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技術名称 

本発明の半電池と負極からなる空気二次電池は、優れた充放電サイクル性を有し、使用条件における大気

環境や貯蔵時における周辺環境の変化に対して電池特性の変化が小さいという効果を有する。また、本発

明による空気二次電池は、電解液の揮発による特性低下が無く、高い起電力やエネルギー密度、出力密度

を充放電サイクルにおいて維持できるという効果を有する。 

イオン液体と空気極からなる半電池において、O2とO2－との間の1電子酸化還元反応が可逆的に生じ、水

による反応阻害の影響を受けにくく、大気開放条件での充放電のサイクル性に優れ、空気極に高価な触媒

を必要としない半電池を提供する。 

本発明の半電池は、イオン液体と

空気極から構成される半電池で

あって、空気極がニッケル粒子と

結着剤から構成され、本発明の空

気二次電池は、該半電池の該空気

極を正極、該イオン液体を電解液

とし、リチウム、アルミニウム、鉄、

亜鉛、ナトリウム、マグネシウム、カ

ドミウムのいずれか１つを負極活

物質とする負極から構成される。 

メモリーバックアップ用電池、小型電子機器・補聴器・ハイブリッド自動車・電気自動車用電池、分散型家庭用

電源、分散型事業用電源、電力貯蔵用電池 

〈実施例の充放電曲線〉 
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　2006年12月に同志社大学発インキュベーション施設『D-egg』が開
設され、早や3年が過ぎようとしています。これまでに、同志社大学が培って
きた知的資産の活用、京都府・京田辺市による賃料補助等の公的サポート、
（独）中小企業基盤整備機構のネットワークを生かしたソフト提供など、入居
企業の成長・発展に応じた総合的な支援を行ってきました。最近では、入
居企業の中から新たな商品・技術のモデル、第二創業のシーズが飛び出
すなど、市場から熱い注目が集まっています。 
　今回の特集では、これから4年目、5年目を迎えるにあたり、『D-egg』が
新産業・新技術の創出にどのような役割を果たしていくのか、また地域社
会の活性化にどのように寄与していくのか、幅広い視点からディスカッショ
ンしていただきました。 
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■辻内　同志社大学と京都府、京田辺市、（独）中小

企業基盤整備機構が一体となって運営する『D-egg』

が開設されて、今年12月で丸3年を迎えます。当初、入

居企業の皆さんには、同志社大学に埋もれた知的シー

ズを使って創業してもらう…という形を想定していまし

たが、実際に動き出してみると、教員とのコラボレーション

で新規商品・技術を開発したり、あるいは学生のマンパ

ワーを使って新たな実験や試作を行うなど、大学連携

型インキュベーション施設としての強みを生かした取り

組みが進められていますね。今回は、IM（インキュベー

ション・マネージャー）、京田辺市さん、入居企業の皆さん

にお越しいただきましたが、この3年間を振り返っていか

がですか？ 

■山本　『D-egg』の入居年限は5年間ですが、早いも

のでもうその半分が過ぎようとしています。入居企業の

皆さんがどんどん成長して、例えばマスコミに紹介されたり、

内外で優秀な技術賞を獲得したりと、将来が楽しみな

段階になってきました。昨年7月には、瞬間的ですが入

居率100％を達成。入居企業の皆さんの顔ぶれについ

ても、ものづくり系企業はもちろん、IT系、バイオ系、化学

系などバラエティに富んでいるのが特徴でしょう。お盆

の間、手弁当持参で居室に閉じこもり、ずっと研究を続

ける熱心な企業もありました。卒業までの残り2年間、こ

れまで以上の成果が生まれるように、IMとしてさまざまな

側面から支援していきたいと思っています。 

■渕山　私は大学2回生のときに起業し、現在は主に

Webコンテンツの開発やサーバの運営・保守サービス

などを行っています。『D-egg』に入居しようと思ったのは、

ずばり賃料が安いと思ったから（笑）。創業したばかり

のベンチャー企業にとって、京都府や京田辺市から公

的補助が得られるというのは大きな魅力ではないでしょ

うか。もちろん、大学連携型インキュベーションに入居し

ていることで、取引先などに対して信頼感や安心感を

提供することにつながっています。お客様のもとを訪ね

て「同志社大学」の名前が入った名刺を見せると、「お

やっ」と注目してもらえることも多いですね。この3年間

で売上げが拡大するなど、経営を軌道に乗せることが

できました。『D-egg』に入居して、本当によかったと思

います。 

■藤井　私は、同志社大学の藤

井透教授（理工学部機械システム

工学科）と共同で、金属や樹脂の

表面に微細な凹凸を作って、ゴム・

プラスチック金型の離型性を向上

させる研究を行っています。例えば、樹脂にもいろいろ

な種類があって、どの樹脂にどんな凹凸をつければい

いのか、これまでは経験や勘に頼っていた部分がありま

した。『D-egg』に入居し、大学の知恵や人的資源、最

先端の計測機器を使わせてもらって、私たちの技術を

一つひとつ科学的に分析・評価できたことは大きな収

穫だったと思います。最近では、固まりやすい半導体の

樹脂材料を金型から剥がす技術を開発するなど、一定

の成果が生まれつつあります。また、研究開発を通して、

宮本博之教授（理工学部機械システム工学科）や田中

達也教授（理工学部エネルギー機械工学科）との連携

も広がり、新たなビジネスシーズの発信に向けて期待が

高まっています。 

■安岡　『D-egg』には当初私たちが考えていたような、

独創的で斬新なアイデア・技術を持った企業がたくさ

ん入居されていますね。最も理想的なのは、皆さんが

『D-egg』を卒業された後も、そのまま京田辺市内に

残って事業を継続していただく、そして新たな雇用を生

み出していただくことだと思っています。この3年間で、

京田辺市内に5件のベンチャー企業が誕生するなど、

新たな企業誘致にもつながっているようです。現在、行

政支援としては主にインキュベーション施設の賃料助成

を行っていますが、今後は地域内のインフラ整備や税

制面での優遇措置など、町づくりとあわせて整備検討

していきたいですね。 

 

 

 

■辻内　企業のステージが上がるたび、だんだん課題

は難しくなっていきますね。例えば、自社商品や技術を

大企業に持っていって「ここを改良しなさい」と言われ

たとき、どのように対応するのか？ そのほかにも、販路開

拓や資金調達、人材の確保など、事業を発展させてい

くために乗り越えなければならない課題がたくさんあります。

『D-egg』ではIMが4名常駐し、個別ニーズに応じたき

めこまやかなサポーティングを行っています。 

■山本　IMの仕事というのは、結局は問題解決なん

です。入居企業の皆さんはさまざまな課題をお持ちで

すが、それらを解決する道は必ずどこかにあると思って

います。まずは、「皆さんがどんなことで悩んでいるか」

を敏感に感じ取り、「じゃあ、この企業はこういう形で支

援しよう」と。大学や府・市、中小機構が用意しているさ

まざまな支援ツール、あるいは人脈、マンパワーなどを有

機的につなげて、最適なロードマップを提供していくこ

とが大切です。あとは、私たち自身が汗をかく！ 入居企

業の皆さんとIMがともに悩み、考え、問題意識を共有

することで、例えばどこかに新しい商品や技術を売り込

むときにも、力の入れ方が違ってきますね。 

■藤井　企業としては、自分たちの技術を世の中に認

めてもらう、そして商品化

して利益につなげること

が目標です。先日も、IM

室に販路開拓のお願い

をしたところ、京都府の

産業支援機関「京都産

業21」をすぐに紹介して

いただきました。早速、ご

担当IMと一緒に当社技

術の説明に伺ったので

すが、「これは面白い！」

と認めてもらって新しい

取引先とのマッチングに

結びついたんです。ベ

ンチャー企業は自社の

技術に自信はあっても、販路開拓や資金調達などにな

かなか労力を割くことはできません。そういう意味では、

IMの役割はこれから重要になってくるでしょうね。 

■安岡　京田辺市においても、今年4月から企業の皆

さんを側面からサポートするために「京たなべの逸品」

販路開拓支援事業に取り組んでいます。これは展示

会や物産展などに出展されるとき、出展にかかる費用

について10万円を上限にそのコストを補助しましょうと

いう制度です。『D-egg』では、これまでに6件の入居

企業の皆さんからご利用いただいています。市内には

中小のものづくり系の企業がたくさんあるので、単に自

社商品や技術を発表するだけでなく、『D-egg』の入居

企業の皆さんと市内企業との異業種交流を促進する

場になればと思っています。 

■渕山　販路開拓のサポート以

外にも、『D-egg』では経営に関

するさまざまなセミナーや研修会

がたくさん用意されています。私

たちが悩んでいること、例えば「ど

のように事業計画を立てるのか？」「自社の強みをどう

やって磨いてくのか？」など、外部の専門家からいろい

ろと話が聞けるのでとても役に立っています。研究開

発型の企業というのは、なかなか自分の会社を客観的

に見ることができません。これから独り歩きしていくため

にも、研究会や異業種交流に積極的に参加して、幅広

い視野を身につけていきたいと思います。 

■辻内　同志社大学としても、リエゾンオフィスが中

心となってさまざまな支援活動を行っています。例えば、

「NPO法人同志社大学産官学連携支援ネットワーク」

では、本学卒業生の豊富なネットワークを生かして、入

居企業の経営をサポートしたり、市場ニーズについて

最新情報を発信するなど、社会と企業をつなぐ橋渡し

の役目を果たしています。また、入居企業が次のステッ

プに進むときに必要な資金調達の手段として、いくつ

かのベンチャーファンドを用意。将来性のあるビジネス

シーズを積極的に掘り起こしていこうというもので、創

業間もないアーリーステージ企業にとって利用しやす

いのではないでしょうか。そのほか、「事業計画書の書

き方が分からない」「各種申請手続きの方法を教えて

ほしい」といった相談にも気軽に応じますので、ぜひリ

エゾンオフィスの窓口を訪ねていただけたらと思います。 

 

 

■辻内　2005年1月、京田辺市と同志社大学（同志社

女子大学、同志社国際中・高）が包括協定を結んで、

京田辺キャンパスで開催される同志社京田辺祭（愛称：

ADAM祭）や地域のイベント企画など相互協力してきま

した。今後は、『D-egg』入居企業で生まれた成果をもと

にしながら、さらに産業分野での連携を深めていこうと

思っています。すでに、京田辺市商工会との交流会、

情報交換会なども始まっており、これから4年目、5年目を

迎えて、何か面白いことが起こるのではないかと期待し

ているんですよ。 

■渕山　私自身、『D-egg』を卒業した後は、できれば

京田辺市内に残って事業を続けていければと思ってい

ます。現代のようなスピード社会においては、どんな小さ

な企業であっても情報化の整備が求められるで

しょう。そういう意味では、ビジネスチャンスは無限

に埋もれていると考えています。例えば、農業と

ITの融合など、地域性を生かしたユニークな取り

組みができないでしょうか。異業種との交流の中で、

他の知恵や技術を使って、これまでにない京田

辺発の新しいビジネスモデルが発信できればい

いですね。 

■藤井　『D-egg』が位置する京田辺エリアは、

同志社大学はもちろん、関西文化学術研究都

市や国立国会図書館などにも近く、さまざまな知

的資産が集積しています。市内には新たな商

品開発・技術開発に意欲的な企業もたくさんあり、

私たちと連携して何かを生み出せないかと考え

ています。実際、『D-egg』のIMの皆さんにお願

いして、市内で販路開拓できないかと動いても

らっているんです。卒業までの残り2年間、当社

の技術をさらに磨き上げ、地域の企業の皆さん

から求められるような付加価値を生み出していき

たいと思っています。 

■安岡　京田辺市内にある企

業の意見を伺うと、「最先端の

技術動向を知りたい！」「実際に

その技術を使ってみたい！」とい

う声も数多く聞かれますね。現在、

『D-egg』入居企業の皆さんと定期的な交流会を開催

していますが、さらに一歩進んで具体的な技術指導ま

で進められれば、地域産業の活性化につながると思

います。その第一歩として、来年2月25日、同志社大学

ローム記念館で「第1回ビジネスフェアin京たなべ」を

開催することになりました。これは京田辺市と同志社

大学が共同で開催する本格的な展示会で、市内に埋

もれたものづくり企業を広くアピールするチャンスだと

考えているんです。 

■山本　そのとおりですね。先ほども言いましたが、創

業から次のステージに進んできて、『D-egg』に入居する

企業の皆さんはさまざまな課題に直面しています。研究

室に閉じこもるのではなく、ビジネスフェアなどに積極的

に参加することで、例えば新たな販路開拓につながっ

たり、異業種交流の芽が生まれたり、新たなソリューショ

ンが提供できないかと考えています。今のところ、「第1

回ビジネスフェアin京たなべ」には20社以上の企業に

参加いただく予定です。学生さんにもぜひ見に来てい

ただいて、最先端の技術シーズに触れてほしいですね。 

 

 

 

■辻内　これから『D-egg』に期

待すること、要望などはありますか？ 

また、今後の取り組みについて何

か具体的なビジョンがあれば、ぜ

ひ教えてください。 

■藤井　一つの研究成果が生まれても、それを世の

中で使える商品や技術にしようと思えば何年もかかります。

とても5年間の入居期限では足らないというのが、正直

な気持ちなんですよ（笑）。単に大学の研究シーズを

持ってきて、何か新しいものができるかというと、それは

なかなか難しい。どんな分野の先生が何の研究をして

いるのか、そしてそれがどのようなビジネスに結びつく

のか…。せっかく大学連携型のインキュベーション施設

に入居しているので、もっと積極的に大学と情報交換

しながら、知的資産を有効活用していきたいと思って

います。 

■渕山　これからもぜひ、企業ニーズに応じたサポート

を継続していただきたいですね。最近では、『D-egg』

の入居企業同士の交流も少しずつ広がってきました。

いろんな悩みを持っている者同士が集まって、一緒に

食事したり会話を楽しんだりするだけで気持ちが楽に

なることも多いんです。そろそろ卒業後のことを考えな

ければならない時期に差し掛かっていますが、京都市

内に出ていってその他大勢の中に埋もれるよりも、きら

りと光る魅力を京田辺から発信し続けたいですね。 

■安岡　本日、皆さんのご意見をお伺いして、特にもの

づくり企業は3年や5年という短期間では社会に役立

つ技術をものにするのが難しいということがよく分かり

ました。『D-egg』入居企業の皆さんに卒業後もできる

だけ京田辺市に残っていただくために、補助金等の助

成を含めたさまざまなサポート体制をもう一度考え直した

いですね。行政機関だからこそ提供できる支援はまだま

だあると思います。『D-egg』が起爆剤となって、京田辺

市にある既存企業の活力を呼び起こし、さらに新たなベ

ンチャー企業が次 と々誕生して、地域全体の振興につ

ながっていくことを願っています。 

■山本　入居企業の皆さんの中には、まったく一から

新しい研究を始めるベンチャー企業だけではなく、既存

企業の二代目、三代目が第二創業をめざすというケー

スも見られます。従って、要求されるニーズはそれぞれ

異なるので、皆さんがどんなサポートを求めているのかし

っかりと理解しながら、IM室として

適切なハンドリングを行っていこう

と考えています。時代の変化に合

わせて、『D-egg』の中身もどんど

ん進化していきますよ！ 

■辻内　今年度から、産学連携の一つの成功事例

として、『D-egg』を積極的に公開し、対外的なアピー

ルを行っています。これまでに、(独)新エネルギー・産

業技術総合開発機構（NEDO）や(独)科学技術振

興機構（JST）など数多くの産業支援機関の皆さんに

施設内を見学していただきました。今までとは違うサ

ポーティングを行って、大学連携型インキュベーション

の成果を発信していこうと考えています。この3年間で、

同志社大学には生命医科学部やスポーツ健康科学部、

心理学部などが誕生しました。同志社大学や地域社

会が持っているポテンシャルをうまく使っていただくこ

とで、『D-egg』から新産業・新技術のシーズが生まれ

ることを期待しています。本日はどうもありがとうござい

ました。 

ものづくり企業との連携で 
世の中にない新技術・産業を生み出す 

大学と地域のポテンシャルを活用して 
新たな付加価値を発信 

同志社大学 
連携型起業家育成施設 
 

D-egg

入居方針　　　　評　　価　　　　支　　援 

4者による一体的な運営体制 

運 営 ボ ー ド 

中小機構 
●事業経営の責任 
●入居者選定、管理 
●支援人材の配置 
●独自のサポート機能（経営相談、共済、 
　大学校、連携支援、販路開拓など）に 
　よる支援 

同志社大学 京都府・京田辺市 
●支援人材の配置 
●産学連携支援 
●NPO法人同志社大学 
　産官学連携支援ネットワークを通した 
　総合的支援 

●支援人材の配置及び活動費の確保 
 
●賃料の補助 
 
●支援プラットフォームによる総合支援 
 

入　　居　　者 

インキュベーションマネージャー 

ア　ダ　ム 
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　2006年12月に同志社大学発インキュベーション施設『D-egg』が開
設され、早や3年が過ぎようとしています。これまでに、同志社大学が培って
きた知的資産の活用、京都府・京田辺市による賃料補助等の公的サポート、
（独）中小企業基盤整備機構のネットワークを生かしたソフト提供など、入居
企業の成長・発展に応じた総合的な支援を行ってきました。最近では、入
居企業の中から新たな商品・技術のモデル、第二創業のシーズが飛び出
すなど、市場から熱い注目が集まっています。 
　今回の特集では、これから4年目、5年目を迎えるにあたり、『D-egg』が
新産業・新技術の創出にどのような役割を果たしていくのか、また地域社
会の活性化にどのように寄与していくのか、幅広い視点からディスカッショ
ンしていただきました。 
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注目企業が続々誕生！  
インキュベーションから芽生える 
ビジネスシーズ 

販路開拓、資金調達…。 
経営課題を解決に導く充実サポート 

 

 

 

■辻内　同志社大学と京都府、京田辺市、（独）中小

企業基盤整備機構が一体となって運営する『D-egg』

が開設されて、今年12月で丸3年を迎えます。当初、入

居企業の皆さんには、同志社大学に埋もれた知的シー

ズを使って創業してもらう…という形を想定していまし

たが、実際に動き出してみると、教員とのコラボレーション

で新規商品・技術を開発したり、あるいは学生のマンパ

ワーを使って新たな実験や試作を行うなど、大学連携

型インキュベーション施設としての強みを生かした取り

組みが進められていますね。今回は、IM（インキュベー

ション・マネージャー）、京田辺市さん、入居企業の皆さん

にお越しいただきましたが、この3年間を振り返っていか

がですか？ 

■山本　『D-egg』の入居年限は5年間ですが、早いも

のでもうその半分が過ぎようとしています。入居企業の

皆さんがどんどん成長して、例えばマスコミに紹介されたり、

内外で優秀な技術賞を獲得したりと、将来が楽しみな

段階になってきました。昨年7月には、瞬間的ですが入

居率100％を達成。入居企業の皆さんの顔ぶれについ

ても、ものづくり系企業はもちろん、IT系、バイオ系、化学

系などバラエティに富んでいるのが特徴でしょう。お盆

の間、手弁当持参で居室に閉じこもり、ずっと研究を続

ける熱心な企業もありました。卒業までの残り2年間、こ

れまで以上の成果が生まれるように、IMとしてさまざまな

側面から支援していきたいと思っています。 

■渕山　私は大学2回生のときに起業し、現在は主に

Webコンテンツの開発やサーバの運営・保守サービス

などを行っています。『D-egg』に入居しようと思ったのは、

ずばり賃料が安いと思ったから（笑）。創業したばかり

のベンチャー企業にとって、京都府や京田辺市から公

的補助が得られるというのは大きな魅力ではないでしょ

うか。もちろん、大学連携型インキュベーションに入居し

ていることで、取引先などに対して信頼感や安心感を

提供することにつながっています。お客様のもとを訪ね

て「同志社大学」の名前が入った名刺を見せると、「お

やっ」と注目してもらえることも多いですね。この3年間

で売上げが拡大するなど、経営を軌道に乗せることが

できました。『D-egg』に入居して、本当によかったと思

います。 

■藤井　私は、同志社大学の藤

井透教授（理工学部機械システム

工学科）と共同で、金属や樹脂の

表面に微細な凹凸を作って、ゴム・

プラスチック金型の離型性を向上

させる研究を行っています。例えば、樹脂にもいろいろ

な種類があって、どの樹脂にどんな凹凸をつければい

いのか、これまでは経験や勘に頼っていた部分がありま

した。『D-egg』に入居し、大学の知恵や人的資源、最

先端の計測機器を使わせてもらって、私たちの技術を

一つひとつ科学的に分析・評価できたことは大きな収

穫だったと思います。最近では、固まりやすい半導体の

樹脂材料を金型から剥がす技術を開発するなど、一定

の成果が生まれつつあります。また、研究開発を通して、

宮本博之教授（理工学部機械システム工学科）や田中

達也教授（理工学部エネルギー機械工学科）との連携

も広がり、新たなビジネスシーズの発信に向けて期待が

高まっています。 

■安岡　『D-egg』には当初私たちが考えていたような、

独創的で斬新なアイデア・技術を持った企業がたくさ

ん入居されていますね。最も理想的なのは、皆さんが

『D-egg』を卒業された後も、そのまま京田辺市内に

残って事業を継続していただく、そして新たな雇用を生

み出していただくことだと思っています。この3年間で、

京田辺市内に5件のベンチャー企業が誕生するなど、

新たな企業誘致にもつながっているようです。現在、行

政支援としては主にインキュベーション施設の賃料助成

を行っていますが、今後は地域内のインフラ整備や税

制面での優遇措置など、町づくりとあわせて整備検討

していきたいですね。 

 

 

 

■辻内　企業のステージが上がるたび、だんだん課題

は難しくなっていきますね。例えば、自社商品や技術を

大企業に持っていって「ここを改良しなさい」と言われ

たとき、どのように対応するのか？ そのほかにも、販路開

拓や資金調達、人材の確保など、事業を発展させてい

くために乗り越えなければならない課題がたくさんあります。

『D-egg』ではIMが4名常駐し、個別ニーズに応じたき

めこまやかなサポーティングを行っています。 

■山本　IMの仕事というのは、結局は問題解決なん

です。入居企業の皆さんはさまざまな課題をお持ちで

すが、それらを解決する道は必ずどこかにあると思って

います。まずは、「皆さんがどんなことで悩んでいるか」

を敏感に感じ取り、「じゃあ、この企業はこういう形で支

援しよう」と。大学や府・市、中小機構が用意しているさ

まざまな支援ツール、あるいは人脈、マンパワーなどを有

機的につなげて、最適なロードマップを提供していくこ

とが大切です。あとは、私たち自身が汗をかく！ 入居企

業の皆さんとIMがともに悩み、考え、問題意識を共有

することで、例えばどこかに新しい商品や技術を売り込

むときにも、力の入れ方が違ってきますね。 

■藤井　企業としては、自分たちの技術を世の中に認

めてもらう、そして商品化

して利益につなげること

が目標です。先日も、IM

室に販路開拓のお願い

をしたところ、京都府の

産業支援機関「京都産

業21」をすぐに紹介して

いただきました。早速、ご

担当IMと一緒に当社技

術の説明に伺ったので

すが、「これは面白い！」

と認めてもらって新しい

取引先とのマッチングに

結びついたんです。ベ

ンチャー企業は自社の

技術に自信はあっても、販路開拓や資金調達などにな

かなか労力を割くことはできません。そういう意味では、

IMの役割はこれから重要になってくるでしょうね。 

■安岡　京田辺市においても、今年4月から企業の皆

さんを側面からサポートするために「京たなべの逸品」

販路開拓支援事業に取り組んでいます。これは展示

会や物産展などに出展されるとき、出展にかかる費用

について10万円を上限にそのコストを補助しましょうと

いう制度です。『D-egg』では、これまでに6件の入居

企業の皆さんからご利用いただいています。市内には

中小のものづくり系の企業がたくさんあるので、単に自

社商品や技術を発表するだけでなく、『D-egg』の入居

企業の皆さんと市内企業との異業種交流を促進する

場になればと思っています。 

■渕山　販路開拓のサポート以

外にも、『D-egg』では経営に関

するさまざまなセミナーや研修会

がたくさん用意されています。私

たちが悩んでいること、例えば「ど

のように事業計画を立てるのか？」「自社の強みをどう

やって磨いてくのか？」など、外部の専門家からいろい

ろと話が聞けるのでとても役に立っています。研究開

発型の企業というのは、なかなか自分の会社を客観的

に見ることができません。これから独り歩きしていくため

にも、研究会や異業種交流に積極的に参加して、幅広

い視野を身につけていきたいと思います。 

■辻内　同志社大学としても、リエゾンオフィスが中

心となってさまざまな支援活動を行っています。例えば、

「NPO法人同志社大学産官学連携支援ネットワーク」

では、本学卒業生の豊富なネットワークを生かして、入

居企業の経営をサポートしたり、市場ニーズについて

最新情報を発信するなど、社会と企業をつなぐ橋渡し

の役目を果たしています。また、入居企業が次のステッ

プに進むときに必要な資金調達の手段として、いくつ

かのベンチャーファンドを用意。将来性のあるビジネス

シーズを積極的に掘り起こしていこうというもので、創

業間もないアーリーステージ企業にとって利用しやす

いのではないでしょうか。そのほか、「事業計画書の書

き方が分からない」「各種申請手続きの方法を教えて

ほしい」といった相談にも気軽に応じますので、ぜひリ

エゾンオフィスの窓口を訪ねていただけたらと思います。 

 

 

■辻内　2005年1月、京田辺市と同志社大学（同志社

女子大学、同志社国際中・高）が包括協定を結んで、

京田辺キャンパスで開催される同志社京田辺祭（愛称：

ADAM祭）や地域のイベント企画など相互協力してきま

した。今後は、『D-egg』入居企業で生まれた成果をもと

にしながら、さらに産業分野での連携を深めていこうと

思っています。すでに、京田辺市商工会との交流会、

情報交換会なども始まっており、これから4年目、5年目を

迎えて、何か面白いことが起こるのではないかと期待し

ているんですよ。 

■渕山　私自身、『D-egg』を卒業した後は、できれば

京田辺市内に残って事業を続けていければと思ってい

ます。現代のようなスピード社会においては、どんな小さ

な企業であっても情報化の整備が求められるで

しょう。そういう意味では、ビジネスチャンスは無限

に埋もれていると考えています。例えば、農業と

ITの融合など、地域性を生かしたユニークな取り

組みができないでしょうか。異業種との交流の中で、

他の知恵や技術を使って、これまでにない京田

辺発の新しいビジネスモデルが発信できればい

いですね。 

■藤井　『D-egg』が位置する京田辺エリアは、

同志社大学はもちろん、関西文化学術研究都

市や国立国会図書館などにも近く、さまざまな知

的資産が集積しています。市内には新たな商

品開発・技術開発に意欲的な企業もたくさんあり、

私たちと連携して何かを生み出せないかと考え

ています。実際、『D-egg』のIMの皆さんにお願

いして、市内で販路開拓できないかと動いても

らっているんです。卒業までの残り2年間、当社

の技術をさらに磨き上げ、地域の企業の皆さん

から求められるような付加価値を生み出していき

たいと思っています。 

■安岡　京田辺市内にある企

業の意見を伺うと、「最先端の

技術動向を知りたい！」「実際に

その技術を使ってみたい！」とい

う声も数多く聞かれますね。現在、

『D-egg』入居企業の皆さんと定期的な交流会を開催

していますが、さらに一歩進んで具体的な技術指導ま

で進められれば、地域産業の活性化につながると思

います。その第一歩として、来年2月25日、同志社大学

ローム記念館で「第1回ビジネスフェアin京たなべ」を

開催することになりました。これは京田辺市と同志社

大学が共同で開催する本格的な展示会で、市内に埋

もれたものづくり企業を広くアピールするチャンスだと

考えているんです。 

■山本　そのとおりですね。先ほども言いましたが、創

業から次のステージに進んできて、『D-egg』に入居する

企業の皆さんはさまざまな課題に直面しています。研究

室に閉じこもるのではなく、ビジネスフェアなどに積極的

に参加することで、例えば新たな販路開拓につながっ

たり、異業種交流の芽が生まれたり、新たなソリューショ

ンが提供できないかと考えています。今のところ、「第1

回ビジネスフェアin京たなべ」には20社以上の企業に

参加いただく予定です。学生さんにもぜひ見に来てい

ただいて、最先端の技術シーズに触れてほしいですね。 

 

 

 

■辻内　これから『D-egg』に期

待すること、要望などはありますか？ 

また、今後の取り組みについて何

か具体的なビジョンがあれば、ぜ

ひ教えてください。 

■藤井　一つの研究成果が生まれても、それを世の

中で使える商品や技術にしようと思えば何年もかかります。

とても5年間の入居期限では足らないというのが、正直

な気持ちなんですよ（笑）。単に大学の研究シーズを

持ってきて、何か新しいものができるかというと、それは

なかなか難しい。どんな分野の先生が何の研究をして

いるのか、そしてそれがどのようなビジネスに結びつく

のか…。せっかく大学連携型のインキュベーション施設

に入居しているので、もっと積極的に大学と情報交換

しながら、知的資産を有効活用していきたいと思って

います。 

■渕山　これからもぜひ、企業ニーズに応じたサポート

を継続していただきたいですね。最近では、『D-egg』

の入居企業同士の交流も少しずつ広がってきました。

いろんな悩みを持っている者同士が集まって、一緒に

食事したり会話を楽しんだりするだけで気持ちが楽に

なることも多いんです。そろそろ卒業後のことを考えな

ければならない時期に差し掛かっていますが、京都市

内に出ていってその他大勢の中に埋もれるよりも、きら

りと光る魅力を京田辺から発信し続けたいですね。 

■安岡　本日、皆さんのご意見をお伺いして、特にもの

づくり企業は3年や5年という短期間では社会に役立

つ技術をものにするのが難しいということがよく分かり

ました。『D-egg』入居企業の皆さんに卒業後もできる

だけ京田辺市に残っていただくために、補助金等の助

成を含めたさまざまなサポート体制をもう一度考え直した

いですね。行政機関だからこそ提供できる支援はまだま

だあると思います。『D-egg』が起爆剤となって、京田辺

市にある既存企業の活力を呼び起こし、さらに新たなベ

ンチャー企業が次 と々誕生して、地域全体の振興につ

ながっていくことを願っています。 

■山本　入居企業の皆さんの中には、まったく一から

新しい研究を始めるベンチャー企業だけではなく、既存

企業の二代目、三代目が第二創業をめざすというケー

スも見られます。従って、要求されるニーズはそれぞれ

異なるので、皆さんがどんなサポートを求めているのかし

っかりと理解しながら、IM室として

適切なハンドリングを行っていこう

と考えています。時代の変化に合

わせて、『D-egg』の中身もどんど

ん進化していきますよ！ 

■辻内　今年度から、産学連携の一つの成功事例

として、『D-egg』を積極的に公開し、対外的なアピー

ルを行っています。これまでに、(独)新エネルギー・産

業技術総合開発機構（NEDO）や(独)科学技術振

興機構（JST）など数多くの産業支援機関の皆さんに

施設内を見学していただきました。今までとは違うサ

ポーティングを行って、大学連携型インキュベーション

の成果を発信していこうと考えています。この3年間で、

同志社大学には生命医科学部やスポーツ健康科学部、

心理学部などが誕生しました。同志社大学や地域社

会が持っているポテンシャルをうまく使っていただくこ

とで、『D-egg』から新産業・新技術のシーズが生まれ

ることを期待しています。本日はどうもありがとうござい

ました。 

ものづくり企業との連携で 
世の中にない新技術・産業を生み出す 

大学と地域のポテンシャルを活用して 
新たな付加価値を発信 

同志社大学 
連携型起業家育成施設 
 

D-egg

入居方針　　　　評　　価　　　　支　　援 

4者による一体的な運営体制 

運 営 ボ ー ド 

中小機構 
●事業経営の責任 
●入居者選定、管理 
●支援人材の配置 
●独自のサポート機能（経営相談、共済、 
　大学校、連携支援、販路開拓など）に 
　よる支援 

同志社大学 京都府・京田辺市 
●支援人材の配置 
●産学連携支援 
●NPO法人同志社大学 
　産官学連携支援ネットワークを通した 
　総合的支援 

●支援人材の配置及び活動費の確保 
 
●賃料の補助 
 
●支援プラットフォームによる総合支援 
 

入　　居　　者 

インキュベーションマネージャー 

ア　ダ　ム 
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　2006年12月に同志社大学発インキュベーション施設『D-egg』が開
設され、早や3年が過ぎようとしています。これまでに、同志社大学が培って
きた知的資産の活用、京都府・京田辺市による賃料補助等の公的サポート、
（独）中小企業基盤整備機構のネットワークを生かしたソフト提供など、入居
企業の成長・発展に応じた総合的な支援を行ってきました。最近では、入
居企業の中から新たな商品・技術のモデル、第二創業のシーズが飛び出
すなど、市場から熱い注目が集まっています。 
　今回の特集では、これから4年目、5年目を迎えるにあたり、『D-egg』が
新産業・新技術の創出にどのような役割を果たしていくのか、また地域社
会の活性化にどのように寄与していくのか、幅広い視点からディスカッショ
ンしていただきました。 
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注目企業が続々誕生！  
インキュベーションから芽生える 
ビジネスシーズ 

販路開拓、資金調達…。 
経営課題を解決に導く充実サポート 

 

 

 

■辻内　同志社大学と京都府、京田辺市、（独）中小

企業基盤整備機構が一体となって運営する『D-egg』

が開設されて、今年12月で丸3年を迎えます。当初、入

居企業の皆さんには、同志社大学に埋もれた知的シー

ズを使って創業してもらう…という形を想定していまし

たが、実際に動き出してみると、教員とのコラボレーション

で新規商品・技術を開発したり、あるいは学生のマンパ

ワーを使って新たな実験や試作を行うなど、大学連携

型インキュベーション施設としての強みを生かした取り

組みが進められていますね。今回は、IM（インキュベー

ション・マネージャー）、京田辺市さん、入居企業の皆さん

にお越しいただきましたが、この3年間を振り返っていか

がですか？ 

■山本　『D-egg』の入居年限は5年間ですが、早いも

のでもうその半分が過ぎようとしています。入居企業の

皆さんがどんどん成長して、例えばマスコミに紹介されたり、

内外で優秀な技術賞を獲得したりと、将来が楽しみな

段階になってきました。昨年7月には、瞬間的ですが入

居率100％を達成。入居企業の皆さんの顔ぶれについ

ても、ものづくり系企業はもちろん、IT系、バイオ系、化学

系などバラエティに富んでいるのが特徴でしょう。お盆

の間、手弁当持参で居室に閉じこもり、ずっと研究を続

ける熱心な企業もありました。卒業までの残り2年間、こ

れまで以上の成果が生まれるように、IMとしてさまざまな

側面から支援していきたいと思っています。 

■渕山　私は大学2回生のときに起業し、現在は主に

Webコンテンツの開発やサーバの運営・保守サービス

などを行っています。『D-egg』に入居しようと思ったのは、

ずばり賃料が安いと思ったから（笑）。創業したばかり

のベンチャー企業にとって、京都府や京田辺市から公

的補助が得られるというのは大きな魅力ではないでしょ

うか。もちろん、大学連携型インキュベーションに入居し

ていることで、取引先などに対して信頼感や安心感を

提供することにつながっています。お客様のもとを訪ね

て「同志社大学」の名前が入った名刺を見せると、「お

やっ」と注目してもらえることも多いですね。この3年間

で売上げが拡大するなど、経営を軌道に乗せることが

できました。『D-egg』に入居して、本当によかったと思

います。 

■藤井　私は、同志社大学の藤

井透教授（理工学部機械システム

工学科）と共同で、金属や樹脂の

表面に微細な凹凸を作って、ゴム・

プラスチック金型の離型性を向上

させる研究を行っています。例えば、樹脂にもいろいろ

な種類があって、どの樹脂にどんな凹凸をつければい

いのか、これまでは経験や勘に頼っていた部分がありま

した。『D-egg』に入居し、大学の知恵や人的資源、最

先端の計測機器を使わせてもらって、私たちの技術を

一つひとつ科学的に分析・評価できたことは大きな収

穫だったと思います。最近では、固まりやすい半導体の

樹脂材料を金型から剥がす技術を開発するなど、一定

の成果が生まれつつあります。また、研究開発を通して、

宮本博之教授（理工学部機械システム工学科）や田中

達也教授（理工学部エネルギー機械工学科）との連携

も広がり、新たなビジネスシーズの発信に向けて期待が

高まっています。 

■安岡　『D-egg』には当初私たちが考えていたような、

独創的で斬新なアイデア・技術を持った企業がたくさ

ん入居されていますね。最も理想的なのは、皆さんが

『D-egg』を卒業された後も、そのまま京田辺市内に

残って事業を継続していただく、そして新たな雇用を生

み出していただくことだと思っています。この3年間で、

京田辺市内に5件のベンチャー企業が誕生するなど、

新たな企業誘致にもつながっているようです。現在、行

政支援としては主にインキュベーション施設の賃料助成

を行っていますが、今後は地域内のインフラ整備や税

制面での優遇措置など、町づくりとあわせて整備検討

していきたいですね。 

 

 

 

■辻内　企業のステージが上がるたび、だんだん課題

は難しくなっていきますね。例えば、自社商品や技術を

大企業に持っていって「ここを改良しなさい」と言われ

たとき、どのように対応するのか？ そのほかにも、販路開

拓や資金調達、人材の確保など、事業を発展させてい

くために乗り越えなければならない課題がたくさんあります。

『D-egg』ではIMが4名常駐し、個別ニーズに応じたき

めこまやかなサポーティングを行っています。 

■山本　IMの仕事というのは、結局は問題解決なん

です。入居企業の皆さんはさまざまな課題をお持ちで

すが、それらを解決する道は必ずどこかにあると思って

います。まずは、「皆さんがどんなことで悩んでいるか」

を敏感に感じ取り、「じゃあ、この企業はこういう形で支

援しよう」と。大学や府・市、中小機構が用意しているさ

まざまな支援ツール、あるいは人脈、マンパワーなどを有

機的につなげて、最適なロードマップを提供していくこ

とが大切です。あとは、私たち自身が汗をかく！ 入居企

業の皆さんとIMがともに悩み、考え、問題意識を共有

することで、例えばどこかに新しい商品や技術を売り込

むときにも、力の入れ方が違ってきますね。 

■藤井　企業としては、自分たちの技術を世の中に認

めてもらう、そして商品化

して利益につなげること

が目標です。先日も、IM

室に販路開拓のお願い

をしたところ、京都府の

産業支援機関「京都産

業21」をすぐに紹介して

いただきました。早速、ご

担当IMと一緒に当社技

術の説明に伺ったので

すが、「これは面白い！」

と認めてもらって新しい

取引先とのマッチングに

結びついたんです。ベ

ンチャー企業は自社の

技術に自信はあっても、販路開拓や資金調達などにな

かなか労力を割くことはできません。そういう意味では、

IMの役割はこれから重要になってくるでしょうね。 

■安岡　京田辺市においても、今年4月から企業の皆

さんを側面からサポートするために「京たなべの逸品」

販路開拓支援事業に取り組んでいます。これは展示

会や物産展などに出展されるとき、出展にかかる費用

について10万円を上限にそのコストを補助しましょうと

いう制度です。『D-egg』では、これまでに6件の入居

企業の皆さんからご利用いただいています。市内には

中小のものづくり系の企業がたくさんあるので、単に自

社商品や技術を発表するだけでなく、『D-egg』の入居

企業の皆さんと市内企業との異業種交流を促進する

場になればと思っています。 

■渕山　販路開拓のサポート以

外にも、『D-egg』では経営に関

するさまざまなセミナーや研修会

がたくさん用意されています。私

たちが悩んでいること、例えば「ど

のように事業計画を立てるのか？」「自社の強みをどう

やって磨いてくのか？」など、外部の専門家からいろい

ろと話が聞けるのでとても役に立っています。研究開

発型の企業というのは、なかなか自分の会社を客観的

に見ることができません。これから独り歩きしていくため

にも、研究会や異業種交流に積極的に参加して、幅広

い視野を身につけていきたいと思います。 

■辻内　同志社大学としても、リエゾンオフィスが中

心となってさまざまな支援活動を行っています。例えば、

「NPO法人同志社大学産官学連携支援ネットワーク」

では、本学卒業生の豊富なネットワークを生かして、入

居企業の経営をサポートしたり、市場ニーズについて

最新情報を発信するなど、社会と企業をつなぐ橋渡し

の役目を果たしています。また、入居企業が次のステッ

プに進むときに必要な資金調達の手段として、いくつ

かのベンチャーファンドを用意。将来性のあるビジネス

シーズを積極的に掘り起こしていこうというもので、創

業間もないアーリーステージ企業にとって利用しやす

いのではないでしょうか。そのほか、「事業計画書の書

き方が分からない」「各種申請手続きの方法を教えて

ほしい」といった相談にも気軽に応じますので、ぜひリ

エゾンオフィスの窓口を訪ねていただけたらと思います。 

 

 

■辻内　2005年1月、京田辺市と同志社大学（同志社

女子大学、同志社国際中・高）が包括協定を結んで、

京田辺キャンパスで開催される同志社京田辺祭（愛称：

ADAM祭）や地域のイベント企画など相互協力してきま

した。今後は、『D-egg』入居企業で生まれた成果をもと

にしながら、さらに産業分野での連携を深めていこうと

思っています。すでに、京田辺市商工会との交流会、

情報交換会なども始まっており、これから4年目、5年目を

迎えて、何か面白いことが起こるのではないかと期待し

ているんですよ。 

■渕山　私自身、『D-egg』を卒業した後は、できれば

京田辺市内に残って事業を続けていければと思ってい

ます。現代のようなスピード社会においては、どんな小さ

な企業であっても情報化の整備が求められるで

しょう。そういう意味では、ビジネスチャンスは無限

に埋もれていると考えています。例えば、農業と

ITの融合など、地域性を生かしたユニークな取り

組みができないでしょうか。異業種との交流の中で、

他の知恵や技術を使って、これまでにない京田

辺発の新しいビジネスモデルが発信できればい

いですね。 

■藤井　『D-egg』が位置する京田辺エリアは、

同志社大学はもちろん、関西文化学術研究都

市や国立国会図書館などにも近く、さまざまな知

的資産が集積しています。市内には新たな商

品開発・技術開発に意欲的な企業もたくさんあり、

私たちと連携して何かを生み出せないかと考え

ています。実際、『D-egg』のIMの皆さんにお願

いして、市内で販路開拓できないかと動いても

らっているんです。卒業までの残り2年間、当社

の技術をさらに磨き上げ、地域の企業の皆さん

から求められるような付加価値を生み出していき

たいと思っています。 

■安岡　京田辺市内にある企

業の意見を伺うと、「最先端の

技術動向を知りたい！」「実際に

その技術を使ってみたい！」とい

う声も数多く聞かれますね。現在、

『D-egg』入居企業の皆さんと定期的な交流会を開催

していますが、さらに一歩進んで具体的な技術指導ま

で進められれば、地域産業の活性化につながると思

います。その第一歩として、来年2月25日、同志社大学

ローム記念館で「第1回ビジネスフェアin京たなべ」を

開催することになりました。これは京田辺市と同志社

大学が共同で開催する本格的な展示会で、市内に埋

もれたものづくり企業を広くアピールするチャンスだと

考えているんです。 

■山本　そのとおりですね。先ほども言いましたが、創

業から次のステージに進んできて、『D-egg』に入居する

企業の皆さんはさまざまな課題に直面しています。研究

室に閉じこもるのではなく、ビジネスフェアなどに積極的

に参加することで、例えば新たな販路開拓につながっ

たり、異業種交流の芽が生まれたり、新たなソリューショ

ンが提供できないかと考えています。今のところ、「第1

回ビジネスフェアin京たなべ」には20社以上の企業に

参加いただく予定です。学生さんにもぜひ見に来てい

ただいて、最先端の技術シーズに触れてほしいですね。 

 

 

 

■辻内　これから『D-egg』に期

待すること、要望などはありますか？ 

また、今後の取り組みについて何

か具体的なビジョンがあれば、ぜ

ひ教えてください。 

■藤井　一つの研究成果が生まれても、それを世の

中で使える商品や技術にしようと思えば何年もかかります。

とても5年間の入居期限では足らないというのが、正直

な気持ちなんですよ（笑）。単に大学の研究シーズを

持ってきて、何か新しいものができるかというと、それは

なかなか難しい。どんな分野の先生が何の研究をして

いるのか、そしてそれがどのようなビジネスに結びつく

のか…。せっかく大学連携型のインキュベーション施設

に入居しているので、もっと積極的に大学と情報交換

しながら、知的資産を有効活用していきたいと思って

います。 

■渕山　これからもぜひ、企業ニーズに応じたサポート

を継続していただきたいですね。最近では、『D-egg』

の入居企業同士の交流も少しずつ広がってきました。

いろんな悩みを持っている者同士が集まって、一緒に

食事したり会話を楽しんだりするだけで気持ちが楽に

なることも多いんです。そろそろ卒業後のことを考えな

ければならない時期に差し掛かっていますが、京都市

内に出ていってその他大勢の中に埋もれるよりも、きら

りと光る魅力を京田辺から発信し続けたいですね。 

■安岡　本日、皆さんのご意見をお伺いして、特にもの

づくり企業は3年や5年という短期間では社会に役立

つ技術をものにするのが難しいということがよく分かり

ました。『D-egg』入居企業の皆さんに卒業後もできる

だけ京田辺市に残っていただくために、補助金等の助

成を含めたさまざまなサポート体制をもう一度考え直した

いですね。行政機関だからこそ提供できる支援はまだま

だあると思います。『D-egg』が起爆剤となって、京田辺

市にある既存企業の活力を呼び起こし、さらに新たなベ

ンチャー企業が次 と々誕生して、地域全体の振興につ

ながっていくことを願っています。 

■山本　入居企業の皆さんの中には、まったく一から

新しい研究を始めるベンチャー企業だけではなく、既存

企業の二代目、三代目が第二創業をめざすというケー

スも見られます。従って、要求されるニーズはそれぞれ

異なるので、皆さんがどんなサポートを求めているのかし

っかりと理解しながら、IM室として

適切なハンドリングを行っていこう

と考えています。時代の変化に合

わせて、『D-egg』の中身もどんど

ん進化していきますよ！ 

■辻内　今年度から、産学連携の一つの成功事例

として、『D-egg』を積極的に公開し、対外的なアピー

ルを行っています。これまでに、(独)新エネルギー・産

業技術総合開発機構（NEDO）や(独)科学技術振

興機構（JST）など数多くの産業支援機関の皆さんに

施設内を見学していただきました。今までとは違うサ

ポーティングを行って、大学連携型インキュベーション

の成果を発信していこうと考えています。この3年間で、

同志社大学には生命医科学部やスポーツ健康科学部、

心理学部などが誕生しました。同志社大学や地域社

会が持っているポテンシャルをうまく使っていただくこ

とで、『D-egg』から新産業・新技術のシーズが生まれ

ることを期待しています。本日はどうもありがとうござい

ました。 

ものづくり企業との連携で 
世の中にない新技術・産業を生み出す 

大学と地域のポテンシャルを活用して 
新たな付加価値を発信 

同志社大学 
連携型起業家育成施設 
 

D-egg

入居方針　　　　評　　価　　　　支　　援 

4者による一体的な運営体制 

運 営 ボ ー ド 

中小機構 
●事業経営の責任 
●入居者選定、管理 
●支援人材の配置 
●独自のサポート機能（経営相談、共済、 
　大学校、連携支援、販路開拓など）に 
　よる支援 

同志社大学 京都府・京田辺市 
●支援人材の配置 
●産学連携支援 
●NPO法人同志社大学 
　産官学連携支援ネットワークを通した 
　総合的支援 

●支援人材の配置及び活動費の確保 
 
●賃料の補助 
 
●支援プラットフォームによる総合支援 
 

入　　居　　者 

インキュベーションマネージャー 

ア　ダ　ム 
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広瀬　邦明 
独立行政法人 
中小企業基盤整備機構 
近畿支部長　 

　同志社大学の産学連携の成果を幅広く発信し、地域社会

の活性化に役立てることを目的として、「第23回 同志社大

学けいはんな産学交流会」が開かれました。23回目を迎え

た今回は、交流会として初めて『D-egg』で開催。産学連携

に関心のある企業経営者や技術者、研究者、行政関係者が

多数訪れ、会場は熱気にあふれました。 

　門間洋治氏（京都府中小企業技術センター所長）による

ご来賓挨拶の後、まず最初に渡辺好章教授（熱音響技術研

究センター長・生命医科学部医情報学科）が壇上に立ち、昨

年同志社大学にオープンした「熱音響技術研究センター」

の取り組みを紹介。「温故知新！新たなエネルギーシステム

の構築のために、技術立国としての役割を果たすべき」と

訴えました。その後の研究シーズ発表では、「新エネルギー

になるか『熱音響システム』」をテーマに、坂本眞一准教授（熱

音響技術研究センター研究員・滋賀県立大学工学部電子シ

ステム工学科）が、廃熱･自然界の熱エネルギーを使って“冷

やす”次世代の冷却システムについて説明。シーズ発表が

終わった後も、参加者から熱心な質疑が寄せられるなど、将

来の環境ビジネスの広がりに魅力が感じられました。 

　引き続いて、山本泰功氏（（独）中小企業基盤整備機構 

D-egg チーフインキュベーション・マネージャー）が、今

年で開設3年目を迎える『D-egg』の企業支援、サポート

体制などについて案内。「あの技術は同志社大学発だ！と

言われるような取り組みをめざしている」と意気込みを示

しました。『D-egg』入居企業の紹介では、松本雅光氏（（株）

シン・コポレーション 代表取締役）が100～500MPaで

光学測定を行うための高圧研究機器について、また多田

栄一氏（（株）センシング京都 取締役）が最先端のセンシ

ング技術を使った各種計測装置の研究開発事例について

それぞれ説明。その後、入居企業の見学会や熱音響技術

のデモンストレーションなども行われ、産学連携で生まれ

た新しいビジネスの可能性に注目が集まっていました。 

　第Ⅱ部では、『D-egg』の入居企業やインキュベーション・

マネージャー、参加者を交えた交流懇親会を開催。和やかな

雰囲気の中、『D-egg』についてより詳しい紹介が行われる

とともに、入居企業の皆さん同士の交流も深まったようです。

参加者からは「D-eggに入居して、大学のシーズを利用して

みたいと思った」「大

学連携の新たな枠組

みが理解できた」など

の声が寄せられました。 

　このたび、『D-egg』が開設3周年を迎えることができました。 

　これまで、入居企業をはじめ、地域企業、大学の先生、同志

社OB・OG、支援機関などたくさんのみなさまのご理解、ご協

力に支えられ、邁進できた3年間であったのではと感じてお

ります。心から御礼申し上げます。 

　独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）では、地

域社会のニーズに応じ、活力のある日本を作るため、さまざ

まなサポートメニューを全国のみなさまに提供しております。

その中で、インキュベーション事業は、大学のシーズや地域資

源などを生かして、新しい事業を始めようとする企業を支援し、

地域経済の活性化を図ろうとするものです。 

　『D-egg』では、京都府、京田辺市、同志社大学、中小機構

が一体となり、運営方針を決定、互いの強みを生かした協力

体制、支援体制を組みました。特に、京都府からは研究開発

費補助、京田辺市からは賃料補助の助成制度をご用意いただき、

入居企業の確実な事業化のためにご助力いただいております。 

入居企業も現在22社が『D-egg』で活動しており、機械系、

情報系の企業が中心となっており、なかには、同志社大学発

の教員・学生ベンチャーも活躍しております。現在、常駐のイ

ンキュベーション・マネージャー（支援家）が、各機関と連携し、

事業計画作成支援、研究開発支援、販路開拓、資金調達など、

企業ニーズに応じたサポート活動を展開しています。 

　これからも、『D-egg』が新事業を志す企業に入居いただき、

産学連携など各種サポートを積極的に行うことにより、新事

業が次々と創出され、地域社会に根付いた拠点として発展

していければと考えております。 

　また、中小機構では、ファンド出資、ビジネスマッチング、中

小企業大学校、産業用地提供、共済制度の運営など、豊富な

支援メニューをご用意しております。入居企業や大学発ベン

チャーをはじめとして、地域のみなさまにもご活用いただけ

るよう全力を尽くしていく所存でございます。 

　最後に、同志社大学の産学連携における役割は、ますます

重要と感じており、今後とも地域経済の技術の高度化に向け、

多方面においてお力添えくださいますようお願い申し上げ

ます。 

【日時】2009年10月2日（金）　【場所】D-egg 2階会議室 

第23回 同志社大学けいはんな産学交流会 開催 

 

企業ニーズに応じた支援で新事業創出 

岡本　圭司 
京都府商工労働観光部 
ものづくり振興課 課長 

　同志社大学や関西文化学術研究都市に立地する研究機関

の優れた研究成果等を新産業創出へとつなげるためのイン

キュベーション施設として誕生した同志社大学連携型起業家

育成施設『D-egg』は平成18年12月の開設から3年目を

迎え、この間、多数の中小・ベンチャー企業が新たなサービス・

技術の研究・開発に取り組まれてきました。 

　京都府では、大学・研究機関の集積や、それぞれの得意分

野において世界市場で成長する京都企業の進出など京都の

強みを生かして、京都府南部地域に成長産業の集積エリアの

形成をめざしており、『D-egg』は関西文化学術研究都市発

の新産業創出の拠点であると考えています。 

　本年6月には、文部科学省と経済産業省が共同で実施す

る平成21年度｢グローバル産学官連携拠点｣に、京都市から

関西文化学術研究都市に至る京都府南部地域が「京都発未

来創造型産業創出連携拠点」として採択されました。環境・

エネルギー及びライフサイエンス・ウエルネス分野の産学官

それぞれの取り組みを結びつけ、オール京都の有機的ネット

ワークを構築し、新産業を創出していこうと考えています。 

　『D-egg』には、情報サービス業から精密機械器具製造業

まで、新産業の創出につながる独自の技術を持った企業が

多数入居されています。 

　今後とも、京都府ではこの施設を核に、中小企業基盤整備

機構や京田辺市、同志社大学など産学公による「学研都市大

学発ベンチャー事業化推進コンソーシアム」を通じ、入居企

業への支援連携に取り組みますとともに、次代の京都の発

展の一翼を担う新産業の創出をめざし、京都産業の活性化

に全力で取り組んでまいります。 

　結びにあたりまして、『D-egg』に入居された、それぞれ

独自の技術力と意欲を有する多くの中小・ベンチャー企業の

皆様が、京都経済を牽引する企業として成長されることを何

よりも祈念いたします。 

 

関西文化学術研究都市発の新産業創出の拠点に！ 
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同志社発インキュベーション施設 

 未来の新産業を創る。 D-egg｜入｜居｜案｜内｜ 

1． 同志社大学京田辺キャンパス内の事業環境 

2． 自治体による助成制度（賃料補助など） 

3． 経営相談・試作機器・研究機器などのサポート 

4． 大学研究者や企業との出会い・交流 

●施設：鉄骨造3階建 全33室 ● 試作開発室：8室（約52～約67㎡） 
●実験研究室：17室（約26～約67㎡）● I Tオフィス：8室（約20～約38㎡） 

メリット 

　D-eggは、「賃貸スペース」と「入居者サポート」を中心とするイン

キュベーション施設です。賃貸スペースについては、入居者募集の公

募を行い、申込、審査、居室調整、定期賃貸借契約、入居の手順で行い

ます。入居されると、常駐のIM（インキュベーションマネージャー）は、

入居された皆様の事業がいち早く目標の達成ができるよう、定期的

な交流を保ち日々のサポートを行います。 
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連絡先 同志社大学D-egg　IM室 

TEL:0774-68-1378　FAX:0774-68-1372

http:/ /www.d-egg.jp/

〒610-0332 京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地　 
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日時 ● 2009年11月5日（木）13:00 ～ 19:00 
場所 ● 京都工業会館（京都市） 
 
 

京都産学公連携フォーラム2009

日時 ● 2009年11月6日（金）13:00 ～  
場所 ● 同志社大学今出川校地（京都市） 

知的財産セミナー 
「タカラトミーに学ぶ商品企画・販売戦略力」 
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日時 ● 2009年12月2日（水）13:00 ～ 
場所 ● 同志社大学京田辺校地（京都府京田辺市） 

知的財産セミナー 
「ひらめきを生む力、発明へと育てる力」 
～インクジェット高精細吐出技術誕生秘話～ 

日時 ● 2009年12月1日（火）13:00 ～ 19:30 
場所 ● 慶応義塾大学三田キャンパス（東京都港区） 

関東・関西10私大産学連携フォーラム 

【日時】2009年7月24日（金） 

【場所】キャンパス・イノベーション・センター（CIC）東京 
 

　昨年度に引き続き、キャンパス・イノベーション・センター東京に入居している

大学が集結し、「JST/CIC東京新技術説明会」が開催されました。本学からは、

金田重郎教授（理工学部インテリジェント情報工学科）から「マイクロ波ドップラー

センサーを用いたジェスチャー認識手法」と題した研究シーズの発表を行いました。

20大学から、30を超える研究シーズの発表が行われ、来場者は熱心に耳を傾けていました。同時に設けられた相談

コーナーでは、積極的な質問や意見交換が行われていました。 

　今後、東京地域における産学連携がさらに発展することを期待しています。 

　このたび、京都府、京都市が中心となり、他の提案機関として、

京都大学、京都工芸繊維大学、京都商工会議所、そして同志社大

学が名乗りを上げ、文部科学省、経済産業省に対して提案した「産

学官連携拠点」が採択されました。  

　これは、その拠点に対し、関係府省、自治体等の各種の施策を

有機的に組み合わせて総合的・集中的に実施することにより、人

材育成・基礎研究から商業化・事業化までの活動を、産学官が有

機的に連携して推進し、持続的・発展的にイノベーションを創出

するイノベーション・エコシステムの構築を図るもので、2種類

の拠点のうち、世界トップクラスの質と規模の研究者、研究イン

フラの集積等、国際的に優れた研究開発ポテンシャルを有し、地

域の特徴や強みを生かしつつ、多様な分野や融合領域において

産学官連携活動が行われる拠点である「グローバル産学官連携

拠点」に採択されたものです。  

　拠点名は「京都発未来創造型産業創出連携拠点」で、京都の

強みを最大限に生かす、即ち、歴史都市：「知恵」を育んできたまち、

大学都市：全国屈指の知的集積のまち、ものづくり都市：高付加価値のものづくり、国際研究開発拠点としての学研都市、

を源として、京都の強みを結集し、低炭素社会の実現と健康長寿社会の実現に取り組んでいこうとするものです。  

　選定された拠点、および拠点の構成機関に対しては、文部科学省および経済産業省で実施する関連施策・事業を優先

的または追加的に実施するもので、主な事業としては、「知的クラスター創成事業」、「都市エリア産学官連携促進事業」、

「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」、「地域イノベーション創出研究開発事業」、「産業クラスター計画

補助事業」などがあります。  

　本学は、この採択を受けて、これまで以上に研究の重点化・高度化、産学官連携活動や人材育成をさらに積極的に進

めてまいる所存です。 

【日時】2009年9月19日（土）、20日（日）　【場所】丹波ワインハウス 
 

　NPO法人同志社大学産官学連携支援ネットワークでは、京丹波プロジェクト（京

丹波特産品のブランド化による地域活性化プロジェクト）の一環として「丹波「食」

フェスタ2009」を開催しました。 

　1日目は丹波八坂太鼓によるオープニングの後、京都ぽーくの解体ショーでは、

普段口にしている豚肉がどのように食材になっていくかを学びました。続いて

京都吉兆松花堂店村上店長により地元食材を使って、須知高校食品科学科生徒

と相可高校調理クラブ生徒による調理実演販売。用意した200食は程なく完売

となりました。他にも京丹波町出身のミュージシャンのライブ演奏、手づくり体

験教室など多様な催しが開催されました。15時からは「まごの店」で有名な三

重県多気町の方々にも参加いただきシンポジウムを開催。地域活性化に対する

熱い議論が繰り広げられ1日目を終了しました。 

　2日目は元箱根プリンスホテル総料理長渡辺氏により前日同様に高校生への指導のもと、調理実演販売が行われ、こちらも用意した200個がすぐに

完売する盛況ぶりで、最後にスイーツ講座で全日程は無事終了しました。 

　2日間に渡り多数の食材ブースが開設されていましたが、いずれも夕方には完売するなど本当に大勢の方に来場いただき京丹波の食の豊富さ、質

の高さが実感できたイベントとなりました。 

【日時】2009年9月9日（水）～11日（金）　【場所】同志社びわこリトリートセンター 
 

　毎年、夏期休暇中の3日間、ビジネスプランを作成するため基礎知識を学ぶ合

宿形式の講座を、同志社ベンチャートレイン（学生団体）と共催で行っています。 

　今年は、50名の学生が参加し、講師に株式会社ネクストフェイズ 東川仁氏、

OFFICE TENPACHI 福満宏之氏を迎え、3日間を通して、アイデア創出メソッド、

コピーライティング、ビジネスプラン作成の基礎などについて学びました。最終日

には、皆でまとめたアイデアをグループ毎にプレゼンテーションし、合宿の成果を

活発に発表していました。 

　12月に開催予定の「ビジネスプランコンテスト」において、これらの成果を発

揮して、大賞を受賞してくれることを期待しています。 
■今後のスケジュール 

文部科学省・経済産業省の「産学官連携拠点」に採択されました 

「JST／CIC東京新技術説明会」を開催 

【日時】2009年9月16日（水）～18日（金）　【場所】東京国際フォーラム 
 
　発足時から毎年出展している「イノベーション・ジャパン－大学見本市」に、今年も

出展しました。 

　今年度は、新エネルギー・省エネルギー分野に伊藤靖彦教授（理工学部）の「新エ

ネルギーシステムの実現に貢献する溶融塩電気化学プロセスの創出と開発」、材料分

野に大谷直毅准教授（理工学部）の「高分子紫外発光ダイオード」が出展及び新技術

説明会に参加しました。また、知財本部ゾーンには知的財産センターが出展し、大いに

本学の新技術と知的財産活動及びベンチャー企業の紹介などを行うことができました。 

　会場には、3日間で4万人を超える来場者があり、本学ブースにおいても積極的な

意見交換が行われ、有意義な3日間となりました。 

「イノベーション・ジャパン2009‐大学見本市」に出展 
 

京丹波プロジェクト「丹波「食」フェスタ2009」を開催 

「Business Summer Program 2009 
　～ビジネスプラン作成合宿～」を開催 

イ ベ ン ト の ご 案 内 

 

10月14日（水）～11月11日（水） 毎週水曜日　　ビジネスプラン作成講座（全5回） 

 

今出川校地にて 

 12月12日（土）　　New Island Contest（ビジネスプランコンテスト）　 今出川校地にて 

 



理論に裏打ちされた 
科学的なサービス・ 
マーケティングを実践 
戸谷　圭子（とや　けいこ）　　 同志社大学大学院 ビジネス研究科 准教授 

 

 

 

　従来のマーケティングというのは、「どんな商品を

開発しその商品をどのように売るか？」といった、いわ

ゆる“モノ”中心に考えることが主流だった。しかし、

市場が成熟期を迎えた今、単にモノを売るのではなく、「顧

客にどんなソリューション（問題解決策）を提供できる

のか？」というモノの使い方部分、つまり“サービス”の

マーケティングを考えることが求められるようになっ

ている。 

　「サービス分野は、GDPの7割を占めています。例えば、

コンピューターベンダーがコンサルティングを行うなど、

製造業がサービス化する事例も増えています」。戸谷

圭子准教授が提案しているのは、理論に裏打ちされた

科学的なサービス・マーケティングの実践だ。マーケ

ター個人の経験や勘に頼るのではなく、顧客ニーズを

的確に捉え、それが本当に正しいかどうか数値的な検

証を加えながら、自社が提供するサービスの中に反映

させていく…。「マーケティングを経験や勘の世界か

ら科学の世界へ」と強調する。 

 

 

 

　マーケティングの基本は顧客志向。現代は顧客

は単に消費者（Consumer）にとどまらず、企業と

ともに価値を創る（Producer）存在、プロシュー

マー（Prosumer）に変化してきている。そのため、顧

客を知ること、顧客への定性・定量的な調査・分析が欠

かせない。まず、定性調査では、主にグループインタ

ビューや一対一のデプスインタビュー（深層心理面接）

などで、顧客ニーズ等の仮説を引き出していく。「イン

タビューのスキルの一つとして、ラダリングという手法

があります」。例えば、ある顧客に対して「なぜ、このカ

メラを買ったのですか？」と質問する。顧客は「顔認識

オートフォーカスの機能がついていたから」と答える。「そ

の機能があると、なぜうれしいのですか？」「家族の顔

がうまく撮れるからです」「なぜ、家族の顔をうまく撮

りたいのですか？」「家族が大切だからです…」。この

ように、「なぜ？」という質疑応答を繰り返し続けるこ

とによって、顧客の求めているカメラの機能から、情緒

的価値、さらには「家族を大切にしたい」という顧客

の価値観まで浮き彫りにできるという。 

　定性調査で得られるものは、あくまで仮説にすぎない。

仮説が量的に検証されて初めて使えるものになるの

だが、検証を十分にしないまま、経営資源を間違った方

面に投下しているケースも見られるという。「科学的

な視点で“量”と“質”を検証し、顧客ロイヤルティを得

るために何をすべきか優先順位をつけることが必要」

と話す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　戸谷准教授は同志社大学でサービス・マーケティン

グについての教育・研究を行う一方、金融サービス業

向けのコンサルティング会社を立ち上げ、“産”と“学”

両方の視点から数多くのマーケティング活動に携わっ

ている。 

　例えば、金融機関では顧客満足度を高めるために、

窓口での待ち時間を短縮しようという活動が継続的

に行われている。「しかし、例えば1分の待ち時間を

30秒に縮めることで、顧客ロイヤルティにどれほどの

影響があるのか誰も検証していません」。顧客が不満

にならない待ち時間の程度がはっきりすれば、金融機

関として無駄な労力やコストをかけなくてすむ。 

　戸谷准教授は、このような経営判断に必要な情報

をさまざまな統計手法や工学的手法を用いて定量的

に明らかにしている。「企業が提供するサービスが顧

客ロイヤルティにどのような影響を及ぼしているか。

その因果関係を構造的に理解することで、企業がやる

べきことが自ずと見えてきます」。戸谷准教授は笑顔

を見せる。 

 

 

 

　戸谷准教授は学生たちを引き連れて、企業や地域

と連携した積極的なマーケティング活動を展開している。

今年の夏には、香川県の讃岐うどん店の協力を得て「う

どん屋店舗実験」を行った。香川のうどんは確かにお

いしいが、どこも同じようなセルフ方式でサービスに

はあまり力を入れていないように見える。「もっと、顧

客に選んでもらえるような付加価値を発信できない

か…」。香川県出身のゼミ生の問題提起で始まった企

画だという。 

　この店舗実験では、実験計画法という手法を使い、「う

どんに乗せる副菜を一個所にまとめて配置し、選びや

すくする」、「『店長おススメ』というポップ広告を立てる」、

あるいは「セルフ式の店だが、従業員がお客様のおぼ

んを下げてあげる」「おぼんは下げないが、机の上を

拭いてあげる」など複数パターンを考え、それぞれ組

み合わせて提供することでどんな顧客評価が得られ

るのかを調査した。「延べ320人からアンケート回収

を行うことができました。混雑そのものは問題ではない。

活気があって、清潔でプロセスに無駄を感じさせない

店にこそ行きたいと顧客は思っています」と戸谷准教授。

ちょっとしたレイアウトの変更で、顧客ロイヤルティを

上げられることが分かってきた。「店舗サービスの新

たな方向性を示したいですね」と意欲を示す。 

　世界中で安くて良い商品がどんどん作られる今、

わが国が厳しい国際競争に勝ち残っていくためには、

サービス分野の魅力を磨いていくしかない。戸谷准

教授が取り組んでいるサービス・マーケティング理論

の実践によって、企業がより的確な顧客ニーズをつかみ、

その付加価値を高めていくことを期待したい。 

讃岐うどん店の協力で実施した 
学生たちによる社会実験 

モノからサービスへ、顧客ロイヤルティを 
高めるマーケティング手法 

潜在的なニーズや価値観を掘り起こし 
仮説を導き出す 

企業との連携でサービス業の 
新たな経営スタイルを示唆 

定量的な分析でサービスを 
“見える化”する 
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定性調査（探索的調査）と定量調査（検証的調査）の違い 
 

しかしながら… 

1． 定性調査　：　仮説探索 
 

2． 定量調査　：　仮説検証 

どんな時 課題に対する知識が不足している時 

何が得られるか 次に定量調査によって検証する仮説 

注意点 仮説・アイディアを得るが、結論は語れない 

 

どんな時 仮説を科学的・数量的に検証する時 

何が得られるか 意思決定のための根拠となる情報を提供 

注意点 調査設計（特に対象者抽出と質問票）が鍵　　　 

 

 

専門分野は、
サービス・マ

ーケティング
、マーケティン

グ・

サイエンスな
ど。今から1

0年前、日本
で唯一の金

融

サービス業に
特化したコン

サルティング
会社「㈱マー

ケティング・
エクセレンス

」を設立。最
先端の学術

理

論を駆使した
コンサルティ

ングは高い評
価を得ている

。

趣味は、マー
ケティング！

 京都と東京
、クライアント

の

いる地方都市
を往復する多

忙な日々を
過ごすが、愛

犬と散歩する
とほっと気が

休まるとか。
 

Associate p
rofessor's P

rofile

Keiko Toya



鉄アレイ型の特異な分子構造が 
生体内でSTXの分解反応を促進 
鉄アレイ型の特異な分子構造が 
生体内でSTXの分解反応を促進 

細菌やウイルスの 
病原性発現機構を解明して 
これまでにない治療薬を開発 
西川　喜代孝（にしかわ　きよたか） 
 同志社大学 生命医科学部 医生命システム学科 教授 

 

 

専門分野は、腸管出血性大腸菌O-157やインフルエンザウイ

ルスなどの治療薬開発、発ガンやガンの転移など重要疾患に

対する分子標的薬の開発など。細胞生物学・分子生物学の手

法を用いて、ユニークな視点から生命現象の解明を進めている。

部活と称して、週1ペースでプールに出かけ、4キロを泳ぐ。「泳

ぐことよりも、プールが好きなんです」と笑顔を見せる。 

研究者をたずねて 

Professor's ProfileProfessor's Profile

“5×3”が100万倍の結合力を 
生み出すクラスター効果 
“5×3”が100万倍の結合力を 
生み出すクラスター効果 
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大学発の研究シーズで 
重要疾患の創薬開発に期待 
大学発の研究シーズで 
重要疾患の創薬開発に期待 

 

 

 

　食中毒の原因となる細菌は数多くあるが、腸管出血

性大腸菌の一つ、O-157はたった100個の菌体が体

内に入れば感染が成立するという、非常に強い食中毒

菌である。O-157が出すベロ毒素（シガトキシン）は強

毒で、腸管上皮細胞を破壊して出血症状を引き起こす。

わが国では毎年3千人以上の感染者を出し、そのうち

20～30人が亡くなっているという。「腸管で出血する、

いわゆる消化管障害で命を落とすことはほとんどあり

ません。生命に関わるのは、ベロ毒素が血中に入って

脳や腎臓の血管内皮細胞が破壊されること」と話す

のは西川喜代孝教授。症状が進むと完全に治療する

ことは難しいとされる。 

　西川教授がO-157による食中毒の創薬研究に取り

組んだのは、今から10年ほど前。大阪府堺市で

O-157のアウトブレーク（爆発的大流行）が発生し、社

会的にも早急な治療薬の開発が求められていた。「毒

素の働きを阻害するような化合物を作れないか…」。

ベロ毒素には、STX1とSTX2の2種類がある。そのうち、

生命に危険を及ぼすのはSTX2のほう。STXは、細胞

内に入るとタンパク質の合成を止めてしまう「Aサブ

ユニット（毒素そのもの）」と、Aサブユニットを細胞内

に運ぶ役割を果たす「Bサブユニット」が5個会合した

5量体から構成される。我々の細胞表面にはGb3と呼

ばれる糖脂質が存在しているが、Bサブユニット5量体

はGb3の糖鎖部分（グロボ糖）をターゲットにして細

胞内に侵入する。このとき、1つのBサブユニットは3分

子のグロボ糖を結合するため、全体では“5量体×3”

で15分子のグロボ糖を認識するという。「結合力は単

純に1 5倍

になるので

はなく、実に

100万倍以

上になります。

この現象は

クラスター

効果と呼ば

れています」。この非常に強力な結合をいかに阻害し

てSTXの侵入を防ぐか…。世界中で競うようにして研

究が進められた。 

 

 

 

　1998年、カナダのベンチャー企業が、極小ビーズを

多数のグロボ糖で覆い、グロボ糖部にSTXを吸着させ

ることでその毒性を阻害する化合物「シンソルブPK」

を発表した。また、2000年にはグルコースを骨格として、

その周りに10個のグロボ糖を集積させた、ヒトデ型低

分子化合物「STARFISH」が登場した。しかしながら、

シンソルブPKは臨床試験でほとんど有効性が認めら

れず、またSTARFISHはSTX1には阻害効果を示すも

のの、肝心のSTX2に対し有効性を示さなかった。 

　「考え方は間違っていないはず…」。西川教授は

埼玉大学などと共同でさらなる研究を進め、2002年

に「SUPER TWIG」と呼ばれる静脈投与型の治療薬

を開発。O-157感染実験で初めてSTX2にも有効だと

いうことが証明され、世界中から注目を集めた。この

化合物はケイ素（シリコン）を持った樹枝状高分子を

核として、両端にそれぞれ3個ずつ計6個のグロボ糖

を結合させたもので、鉄アレイのような分子構造をし

ている。「鉄アレイ型というのが大きなポイントでした」。

SUPER TWIGは血中に存在するSTX2と結合し、複

合体を形成する。このとき、生体内で異物処理を担当

するマクロファージと呼ばれる細胞がこの複合体を特

異的に認識し、毒素を効果的に分解してくれるという。 

　創薬モデルは出来上がった。しかし、次なる障害が

立ちはだかる。グロボ糖の合成は非常に困難で、実用

化となると合成コストが大きな問題となる。「創薬のコ

ンセプトは証明できましたが、実用化に結びつく新た

な研究・技術開発が必要でした」。合成に多大な時間

とコストがかかるグロボ糖に代わる、汎用性の高いペ

プチドを使った新しいSTX結合ユニットが開発できな

いか…。西川教授は、留学時代に習得したペプチドラ

イブラリー法という手法を応用。ペプチドライブラリー

とは、20種類の天然アミノ酸をランダムに組み合わせ

て合成したペプチドの混合体で、例えば4カ所のアミノ

酸をランダマイズすると、存在しているペプチドの種類

は計算上20の4乗種ということになる。このライブラ

リーからSTXのBサブユニットに強固に結合する配列

をスクリーニングすればよいのだ。「しかし、まったく

モチーフがとれないのです」。この手法は本来1:1の

相互作用に応用するもので、クラスター効果に基づく

5:15（Bサブユニット5量体:グロボ糖15分子）の強い

相互作用には到底応用できない…。目の前に立ちは

だかる壁を乗り越えるため、西川教授のさらなる挑戦

が始まった。 

 

 

 

　「ペプチドライブラリーを多価にして、ライブラリー自

体にクラスター効果を発揮させればよいと気づきました」。

西川教授は、ライブラリーを集積させる核構造を模索。

SUPET TWIG開発時に得ていた、STX阻害剤に求め

られる構造要件に関する知見を総動員し、1分子中に

4個のペプチドライブラリーを持つ多価型ペプチドライ

ブラリーを開発する。狙い通り、グロボ糖よりも優れた

新たなSTX結合モチーフが決定でき、世界初となるペ

プチド性STX阻害薬が誕生した。本阻害薬は経口投

与が可能で、感染実験において顕著な治癒効果を発

揮すること、

またペプチド

合成機で簡

便に合成で

きることから、

現在最も臨

床応用に近

い治療薬と

して期待さ

れている。 

　STXに限らず、インフルエンザやエイズウイルスの

侵入、ガンの転移など、多くの重要疾患に関わる現象

にクラスター効果が発揮されている。現在、同志社大

学生命医科学部で西川教授がターゲットにしている

のは、インフルエンザウイルスの侵入に関わるHAタ

ンパク質だという。HAタンパク質は3量体構造をとり、

受容体との結合親和性は、1対1での結合時に比べて

数千倍に増加する。このクラスター効果を阻害する

化合物が開発できれば、社会に大きなインパクトを与

えられるだろう。「これまでの成果を応用して、新たな

研究シーズを生み出したいですね」。細菌やウイルス

との知恵比べはこれからもまだまだ続きそうだ。 

Kiyotaka Nishikawa


