の展望についてお話を伺いました。

半導体の集積回路（IC）は、ムーアの法則
に従い微細化が進んできましたが、近年技
術的課題や経済的な問題が生じています。
そこで、微細化に頼らずにICを進化させ
る技術として期待されているのが、三次元
積層型LSI（IC）です。従来のLSIより消費
電力が抑えられ、サイズも小さくすることができます。また、集積回路内を多数の配線で結ぶ
ことができるので、データを同時に多数送ることができます。さらに、MEMSも化合物半導
体も積層できるため、今までにない高機能の集積回路が1チップで実現できます。

三次元積層型LSI製
品
紹
介

 
高付加価値

 
三次元LSIで

 
世界を制する

東北  大学発ベンチャー
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インキュベーションの利用

● 入居のきっかけ
東北大学未来科学技術共同研究センター（NICHe）で小柳教授
と研究を続けてきましたが、実用化の段階で拠点が必要になり、
隣にT-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）があるという
ことを知りました。やはり拠点が近いということが決め手でした。

● 入居しての変化
会社を創ろうと決意して入居したので、意識の変化が大きかったで
す。また様々な情報が得られるようになり、非常に助かっています。
現在は多賀城市にある東北大学の設備で試作開発を行っており
ますが、今後の量産化には宮城県内に工場を建設し、東北の優秀
な人材が集まってこられるような会社を作りたいと考えています。

● 入居してよかったこと、将来の入居者へのメッセージ
一番助かったことは常駐IMからの助成金情報、展示会情報の
提供と出展に向けた支援、資金獲得のアドバイスなど一緒に
汗をかいてくれることです。展示会に出展して、直接顧客の声
を聴く機会も増え、事業戦略立案に非常に役立っています。中
小機構の専門家による出張相談では、IPOに向けた相談をし
ました。売上高や原価の積み上げを具体的に実施していくこと
で、しっかりとした利益計画を立案することができました。戦略
上実施すべきこと、実施すべきでないことも明確になり、総合
的な支援のありがたさを実感しております。

会社設立後は売上が伸びずに苦労した時期もあった同社です
が、元吉社長が国内・海外を飛び回り、資金調達に販路開拓に
と努力してきた結果、受注件数は激増し、量産を視野に入れ 

られるところまで伸びてきました。骨身を惜しまず働き続ける元吉社長からは、
「再び日本の半導体を復活させたい」という技術者としての執念、熱い思いが 
伝わってきます。同社は現在、量産体制を整備するための設備資金の調達が 
最大の課題です。T-Bizでは、資金調達や販路開拓をはじめとして、様々な課題
に対して全力でご支援をして参ります。

T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）
チーフインキュベーションマネージャー
大原 隆義

そして、これから
─今後の展望、ビジョンをお聞かせください
われわれは受託開発が最終ゴールではありません。三次元
LSIを量産化して販売するところまで目指したいと考えていま
す。三次元LSIの市場はまだ形成されていません。二次元の
LSIは技術の進歩も読めるし、業界共通のロードマップが存在
します。一方、三次元LSIは性能が飛躍的に向上するので、ユー
ザーがアプリケーションをイメージできない状況にあるのだと
思います。ユーザーがまだ気づいていない価値を如何に認知
していただくか、マーケティング活動が重要になります。
その第一弾が、先ほどお話しした素粒子の検出器に使用す
る超高性能イメージングセンサーです。今年の8月にシカゴで
展示会と併設の学会（International Conference on 
High Energy Physics in CHICAGO）が開かれます。

そこでわれわれの成果を発信する予定です。ここで認知度が向
上して問い合わせや引き合いが増えると期待しています。その
先はデザインインで企画段階から一緒に進めていくことになり
ます。サンプル出荷後の評価には通常2年から3年かかります
ので、成長期も2、3年後から始まるのではないでしょうか。水が
上から下に流れるように三次元LSIは確実に進みつつあるし、
そのトレンドを創りつつ先頭を走っていきたいと思います。
われわれの三次元LSIは、世界最小ピッチのマイクロバンプ
で、さらに小さくすることが可能です。しかし、一度発表したら模
倣が出てくることは避けられません。新技術に関する特許戦略
も重要になりますし、そのための資金も必要になります。この
三次元LSIの市場は約300億円程度で大企業の参入は難し
いでしょう。われわれはこの市場で中心プレイヤーになり、さら
により大きな市場に挑戦していきたいと思っています。

from IM

BI紹介

2010年 4月 ■ 東北マイクロテック株式会社設立
6月 ■ T-Bizに入居 
8月 ■ 戦略的基盤技術高度化支援事業採択（脳プローブ）

2011年 12月 ■ 戦略的基盤技術高度化支援事業採択（三次元LSI）
2013年 10月 ■ 多賀城市に三次元スーパーチップLSI試作製造拠点設置
2014年 6月 ■ NEDOイノベーション実用化ベンチャー支援事業採択
2015年 7月 ■ 戦略的基盤技術高度化支援事業採択（三次元LSI）

10月 ■ 第3回TOKYOイノベーションリーダーズサミット出展
12月 ■ SEMICON JAPAN 2015出展

元吉 真 社長

会社概要
入 居 B I T-Biz 

（東北大学連携ビジネスインキュベータ）
代表取締役 元吉 真
所 在 地 本社： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 

6-6-40 T-Biz 203号室
事業概要 三次元積層型LSIデバイスの 

研究・開発・製造・販売
U R L http://www.t-microtec.com/

T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）
東北大発ベンチャーや、東北大と連携する中小企業等を支援しているインキュ
ベーション施設です。東北大青葉山キャンパスに立地し、産学連携に取り組む上
で最適の環境であると同時に、仙台市地下鉄東西線の青葉山駅から徒歩2分
（仙台駅から約15分）という、抜群の交通アクセスを誇ります。IMが常駐し、 
事業計画の作成や資金調達、販路開拓など、入居企業の様々な課題解決に 
向けてサポートしています。

施設データ
〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40
Tel：022-726-5866　Fax：022-721-0630

 
高付加価値

 
三次元LSIで

 
世界を制する

東北  大学発ベンチャー
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8
起業、会社のおいたち

─会社設立の経緯をお聞かせください
当社は1993年に組込みソフトウェアの設計をする企業と

して設立しました。中堅印刷機メーカーがガリ版印刷からデジ
タル印刷機開発にシフトしていく際にお声掛けいただいた 
ことがきっかけでした。今でも組込みソフトは当社事業の 
中核であり、この中堅印刷機メーカーとは継続的な御取引が
あります。

─3Dスキャナを開発したきっかけはなんでしたか？
創業者の太田社長は会社を設立した以上は自社製品が欲

しいと考えており、以前からそのチャンスを窺っていました。
その一連の調査活動の中で、警察において、犯人の足跡は 
石膏で流し込んだものを証拠として保管しているが、これらを
デジタル情報で残したいというニーズがあることを掴みま 
した。当時、当社には3Dスキャニング技術は無かったため、
以前から社長と仕事上の関係があった私に相談がありま 
した。私は、3Dスキャナ光源の開発経験があり、また、大手 

電機メーカーで光通信機器の開発を行い、その後ベンチャー
企業の役員として開発に携わってきた経験がありました。 
お話をしているうちに、社長の情熱に心を動かされて当社で
第二創業を目指すことになりました。

事業の展開と現在
─3Dスキャナ事業立ち上げは順調に進みましたか？
結果として、必要な精度が予想以上に厳しかったことから、
犯人の足跡情報のデジタル化は事業にはなりませんでした。
しかし、この時の開発コンセプトである「デジカメ感覚で使用
できる3Dスキャナ」が、その後の製品開発の指針として確立
されました。そして完成した3Dスキャナが「Hapimo：3D」
です。現在は3Dデータを活用したアプリケーションを開発 
している研究者や企業に販売しています。この一連の開発で、
理想を追求した製品・事業が100％完成しなくても、そこ 
までで得られたことを活かして製品化・事業化すれば良い 
ということを学びました。

─ 事業立ち上げで御苦労された
ことはなんでしたか？

われわれは下請け企業でした 
ので最初は非常に苦労しました。 
開発ってなんだろうということから
始まりました。新しいものを創造し
ていく仕組みやルールもありませ
んでした。もちろん営業もいません
でした。大企業なら当たり前の機能

3Dスキャナ開発及び3Dアプリケーション技術の開発・製造により、下請け企業から
自社製品の販売を目指すベンチャー企業「株式会社ノア」取締役・北海道技術開発 
センター長の長枝氏にお話を伺いました。

BI入居企業 活動報告

株式会社ノア

デジカメ感覚で誰でもすぐに使える
3Dスキャナ「Hapimo：3D」。従来
の大型3Dスキャナでは出来なかった
簡単、瞬時の3Dスキャンを可能に
した製品である。

Hapimo：3D製
品
紹
介

Hapimo： Handy-Portable-Instant-Modeler

下請け脱却を 
目指して 

自社製品の開発  ・販売を手掛ける
ベンチャー企業

インキュベーション事業 平成27年度活動報告29



BI紹介

1993年 3月 ■ 株式会社ノア設立
2010年 1月 ■ 3Dスキャナ開発に着手

6月 ■ 札幌市に北海道技術開発センターを開設
2011年 1月 ■ サポイン（戦略的基盤技術高度化支援）事業採択
2013年 9月 ■ 北大BSに入居

11月 ■「ビジネスEXPO2013」へ出展
2014年 11月 ■「新価値創造展inTOKYO」中小機構ブース出展
2015年 5月 ■「新価値創造展inKansai」中小機構ブース出展

長枝 浩 取締役

会社概要
入 居 B I 北大ビジネス・スプリング（北大BS）
代表取締役 太田 初
所 在 地 本社：茨城県つくば市並木3-17-6

北海道技術開発センター：
北海道札幌市北区北21条西12丁目2 
北大ビジネススプリング

事業概要 組み込みソフトウェアの受託
アプリケーションソフトウェアの受託
光学機器製造の受託
3Dスキャナ開発及び3Dアプリケーション
技術の開発・製造

U R L http://www.kknoa.co.jp/

● 入居のきっかけ
当初は工業試験場のインキュベーションルームで3年間研究
開発を実施。その後、前職時代から知っていた北大BSへ申込
みを行いました。

● 入居しての変化
北大BSを北海道技術開発センターと位置づけ、3Dスキャナ
の開発を継続。試行錯誤を経て2014年6月に前述の
Hapimo：3Dの販売を開始することが出来ました。

●  入居してよかったこと、 
将来の入居者へのメッセージ
施設も新しく、気持ちよく過ごせている。IMが相談にのって 
くれるなど支援が充実しており、特に創業したばかりの方に
とっては非常に使いやすい施設ではないでしょうか。

同社は、一言で言い尽くせない様々な出会いが織りなす人間
模様で現在の事業に至っています。ですから事業推進上欠かせ
ない人間力が同社の強みであり、技術を支える原動力であり 

ます。そしてこの技術。生産性の更なる向上が求められる畜産分野、建設分野で
の課題解決に寄与することが期待されています。機構では、個別企業マッチング
の機会を提供することを中心にニーズの深耕を図りつつ顧客拡大の継続支援
に努め、同社の目標達成に少しでもお役に立てればと思っています。

北大ビジネス・スプリング（北大BS）
チーフインキュベーションマネージャー
松居 正道

施設データ
〒001-0021 北海道札幌市北区北21条西12丁目2
Tel：011-728-8686　Fax：011-728-8687

が下請け企業にはないんです。3Dスキャナの開発を始めて
から従業員の意識がだいぶ変わりました。それが一番の成果
です。

─事業立ち上げの際に工夫されたことはありましたか？
一番大切なことは多くの方のご協力を得たということだと
感じています。技術的な面では鹿児島大学や北海道大学と 
共同研究をしています。3Dスキャナ製品化に当たっては、 
北海道立総合研究機構・工業試験場でアドバイスもいただき
ました。北海道経済産業局の戦略的基盤技術高度化支援事業
（サポイン）も3Dスキャナの製品開発、用途開発で活用して
いますし、中小機構が主催する新価値創造展（2014年東京、
2015年大阪）にも出展させていただきました。

そして、これから
─ 今後の展望について、 

どのようなことに取り組みたいとお考えですか？
今は製品の認知度を高めて、Hapimo：3Dを活用した
サービス・事業を開発していく段階です。既に複数の機関から
医療機器、酪農、製造現場といった分野に活用できないかと
いう相談があり共同研究も進んでいます。中小機構の販路 
開拓コーディネート事業にも採択されテストマーケティング
を実施する段階まで来ています。
従業員9名の内、6名が3Dスキャナ事業を担当しています。
一方、この事業の売上高はまだ2割程度です。3年後には、 
売上高の8割が3Dスキャナ事業となるように頑張りたい 
です。それが社長への恩返しだと思っています。

from IM
インキュベーションの利用

北大ビジネス・スプリング（北大BS）
北海道大学北キャンパス内に立地する北大ビジネス・スプリングは、大学など
の研究機関やオープンラボなどの施設が集積するビジネスに最適な立地環境
にあります。自治体、地元経済界などとの連携や多彩な支援メニューをフル活
用して、入居者の事業活動を強力
にサポートします!

下請け脱却を 
目指して 

自社製品の開発  ・販売を手掛ける
ベンチャー企業
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起業、会社のおいたち
―会社設立の経緯をお聞かせください。
私はかつて、世界的なシステムインテグレーター企業に勤務

し、センサー機器、画像データを表示するディスプレイモニ
ターの開発・製造に従事していました。モニターといっても、
当時は勢いのあったテレビやパソコン用のものが主軸でした。
私は時代の流れによって需要が激しく変動するのを感じて 
いたので、より安定した需要が見込める新たな市場への参入
を視野にスピンアウト。当時の仲間ととともに立ち上げたの
が、この「野洲メディカルイメージングテクノロジー」です。

̶医療分野に着眼された理由は何ですか？
IT機器等で使用するものと、X線を検知するものとを比較

した時、モニターの基幹部材の考え方は同じであることが 
前提としてありました。かつての所属企業で研究していた技術
を応用できるものとして、最終的にたどり着いたのが医療用
X線デバイスでした。また、テレビやパソコンと比較すると 
医療分野はとてもニッチな市場ですが、非常に安定していて
将来性もある。それ自体が大きな魅力でした。

̶御社の製品の特長を教えてください。
電磁波であるX線を、ひとの目で見える可視光に変換する
デバイスが、シンチレーターです。X線検査では、これまで 
アナログフィルムに現像する手法が主流でしたが、検知した
データをデジタルイメージへと変換する手法への移行が 
進んでいます。アナログフィルムからデジタルデータに移行
することで、大幅な時間の短縮を実現。画像の保管という面
でも、大きなメリットをもたらしています。当社のシンチレー
ターの特長は、少ないX線でより細微な病変部を検出できる
点にあります。これにより被験者様はもちろん、1日に大量の
検査を行う放射線技師の方の身体的な負担を軽減できる 
ことが、最大の特長だと自負しています。

事業の展開と現在
̶これまでの発展の経緯を教えてください。
会社設立以後、別の場所にあったラボで下実験を重ねていた
のですが、手狭になったこともあって立命館大学BKCイン
キュベータにお世話になることに。居室をクリーンルーム仕様
とし、朝から晩までX線を可視化するための実験に明け暮れ
ていました。そこで可視化するためのタネを発見できたこと
が、最初のステップになりました。その後、キャパシティを増や
し生産効率がアップ。事業のベースができあがり、定常的に製
品を生産するために、2015年6月に野洲市内に本社を竣工
し、卒業させていただきました。お客様の信頼をいただいたこ

野洲メディカルイメージングテクノロジーは、デジタル
X線撮影用シンチレーターの開発・製造を行う2011年
設立のベンチャー企業。世界を舞台に躍進を続ける 
同社の原 伸二代表取締役副社長にお話しを伺った。

野洲メディカルイメージング 
テクノロジー株式会社

野洲メディカルイメージングテクノロジーは、X線を光に変換
するシンチレーターを開発製造することで世界に貢献する 
企業。シンチレーターをセンサーに直接取り付ける高度な 
技術でX線被ばく量低減に大きく貢献。

高性能シンチレーター製
品
紹
介

卒業企業に聞く! これまで数多くのベンチャー企業が中小機構のインキュベータで力を蓄え、羽ばたいて
いった。ここでは、その卒業企業の中から、いま話題の1社をクローズアップする。 滋賀・野洲から

世界市場へ。

高性能　シンチレーターの

開発によっ  て医療診断分野の
発展に貢献する!
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立命館大学BKCインキュベータ
当施設は、中小機構が、立命館大学、滋賀県、草津市、大津市等と協働しながら、
運営しています。IM（インキュベーションマネジャー）室に常駐するスタッフが、 
立命館大学との連携促進を柱に、様々なネットワークも活用しながら各種情報 
提供・経営支援・技術相談・セミナー開催等により、
入居企業や地元企業の事業展開
をサポートしています。 BI紹介

2011年 2月 ■ 滋賀県野洲市にて会社設立
2011年 4月 ■ 米国に子会社設立
2011年 5月 ■ 滋賀県草津市に草津工場開設
2011年 11月 ■ 台湾に子会社設立
2012年 1月 ■ 立命館大学BKCインキュベータ入居
2013年 1月 ■ 滋賀県守山市に守山工場開設
2013年 2月 ■ 東京支店開設
2015年 6月 ■ 野洲市内に新社屋完成、本社移転
2015年 10月 ■ 立命館大学BKCインキュベータ卒業

国本 文亨 社長

会社概要
卒 業 B I 立命館大学BKCインキュベータ
代表取締役 国本 文亨
所 在 地 〒520-2413 滋賀県野洲市吉地 628番地
事業概要 放射線用受光センサー及び高性能表示装置 

並びに同部品の開発製造
U R L http://www.ymitech.co.jp/

● 入居のきっかけ
新たに実験装置などを増やすことになり、より広いキャパ 
シティが必要となりました。さまざまな選択肢から新天地を探す
中で、施設・設備などのハード面、スタッフの方々のサポートと
いったソフト面でも満足のいく、この立命館大学BKCインキュ
ベータへの入居を決めました。

● 入居から卒業まで
入居以来、X線を可視化するための実験に取り組み、事業の
ベースを確立。製品化に向けた改良を続け、新製品の開発を
機に2015年6月に本社工場を竣工。同年10月に立命館 
大学BKCインキュベータを卒業させていただきました。

● 入居してよかったこと、将来の入居者へのメッセージ
一番のメリットは、同じキャンパス内に充実した図書館がある 
こと。必要な情報が身近にあり、すぐに入手できることは、もの
づくりを行う新興企業にとっては最大の利点だと思います。 
また、昼食などはカフェテリアを利用させていただき、意欲的
な学生さんの活気や熱意に触れることで、スタッフのモチベー
ションアップ、リフレッシュにも大きな効果がありました。

当社は注目のベンチャー企業様で、主に海外を視野に販売戦
略を展開されています。ベースとなるコア技術を生かした製品
は、医療機器の巨大市場において確実にニーズを満たし、今後
も売上増加の期待が大きいと言えます。当該インキュベータ卒
業後も、滋賀を代表するリーディングカンパニーとして、様々な
場面でご支援させていただく所存です。

立命館大学BKCインキュベータ
チーフインキュベーションマネジャー　三宅 裕之

施設データ
〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1
Tel：077-566-8333　Fax：077-566-8361

と、我々もそれに応えるために品質向上に取り組んだ結果と 
して、設立から現在まで倍々で売り上げを伸ばしています。

̶インキュベータに入居したことで利点は？
大学のキャンパス内にあり、図書館を毎日のように利用させて
いただきました。充実した蔵書や貴重な文献が豊富に揃って
いて、情報がすぐに入手できたことは、私どもにとって非常に
大きな力となりました。また同大学には、私たちの専門分野で
ある画像処理に関連する研究室も多く、大学教授の方から 
生の声を聞けたこと、知的資産を共有できたことなど、たく 
さんのメリットがありました。別の場所にオフィスを構えた 
場合と比べると、非常に大きな価値があったと思っています。

̶海外での展開について、教えてください。
設立当初から、海外での事業展開を視野に入れていました。
かつて勤めていた企業から、ともにスピンアウトした同僚が 

中心となって、USオフィスを設立。また私どもが以前働いて
いた台湾にもオフィスを構えることができました。大きな医療
市場を持つアメリカ、将来性のある中国市場への進出が見込
める台湾という2つの拠点を持つことで、今後さらなるビジ
ネス拡大をめざしています。

そして、これから
̶今後の抱負を教えてください。
現在、アメリカ、中国、ヨーロッパにも商流を持たせていた 
だいていますが、南米などそれ以外の地域にも事業展開を 
進めたいと思っています。そのうえで世界中のお客様から、
「日本にあるあの会社に相談してみたら、何か提案してもら 
えるかもしれない」というように、ファーストコンタクトをいた
だける企業をめざして、品質向上をめざしていこうと思って 
います。今後も当社の理念である三方良しの商売を行い、 
地域・国家に貢献するとともに社員の幸福を実現していきます。

from IM
インキュベーションの利用

滋賀・野洲から
世界市場へ。

高性能　シンチレーターの

開発によっ  て医療診断分野の
発展に貢献する!
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全国32拠点、入居企業数560社以上。
（2016年3月末現在）

中小機構は国内最大級のインキュベーション事業者です。

インキュベーションとは、英語で“（卵などが）ふ化する”という意味で、これ
になぞらえ、新しいビジネスの成長・事業化を促進することを「（ビジネス）
インキュベーション」と称し、そのための施設を（ビジネス）インキュベータ
（略称 ： BI）と呼びます。

➡ インキュベーションとしての活動内容については、02ページをご覧ください。

インキュベータでは、皆さまに適した事業スペースを提供する「ハード」と、
インキュベーションマネージャー（IM）を通じ様々なサービスを提供する 
「ソフト」の2つの側面により、ビジネスをサポートしています。

➡ 具体的な活用事例については、15～32ページの「BI入居企業 活動報告」をご覧ください。

インキュベーションマネージャー（IM）とは、インキュベーション入居企業
および周辺地域企業の皆さまの新規事業の展開を様々な面からサポート
するために、施設内のIM室に常駐する支援スタッフです。中小機構のイン
キュベーションでは、中小機構、自治体、支援機関、大学等の異なる組織か
ら編成されたIMによって多面的な企業支援を行っています。

➡ 詳細は、05ページをご覧ください。

中小機構は、国の機関（経済産業省所管独立行政法人）として、中小企業が
抱える課題や要望について、様々な角度から具体的な支援策を提供してい
ます。中小機構のインキュベーション事業は、全国ネットワークと公的機関 
であるという特性を生かし、皆さまのお役に立つとともに、将来に向けての 
新しい産業構造の構築・地域経済の発展に寄与することを目指しています。

インキュベーション事業 平成27年度活動報告33



中小機構のインキュベーションとは

●起業を目指す者
● 新事業を目指す 
中小企業

●大学発ベンチャー
等

次世代を担う企業群

自治体（都道府県・市町村）

入居者への賃料補助
IMの配置等の支援

研究成果の産業化
技術面での指導
設備の利用　等

大 学 等

地域の支援機関

地域の企業等

自
治
体
か
ら
の
事
業
要
請

●新産業の創出
●地域への定着

共同研究等

施設運営
IMの配置
入居者の支援

支援

機構インキュベータ

IM

入居期間は原則5年以内

連 携

入 居

卒 業

更なる
成長

中小機構のインキュベーション事業の仕組み（イメージ）
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本部  創業・ベンチャー支援課
〒105-8453  東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル　Tel.03-5470-1574

http://www.smrj.go.jp/incubation/

お問い合わせ・ご相談

大学連携型起業家育成施設
産学官連携による研究開発を促進し、新事業創出に資する
大学等と連携した起業家育成施設の運営を行います。

新事業創出型事業施設
地域における新たな事業の創出に取り組む事業者の用に
供する施設の運営を行います。

北海道
北海道本部／地域振興課
〒060-0002
北海道札幌市中央区北2条西1-1-7 ORE札幌ビル6階
Tel.011-210-7473

01  北大ビジネス・スプリング
〒001-0021  北海道札幌市北区北21条西12-2
Tel.011-728-8686　Fax.011-728-8687

東　北
東北本部／地域振興課
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル6階
Tel.022-399-9058

02  T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）
〒980-8579  宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40
Tel.022-726-5866　Fax.022-721-0630

関　東
関東本部／支援拠点サポート課
〒105-8453
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
Tel.03-5470-1616

03  インキュベーション・オン・キャンパス本庄早稲田
〒367-0035  埼玉県本庄市西富田1011
（財）本庄早稲田国際リサーチパーク研究推進機構内
Tel.0495-24-7455　Fax.0495-24-7465

04  和光理研インキュベーションプラザ
〒351-0104  埼玉県和光市南2-3-13
Tel.048-450-2041　Fax.048-450-2051

05  クリエイション・コアかずさ
06  かずさバイオインキュベータ
〒292-0818  千葉県木更津市かずさ鎌足2-1-5
かずさインキュベーションセンター内
Tel.0438-52-0131　Fax.0438-20-5072

07  東大柏ベンチャープラザ
〒277-0882  千葉県柏市柏の葉5-4-19
Tel.04-7136-8815　Fax.04-7136-8850

08  千葉大亥鼻イノベーションプラザ
〒260-0856  千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-15
千葉大学亥鼻キャンパス内
Tel.043-221-0981　Fax.043-221-0982

09  ベンチャープラザ船橋
〒273-0864  千葉県船橋市北本町1-17-25
Tel.047-426-9014　Fax.047-460-7722

10  農工大・多摩小金井ベンチャーポート
〒184-0012  東京都小金井市中町2-24-16
東京農工大学小金井キャンパス内
Tel.042-382-3855　Fax.042-382-1566

11  慶應藤沢イノベーションビレッジ（SFC-IV）
〒252-0816  神奈川県藤沢市遠藤4489-105
Tel.0466-49-3910　Fax.0466-49-3911

12  東工大横浜ベンチャープラザ
〒226-8510  神奈川県横浜市緑区長津田町4259-3
Tel.045-989-2205　Fax.045-989-2206

13  浜松イノベーションキューブ（HI-Cube）
〒432-8003  静岡県浜松市中区和地山3-1-7
Tel.053-478-0141　Fax.053-473-7221

中　部
中部本部／支援拠点サポート課
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル4階
Tel.052-201-3009

14  クリエイション・コア名古屋
〒463-0003
愛知県名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2266-22
Tel.052-736-3909　Fax.052-736-3909

15  名古屋医工連携インキュベータ（NALIC）
〒464-0858  愛知県名古屋市千種区千種2-22-8
Tel.052-744-5110　Fax.052-744-5160

北　陸
北陸本部／支援拠点サポート課
〒920-0031
石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル10階
Tel.076-223-5761

16  いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）
〒921-8836  石川県野々市市末松3-570
Tel.076-246-4150　Fax.076-246-4270

近　畿
近畿本部／支援拠点サポート課
〒541-0052
大阪府中央区安土町2丁目3-13 大阪国際ビルディング27階
Tel.06-6264-8617

17  京大桂ベンチャープラザ　北館
〒615-8245  京都府京都市西京区御陵大原1-36
Tel.075-382-1062　Fax.075-382-1072

18  京大桂ベンチャープラザ　南館
〒615-8245  京都府京都市西京区御陵大原1-39
Tel.075-382-1252　Fax.075-382-1262

19  クリエイション・コア京都御車
〒602-0841
京都府京都市上京区河原町通今出川下る梶井町448-5
Tel.075-253-5242　Fax.075-255-4684

20  D-egg（同志社大学連携型起業家育成施設）
〒610-0332  京都府京田辺市興戸地蔵谷1
同志社大学京田辺キャンパス業成館
Tel.0774-68-1378　Fax.0774-68-1372

21  クリエイション・コア東大阪　北館
22  クリエイション・コア東大阪　南館
〒577-0011  大阪府東大阪市荒本北1-4-1
クリエイション・コア東大阪 南館
Tel.06-6748-1009　Fax.06-6745-2385

23  彩都バイオインキュベータ
24  彩都バイオイノベーションセンター
〒567-0085  大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-15
バイオ・サイト・キャピタル（株）内
Tel.072-640-1060　Fax.072-640-1080

25  神戸医療機器開発センター（MEDDEC）
〒650-0047  兵庫県神戸市中央区港島南町7-1-16
Tel.078-306-1162　Fax.078-306-1163

26  神戸健康産業開発センター（HI-DEC）
〒650-0047  兵庫県神戸市中央区港島南町6-7-4
Tel.078-304-6227　Fax.078-304-6890

27  立命館大学BKCインキュベータ
〒525-8577  滋賀県草津市野路東1-1-1
Tel.077-566-8333　Fax.077-566-8361

中　国
中国本部／支援拠点サポート課
〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀5-7 広島KSビル3階
Tel.082-502-6688

28  岡山大インキュベータ
〒700-8530  岡山県岡山市北区津島中1-1-1
Tel.086-214-5711　Fax.086-214-5712

九　州
九州本部／支援拠点サポート課
〒812-0038
福岡県福岡市博多区祗園町4-2 サムティ博多祇園BLDG.
Tel.092-263-0302

29  福岡システムLSI総合開発センター
〒814-0001  福岡県福岡市早良区百道浜3-8-33
（財）福岡県産業・科学技術振興財団 先端半導体部
Tel.092-832-7151　Fax.092-832-7152

30  クリエイション・コア福岡
〒818-0041  福岡県筑紫野市上古賀3-2-16
Tel.092-929-2218　Fax.092-929-2238

31  くまもと大学連携インキュベータ
〒860-0812  熊本県熊本市中央区南熊本3-14-3
Tel.096-364-5115　Fax.096-364-5116

32  ながさき出島インキュベータ（D-FLAG）
〒850-0862  長崎県長崎市出島町1-43
Tel.095-811-6800　Fax.095-811-6801

（2016年3月制作）


