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京都リサーチパーク株式会社

様

京都リサーチパーク（以下 KRP と略す）は京都府、京都市、地元産業界との協力・連携のもと、新産業創出拠点、産学公連携拠
点の実現を目指して1989年にオープンしました。全国発の民間運営によるリサーチパークであり、運営を行なっているのが京都リサ
ーチパーク株式会社（以下 KRP ㈱と略す）です。
オープンして以来、民間企業の柔軟さを十分に発揮し、インターネットビジネスやデジタルコンテンツ、医療・バイオ、ナノテク
といった成長産業分野を含む事業者に対して、ハード、ソフトの両面から事業環境を支援しています。現在入居企業は約 250 社を
数え、この10月には京都市産業技術研究所と９号館から構成される新棟もオープンします。
また、京都大学を始めとする大学や学術研究機関や産業界、行政機関、国内外のリサーチパークなどとの広範なネットワークを構
築しビジネスの基盤作りをバックアップしています。
今回は、KRP ㈱の左納社長に、過去を振り返り今後を展望するという切り口でインタビューをさせていただきました。今後の
KRP の発展にかけるなみなみならぬ強い決意が感じられるインタビューでした。
成岡：本日はお忙しいところありがとうござい

しい会社が育たない。もう一度ここから新しい企業を育てた

ます。まずは KRP のスタートから現在

い」
という主旨でした。
感激しましたね。
基本は入居企業の方々

までを少したどっていただけますか？

に喜んでもらうことです。この KRP に来たら、何か新しい

左納：いろいろな場所にパンフレットを置いて

こと、
付加価値がある。
単なるただのビジネスパークではない。

いますが、意外とまだ知られていないか

そこが他社と違うところです。創業からの企業がずっと入居

もしれません。弊社は約20年前に設立さ

してくれているところもあります。何か入居企業の方々のビ

れ、大阪ガス工場の跡地をどう有効活用 お話しをうかがった
左納徹郎社長
しようかというプロジェクトでスタート

ジネスのお手伝いができればいい。そのためには250社のパワ

した事業です。当初商業施設などの案もあったようですが、
もともとが公益事業なので地元に貢献するという意味からも、

ーを利用しない手はない。お手伝いできることは山ほどある
と思っています。
成岡：250社の企業さんが相互に全部分かるのは大変ですね。

「リサーチパーク」という構想が生まれました。モデルは米国

左納：地区開設時は企業数もすくなく、わきあいあいとした雰囲気

フィラデルフィアのユニバーシティ･シティ・サイエンス･セ

がありました。しかし企業数が増えるに伴い、最近は地区の

ンター（UCSC）です。

一体感がなかなか感じられなくなってきているのではないか

成岡：20年前というと1989年（平成元年）ですか？

と危惧しています。そこで、昨年地区開設20年行事のときに

左納：そうです。当初東地区（七本松通りの東側地区）に１号館、

入居企業の展示会を開催し非常に好評でした。担当者は大変

２号館が建設され、京都府、京都市などの公的産業支援機関

でしたが、これこそリサーチパークの仕事だ、ずっと続けろ

と入居企業34社でスタートしました。公的産業支援機関が同

と言っています。

じ場所に集積するのは非常に珍

成岡：カタカナ系の会社は何をやって

しいケースです。堀場製作所の

いるか分からないところも多い

当 時 の 堀 場 会 長（現 最 高 顧 問）

です。先日我々の所属する診断

に非常にご尽力いただきました。

協会もスタジオ棟に入居しまし

成岡：それから順番に地区開発が進む
わけですね。

た。敷地が広いのに改めて驚き
インタビューの模様

ました。

東地区の１号館

左納：経済環境の変化や阪神大震災などいろいろなことがありまし

左納：アステム、京都府、京都市の建物、産業技術研究所、大阪ガ

たが、おかげさまで順調に来ました。現在西地区に新棟を建

スやマルホ様など１社で棟ごとお借り頂いているところもあ

設中です。この10月にはオープンします。現在、入居企業数

り、非常に多様な構成になっています。入居率も90数 % を維

は約250社でそのうち35％が IT 系の企業です。

持しています。iPS 細胞の山中先生のプロジェクトもおられ

成岡：250社とはまたすごい多くの企業さんの数ですね。

ますし、今秋、繊維技術研究所も移転してきます。また京都

左納：ここで育たれた IT 系の企業さんが先日、ソーシャル時代の情

高度技術研究所と共同でインターネット上での共同研究の仕

報発信についてのセミナーを開催されました。「我々は KRP

組み（バーチャルラボ）に取り組むなど、KRP は変り続けて

で育ち、当初間借りから出発した。しかし、最近京都発の新

います。
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様

成岡：新棟のあとの事業計画はどんな姿なのでしょうか？

がやがやのイベントをしたり、講演会、交流の場で何かを作

左納：長い目で見れば、西地区の駐車場のスペースに２棟くらいは

り上げることができないか、いろいろとやってみようと思っ

建設できる場所はあります。当面は京都市産業技術研究所と

ています。最終的には、なんと言ってもビジネスは人と人と

９号館の複合棟である新棟をきちんと立ち上げることが先決

のご縁で成り立つものなので、

だと思っています。９号館は成長企業のシンボルになるよう

このような活動は継続している

な棟にしたいと願っています。

ことが大事だと思っています。

地区内で成長した企業様がよ

成岡：KRP ではものづくり企業が入る

り高いステータスを求めてご

ことはなかなか難しいですね。

入居頂くというイメージです。

左納：直接のものづくりにはそれなり

８号館もそういう主旨で建設
した棟です。

町家スタジオ外観

の設備が要りますので難しい面
新棟完成予想図

成岡：これくらいいろいろな支援機関が集積すると非常に面白いこ
とが生まれそうな予感がします。

があります。ただ、試作センタ
ーさんに入居いただいており、
開発系のものづくりがあること

左納：そうですね。KRP も20年経ってやっと成人式を迎えました

は大きな特徴です。試作センタ

（笑）。ここで創業された企業の方は大変愛着があると言って

ーさんに協力して頂き、再生医

町家スタジオ室内

いただいています。さらに一層喜んでいただくことは何だろ

療をサポートするプロジェクトも始めました。京都大学とコ

うと考えています。９号館を成長企業の集積地にして、KRP

ラボレーションしています。本当のものづくりの何百坪とい

の中から移っていただく。４号館、６号館はデータセンター

う工場はこの地には無理です。そこは割り切って考えるべき

の主なお客さまである IT 系企業様の集積地かと考えていま

かと思います。

す。データセンターというのは立地の場所はどこでもいいの

成岡：今年は新棟の立ち上げが一番大きな目玉事業ですね。

かと思っていましたが、運営、運用する企業からすると近く

左納：９号館の竣工式が８月、産業技術研究所は10月です。やはり

にないといけない。利用する側は世界のどこからでもいいの

キーワードは、
「京都のため」
「京都発世界」だと思います。

ですが、運用する側はそうはいかない。近くにないといけな

成長して東京に進出したり、自社ビルを建てて KRP から卒

いのです。

業される企業様もおられますが、その分新たな企業を誘致し、

成岡：伝統産業系の企業は、企業規模の数字より継続している年数
をバロメーターに言われる企業さんも多いですが。

それらの企業に成長していただく。そういういい循環ができ
る仕組みを作りたいです。母校で育った企業さんは出て行っ

左納：伝統産業系はそうでしょう。でも、ベンチャーはある程度ま

ても忘れないでしょう。そこまで成長したら母校への愛着が

で成長することが必要です。京都には伝統的な事業ドメイン

あると思います。また、
「われこそは」と思う企業さんは、是

から新規分野に進出し成長した企業も沢山あります。我々は

非一度 KRP にお越しいただきたいと思います。

事業の初期の段階から成長を支援することが重要と思います。

成岡：成功事例も出てきています。

もっとも一昨年のリーマンショックのときには、入居企業さ

左納：そうですね。そのような成

んも結構ダメージはありました。あまり関係ないかと思って

功事例の PR として地元メ

いましたが、やはり余波は来ました。研究開発費などの削減

ディアへの露出も大事だと

の影響があったと感じています。

考 え て い ま す。KRP が キ

成岡：考えてみれば KRP さんは純粋な株式会社ですね。こういう
形態も珍しいですね。

ーになって目に触れて、こ

KRP 地区マップ

んなことやっているんだ、前に聞いたことがあるなあという

左納：行政などにも注目していただいています。純粋な株式会社で

イメージが浸透するようにしなければいけません。刈り取り

運営しているところはほとんどないでしょう。非常に珍しい

しながら種まきしているようなものです。土はだいぶできた

ケースだと思います。入居企業さんを大事にして、成長して

と思っています。あとは常に水をまきながら強い作物を育て

いただきたいと思っています。特に京都のためになるような
企業に来て頂きたい。規模が大きい企業さんだから OK では
ないのです。京都のために、京都の活性化につながるような
企業であって欲しい。京都大学との連携で情報産業系の活性
化研究会も立ち上げました。京都にはデザイン系の大学も多
いので、長期的に育てる視点が必要です。またオープンイノ
ベーションマッチングという事業もスタートしています。中
小企業基盤整備機構との事業では、堺市、愛知県豊田市、東
京都大田区などとの共同事業も行ないました。次第に全国区
になっていきていると実感しています。
成岡：つい最近西陣の町家スタジオ事業がキックオフしました。
左納：NPO 法人としてやってこられたのですが、京都府の事業を
活用する形でお受けしました。サロン的に集まってわいわい

る支援を強化していきます。
成岡：本日はどうもありがとうございました。
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ご入居についてのお問合せは、
eigyou@krp.co.jp 075-315-9333 まで

