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平成26年12月、京都大学は、

産業競争力強化法に基づく認定特定研究成果活用支援事業者である

京都大学イノベーションキャピタル株式会社（略称：京都iCAP）を設立しました。

京都大学は京都iCAPとともに、「京都大学における知」を活用した起業を支援し、

同社が運用する「イノベーション京都2016投資事業有限責任組合」を通じた出資

その他の支援を行います。

京都大学方式による
ベンチャー支援

先駆的な取組みで研究成果を社会へ還元

Kyoto University Venture Incubation
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自己資金 エンジェル ベンチャーキャピタル

京大認定ファンド

GAPファンドプログラム インキュベーションプログラム

イノベーション京都2016投資事業有限責任組合

従来の資金▶ 研究助成金（科研費等）

研究助成金（科研費等）

市場調査
ビジネスプラン

事業化アイデア
経営者候補
創業メンバーの

編成

チームアップ
会社設立
資金調達

創　業
試作品の製作
実証実験

実用性検討

民間事業者

投資・ハンズオン支援 投資・ハンズオン支援

事業化シーズの
情報共有

投資検討、VB育成・支援、投資回収戦略等
多方面で協力

認定：覚書締結認定：覚書締結LP出資：組合契約締結LP出資：組合契約締結
LP出資

民間資金を受け入れて10年間のファンド運用150億円の公的資金を中心として15年間のファンド運用

イノベーション京都2016投資事業有限責任組合
2016年1月設立

国立大学法人京都大学

事業化シーズ

協力関係：協定書締結協力関係：協定書締結
京都大学イノベーションキャピタル株式会社

（京都iCAP）

京大発ベンチャー企業

京大認定ファンド

みやこ京大イノベーション
投資事業有限責任組合
2015年11月設立

みやこキャピタル
株式会社

日本ベンチャーキャピタル
株式会社

京大ベンチャーNVCC1号
投資事業有限責任組合

2007年8月設立

公的資金と民間資金を効率的に運用
公募により選定された民間の運用事業者が設立するベン
チャーファンドを、「京大認定ファンド」として認定。公的
資金を運用する京都iCAPと、民間資金を運用する京大認定
ファンドが、京大発ベンチャーに対し投資を行います。
それぞれが協調・補完してベンチャー支援を行うことで、
効率的に資金を調達するシステムを目指します。
京都大学、京都iCAP、京大認定ファンドが連携して事業化
を推進し、研究成果を積極的に社会へ還元します。

本学の世界最高水準の独創的な研究開発を推進し、その成果を新産業の創生や社会的価値の創出につなげるため、京都大学
産官学連携本部が京都iCAPや関西TLOと協力し、シーズ段階から研究成果の実用化や事業化を多角的に支援します。

大学のインキュベーション機能を強化

研究成果の実用性を検証するた
めの支援制度です。
事業化を目指す研究開発に対し、
最長1年間、最大300万円の助成
を行います。

 例
研究成果の実用性を検証するための
● プロトタイピング

）成作品作試（ 　
● デモンストレーション

）転運試（ 　
実用性を高めるための
● バリエーション追加試験

▶詳細は応募要領をご確認ください。

 対象プロジェクトとなるための要件
● 実用化が見込まれる京都大学の
　 研究成果を活用していること。
● 法人設立済又は3年以内に
　 法人設立予定でVCからの資金
　 調達を目指していること。
● 経営者候補または経営者が
　 いること。
▶詳細は応募要領をご確認ください。

京都大学産官学連携本部と京都iCAPが中心となり、
学内外のメンバーがシームレスにシーズの実用化・
事業化を支援します。

ステージごとのコンサルティング

15年の長期運用で
基礎研究の事業化も促進

GAPファンド
プログラム1 インキュベーション

プログラム2 京都大学ベンチャー
インキュベーションセンター 
（KUVIC）
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研究成果の事業化のために、本学
研究者と起業家が協力し、VCから
の資金調達を目指すプロジェクト
を支援する制度です。
ベンチャー企業での研究成果の事
業化を目指す経営者候補または経
営者と、本学教職員の共同プロ
ジェクトに対し、最長3年間、最大
3000万円／年の助成を行います。

▶ 国際科学イノベーション棟 1階
ベンチャー企業が入居できるオフィ
スの整備を進めています。 
キャンパス内にベンチャー企業の本
社機能を置くことができる場所を提
供し、創業前後のベンチャー企業の
経営チームと研究者が密に協働でき
るようにすることで、研究成果の事
業化を加速します。産官学連携本部
や京都iCAPにより、アンダーワン
ルーフで日常的にコミュニケーショ
ンを取りながら支援を行います。 

基礎研究に厚みのある京都大学の研究成果は、実用化
までに長い時間を要するものも多く見られます。そこ
で「イノベーション京都2016投資事業有限責任組合」
では、運用期間を15年に設定（民間ベンチャーキャピ
タルのファンド運用期間は10年間が一般的）。長期の
ファンド運用により、イノベーションとなり得る基盤
技術の育成を目指します。



荒川　弘 Hiroshi Arakawa

事業会社にて弗酸系工業薬品及び金属表面弗化
処理の研究開発に従事。その間、東北大学大学
院工学研究科に研究員として出向。その後、特許
事務所、ベンチャー企業等にて、総務・人事・
法務・知的財産業務に従事。2011年に京都大学
知財部門に着任し、関西TLO㈱を経て、2017年
4月から現職。理工系担当。

長山　勝彦 Katsuhiko Nagayama

三菱東京UFJ銀行にて、法人営業・取引先開拓・
IPO支援等の業務に携わり、現場を中心とした
企業経営支援に一貫して従事。企業再生支援の
コンサル提案はもとより、企業年金業務や証券
代行業務などの経営支援も推進。京都大学法学
部卒。

大阪大学大学院理学研究科生物科学専攻にて博
士号を取得した後、内資・外資系の製薬会社に
て薬理研究に従事。プラットフォーム技術の開発、
及び中枢・泌尿器・がん領域にて創薬標的と
臨床候補化合物の探索を行った。2016年10月
より京都iCAP㈱の生命科学系の投資・支援を
担当。

上野　博之 Hiroyuki Ueno

東洋紡㈱にて用途開発と品質管理業務に従事。
開発品の量産化にあたり、製造・品質管理のノウ
ハウを確立。工場では製造ラインを担当し、製造
条件・品質の管理を行う。信州大学大学院工学
系研究科繊維システム工学専攻（修士）。2017年
1月より京都iCAP㈱にて素材・エネルギー系の
投資を担当。

大林　正佳 Masayoshi Obayashi

八木　信宏 Nobuhiro Yagi

協和発酵キリン㈱にて18年間、バイオ医薬品
の研究開発とライセンシングを担当。産学連
携によるオープンイノベーションの企画運営、
知財戦略の立案、事業化検討に豊富な経験を
持つ。理化学研究所客員研究員、東京大学医
学部受託研究員、東邦大学薬学部客員講師、
UC SanDiego客員研究員等を歴任。

京都大学 産官学連携本部 出資事業支援部門

商社の投資・事業開発部隊で国内外事業投資、
M&A、ベンチャー投資を支援。ビジネススキー
ム構築、事業計画策定等、新事業立上の総合的
支援を行う。自らも電気自動車充電サービスや
スマホアプリ等の事業を立上げる。京都大学法
学部卒、カーネギーメロン大学MBA。

㈱三井住友銀行にて流動化業務に従事。大和
SMBCキャピタル㈱では投資に加え、上場企業
を含む複数社の取締役として企業価値向上に
貢献。大学出資事業に制度設計段階から関与し、
2016年1月より京都iCAP㈱執行役員投資部長。

大和企業投資㈱にて、京都大学とのiPSアカデ
ミアジャパン㈱設立など国内外での会社・ファ
ンド設立プロジェクトを担当したほか、複数の
大学の起業家育成カリキュラムにおいて講義を
行う。2014年12月より京都iCAP㈱にて投資
を担当。京都大学理学部卒。

楠美　公 Ko Kusumi

五ノ坪　良輔 Ryosuke Gonotsubo

四本　賢一 Kenichi Yotsumoto

化学品メーカで研究職として勤務した後、日経
BP社に入社。日経バイオテク編集部に在籍した
11年間で、約3000本の記事を執筆。また、「世界
最高のバイオテク企業」「新薬創製」などの
書籍出版をプロデュースした。2016年4月より
京都iCAP㈱にて投資を担当。京都大学工学
部卒。

河野　修己 Kono Osami

京都大学イノベーションキャピタル株式会社

河端　賢 Tadashi Kawabata

経済産業省特許庁出身。エンジン制御や自動
運転など自動車技術を中心に特許の審査・審判
業務に従事。中小・ベンチャー企業支援、主要
研究大学（RU11）や国立研究開発法人が参画
する大型の研究開発プロジェクトや全国各地の
国公私立大学の産学官連携の支援業務を担当。
その他知財人材育成業務等にも従事した。

小林　輝樹 Teruki Kobayashi

㈱京都銀行にて、法人顧客に対する事業資金支援、
事業承継相談業務のほか、個人顧客に対する
住宅ローン、資産形成など各種相談業務を担当。
また、滋賀県内の新店舗開設業務に携わるなど、
主に各地の支店での活動に従事する。慶應義
塾大学経済学部卒。

大和企業投資㈱で２０年以上、プライベートエクイ
ティ投資業務に従事し、京都大学で特任教授（医学
URA室長）として医学領域の研究開発の支援活動
に従事。日本のベンチャーキャピタル業界の黎明期
から今日までの変遷を経験し、大学の基礎から応
用までの研究支援、アントレプレナー教育活動にも
従事。2016年6月、当社代表取締役社長に就任。

室田　浩司 Koji Murota

中野　勝俊 Katsutoshi Nakano

総合商社で輸送機械・インフラ部門に在籍。航空
宇宙機器の輸出入、地理情報システム、投資・
関係会社管理に従事。工作機械専門商社監査役
等を経て、海洋油田関連企業に出向。学生時代
にはバスガイド派遣団体を運営、自らもマイク
を握り修学旅行生に京都を案内した。理学修士
（地球物理学）。公認内部監査人。
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▲ 国際科学イノベーション棟

支援メンバー紹介

京都大学イノベーションキャピタル株式会社
〒606-8501
京都市左京区吉田本町 国際科学イノベーション棟414
TEL：075-753-5303　　FAX：075-753-7592
http://www.kyoto-unicap.co.jp/
Email：info@kyoto-unicap.co.jp

京都大学 産官学連携本部 出資事業支援部門
〒606-8501
京都市左京区吉田本町 国際科学イノベーション棟307
TEL：075-753-5535　　FAX：075-753-7584
http://www.venture.saci.kyoto-u.ac.jp/
Email：venture-incubation@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

平成27年度に産官学連携本部に「出資事業支援部門」を新設しました。
多様なバックグラウンドを持つメンバーが、京都iCAPの投資部員と協力し、研究成果の実用化・事業化を幅広く支援します。

● 業種を限定せずに、京都大学の幅広い学問分野の知を対象に投資を行い、起業及び事業化の機会を提供する。
● シード～アーリーステージ企業への投資を中心とし、マイルストーンを定めて継続的な支援を行う。
● ステージに応じて民間ベンチャーキャピタル、事業会社等との共同投資を柔軟に検討する。

Ⅰ. 京都大学における知を活用して新たな需要や市場といった社会的価値を創出することが期待されるものであること。
Ⅱ. 我が国の学術研究の更なる発展に寄与するものであること。
Ⅲ. 京都大学における知の活用と京都大学の学術研究の進展に資するものであること。
Ⅳ. 国民経済における生産性の向上その他の社会的ニーズに対応したものであり、かつ、新たな付加価値が創出されることが期待されるもの
であること。

Ⅴ. 支援決定を行ってから5年～10年程度で事業化が見込まれ、その後本組合の存続期間内に、京都大学イノベーションキャピタル株式会社
が保有する対象事業者の株式等の処分その他による資金の回収が可能となる蓋然性が高いと見込まれるものであること。

Ⅵ. 対象事業者に対して、京都大学イノベーションキャピタル株式会社と協調して民間事業者等からの出融資による資金供給が行われる
こと等により、対象事業者の行う研究成果の事業化に資する民間事業者等との協力が見込まれること。

投資対象事業者（ベンチャー企業）が満たすべき基準

1. 基本理念
京都大学は、国立大学法人の使命である社会貢献の一つとして、本学の研究成果・技術の実用化・事業化に取り組む教員と企業や大学発ベ
ンチャーに対して、資金面・人材面等の支援を適切に行い、新たな需要や市場の拡大といった社会的価値を創出することで我が国の産業競争
力強化に貢献する。これにより新たな研究領域の創成や研究人材の育成等の拡充を図る。

2. 基本方針
① 新しい社会的価値の創出に繋がる挑戦的・創造的で、かつ、広く社会的課題を解決し、
　 我が国の社会全体の調和ある持続的発展に寄与すると見込まれる研究成果・技術の実用化・事業化を図る。
② 本事業では、民間ファンドでは投資が困難であるとされる本学の基礎的な研究成果の事業化への投資も対象とする。
③ 大学発ベンチャーをM&AやIPO等に繋げることで、新産業の創成と社会的価値の創出を図る。
④ 実用化・事業化が見込まれる開発を行うことにより新たな基礎研究課題や応用研究課題を発見し、
　 更なる基礎・応用・開発という研究の好循環の創出を図る。

特定研究成果活用支援事業に対する京都大学の理念・方針

問合せ先・アクセス

「イノベーション京都2016投資事業有限責任組合」の投資ポリシー




