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全国29拠点、入居企業数約470社以上。
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は、英語の「Incubation（卵などがふ化する）」という意味で、これから転じて、新しいビジネスの
成長・事業化を促進することを「Business Incubation：BI」と呼びます。
新事業創出に注力いただくために、中小機構がビジネス拠点の設置や組織運営、資金繰りといった経営課題のクリアを
サポートする、それが中小機構のインキュベーション事業です。公的セクターとしての特性、規模、ネットワークを
活かし、入居企業の成長を支援するとともに、将来に向けて新産業の創出や地域経済の発展への貢献を目指しています。
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発行にあたって

　独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）のインキュベーション事業は、全国に29拠点を構え、入居企業数は約470社に上ります。企業の属性として
は外部資金を調達して大きな飛躍を目指すベンチャー企業から大学などと連携して第二創業に取り組む企業まで、業種、分野を含めて幅広く、中小機構は、事業
スペース提供によるハード支援と中小機構の多様な支援ツールと広域ネットワークを駆使したソフト支援との両面から、総合的に新規事業展開をサポートしています。

　本誌では、インキュベーション施設をハブとした中小機構の創業・ベンチャー支援について具体的にご理解いただけるよう、２０１9年度の活動実績をデータや
事例でご紹介しています。
　今号の企業事例では、QOL改善につながる遺伝子治療や兵糧攻めでがんを攻略する大学発ベンチャーのほか、異素材接合技術や超小型ガスセンサー
を開発し、応用性を拡げるものづくり企業などを紹介しています。また、皮膚と経皮吸収の知見を基に、世界初の「溶解型マイクロニードル」を開発し、化粧品
事業で成功、医療事業に取り組む卒業企業の事例も掲載しました。

　本誌に掲載している内容は、中小機構のインキュベーション事業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。個別施設や
入居企業など詳細については、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ション施設にお立ち寄りいただくか、本部・地域本部の各担当までご連絡ください。

2020年9月
独立行政法人 中小企業基盤整備機構

創業・ベンチャー支援部長　松尾 一久
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IMによる入居企業支援

地域･BIとのネットワーク活用 成果の発信

中小機構の支援ツール活用

各拠点に常駐するIMが中心となり、
入居・地域企業の経営課題に助言・支援
●販路開拓、資金調達、技術支援などの
　コーディネート支援を1,800件以上
●セミナー、ワークショップを約260回開催

●専門家派遣、経営実務支援、販路開拓など
    中小機構の支援事業を入居企業9社が活用
●中小機構が出資するファンドから
    入居企業30社に投資
●中小機構が主催するビジネスマッチング
　イベント（新価値創造展）に入居企業21社が出展

入居企業の技術力や新製品への注目を喚起
●中小機構のインキュベーション施設に入居する

ことで得られる信用を活かし、メディア露出を
促進、マスコミなどメディアへの掲載数677件

●創業の啓発や促進を目的とする表彰への積極的
な参加

●中小機構のインキュベーション施設をハブとして、
　全国の支援機関との支援ネットワークを強化
●他機関や共催で実施される展示会やセミナーでの

交流・マッチング
●BioJapan 2019に入居企業等27社とともに出展
●地域企業のニーズに応じた支援ツールの紹介や

産学連携の仲介

2019年度も
ビジネスを

ソフト面から
総合サポート

03

ソフト面

入居企業・地域のニーズや経営課題に対応し、
ハードとソフトの両面で新事業展開を支援

インキュベーションの活動概要（2019年度）

ハード面

中小機構のインキュベーション事業の特徴は、新しく起業しようとする個人（起業家）や創業期企業（ベンチャー企業、スタート

アップ）、第二創業を目指す企業に対してのハードとソフトの両面からの総合的な支援です。

全国2 9 拠 点のインキュベーション施 設で、さまざまなニーズに応える事 業
スペースを提供、年間累計567社が入居（拠点の詳細は裏表紙をご覧ください）
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IMの経験やネットワークを活かし、
経営課題の解決を支援

IMによるコーディネート支援

中小機構が運営する全国29拠点のインキュベータでは、ＩＭが中心となり、支援企業の事業化に向けて、事業提携先、金融機関、

支援機関などとの各種マッチングをコーディネートしています。

今年度のコーディネート件数は1,800件を超えました。内容では「販路支援」が最も多く、ついで「資金調達」「技術支援」となっ

ています。販路支援については、ＩＭが自らのあるいは全国・地域のネットワークを活かし、企業が求める販路開拓先につなぐ

「個別アレンジ」の件数が多くなっています。資金調達では、ＩＭが適切な情報提供や申請書作成などのアドバイスを行った

結果、補助金の獲得総額は約15億円に上りました。このほかにも、ベンチャーキャピタルなどからの投資総額は約81億円、金融

機関からの融資総額は約10億円となっています（いずれも非公表案件を含まない金額）。

年間1,800件を超える
コーディネート支援の

39%が成功
（ほか21%が支援継続中）

入居企業の
売上計上率が向上
（2019年度卒業企業）

+8%

年度初め 卒業時点

売上計上の定義 ： 卒業（施設退去）時に、商品・サービスなどとして市場に提供出来る段階に達しており（試作段階のものは除く）、その売り上げが計上されていることをいう。

販路支援
└ 展示会

└ ツールの活用

└ 個別アレンジ

└ その他

資金調達
└ 補助金

└ 投資

└ 融資

└ その他

技術支援
└ 産学連携

└ 産産連携

└ その他

広報・宣伝
└ メディア

└ イベント

└ その他

人（専門家）
└ 制度の活用

└ 個別紹介

└ その他

その他

800 700 600 500 400 300 200 100 0（件）

27%

23%

17%

13%

6%

14%

コーディネート支援の内容（吹き出しは比率）

83% 91%
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インキュベーションの活動概要（2019年度）

新価値創造展2019

10周年を迎えた北大ビジネス・スプリングで
記念イベントを開催

「新価値創造展」や「BioJapan」などに
入居企業が共同出展

開設から10周年を迎えた北大ビジネス・スプリングでは、2019年6月7日に記念フォーラムが行われ、140名にご参加いただ

きました。

フォーラムでは、北海道大学副学長による基調講演、施設の活動報告、入居企業によるリレープレゼンやブース展示等が行わ

れました。

中小機構が主催する「新価値創造展2019（第15回中小企業総合展 東京）」（2019年11月27-29日、

東京ビッグサイト）には14施設から21社が共同出展しました。また、バイオビジネスの大規模展示会

「BioJapan 2019」（2019年10月9-11日、パシフィコ横浜）に16施設から入居企業27社が共同出

展しました。この他、各入居企業の事業分野に関連する展示会に出展し、ビジネスチャンスの創出に

積極的に取り組みました。

・ 「第7回 アフリカ開発会議（TICAD7）」にくまもと大学連携インキュベータから入居企業1社が出展

（2019年8月28-30日、パシフィコ横浜） 

・ 「アンチエイジングジャパン2019」に北大ビジネススプリング、立命館BKCインキュベータから入居企

業5社が出展（2019年9月9-11日、東京ビッグサイト） 

・ 厚生労働省主催「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット2019」に千葉大亥鼻イノベーションプラザ、

農工大・多摩小金井ベンチャーポートから入居企業2社が出展（2019年10月9-11日パシフィコ横浜） 

・ 「モノづくりフェア2019」にクリエイション・コア福岡から入居企業3社が出展（2019年10月

16-18日、マリンメッセ福岡） 

・ 「化粧品開発展-COSME Tech 2020 TOKYO-」に立命館大学BKCインキュベータから入居企業1

社が出展（2020年1月20-22日、幕張メッセ） 

その他、「SEMICON Japan 2019」（2019年12月11-13日）、「Matching HUB Kanazawa 2019」

（2019年11月11-12日）、「九州新技術・新工法展示商談会 in トヨタ」（2019年11月28-29日）等

BioJapan 2019
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国内外から約4,100名が
インキュベーション施設を視察・来訪

他のベンチャー支援機関等との
ネットワーク強化

今年度は、国内約3,700名、海外約360名の方々がインキュベーション施設および入居企業

の視察に来訪されました。クリエイション・コア名古屋では、名古屋中学の生徒に職場体験とし

てインキュベーション施設の説明と入居企業からの起業の講話を実施しました。T-Bizでは、

東北大学産学連携機構を通じ、東北大学大学院生をインターンシップとして受入れ、入居企

業を紹介、実習を行いました。また、2020年1月には、宮城県主催のEU-Japan ナノテクマッチ

ングイベント in 宮城で来日したEU圏企業12社が T-Bizを視察しました。

各地域でインキュベーション施設をハブとして、特徴的な支援リソースを保有するベンチャー支援機関等と連携するなど、効果的・

効率的な創業・事業化支援につながるネットワーク強化に取り組みました。

・ 「第3回メディカルデバイスイノベーション in 柏の葉」（2019年9月19日） 

  東大柏ベンチャープラザがハブとなり、医療機関の国立がん研究センター東病院をはじめとした9機関と連携し、医療機器関係者が

日常的にマッチングが可能となるネットワークの構築を目指してセミナーやベンチャーピッチによるマッチングを実施。機構が

ネットワークを活用してコーディネートした企業6社が参加者120人に向けてピッチ登壇。 

・ 「Pitch × Forum“ロボティクスが切り開く未来”」（2020年2月6日） 

　関東本部が米国発アクセラレーターと連携し、第4次産業革命における技術革新の更なる推進に向け、「ロボット・AI・IoT」をテーマ

としたスタートアップ支援イベントを開催。投資機関によるセミナーやセッション、ベンチャーピッチ等を実施。対象分野となる関東の

インキュベーション施設入居・卒業企業4社を含む機構支援先企業5社が参加者41名に向けてピッチ登壇。 

その他、千葉大亥鼻イノベーションプラザが特定非営利団体のベンチャーコミュニティやライフサイエンス推進機関と連携して、それぞ

れ1回ずつピッチイベントを開催。また、D-eggとクリエイション・コア東大阪が、京都府のインキュベーション施設であるけいはんなオー

プンイノベーションセンター(KICK)、京都府けいはんなベンチャーセンター(けいはんなプラザ)と連携し、ピッチイベントを開催し、入

居企業の資金調達を支援等

ロボティクスが切り開く未来メディカルデバイスイノベーション in 柏の葉 千葉大亥鼻イノベーションプラザ発
バイオテックベンチャーピッチ
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BI活動事例

神戸健康産業開発センター（HI-DEC/ハイデック）は、神戸医療産業都市構想の中核施設の一つであり、主に医療、
健康、福祉関連分野で新たな事業展開を目指すベンチャー企業等に対して、神戸市のポートアイランドの集積機能を
生かし、国や神戸市、地元支援機関等とも連携しながら事業活動をサポートするインキュベーション施設です。

インキュベータ概要                                   

神戸医療産業都市の特徴
　HI-DECの立地する神戸市のポートアイランドは神戸市の神戸医

療産業都市構想の下、「市民福祉の向上」、「神戸経済の活性化」、「国

際社会への貢献」を目的に、先端医療技術の研究開発拠点として

整備され、今では日本最大のバイオメディカルクラスターとして知ら

れている。

　現在では約350の先端医療の研究機関、高度専門病院群、企業

や大学が集積し、当施設も理化学研究所の発生・再生科学研究セ

ンターや分子イメージング科学研究センターに近接し研究開発、事

業化に適した環境を提供する。

HI-DECの概要
　HI-DECの各居室は全室ウェットラボ仕様となっており、排水施設・

中和処理施設・セキュリティセンサー・緊急シャワー等を設置。

神戸健康産業開発センター（HI-DEC）

神戸医療産業都市で
ビジネスの成長を支援する
インキュベーション施設

　創薬研究をはじめ、バイオ関連のベンチャー企業が多く入居し、

生化学実験や物理化学実験等が可能で、少ない初期投資ですぐに

事業を開始することができる。また、周辺には大学も多く、国際都市

としての歴史背景からグローバルな人材にアクセスしやすいことも

メリットの一つである。

　当施設は神戸市、神戸医療産業都市推進機構、中小機構が一体

となって運営しており、他機関とも連携したきめ細かいサービスを

提供している。また、半径2キロメートル圏内にホテルや会議場があ

るだけでなく、公共交通機関も整備され、空港や新幹線へのアクセ

スも抜群となっている。

特徴的な支援活動内容                                     

　HI-DECには中小機構のインキュベーションマネージャー（IM）の

他、（公財）神戸医療産業都市推進機構からの支援スタッフ等が常

駐し、製薬企業での医薬品開発や産官学連携などのバックグラウン

ドを活かして、交流会や勉強会の開催、マッチング、広報などの幅広

い支援を行っている。

交流会やイベントを開催
　HI-DEC入居企業と、近隣の企業や研究機関の研究者とのネット

ワーク構築を目的として、2ヵ月に1度「HI-DEC café」を開催してい

る。同イベントは毎回、企業や研究者が講師となり、事業内容や研

究内容をプレゼンテーションした後、お茶を飲みながら気軽に参加
神戸医療産業都市空撮

神戸健康産業開発センター外観

所 在 地 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町6-7-4

竣 工 2006年11月

延 床 面 積 2,094㎡

U  R  L https://www.smrj.go.jp/incubation/hi-dec/
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神戸健康産業開発センター（HI-DEC）
者同士が情報交換ができる場となっている。この他にも、外部講師

による再生医療や国の医療政策、サポイン活用などをテーマとした

「HI-DEC 講演会」や、同じく中小機構が運営するMEDDEC（神戸

医療機器開発センター）との「MEDDEC×HI-DEC 交流会」も年2

回開催。「MEDDEC×HI-DEC 交流会」は神戸医療産業都市推進

機構の医療イノベーション推進センターで開催しているイベントで

一般参加も可能。第1部は医療・ヘルスケアを中心に、研究者や企

業による各専門分野の講演やMEDDEC・HI-DECの入居企業の紹

介を行い、第2部は交流会を開催する。

企業の課題に合わせた支援を実施
　HI-DECのIM室は入居企業に対して、個

別にマッチングや広報活動、補助金を含む

資金調達の支援などを行っている。

・マッチング

入 居企業の課 題に合わせてその分野

の専門家などを自身のネットワークを

活用し紹介。マッチングの際にはIMも

同席し、入居企業をサポートしている。また、毎年10月にパ

シフィコ横浜で開催されるバイオビジネスのマッチングイベ

ント「BioJapan」に中小機構ブースを設けており、審査を

通過した入居企業は無料で出展することができる。

・広報

化学工業日報などと連携し、入居企業をメディアに紹介。新

聞記事やテレビ番組などメディア露出の機会創出を支援し

ている。

・資金調達

地元の銀行や日本政策金融公庫、ベンチャーキャピタルな

どへの紹介から、補助金の申請書作成のアドバイスなど各

企業に合わせた支援を実施。

入居者の声
・オンコリスバイオファーマ株式会社

同社はウイルスの遺伝 子 改 変 技 術を活用した新 規がん治

療薬や検査薬の開発を行っている。2004年に創業し、HI-

DECには、その立地条件、ウェットラボ仕様の居室、中小機

構の支援体制、リーズナブルな賃料に惹かれて2015年1月

に入居した。内装を整えて希望通りのラボ・オフィスとして

活用しており、多目的室などを無料で使用できる点にも満足

している。

IM室ではどんな事でも気軽に相談したり、定期的に開催さ

れるCaféで入居企業や神戸進出企業、各種団体と有用な情

報交換ができている。BioJapanの中小機構ブースに無料

で出展できる支援があり取引の拡大に繋げている。HI-DEC

を通じたメディア取材も活発でテレビや新聞などによる情

報発信もできている。

・株式会社chromocenter

医療用細胞（再生医療など）・医薬品生産細胞の評価やオ

リジナルCHO細胞を用いた物質生産の開発などを行う。鳥

取大学発ベンチャーとして2005年に創業し鳥取県内のラ

ボで研究開発を行っていたが、事業拡大に伴い2014年に

HI-DECに入居した。入居後も何度かHI-DEC内でオフィスを

拡張してきたが、今年からはスタッフの増員も進めている。

このように事業拡大できたのはHI-DECのおかげだと感じて

いる。HI-DEC caféなどの交流会・勉強会で知見を広めるこ

とができただけでなく、これまでつながりのなかった分野に

ついても、マッチング支援によりその分野の専門家を紹介して

もらうことができた。マッチングの場にIMも同席してもらえた

ことも大変心強かった。

・住友ベークライト株式会社

同社はプラスチックに機能を付与して幅広い分野に展開して

いる。10年前に新規事業として、糖鎖精製キットの販売や糖

鎖受託測定サービスに着手することになり、生体サンプルの

取扱いに必要なBio Hazard Level 2（BHL2）対応のウェッ

トラボを探していたところ、HI-DECを見つけ入居した。

入居してからはHI-DEC caféなどの情報交換の場の提供や

マッチング支援による専門家の紹介など、様々な支援を受け

ることができた。新製品をプレスリリースした際には、メディア

の取材をセッティングしてもらえるなど、広報面での支援も入

居してのメリットだと感じている。

これからのインキュベータ                                     

　HI-DECには中小機構や（公財）神戸医療産業都市推進機構の

IMなどが常駐し、入居企業が安定的に成長できるようになるまで、

資金調達や販路開拓、マッチングなどの支援を行っている。昨今は

医療・健康の分野にも、IoT や AIなど幅広い分野の専門知識が必

要とされつつあるため、マッチングによって入居企業を支援する余

地は大きい。これまでも人や情報との出会いの場を提供してきたが、

こうした支援は引き続き行っていく。

　また、これからの超高齢化社会を見据えると、医療・健康の分野

はますます重要となり、未病・予防やセルフヘルスケアといった新

しい市場の成長も予想される。神戸医療産業都市において、医療

産業の集積地という立地と同施設の強みを生かして新しい時代

に求められる企業として更に発展していただけけるよう支援して

いきたい。

支援スタッフ一同

HI-DEC café
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メディカルデバイスイノベーション in 柏の葉01
中小機構では、各インキュベーション拠点をハブとして大学や支援機関と連携し、新しいビジネスの成長を支援してい
ます。また支援力を強化するため、特定産業分野や地域横断のネットワークづくりにも取り組んでいます。
今回は関東本部及び東大柏ベンチャープラザ（以下、東大柏VP）がハブとなり、医療機器分野の開発ネットワーク構
築に取り組む「メディカルデバイスイノベーション in 柏の葉」の活動について、仕掛け人である東大柏VPの原田チーフ
インキュベーションマネージャーに聞きました。

― なぜ「メディカルデバイスイノベーション in 柏の葉」を
立ち上げたのですか

　東大柏VPの立地する柏の葉キャンパス地区は、東京大学や国

立がん研究センター東病院（以下、東病院）など、わが国最先端の

大学・研究機関・産業支援施設が集積している地域です。

　2017年5月に、当施設から徒歩5分の東病院に、「臨床ニーズ

と産学シーズのマッチングから臨床導入まで、日本発の革新的

な医療機器開発」を目指すNEXT医療機器開発センター（以下、

NEXT）が設置されました。これを機に全国に多数のライフサイエ

ンス系ベンチャー入居企業を擁する中小機構インキュベーション

事業との間で連携を進めることとなりました。

　そこで2018年初頭から東病院NEXTと入居企業とのマッチング

を進めるようになり、この連携はベンチャー企業の革新的な技術

シーズを世に出すのに極めて有効との共通認識に至りました。この

動きを加速するべく、東病院側のニーズである医療機器分野での

ベンチャー・エコシステム構築を目指すイベント「メディカルデバイス

イノベーション in 柏の葉」を立ち上げたのです。イベント実施に当

たっては、かねてから連携関係にある三井不動産株式会社および

TXアントレプレナーパートナーズの協力も得ることができました。

― 今回で3回目になるそうですが、どんなイベントなのですか
　本イベントでは基調講演と医療機器 ベンチャー企業による

ショートプレゼンを行っています。毎回、東病院から多数の医療関

係者が参加され、がん医療の現場ニーズとのマッチングが活発に

行われています。

　入居企業との連携もいくつか具体化しており、第1回イベント

からは、（1）メディギア・インターナショナル株式会社／生分解性

腫瘍封止剤開発による癌治療の革命を目指す（東工大横浜ベン

チャープラザ入居企業）、（2）インテリジェント・サーフェス株式会

社／検査・治療中の生体由来物質付着による内視鏡レンズの汚れ

を生体親和性材料「MPCポリマー」により防止する（東大柏VP入

居企業）の2社と東病院との共同研究が始まっています。さらにこ

れらに続く案件もあり、がん関連の医療のイノベーションを目指す

事業が、実際に臨床に携わる東病院から技術評価され、連携によ

り開発が加速し、世界をリードするメディカルデバイスが生まれて

くる可能性が高まっています。

「柏の葉をシリコンバレーに」

　現在の日本の医療機器産業は、残念ながら世界の後塵を拝してい

ます。私は大腸外科医として、がん患者の急増に対応するにはロボッ

ト技術やAI技術を活用した手術支援ロボットの製品化が不可欠と考

え、自ら株式会社A-Tractionというベンチャー企業を設立・経営して

います。その経験から、革新的な医療機器をスピード感をもって開発す

るためには、革新的なシーズを持ちスピーディな事業遂行のできるベ

ンチャー企業との連携が肝要だと考えています。

　このイベントの開催を通じて、医師、研究者、ベンチャー企業、VC・

金融機関、支援機関等の参加者が連携して、がん治療の質の向上と

医療機器産業の発展に貢献するエコシステムの構築を目指します。

東病院の伊藤先生にお聞きしました

「柏の葉をシリコンバレーのようにしたい！」
それが私たちの思いです

国立がん研究センター東病院
大腸外科長 手術機器開発分野長
伊藤 雅昭先生

名称： メディカルデバイスイノベーション in 柏の葉
主催： 独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部
 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院
 一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ

2018年  6月 キックオフイベントを開催（場所：KOILスタジオ）
2018年12月 第2回を開催（場所：柏の葉カンファレンスホール）
2019年  9月 第3回を開催（場所：KOILスタジオ）

開催概要

開催実績

ピックアップ 東大柏ベンチャープラザ 
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株式会社ジィ・シィ企画02
千葉県で決済サービス事業を展開する株式会社ジィ・シィ企画は、中小機構の北大ビジネス・スプリングにR&D拠点を
置き、北海道大学や北洋銀行などとともに地域コミュニティ通貨の研究コンソーシアムに参加して活動しています。
2019年6月の北大祭で行われた「コミュニティ通貨Do（ドゥ）」の実証実験を前に、地域コミュニティ通貨のねらいな
どをお聞きしました。

起業、会社のおいたち                                   

― 地域通貨の開発に取り組む目的はなんですか
　きっかけは弊社会長の金子がNHKで西部忠専修大学教授（北

大名誉教授）の取り組みを偶然知ったことでした。金子は福島県

出身で、地域通貨が震災後の地域活性化やコミュニティ形成に役

立つのではないかと考えました。弊社はこれまでクレジットカード

の決済システムを開発してきましたが、地域通貨への取り組みは

新たな社会インフラ構築へのチャレンジとも言えます。

　2019年2月に西部先生を会長とする「持続可能性社会のための

コミュニティ通貨研究コンソーシアム」を立ち上げました。コミュニ

ティ通貨はグローバル経済の進展に対して、地域社会と個人の幸

福の両立を目指す通貨であり、現在はその可能性を実証実験して

いる段階です。

― 今回はどんな実験をするのですか
　第61回北大祭（2019年6月7-9日）で、来場者に専用アプリから

「地域コミュニティ通貨Do（ドゥ）」（以下、Do）を体験してもらい

ます。来場者は出展者との取引でDoを集め、150Doを支出すると

バランススクーターに試乗できます。また、地元農家から提供いた

だいた市場に出回ることのないプチトマトとアスパラガスを、来場

者の気持ちに沿った額のDoで購入できます。

　今回は約10の出展者がDoの付与に協力してくれます。また参加

者は場内で使えるクーポンやシークレット企画の情報を得られる

ほか、感想などを出展者に届けることができます。弊社はコンソー

シアムの他の入会企業と共同開発した専用アプリ「C.C.Wallet」

の操作性などを中心に検証していきます。

― 日本銀行の発行する円との共通点や相違点を教えて
ください

　モノやサービスの流通取引の媒体であるという点は共通してい

ます。相違点の一つはコミュニティ通貨は管理する中央機関（コン

ソーシアム）が設定した下限値を超えない範囲であれば、マイナス

持続可能社会を目指して
地域コミュニティ通貨の可能性を探る
北大ビジネス・スプリング入居企業

からでも取引が可能なことです。つまり、Doをまったく保有してい

なくても150Doを支出してバランススクーターに試乗することが

可能です。この時のDo残高はマイナス150Doとなります。そして他

者にモノやサービスを提供することで100Do、50Doを受け取るこ

とも可能です。

　モノやサービスの価値は当事者間で合意して決めるという形

で考えています。例えば、ある日は雪かきを200Doでお願いし

ましたが、悪天候の日には300Doで取引することになるかもし

れません。

― 見えない価値を流通させたい
　今回、地元農家の方にご提供いただくプチトマトやアスパラガス

は、既存の社会システムでは流通することなく廃棄されています。

しかしコミュニティ通貨を通じて価値が認められれば、廃棄される

ことなくモノやサービスが流通し、ひいては地域活性化やコミュニ

ティ形成につながると考えています。

　他にも子供のお手伝いで流通させることはできないか、小学生

の特技を評価できないかなど、企画次第ではこれまでの円の流通

では見えなかった新たな価値を流通させられるのではないかと期

待しています。

北大ビジネス・スプリング

北大祭で実証実験

ピックアップ
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入居企業の概要（2019年度）

全国29拠点に約470社が入居

中小機構が運営する全国29拠点のインキュベータでは、2019年度の年間累計で約570社、2020年3月時点では約470社の

入居者に本社または新事業開発拠点などとしてご利用いただいています。

今年度退去した企業90社（支援機関などを除く）のうち、9割以上の企業が売上計上を達成して、卒業されました。

中小機構のインキュベータの特徴として、「電子・機械関連」と「医薬・バイオ・アグリ関連」を事業分野とする入居企業が、それ

ぞれ全体の3割程度を占めていることが挙げられます。また、創業前の個人を含め、小規模企業者に多く利用されています。

入居企業の事業分野 
（2020年3月時点）

入居企業の属性 
（2020年3月時点）

支援機関を含まない

2019年度入居者数
567社

支援機関を含む年間累計数
（新規入居者中3者退去）

支援機関を除く90社

入居中 383社

売上計上率
91.1%

新規 92社 
退去 95社 未達成 8.9%

電子・機械関連 
34%

医薬・バイオ・アグリ
32%

 情報・
通信関連

15%

環境・リサイクル
6%

販売・サービス
6%

その他
7%

支援機関など
3% 個人（創業前）

4%
大企業

3%
小規模企業

62%

中小企業
28%
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（事例）

・オンコリスバイオファーマ㈱はがんのウイルス療法（OBP-301）「テロメライシン」について中外製薬㈱と総額約500億円の

ライセンス契約を締結（2019年4月／HI-DEC）

・㈱ジーンデザインは味の素バイオファーマサービスに参画、核酸医薬API開発センターを開設（2019年4月／彩都バイオイン

キュベータ）

・㈱オンチップ・バイオテクノロジーズが、米国カリフォルニア州に100%子会社・現地法人を立ち上げ（2019年6月／農工大・

多摩小金井ベンチャーポート）

・カルナバイオサイエンス㈱は、米国のギリアド・サイエンシズ・インクと新規がん免疫療法の研究開発について提携（2019年

6月／HI-DEC）

・㈱ステムリム、東京証券取引所マザーズへ上場（2019年8月／彩都バイオインキュベータ）

・クリングルファーマ㈱のHGFタンパク質性医薬品（KP-100IT）が、厚生労働大臣の承認を受け希少疾病用医薬品として指定

（2019年9月／彩都バイオインキュベータ）

・アール・ナノバイオ㈱が日本ケミファ㈱と共同開発した検査キット「アレルギー検査用ドロップスクリーン® 特異的IgE測定

キットST-1」の製造販売の認証を日本ケミファ㈱が取得（2019年10月／和光理研インキュベーションプラザ）

・シーエステック㈱は、本社・宇治工場・神戸R＆Dセンターを統合し京都府宇治市に新拠点を建設（2019年11月／HI-DEC）

・ボールウェーブ㈱がJAXA宇宙探査イノベーションハブの研究提案募集に採択（2019年11月／T-Biz）

・㈱幹細胞＆デバイス研究所が、厚生労働大臣による国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業の認定（2019年11

月／クリエイション・コア京都御車）

・㈱HIROTSUバイオサイエンスが、線虫を用いた”がんスクリーニング検査”N-NOSEの事業開始（2020年1月／東大柏

ベンチャープラザ）

・DAIZ㈱は“大豆原料の植物肉開発事業”について㈱ニチレイフーズと資本業務提携（2020年1月／くまもと大学連携インキュベータ）

2019年度入居企業トピックス

入居・卒業企業の成長

入居・卒業企業では、今年度も売上増や研究開発成果などの成長がみられました。

入居企業名（商品名） 実施機関 名称 入居先BI

㈱積進 経済産業省 地域未来牽引企業 クリエイション・コア京都御車

スマック㈱ 経済産業省 地域未来牽引企業 クリエイション・コア東大阪

㈱調和技研 経済産業省 はばたく中小企業・小規模事業者300社 北大ビジネス・スプリング

ボールウェーブ㈱ 経済産業省 J-Startup T-Biz

㈱マテリアル・コンセプト 経済産業省 J-Startup T-Biz

コネクテッドロボティクス㈱ 経済産業省 J-Startup 農工大・多摩小金井ベンチャーポート

下西技研工業㈱（磁束変動検出式変位センサJS） 近畿経済産業局 関西ものづくり新撰2019 クリエイション・コア東大阪

（事例）

国の選定を受けた入居企業
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ベンチャーキャピタルや事業会社等の投資機関及びクラウドファンディング事業会社等の投資仲介機関との連携により、投資受入金

額8,123百万円、銀行等の金融機関との連携により、融資借入金額1,043百万円の資金調達に貢献しました（非公開案件含まず）。

入居企業3社が5億円以上のエクイティでの大型資金調達を実施し、IPOに向け事業を加速したほか、大学ファンド等、国内

外のベンチャーキャピタルや事業会社から出資を受ける等、多くの投資機関が入居企業に注目しました。

2019年度入居企業トピックス

今年度も多くの外部資金を調達

入居企業名 調達額 調達先 入居先BI

AWL㈱ 4.6億円 ㈱アスカネット、㈱共同通信デジタル　ほか 北大ビジネス・スプリング

仙台スマートマシーンズ㈱ 3.6億円 ㈱菊池製作所 T-Biz

ファイトケム・プロダクツ㈱ 1億円 東北大学ベンチャーパートナーズ㈱ T-Biz

㈱Piezo Studio 2.8億円 東北大学ベンチャーパートナーズ㈱、
（同）テックアクセルベンチャーズ、三菱ＵＦＪキャピタル㈱ T-Biz

㈱アルガルバイオ 4億円 ㈱東京大学エッジキャピタル、
国立研究開発法人科学技術振興機構　ほか 東大柏ベンチャープラザ

㈱HIROTSUバイオサイエンス 9億円 トッパン・フォームズ㈱、SOMPOホールディングス㈱、
第一生命保険㈱ 東大柏ベンチャープラザ

コネクテッドロボティクス㈱ 8.5億円 グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合、
Sony Innovation Fund　ほか 農工大・多摩小金井ベンチャーポート

㈱グランゼーラ・ゲームスタジオ US$1MM クラウドファンディング i-BIRD

㈱FLOSFIA
4.5億円 JSR㈱、（同）MHIイノベーション推進研究所

京大桂ベンチャープラザ
9.5億円 ㈱フジミインコーポレーテッド、フェニックス投資事業有限責任組合　ほか

マイキャン・テクノロジーズ㈱ 約1億円 大阪大学ベンチャーキャピタル㈱ 京大桂ベンチャープラザ

㈱Space Power Technologies 1.8億円 京都大学イノベーションキャピタル㈱　ほか 京大桂ベンチャープラザ

㈱Atomis 3.5億円
Mitsui Kinzoku-SBI Material Innovation Fund、
みやこキャピタル㈱　ほか

クリエイションコア京都御車

アクチュアライズ㈱ 約4.7億円 ㈱ウィズ・パートナーズ、三菱UFJキャピタル㈱　ほか D-egg

㈱ミーニュー 3.3億円 CCCマーケティング㈱ 岡山大インキュベータ

DAIZ㈱ 1.5億円 ㈱ニチレイフーズ　ほか くまもと大学連携インキュベータ

入居企業名 規模 支援先 入居先BI

㈱幹細胞＆デバイス研究所 1億円 戦略的基盤技術高度化支援事業／中小企業庁 クリエイション・コア京都御車

（事例）

（事例）

政府・関連団体から公的研究資金などを獲得
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2019年度入居企業トピックス

テレビ番組・新聞記事などマスメディアで紹介

入居企業名（商品名） 受賞名 入居先BI

㈱Hokkaido Products
（Baby Potage）

北のハイグレード食品 S 2019 受賞
北大ビジネス・スプリング

2019年度グッドデザイン賞 受賞

㈱RAINBOW
NEDO-TCP2019（オーディエンス賞）

北大ビジネス・スプリング
第二回メドテックグランプリKOBE（荏原製作所賞、DNP賞）

ティ・アイ・エル㈱（AIボイスレコーダーRECORiS） クロステックイノベーション2019北海道地区最終選考会（最優秀賞） 北大ビジネス・スプリング

㈱オンチップ・バイオテクノロジーズ JVHS2019 Venture Award 農工大・多摩小金井ベンチャーポート

アンター㈱
未来2019（IT融合部門最優秀賞）

i-BIRD
スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ（最優秀起業家賞）

㈱FLOSFIA 平成31年度知財功労賞（経済産業省/特許庁） 京大桂ベンチャープラザ

㈱Atomis
ＴＥＣＨ ＰＬＡＮＴＥＲ2019第7回ディープテックグランプリ（特別賞、日本ユニシス賞、サントリー賞）

クリエイション・コア京都御車
ＥＹアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2019関西大会（オーディエンス賞）

㈱グランドライン（エアー鉋） ウッドデザイン賞2019（ソーシャルデザイン部門） 立命館大学BKCインキュベータ

㈱N Lab 九州ニュービジネス大賞（九州アントプレナー大賞） D-FLAG

（事例）

（事例）

入居企業名 メディア 番組名など 入居先BI

㈱シグマアイ
日本経済新聞 「量子計算機に新興企業の知、産業応用競う」

T-Biz
NHK 又吉直樹のヘウレーカ！「世界最速！？量子コンピューターって何？」

に出演

㈱HIROTSUバイオサイエンス NHKほか 『線虫がん検査N－NOSE』を紹介 東大柏ベンチャープラザ

コネクテッドロボティクス㈱ NHKほか おはよう日本　ほか 農工大・多摩小金井ベンチャーポート

Amoeba Energy㈱ 民放キー局5社 日本郵便との置き配ロボット共同実験開始 慶應藤沢イノベーションビレッジ

㈱Moly テレビ朝日 ビートたけしのTVタックル i-BIRD

キメラボ㈱ 日本経済新聞 「私だけの化粧水　店頭でサンプル」 京大桂ベンチャープラザ

マイキャン・テクノロジーズ㈱ 日本経済新聞 「マラリアなど研究　1.2億円調達」 京大桂ベンチャープラザ

㈱オーガニックnico 日本経済新聞 「収穫量1日単位で予測」 京大桂ベンチャープラザ

㈱Atomis Forbes Online "How Kyoto Is Rebuilding Itself As A Nanotech And
 Regenerative Medicine Powerhouse" クリエイション・コア京都御車

エム・テックス㈱ テレビ朝日 羽鳥慎一モーニングショー、週刊ニュースリーダー D-egg

㈱JAPAN STAR 日本経済新聞 「細かい気泡のシャワーヘッドを開発
東大阪の中小、金型技術を転用」 クリエイション・コア東大阪

オンコリスバイオファーマ㈱ 日本経済新聞
「NEXT1000 投資家が注目した企業4-9月株式1日平均売買
高1位」、「中堅企業、今年の時価総額増加率：最も伸び率が
大きかった企業 」

HI-DEC

㈱メディカルフロント TBSテレビ 坂上＆指原のつぶれない店 立命館大学BKCインキュベータ

入居企業が各賞受賞
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千葉大学の医薬、薬学系施設を擁する亥鼻キャンパス内に立地する「千葉大亥鼻イノベーションプラザ」。ここで千葉
大発ベンチャーとして、ヒト脂肪細胞を用いた遺伝子導入細胞医薬品の開発に挑むセルジェンテック株式会社の代表
取締役 麻生 雅是 氏に、起業の経緯や今後の展望についてお話を伺いました。

セルジェンテック株式会社01

起業、会社のおいたち                                   

― 起業の経緯とGMACについて教えてください
　千葉大学の齋藤 康教授（後に第13代千葉大学長）が発明され

た遺伝子治療用脂肪細胞の研究が、千葉大学と私が勤務してい

た大手製薬会社によって2000年に共同で開始されました。私自

身は2001年に創薬ベンチャーに転職して遺伝子治療や核酸医薬

の臨床開発に携わっていました。2003年に齋藤先生から「遺伝子

治療用脂肪細胞の実用化を千葉大と共同で行ってみないか」とい

うお声掛けをいただいて、2003年10月20日に起業しました。

　われわれが開発しているのはヒト脂肪細胞を用いた遺伝子導

入細胞医薬品（Genetically Modified Adipocyte：GMAC）と

いうものです。遺伝的に機能タンパク質や酵素が欠損しているた

めに発症する疾患があります。これらは治療法がないか、1週間か

ら2週間に1回の頻度で生涯にわたり数時間の点滴などを受け酵

素を補充する方法しかありません。生活制限や通院の負担など

で、患者さんやご家族の生活の質は著しく低下してしまいます。

　GMACは『タンパク質や酵素をつくり出す仕組み』を患者さん

の体に付加する遺伝子治療・再生医療医薬品で、一度GMACの移

ヒト脂肪細胞を用いた遺伝子導入細胞医薬品を
開発する千葉大学発ベンチャー

植治療を受けると、3-5年にわたり持続的にタンパク質や酵素が

分泌されるので、患者さんの生活の質が大きく改善することが期

待されます。血球系細胞や幹細胞を用いた遺伝子治療・再生医療

や、遺伝子を直接生体内に投与する遺伝子治療もありますが、わ

れわれはヒト脂肪細胞を用いることで、効果が持続し、かつ安全

性が高い遺伝子治療・再生医療が可能になると考えています。そ

れというのも脂肪細胞は寿命が10年と長く、多くの生理物質を分

泌する機能を持ち、がん化しにくく、細胞があちこちに動かないと

いう数々の特長があるからです。また遺伝子導入による安全性は、

種々の方法や観点から検証し、安全性の確保に努めてきました。

遺伝子を導入された脂肪細胞GMACは、安全に治療タンパクを

永きにわたり補充することが期待されます。

事業の展開と現在                                   

― 大変な時期を乗り越えられたと伺っています
　医薬品開発、とくに先端技術での開発には多くの資金と長い

期間が必要です。2004年から、資金調達のためにベンチャー

キャピタルを回りました。2005年に最初の資金調達に成功し、

NEDOの助成事業にも採択され順調な立ち上がりでした。

　ところが、2008年のリーマンショックでベンチャーにいきなり

逆風が吹き荒れました。とくにバイオベンチャーを取り巻く環境は

非常に厳しく、われわれも企業活動を継続することさえ困難な状

況に追い込まれてしまいました。そのような中で千葉大学のご支

援で、GMACの研究開発のための技術やヒューマンリソースの維

持・保全をはかり、再興の機会を待ちました。

　どうにか2010年以降には日本科学技術振興機構（JST）、経済

産業省、日本医療研究開発機構（AMED）の公的競争資金による

研究開発課題としてGMACが採択されて、臨床研究を進めること

ができました。さらに2014年には再生医療の製造技術開発に強

い関心を持たれている日水製薬株式会社からも資金投入してい

ただき、GMAC研究開発は加速しています。

― 現在はLCAT欠損症の臨床研究を終え、治験準備段階
だそうですね

ヒト脂肪細胞を使った
再生医療･遺伝子治療法（GMAC）

技 術 紹 介

千葉大亥鼻イノベーションプラザ BI入居企業活動事例

患者の自己脂肪組織を取り出し、治療目的の遺伝子を導入し
た増殖能を持つ脂肪細胞を体内へ戻すことにより、自己で作
り出せない酵素（たんぱく質）の補充を可能とする遺伝子治療
法。脂肪細胞の寿命を活かし、欠損酵素の長期間持続補給
が可能なことから、酵
素・たんぱく質の欠損・
不足により根本的な治
療法のない遺伝性疾
患患者に向けた新規
な治療手段となること
が期待される。
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セルジェンテック株式会社

　GMACの最初の臨床適用として、治療法がなく、希少疾患で

ある『LCAT欠損症』に焦点をあてています。この疾患は、善玉

HDLコレステロールを上昇させるLCATという酵素の活性が著

明に減少し、角膜や腎臓に障害、溶血貧血をもたらします。

　われわれは、再生医療安全性確保法の下、LCAT欠損症治療用

のGMACを2017年に世界に先駆けて移植しました。その治療の

効果は、2年半継続しており、今後も持続するのではないかと考え

ています。現在は遺伝子治療・再生治療医薬品の実用化のために

制定された「条件付き及び期限付き承認」を取得するべく、治験

実施を千葉大学と共同で準備しています。

そして、これから                                   

― 今後の展望をお聞かせください
　まずはLCAT欠損症治療用GMACの薬事承認を得ることが第

一優先です。LCAT欠損症は日本全国で推定100名以上という希

少疾患ですが、2015年7月に難病指定されたことから診断される

患者さんも増えてくると想定されます。これまで治療法がなかった

ので、苦しんでおられる患者さんに早くお届けしたい。続いて、JST

からの委託事業として実現可能性を確認した血友病B（推定国内

4000名）やライソゾーム病（推定国内100名）の治療法、そしてま

だ治療法のない他の遺伝子疾患へとターゲットを広げていきたい

と考えています。

　GMACは「失われた生理活性を作り出す」いわば生産工場を体

内に設置する仕組みです。将来的にはインシュリン分泌機能の回

復による糖尿病治療、あるいはがんやアルツハイマーの発症や進

展を抑制する生体内タンパク質の補給といった、高齢化に伴い増

加する難病への適用も考えられます。形成外科にて安全に脂肪組

織を摘出し、その脂肪組織を細胞工場に搬入し、遺伝子を組み込

んだGMACを安全に製造して出荷まで数週間、そのGMACを速や

かに移植、この一回の移植で治療タンパク質が数年にわたり持続

的に補充され、難病に伴う機能障害や器質的障害が改善される、

そんな夢の治療法が世界的に実用化されるよう、われわれは協業

に向けた強力なパートナーを求めています。

■入居のきっかけ
　　千葉大学の齋藤教授からお声がけいただいて起業することになり、共

同研究と事業化を行える場所として千葉大亥鼻イノベーションプラザが

キャンパス内にあったということが入居のきっかけです。

■入居しての変化
　　それまでは千葉大学の研究室に共同研究のスペースをお借りしていたの

で、自らのスペースが確保できてビジネスを進めやすくなりました。また大

学のみならず、関係機関との連携が活発になり、様々な情報に触れる機会

が増えました。

■入居して良かったこと、将来の入居者へのメッセージ
　　共同研究と事業化をシームレスに行えたことが良かったです。施設が

キャンパス内にあるので、千葉大学の遺伝子組み換え規制に従って研究を

行えます。また、臨床の先生がすぐ近くにいて相談しやすく、これほど環境

が整った場所はまずないでしょう。

　　中小機構からもたくさんのサポートを受けました。常駐のインキュベー

ションマネジャーが企画する講演会も魅力的です。またBioJapanの中小

機構ブースで継続して展示できたことがビジネスチャンスにつながりまし

た。最初は模様眺めに終わっても、継続して出していると話が具体化しま

す。自社出展であれば1年であきらめていたでしょう。

　セルジェンテック株式会社は、最先端の再生医療領域における千葉大発
ベンチャー企業として当施設の設立と同時に入居をいただいています。中
小機構や当施設が実施する様々な事業化支援の取組み･イベントに理解を
示し常に積極的に参加される優良企業です。
　10年以上の時間を要すると言われる創薬の分野で、麻生社長を中心
としてリーマンショック期の厳しい経営環境を乗り越え、薬事承認と事
業化を目前としている同社には、ぜひ、千葉発で世界を目指す創薬ベン
チャーの代表企業となっていただきたいと思います。歴代CIMに続き私
も支援していきます。

代表取締役社長

麻生 雅是

会 社 名 セルジェンテック株式会社 

代 表 取 締 役 麻生 雅是

所 在 地
千葉市中央区亥鼻1-8-15
千葉大亥鼻イノベーションプラザ 101

事 業 概 要
ヒト脂肪細胞を用いた遺伝子導入細胞
医薬品の開発

U R L https://www.cellgentech.com/

2003年10月 セルジェンテック株式会社設立

2005年5月 遺伝子治療用脂肪細胞に関する千葉大学との
共同研究開始

2013年5月 千葉大学の遺伝子治療臨床研究実施計画を
厚生労働省が承認

2014年12月 LCAT欠損症臨床開発がJST「A-STEP 実用化挑戦タイプ
（中小・ベンチャー開発）」に採択

2016年8月 厚生労働大臣より第一種臨床研究実施計画の承認

会社情報 会社略歴

インキュベーションの利用

千葉大亥鼻イノベーションプラザ
チーフインキュベーションマネージャー

宗像 令夫

担当マネージャーからのコメント                                    

起業を目指す方を応援します。千葉大亥鼻イノベーションプラザは、中小機
構が千葉県、千葉市及び千葉大学等と連携して、大学等が有する先端医療
分野、医工連携分野の研究成果を活用した起業や創業活動、中小企業の
新事業展開等を総合的にサポートする大学連携型起業家育成施設（イン
キュベーション施設）です。

千葉大亥鼻イノベーションプラザBI紹
介

〒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
https://www.smrj.go.jp/incubation/ciip/



インキュベーション事業 2019 年度活動報告17

理工系総合大学である東京工業大学（以下、東工大）のすずかけ台キャンパス内に立地する「東工大横浜ベンチャー
プラザ」。ここに入居するメディギア・インターナショナル株式会社は、東工大と共同で、薬ではなく生分解性の腫瘍
封止剤を用いて、がん細胞を兵糧攻めにする新療法の開発に取り組んでいます。代表取締役の田中 武雄 氏に、起業
の経緯や今後の展望についてお話を伺いました。

メディギア・インターナショナル株式会社02

起業、会社のおいたち                                   

― 起業したきっかけを教えてください
　東京工業大学大学院（工学）修了後は、大企業の基礎研究所で

鉄鋼プロセスの計装やロボットの開発に携わり、新規事業のセット

アップを国内外で体験しました。その中でITビジネスのバブルに疑問

を感じるようになり、「中身のあるIT事業」を目指して独立し、「暗号

システム」「ビッグデータ」や「超高速検索エンジン」の開発事業に関

わってきました。

　これらの応用分野の1つとして、医療データベースの検索性能向上

とデータ共有化を目指していた時に、カテーテルによる動脈塞栓術

をがん治療に応用しておられるゲートタワーIGTクリニックの堀信一

院長と出会いました。この治療法はがんに通じる栄養血管を塞ぐこ

とで、がん組織を兵糧攻め（無酸素無栄養状態）にするという方法

ナノデバイスでがん治療の革命を目指す
東工大発ベンチャー

です。外科的処置としては低侵襲で、副作用や薬剤耐性（抵抗性が

生じ効きにくくなること）が課題となっている化学療法に比べると生

体に優しく、低コストの治療ということで感銘を受けました。しかもカ

テーテルさえ栄養血管に導くことができれば、がん種を選ばないと

いう点が優れています。これまで治療が遅れていた希少ながん種に

対する可能性にも魅力を感じました。

　しかし、動脈塞栓術にも課題は残されていました。例えば、既

存の塞栓材が生体内で分解しないこと、手技レベルによっては正

常組織の血管も塞いでしまうこと等でした。この時に、堀先生か

ら「君が改良・進化させればよい」と背中を押されたことがきっ

かけになりました。

― 元々は工学系なのに、よくぞ決断されましたね

　起業以前に専門分野を深く知っていることと事業を起こすことは

違うということを実感していました。むしろ専門外であることで常識

にとらわれずに新しいアプローチが可能だと考えています。

　東工大産学連携本部の林教授に相談したところ、がんの微小

環境研究の第一人者である近藤科江教授を紹介いただきまし

た。そして近藤先生からポジティブな方向性を示していただき、

2013年4月に起業しました。

　並行してバイオやライフサイエンスの基礎的な知識を得るた

め、再び大学院を受験して博士課程で勉強しました。現在はPh.D. 

candidateで、特許出願を終えれば論文を書くつもりです。

事業の展開と現在                                   

― しかしコンセプトのみで起業して何とかなるものですか
　情報関連の仕事をしていた頃、米国シリコンバレーでアイデアだ

けから起業する姿を目の当たりにしてきました。とはいえ最初は大

企業や投資家・ベンチャーキャピタル（VC）に持ち込んでも相手に

してもらえませんでした。会社を設立した1年目は全く資金があり

ませんでしたから苦労しましたが、封止剤の候補になり得る材料

を提供してくれたベンチャー企業があり、モノが出来たことで少し

技 術 紹 介

東工大横浜ベンチャープラザ BI入居企業活動事例

ナノデバイスMDXによる
腫瘍標的型低侵襲療法

動脈塞栓術とEPR効果を組み合わせることで、腫瘍選択的に
かつ速やかに酸素と栄養を遮断する
・ 動脈塞栓術とは
　マイクロカテーテルを用いて、動脈から数μmの塞栓剤を

注入。腫瘍周囲の血管を塞栓し、栄養や酸素を遮断する
・ EPR効果とは
　腫瘍血管（新生血管）の構造は不完全で、数百ナノメート

ル以下の粒子ならば血管外に漏出する。



Incubation Report  Vol.11 18

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
事
業
活
動

入
居
企
業
の
活
動

メディギア・インターナショナル株式会社

周囲の評価が変わり非常に助かりました。

　医療ビジネスは時間が 掛かるので資 金はいくらあっても足

りませんでした。その後、新エネルギー･産業技術総合開発機構

（NEDO）の助成事業を活用する中で、徐々に評価されてVCが

投資を検討してくれるようになりました。現在ではみらい創造機構

（VC）や事業会社からも出資をしてくれるまでになり、やっと本格

的開発のスタートラインに立てたところです。

　現在の開発状況ですが、マウスでの予備試験で、酸素と栄養の

ブロックにより、腫瘍の増殖が阻害されているデータが得られた

段階です。これからより大型の動物での実証実験が始まります。

治験を経て承認を取得し製品を患者さんに届けるまでにはまだ数

年は掛かりますが、決して諦めないことです。

― この封止剤は従来の塞栓材とは何が違うのですか
　塞栓材が血管内を閉塞するのに対し、封止剤は血管の外で酸素

と栄養を遮断するのです。当社は高分子材料のナノ粒子化を、しか

も、生分解性の材料で実現しました。

　正常組織の血管はいわば桶でいう「たが」がしっかり巻かれた

ような状態にあるのですが、がん組織にある新生血管では「たが」

が緩んでいる。

　我々が開発したナノ粒子封止剤（MDX）をカテーテルで注入す

ると、がん部分では「たが」の隙間から血管外に一部が漏れだして

膨潤します。これによりがん組織を選択的に標的してバリアを形

成し、兵糧攻めにすることが出来るのです。

そして、これから                                   

― 今後の展望をお聞かせください
　まずはニッチながん種で実績を上げ、適応範囲を広げたいと

考えています。表在がんをターゲットとして麻布大学でラットによ

る前臨床試験を行い、国立がん研究センター等と臨床試験に取

り組む予定です。

　社名に「インターナショナル」を付けているのは、日本発、東工大

発の技術で世界の医療に貢献したいとの思いからです。全世界の

市場は日本の15倍はあると言われています。単独では世界に向

けての事業展開は出来ませんので、これから国内外の多くのパー

トナー企業と連携し、ビジョンの実現に向けて加速したいと考え

ています。

代表取締役社長

田中 武雄

会 社 名 メディギア･インターナショナル株式会社 

代 表 取 締 役 田中 武雄

所 在 地
横浜市緑区長津田町4259-3
東工大横浜ベンチャープラザ E207

事 業 概 要 医療用機材・システムの研究開発・製造・販売

U R L https://medigear.co.jp/

2013年4月 メディギア･インターナショナル株式会社設立

2014年6月 東京工業大学と共同研究契約を締結

2016年12月 NEDO SUIプログラムに採択

2017年8月 東京工業大学より「東工大発ベンチャー 第82号」に認定

2017年9月 シードラウンドの資金調達

2018年9月 麻布大学と共同研究契約を締結、国立がん研究センターと
共同研究契約を締結

2018年11月 NEDO STSプログラムに採択、シリーズAラウンドの資金調達

2019年2月 nano tech 2019にてプロジェクト賞を受賞

2019年8月 特許庁知財アクセラレーションプログラム（IPAS）に採択

会社情報 会社略歴

■入居のきっかけ
　　私が東工大出身でしたので、初めは大岡山キャンパスに相談に行きま

したが、ラボに空きがありませんでした。産学連携本部から情報を得て、

見学に来たことがきっかけでした。

■入居しての変化
　　東工大の研究室（大学院での所属研究室）との連携ができることが最

大の魅力です。様々な研究機関との連携もしやすくなりました。中小機構

が全面的に支援してくれるので助かっています。特にインキュベーションマ

ネージャー（IM）が様々な情報の提供や資金調達や販路開拓面でも伴走

支援してくれます。

■入居して良かったこと、将来の入居者へのメッセージ
　　苦しい時の相談相手として、IMが心の支えになってくれます。また、イン

キュベーション間の連携もよく、自社だけでは実現できないことを支援し

てもらえます。例えば、東大柏ベンチャープラザとの連携により、国立がん

研究センター東病院外科長との共同開発や企業提携などにつながりまし

た。ロケーションを活かして様々な研究機関や支援機関とネットワークを

構築できることが魅力です。

　入居前相談時に田中社長から事業計画を聞き、薬を使わずにがんを壊死
させるという、その画期的なアイデアに驚いたと同時に、技術的な裏づけは
何もない状態だったので、今後の支援の難しさを覚悟した記憶があります。
　資金的には苦労しかなく、開発は困難を極めた7年間でしたが、やっとVC
からの出資もいただけるようになり動物実験間近まで進展してきました。
　事業ステージが進むに連れてインキュベーション施設でできる支援も少
なくなってきていますが、卒業までしっかりと支援を継続していきます。

インキュベーションの利用

東工大横浜ベンチャープラザ
チーフインキュベーションマネージャー

穐本 仁

担当マネージャーからのコメント                                    

大学のシーズ・知見を活用した新事業展開をサポート。
東工大横浜ベンチャープラザは、中小機構が神奈川県、横浜市及び東京工
業大学と連携して運営しているインキュベーション（起業家育成施設）です。

東工大横浜ベンチャープラザBI紹
介

〒226-8510
神奈川県横浜市緑区長津田町4259-3
https://www.smrj.go.jp/incubation/yvp/

（役職等は2019年8月現在のものです。）
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なごやサイエンスパーク内にあるクリエイション・コア名古屋に入居する輝創株式会社。学生時代から続くレーザーと
の関わりから、逆転の発想で金属とプラスチックの直接接合技術を開発、自動車産業での実用化を狙いつつ、機器開
発・販売で事業の持続性に粘り強く取り組む代表取締役の前田 知宏 氏にお話を伺いました。

輝創株式会社03

起業、会社のおいたち                                   

― 起業の経緯をお聞かせください
　私の場合は何の分野で起業するかというよりも先に「会社を起

こしたい！50歳までに独立するぞ！」という思いが先行していまし

た。エレクトロニクス系の商社に就職しましたが、そこで担当した

金属とプラスチックの直接接合で
技術革新を目指す名古屋発ベンチャー

レーザー関係の事業は製造元が海外の企業が殆どで、海外ベン

チャー企業との付き合いも多く、自然と感化されていきました。

　2008年リーマンショックの時に一度退職すると宣言したもの

の、その時は慰留されて踏みとどまりましたが、2012年に50歳に

なった時は思い切って退職・起業することにしました。事業分野に

ついては何となくレーザー関係で起業しようという思いはありまし

た。それというのも大学時代にレーザーを利用した金属加工に関

する研究を行い、大学院の時にはレーザーを利用した樹脂と樹脂

の接合に関する技術を日本で初めて開発しました。そして商社で

もレーザー関連の事業を担当したので、レーザー関連事業での起

業は必然だったのでしょうね。

事業の展開と現在                                   

― 起業後にご苦労なさったことは何ですか
　起業して間もなく、金属・樹脂接合にテーマを絞ったのは良かっ

たのですが、初めは仕事がありませんでした。展示会に出展して

も「これは何に使われるのか」といった反応が多く、誰も用途をイ

メージできないといった状況で、大手企業を訪問しても相手にして

もらえませんでした。その間、レーザー装置を開発して販売したり、

真空装置を仕入れて販売したり、アンカーレスの耐震工事も請け

負いました。やれることは何でもやったということですが、死の谷

を乗り切るのに商社マンとしてのスキルが非常に役立ちました。

　資金的には厳しい時期もありましたが、2013年7月には愛知県

科学技術交流財団の共同推進事業に採択され、さらに同年9月

には戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）に採択されたこ

とで開発が進み、金属と樹脂の接合強度を高めることができまし

た。地道に論文を書いて学会発表をすることで徐々に認知度が上

がり、また今では金属と樹脂の接合は非常に需要が多くなってい

ます。中小機構の販路開拓CO事業の活用もきっかけとなり、自動

車メーカーやティア1と呼ばれるサプライヤーからの試作の要望が

急激に増えています。

金属-樹脂の直接接合技術
金属表面に合金化した隆起微細構造を形成し（PMS処理）、
そこにプラスチックを溶融・浸透・凝固させることで、ポジティブ
アンカー効果により金属-プラスチックを直接、強力に接合する。
・ PMS処理（Prominent Micro Structure）:
　金属基材に独自のPMS剤を供給し、レーザ照射することによ

り、任意の局所にマイクロスケールの隆起構造帯を形成する。
・ ポジティブアンカー効果:
　金属表面に凹凸構造を形成し、その内部にプラスチックを浸

透させて固定する接合では、一般的には凹凸のある金属面に
溶融したプラスチックを高圧で押し込むが、輝創社の方法は、
溶融したプラスチックにPMS処理した隆起微細構造を低い
圧力で埋め込むイメージ。プラスチックが凝固するとポジティブ
アンカー効果により強力な接合層を形成する。

利点  （1）成形したプラスチックとの強力な接合が可能、（2）殆ど
の熱可塑性プラスチックと接合ができる、（3）汎用プラスチック接
合技術が利用できる、（4）接合時の加圧力が小さくて済み設備
負荷が小さい等

技 術 紹 介

クリエイション・コア名古屋 BI入居企業活動事例

隆起微細構造を形成する
独自のPMS剤

PMS層表面画像 PMS層接合部断面画像
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輝創株式会社

― 非常に強度の強い金属・樹脂接合が可能であると聞き
ました

　世の中には色々な金属・樹脂接合技術があります。例えば、接着

剤による接合も選択肢の一つですが、強度不足、温度変化による

耐久性や経年劣化の問題があります。また化学反応による接合な

ので、樹脂の種類によって接着剤の配合を変えなければいけない

など、課題があります。　

　われわれが提供しているのは、物理的に接合する方法です。

これまで広く知られているのは、金属表面を凹状に荒らした上

で、樹脂に熱をかけて圧着させる方法ですが、この場合は接合方

法が限られるため、安定性や強度に問題が生じることがありま

す。当社の技術は、金属表面に微細で特殊な粉体を配置し、レー

ザーとプラズマによりポジティブアンカーという突起を形成した

上で樹脂を圧着させるもので、優れた耐食性があり、繊維強化プ

ラスチックとの接

合では30MPa以

上の高強 度接 合

を実 現 すること

ができます。

そして、これから                                   

― 新たな事業を立ち上げたそうですね
　金属・樹脂接合に関しては、自動車関連を中心に継続的な試作

依頼をいただいています。他社では実現できなかった強度を実現

できたという評価をいただくことが多いのですが、この業界は本

採用までに非常に時間がかかります。継続的に関係構築していく

必要があります。

　そこで、AI活用した画像検査システムのエンジンを開発し、新た

な事業として立ち上げました。個人的な趣味でつながりがあった

知人と話をしている時にAIの話で盛り上がり、一緒に事業を進め

ることになりました。こちらのAIエンジンもやはり自動車関連の市

場で評価されています。将来的には、新規株式公開（IPO）できる

レベルまで企業を

成長させたいと考

えています。

■入居のきっかけ
　　2012年に起業したときは、なごやサイエンスパーク内のサイエンス交流

プラザ（名古屋産業振興公社運営）に入居しました。2013年に戦略的基

盤技術高度化支援事業に「レーザーとプラズマによる異種材料直接接合

装置の開発」のテーマで採択され、装置を導入することになり、手狭となっ

たために同じパーク内のクリエイション・コア名古屋に入居することになり

ました。

■入居しての変化
　　IMから、その時々に的確な支援施策の紹介をたくさんもらえて、事業が

進めやすくなりました。展示会への出展サポート、販路開拓コーディネート

支援事業、J-GoodTechへの登録、ベンチャーキャピタルとのマッチング

など、中小機構の支援制度とネットワークを最大限に活用することが出来

ています。

■入居して良かったこと、将来の入居者へのメッセージ
　クリエイション・コア名古屋には外から見ただけではわからない支援施策

がふんだんにあります。ものづくりにフォーカスした支援体制が充実してい

て、IMに相談をすれば何らかの回答が得られる点が本当に魅力です。

　小さな会社のハンディをものともせずに、研究・開発、営業はもとより、特許
申請も自分で行なうほどのマルチでパワフルな社長が率いている会社です。
　「金属と樹脂の接合技術」は、やっと産業界で注目されてきた感じがしま
す。その中でも輝創さんの技術は競争優位性があり、軽量化を必要とする産
業界で多くの実用化を期待しているところです。また新たにAIによる検査技
術も確立され、これからが益々楽しみな企業です。 これからも当社の成長・
発展に少しでも貢献できるように支援を行なっていきたいと思っています。

代表取締役

前田 知宏

会 社 名 輝創株式会社 

代 表 取 締 役 前田 知宏

所 在 地
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　106・107号室

事 業 概 要 金属とプラスチックの直接接合

U R L http://kisoh-tech.com/

2012年3月 輝創株式会社設立

2013年12月 クリエイション・コア名古屋入居

2015年1月 レーザ加工学会 優秀賞受賞

2016年6月 軽金属溶接協会 技術賞受賞

2019年2月 名古屋市工業グランプリ 市長賞受賞

2020年9月 クリエイション・コア名古屋卒業

会社情報 会社略歴

インキュベーションの利用

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

担当マネージャーからのコメント                                    

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
を目指す皆様をサポートします。

クリエイション・コア名古屋BI紹
介

〒463-0003
愛知県名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2266-22
https://www.smrj.go.jp/incubation/nagoya/

アルミと綾織したCFRTP（PA66）の接合
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T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）の入居企業は、8割が東北大学を中心とした大学発ベンチャーです。東北大
学で発見された物理現象をもとに開発したボールSAWセンサーを究極の「嗅覚」として、センシングデータを価値ある情報
に変えるソリューションの開発に取り組むボールウェーブ株式会社の赤尾社長に、起業の経緯や今後の展望についてお話
を伺いました。

ボールウェーブ株式会社04

起業、会社のおいたち                                   

― ボールSAWと起業の経緯について教えてください
　クォーツのようにある種の結晶体は電圧を加えると振動する

性質があり、圧電体と呼ばれています。圧電体上に電極を離して

置き、高周波信号を流すと発生する表面波（Surface Acoustic 

Wave = SAW）は伝搬とともに広がって減衰してしまうのですが、

IoT時代のケミカルセンシングの
可能性を追求する東北大学発ベンチャー

東北大学の山中一司教授は、ボールベアリングを超音波検査し

ている際に、球体では、表面波が赤道上を「広がらずに、同じ幅を

保ったまま伝搬する」という現象を大発見しました。この原理を利

用した共同研究に企業の研究員として参加したのが私の山中教授

との出会いです。

　その後、共同研究は終了しましたが、私は幸い東北大学未来

科学共同研究センターの特任准教授として研究を続けられるこ

とになり、2015年11月に山中教授を含むメンバー4人でボール

ウェーブ株式会社を設立しました。

事業の展開と現在                                     

― 超微量水分計の事業化に成功したとお聞きしました
　

　まずは半導体製造などでニーズのある超微量水分計を実用

化しました。従来の水分計は高精度になるほど大型になるのが

課題でしたが、わずか直径3ミリのボールSAWセンサーにより、

空気中の水分量をppb（10-9）レベルからppm（10-6）レベルま

で、応答速度1秒以内で検出するポータブルサイズの微量水分

計の量産化に成功した段階です。

― これまでご苦労はありましたか
　苦労がないと言ったら嘘になると思いますが、大企業と大学の

両方を経験し、原理をビジネスにする仕事に携われる喜びはそれ

に勝ります。メンバーにも言い出したことは自分で結果を出すまで

やる「有言実行」の方針で取り組んでもらっています。こういう研

究室なので、難しい水晶の球体加工プロセスの改善や製品のコン

パクト化などがどんどん実現します。

　しかし、我々だけではここまで乗り切ることはできませんで

した。文部科学省、科学技術振興機構（JST）の「大学発新産業

創出プログラム（START）」の支援を受けて起業し、その後も関

係機関の皆様に多大なサポートを受けてきました。例えばボー

ルSAWの技術を論文発表したところ、関連特許が出て、我々の

T-Biz BI入居企業活動事例

技 術 紹 介

ボールSAWセンサー
赤道上にすだれ状電極と感応膜を設置した直径約3mmの単
結晶水晶球。
水晶は圧電体なので、電極に電圧をかけると表面波が発生
し、球の表面赤道上を周回する。
通常、波は伝搬に従って広がり減衰するが、水晶球上では周回
しても同じ幅で伝搬する現象をセンサーに応用した。
気体分子による感応膜の弾性変化が表面波の伝搬特性に及
ぼす影響を周回で累積させることで、ごく微量の気体でも高感
度に計測できる。
このセンサーを用いた高速、高感度で小型の微量水分計やガ
スクロマトグラフなどが開発・製造・販売されている。
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ボールウェーブ株式会社

事業化の障害になりかねない状況でしたが、TLOである（株）

東北大学テクノアーチに特許の整理をサポートしてもらい、競

合が現れにくい環境が出来ました。

　資金調達面でも、特定研究成果の活用支援を行う東北大学

ベンチャーパートナーズ（株）から出資を受けて、順調に次のス

テージに進むことが出来ました。宮城県、仙台市からも多大な

サポートがあり、2019年には仙台未来創造企業の認定を受け

ました。経済産業省のJ-Startupにも選定されています。

そして、これから                                   

― 今後の展望をお聞かせください
　超微量水分計の量産化に続いて、手のひらサイズの携帯型ガス

クロマトグラフも試作品を開発しました。こうした多様なガス検知

センサーの開発を通じて、IoT時代のケミカルセンシングの可能性

を追求していきたいと考えています。例えば、ドローンを活用した

大気汚染モニタリングサービス、食品等の物流鮮度サービスなど

が考えられます。

　2019年11月にはJAXA宇宙探査イノベーションハブにも採択

されました。リスクがあってもやってみたいことができるから面

白い、先を見据えて本気で挑戦できる、そんな企業でありたいと

考えています。我々のスローガンは「Beyond the Wave」です。

つまり次世代はボールSAWにこだわる必要はありません。自分

たち自身を乗り越えて行ければ最高ですね。

■入居のきっかけ
　　山中教授の研究室が、東北大学未来科学技術共同開発センター（NICHe）

内にあったことがきっかけです。研究を行う場であるNICHeの隣に、事業を

行う東北大学連携ビジネスインキュベータ（T-Biz）があり、自然とつながるよう

になっています。

■入居しての変化
　　一番の変化はマインドセットと売上です。大学では研究者でしたが、

T-Bizに入ってビジネスにしなければという意識が強くなりました。起業家

育成を促進する「東北大学スタートアップガレージ（TUSG）」の活動も盛ん

で、学生のインターンシップを受け入れるきっかけになりました。

■入居して良かったこと、将来の入居者へのメッセージ
　　研究者が経営者になるわけですから、知らないことも多々あります。常駐

のインキュベーションマネジャーが、転ばぬ先の杖としてサポートをしてくれます。

組織のガバナンスについて学ぶこともでき、中小機構のネットワークで販路

開拓CO事業を紹介してもらえたことがインフラ事業への参入のきっかけに

なるなど、この環境を有効活用しない手はないでしょう。

　｢市場を創造する｣という熱い想いがボールウェーブ社の赤尾社長からは
いつも感じられ、常に疾走を続けている大学発スタートアップ企業です。中
核となる要素技術を多面的に考え、積極的にスピード感を持って模索する
姿勢は同社の大きな特徴でしょう。
　いよいよ本格的な事業の開始です。同社には、不可能を可能にする計
測技術で、大きな飛躍を遂げ、宮城発で世界に冠たる市場創造型の企業
になっていただければと望んでおります。IM室では、最大限の支援をし
て参ります。

代表取締役社長

赤尾 慎吾

インキュベーションの利用

T-Biz
チーフインキュベーションマネージャー

工藤 裕之

担当マネージャーからのコメント                                    

会 社 名 ボールウェーブ株式会社 

代 表 取 締 役 赤尾 慎吾

所 在 地
仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40
東北大学連携ビジネスインキュベータ 501

事 業 概 要

センサー開発・製造・販売事業
センサー及びこれを用いたシステムの製造、
販売及び輸出入
センサーに関する研究・開発・コンサルティングの
受託事業

U R L http://www.ballwave.jp/

2015年11月 ボールウェーブ株式会社設立

2016年9月 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社ほかか
ら第三者割当増資

2018年10月 微量水分計「Falcon Trace mini（FT-300WT）」
販売開始

2018年11月 第三者割当増資によって6億円の資金調達

2019年11月 JAXA宇宙探査イノベーションハブの研究提案募集
に採択

会社情報 会社略歴

大学の研究シーズと連携した新ビジネス創成を支援します。
T-Bizは、中小機構が、宮城県、仙台市及び東北大学と連携して運営する、
インキュベーション施設（起業家育成施設）です。

T-BizBI紹
介

〒980-8579
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40
https://www.smrj.go.jp/incubation/t-biz/

ボールSAWセンサー

超微量水分計



インキュベーション事業 2019 年度活動報告23

わが国有数の中小ものづくり企業が集積する東大阪市。自ら技術開発した製品が市場で評価され、自社のブランド力が育
つことで、従業員が誇りをもって働ける会社にしたいとの思いから起業し「マイクロナノシャワーヘッド」の販路開拓に成功。
グローバル展開を目指す株式会社 JAPAN STAR 。同社代表取締役社長の池田 博毅 氏にこれまでの経緯、事業展開、今
後の展望についてお話を伺いました。

株式会社 JAPAN STAR05

起業、会社のおいたち                                   

― なぜ、新たな会社を起こしたのですか
　以前は、祖父が起ち上げ、二代目である父が社長を務めていた

金属加工の会社に勤務していました。社内に完成品事業部を立ち

上げて浄水器を開発したところ、塩素の少ない水が求められる時

代が来て、浄水器の販売は順調に拡大しました。しかし、中小企業

のつらいところで、中核の技術や製品までは自社で完成させられ

ても、最終製品として販売するのは大手企業でした。利益も大企

業がほとんど持っていくわけです。

　そこで浄水器の事業は父の会社に残し、自分は自社ブランドの

商品を開発することで市場から正当に評価されたい、労働分配率

も高く、従業員が自信と生きがいを持って働き、日々改善に取り組

水事業で東大阪のものづくりを
ブランドへと育てるベンチャー企業

める会社にしたいと考えて、2008年5月に新会社である株式会社 

JAPAN STAR を起ち上げました。

事業の展開と現在                                   

― 自社ブランドを育てるといっても目算はあったのですか
　現在はマイクロナノバブルシャワーヘッドに事業を集中してい

ますが、そこに至るまでには紆余曲折がありました。実は起業し

てから色々なことにチャレンジしまして、以前は次世代型照明器

具「冷陰極蛍光ランプ」事業も展開していました。よく「全く違

う分野の事業を運営するのは大変でしょう」と言われるのです

が、私は外部のリソースを組み合わせて事業を組み立てるのが

割と得意なんです。

　マイクロナノバブル発生装置についても、当初はクエの養殖や工

場で使用される切削油等の洗浄機に組み込んだりして活用範囲

を拡げました。しかし、こういう取引は量産までには至らず、いかん

せん安定した事業にはなり得ませんでした。そこで、マイクロナノバ

ブルシャワーヘッドに「選択と集中」する決断をしたのです。現在の

ところ、これが功を奏しています。

― メディアに取り上げられるなど、認知度は向上していますね
　中小機構が主催する新価値創造展やギフトショーなどに出展

し、地道な活動をしてきました。結果として、美容関係の商社から

OEM商品を供給して欲しいという依頼もあり、美容室ルートでの

販売も始まっています。噂が広がり始めて色々なところからお声を

掛けていただけるようになりました。地方の電器店、中国系商社な

どからもお声がかかるようになりました。

　最近では、日本テレビの「女神のマルシェ」で取り上げていた

だき、認知度が上がりました。さらにスキンケア系化粧品でブラ

ンド力のある株式会社ドクターシーラボが会員向けにオリジナ

ル商品として販売することになり、日本経済新聞の記事にも取

り上げられて、売上高も急激に伸びました。ドクターシーラボ社

とは、大企業と下請けという関係とは異なる、とても良い協力関

シャワー水に含まれる空気のサイズをナノレベルにする独自の
「ナノバブル発生機構」を搭載したシャワーヘッド。
「ナノバブル発生機構」は、水に圧力をかけて空気を抜き、抜
いた空気を剪断により細かくして水に戻す機構。
ごく小さい泡を含むシャワー水による保湿・保温、洗浄・消臭、
節水効果が期待される。水中の残留塩素を除去するカートリッ
ジのオプションがある他、一般家庭用、美容院やペットショップ
向けといった業務用の品揃えがある。

製 品 紹 介

マイクロナノバブルシャワーヘッド

クリエイション・コア東大阪 BI入居企業活動事例

家庭用シャワーヘッド
「ナノフェミラス」

シャワーヘッド基部にナノバブル発生
機構が搭載されており（この画像では4
機）、脱気、剪断により小さくなった気泡
を含むシャワー水が放出される
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株式会社 JAPAN STAR

係が構築出来ています。

　また、社内に目を向けても、おかげ様で従業員が誇りを持っ

て働けるようになってきました。今後は従業員一人ひとりがさら

に1つ上の視点で仕事に取り組んでいけるようになって欲しいと

考えています。

そして、これから                                   

― 米国に進出するそうですね
　国内市場は維持拡大しつつ、米国市場への進出も考えていま

す。29歳の時からアメリカに進出したいという夢がありました。

　先日、販売店の社長に相談したところ、「それならば、シカゴの展

示会に行った方が良い」とアドバイスされ、すぐさま視察に行きま

した。すると現地でその社長と偶然出会いまして、そんな不思議な

ご縁が重なって、一晩のうちにアメリカのバイヤーやテレビ局プロ

デューサーと会うことができ、具体的な話が進展しています。

― 水で世界を救いたい
　私たちの事業の中心は「水」です。海外には安全な水が飲めな

い方々が10億人もいます。10年近く前に外務省、環境省、経団連

の方 と々一緒に中国、インド、東南アジアを訪問する機会がありま

した。その時に、ストロー型の浄水器を持ち込み、非常に注目を浴

びました。しかし、市場調査の結果、1個4円で提供しなければ現地

の方々の収入では手にすることができないということで、その時は

進出を諦めました。

　今でも自社単独で解決できるような話ではありませんが、近い

将来、例えば飲料関係企業と連携し、『水で世界を救う』というプ

ロジェクトを立ち上げて、10億人の方々を救いたい。そして日本を

代表するような企業に成長したいと考えています。

■入居のきっかけ
　　一番の理由は、中小企業の技術を結集して、JAXAや関西の大学と共同

で小型人工衛星「まいど1号」を開発した宇宙開発協同組合SOHLAの拠

点が、このクリエイション・コア東大阪にあることでした。

　　ベンチャー企業である当社にはブランド力がありませんから、ここに入

居することが出来たら箔がつくことも期待しました。中小機構や大阪府・

東大阪市などの支援施策の情報を入手しやすいという点も魅力でした。

■入居しての変化
　　思っていた以上に信用力は上がったと思います。ここクリエイション・コア

東大阪には研究開発、知財、財務などの人材や情報が集まっています。も

のづくりにおける研究開発の総合支援施設として、サポート体制が非常に

充実していると感じました。

■入居して良かったこと、将来の入居者へのメッセージ
　　東大阪のように様々な機能が集積している地域は他にないでしょう。そ

の中でも、クリエイション・コア東大阪には特にものづくりに適した環境が

あり、ほとんどのパーツや加工技術が集まります。また、大学のサテライト

があり、最先端技術の情報も入手できます。

　　ぜひ、事業をデザインできる経営者に来て欲しい。付加価値の高いブ

ルーオーシャン商品を開発し、知財で差別化することで、素晴らしい商品・

市場を創造することができると信じています。

　　支援者にも恵まれています。何か困ったことがあるとIM室のスタッフが

協力してくれます。ここに拠点を構えていたからこそ、多くのメディア取材の

機会も得られたと思っています。大手販売会社への販路開拓もIM室のス

タッフから支援を受けて実現しました。

　同社は、2008年の法人設立前に現在の池田社長が個人でご入居され、
法人設立～プロトタイプ段階～市場投入～販路拡大まで一貫して、ここクリ
エイション・コア東大阪を拠点にステージアップされて来ました。これまで紆
余曲折もありましたが、社長の強い信念と商品開発力で何とか乗り切られ、
今では経営を安定軌道に乗せられました。我々のような公的支援機関のご
活用にも積極的で、IM室としても補助金獲得や市場調査、販路開拓（ジェ
グテック商談会で現在の主要販売先とマッチング）等で少しはお役に立て
たかと思います。
　「お客様に喜んで頂ける商品をつくる」、その思いから朝から晩まで開
発試作し、お客様の声を聞くため全国を飛び回り、さらに新たな市場を
求めて海外にもチャレンジする、そのパワフルな経営にはいつも脱帽させ
られます。
　『水で世界を救う』を信念に、今後の更なる活躍が期待できる企業です。

代表取締役社長

池田 博毅

会 社 名 株式会社 JAPAN STAR 

代 表 取 締 役 池田 博毅

所 在 地
東大阪市長田東3丁目2-43
SKパークビル 9F

事 業 概 要
水を中心とした環 境に関する製品の研究・
企画・販売

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

2008年5月 クリエイション・コア東大阪に入居

2008年5月 株式会社 JAPAN STAR 設立

2012年4月 家庭用シャワーヘッド「ナノシャワー華」開発・販売

2014年5月 美容院向けシャワーヘッド「ステルラ」開発・販売

2014年7月 ペット用シャワーヘッド「ドギーナノ」開発・販売

2015年5月 家庭用シャワーヘッド「ナノフェミラス」開発・販売

2019年10月 家庭用シャワーヘッド「ナノフェミラスライト」開発・販売

2019年11月 クリエイション・コア東大阪卒業

2019年12月 東大阪市内のオフィスビルに移転

2020年3月 東京支社設立

会社情報 会社略歴

インキュベーションの利用

クリエイション・コア東大阪
チーフインキュベーションマネージャー

冨田 和之

担当マネージャーからのコメント                                    

ものづくり連携拠点 - 新たなビジネスチャンスがここに！
クリエイション・コア東大阪は、技術力の高いものづくり企業が集積してい
る大阪東部地域において、中小ものづくり企業のイノベーションの促進を目
的として整備された、ものづくりに関する総合的な支援施設です。

クリエイション・コア東大阪BI紹
介

〒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 IM室
https://www.smrj.go.jp/incubation/
higashi-osaka/
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京都薬科大学で培った皮膚と成分経皮吸収に関する知見を基盤に、世界初の「溶解型マイクロニードル」を開発し、工
業生産に成功。化粧品分野で上市、グローバルに展開しつつ、医療のイノベーションを目指して経皮ワクチン製剤の開
発に取り組むコスメディ製薬株式会社。同社代表取締役の神山 文男 氏と取締役の権 英淑 氏に起業の経緯、事業展
開、今後の展望についてお話を伺いました。

    起業、会社のおいたち                                   

― 京都薬科大学の薬剤学教室から起業したそうですね
　私（神山氏）は、元は大手化学メーカーで研究所長を務めていま

したが、55歳を機に退職して京都薬科大学薬剤学教室（以下、京

薬）の研究員になりました。京薬でDDS（Drag Delivery System）

の基礎研究に取り組みながら、前職の人脈を生かして、国内外の

製薬企業の技術コンサルティングや研究受託を行っていました。

　取締役の権は、中国の創薬研究機関を退職後、京薬で博士課

程を修了し同じく研究員となっていました。

　私は工学的な成形技術に強く、権は薬学や皮膚のメカニズムに

造詣が深かったため、一緒に技術コンサルティングをするようにな

り、2001年に前身の有限会社コスメディを設立しました。

コスメディ製薬株式会社 
経皮吸収技術で医療・化粧品分野のイノベーションを
目指すクリエイション・コア京都御車卒業企業

― マイクロニードルに着目したきっかけはなんですか
　経皮吸収材料や医療用粘着材料の開発販売を考えていた折か

ら、海外の学会でマイクロニードルが盛んに研究されていることを

知ったのです。しかし針はプラスチック製やステンレス製で痛みを

伴い、折れれば針が残るなどまだ研究室レベルでした。

　2年半にわたる研究開発の末、皮膚本来の成分であるヒアルロ

ン酸やコラーゲンでできた超微細な針に薬剤成分を結晶化させる

「溶解型マイクロニードル」の技術開発に成功しました。

― 化粧品分野への応用はパイオニアとお聞きしています
　当社が実現したブレイクスルーの1つ目は、高分子マイクロニー

ドルの工業的製法を世界で初めて確立したこと、これは私の前職

での高分子成型技術の経験が生きました。2つ目は、それを世界で

初めて化粧品に応用し商品化したことです。

　何しろ医療用の実用化には多くの時間と資金を要します。こ

の間も会社を維持していかねばなりません。VCからの資金調達

も検討しましたが、IPOが既定路線で条件も当社に極めて不利

でした。何とかならないかと悩んでいた時に、権が化粧品分野

への応用を提案したのです。皮膚本来の成分をニードルの材料

に選んでいたことがポイントでした。

　2008年11月に、まず医師主導美容クリニックへ小規模提供を開

始して上市。その後大手化粧品メーカーへのOEM提供に至りまし

た。2014年には自社ブランドでの販売も開始しました。

　化粧品事業は2016年頃から売り上げが急拡大しており、2017年

には2つ目の自社工場（桂工場）を稼働させました。

    事業の展開と現在                                   

― 権さん、化粧品事業が伸び続けている背景はなんですか
　当社にとってマイクロニードルはコア技術ですが、大切なことは

コア技術の周辺をどう作り上げて、どのようにお客様に届けるかと

いうことです。それがお客様に愛着を持ってもらい、定着するため

の鍵になります。

代表取締役
神山 文男

技 術 紹 介

溶解型マイクロニードル技術
マイクロニードルは、微細針の先端部に薬剤を含有させ、皮

膚に貼付することで薬剤を体内に投与するパッチ形態の新

規経皮吸収製剤。

コスメディ製薬の独自技術で開発された溶解型マイクロ

ニードルは、生体親和性の高い高分子ヒアルロン酸を基材と

して、薬剤や有効成分を混合したものを、数十から数百μm

の長さの微細な針が整列したシート状に成形したもの。

ニードルが直接皮膚の内部で溶解・浸透するため、皮膚に

塗布するより効率的かつ多量の有効成分を伝達することが

可能となる。
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　例えばお客様の元に届けるパッケージ

も、一からすべて開発して作り上げました。

包装トレーの凸凹一つひとつにもすべて機

能的な意味があります。マイクロニードル

は湿度を嫌いますし、ぶつかったらすぐ折

れてしまいます。このように繊細なマイクロ

ニードルをどうやってお客様の元に届ける

か、どうすればお客様が簡単に使えるかを考えて工夫しました。

　ニードルは繊細に作ることがすごく難しいのですが、安定して作

る当社の技術が強みとなっています。

―品質だけでなく販売ルートの確保も大切ですよね
　当社は色々なところでマイクロニードルを宣伝したり、他社に提

案したりして、粘り強く販売拡大を図ってきました。従来は化粧品

会社向けや百貨店や医科向けの販売が多かったのですが、2014

年頃からインターネット通販を開始して、売上が急拡大しました。

　当初、マイクロニードルは価格が高く、対面の説明が必要な商品

だと考えていました。そのため、通販で成功できるかどうかは繰り

返し検証し、効果を高めるようにしています。

　海外の一部の国でも販売しています。海外販売では、既に

その国に販路を持っている代理店に依頼をする方針で、徐々

に拡販をしています。

   そして、これから                                   

― 今後の展望をお聞かせください
　私たちは京都で生まれたベンチャー企業です。日本電産や京セ

ラなど、京都発で技術力をベースに成長した会社に続けるよう、皮

膚関連技術を根底において、医療、健康、美容分野のイノベーショ

ンで、快適な生活に貢献できる会社になりたいです。

　まずは化粧品の増産体制です。2020年8月に吉祥工場の新設

を予定しています。

　長期的には医療用マイクロニードル事業の実現を目指します。

2010年に大阪大学と共同で、マイクロニードルを使ったインフルエ

ンザワクチンを開発しました。大手企業と連携して薬事承認に向

けて取り組んでいます。

　当社は経皮吸収の様々な特許や技術を保有しており、この分野

でマイクロニードルに留まらず新製品を開発していきたいと考えて

います。将来的には上場も視野に入れています。

会 社 名 コスメディ製薬株式会社 

代 表 取 締 役 神山 文男

所 在 地 （本社）京都市南区東九条河西町32

事 業 概 要 経皮吸収型医薬品・化粧品などの研究開発および製造・販売

U R L https://cosmed-pharm.co.jp/

2001年5月 有限会社コスメディ設立（京都薬科大学内で活動）
2006年1月 クリエイション・コア京都御車に移転
2006年6月 社名をコスメディ製薬株式会社に変更
2008年7月 「化粧品製造業許可」を取得
2008年11月 世界初のマイクロニードル化粧品を上市
2011年6月 本社および工場を京都市南区東九条河西町に移転
2014年8月 自社ブランド「クオニス」化粧品を上市
2016年8月 大学発ベンチャー表彰2016「新エネルギー・産業技術総合開発機構長官賞」受賞
2017年10月 桂工場稼働開始

会社情報 会社略歴

■入居のきっかけ
　　設立当初は、開発は京薬の研究室で行い、近くのアパートの一室を事務

所にしていました。受託研究事業に加え、経皮吸収材料、医療用粘着材料

の開発販売が増え、拠点が必要になってきたため、2006年2月に設立間

もないクリエイション・コア京都御車に入居しました。

■入居しての変化
　　インキュベーションマネージャーのアドバイスを受けて経営の勉強をし、

後々それが非常に役立ちました。また、税理士、弁理士、弁護士、中小企業

診断士など経営実務の専門家を紹介していただきました。起業関連のス

キルが格段に高い専門家が揃っており、化粧品GMPも専門家の指導がな

ければスムーズに取得できなかったと思います。

■入居して良かったこと、将来の入居者へのメッセージ
　　事業の拡大に合わせて借りる部屋を増やすことができたので、設備投

資を最小限に抑えることができました。

　　将来の入居者に対しては、何でもインキュベーションマネージャーに相

談することが大事です。しかし専門家に相談したからと言って、すべてを丸

投げして任せてしまってはダメです。自分の専門以外であってもわからない

ことをそのままにせず、納得できるまで繰り返し相談しました。

　インキュベーション施設も中小企業・ベンチャー企業をサポートするあら
ゆる支援機能を有した相談窓口の1つです。賃貸施設として拓かれておりま
すので、ご入居頂いている企業様は、いつでも、すぐに相談できることが、他
の支援機関・相談窓口と異なり、特徴的なことです。また、我々スタッフは、
企業様の経営の考え方、課題の背景など、日々のコミュニケーションの中か
ら理解し、支援提案をさせて頂いております。
　コスメディ製薬株式会社様にも、日々のコミュニケーションの中から、事
業課題や事業ステージ、お人柄に合った支援をさせて頂けたかと思います。
ご卒業されてからしばらく経ちますが、昨今の目覚ましいご成長に嬉しく思
います。益々のご発展を期待しております。

インキュベーションの利用

クリエイション・コア京都御車
チーフインキュベーションマネージャー

山戸 俊幸

担当マネージャーからのコメント                                    

クリエイション・コア京都御車は、「産・学・官」のネットワークを活かし、ウエル
ネス分野において新たな事業展開を図ろうとされるベンチャー及び中小企
業を支援するインキュベーション施設（起業家育成施設）です。

クリエイション・コア京都御車BI紹
介

〒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
https://www.smrj.go.jp/incubation/cckm/

権取締役
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お問い合わせ・ご相談
中　国

中国本部／支援推進課
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀5-7 広島KSビル3階
Tel.082-502-6311

九　州
九州本部／支援推進課
〒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

26 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

27 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

28 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

29 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

25 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

北海道
北海道本部／企業支援課
〒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.011-210-7471

関　東
関東本部／支援推進課
〒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 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

04 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

05 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

06 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

07 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

08 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

09 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

10 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

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

中　部
中部本部／支援推進課
〒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.052-201-3068

11 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

12 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

東　北
東北本部／支援推進課
〒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.022-399-9031

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

北　陸
北陸本部／企業支援課
〒920-0031 石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル10階
Tel.076-223-5546

近　畿
近畿本部／支援推進課
〒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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 クリエイション・コア東大阪 北館
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

20 彩都バイオインキュベータ
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

22 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

23 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

24 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

13 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

19
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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。

（2020年9月制作）

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
（本部）創業･ベンチャー支援部 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

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


