文部科学省補助事業

地域イノベーション戦略支援プログラム

京都次世代エネルギーシステム創造戦略
「イノベーションを担うコーディネータの育成」
社会的ニーズと研究シーズを結びつけ、研究開発を事業化へと繋ぐ
プロデュース能力を持つ次世代コーディネータを目指します。

産学公連携の手引書制作

特許及び知的財産に関する勉強会

京都の産学公金連携の仕組みや構造/特徴を俯瞰でき、
コーディネート業務に必要な情報を掲載

産と学の異なる組織が連携する際に課題となる
共同研究契約や特許・知的財産に関する認識を共有

産
❶ 京都商工会議所
❷ 公益社団法人 京都工業会
❸ 京都府中小企業団体中央会

京都産学公連携機関一覧
亀岡エリア

❺

亀岡

京都大学 吉田キャンパス
京都大学 桂キャンパス
京都大学 宇治キャンパス
京都工芸繊維大学
同志社大学 今出川キャンパス
同志社大学 京田辺キャンパス
京都産業大学
京都府立大学
京都府立大学 精華キャンパス
同志社女子大学 今出川キャンパス
同志社女子大学 京田辺キャンパス
京都学園大学
京都府立医科大学
立命館大学 衣笠キャンパス
立命館大学 びわこ・くさつキャンパス
龍谷大学 深草キャンパス
龍谷大学 瀬田キャンパス

公

❻

15

7
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⓲
⓴

京都リサーチパーク（KRP）
17

サーチパークで、300社を超えるベン
チャー・中小企業や京都産業21、京

8 13

都府中小企業技術センター、京都高度

21

技術研究所、京都市産業技術研究所な
ど、多くの産業支援機関が集積する新
産業育成拠点

1
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27
25

京都大学桂キャンパスに隣接する産
学公連携による知的産業創造拠点
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№
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⓬

26

⓴
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31 32 41 42

京都駅の南側に位置し阪神高速８号
京都線などにより、近畿をはじめ国内
の海外へ結節する高い交通利便性を有

35

（公的団体・支援機関・施設等）
京都産業育成コンソーシアム
京都産学公連携機構
公益財団法人 京都産業21
公益財団法人 京都高度技術研究所（ASTEM）
一般社団法人 京都発明協会
京都市成長産業創造センター（ACT Kyoto）
公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構
京都市創業支援工場（VIF）
けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）

する新しい京都を発信するものづくり
拠点

19

滋賀県大津・草津エリア
33

琵琶湖

※2015年4月開所予定

（中小・ベンチャー経営支援施設等）
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
京大桂ベンチャープラザ（北館・南館）
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
D-egg（同志社大学連携型起業家育成施設）
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
立命館大学BKCインキュベータ
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
クリエイション・コア京都御車
京都リサーチパーク株式会社
京都試作センター株式会社
株式会社けいはんな

けいはんな学研都市

津

草

南

文化・学術・研究の新しい「拠点」
づくりを目指してスタートした関西文

田

瀬

化学術研究都市

20

18
39

龍谷大学（瀬田キャンパス）
http://rec.seta.ryukoku.ac.jp/open/equipment.html

レンタルオフィス・ラボ等

37

その他

名

公益財団法人 京都高度技術研究所（ASTEM）
京都バイオ計測センター（KISTIC棟）
※スペース等のレンタルは京都リサーチパーク㈱で実施
http://www.astem.or.jp/kist-bic/

4

らくなん進都

京都銀行（本店）
京都信用金庫（本店）
京都中央信用金庫（本店）

関

地方独立行政法人 京都市産業技術研究所
http://www.tc-kyoto.or.jp/equipment/

40

22

金

機

京都大学（吉田キャンパス）
京都大学ナノテクノロジーハブ拠点
http://www.mnhub.cpier.kyoto-u.ac.jp/
京都大学（桂キャンパス）
次世代レーザープロセッシング技術研究組合（イノベーションプラザ棟）
http://www.laserprocessing.jp/
京都大学（宇治キャンパス）
京大微細構造解析プラットフォーム
http://eels.kuicr.kyoto-u.ac.jp/nano/
京都大学エネルギー理工学研究所
http://www.iae.kyoto-u.ac.jp/
京都大学防災研究所
http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/web̲j/index̲topics.html
立命館大学（びわこ・くさつキャンパス）
SRセンター
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/src/

京都府中小企業技術センター
http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/tec/ren/mac

全国初の民間運営による都市型リ

桂イノベーションパーク

京都府庁
京都市役所
京都府中小企業技術センター
地方独立行政法人 京都市産業技術研究所

基礎知識
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共用機器
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構造と機能理解

特徴把握

機

関

名

京都府立大学（精華キャンパス）
インキュベーション施設（次回公募H28.10.1.動物系、H29.1.1.植物系）
植物系実験研究棟：貸研究室 ５室、植物工場 ４室、共同利用機器室 １室
動物系実験研究棟：研究室 ２室、貸実験室 ６室
栽培温室：ガラス温室 ５棟
http：//www.kpu.ac.jp/contents̲detail.php?frmId=2650
龍谷大学（瀬田キャンパス）
レンタルラボ・オフィス 22室
http://rec.seta.ryukoku.ac.jp/iag/rental-lab.html
公益財団法人 京都高度技術研究所（ASTEM）
【イノベーション創出コミュニティー】
産学連携サテライトスペース 1ブース、オフィススペース 3室、
創業準備支援室 6室
http://www.astem.or.jp/stc3/
京都市成長産業創造センター（ACT Kyoto）
ウェットラボ有
実験研究室 31室、
レンタルオフィス（個室ブースタイプ ８室、テーブルタイプ 10室）
http://www.act-kyoto.jp/
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
京大桂ベンチャープラザ（北館・南館）
ウェットラボ有、実験室・研究室・オフィスタイプ 60室、
スモールオフィスタイプ 7室
http://www.smrj.go.jp/incubation/kkvp/index.html
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
D-egg（同志社大学連携型起業家育成施設）
ウェットラボ有、実験研究室 17室、試作開発室 8室、ITオフィス 8室
http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
立命館大学BKCインキュベータ
ウェットラボ有、実験・研究室タイプ 4室、試作開発室タイプ 3室、
オフィスタイプ 23室
http://www.smrj.go.jp/incubation/rits-bkci/index.html
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
クリエイション・コア京都御車
ウェットラボ有、実験研究開発室 21室、オフィス研究開発室 15室
http://www.smrj.go.jp/incubation/cckm/index.html
京都リサーチパーク株式会社
【実験研究スペース】
民間運営による最大級の実験研究施設
新規プロジェクト・共同研究に活用できるスペース（50㎡〜）等
http://www.krp.co.jp/rentaloﬃce/labo/
【オフィス】
企業規模、事業内容など多様なニーズに対応
起業や新規事業に最適なブース（4㎡）
・スモールオフィス（10㎡）
、
起業支援付のブース（7.3㎡）
・個室（14.3㎡）等
http://www.krp.co.jp/rentaloﬃce/building/
http://www.krp.co.jp/sks/vio/
株式会社 けいはんな
【けいはんなプラザ】
ラボ棟・スーパーラボ棟 162室
（理化学実験対応区画・一般事務向き区画）
http://www.keihanna-plaza.co.jp/rental-labo/
【京都府けいはんなベンチャーセンター】
インキュベートルーム 31室
（理化学実験対応区画・一般事務向き区画）
http://www.keihanna-plaza.co.jp/incubator/

❶産学公連携
の構造理解

発明相談
共同出願契約
知的財産

❷研究・開発
支援

特許調査
競争的資金
共同研究契約

コーディネータの役割
ビジネスモデル

資金調達計画

事業計画

PJマネジメント

❹ビジネス
展開

❸ネットワーク
構築

シーズとニーズのマッチング
幅広い人脈

ビジネスモデル構築講座

コーディネータ研鑽会

企業における新事業開発や既存事業変革の事例研究を
通じて様々なビジネスのモデルやコンセプトを理解

企業の課題解決に向けたアイデアを、
ブレーンストーミングを
活用し結合させる少人数制の実践型プログラム

平成26年度の主な活動内容

研究成果の事業化を通じて、地域社会の発展に貢献します。

