
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京京都都ババイイオオシシテティィ構構想想  
 

～ 明日の京都を創るバイオ産業振興ビジョン ～ 
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「バイオシティ・京都」の実現による新たな飛躍に向けて 

 

                   京都市長 

桝 本 賴 兼 

 

ライフサイエンスは，医療，食料，環境保全等の幅広い領域において，２０世紀

の負の遺産の清算と私たち人類の将来の明るい展望に貢献できる大きな可能性を持

った分野であり，科学技術創造立国を目指す我が国が取り組むべき重点分野の一つ

に位置付けられております。このライフサイエンスを支えるバイオテクノロジーは，

ＩＴやナノテクノロジーをはじめとして，幅広い産業分野と関連しており，今世紀

の世界の産業をリードする基盤技術であると申しても過言ではありません。 

京都は，ライフサイエンス分野に関して，多彩で進んだ研究成果を誇る多くの大

学や世界的に活躍されている先進企業の集積という大きな優位性を有しています。 

本市では，この優位性を最大限に活かし，京都の活性化はもとより，我が国の科

学技術や産業の振興，クオリティーオブライフ（生活の質）の向上及び深刻化する

環境問題の解決に対しても貢献することを目指し，この度，「京都バイオシティ構想」

を策定致しました。この構想は，大学，産業界等の第一線で活躍されている委員の

皆様による「京都市ライフサイエンス推進懇談会」からの提言を基に策定したもの

であります。 

この構想の推進は，本年３月に策定致しました「京都市スーパーテクノシティ構

想」において，時代のニーズに対応した新たな成長分野における施策として位置付

けており，本市の経済活性化策の重要な柱の一つでありますが，単なる経済政策に

とどまるのではなく，本市の持続的な発展を目指した都市戦略としての役割も有し

ております。 

また，神戸や大阪をはじめ，関西圏においては，ライフサイエンスに関する研究

や産業の大きな集積を活用して，国際競争に耐え得る総合的な拠点の形成を目指し

ており，本市は，関西圏の他地域の取組とも協力，連携しつつ，この構想を推進す

ることによって，その拠点形成の一翼を担ってまいります。 

私は，市民の皆様はもとより，「産」（経済界），「学」（大学等）の皆様との強固な

パートナーシップの下，この構想を着実に推進し，新たな活力と魅力を創出するこ

とにより，京都が「ものづくり都市」として，また「学術の都」として更なる飛躍

を遂げることができるよう全力を尽くして参りますので，皆様のより一層の御協力

をお願い申し上げます。 

結びに，「京都市ライフサイエンス推進懇談会」の委員の皆様をはじめ，この構想

の策定に御協力をいただきました皆様に厚く御礼を申し上げます。 
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１ 策定に当たって 

 

 

(1) ライフサイエンス分野の現状 

科学技術創造立国を目指す我が国は，今後の科学技術の重点分野を定め，

これに官民の資源を集中的に投資することで，２１世紀においても世界の

先導的立場を持続することを国の基本的戦略として位置付けており，ライ

フサイエンス＊，ＩＴ（情報通信技術），環境，ナノテクノロジー＊（超微細

加工技術）・材料の４分野を重点分野としている。 

中でも，ライフサイエンスは，健康，食料，環境，エネルギーなど，我々

人間の「生」に直接かかわるものであり，また，それらの領域で現代社会

が有する諸課題の解決への貢献が大きく期待される総合的な科学技術とし

て，他の分野と異なる側面を有する最も複雑で高度な分野である。 

ポストゲノム＊時代を迎え，この分野における研究開発や産業への応用は，

その進展速度がますます速くなってきており，ゲノム解析＊で欧米に遅れを

取った我が国は，巻き返しを図るための取組を集中して進めており，学術

研究面，経済産業面の双方で，今後，これらの成果が国民に様々な形で還

元されることが強く期待されているところである。 

その中で関西圏は，京都の非常に厚い学術的集積に加え，大阪の創薬，

神戸の発生・再生医療関係の集積をはじめ，関西文化学術研究都市におけ

る研究集積など，世界トップレベルの科学技術水準を保持しており，政府

においても，ライフサイエンスに関する国際的な拠点として位置付けられ

ている。 

 

 

(2) 京都の持つ優位性（地域のポテンシャル＊） 

ライフサイエンスに関して，この京都には，京都大学をはじめとして，

生物学，医学，薬学，農学，工学等の分野において，最先端技術に関する

多様で高度な研究成果を誇る大学・研究機関が豊富に立地するとともに，

分析・解析技術，電子技術，発酵技術等，最先端の高い技術力を有し，特

定の分野で独自の強みを発揮して，世界市場で高いシェアを誇る企業も多

く存在する。 

また，常に先駆的なことを試みてきた進取の気風があり，これまで多く

のベンチャー企業を輩出してきた土壌がある。「京都市ベンチャー企業目
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利き委員会」や「京都市地域プラットフォーム事業＊」など，多彩なベンチ

ャー育成支援事業や，㈶京都高度技術研究所をはじめとした産業支援機関

などの新事業創出に必要な資源が豊富に蓄積されている。 

更に，京都は，平成９年１２月に「地球温暖化防止京都会議（ＣＯＰ３）」

が開催され，「京都議定書」が採択された地として名高く，環境問題に対す

る意識の非常に高い環境先進都市でもある。 

 

 

(3) 構想策定の必要性 

ライフサイエンスの分野において，既に国際的な大競争時代に入ってい

る状況の中で，京都が上記で述べたポテンシャルを必ずしも有効に活かし

切れていないのが現状である。 

また，ものづくりの伝統を誇る産業都市でもある京都の経済は，近年低

迷しており，それが，文化や市民生活，人々の心理など多方面に影響を及

ぼしている。 

したがって，京都のポテンシャルを活かし，時代のニーズに対応した新

たな事業を創出することは，単に経済政策のみならず，都市戦略としても

極めて重要である。 

本市においては，新たな産業振興政策として本年３月に｢京都市スーパー

テクノシティ構想｣を策定し，伝統産業から先端技術産業に至るまで，京都

にある優れた技術や研究成果等の多様な資源の融合により，ものづくりの

視点から産業経済に活気あるまちの実現を目指すこととした。 

その中にあって，中心的な役割を担うのが，一つは今後の有望分野であ

るライフサイエンス分野における産業の振興であり，もう一つは本年度に

国により採択されたナノテクノロジーをテーマとする「知的クラスター創

成事業＊」の推進である。すなわち，ライフサイエンスとナノテクノロジー

の両分野について，京都のポテンシャルを最大限に活かし，産学公が連携

して産業振興を図ることが「京都市スーパーテクノシティ構想」の実現の

原動力となると言える。 

とりわけ，上記のポテンシャルを最大限に活かし，産学公が連携してラ

イフサイエンス分野の振興を図ることは，経済の振興をはじめとする京都

の活性化をもたらすだけではなく，我が国の科学技術や産業の振興，クオ

リティーオブライフ＊（生活の質）の向上や深刻化する環境問題の解決にも

貢献するものである。また，国家戦略として位置付けられている関西圏に
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おけるライフサイエンスの国際拠点形成にも寄与するものである。 

このような目的の下，迅速かつ総合的にライフサイエンス分野の振興を

目指すためには，戦略的な構想の策定が必要である。 
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２ 重点的に取り組む分野と当面早急に取り組む研究開発プロジェクト 

 

 

京都の持つポテンシャルは，上記のように，生物学，医学，薬学，農学あ

るいは工学など，非常に広範囲に及び，取り組むべき分野も多彩であり，ラ

イフサイエンス分野において，幅広い産業化，事業化の可能性があると言え

る。 

しかしながら，限られた人的・物的資源を集中的に投入し，確実な成果を

挙げるためには，重点的に取り組むべき分野を選択する必要がある。 

国内外の動向等を踏まえながら，特に「京都の強み」という観点も考慮す

ると，ポテンシャルを最大限に活かすことができる分野としては，次の三つ

の分野が挙げられる。そして，それぞれの分野において，当面早急に取り組

む具体的な研究開発プロジェクトを示すこととする。 

 

 [重点的に取り組む分野] 

 

 

(1) 医学と工学の融合分野 

工学分野におけるＩＴ，ロボット，ナノテクノロジー，センサー技術等

の最先端技術の研究開発は，医学分野においても，今後画期的な成果をも

たらすことが予想されるとともに，将来的には，これらの最先端技術が融

合することにより，従来とは異なるスケールでの生命現象の解明にもつな

がることとなる。 

現在のライフサイエンス分野の研究開発は，ほとんどが欧米発の技術に

よって実施されている状況であり，このような状況を解消することは，我

が国の独創的研究を進めるうえで不可欠であるとともに，経済の側面から

も極めて重要である。 

また，臨床現場からのニーズにより，最先端の医療用機器，材料を研究

開発し，実用化していくことは，高齢社会における国民のクオリティーオ

ブライフの向上と経済の活性化に資することとなる。 

この分野は，京都大学をはじめとした医学，工学の分野での高い研究レ

① 医学と工学の融合分野（最先端技術の研究開発と事業化） 

② 環境分野（生物機能を活用した循環産業システムの構築） 

③ 地域資源を活用した分野（蚕を活用した有用物質生産等） 
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ベルを誇る大学や電子，機械等の最先端の技術を誇る企業の集積という京

都の強みを最大限に活かせる分野であると言える。 

 

 

当面早急に取り組む研究開発プロジェクトテーマ 

 

「医学・工学分野の融合による高次生命現象の解明や高度医療等に資する

最先端技術の研究開発及び事業化」 

 

［概  要］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 京都大学等の医学系及び工学系の研究者，関係企業，京都市で構成

する研究開発プロジェクトチームを立ち上げ，産学公で取り組むべ

き詳細なテーマを抽出する。 

・ 当面検討する具体的なテーマ例 

○ インプランタブル・ホスピタルの実現に資する超小型情報機器

等，現実の高度な医療ニーズに根差した最先端技術による産業

化の見込める機器等の研究開発 

 

 
 

① 複雑な生命現象を生体分子レベルで網羅的に把握する技術の研究開発と

ともに「インプランタブル・ホスピタル」（注）をはじめとする実際の高度医

療への応用を目指す。 

② ナノテクノロジー，センサー技術，コンピューター技術等を活用した計

測，検査，診断等の技術開発や先端医療機器の開発及び事業化に取り組む。

③ 並行して，短期間で産業化が見込める，臨床現場のニーズを踏まえた医

療関連機器等の研究開発に取り組む。 

 

注  インプランタブル・ホスピタル（implantable hospital）  
体に埋め込んだセンサー等の超小型情報機器によって，常時，健康状態を計測

するとともに，異常な数値が現れた場合に医療機関等へそのデータが送信されるシ

ステム。それにより，早期発見，早期治療の頻度が向上するとともに，既往症を持つ

患者のクオリティーオブライフを大幅に向上させることができる。 
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(2) 環境分野 
近代以降，我々は，環境の中から資源とエネルギーを採取し，これを基に

大量生産，大量消費，大量廃棄のライフスタイルを続けて来た結果，現在

では日常の事業活動や日常生活による環境への負荷が，自らの生命と文明

の存続をも脅かす事態に立ち至っている。このため，化石資源を極力温存

し，生じる廃棄物の量を最小限とするとともに，その質についても環境を

汚染せず負荷の少ないものとする循環型の産業システムの構築が喫緊の課

題である。 

再生可能な資源の活用，生物機能を活用した生産プロセスの拡大，微生物

を利用した分解処理の高度化など，バイオテクノロジー＊の活用は，極めて

有効な手段の一つであり，また，新たな産業領域としても期待できるとこ

ろである。 

京都には京都大学，京都工芸繊維大学等があり，生分解性プラスチック＊

の分野をはじめとした優れた研究シーズ＊に恵まれるとともに，当該分野に

おいて独自の強みを持つ企業や京都市工業試験場における研究の蓄積があ

ることから，この分野も京都の強みを活かせる分野であると言える。 

 

 

当面早急に取り組む研究開発プロジェクトテーマ 
 

「生分解性プラスチックをはじめとするバイオテクノロジーを活用した

生物機能活用型循環産業システムの構築」 

 

［概  要］ 

産業活動等の様々な人間活動を，生物のメカニズムを取り入れたシステ

ムに変換することにより，人間活動と環境との調和を取り戻した持続可

能な社会システムを構築することを目的として，再生可能な資源の活用，

生物機能を活用した生産プロセスの拡大，微生物を利用した分解処理の

高度化など，バイオテクノロジー（生分解性プラスチックなど）を活用

した循環型の産業システムの構築を目指す。 

 
・ 京都大学，京都工芸繊維大学等の農学系，工学系，環境系の研究者，

関係企業，京都市で構成する研究開発プロジェクトチームを立ち上

げ，産学公で取り組むべき詳細なテーマを抽出する。 
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生分解性プラスチックをはじめとするバイオテクノロジーを活用した
生物機能活用型循環産業システムの構築
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原料の転換
（デンプン等を原料とした生分解性プラスチックや、廃棄物を原料
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処理の高度化
（食品廃棄物等を利用した生分解性プラスチックの開発や、バク
テリア等を利用した廃棄物の高度処理 など）

公設試験場

支援機関

・ 当面検討する具体的なテーマ例 

「生分解性プラスチック」 

○ より付加価値の高い生分解性材料の研究開発 

→ 特に，京都において特徴ある竹などの植物素材等も含めて

検討する。 

○ 分解の速度等をコントロールできる材料・分解菌の研究開発 

○ 複合化によるコンポスト＊化可能な材料の研究開発  など 

 

イメージ図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このほかにも，すべての生命の源である「水」に関して，水質汚染や量

的不足等が世界的に深刻な問題となっていることから，長期的な課題とし

て，産学公の力を結集したバイオテクノロジーの活用による，その分野に

関する研究及び産業化に向けた取組についても検討する。 
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(3) 地域資源を活用した分野 
我が国は，養蚕に関して非常に古い歴史を有しており，蚕の新品種育成

や飼育方法の研究について，豊富な経験・技術の蓄積がある。それらの成

果を基盤として，蚕は，遺伝子操作によるタンパク質等の生産（蚕に別の

遺伝子を接続して成長させれば，増殖が可能である。)や，医療材料への利

用（絹は生体適合性が良く，縫合糸や人工血管，人工皮膚などの素材とし

て有望である。)等，産業化への大きな可能性を持った生物資源であると言

える。 

京都には，開学以来，一世紀に及ぶ蚕に関する研究の蓄積を有する京都

工芸繊維大学があり，そこでは，「昆虫機能を基盤とする生産物質の有効利

用」に関しての独創的な研究開発が進められている。また，京都の伝統的

な産業である繊維産業との融合による新たな展開も期待できるところであ

り，この分野も京都の強みを活かせる分野であると言える。 

 

 

当面早急に取り組む研究開発プロジェクトテーマ 

 

「蚕の工業的飼育システムを利用した有用物質生産工場化とその工業的

利用に関する研究開発」 

 

［概  要］ 

京都工芸繊維大学における蚕の工業的飼育システム（蚕の高速結
けっ

繭
けん

・短

期世代交代・ハイイールド＊量産）を活用した，遺伝子操作による蚕虫体

等の高付加価値タンパク質等の有用物質の効率生産媒体（タンパク質生産

工場）化と，その医薬品や臨床検査薬への応用，食品加工への応用，新種

酵素・有機触媒などへの利用，環境産業への応用など様々な分野への工業

的利用に関する研究開発を行う。 

また，優力遺伝選択＊や遺伝子操作により古代絹＊等の高付加価値の絹糸

や自然界に存在しなかった新たな絹糸などを生産することが可能となり，

既存の伝統産業との融合による新展開が期待できる。 

 

・ 京都工芸繊維大学等の農学系，工学系，環境系の研究者，関係企業

及び行政関係者等から成る地域コンソーシアム（共同研究体制）を立
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ち上げ，より具体的な検討を進める。 

・ 当面検討する具体的なテーマ例 

○ 蚕の通年飼育，人工飼料，高密度・急速成長・ハイイールド飼

育などの技術を原点に，付加価値の高い絹糸（アトピー治療・古

代裂＊修復素材・伝統芸能支援素材・伝統技術維持素材・紫外線防

止フォトクロミック＊など）を，遺伝形質選別やＤＮＡ＊操作で開

発する。 

○ 蚕虫体（蚕・さなぎ・糞・繭など）を生産工場とみなし，大腸

菌や酵母のＤＮＡ操作に対して１～１０万倍も高い効率で，機能

性タンパク質生産（インターフェロン＊・養殖用免疫抗体・人工皮

膚など）を行わせる技術を開発する。 

・ 研究成果を積極的に提供（技術移転・素材提供）することにより，

関連業界の事業活性化，新事業の創出を目指す。 

 
 
イメージ図 

蚕の工業的飼育システムを利用した有用物質生産工場化と
その工業的利用に関する研究開発

支援機関

人工飼料による蚕の飼育
・狭いスペースで大量の蚕を飼育できる

人工飼料による蚕の飼育
・狭いスペースで大量の蚕を飼育できる

大 学 関係企業

京 都 市

公設試験場

様々な用途利用を研究開発

高機能・高付加価値の繊維の生産
(品種の選別や原種の交配などにより生産。衣料材料や美術・工芸品へ利用可能)

有用タンパク質の生産工場化
（遺伝子操作により，蚕をタンパク質の効率生産媒体として利用する)

有用タンパク質の工業的利用
（絹は生体適合性が良く，縫合糸や人工血管，人工皮膚などの素材として有望である)
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(4) 公募による研究開発プロジェクト 
上記の各研究開発プロジェクト以外にも，幅広い京都のポテンシャルを

活かせる研究開発プロジェクトを，後記の「バイオ産業フォーラム（仮称）」

によるシンポジウム開催等の機会も利用して広く公募する。 

 

 

(5) 研究開発プロジェクトの推進 

ア 推進体制の整備 

産学公を有機的に結び付け，研究開発プロジェクトを効果的に展開し

ていくためには，幅の広い情報収集，全体をまとめるコーディネート，

国や関係機関等との折衝などを迅速かつ的確に効率良く行える体制が必

要であるため，㈶京都高度技術研究所をはじめとする産業支援機関を積

極的に活用して，推進体制を速やかに構築する。 

 

イ 国等の資金の導入 

上記の研究開発プロジェクトを結実させ，大きな成果を生み出してい

くためには，相当の資金が必要である。このため，科学技術の振興を戦

略的に進める国等の資金の積極的な導入を検討する。 
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３ 関連研究機関の誘致（整備）の検討 

 

 

産学公が連携して，上記の各分野における具体的な研究開発プロジェクト

を効率的，持続的に展開していくためには，核となる公的研究機関や施設の

設置を検討することが必要である。それらの研究機関や施設の周辺には，ベ

ンチャー企業が集積することが考えられ，新たな事業創出につながることが

期待できる。 

特に，医学と工学の融合分野については，最先端技術の融合による新しい

領域を開拓するものであり，そのための研究機関や施設の誘致（整備）を検

討する。 

 

 

イメージ 

「高次生体機能医工系研究センター（仮称）」 

＜センターにおける研究テーマ＞ 

・ 生体組織の構築・機能発現の基となる細胞内の生体分子相互の時

間的，空間的な動的変化を計測し，生体ネットワーク＊の機能を解

析する技術の確立 

・ 遺伝子ネットワーク機能の分析・解析技術の確立 

・ 医工連携による未開拓分野の研究開発により，近未来の高度医療

の実現に寄与する医療機器等の研究等 
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４ バイオベンチャー企業の育成その他の関連施策 

 

 

京都の地域産業に変革のエネルギーをもたらす新たなバイオ関連産業の

創出を図るため，多彩なバイオベンチャー企業の育成支援策をはじめ，知的

クラスターとの連携，バイオ関連特許の流通の促進等の施策を積極的に推進

する。 

 

 

(1) バイオベンチャー企業の育成支援 

バイオベンチャー企業を設立するためには，事業化のニーズの把握や優

れたビジネスプランの作成，事業資金の調達が必要であることから，バイ

オベンチャー企業の創業に必要な様々な知識やノウハウを習得するための

起業家人材育成の一層の充実，強化を図る。 

また，バイオベンチャー企業の創業を円滑に進めるため，多様なインキ

ュベート施設＊を整備するとともに，スタートアップ期におけるバイオベン

チャー企業と研究機関，専門家等の外部経営資源とを引き合わせるコーデ

ィネート機能も強化する。 

 

＜具体的施策＞ 

○ 地域プラットフォーム事業におけるバイオ関連施策の充実 

「京都市地域プラットフォーム事業」を活用し，京都起業家学校等に

おけるバイオ関連施策の拡充やバイオベンチャー企業と研究機関，専門

家等の外部経営資源とを引き合わせるコーディネート機能の強化，バイ

オベンチャー企業支援人材の養成・導入事業，ライフサイエンス関連分

野における京都市版ＳＢＩＲ＊の推進，バイオベンチャー企業への情報

サービス（ワンストップサービス＊）を提供する。 

 

○ バイオインキュベート施設（ケミカルラボ＊，バイオインフォマティクス

ラボ＊等）の整備 

国の「創業・経営革新支援施設提供事業」の活用を図り，民間企業の

空き倉庫等の借上げによるライフサイエンス分野での創業者等を対象と

したインキュベート施設（高速・大容量に対応したＩＴ環境を整備した

バイオインフォマティクスラボなど）の整備や，産業支援機関における
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インキュベート施設（給排気・水，ガス管設備等のあるケミカルラボ）

等の整備を促進する。 

 

○ バイオベンチャー企業と資金調達支援機関（ベンチャーキャピタル＊等）

とのマッチングに関する支援の充実 

バイオベンチャー企業に関する情報を金融機関，ベンチャーキャピタ

ル等の資金調達支援機関に積極的に提供することで，両者の連携を進め

る。 

 

○ 産学公が連携した円滑な技術移転による新事業創出の促進 

大学等の研究成果をバイオベンチャー企業等に対して円滑に技術移転

し，産業化するため，技術移転機関の活動やコーディネータの育成を通

じて，技術シーズの発掘，特許化等に努める。 

 

○ バイオベンチャー企業等の異業種交流組織の設立支援 

バイオベンチャー企業等が抱える諸問題について，互いの経験・技術・

情報を交換する「バイオベンチャー企業等の異業種交流組織」の設立を

支援する。 

 

 

(2) 知的クラスター創成事業との連携 

国により採択された「京都ナノテク事業創成クラスター＊」との連携によ

り，バイオテクノロジーとナノテクノロジーの新たな融合領域「ナノバイ

オ」の研究，事業化を進める。 

具体的には，バイオ分野においてナノテクノロジーを駆使することで，

バイオセンサー＊の開発等，最先端技術の産業化を目指す。 

 
 

(3) バイオ関連特許の流通の促進 

バイオ関連産業の振興のためには，創造的な研究開発の促進とともに，

その成果である特許の活用が極めて重要である。 

大学や企業においては，活用されていないバイオ関連の特許が多数存在

しており，それらの未利用特許を掘り起こすため，大学や企業の保有する

特許を必要とする事業者を探索し，また，逆に事業者が自己のビジネスに
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活用できるバイオ関連の特許を探索して，売買等に結び付けることができ

る特許の流通システムの整備を検討する。 

 

 

(4) その他 

「地球温暖化防止京都会議（ＣＯＰ３）」の開催の地であり，環境先進都

市としての知名度があることを活用して，ライフサイエンスを活用した環

境ビジネスの振興のため，生分解性材料などの環境に配慮した製品の率先

購入や消費者への啓発など，市場拡大に向けた取組のほか，資源循環型の

社会システム構築を目指した仕組みづくりなど，「環境先進都市・京都」と

しての先進的な取組を推進する。 
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５ 「バイオシティ・京都」の実現に向けて 

 

 

本市では，「バイオシティ・京都」の実現に向けて，この構想に掲げた施策

を実施するための体制の整備を行うとともに，目標年次を定めて達成すべき

数値目標を掲げ，今後の我が国のバイオ関連産業において，本市が重要なポ

ジションを占めることを目指す。 

 

 

(1) 体制の整備 

新たなバイオ関連産業の基盤を作り出すためには，まず，バイオ関連産

業の裾野を広げる必要があることから，創業への意欲喚起やそのための情

報提供などを進めることにより，この分野に関する地域全体の盛り上げを

図る。 

また，京都に数多く立地する大学，研究機関及び産業支援機関とのネッ

トワークを強化し，バイオベンチャー企業等の成長に応じた様々な支援策

を講じる総合的な支援システムを構築する。 

更には，国の研究開発プロジェクトなどを積極的に導入できる環境づく

りを進める。 

 

＜具体的施策＞ 

○ 産学公が一体となった「バイオ産業フォーラム（仮称）」の設置 

京都に集積する大学，関連企業，行政等が一体となって「バイオ産業

フォーラム（仮称）」を設置し，市民へのＰＲを行うためのシンポジウム

の開催，研究成果の交流，ライフサイエンス分野に関する情報交換など，

バイオ関連産業の振興に向けた多様な施策を展開する。 

 

○ ㈶京都高度技術研究所におけるライフサイエンス分野の機能の強化 

産学公を有機的に結び付け，ライフサイエンス分野に関する研究開発

プロジェクト等を効果的に展開していくため，㈶京都高度技術研究所に

おける幅広い情報収集機能やプロジェクト全体をまとめる研究・コーデ

ィネート機能を強化する。 

 

○ 公設試験場におけるライフサイエンス分野の研究開発・産業化支援機能
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の強化 

京都とゆかりの深い酵母や生分解性材料，蚕などに関して長年の研究

の蓄積を有する本市の公設試験場（工業試験場，染織試験場等）におけ

るライフサイエンス分野に関する研究開発機能や産業化支援機能を強化

する。 

 

○ 大学や公設試験場，企業によるコンソーシアム（共同研究体制）の活動

支援 

産学公共同によるライフサイエンス分野の実用化技術開発など，地域

の特性を活かした共同研究体制の活動を支援し，国の研究開発プロジェ

クト等を積極的に導入できる環境づくりを行う。 

 

○ バイオ関連産業の振興に寄与する情報通信ネットワークの構築 

「京都ＯＮＥ構想＊」を推進し，バイオ関連産業の振興に必要不可欠な

高速・大容量の情報通信環境を構築する。 

 

 

(2) 目標年次 
この構想の目標年次は，「京都市スーパーテクノシティ構想」の目標年次

である２０１０年とする。 

 

 

(3) 達成すべき数値目標 
２０１０年における数値目標として，次の３項目を設定する。 

 

 

 

 

＜その時点での国のバイオ関連産業の市場規模予測２５兆円の４％＞ 

 

 

注１ バイオ関連産業  

組換えＤＮＡ技術＊，細胞融合技術＊，細胞培養技術，バイオプロセス技術＊などのモ

ダンバイオテクノロジー＊を使った産業を指す。市場としては，バイオ商品市場（医薬

２０１０年における 

バイオ関連産業（注１）の売上高   1 兆円 
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品，化学，農林水産，診断薬，食品）とバイオ関連市場（酵素などを利用した製品や研

究支援機器，サービスなど）を合わせたものを指す。 

 

 

 

 

 

＜その時点での全国のバイオ関連特許の予測出願数約１万件の５％＞ 

 

注２ バイオ関連特許  

国際特許分類上，バイオに関連する項目（生化学，微生物学，酵素学，突然変異又は

遺伝子工学など）に係る特許を指す。 

 

 

 

 

 

＜「京都市スーパーテクノシティ構想」に掲げられた 

数値目標である大学発ベンチャー企業 200 社の３割 

（2010 年までの全国の大学発ベンチャー創業数の予測約 3,000 社の２％）＞ 

 

２０１０年における 

バイオ関連特許出願数（注２） 年間５００件 

２０１０年までの 

大学発バイオベンチャー創業数  ６０社 
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 用 語 解 説 

 

【あ】 
インキュベート施設 

起業家に低廉な賃貸料で試験研究施設，機器などを提供し，技術の開発を促すための施設。「イ

ンキュベート（incubate＝卵をかえす）」は，起業家を育てるという意味で使用される。 

 
インターフェロン 

ウイルス感染などで，ウイルスを抑制するために細胞から分泌される糖タンパク質 
 
ＳＢＩＲ（エスビーアイアール） small business innovation research 

中小企業技術革新制度。技術開発力を有する中小企業を活性化させるため，新事業の創出につな

がる新技術開発のための補助金や委託費などについて，中小企業者等に対する支出の機会の増大を

図るとともに，その事業化までを一貫して支援する制度 
 
【か】 
京都市地域プラットフォーム事業 

本市では，平成１１年４月，新事業創出促進法に基づき，新事業創出支援体制（地域プラットフ

ォーム）の構築を定めた「京都市における新事業創出に関する基本構想」を策定し，その中核的支

援機関に(財)京都高度技術研究所を認定した。現在，１１の産業支援機関・団体をはじめ主要企業・

大学などとも緊密かつ有機的な連携を図りながら，地域ベンチャー中小企業や創業者向けに研究開

発から事業展開までの各段階における技術開発・人材育成・資金調達などについて適切な支援を提

供している。 
 

京都ナノテク事業創成クラスター 
ナノテクノロジーを京都の次世代基盤核技術と位置付け，産学公の有機的な連携と知の結集によ

り，医療・バイオ・繊維・ＩＴ等の分野での新事業創成を図る構想 
 

京都ＯＮＥ
ワ ン

構想 
京都市域のインターネット環境整備を推進する「京都情報基盤協議会」（事務局は，(財)京都高度

技術研究所）との連携の下，中小企業のＩＴ化，大学間の高速大容量な情報通信ネットワークの構

築，国のＩＴ関連の各種プロジェクトの誘致などの取組を行い，ＩＴ関連産業を集積させ，京都を

インターネットにおける一大拠点にし，様々な経済波及効果から京都の更なる活性化を目指す構想

で，平成１４年２月に本市が策定した。 
 
クオリティーオブライフ（ＱＯＬ） quality of life 

生活の質。人々の生活を物質的な面から量的にのみとらえるのではなく，精神的な豊かさや満足

度も含めて，質的にとらえる考え方。医療や福祉の分野で重視されている。 



 ２０

 
ゲノム解析 

ゲノムを構成するＤＮＡ（デオキシリボ核酸）の塩基配列を読み取り，その機能などを解明する

こと。「ゲノム」とは生物が持つ遺伝情報のすべてを指す。 
 
ケミカルラボ  

空調・給排水設備等を備えた化学実験も可能な研究室兼オフィス。「ラボ」は，ラボラトリー（実

験（研究）室）の略 
 
組換えＤＮＡ技術 

化学的手法によって任意のＤＮＡに別のＤＮＡ断片を結合し，挿入し，又は入れ替える技術 
 
古代絹 

古来の繭糸
けんし

の伝統品種。ブランド素材となっているものもある。「小石丸」が代表的 
 
古代裂（こだいぎれ） 

断片的に残された 古
いにしえ

の染織物 
 

コンポスト 
堆肥 

 
【さ】 
細胞融合技術 

複数の細胞が融合して細胞膜を共有し，新しい雑種細胞ができる現象を応用して，新品種の育種

などを行う技術 
 
シーズ 

大学等の研究機関が持つ特許や実用新案等の知的所有権や企業が活用できる研究成果・技術力。

将来的に新しい産業が芽生える「たね」となることを植物になぞらえシーズ（seeds＝種）と呼ば

れる。 
 

紫外線防止フォトクロミック 
光が当たると着色又は色調が変わり，紫外線をカットし，暗所に放置又は可視光線を照射すると

元の状態に戻る性質を持った物質 
 
生体ネットワーク 

生体の情報伝達の仕組みや機能 
 



 ２１

生分解性プラスチック 
使用中は従来のプラスチックとほぼ同等の性能を有し，土壌中の微生物等により分解され，最終

的に水と二酸化炭素になるプラスチック。単なる環境調和型材料としてだけでなく，石油に替わる

穀物などの再生可能資源から生産される材料として，実用化が進んでいる。愛称は，「グリーンプ

ラ」 
 
【た】 
ＤＮＡ（ディーエヌエー） 

デオキシリボ核酸。遺伝子を構成する分子化合物 
 

知的クラスター創成事業 
地域において独自の研究開発テーマとポテンシャルを有する大学等の公的試験研究機関を核と

して，地域内外から企業等が参画することにより，連鎖的に新事業や新規起業が創出される技術シ

ステムの構築を図る事業であり，文部科学省が平成１４年度に創設した。クラスターとは，「ぶど

うの房」を意味する。 
 

【な】 
ナノテクノロジー  

超微細加工技術。ナノ（１０億分の１）メートル単位の極微小サイズを扱う技術 
 

【は】 
ハイイールド 

高い収穫率で。 
 
バイオインフォマティクスラボ 

バイオインフォマティクス（生命情報科学）に取り組む起業家向けのＩＴを活用した研究室兼オ

フィス。「バイオインフォマティクス（bioinformatics）」は，コンピューターを使って遺伝子やタ

ンパク質の機能解析などの研究を進める手法。「ラボ」は，ラボラトリー（実験（研究）室）の略 
 

バイオセンサー 
生物のメカニズムを利用して作られた計測装置。生物が持つ物質認識能を利用，あるいは模倣し

て物質を感知・計測する。医療分野，食品分析，環境計測など多方面に応用されている。 
 
バイオテクノロジー  

生物工学又は生命工学。バイオロジー（生物学）とテクノロジー（技術）を組み合わせた言葉。

生物の仕組みや機能を解明し，人々の暮らしに役立てようとする幅広い技術 
 



 ２２

バイオプロセス技術 
生体内の酵素反応など，生物の機能を利用して有用な物質を生産したり，物質変換したりする技

術 
 
ベンチャーキャピタル  

ベンチャービジネスへの投資を行うことを目的とする企業・団体 
 
ポストゲノム 

ゲノム研究（遺伝子の配列情報の解読）後の研究。解読した遺伝子の配列情報を基に，遺伝情報

の意味（機能）を解明し，遺伝子の構成物であるＤＮＡから合成されるタンパク質の機能を調べた

り，個人のＤＮＡの違いを解析する。 
 
ポテンシャル  

可能性として持っている力。潜在能力 
 
【ま】 
モダンバイオテクノロジー 

分子生物学，遺伝学，微生物学，バイオインフォマティックスなどの研究を基盤とした，組換え

ＤＮＡ技術，細胞融合技術，細胞培養技術，バイオプロセス技術などの現代バイオ技術の総称。 
一方，抗生物質生産技術，発酵・醸造技術，組織培養等は，「オールドバイオテクノロジー」と

称される。 
 

【や】 
優力遺伝選択 

（蚕品種の）選別・交配を頻繁に繰り返し，より良い品種を作り出す手法 
 
【ら】 
ライフサイエンス  

生命科学。生物が営む生命現象の複雑かつ精緻なメカニズムを解明する科学であるとともに，そ

の成果が医療，環境，産業等の種々の分野に応用される科学技術 
 
【わ】 
ワンストップサービス 

複数の行政サービスを一つの窓口で済ませるようにするシステム 


