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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、入居企業は約550社
になります。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々な
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28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、大手企業からのスピンアウト型ベン
チャー企業や高い技術力に基づく大学発ベンチャー企業のほか、
地元に戻り地域資源を活用して起業したケースや、シニア起業家
によるベンチャー企業など、全国各地の様 な々事例を紹介するとと
もに、個人で入居後に施設内で起業し、退去後に県内で事業所を
開設して更なる成長を遂げようとしている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。

2017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　山地 禎比古
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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

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

インキュベーションの活動（平成28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

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

地域企業支援
セミナー・イベント開催 ： 約290件

地域の拠点、BI支援
連携機関数 ： のべ1,380機関

成果の創出・発信支援
メディア掲載 ： 約640件

データで見るインキュベーション
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3年未満

13%

3年以上～5年未満

13%

10年以上

49%

7年以上～10年未満

14%

5年以上～7年未満

11%

その他

7%

電子・機械関連

35%

医薬・バイオ・アグリ

33%

情報・通信関連

13%

販売・サービス

5%

環境・リサイクル

7%

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。

中小機構のインキュベータの特徴として、「医薬・バイオ・アグリ」
を事業分野とする企業が全体の3割程度を占めることが挙げら
れます。その他に幅広い事業分野の企業にご利用頂いています。

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28年度の年間累計で約630社、平成29年3月時点では約550
社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。また今年度退去した企業76社（支援機関等を除
く）のうち、実に8割以上の企業が事業化を達成して、卒業されました。

◆入居企業の創業年数 （2017年1月時点）

入居中
479

退去
86

627社（年間累計）…支援機関等含む

新規
77

553社（3/31時点）…新規入居者中3社退去済
 3/31付け退去者含む

未達成 18%

達成 82%

事業化率※

4/1時点（或いは入居時点）の事業化状況

年度内に15%up!
IMによる支援の結果

達成 67%

未達成 33%

◆28年度入居者数

◆入居企業の事業分野 （2017年1月時点）

※事業化の定義
施設退去時に、商品・サービス等として市場に提供出来る
段階に達したもの（試作段階のものは除く）のうち、当該商
品・サービス等の売り上げが計上されていることをいう。

Data1　インキュベータの入居企業

インキュベーション事業 平成28年度活動報告03



販路開拓

36%

資金調達

19%
技術支援

18%

広報・宣伝

9%

その他

9%

終 了

850件
継続支援中

721件

人（専門家）

9%

37%が成功に至る
合計

1,571件

成 功

587件

年度内に

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及び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、支援機関などへの様々なコーディネート（各種マッチング）支援を行っています。

◆コーディネート（各種マッチング）支援の総件数 （2016年4月～2017年3月）

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
技術支援／その他
技術支援／産産連携
技術支援／産学連携

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 50 100 150 200 250

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

人（専門家）／その他
人（専門家）／個別紹介
人（専門家）／制度の活用

◆個別のコーディネート（各種マッチング）支援内容 （2016年4月～2017年3月）

個別のコーディネート（各種マッチング）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つなぐ『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。次いで「資金調達」のうち
『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17億円に上ります。

コーディネート（各種マッチング）支援件数は、今年度1,500件を超えました。内容は「販路開拓」が最も多く、次にほぼ同列で「技術
支援」「資金調達」となっています。資金調達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、今年度は国立4大
学ファンドの組成などが追い風となったようで、約99億円となっています。

※ 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挿します。

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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TOPICS

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周年を迎えた計7施設で盛大に10周年イベントを開催しました。

 （開催日）
■いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD） … 9／14
■くまもと大学連携インキュベータ ………………… 10／19
■クリエイション・コア京都御車 ………………………… 11／ 8
■浜松イノベーションキューブ（HI-Cube） ……… 11／28
■D-egg ……………………………………………………… 12／ 9
■ 神戸医療機器開発センター（MEDDEC）及び 
神戸健康産業開発センター（HI-DEC） ………… 2／ 3

において、開設10周年の記念イベント・セミナー・相談会・
交流会等を開催（参加者数 計699人）。

施設の実情に合わせたユニークな支援を展開

東工大横浜ベンチャープラザでは、研究開発型のベンチャー企業の入居が多いことから特
許支援に重点をおいたセミナーを開催。北大ビジネス・スプリングでは、機能性食品関連
企業が入居企業の半数を超えることから「機能性部
会」を立ち上げて、より専門的な支援を実施中。
また、東北大学連携ビジネスインキュベータ（T-Biz）
では、機構と東北大学との間で連携協定を締結した
ことを踏まえて、大学発ベンチャーの創出や地域イノ
ベーションの推進など連携をより一層深めていくこ
ととしています。

バイオ系企業リスト『Bio200』を刷新

550社を超える中小機構のBI入居企業のうち、約3割を占めるバイオ関連企業の販路開拓等支援の
ために作成した冊子『Bio200』を今年度刷新しました。

東工大で開催したセミナーの様子

東北大と協定書を交わした高田理事長（右）

インキュベーション事業 平成28年度活動報告05



地域のBI・支援機関と連携してセミナーや交流会を開催

くまもと大学連携インキュベータではくまもと県南フードバレー推進協議会（事務局:熊本県）等との共催で「イブニングセミナー」
を計3回開催。東大柏ベンチャープラザでは、地域の支援機関等との連携により、首都圏東部地域のライフサイエンス関係者と地

域企業の情報交換・交流を目的に「ライフサイエン
ス交流会in柏の葉」を開催。クリエイション・コア名
古屋と名古屋市のインキュベーション施設であるサ
イエンス交流プラザが連携し、創業者や地域企業向
けに「ミニセミナーinなごやサイエンスパーク」を計
4回開催。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。

国内外から3,800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

今年度も国内3,390名、国外からは410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。海外
視察も多数受け入れたほか、5月には石原伸晃経済再生担当大臣がいしかわ大学連携インキュベータ入居企業（キュービクス社）
を訪問されました。
また近年は次代の起業家育成にも力を入れるべく、6月には東大柏ベンチャープラザへ千葉商科大学経営支援ゼミの学生を、8月
には名古屋医工連携インキュベータへ名
古屋産業大学加藤研究室の学生を、10
月にはD-eggへ同志社大学足立ゼミの
学生他を、12月には浜松イノベーション
キューブへ浜松学院大学田中研究室の
学生の訪問を受け入れて、施設の紹介や
入居企業の見学等を行っています。

BioJapan2016や新価値創造展に 
販路開拓を目的とし入居企業等が共同出展

2016年10月に開催された「BioJapan2016」
では全25社が共同出展し、活発な個別商談並びに
プレゼンテーションが行われました。
また、同10月開催の中小機構主催「新価値創造展
2016（第12回 中小企業総合展 東京）」では全
24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。 新価値創造展2016BioJapan2016＠パシフィコ横浜

ライフサイエンス交流会＠柏の葉イブニングセミナー＠熊本

東大柏ベンチャープラザでの施設紹介 浜松イノベーションキューブでの見学会
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TOPICS

■  （株）エヌビィー健康研究所（北大ビジネス・スプリング入居企業）
第三者割当増資により2億円の出資。

■  ボールウェーブ（株）（T-Biz入居企業）
東北大ファンド他から2億3千万円の投資を受ける。

■  仙台スマートマシーンズ（株）（T-Biz入居企業）
東北大ファンドから投資を受ける。

■  JITSUBO（株）（農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居企業）
第三者割当増資により総額25億円の資金を調達。

■   （株）幹細胞＆デバイス研究所（クリエイション・コア京都御車入居企業）
京大ファンド他から2億円の出資。

■  （株）AFIテクノロジー（クリエイション・コア京都御車入居企業）
京大ファンドと阪大ファンド他から総額2億5千万円の出資を受ける。

■  ティエムファクトリ（株）（京大桂ベンチャープラザ入居企業）
京大ファンド他から総額1億5千万円の出資を受けた。

■  （株）chromocenter（神戸健康産業開発センター入居企業）
阪大ファンドから1億5千万円の出資。

■  五稜化薬（株）（北大ビジネス・スプリング卒業企業）
第三者割当増資により総額約12億円の資金を調達。

■  （株）TESS（T-Biz卒業企業）
大手企業から2億円の出資を受ける。

■  （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）
政府系ファンドの産業革新機構他から7億円の資金を調達。

クリエイション・コア京都御車入居企業

㈱AFIテクノロジー
代表取締役社長　円城寺 隆治氏

今回の資金調達により、微生物迅速検査装置の製造・販売
と細胞分離装置の開発を加速させてまいります。連携先の京都大学に近
く、また、京都大学イノベーションキャピタル株式会社様からのご協力を得
る非常に大事な時期にクリエイション・コア京都御車に入居していた事が非
常に役に立ちました。

今年も入居企業等に多くの投資が集まる!

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。
（株）アミンファーマ研究所（千葉大亥鼻イノベーションプラザ入居企業）
テレビ東京「L4YOU！」 2016年4月20日 OA
（株）BBStone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）
NHK「あさいち」 2016年5月31日 OA
（株）ELT健康増進研究所（立命館大学BKCインキュベータ入居企業）
NHK「おうみ発630」 2016年10月19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）
毎日放送「ちちんぷいぷい」 2016年7月27日 OA
カトーテック（株）（京大桂ベンチャープラザ入居企業）
読売テレビ「かんさい情報ネットten」 2016年7月8日 OA
（有）マイテック（神戸健康産業開発センター入居企業）
NHK「シブ5時」 2017年2月9日 OA
TBS「ひるおび」 2017年2月17日 OA
AuB（株）（岡山大インキュベータ入居企業）
テレビ朝日「中居正広のスポーツ！ 号外スクープ狙います！」 
2016年9月4日 OA
テレビ東京「FOOT×BRAIN」2016年9月18日 OA
三乗工業（株）（岡山大インキュベータ入居企業）
NHK「クローズアップ現代」 2016年4月14日 OA
テレビ東京「未来世紀ジパング」 2016年6月13日 OA

Hybrid Mom（株）（クリエイション・コア名古屋卒業企業）
テレビ東京「ガイアの夜明け」 2016年5月3日 OA

T-Biz入居企業
エーアイシルク㈱

代表取締役社長　岡野 秀生氏

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）のプロジェクトに採択され、ピッチイベントに積極的に参加して
から注目されるようになった。当社の開発した「エーアイシルク」は材料とし
て良い評価を頂いており、早く量産体制を構築し商品を提供できるように
したい。そして若い人材が集まってきてより活気のある企業にしたい。

『週刊東洋経済』2017年2月18日号 「ベンチャー沸騰！ 日本を
変える100社」特集に以下の入居企業等が掲載されました。
エーアイシルク（株）（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）、ITD Lab（株）（東工大横
浜ベンチャープラザ入居企業）、五稜化薬（株）（北大ビジネス・スプリン
グ卒業企業）、Spiber（株）（慶應藤沢イノベーションビレッジ利用企業）

『週刊東洋経済』2016年7月23日号「日本を立て直せ！ すごい
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。
エーアイシルク（株）（T-Biz入居企業）、（株）アミンファーマ研究
所（千葉大亥鼻イノベーションプラザ入居企業）、（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）、ティエムファ
クトリ（株）（京大桂ベンチャープラザ入居企業）、（株）ルネッサン
ス・エナジー・リサーチ（T-Biz・京大桂ベンチャープラザ卒業企業）

中小企業庁「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に以下
8社の入居企業等が掲載されました。
（株）エヌビィー健康研究所（北大ビジネス・スプリング入居企業）、
（株）マイクロジェット（農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居企
業）、DariK（株）（京大桂ベンチャープラザ入居企業）、橋本螺子（株）・
（有）パパラボ（浜松イノベーションキューブ卒業企業）、Hybrid 
Mom（株）（クリエイション・コア名古屋卒業企業）、（株）アクトリー（い
しかわ大学連携インキュベータ卒業企業）、（株）ジェイテックコーポ
レーション（彩都バイオインキュベータ卒業企業）

TVやメディアでも入居企業等が注目される!

岡山大インキュベータ入居企業

三乗工業（株）
代表取締役社長　眞田 達也氏

弊社は、明治28年（1895年）に材木商を生業として創業
した企業ですが、現在は岡山県総社市に本拠地を置き、自動車内装部品と
防音製品を開発・製造・販売しております。岡山大インキュベータでは、新た
な百年に向けてまったく新しい分野で、岡山大学の先生方と新製品の共同
開発を行なっております。岡山大学の敷地内というすばらしい環境の下、大
きな成果が得られるよう、引き続き精力的に研究に取り組んでまいります。
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神戸医療機器開発センター（MEDDEC）入居企業のJFEテクノリサーチ（株）
と神戸健康産業開発センター（HI-Dec）入居企業の（株）chromocenter
が共同研究契約を締結し、iPS細胞を始めとした再生医療用細胞の評価技術
を共同で開発することになりました。（これは両施設のインキュベーションマ
ネージャーが実施したマッチングによるものです。）

2017年2月に虎ノ門ヒルズで開催したJVA2017において、
（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）の徐社長が中小機構理事長賞を受賞。

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）の吉野巌社長他
「第14回産学官連携功労者表彰 ～つなげるイノベーション大賞～」
において日本経済団体連合会会長賞を受賞
iHeart Japan（株）（クリエイション・コア京都御車入居企業）の
角田健治社長他
「第14回産学官連携功労者表彰 ～つなげるイノベーション大賞～」
において日本学術会議会長賞を受賞
（株）NAZCA（北大ビジネス・スプリング入居企業）
「平成28年度北海道地方発明表彰」文部科学大臣賞を受賞
アイ’エムセップ（株）（D-egg入居企業）
「第28回中小企業優秀新技術・新製品賞」で奨励賞を受賞
NDFEB（株）・佐川代表（京大桂ベンチャープラザ入居企業）
「日本電産・永守賞」特別賞を受賞

NPOシュアール・大木代表 
（慶應藤沢イノベーションビレッジ卒業企業）
「ロレックス賞」ヤングローリエイツ（30歳以下の部門）を日本人で
初めて受賞
ナノキャリア（株）（東大柏ベンチャープラザ卒業企業）
「第10回 日本バイオベンチャー大賞」バイオインダストリー協会会
長賞を受賞
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10回 日本バイオベンチャー大賞」フジサンケイビジネスアイ
賞を受賞
（株）J-ARM（名古屋医工連携インキュベータ卒業企業）
「第10回 日本バイオベンチャー大賞」日本バイオベンチャー奨励
賞を受賞
ダイヤ工業（株）（岡山大インキュベータ卒業企業）
「2016年超モノづくり部品大賞」健康・バイオ・医療機器部品賞を
受賞

大臣賞、優秀賞など、入居企業等に高い評価!

施設を超えた入居企業間で共同研究契約が締結される!

卒業企業が 
Japan Venture Awards 
（JVA）2017で表彰を受ける!

新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞 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）
日本ベンチャー学会会長賞（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）

名古屋医工連携インキュベータ入居企業

株式会社ヘルスケアシステムズ
代表取締役　瀧本 陽介氏

私たちは、名古屋大学発ベンチャーとして、抗体作製技術
と分析装置をコア技術に未病検査事業を行っており、活性酸素による酸化
ストレスや腸内フローラなど、食生活と関係した検査を開発してきました。
今後も多くの人が関心の持てる検査キットを開発し、楽しみながら能動的
に生活習慣を変えられる疾病予防モデルを目指しています。

大学発ベンチャー表彰2016 
（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） 
において2社が表彰を受ける!
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動画による企業紹介
本書で取り上げた企業以外にも全国のBI施設にはまだまだ有望な企業が多数入居しています。機構BIをうまく活用して頑張る 
8社の企業紹介動画を作成しましたので、是非こちらの動画もご覧ください。 

T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）入居企業

株式会社マテリアル・コンセプト　小池 美穂 社長
北大ビジネス・スプリング入居企業

株式会社ノア　長枝 浩 取締役

いしかわ大学連携インキュベータ入居企業

株式会社WORDROBE　小西 敦子 社長
京大桂ベンチャープラザ入居企業

NDFEB株式会社　佐川 眞人 社長

東工大横浜ベンチャープラザ入居企業

株式会社レゾニック・ジャパン　川口 卓志 社長
クリエイション・コア名古屋入居企業

輝創株式会社　前田 知宏 社長

くまもと大学連携インキュベータ入居企業

ゼロシステム株式会社　左迫間 昭蔵 社長

動画サイト https://youtu.be/Tf2zlTdcSSQ 動画サイト https://youtu.be/s2q2AdbE2hQ

動画サイト https://youtu.be/By12KmYxMRI 動画サイト https://youtu.be/9O-xAU6HmV4

動画サイト https://youtu.be/9AwMnrGGJ74 動画サイト https://youtu.be/OriZudxnDFU

動画サイト https://youtu.be/yVgBRnDHaxk 動画サイト https://youtu.be/QDCkhgXMZdM

岡山大インキュベータ入居企業

フェムトディプロイメンツ株式会社　渡部 明 社長

インキュベーション事業 平成28年度活動報告09



BIネットワーク構築支援事業

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。中小機構ではこうし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、3年間で延べ41件の事業を実施しています。

平成28年度は全国各地で計22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。

次ページから全国各地の活動を紹介します。〉〉〉

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51名の参加があった。その他、仙台や浜松等でも説明
会を実施した。

平成28年9月29日 説明会の様子

BIネットワーク構築支援事業の仕組み

平成28年度 BIネットワーク構築支援事業　実施一覧
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1  機能性「素材・食品・化粧品」 
ビジネスマッチング in 札幌

北大ビジネス・スプリングを中心に44機関・BIが参画する、機能性「素
材・食品・化粧品」ビジネスマッチング in 札幌を共同で開催。機能性

関連産業群や新規事業を創
出することを目的に企業間の
ビジネスマッチングを活発化
するための取り組みを展開
し、新たなイノベーションを誘

発すること
を目的とし
て実施する
もの。平成28年11月25日  

イベント出展の様子

2  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。

平成28年12月15日  
セミナーの様子

5  機構IMや支援機関コーディネータの
ネットワークを活用した 
バイオ・ライフサイエンス系 
企業マッチング会

千葉大亥鼻イノ
ベーションプラ
ザを中心に、15
機関・BIが参画
し、バイオ・ライフ
サイエンス系企
業に特 化した
マッチングイベン
トを開催した。

平成28年12月7日 イベントの様子

6  次世代地域人財育成フォーラム
農工大・多摩小金井ベンチャーポートを中心に、6機関・
BIが参画し、首都圏西部地域におけるベンチャー支援
の枠組みを目指すとともに、若年層の起業への関心を
促すため、学生向けの創業セミナーを開催した。

平成29年3月28日 セミナーの様子

8  遠州浜松地域 新事業創出企業
支援ネットワーク構築事業

浜松イノベーションキューブ（HI-Cube）が中心と
なって、10機関・BIが参画し、浜松地域での産学官
金連携による成長支援体制を構築し、新事業の創出
を目指す企業を支援することを目的としたフォーラ
ムを開催した。

平成28年11月28日フォーラムの様子

9  Matching HUB Kanazawa 2016
いしかわ大学連携インキュベータを中心に106機関・BIが
参画する、Macthing HUB Kanazawaを2日間にわ
たって共同で開催。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

業間連携を支援した。

平成28年11月1・2日 イベントの様子

インキュベーション事業 平成28年度活動報告11
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4  船橋地域のものづくり産業の
すそ野拡大を指向した 
ネットワーク強化プロジェクト

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並びに新価値創
造展への共同出展等を通じて、船橋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。

3  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と連携

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
するもの。

平成28年9月2日 東葛工業人交流会の様子

7  BIネットワークを使って 
学生の起業家精神を醸成

慶應藤沢イノベーションビレッジを中心に12機関・BI
が参画し、藤沢湘南地域の学生を対象に起業家精神の
醸成や創業支援につなげることを目的に、創業セミナー
や勉強会、情報交換会等を開催。

平成29年3月16日勉強会の様子

平成28年7月22日－24日 めいどいんふなばし共同出展の様子

10  北陸3県等 
ビジネスインキュベーション
ネットワーク情報交換会

いしかわ大学連携インキュベータを中心に北陸3県内
のBI担当者と機構BI、計15機関・BIが参画し、支援手
法の共有や新規入居の促進及び全国ネットワークの活

用などについて
議論する情報交
換会を開催した。

平成28年11月1日 情報交換会の様子
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14  「関西バイオビジネスマッチング2017」 
におけるバイオ関連入居企業の 
販路開拓支援

近畿のBIが中心となって、24機関・BIが集まって、支援
者会議とマッチングイベントを開催した。

平成29年2月23日イベントの様子

18  医療産業都市における 
ネットワークの深化とネットワークを
活用した企業支援（販路マッチング等）

神戸医療機器開発センターと神戸健康産業開発セン
ターが中心となって、23機関・BIが参画し、起業家支援
等についての支援者会議や再生医療にかかるセミ
ナー、フォーラムを開催した。

平成29年2月3日セミナーの様子

15  健康食品・化粧品ネットワーク 
展示会出展及び 
企業支援者会議の開催

クリエイション・コア京都御車を中心に17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た支援
を実施。技術情報の収集や製品紹介のため、沖縄及び
北海道での展示会出展や支援者会議を開催した。

平成28年12月12日展示会出展の様子
平成29年2月24日
支援者会議の様子

19  OIA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（OIA）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9月1日  
ベンチャーミーティングの様子

平成29年2月3日商談会及び支援
相談会の様子

平成28年8月20日  
創業相談会の様子

11  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13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28年11月9日 支援者会議の様子

インキュベーション事業 平成28年度活動報告13



20  くまもと産業復興支援プロジェクト
フォーラム 
（Matching HUB くまもと）

くまもと大学連携インキュベータを中心に53機関・BI
が参画し、熊本地震からの地域企業の復興を目指して、
ビジネスの拡大やマッチング機会の拡充を図る産学連

携マッチングイベント
を開催した。

平成29年2月28日 イベントの様子

21  九州ビジネスインキュベーション
プラザを軸としたネットワーク 
構築支援事業

くまもと大学連携インキュベータを中心に21機関・BI
が参画し、九州各県のBIやその入居企業、関係機関が

連携してワーク
ショップを開催。関
係者間の交流の促
進と入居企業他の
マッチング機会の
創出に努めた。

平成29年2月21日 ワークショップの様子

16  iPSビジネス促進ネットワークの形成
クリエイション・コア京都御車を中心に60機関・BIが参
画し、広域におけるiPSビジネス関係者の連携を促す活
動として、コーディネーターによる関係者訪問、勉強会・
セミナーその他会議の開催、イベ
ントへの共同出展などを行った。

平成29年1月11日会議の様子
平成29年2月15日
イベント出展の様子

17  同志社大学連携型起業家育成施設
（D-egg）を中核とした、 
支援連携ネットワークの強化・発展

D-eggを中心に、5機関・BIが参画し、海外展開セミ
ナー・経営支援セミナー・同志社大シーズ発表会・フォー
ラム等を開催した。

平成28年12月9日 イベントの様子

13  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セミナーを開催した。

平成28年11月16日 セミナーの様子

12  滋賀県中小企業診断士協会 
「ものづくり研究会」との連携事業

立命館大学BKCインキュベータが中心となって8機関・
BIが参画し、地元中小企業診断士協会と連携した勉強
会並びにセミナーを開催した。

平成28年11月17日 セミナーの様子
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「クリエイション・コア名古屋」は、新たな事業の創出に取り組む事業者を支援するため、中小機構が建設・運営 
する新事業創出促進法に基づくインキュベーション施設です。なごやサイエンスパーク内に立地し地元支援機関
等と連携して経営支援を行っています。

クリエイション・コア名古屋

インキュベータ概要
なごやサイエンスパーク内に立地
名古屋は、宇宙ロケットからマイクロマシンまで、あらゆる
工業技術が集積しており、特に自動車、工作機械、繊維機械等
のメッカとして、また、それらを支える素材産業、部品、金型、
鋳鍛造、金属プレスなど裾野の広い技術産業が重層的、多層
的な集積を形成し、技術・人材などフルセットに近い機能を有
している地域である。
クリエイション・コア名古屋（以下、「CC名古屋」）が立地す
るなごやサイエンスパークは名古屋の中心部から約10km
に位置し、豊かな自然環境を残した地域で、「すむ」「はたらく」
「いこう」といった条件を融合した理想のまちづくりを目指し
ており、先端科学技術の振興と新たな産業の創出のために、
研究機関や研究開発支援施設、事業化支援施設が集積する
研究開発拠点である。
なごやサイエンスパーク内には、事業化支援を担うCC名
古屋や名古屋市の運営する「サイエンス交流プラザ」のほか、

研究開発支援に携わる「先端技術連携リサーチセンター」や
「産業技術総合研究所中部センター」、理化学研究所などが入
居する「研究開発センター」などが立地し、高度技術に関する
研究開発から事業化支援まで有機的に連携して実施する体
制が整っている。

クリエイション・コア名古屋の特徴
CC名古屋の提供する賃貸スペースには、最大256㎡の
生産開発室があり、ものづくりに適した施設である。その他
52㎡、74㎡、97㎡と目的に応じて選べ、実験・試作・生産等
幅広いニーズに対応している。
また、会議室やリフレッシュコーナーなどの共用スペースは
商談、来客対応、打合せ等に無料で利用が可能。もちろんイン
キュベーション・マネージャー
（IM）が常駐し、IMが窓口と
なって各機関の支援施策や助
成制度、表彰制度などの情報
をいち早く提供するなど、日々
の経営相談等に応じている。

特徴的な支援活動内容
入居者への手厚いマッチング支援
CC名古屋には現在、名古屋地域の重点産業である、自動
車、航空・宇宙産業関連のものづくり企業が多数入居している。
これらの企業に対する「販路開拓」支援として、「人とくるまのテ
クノロジー展2016名古屋」や「TECH Biz EXPO2016
（第6回次世代ものづくり基盤技術産業展）」、「新価値創造展」

BI活動事例報告

－新たなビジネスを生み出す空間－ 
クリエイション・コア名古屋は、 
起業・第2創業を目指すものづくり企業をサポートします
所 在 地 愛知県名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2266-22
竣 工 平成14年2月
賃貸居室面積 52㎡～256㎡（全19室）
U R L http://www.smrj.go.jp/incubation/nagoya/index.html

1

成長・発展の支援

なごやサイエンスパークなごやサイエンスパーク

中部経済産業局
経済産業省 名古屋市

賃料補助情報提供

愛知県

共同研究
技術相談

産学連携
技術相談

クリエイション・コア
名古屋

クリエイション・コア
名古屋

IM
常駐

産総研
中部センター
独立行政法人産業技術総合研究所

財団法人

名古屋産業
振興公社

■ 図　CC名古屋の支援体制図 速田IM
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等の展示会への出展支援や入居企業間でのマッチング、或い
は中小機構の「販路開拓コーディネート事業」の活用支援の
ほか、地域企業からの相談対応時にも、広く入居企業の技術
やサービスを紹介するなど、様々な形でマッチング（＝つなげ
る／つながる）支援を行っている。
また、「資金調達」支援の面では、経営課題を解決するため
に有効な補助金や助成金、融資等の情報を提供するととも
に、申請書や事業計画書の書き方についても相談に乗ってい
る。「広報その他」の支援として、中小機構が発信する媒体に
入居企業を掲載したり、CC名古屋に取材に来る新聞社に紹
介するなど行うほか、会社のPRにつながるような公的表彰制
度の情報もタイムリーに提供している。

新価値創造展の様子

サイエンス交流プラザとの連携セミナー
CC名古屋では、創業者の方や新規事業を志す中小企業を
対象にしたセミナーを公益財団法人名古屋産業振興公社と
の共催で実施している（ミニセミナーinなごやサイエンス
パーク）。これまでにマーケティングの基本や公的支援機関の
活用方策、ビジネスシーンで使えるコミュニケーション能力
アップ術などについてのセミナーを開催。
また今年度は「新規ビジネス創出セミナー」と題し、サイエ
ンス交流プラザのIMとCC名古屋　速田IMが講師となっ
て、グループワーク形式によるセミナーを複数回開催し、新規
ビジネスを作り出していく過程を体験できる場も提供した。
なおこれらのセミナー開催後には施設見学会も実施し、施設
の紹介に加え、入居企業とセミナー参加者との交流の機会も
作っている。

新規ビジネス創出セミナーの様子

「0号室支援」による地域企業支援
「0（ゼロ）号室支援」とはIMが普段行っている企業支援活
動を、地域の企業にも利用してもらおうという取り組み。CC
名古屋の賃貸スペースには101号室、102号室～と部屋番
号が振ってあるが、ここでは入居していない地域の企業、創業
予定者、個人事業主のことを「0号室に入居している」と見なし、
「0号室支援」と呼んでビジネスに関する様々な相談対応を実
施している。平成28年度も4月から3月までで延べ59件
の相談を受けるなど、この取り組みは地域に定着しCC名古
屋や中小機構のプレゼンスも向上している。
企業支援以外には、地元の大学や中学校の課外活動・授業
の一環としての施設紹介並びに入居企業の事業見学会など
も実施し、未来の起業家の育成・輩出の種まきも行っている。

これからのインキュベータ
つなげる／つながるをコンセプトに三方よしを目指す
CC名古屋では入居企業に対し様々なマッチング等を通じ
て満足度向上を図りつつ、事業化の達成に向けた支援を行っ
ている。また地域企業・起業家等への支援を通じて、施設の魅
力発信と認知度向上を図り、かつ入居率向上にも努める。さ
らに関係機関等との連携を強化することで入居企業とのマッ
チング機会の創出を図っていく。
これらはつなげる／つながるをコンセプトとして、各取り組
みが複層的に絡み合うことで、企業も支援機関もそしてCC
名古屋にとっても良い「三方よし」＝Win-Win-Winの関係
を構築し、なごやサイエンスパーク全体を活性化させ、今後こ
の地域から世界に羽ばたく企業の創出につなげていきたいと
考えている。

支援スタッフ一同
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「北大ビジネス・スプリング」は、北海道大学を始めとした大学・研究機関が持つ地域の知的資源を有効に活用し、
新事業の創出・育成を目的に、北海道大学等との連携のもと、中小機構、北海道、札幌市、地元経済界等が一体と
なり、起業をはじめ、実用化、マーケティング、販路拡大等あらゆる局面において、 
入居企業のビジネスを強力にサポートする施設です。

北大ビジネス・スプリング

インキュベータ概要
北海道大学北キャンパス内に立地
北大ビジネス・スプリング（以下「北大BS」）が立地する北海
道大学北キャンパス周辺は、北海道大学をはじめ、公設試験
研究機関など多くの研究機関が集積されたエリアである。
この北大北キャンパスと道有地を含む周辺エリアでは、産
学官連携で研究開発から事業化までの取り組みを一貫して
支援するために北海道内の産学官の12機関で構成される
「北大リサーチ＆ビジネスパーク（R&BP）推進協議会」が設置
され、大学等が持つ知的財産を活用した新技術・新製品の開
発、ベンチャー企業・新産業の創出によって、北海道経済・産業
の活性化とともにわが国の発展に貢献しようと取り組んでお
り、中小機構北海道本部や北大BSもその一翼を担っている。

北大R&BP空撮（写真提供／北海道大学）

北大ビジネス・スプリングの概要
北大BSは中小機構が整備した全国32施設の中で、最も
新しい施設となる。主として北海道大学等が有するナノ・バイ
オ、アグリ、環境、IT等の分野における研究成果を活用した企

業を支援するインキュベーション施設であり、全室ウェットラ
ボ仕様とし、事業活動に必要な床荷重、梁下高、耐水内装、空
調機能、給排水設備及び情報インフラ等を設けている。また、
商談交流のための会議室等を設けるほか、セキュリティを確
保したビジネス環境を提供している。IM室には機構、北海道
及び札幌市が配置するインキュベーション・マネージャー
（IM）が常駐し、ワンストップで企業相談に応える体制を整え
ている。

入居者の特徴と積極的な展示会支援
入居企業の属性はバイオ系6割、ものづくり3割、農業系1
割（平成29年3月現在）となっている。また7割の企業は道
内企業だが、道外からも約3割が北海道大学等との共同研究
による事業展開を図るために拠点を構えている。
平成28年度は新たに6社の入居があり、現時点で計18
社が入居している。入居者に対しては日々の経営相談のほ
か、ビジネスEXPO2016（北海道技術・ビジネス交流会）や
機能性「素材・食品・化粧品」ビジネスマッチングin札幌
2016、バイオジャパン2016や新価値創造展等展示会へ
の出展支援を道内・道外を問わず対応している。

特徴的な支援活動内容
多彩なセミナー・イベントを開催中
平成28年7月以降、原則として毎月第2水曜日にセミナー
を開催中。これまでに実施したテーマは「サイバーセキュリティ
対策」や「色彩の効果を活かしたプレゼン資料作成術」など。ま

BI活動事例報告

2

北海道の地域特性を活かした企業集積を図り、 
道外・世界への飛躍をサポートする 
インキュベータ
所 在 地 北海道札幌市北区北21条西12丁目2
竣 工 平成20年11月
賃貸居室面積 25.27㎡～52.83㎡（全31室）
U R L http://www.smrj.go.jp/incubation/ho-bis/index.html
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た北海道素材の機能性評価や先進事例に学ぶ「機能性食品・
化粧品分野における“売れる商品”開発のコツ」を開催するなど
入居者の特徴に合わせた内容も実施している。
またセミナー開催に合わせて、「デザイン相談会」を開催し、
自社で作成したチラシやホームページ、パッケージデザイン
等に対して専門家のアドバイスが受けられる仕組みを用意し
ているところ。
施設でのセミナー以外では、北大R&BP推進協議会と共
催で、毎年大阪で「リサーチ＆ビジネスパークセミナー」を開
催し、道外への情報発信や企業誘致に努めている。さらに北
海道にはベンチャーキャピタル等の支援者が少ないため、「ベ
ンチャーキャピタル体験報告会」や東京のVC等からアドバ
イスが受けられる「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」なども行っている。

セミナーの様子

OB企業も参加する「情報交換会」
毎年初夏には北大BS情報交換会を開催。例年50人以上
の参加者があり、入居企業のほか施設を既に退去・卒業した
OB企業や北大北キャンパス内立地企業、各支援機関も参加
しており、様々なマッチングにもつながっている。特にOB企
業からの紹介で新規入居につながった例もある。情報交換会
のあとには、親睦を深めるためバーベキューも実施している。

北大BS「機能性部会」の取り組み
現在の入居企業を整理すると「機能性食品」を取り扱う企業
及び何らかの関わりのある企業が6割に上ることが分かった。
また入居企業の課題相談の対応時に、入居企業間での連携・
マッチングを提案する機会も増えているところ。さらに北海道
では食品機能性表示制度「ヘルシーDo」という取り組みも平
成25年4月から始まっており、これまでに37社71品目が
認定を受けている。
そこで、入居企業が参加する勉強会や情報交換会を定期的
に開催し、入居企業間での課題解決を促すことを目的として
北大BS内に「機能性部会」を立ち上げ、3ヶ月に1回程度会
議を開催し、専門的・集中的にサポートをしていくことにした。

企業間連携による研究開発・販路開拓の促進や機能性部会を
母体とするビジネスにつなげていきたいと考えている。現在
の参加企業は8社だが、今後も施設のOB企業を中心に増や
していきたい。また機能性部会への参画を促すことで、新た
な入居企業の発掘（特に農業・ヘルスケア×IT系企業）にも繋
げていきたいと考えている。

会議の様子

「機能性部会」での展示会出展の様子

これからのインキュベータ
道外への情報発信をこれからも積極的に!
北大BSの佐々木チーフIMは現在、全国唯一の女性チー
フIMである。機能性食品や化粧品開発などへは女性目線で
の支援を心がけており、今後は道外への展示会出展支援を中
心に販路開拓に力を入れていく。また機能性部会関連のセミ
ナーは、今後ヘルシーDoの認定に関する講座や相談会のほ
か、道外企業を講師に招いた先進事例の紹介並びにマッチン
グにつながるような内容で開催していく予定。
入居する企業にとっても道外への販路開拓は喫緊の課題と
なっているため、今後も北海道から日本全国・世界へ大きく飛
躍する企業を支援していきたい。

佐々木チーフIM（中央）と支援スタッフ一同
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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
私は大学で流体力学を学び、大手プリンターメーカーで世
界初の写真印刷が可能なプリンターを開発しました。その後、
このプリンター技術が他のものづくりに応用できる可能性に
気付き、社内ベンチャーを3年ほどやらせてもらったのちに
独立して株式会社マイクロジェットを設立しました。
本当にやりたいことは何かを考えた時、インクジェット技術
の様々な可能性を自分の手で実現したいと思っていました。
インクジェットというと紙に色の付いたインクを印刷するプリ
ンターを思い浮かべる方が多いと思うのですが、私は「機能
性を持った材料をデジタルデータに基づいて、指定位置に非
接触で、吐出することが可能なデジタル・パターニング装置」
であると考えています。今後、様々な分野で需要が高まると
考えています。

事業の展開と現在
─なぜ研究開発専用装置に特化したのですか
いろいろな分野に応用できる可能性はあったのですが、半
面インクジェットは非常に高度なノウハウを必要とする摺合
せ技術であり、誰でも製品化出来るものではありません。ま
た沢山のアイデアがありすぎて、自分一人で出来ることには
限界もあるので、どの分野で製品化するかということも悩み
ました。結果として、いろいろなメーカーの開発支援をするこ
とが出来れば、様々な分野で製品化出来ると考えて、研究開
発専用装置としてのインクジェットプリンターという世界で初
めてのコンセプト商品を世に出しました。

─どのような分野に応用されているのですか
2000年くらいまではインクジェットでものを作ると言って
もぴんと来ない人が多かったのですが、2001年ぐらいから
は液晶分野でカラーフィルターを製造する技術や金属のナノ

粒子で回路を描画する技術として注目を集め
るようになりました。インクジェット技術がも
のづくりに応用できるということを、より多く
の方に知ってもらうために様々な展示会に積
極的に出展しました。最初は2001年に横浜
で開催された『FPD2001』（LCD／PDP 
International 2001）でした。展示会出
展にあたり新製品を開発しようかと思いまし
たが、我々は市場ニーズを知ることが最重要
課題であると考え、実験室で自分たちが使っ
ていた装置を展示しました。会場では3日間
で500名の来訪者があり対応に苦労したこ
とを覚えています。現在では、回路やデバイ

当社が新たに開発・販
売を始めた「Single 
Cell Printer」は、世
界初のInkJet方式に
よるシングルセル自
動注入装置。細胞を高
速かつ正確に1個ず
つ高確率で指定ウェ
ルに注入可能。

1
BI入居企業活動報告

製 品
紹 介 Single Cell Printer（インクジェット式 1細胞プリンター）

株式会社マイクロジェット
世界中を話題の渦に巻き込んだクリスアンダーセン著『MAKERS－21世紀の産業革命が始まる』の初版に先立つ
こと半年前に3Dプリンターについても書かれている『インクジェットの時代が来た! －液晶テレビも骨も作れる驚異
の技術－』（光文社新書）を出版。世界で初めてインクジェットの研究開発専用装置を商品化した 
株式会社マイクロジェット代表取締役 山口修一氏にお話を伺いました。

世界に誇るインクジェットの
制御技術でヘルスケア産業、
ものづくりの未来を変える 
スピンアウトベンチャー
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スを印刷するプリンテッドエレクトロニクスからバイオテクノロ
ジーと3Dプリンティング分野に事業領域を広げています。
バイオ分野では専用のヘッドを独自に開発し、今年はさらに

ドイツ企業と提携して『Single Cell Printer』を開発して
販売を始めました。インクジェット一滴に必ず一個の細胞を入
れた状態で、指定位置に液滴を並べる装置ですが、細胞株の
開発やドラッグスクリーニング等の幅広い分野で使われるこ
とを想定しています。
3Dプリンターに関しても世界初の研究開発専用3Dプリ
ンターを製品化しました。既存の3Dプリンターでは、純正の
材料しか使えないことや様々なパラメータを変えながらの 
造形実験が出来ませんが、われわれが開発した装置では7つ
ある造形方式の2つに対
応し、紫外線硬化材料で
の造形や各種粉末（石膏、
リン酸カルシウム、セラ
ミック、金属、食品粉等）で
の造形に対応しています。

そして、これから
─今後の展望をお聞かせください
インクジェット技術を日本のコア技術として、日本が再びも
のづくりの分野で世界をリードしていくことを実現したいで
す。そのためにあらゆる分野で最先端の研究開発専用インク
ジェット装置を提供していきます。
インクジェット技術は電気、機械、物理、生物、化学、材料、情
報工学等の摺合せで成り立っているので、広く深く学ぶ必要
があります。大学では半導体や液晶について学ぶ講座はあっ
ても、インクジェットを学ぶ講座はありません。私のチャレンジ
目標は「インクジェット大学」を設立して、インクジェットに関す
るあらゆる学問を学ぶ場を提供するとともに、実験に必要な
高度なスキルやノウハウを教える場を提供することです。
日本発のインクジェット技術で世界を変える、これがわれわ
れの展望です。ベンチャー企業で挑戦して、自分の能力を高
めながら新しいものを世の中に生み出そうという熱いエネル
ギーを持った方は是非一緒に事業に参画してみませんか。

● 入居のきっかけ
農工大の教授とバイオ関連のテーマで共同研究を始めたこと
がきっかけです。ちょうどそのころ東京にも拠点が欲しいと考
えていました。農工大のキャンパス内であれば、先生の研究室
との移動時間も少なくて済みますし、何と言っても大学内にあ
るのでアカデミックな雰囲気が気に入って入居申請しました。

● 入居しての変化
ここに入居している企業の多くがバイオ関連企業ですので、お
互いに情報交換や意見交換ができますので、これまで情報が
ほとんどなかったバイオ分野へ進出する際には非常に助かりま
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
IM室に常駐するインキュベーションマネジャーやスタッフの方
からは、助成金情報、展示会無料出展情報、講演会情報など有
益な情報をいただけるので非常に助かっています。入居企業
同士で交流が盛んになると多くの有益な情報が得られます。
みんなでイベントを企画してみるのも良いと思います。

当社は電気・機械・物理・化学等、技術の粋を集めたインクジェッ
ト技術をさらに進化させ日本のモノづくりに新風・革新を巻き
起こそうとしています。エレクトロニクスへの応用、直近ではバ

イオ・ライフサイエンスに技術を適応し創薬・再生医療等の分野へも進出も果
たしております。
農工大・多摩小金井ベンチャーポートは世界初の技術でGlobalに羽ばたく当
社を力強く支援致します。

農工大・多摩小金井ベンチャーポート
チーフIM（インキュベーションマネージャー）
菅野 佳弘

1997年 9月 ● 有限会社マイクロジェット設立
2007年 ● 株式会社マイクロジェットへ商号変更
2009年 10月 ● ものづくり中小企業製品開発等支援補助金 採択
2012年 1月 ● 農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居
2014年 ● ドイツBioFluidix社と技術提携
2014年 10月 ● 関連会社として株式会社3Dプリンター総研設立
2015年 2月 ● nano tech大賞2015 日刊工業新聞社賞 受賞

10月 ● 東京都成長産業等設備投資特別支援助成事業 採択
2016年 5月 ● 中小企業庁「はばたく中小企業・小規模事業者300社」選定山口 修一 代表取締役

会社概要
入 居 B I 農工大・多摩小金井ベンチャーポート
代表取締役 山口 修一
所 在 地 本　　社：長野県塩尻市大門五番町79-2

東京支社： 東京都小金井市中町2-24-16 
農工大・多摩小金井ベンチャーポート

事業概要 インクジェットヘッドを活用したデバイス開発機器
バイオ機器の開発
3Dプリンター用開発装置販売

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

インキュベーションの利用
from IM

施設データ
〒184-0012 東京都小金井市中町2-24-16
Tel：042-382-3855　Fax：042-382-1566

農工大・多摩小金井ベンチャーポートは、中小機構が東京都及び小金井市
から要請を受け、東京農工大学と連携をして同校の小金井キャンパス内に
整備した大学連携型のインキュベーション施設
です。中小機構と東京農工大学のインキュベー
ションマネージャー（IM）が常駐し、多摩地区の
大学・研究所・支援機関と連携しながら、入居者
の様々な課題解決をサポートしています。

紹
介BI 農工大・多摩小金井ベンチャーポート

微細ノズルから液滴が抽出される様子
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起業、会社のおいたち
─起業の経緯についてお聞かせください
株式会社TBAは大手セラミックメーカーのDNAプリン

ト技術と遺伝子検査関連特許をベースに遺伝子検査ツール
「STH－PAS」を製造販売しています。私は大手セラミック
メーカーでバイオテクノロジーの研究を30年間して参りま
した。入社3年目の時に到来した第一次バイオブームがバイ
オの研究開発を始める契機になりました。2001年には、
DNAをインクジェットで吐出プリントすることで精度の良い
DNAチップを製作できると考え、DNAチップを受託製造す
る社内ベンチャー的なプロジェクトを提案し立ち上げました。
プロジェクト立上げ後数年は順調に売り上げが伸びたのです
が、その後DNAチップ自身の需要が思ったように伸びず、プ
ロジェクトはなかなか離陸できませんでした。
そんな中、岐阜大学の江崎教授から感染症を検査するため
のメンブレンストリップの製造依頼が舞い込んできました。し
ばらく、社内で事業を継続していましたが、2012年4月に東
北大学が採択された震災復興プロジェクトの研究員に招聘さ
れましたので、当時の社長に申し出たところ事業を持って震

災復興のために頑張るようにと送り出していただきました。こ
うして、2013年7月に大手セラミックメーカーの技術を基
盤とした東北大学発ベンチャーが生まれました。

─STH‐PASについてわかり易く教えてください
簡単に言えば、特定の感染症に罹患しているかどうかを医
療現場で手軽に判定するためのツールです。世の中には結
核、HIV、マラリア、デング熱、ジカ熱など様々な感染症があり
ます。これらの感染症の原因菌はそれぞれ特異な遺伝子構造
部分があり、その遺伝子構造部分と結合するタグ付きプライ
マ－［遺伝子と特異的に結合するプライマ－と目印となるタグ
DNA］を反応させることで何に感染しているのかを判定する
ことが可能になります。ストリップにはタグDNAをトラップ
するDNAが印刷してあり、ストリップの下部を試薬に浸すと
毛細管現象で試薬を引き上げて、反応があれば青色に着色し
目視で判定が出来る工夫がされております。
この方法を使うと、1.安価で、2.検査機関ではなく現地で、
3.誰でも簡単に単時間に、感染菌を判定することができま
す。また、このツールを活用すると食中毒菌の有無の判定が
できますので、高精度で安価な食品衛生検査も可能になりま
す。その他、肉種（ex.豚）の検査も可能なのでハラル食品分
野等への普及が期待されるツールです。

事業の展開と現在
─事業は順調に進んでいますか
前職の時にお取引関係があった大学教授や医療機器メー
カーが独立後も継続してお取引きしていただけたこと、前職
の企業が特許や設備など全面的にサポートしてくれたことも
あり初年度から黒字化することができました。そして、二期目

特殊なDNAがプリントされた長さ5cm程度のスティックであり、簡単・簡
便・安価に、しかも同時多項目の遺伝子検査が可能。感染症の検査や食品検査
等での活用が見込まれている。
結核、マラリア、マイコプラズ
マ、エイズといった感染症の診
断を、短時間（30分程度）に、安
価（1キット500円）に実施でき
る。特に感染症の患者数に対し
て医師及び医療設備が不足して
いるインド、中国、東南アジアに
おいて高いニーズが見込まれる。

2

製 品
紹 介 STH-PAS（遺伝子検査用のDNAストリップ）

“誰でもどこでも簡単に”というコンセプトで新しい遺伝子検査ツールを提供する、株式会社TBAの取締役 兼 東北
大学大学院 医工学研究科教授の川瀬氏に、会社の設立から現状ならびに今後の展望についてお話を伺いました。

株式会社TBA

TBA製 遺伝子検査用ストリップ： 
C-PAS（F12）

DNAプリント技術と 
感染症関連試薬開発で
新しい遺伝子検査ツールを 
提供する東北大学発ベンチャー

BI入居企業活動報告
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には増資による資金調達を実施し、現在、事業拡大を目指して
各種感染症検査へ適用すべく用途開発を進めております。現
在までに、約10種類ほどの検査が可能になりましたが、まだ
まだニーズの広がりは大きく、当面開発投資は必要であると
考えております。生産面では助成金等を活用として2号機を
開発しました。

─現在はどのような体制で事業を推進していますか
2016年6月末（第三期）時点で従業員は8名。株式会社
TBAの社長は、大手セラミックメーカー時代に取引関係が
あった酵素メーカー出身のバイオ系コンサルタントです。用
途開発担当は、検査キット
メーカーのマネジャー経験
者です。工場長は、前職時代
に受託プリンティング事業の
製造責任者で、独立する際に
一緒に参加してくれました。

そして、これから
─今後の展望についてお聞かせください
3つの企業理念を実現するために邁進します。一つ目は「日
本、そして世界の安全安心社会の構築に貢献する」ことです。
具体的には感染症で苦しむ子供を救いたい。感染症検査キッ
トのニーズは圧倒的に海外です。特に熱帯地域になります。
感染症にかかった子供の三分の一は死亡します。早期発見が
鍵になります。第四期となる今年の7月1日から海外営業担
当を採用しました。海外の検査キットメーカーの開拓がミッ
ションです。
二つ目は「顧客の満足と従業員の幸福を実現する」、三つ目
は「東北地方の震災復興に貢献する」です。お客様の満足が前
提ですが、従業員のための企業でありたいと考えています。
そのためには事業成長が必要になります。雇用を創出するこ
とで震災復興にも貢献したいと考えております。また、将来的
にはIPOも視野に入れて活動していきます。

● 入居のきっかけ
起業する際に、インキュベーション施設を探していました。二つ
の候補がありましたが、利便性を考えて東北大学青葉山キャン
パス内に立地しているT－Bizに入居することにしました。

● 入居しての変化
常駐のインキュベーションマネジャーには、投資会社の紹介、
バイオジャパンへの出展、J－GOODTECH（中小機構の運営
するwebマッチングサイト）への登録など、様々な面で支援し
ていただいております。

●  入居してよかったこと、 
将来の入居者へのメッセージ
こんな良いところはないです。様々なサポートが受けられるこ
とが最もよかったことです。賃料がとても安いというわけでは
ありませんでしたが、ユーティリティーが整っていました。大学
に籍を置く大学教授にとっては最適の起業施設ではないでしょ
うか。さらに、仙台駅から地下鉄が開通しアクセスしやすくなり
ました。

グローバル化が急速に進む世界において、拡散する感染症を
防ぐ事は人類社会の大きな課題であり重要な挑戦になってい
ます。同社は、感染有無を早期発見する事が必要であり、ひい

ては拡散を防止する為の有効な手段になるとの強い想いから、事業化に向けた
努力を継続しています。強い思いが社会貢献を果たし社会が抱えている課題を
解決するとする同社の姿勢に対して、T-Bizは、同社が目指す方向性を最大限尊
重し事業の成功に向けて支援を行っていきます。

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

2013年 7月 ● 東北大学発のバイオベンチャーとして仙台に設立
8月 ● T-Bizに入居・DNAプリンティング製造ラインを設置
8月 ● 創業補助金（海外展開枠）を獲得
10月 ● 簡便な遺伝子検査用ストリップの製造・販売の開始

2014年 ● 増資（ふくしま成長産業育成ファンド）
2015年 ●「中小企業優秀新技術・新製品賞」優秀賞受賞

11月 ●「新価値創造展2015」インキュベーションブースに出展
2016年 10月 ●「BioJapan2016」中小機構ブースに出展

川瀬 三雄 取締役

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 犬飼 忠彦
所 在 地 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-4 T-Biz
事業概要 遺伝子検査用のDNAストリップ 

（STH－PAS）の開発・製造・販売
U R L http://www.t-bioarray.com/

インキュベーションの利用
from IM

社内での連絡会の様子

施設データ
〒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

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。

紹
介BI T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）
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起業、会社のおいたち
─起業の動機についてお聞かせください
私も共同代表の鳴海もそれぞれ民間企業で10年以上働
き生まれ故郷の北海道に戻ってきました。二人は経済産業省
の地域資源活用型研究開発事業のプロジェクトマネジャー、
研究員として出会い、その後バイオ系の民間企業の役員とし
て立ち上げに関わりました。この時からすでに鮭の鼻軟骨か
ら採取できるプロテオグリカンの効果に着目していましたが、
工場の立ち上げを優先して出口戦略が無かったので事業とし
ては上手くいきませんでした。当然、収益が得られなければ企
業としての存続は厳しく、苦しい選択でしたが解散することに
なってしまいました。しかし、二人とも生まれ故郷である北海
道で地域資源を活用して事業を興すという夢は捨てられず再
起しようと誓い、2011年に（株）リナイスを設立しました。ち
なみに、LINISEは「LINER」と「RISE」の造語です。一度ベン
チャー企業の立上げに失敗しているので、一直線に上昇した
いという思いを込めました。

─プロテオグリカンにはどのような特性がありますか？
秋になると鮭は生まれ故郷の川に遡上してくるわけです

が、臭覚を頼りに生まれた場所を目指す鮭の秘められた力に
着目しました。超高齢化社会に突入し、「予防医療」、「健康寿
命」に関心が高まってきている昨今、プロテオグリカンは膝関
節痛を和らげる効果や保湿などアンチエイジング訴求成分と
して需要が高まってきています。我々は鮭の鼻軟骨からプロ
テオグリカン、II型コラーゲンを抽出・精製して化粧品メー
カー・食品メーカーに原材料を供給しています。

事業の展開と現在
─ 猛スピードで事業を立ち上げたので 

御苦労も多かったのでは？
共同代表の2名でスタートした後、設立から5年間で従業
員は正社員5名、パート3名に増えました。事業も順調に成長
してきましたが、ここに至るまでは苦労の連続でした。2011
年1月に会社設立、実験ラボを設置して、6月には北海道中
小企業応援ファンド助成金採択を受け実証実験開始と特許出
願、9月には化粧品製造販売業許認可、そして2012年2月
に量産プラント稼働開始とわずか1年間で事業を立ち上げて
きました。製造プラントは中古装置を購入して自分たちでエ
ンジニアリングとチューニングを行ってきました。もちろん、
長万部での原料調達や貸工場探し、さらには事業計画立案・
資金調達など様々な方々の御協力が無ければここまでは到
底到達できなかったと大変感謝しております。
また出口が見つからなければ事業は成功しないという苦い
経験から、少量サンプルしか提供できない時期に同時並行で
量産プラントの準備を行い、取引先には「量産可能です」と交
渉するなど戦略的に販路開拓に力を注ぎました。お陰様で現
在では商品企画が出来る代理店数社と提携して事業を展開
し、即断即決していただけるオーナー経営者を中心にお取引

鮭由来の機能性成分「非変性プロテオグ
リカン」と「非変性II型コラーゲン」を配
合したSCP（Salmon（鮭）-Collagen
（コラーゲン）-Proteoglycan（プロテ
オグリカン））サプリメント。

3
生まれ故郷で事業を起こす! 
二人三脚で始めた 
北海道発ベンチャー

製 品
紹 介 SCPサプリメント

秋鮭由来の機能性素材「プロテオグリカン」でアンチエイジングに挑む、株式会社リナイスの代表取締役 中野氏
に、会社の設立から現状ならびに今後の展望についてお話を伺いました。

株式会社リナイス
BI入居企業活動報告
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きしてまいりました。健康関連ビジネスでは信用が大事だと
考えて、顔が見える取引先への販売を心掛けてきました。原
料の効果を出すためには正しい配合が必要になりますが、商
社を活用して原料を大量に販売しようとすると、加工メーカー
で正しい配合が行われているかどうかが見えなくなってしま
います。このように最終商品の品質にも配慮してきました。

そして、これから
─今後の展望についてお聞かせください
これまで苦労は多かったものの順調に成長することができ
たと思います。しかし、まだ成功したとは思っていません。今後
は、アメリカ市場も目指したいです。そのためにはGMP
（Good Manufacturing Practice）の取得が重要に
なります。外部の専門家のアドバイスを受けながら準備を進
めています。人材の確保も重要になります。人材を確保しや
すい地域へ製造工程の一部を移すことも今後検討しなくては
ならないと思っています。
将来的にはIPOも視野に入れたいと思っています。そのた
めには科学的なエビデンスに基づいた素材を市場に提供し、
さらにその素材の定量分析技術（最終製品にどれだけその機
能性素材が配合されているか定量する技術）を確立すること
も私たちの使命と考え、ここ北大ビジネス・スプリング（北大
BS）で第3者分析機関である日本冷凍食品検査協会とも連
携し研究開発に取り組んでいます。

● 入居のきっかけ
これまでも北大BS近傍に立地する支援機関の道総研（地方独
立行政法人北海道立総合研究機構）やノーステック財団（公益
財団法人北海道科学技術総合振興センター）とは交流がありま
したし、北大BSがオープンした時から「いつかは北大BSに入居
したい」と考えていました。

● 入居しての変化
入居して5ヶ月ですが、取引先の我々に対するイメージが変わり
ました。公的機関の施設に入居していることから信用度が上がっ
たと思います。様々な情報提供もありがたいと思っています。

●  入居してよかったこと、 
将来の入居者へのメッセージ
情報提供や施策の紹介等をワンストップで聞けるし、企業ヒア
リングの際にはアドバイスもしていただき本当に助かっていま
す。入居企業の方々も連携できそうな企業が多く、今後積極的
に連携していきたいと考えています。すべてを自社単独で進め
るよりも連携した方が良いことも多々あると考えています。

北海道には、豊かな天然資源が存在し、当施設にも北海道産機
能性素材を活用したビジネスを進めている企業が多く入居さ
れています。

その中でも株式会社リナイスは、技術力のみならずマーケティングにも積極的
に取組まれており、事業拡大に伴って工場設立や原料確保について相談を受け
ているところです。今後、企業の仕組みづくりも重要になってきますので、積極
的に支援させていただきたいと思います。他の入居企業に刺激を与えて頂ける
ことを期待しています。

北大ビジネス・スプリング
チーフIM（インキュベーションマネージャー）
佐々木 身智子

中野 英春 代表取締役

会社概要
入 居 B I 北大ビジネス・スプリング
代表取締役 中野 英春　　鳴海 正樹
所 在 地 札幌市北区北21条西12丁目2

北大ビジネス・スプリング309 
（北海道大学北キャンパス内）

事業概要 食品原料・化粧品原料の製造及び健康食品・
化粧品の企画・受託製造等

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

2011年 1月 ● 会社設立　実験ラボ設置
6月 ● 北海道中小企業応援ファンド助成金採択（実証実験開始） 

機能性物質の製造方法および生産装置に関する特許出願（3件）
2012年 2月 ● 量産プラント稼動開始

8月 ● 増資（札幌元気チャレンジファンド）
2014年 2月 ● 北海道チャレンジ企業（創業部門）認定
2015年 3月 ● 北海道経済産業局顕彰受賞

6月 ● 北洋イノベーションファンドによる増資
12月 ● 特許取得「特許第5847975号」

2016年 3月 ● 北大ビジネス・スプリング入居

インキュベーションの利用
from IM

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

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!

紹
介BI 北大ビジネス・スプリング

工場の様子
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起業、会社のおいたち
─起業の動機についてお聞かせください
TV局在職中、プロダクション部門での経験を活かして定年
後、長崎県立大学シーボルト校看護学科で非常勤講師として、
無菌操作の映像などを記録化し、タッチパネル方式で再生で
きる教育システムを製作してきました。この時に看護関係の
先生と交流する機会が増え、認知症の早期発見、進行抑制が
出来ないものかという議論をするようになりました。認知症は
進行してしまうと薬を服用するしかなく、しかも回復の可能性
は極めて低くなってしまいます。したがって、早期に発見し、軽
度な症状での進行抑制が鍵になりますが、当時、認知症のレ
ベルを評価するシステムはあったものの、アタマの体操で認
知症を進行抑制するようなシステムは存在しませんでした。
映像関係の技術も活かしたかったということ、中国留学から
帰国した息子が何か事業を始めたいと考えていたことなどが
重なり、社会貢献が出来れば良いという軽い気持ちで、
2006年8月に家内も含めて3人で起業しました。

事業の展開と現在
─システム構築にご苦労されたのでは？
認知症に関する先人の研究結果は様々あり、認知症を判定

するための体系は整理されていました（長谷川式、MMSEな
ど）。しかしながら認知症の進行抑制のトレーニングシステムは
ありませんでしたので、我々はそこを実現しようと考えました。
まずは、脳神経内科や特別支援学校に足を運び、理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士が実際に何をしているのかを分
析しました。そこで患者に対してアナログ的に行われている進
行を抑制するトレーニングをすべてデジタル化し、認知機能
のレベル測定にはHDS-R簡易機能評価スケールを参照し
て、思考、視覚、注意、記憶、計算、言語、音楽などの7項目で各
20の課題を持つソフト「認知機能向上システム」プロトタイプ
版を製作しました。このシステムを病院のリハビリ部門で臨床
試験を重ね、約3年後に商品化にこぎつけました。このシステ
ムは監修する医師のアドバイスも受けた結果、利用者毎に毎
回のリハビリ課題の実施内容の履歴や、反応時間を記録化・グ
ラフ化することができ、認知症が進行しているのか、改善され
ているのかがわかる医療機器に近いシステムが完成しました。
そして何より重要な点は、「みんなが楽しくゲーム感覚で訓練で
きるシステム」にすることができたという点にあると考えています。
介護施設やデイサービスにも足を運びましたが、施設から利用者
へ折り紙やカラオケを提供しても多くの人が興味を示していない
状況が見受けられました。また、サポートする側の負担も大きいと
いう問題があることもわかっていました。このシステムはパネルに

タッチするだけという簡単な動作により
ゲーム感覚で楽しめます。トレーニング
システムの一つである「身になる教室」
（みんなでアタマの体操）は大型テレビ
を利用して課題を出し一斉に多くの施
設利用者が課題を楽しめることから、少
ない介助者でサポートできるようにな
り、介助者の負担軽減にもなり喜ばれて

「認知機能向上システム」は、物忘れの自己診断が可能な「タッチで物忘れ
チェック」、あたまの体操ができる「タッチでアタマの体操」、生活基本チェック
の質問である「タッチで元気度チェック」の3種類のプログラムで構成されており、利用者登録により履歴
の参照が可能。
認知機能の向上には「脳の鍛錬＝活性化」が有効とされていて、高齢者や障害を持った方でも手軽で簡単に使
えるようタッチパネルモニターを使用した認知機能向上の一助となるソフトウエアである。

4

製 品
紹 介 認知機能向上システム

タッチパネルを使いゲーム感覚で認知症予防・リハビリを行えるシステムを開発した、有限会社デジタルメディ
ア企画代表取締役の小松喜房氏に、会社の設立から現状ならびに今後の展望についてお話を伺いました。

有限会社デジタルメディア企画

タッチパネルを使った 
高齢者向けシステムにより
ゲーム感覚で認知症の
早期発見・進行抑制を図る長崎県発ベンチャー

BI入居企業活動報告
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います。また開発の資金調達においては、長崎県や長崎県振興財
団の補助金を活用することが出来て大変助かりました。

─販売は順調でしたか？
最初は、認知度が低く販売には苦労しました。国際福祉機器
展、中小企業総合展（現在は新価値創造展として開催）などの展
示会に積極的に参加することで代理店も10社に増えました。中
小機構が行っている販路開拓コーディネート事業を活用するこ
とで大手システムベンダー2社と関係が構築できたことも大き
かったです。現在は、特別支援学級など
にも導入され徐々に売上高は伸びて
います。近い将来、子供の教育にも活
用される時代が来ると考えています。

そして、これから
─今後の展望についてお聞かせください
自分が映った画面の中を飛びまわるUFOを手で追い払う

というダイナミックな動作を要求するゲーム（作業療法訓練
支援装置）を介護予防運動などを目的として長崎県立大学と
共同開発し、特許も取得しました。今後も新たな機能開発を
行っていきます。また、これまでスタンドアローン版として販
売してきた認知機能向上システムを大手システムベンダーの
アドバイスでクラウド化し、Windows・MacOS搭載PC、
iPadやAndroidタブレットなどの様々なプラットフォーム
に対応したクラウドサービス「ヒラメキア」として新たにスター
トしました。
今後はこちらの普及に注力したいと考えており、クラウド版
での販売方式に変えていくことで売り方も変わるはずです。
販売サイトの構築に関しては中小機構からの支援も受けまし
た。
さらには海外へも展開したいと考えており、初めに英語化
を進めて英語圏にも普及していきたいと考えております。現
在、長崎大学と連携し、英語圏の作業療法士の使用する言語
などに置き換えていく作業を検討しています。

● 入居のきっかけ
D-FLAGがオープンする時に入居者募集の案内を
頂きました。立地条件も良く、大学との連携が受け
られる点が魅力で入居することにしました。入居時
の審査が厳しかったことを覚えています。

● 入居しての変化
補助金情報や展示会情報をタイムリーに提供して
くれます。申請書の書き方などもサポートしていた
だいたおかげで、今ではしっかり自分で書けるよう
になりました。長崎県や長崎市からも応援いただ
き、長崎市からは「優れモノ」認証制度の認証品に選
んでいただきました。

●  入居してよかったこと、 
将来の入居者へのメッセージ
様々な情報を提供してくれる点が一番良かったこと
です。自分達では開拓できない販売ルートを紹介し
ていただける点も良いと感じています。大学との連
携もしやすくなります。

日本は高齢化社会に突入し、認知症患者が増加傾向にあると言われ社会問
題の一つとして対策が求められています。同社はシステムのユーザーは勿
論、介護施設などの介助者、病院の先生などシステムを提供する側のニー

ズにも耳を傾け続け、同システムに反映してきました。これまでの社長のご苦労が必ずや認
知症に悩む患者の症状改善や進行抑制に役立つものと思います。今回、多くの方が利用し
やすいクラウドサービスに切り替え、更にはシステムの海外展開や新システムの開発など新
たな取り組みにもチャレンジするという事業転換期を迎えています。ながさき出島インキュ
ベータでは同社の事業成功を後押しすると共に今後もサポートを継続して行きます。

ながさき出島インキュベータ（D-FLAG）
インキュベーションマネージャー（IM）
増田 裕

小松 喜房 代表取締役

会社概要
入 居 B I ながさき出島インキュベータ（D-FLAG）
代表取締役 小松 喜房
所 在 地 長崎県長崎市出島町1-43 D-FLAG 407
事業概要 認知症患者のリハビリテーションシステム

支援システムの開発

U R L http://www.n-digitalmedia.com/

インキュベーションの利用
from IM

施設データ
〒850-0862 長崎県長崎市出島町1-43
Tel：095-811-6800　Fax：095-811-6801

ながさき出島インキュベータ（D-FLAG）は、長崎3大学（長崎大学、長崎総合科学大
学、長崎県立大学シーボルト校）、長崎県及び長崎市と連携
し新事業の創出・育成を図る施設として運営を行っていま
す。オフィスと実験室の2タイプの居室や共用会議室などを
有し、常駐するスタッフをはじめとして幅広い支援を行って
いきます。

紹
介BI ながさき出島インキュベータ（D-FLAG）

システム活用の様子

2004年 8月 ● 会社設立
2007年 ●「タッチで脳体操」を開発
2009年 ●「ナガサキ型新産業創造ファンド」助成事業に採択
2010年 ●「高齢者総合支援システム」を開発
2012年 ● 各種展示会に積極出展 

中小企業総合展in kansai（5月）、国際福祉機器展（9月）、 
中小企業総合展（10月）、バイオジャパン2012（10月）

2013年 ●「販路開拓コーディネート事業」を利用
2016年 10月 ●「新価値創造展2016」インキュベーションブースに出展

● クラウドサービス「ヒラメキア」をスタート
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起業、会社のおいたち
─起業の動機と社名の由来について教えてください
私たちは鳥取大学発ベンチャーです。クロモソーム

（Chromosome）は染色体という意味です。つまり社名は
「染色体研究の拠点」という意味になります。私は鳥取県出身
ですが、鳥取大学出身でもありませんし、もともとバイオの専
門家ではありませんでした。鳥取県で建設関連の会社を経営
しておりましたが、地元で大変お世話になっている方から「常
に新しい分野に挑戦しなければいけない」と叱咤激励を受け
て、醸造技術関連の仕事や衛星放送のTVステーションをつ
くる仕事等も手掛けてきました。ある時、鳥取大学に凄い技術
があると耳にしたのがきっかけで、私が関与することになりま
した。それが、私たちが現在手掛けている世界最高水準の人
工染色体ベクターの基盤技術でした。その技術をもとに鳥取
大学内で起業しました。

事業の展開と現在
─御苦労されたことは何ですか？
先ずはビジネスに必要な信頼関係の構築でしょうか。私は、
商学部出身です。唯一保有している資格は建築士で、バイオ
の専門家ではありません。ですから最初は誰もまともに話を

聞いてくれませんでした。その後も鳥取大学とともに薬剤の
副作用が判定できる遺伝子改変マウスの作製等に関わりまし
たが、うまくビジネス化までに至りませんでした。そして追い
討ちをかける様にリーマンショックの影響も受けました。投資
も下火となり借り入れもしました。もがきながらなんとかやっ
てきたという感じでしょうか。

─ 世界最高水準の人工染色体ベクターが出来ると 
何が変わるのですか

弊社が得意とする染色体解析技術は、最近注目されている
iPS細胞を活用した再生医療を実用化する上で、欠かすこと
のできない安全性の評価技術として広く認識して頂いており
ます。また最近話題になっている抗がん剤のオプジーボを代
表とするようなバイオ医薬品の生産細胞においても染色体解
析技術と人工染色体ベクターは大いに注目を浴びています。
今世界の医薬品をリードしているのは遺伝子工学を応用し
た方法で動物細胞からつくられるバイオ医薬品です。この業
界は残念ながら欧米企業が優位に立っています。そして「細胞
を制したものが世界を制す」と言われる業界でもあります。動
物細胞というとあまりなじみがないと思いますが、バイオ医
薬品の製造工程ではこの動物細胞を利用しており、日本酒等
に用いる麹や酵母を利用した醸造技術と同じく製造工程で生

き物が主役になっています。
一方、人工染色体ベクターというの
は、遺伝子を運ぶ道具です。従来のベ
クターと比較すると我々のものは大
容量で、その容量はフロッピーディス
クとブルーレイディスクほどの違いが
あります。また、従来のベクターは既
存の染色体のどこかに無理やり遺伝

当社の人工染色体ベクター（HACベクター、MACベクター）によるタンパク質発現細
胞株作製受託サービスは、以下の点で他の発現系にない利点がある。
1）長期培養後も発現が安定、2）クローン間での発現量のばらつきが小さい、3）多コ
ピー化により発現量を増やすことが可能、4）複数の遺伝子の発現量をコントロール
して同時に発現させることが可能、5）様々な目的の細胞へ導入することが可能。
また、染色体解析ではQ-band解析、G-band解析、FISH解析、mFISH解析による染色体の性状検査を
実施しており、産学両方の研究者から非常に高い評価を受けている。

5

製 品
紹 介

人工染色体ベクターによる 
タンパク質発現細胞株作製受託サービス

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する株式会社chromocenter（クロモセンター）の
松岡隆之社長に会社の生い立ちから今後の展望についてお話をお伺いしました。

株式会社chromocenter

世界最高水準の 
人工染色体ベクター技術を 
確立した鳥取大発ベンチャー

BI入居企業活動報告
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子が入るので発現消失及び再現性にも難があります。ところ
が、人工染色体ベクターを動物細胞の中に導入すると、染色
体が一本増えたかたちで遺伝子が入るので発現消失が起こ
りにくく、非常に高い再現性が実現できます。細胞が分裂した
百世代後でも人工染色体が安定していることもすでに確認
済みです。そしてライブラリー化が容易ですので様々なノウ
ハウがものとして存在できます。弊社ではこのように様々なメ
リットを持った人工染色体ベクターを動物細胞に応用してバ
イオ医薬品の製造工程を改良する研究をしています。
さらに我々はこの基盤技術を大阪大学や九州大学等、多く
の大学と連携し更に技術を進化させました。弊社の技術を利
用するとスピーディーに、高品質で安全な最先端医薬品を、低
コストで供給することが可能
になります。この技術は、バ
イオ医薬品にとどまらずバ
イオエネルギーやバイオ素
材など様々な分野に応用可
能になると考えています。

そして、これから
─今後の展望をお聞かせください
再生医療の分野へ多くの企業が参入されるのにともない、
弊社の染色体解析サービスの需要は急激に伸びています。そ
して、既存技術とAI等の技術と連携することでもっと生産性
は向上します。このような背景から様々な異分野の企業との
出会いを求めています。また現在、バイオ医薬品は欧州の企
業が中心です。この分野でも我々は世界を狙えると考えてい
ます。先に申しましたとおり、動物細胞を利用する技術は醸造
技術と非常に似たところがあり、古くから日本人が得意として
きた分野です。繊細な感覚が求められるところも日本人に
合っていると考えています。弊社では細胞を体系化するとと
もに設計思想に沿った細胞作製を研究しています。近い将来
IPO出来るよう研究開発とその事業化を加速したいです。そ
して日々苦労を重ね努力し研究に携わっている弊社の研究者
に報酬面でも報いたいと思っています。

● 入居のきっかけ
震災復興の関係で神戸にはよく足を運びました。HI-DECの建設現場
も視察させて頂きましたし、OPEN時の見学会にも参加させて頂きま
した。医療産業の企業誘致に大変熱心な神戸市から何度もお誘い頂い
たことも入居の決め手になりました。いつかはここで事業をと願ってい
たので、それが実現いたしました。

● 入居しての変化
HI-DECに入居して売上高が倍増しました。IM室のご支援には心から
感謝しています。IM室は様々な業界にネットワークがあり、特に横の
繋がりを手助けして頂けるという面でたいへん助かります。例えば大手
企業との連携で画像診断システムの確立での後押しや、国内外製薬
メーカーへのご紹介もしていただきました。

●  入居してよかったこと、 
将来の入居者へのメッセージ
企業だけではなく、神戸市や他の公的研究機関との連携などをスムー
ズにサポートして下さいます。IM室を信頼して全面的に頼ることをお
勧めします。その時には漠然としたご相談ではなく、具体的な内容を準
備してご相談が出来るとより一層力になってくださると思います。

最近注目を集めている抗体医薬品や再生医療などに
は動物細胞が活用されています。同社は動物細胞の
機能性向上に不可欠な遺伝子を運ぶ道具である人工

染色体ベクターや安全性評価に求められる染色体解析技術を有して
おり、今後、AI技術等との融合が進められ、日本ばかりでなく世界に大
きく飛躍することを期待しています。

神戸健康産業開発センター（HI-DEC）
チーフIM（インキュベーションマネージャー）
北村 智

2005年 6月 ● 有限会社として鳥取県米子市に設立
9月 ● 鳥取大学医学部と共同研究を開始

2007年 9月 ● 株式会社に改組
2009年 10月 ● 東京オフィスを開設
2014年 1月 ● 神戸研究所を開設（HI-DEC入居）
2016年 10月 ●「BioJapan2016」中小機構ブースに出展

松岡 隆之 代表取締役

会社概要
入 居 B I 神戸健康産業開発センター（HI-DEC）
代表取締役 松岡 隆之
所 在 地 （本社）鳥取県米子市西町133-2

（東京オフィス）東京都中央区日本橋横山町1-4
（神戸研究所） 兵庫県神戸市中央区港島南町

6-7-4 HI-DEC4F
事業概要 細胞培養・遺伝子導入等研究開発

U R L http://www.chromocenter.com/

インキュベーションの利用
from IM

施設データ
〒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

HI-DEC（ハイデック）は、神戸市がポートアイ
ランドで推進している「神戸医療産業都市」の
中核施設の一つです。近隣には理化学研究
所や京コンピュータ、市民病院、大学などの
公的機関のほか、医療、健康、食品に係わる多くの機関や企業が
集積するなど世界トップレベルの立地環境にあり、中小機構と先
端医療振興財団のIMが常駐し、豊富な経験と多様なネットワー
クを活かして 入居者および近隣企業の支援を行っています。

紹
介BI 神戸健康産業開発センター（HI-DEC）

研究室内の様子
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起業、会社のおいたち
─なぜ起業しようと思ったのですか？
1997年12月に京都議定書（気候変動に関する国際連合
枠組み条約の京都議定書）が採択されて、環境問題が緊急か
つ重要であるということが広く世界に伝わりました。EUでも
環境に対する規制が強くなり、環境分野で我々が貢献できる
ことがあるのではないかと強く感じました。日本も昔、工場廃
水・家庭用排水等を河川に流したことで公害を引き起こしまし
たが、現在でも工場や家庭の洗浄には有機溶剤系の洗剤が
使用されているという事実があり、全ての洗浄を「環境に優し
い水」で行えないかと考えました。アルカリイオン水の普及促
進をしたいと考え、定年前の57歳の時に4人の同僚と起業
し、自宅を本社にして、宮城県に生産工場兼事務所を構えまし
た。

事業の展開と現在
─事業は順調に進みましたか？
最初は資金力も販売力も無かったので非常に苦労しまし
た。また、アルカリイオン水の効果や原理をご理解いただくの
も大変でした。設立してから2年目に、知人の人脈でアルカリ
イオン水「イーウォッシュ」をテレビショッピングで販売できる
ようになったことで状況は一転しました。当社の製品は、洗浄
力はもちろんのこと、石油系の合成界面活性剤を使用してい
ないので、環境汚染は引き起こしませんし、肌荒れしないとい
うことで大変反響を呼びました。これにより販路ができ、資金
をつないできました。また、そこで得た利益をアルカリイオン
水生成器の開発に投資しました。産業界に普及させるために
は水の販売ではなく、装置の販売が重要だと考えたからで
す。そして自動車メーカーの工場向けにアルカリイオン水生
成器を納入することが出来たことが非常に大きかったです。

これを機に多くの自動車メーカー・二輪メー
カーに採用いただきました。現在では、ビル
メンテナンス関連、食品関連、病院、スポーツ
ジム等にも展開しており、それぞれの事業に
あった製品ラインナップ（毎時15リットル、
30リットル、60リットル、特注の90リットル）
を整備しています。

─ 有限責任事業組合LLPを設立して小型
機を開発されたそうですね。

大企業だけでなく小規模事業者にも普及
するためには価格を抑えた小型機が必要で
した。そこで平成23年10月にジャスダック
上場企業と有限責任事業組合を設立して、
毎時15リットルのアルカリイオン水生成器

アルカリイオン生成装置は生成方法により、UNI-BATCH（バッチ生成）とUNI-FLOW（連続通
過生成）のシリーズがあります、原料の純水または軟水を電気分解してpH12，5～13，1を生成
します。（特許2件）装置はアルカリイオン水のみを生成、酸性水は一切発生せず、生成時に塩素ガ
スも発生しませんの
で設置場所も選びま
せん。コンパクトな
省スペース設計でス
テンレス構造、水に
強く腐食しません。
設定は前面のタッチ
パネルで簡単操作、
短時間でスーパーア
ルカリイオン水を生
成します。

6

製 品
紹 介 メタルシート洗浄機　MSW-1000

水の力を最大限に高めた強アルカリ電解水「スーパーアルカリイオン水」の普及促進を目指すベンチャー企業 
株式会社Eプラン代表取締役の松澤社長にお話をお伺いしました。

株式会社Eプラン
BI入居企業活動報告

化学物質をつかわない 
安心・安全な高洗浄力の 
アルカリイオン水で環境問題に 
取り組むシニアベンチャー企業
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を開発しました。これにより金型や回路基板の開発資金を調
達すると同時に事業を加速することができました。おかげさ
まで販売台数は順調に伸びています。例えば、クリーニング
業界では洗剤使用量の90%削減、洗浄回数を3回から2回
に削減したといった評価をいただき嬉しい限りです。

そして、これから
─今後の展開をお聞かせください。
いくつかやりたいことがあります。1つ目は更なる普及で
す。2年後には家庭用のアルカリイオン水生成器を発売した
いです。サイズも価格も半分以下にする必要があるでしょう
ね。二つ目は、業界ごとの更なる深掘りです。これまでは業界
にはこだわらずに全方位で取り組んできましたので深掘りが
不十分でした。例えば、金属加工業界の板金加工向けに洗浄
機を開発しています。業界ごとに共通の課題があるので、そ
れにお応えしていきたいです。三つ目は、海外展開です。現在
は、商社と組んで東南アジアに展開をして行こうと考えてい
ます。新興国でも環境意識が高まってきましたのでチャンス
はあると思います。これからは海外展示会にも積極的に出展
して行きます。これらを全て行うためには、現在9名の従業員
をもっと増やす必要があります。売上もさらに上げて行かな
ければいけません。

● 入居のきっかけ
設立して8年目に入居しました。ベンチャープラザ船橋は良く
通る道沿いにありましたので気になっており、施設がオープン
して半年後に施設を見学しました。その時にパンフレットもい
ただき是非入りたいと思いました。施設の入居対象者等を問
い合わせたところ、創業や新規事業を起こそうとする方であれ
ばだれでも良いということだったので入居申請しました。

● 入居しての変化
入居する前は相談事があっても近くに相談相手がいませんで
した。入居後は取引に関する契約、海外展開の方法や注意点な
ど、相談したい時にはIM室にすぐに相談できるようになりまし
た。そのおかげで自分たちだけでは出会えない方々とのネット
ワークも構築出来るようになりました。

● 入居してよかったこと、将来の入居者へのメッセージ
入居してからの最大のメリットは他の企業と比べると露出チャン
スがあることだと思っています。お陰様で事業も順調に伸びて
います。IM室の皆様のサポートがあったからと感謝していま
す。起業して何もない時には第3者からのアドバイスやフォロー
は大事です。いつでも相談できるというのは幸せなことです。
皆さまにもベンチャープラザ船橋の素晴らしさを広めることが
出来ればと思います。

地球環境保護を見据えた経営が必要な中で、同社の製品は最
も有効なツールのひとつとして脚光を浴びています。今、同社
は新たな製品開発に取り組み、国内への製品販売のみならず、

海外市場への展開を指向し、事業拡大を図っています。事業を進めていく過程
では、強い逆風も生じますが、ベンチャープラザ船橋として、引き続き更なる支
援を実施してまいります。

ベンチャープラザ船橋
チーフIM（インキュベーションマネージャー）
榎本 剛士

施設データ
〒273-0864千葉県船橋市北本町1-17-25
Tel：047-426-9014　Fax：047-460-7722

ベンチャープラザ船橋は、中小機構が、千葉県
及び船橋市等と連携して、起業や創業活動、企
業の新事業展開等を総合的に支援するための
賃貸施設です。入居企業に対する支援スタッフ
（IM）が常駐し、様々なステージの経営課題の
解決に向けた支援を行っています。
また、当施設には、公益財団法人千葉県産業振興センターが入居してお
り、新産業の創出を支援しています。
さらに、定期的に入居者交流会やセミナーを開催しており、入居企業は多
彩なネットワークを構築することができます。

2003年 11月 ● 株式会社Eプランを宮城県に設立
2008年 1月 ● ベンチャープラザ船橋入居
2011年 12月 ● 海外法人をマレーシアのラブアンに設立
2013年 1月 ● 千葉ものづくり認定製品に認定
2015年 3月 ● 千葉県経営革新計画承認
2016年 8月 ● 船橋市新技術補助認定（制度第1号）

松澤 民男 代表取締役

会社概要
入 居 B I ベンチャープラザ船橋
代表取締役 松澤 民男
所 在 地 千葉県船橋市北本町1-17-25
事業概要 洗浄、除菌、抗酸化用途を目的とした強アルカ

リイオン水生成装置の開発、製造及び販売。

U R L http://www.e-wash.jp/e-plan/index.htm

インキュベーションの利用
from IM

紹
介BI ベンチャープラザ船橋

社員一同
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起業、会社のおいたち
─起業するきっかけを教えて下さい。
私は当初、ゲームメーカーでプログラミングをしていまし
た。仕事は充実していましたし、独立起業については全く考え
ていませんでした。ある日、別の大手ゲームメーカーでデザイ
ナーとして働いていた兄から「このままでは駄目だ。何か面白
いことをしよう」と誘われました。
私達は学生時代からクラブのビデオジョッキーとして動画作
成・編集にも携わり、リアルタイムでプロモーションビデオを作
成したり、EFFECTをつけたりして遊び感覚で楽しんできまし
た。そして、これはビジネスになるかもしれないと感じていまし
た。動画処理とゲームの計算は同じなのに、既存のソフトで動
画編集することはそんなに手軽ではなかったからです。そこで、
自分でプログラムを組んでみたのですが非常に高性能なもの
ができました。これをそのままにするのはもったいないと考え
て、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の未踏ソフトウェア
事業に採択されたら独立しようと決めました。結果、2006年
12月に採択され、2007年4月に株式会社LoiLoを設立し、
弟の私がCEO、兄がCOOを務めることになりました。

─社名の由来を教えて下さい。
社名のLoiLoですが、漆器に光沢を出す蝋色塗りという技
法に由来します。漆の英訳の一つに「JAPAN」があります
が、ジャパンをキラキラさせる存在でありたいという願いを
込めました。あとは聞いただけでは意味が分からない企業名
にしようと考えていました。理由は、「それって何？」と関心を
持っていただけるからです。

事業の展開と現在
─超高速動画編集ソフトの事業の立上げは順調でしたか。
会社経営の勉強をしてこなかったので最初は大変でした。
そもそもビデオジョッキー市場は狭いので、我々が開発した
ものが何に利用可能なのか、どのマーケットに焦点を当てる
のかを最初に考えなければいけなかったので侃侃諤諤の論
議をしました。私たち兄弟は非常に仲が良いのですが、周りは
いつも揉めていると思っていたようです。
当時、ユーチューブが出始めていて、動画公開・共有ソフト
は既に存在したのですが、動画を編集するソフトはあまり存在
しませんでした。そこで我々は第一弾として「ロイロスコープ」
という超高速動画編集ソフトをローンチしました。素人でも簡
単に操作できるというコンセプトで、大きな机の上で写真を
整理するような感覚で動画作品を作り上げることができると
いう特徴のソフトウェアです。色々な方のご支援を受けた結
果、大手電気メーカーの製品にバンドルさせることが出来て、
これはヒットしました。今でも安定的に売れています。

─教育用ソフトとしても人気があるそうですね。
今は、「ロイロノート・スクール」という商品が売れています。
NHKの「どーも君を旅させよう」というイベントワークショッ

ロイロノート・スクールは子どもたちが考えるのを助け、その考えを人
に伝えることが出来る道具です。簡単に自分の思考をまとめ、発表する
ことができるので、子供たちが自ら考え表現できる機会をとても増やす
ことができます。
何度も自分の言葉で説明する
ことで、「思考力」「判断力」「表
現力」を育てます。導入され
た学校様からは、子どもたち
が自然とアクティブになった
と、声が上がっています。

製 品
紹 介 ロイロノート・スクール

シンプルで、触っていて楽しいソフトウェアを開発する株式会社LoiLo（ロイロ）の杉山浩二社長に会社の生い立ちから今後の 
展望についてお話をお伺いしました。

株式会社LoiLo
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。卒業企業に聞く!

直感的・触っていて楽しい 
次世代ソフトウェア開発を行う 
ITベンチャー
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プの動画編集ソフトとして採用されたことがきっかけでした。
イベントだけで終わらせるのはもったいないのでスクール用
に売ろうと考えました。
ロイロノート・スクールは、学校の授業を効率的・効果的にす
るためのツールといえます。今、学校では、受験のためのつめ
こみ型学習ではなく、アウトプットさせる授業が増えています。
この形式の授業で使えば、いわば［デジタル付箋紙］として、

頭の中を整理することが可能です。さらに、写真に絵を描くこ
とが出来る、手書きで書ける、録音できる、ブラウザーが内蔵
されてURLを通じてデータを引っ張ることが出来るなど様々
な機能がついています。パソコンは苦手という人でも操作が
簡単にできます。

そして、これから
─次の事業展開をお聞かせください。
「ロイロノート」を学校だけでなく個人や会社向けにリリースし
たいと考えています。クリティカルシンキングのツール、発想支援
のツールとして普及したいですね。スマートフォンを利用して電
車の中でプレゼン資料の作成ができますし、作成したプレゼン
資料を先生や上司に提出したり、友達や同僚とシェアしたりするこ
とも可能です。思考力を高めたり、知識を再整理したり、相互にデ
ジタル付箋紙を送り合ったりすることが出来るので知的生産性
の向上に最適なツールにしていけるのではないかと思います。

● 入居のきっかけ
兄が藤沢に住んでいたのが大きいでしょうね。慶應藤沢イノ
ベーションビレッジがオープンする際に広報資料が届きまし
た。一番小さな部屋を借りて5人でスタートを切りました。

● 入居から卒業まで
もしマンションで起業していたらと思うと恐ろしいです。IMか
らの支援が無ければ大変なことになっていました。IMからは
経営の基本を一から教えていただきました。また、実践的に指
導をしていただき入居から5年目に卒業して、今の馬車道のオ
フィスに引っ越すことができました。現在の従業員は20名で
す。

●  入居してよかったこと、 
将来の入居者へのメッセージ
ベンチャー企業にとってIMはメンターです。アドバイスをくれ
る仲間であり、企業の一員だと思ってお付き合いしてまいりま
した。慶應藤沢イノベーションビレッジは、遠慮なくIMに頼れ
る場所です。これから起業する方は是非活用されてみてはい
かがでしょうか。

ロイロノート・スクールは、学生・生徒さんたちの柔軟な発想を
生かして、頭の整理が出来る画期的なツールとして浸透し始め
ています。それだけに止まらず、ロイロノートを使って発想のブ

ラッシュアップする習慣をつけた学生・生徒さんたちが、やがて社会に出てビジ
ネスの中でも使ってくれることを目指す、ロイロさんの夢は気運壮大です。

慶應藤沢イノベーションビレッジ（SFC-IV）
チーフIM（インキュベーションマネージャー）
中井 彰人

2006年 5月 ● 慶應藤沢イノベーションビレッジ（SFC-IV）入居 
（個人杉山竜太郎）

12月 ● IPA未踏ソフトウェア事業採択（個人杉山竜太郎）
2007年 4月 ● LoiLo設立　代表取締役 杉山浩二
2008年 8月 ● ロサンゼルスSIGGRAPHにて、LoiLoScope発表
2009年 10月 ● Super LoiLoScopeが2009年度 

グッドデザイン賞 中小企業庁長官賞を受賞
2011年 9月 ● 慶應藤沢イノベーションビレッジ（SFC-IV）卒業
2013年 3月 ● 協働学習授業支援アプリ ロイロノート発売（日本）杉山 浩二

代表取締役 CEO

会社概要
卒 業 B I 慶應藤沢イノベーションビレッジ（SFC-IV）
代表取締役 杉山 浩二
所 在 地 神奈川県横浜市中区南仲通4丁目43番 

馬車道大津ビル403号
事業概要 次世代ソフトウェア開発事業

U R L http://loilo.tv/jp/

インキュベーションの利用
from IM

施設データ
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤4489番105
Tel：0466-49-3910　Fax：0466-49-3911

当施設は、慶應義塾大学との大学連携型イン
キュベーションとして、神奈川県、藤沢市との連
携の下、中小機構が運営する施設です。慶應義
塾大学湘南藤沢キャンパス（SFC）の一角に位
置し、学生向けのシェアードオフィスを備え、創
業前からの支援も行っています。湘南藤沢の地に起業家を生み出すべく
サポートを行っていきます。

紹
介BI 慶應藤沢イノベーションビレッジ（SFC-IV）

社内の様子
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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、02～04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、19～32ページの「BI入居企業 活動報告」及び 
「卒業企業に聞く!」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。

➡ IM・BIの活動は15～18ページの「BI活動事例のご報告」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。

全国32拠点、入居企業数550社以上。
（2017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。
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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
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 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

（2017年3月制作）


