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【第４章】VB アンケート調査

1． 2017 年調査概要
VEC では 2016 年に続き、Web 調査にてベンチャー企業（VB）に対して「ベンチャー企業の
経営環境等に関するアンケート調査（2017 年）
」を実施した。調査概要は以下の通りである。な
お、調査対象を 2016 年は設立 10 年以内の企業としたが、2017 年は設立 5 年以内とした。
調 査 概 要
対象企業

設立 5 年以内のベンチャー企業

調査期間

2017 年 6 月 21 日～7 月 20 日

調査方法

Web アンケート方式

対象企業数

1,536 社

回答企業数※

481 社

回収率

31.3％

有効回答企業数※※

206 社

有効回答率

13.4％

※回答企業数：
2016 年調査までは、全質問項目に回答した先数を回答企業数としていた。
2017 年調査では、一部質問項目のみを回答した企業数も回答企業数としたため、
回収率は上昇している。
（昨年の回収率は 12.3％）
※※有効回答企業数：
2017 年調査では、
「ベンチャーキャピタル（VC）からの出資の有無を回答した企業」の
数を有効回答企業数とした。このため、
「ベンチャーキャピタル（VC）からの出資の有無
を回答した企業（＝有効回答企業）
」の中には、質問項目の一部を回答しない場合があり、
質問項目ごと有効回答企業数に若干のばらつきがみられる。

回答企業のうち、設立以降に VC からの出資を受けている VB と、出資を受けていない VB の
内訳は以下の通りである。
VC 出資の有無による有効回答企業数内訳
社数
VC 出資あり

86 社

VC 出資なし

120 社

計

206 社

各集計における有効回答社数については、図表中に記載した。
※端数の処理について
小数点以下の端数が生じる場合、原則として小数点以下第 2 位を四捨五入している。
ただし、一部のグラフ等では見やすさを考慮し、小数点以下第１位を四捨五入している。
端数を処理した結果、内訳計と合計が一致しないことがある。
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2． 回答企業のプロフィール
(1) 業種
VC 出資の有無に関係なく、
「コンピュータ及び関連機器、IT サービス」が 4 割程度ともっと
も多く、次に「ソフトウェア」が続いている。この 2 業種で全体の半数程度を占めている。
「バ
イオ、製薬」については「VC 出資あり」が 8.2％、
「VC 出資なし」が 2.5％、
「ロボット関連」
については、
「VC 出資あり」が 5.9％、
「VC 出資なし」が 2.5％、
「金融、不動産、法人向けサー
ビス」は、
「VC 出資あり」が 10.6％、
「VC 出資なし」が 5.9％と、相応の格差がある。逆に「メ
ディア、娯楽、小売、消費財」については「VC 出資あり」が 2.4％、
「VC 出資なし」が 11.8％、
と逆の格差がみられる。

図表 ４－１ 調査回答企業の業種分布
通信・ネットワーキング及び関連機器
ソフトウェア
バイオ、製薬
工業、エネルギー、その他産業
金融、不動産、法人向けサービス

全体

(204)

VC出資あり
(85)

VC出資なし
(119)

7.8

5.9

9.2

コンピュータ及び関連機器、ITサービス
半導体、電気一般
医療機器、ヘルスケアサービス
メディア、娯楽、小売、消費財
ロボット関連

38.2

35.3

15.7

14.1

40.3

2.5 4.9

5.9

16.8

8.2

6.4

8.2

2.5 5.0

4.9

7.8

3.52.4

5.9

7.8

10.6

11.8

3.9

5.9

5.9 2.5

単位：% 、（）内は有効回答社数
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(2) ステージ
VEC の調査では、VB のステージを以下の通りに定義している。
ステージ

定義

シード

商業的事業がまだ完全に立ち上がっておらず、研究および製品開発を継続している企業

アーリー

製品開発および初期のマーケティング、製造および販売活動に向けた企業

エクスパンション

生産および出荷を始めており、その在庫または販売量が増加しつつある企業

レーター

持続的なキャッシュフローがあり、IPO 直前の企業等

ステージの分布について、
「VC 出資あり」と「VC 出資なし」で比較すると、
「アーリー」で
8.3 ポイント、
「シード」で 6.7 ポイントの差があるものの、全体の分布として大きな違いはみら
れない。
「全体」でみると、
「アーリー」が 47.5％、次いで「エクスパンション」が 28.7％、
「シ
ード」が 21.3％、
「レーター」が 2.5％と続いている。
図表 ４－２ 調査回答企業のステージ分布

シード

全体

(202)

VC出資あり
(86)

VC出資なし

21.3

17.4

24.1

アーリー

エクスパンション

47.5

52.3

44.0

レーター

28.7

27.9

29.3

2.5

2.3

2.6

(116)
単位：%、（）内は有効回答社数
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(3) ステージ×従業員数
ステージ別に従業員数（役員、派遣・パートタイム等の非正規雇用を含む）を回答企業全体で
みると、
「シード」段階にある企業はすべて 50 人以下であり、その 6 割程度は「1 人から 5 人」
規模である。ステージが進むにつれて従業員数は増えており、特に「レーター」では、
「51 人以
上」が 60％と、従業員数からみた企業規模が大型化している。
VC 出資の有無で比較した場合、「VC 出資あり」の VB は「VC 出資なし」よりも組織規模が
大きい。しかし、
「VC 出資あり」の VB といえども「エクスパンション」の 70.8％が 20 人以下
の組織であることから、従業員数でいえば小規模の企業が多い。
一方、
「VC 出資なし」については、10 人以下の企業の割合が「シード」段階は 85.8％、
「アー
リー」段階は 94.1％とそれぞれ大宗を占めており、
「VC 出資あり」と比較すると、従業員数の
規模の違いが顕著である。
図表 ４－３ 調査回答企業の従業員数分布
全体

全体(201)

1人から5人

6人から10人

シード

11人から20人

21人から50人

51人から100人

101人から300人

23.3

60.5

4.7

11.6

(43)

アーリー

37.5

41.7

(96)

エクスパンション

7.0

33.3

10.4

9.4

24.6

31.6

1.0

3.5

(57)

レーター

40.0

20.0

40.0

(5)
単位：％、（）内は有効回答社数

VC出資あり
1人から5人

全体(86)

6人から10人

シード

11人から20人

21人から50人

51人から100人
33.3

46.7

101人から300人
13.3

6.7

(15)

アーリー

エクスパンション

40.0

22.2

(45)
12.5

8.3

17.8

17.8

20.8

50.0

2.2

8.3

(24)

レーター

50.0

(2)

50.0
単位：％、（）内は有効回答社数

VC出資なし
1人から5人

全体(115)

6人から10人

11人から20人

シード

21人から50人

51人から100人

67.9

101人から300人

17.9

14.3

(28)

2.0

アーリー

58.8

(51)

エクスパンション

3.9

35.3

48.5

6.1

18.2

27.3

(33)

レーター
(3)

66.7

33.3
単位：％、（）内は有効回答社数
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3． 事業展開の状況
(1) 海外展開の状況
既に海外展開（販売・調達）をしている企業は、回答企業全体のうち 20.3％であった。
VC 出資の有無で比較した場合、すでに海外展開をしている企業の割合は、
「VC 出資あり」の
22.6％のほうが、「VC 出資なし」の 17.1％に比べやや多い。
図表 ４－4 海外展開の状況
すでに海外展開をしている

全体

20.3%

(197)

VC出資あり

(82)

海外展開の実績・予定はない

55.8%

22.6%

(115)

VC出資なし

今後、海外展開をする計画がある

23.9%

51.3%

17.1%

26.1%

62.2%

20.7%

（）内は有効回答社数

既に海外展開をしている企業の展開先の地域は、全体でみると、アジアがもっとも多く、
「中
国」
「東南アジア」
「その他アジア」を合わせたアジア全体で 46.9％に達している。
これを「VC 出資あり」の VB でみると、アジアへの傾斜がさらに顕著で、
「中国」
「東南アジ
ア」
「その他アジア」を含めたアジア全体が 65.0％を占めている。
ところが「VC 出資なし」の VB は、アジア全体への展開が 38.6％に留まっている一方で、北
米への展開が 29.5％と、「VC 出資あり」VB の 10.0％と比べて高い割合を示している。さらに、
「VC 出資なし」VB のうち、
「特に国を限定しない」と回答した企業の割合が 15.9％と、
「VC 出
資あり」VB の 5.0％と比べてかなり高くなっている。
図表４－５ 海外展開している国と地域
中国

東南アジア

その他アジア・オセアニア

欧州

北米

中南米

中東・アフリカ

特に国を限定しない（Webサービスを含む）
1.6

全体

17.2

15.6

14.1

15.6

23.4

12.5

(64)

VC出資あり

25.0

20.0

20.0

(20)

VC出資なし
(44)

アジア

13.6

13.6

11.4
アジア

15.9

15.0

10.0

5.0

5.0

65.0%

29.5

15.9

38.6%

単位：% 、（）内は有効回答社数
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(2) 今後の事業計画
回答企業全体でみると、IPO（株式公開）の方向で考えている企業は、具体的に手続きを進め
ている企業を含めて 61.7％を占めている。一方で、M&A を検討している企業は、既に M&A を
した企業を含めても 8.1％に留まっている。欧米と比べ、日本における M&A の数は非常に少な
い状況にあるが、本調査結果からも日本における M&A は IPO に比べ、経営計画上の優先順位が
非常に低いことが明らかである。
今後の事業計画について、VC 出資の有無で比較すると、
「VC 出資あり」では、IPO の方向で
考えている企業の割合が 81.5％に達しており、VC から出資を受けている企業の多くは、IPO を
視野に入れていることがうかがえる。
一方、「VC 出資なし」では、IPO の方向で考えている企業は半数にも届いていない。また、4
割以上の企業が IPO も M&A も考えておらず、VC から出資を受けている企業との大きな違いと
して表れている。
図表 ４－6 今後の事業計画
IPOにむけて具体的に手続きを進めている
IPOの方向で考えているが、具体的な手続きは開始していない
IPO及びM&Aは考えていない（Exitの予定はない）
すでに他社にM&A（事業売却）している
他社にM&Aの方向で考えている
解散、清算等を検討している
1.1

0.5
全体

7.6

54.1

(185)

29.2
61.7%

VC出資あり

13.6

8.1%

67.9

(81)
VC出資なし

7.6

8.6
81.5%

2.9
43.3

45.2

1.2

8.6
1.0

1.0
6.7

(104)
単位：%、（）内は有効回答社数
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4． 資金調達の状況
(1) 設立から現在までの資金調達状況（借入を含む）
設立から現在までの資金調達元を件数比率でみると、VC 出資の有無に関係なく、大半の企業
は「本人」が自ら用意している。次に比率として多い調達元は「銀行・信用金庫・信用組合等」
であり、5 割を超えている。
「民間企業」からの調達比率が、「VC 出資あり」の VB は、
「VC 出資なし」の VB よりも 20
ポイント以上高い。さらに「公的機関」および「個人投資家（エンジェル）」からの調達比率が、
「VC 出資あり」の VB は、
「VC 出資なし」の VB よりも、いずれも 10 ポイント以上高くなっ
ていることが、特徴的である。また、件数は少ないが、「海外投資家」からの調達率は「VC 出
資あり」で 11.6％、「VC 出資なし」で 3.3％と大きな差がみられる。
図表 ４－7 設立から現在までの資金調達元の件数比率
設立から現在まで（複数回答可）
83.5%
88.4%

本人

80.0%
33.0%
27.9%
36.7%

家族・親戚・知人

56.3%
53.5%
58.3%

銀行・信用金庫・信用組合等
41.7%

ベンチャーキャピタル
28.6%

公的機関

23.3%

36.0%

29.6%
36.0%

個人投資家（エンジェル）

25.0%

33.0%

民間企業
海外投資家

100.0%

23.3%

46.5%

全体(有効回答社数：206)
VC出資あり(有効回答社数：86)
VC出資なし(有効回答社数：120)

6.8%
11.6%
3.3%
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資金調達元を金額比率でみると、回答企業全体では、
「ベンチャーキャピタル」による出資比
率が 34.1%ともっとも多く、次に「民間企業」26.3％、
「銀行・信用金庫・信用組合等」19.9％と
続いている。先の件数比率では 83.5％と圧倒的に多かった「本人」は、金額比率では 3％にも満
たないことから、本人からの調達額は非常に小さいことがわかる。
VC出資の有無で比較した場合、
「VC出資あり」では「ベンチャーキャピタル」が 40.2％とも
っとも多く、次いで「民間企業」が 27.6％と第 2 位 を占めている。大企業の VBへの関心の高ま
りを背景とした事業法人によるベンチャー投資の活発化がうかがえる。
「VC出資なし」では 39.5％の銀行・信用金庫・信用組合等」がトップで、次いで 19.2％の「民
間企業」
、15.5％の「個人投資家（エンジェル）」
、10.9％の「本人」と続いている。
図表 ４－８ 設立から現在までの資金調達元の金額比率
設立から現在まで（複数回答可）
本人

家族・親戚・知人

個人投資家（エンジェル）

銀行・信用金庫・信用組合等

ベンチャーキャピタル

公的機関

民間企業

海外投資家

1.1
全体

(178)

2.6

1.0
VC出資あり

(76)

VC出資なし

(102)

34.1

19.9

6.5

6.1

26.3

3.4

0.2
4.8

10.9

40.2

16.4

5.6

15.5

39.5

6.9

27.6

2.6

7.6

19.2

1.6

単位：%、（）内は有効回答社数

（注）有効回答社数：金額非開示先が、「VC 出資あり」で 10 社、「VC 出資なし」で 18 社あり、前図表の有効回答社数と合致しない。
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(2) 直近 1 年間の資金調達状況（借入を含む）
直近 1 年間の資金調達元を件数比率でみると、回答企業全体では、「銀行・信用金庫・信用組
合等」の割合が 29.1%ともっとも多く、次に「本人」の 23.8%、
「ベンチャーキャピタル」の21.4％
と続いている。
設立から現在までに VC 出資を受けたことがある「VC 出資あり」の VB のうち、過去 1 年間
で VC から出資を受けた企業の件数比率は 51.2％であった。
図表 ４－9 直近 1 年間の資金調達元の件数比率
直近一年間（複数回答可）
23.8%
18.6%
27.5%

本人
7.8%
4.7%
10.0%

家族・親戚・知人

29.1%
24.4%
32.5%

銀行・信用金庫・信用組合等

21.4%

ベンチャーキャピタル

12.1%
16.3%

公的機関

9.2%

13.1%
11.6%
14.2%

個人投資家（エンジェル）

12.6%
16.3%
10.0%

民間企業
海外投資家

51.2%

全体(有効回答社数：206)
VC出資あり(有効回答社数：86)
VC出資なし(有効回答社数：120)

2.4%
3.5%
1.7%

直近 1 年の状況を金額比率でみると、回答企業全体ではトップが「ベンチャーキャピタル」の
42.7％、二番手が「民間企業」の 20.9％で、この 2 つの調達元で 6 割以上に達している。
「VC 出資あり」では 51.5％を占める「ベンチャーキャピタル」の比率がもっとも高い一方、
「VC 出資なし」では「銀行・信用金庫・信用組合等」が 32.1％とトップで、次いで「個人投資
家（エンジェル）
」の 26.5％、
「民間企業」の 22.7％と続いている。
図表 ４－10

直近 1 年間の資金調達元の金額比率

直近一年間（複数回答可）
本人

家族・親戚・知人

個人投資家（エンジェル）

銀行・信用金庫・信用組合等

ベンチャーキャピタル

公的機関

民間企業

海外投資家

0.7

1.8
全体

6.3

17.5

42.7

4.9

20.9

5.2

4.5

20.5

5.8

(178)
0.8 0.2
VC出資あり

2.2

14.5

51.5

(76)

VC出資なし

(102)

6.5

3.1

26.5

32.1

6.8

22.7

2.3

単位：%、 （）内は有効回答社数

（注）有効回答社数：金額非開示先が、「VC 出資あり」で 10 社、「VC 出資なし」で 18 社あり、前図表の有効回答社数と合致しない。
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(3) 今後期待する資金調達元（借入を含む）
今後期待する資金調達元は、回答企業全体では、トップが「ベンチャーキャピタル」の 61.2％、
次いで「民間企業」の 50.5％、
「銀行・信用金庫・信用組合等」の 47.1％と続いている。
VC 出資の有無で比較した場合、「VC 出資あり」では、「ベンチャーキャピタル」が 74.4％と
もっとも高く、次に 62.8％の「民間企業」が続いている。
「民間企業」への期待については、大
企業とのコラボレーションへの期待、大企業のベンチャー投資の活発化が反映されていると推測
される。
一方、
「VC 出資なし」では、52.5％の「銀行・信用金庫・信用組合等」と 51.7％の「ベンチャ
ーキャピタル」への期待が高く、41.７％の「民間企業」がこれに続いている。また、
「VC 出資
あり」の VB と比較して、
「本人」
「家族・親戚・知人」
「個人投資家（エンジェル）」の調達力に
期待する比率が高い。
図表 ４－11
複数回答可

本人

家族・親戚・知人

5.8%

今後期待する資金調達元

13.6%
19.2%

2.4%
4.2%
47.1%
39.5%
52.5%

銀行・信用金庫・信用組合等

61.2%

ベンチャーキャピタル

51.7%
33.5%
32.6%
34.2%

公的機関

31.1%
23.3%
36.7%

個人投資家（エンジェル）

50.5%

民間企業

41.7%

62.8%

24.3%
30.2%

海外投資家
その他

74.4%

20.0%

全体(有効回答社数：206)

1.0%
1.2%
0.8%

VC出資あり(有効回答社数：86)
VC出資なし(有効回答社数：120)
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5． ベンチャー企業のニーズについて
(1) 当面の経営ニーズ
VB に対して現在あるいは近い将来の経営ニーズの中で、
もっとも高いニーズを尋ねたところ、
VC 出資の有無で大きな違いはみられず、
「販路拡大」と回答した企業が 3 割強、
「人材採用」
「資
金調達」がそれぞれ 3 割弱と、ニーズが分散している。
もっとも高いニーズとして「技術開発」を選択した企業は、回答企業全体ではほぼ 10％であ
ったが、VC 出資の有無で比較すると、「VC 出資あり」の VB では 13.3％の企業が「技術開発」
と回答したのに対し、
「VC 出資なし」の VB では 7.2％と、
「VC 出資あり」のほぼ半分の割合に
とどまっている。
図表 ４－12

現在あるいは近い将来の経営ニーズ

人材採用

28.0%
25.3%
29.7%

資金調達

28.0%
26.7%
28.8%
9.7%
13.3%

技術開発

7.2%

33.9%
34.7%
33.3%

販路拡大
その他の経営ニーズ
特に経営ニーズはない

0.0%

全体（有効回答社数：186)

0.5%

VC出資あり（有効回答社数：75)

0.9%

VC出資なし（有効回答社数：111)

ステージ別にみると、シード、アーリーでは「資金調達」へのニーズがもっとも高く、次いで
「販路拡大」
「人材採用」と続いている。エクスパンションでは「販路拡大」がもっとも高いニ
ーズとなり、
「人材採用」
「資金調達」がこれに続いている。レーターに至っては、回答企業数が
少ないものの、
「人材採用」が最大のニーズとなり、
「資金調達」と回答した企業はなかった。
図表 ４－13 ステージ別の経営ニーズ
人材採用

全体(182)
シード
(35)

アーリー
(87)

エクスパンション
(55)

レーター
(5)

20.0%

資金調達

31.0%

20.0%

80.0%

販路拡大

11.4%

40.0%

27.6%

25.5%

技術開発

28.6%

10.3%

9.1%

31.0%

45.5%

20.0%
単位：%、（）内は有効回答社数
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(2) 人材ニーズ
回答企業全体では、もっとも採用を必要とする人材は「営業・販売促進の担当者」であり、次
いで「技術開発の担当者」となっている。どちらの人材も、「人材ニーズあり」と回答した企業
の 6 割強が必要としている。
VC 出資の有無で比較した場合、「その他」を除くすべての人材に対して、
「VC 出資あり」の
ほうが「VC 出資なし」よりも高い採用ニーズを示している。なかでも、
「海外展開・事業の担
当者」の採用ニーズは、
「VC 出資あり」の 47.4％に対し「VC 出資なし」が 17.2％と 30 ポイン
トの大きな開きがみられる。さらに、
「戦略・事業開発の担当者」も、
「VC 出資あり」の 52.6％
に対し「VC 出資なし」が 37.9％と 15 ポイントの差がみられる。「VC 出資あり」の企業は海外
展開・事業開発の強化を成長の軸に据えている割合が高いことが推測される。
図表 ４－14

人材ニーズ

複数回答可
CEO・社長

2.1%
5.3%
29.2%
31.6%
27.6%

COO

27.1%
31.6%

CFOまたは財務の責任者

24.1%

29.2%
31.6%
27.6%

CTOまたは技術開発の責任者

66.7%
68.4%
65.5%

営業・販売促進の担当者
43.8%

戦略・事業開発の担当者

37.9%
29.2%

海外展開・事業の担当者

17.2%

47.4%
60.4%

技術開発の担当者

55.2%

68.4%

20.8%
26.3%

財務の担当者

17.2%

法務の担当者

14.6%
15.8%
13.8%

総務の担当者

14.6%
15.8%
13.8%

社外役員（社外取締役・監査役）

14.6%
15.8%
13.8%

その他

52.6%

2.1%

全体(有効回答社数：48)
VC出資あり(有効回答社数：19)

3.4%

VC出資なし(有効回答社数：29)
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6． その他の傾向
その他、アンケートから見えてきた特徴的な傾向について示す。
(1) ピボットの有無
「自社の中核的な主力事業においてピボット（既存事業や製品の方向性を抜本的に転換するこ
と）を行ったことがありますか」という質問項目に対しては、3 割以上の企業が「ピボットした
ことがある」と回答している。多くの企業がピボットを経験していることがわかった。
図表 4－15

ピボットの有無

ピボットしたことがある

ピボットしたことがない

33.7%

全体(202)

66.3%
（）内は有効回答社数

また、
「VC 出資あり」のほうが、
「ピボットしたことがある」と回答した企業の割合が多くな
っている。この要因の一つとして、VC からのアドバイスを受けて、ピボットを実施している可
能性が考えられる。
図表 4－16
全体
(202)
VC出資あり

VC 出資の有無別のピボット状況

ピボットしたことがある

ピボットしたことがない

37.3%

62.7%

(83)
VC出資なし
(119)

31.1%

68.9%
（）内は有効回答社数

(2) 何社目の起業か
「創業者にとって何社目の起業（創業者として法人を設立した回数。資産管理会社等を除く）
ですか」との質問に対して、71.4％の企業が初めての起業だと回答し、28.6％の企業が 2 社目以
上の起業だと回答している。
図表 4－17
全体(203)

1社目（初めての起業）

創業者にとって何社目の起業か
2社目

3社目

4社目

5社目以上
1.5%

71.4%

20.7%

0.5%

5.9%

（）内は有効回答社数
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業種ごとに対象企業数にかなりのばらつきはあるが、業種とのクロス集計を行ってみた。
現在の会社が 2 社目以上と回答した創業者が多い会社は、
「コンピュータ及び関連機器、IT サ
ービス」で 20 社、
「ソフトウェア」
「メディア、娯楽、小売、消費財」で各 8 社、
「金融、不動産、
法人向けサービス」で 7 社となっている。また、現在の会社が 4 社目、5 社目以上と回答した創
業者の会社は、
「コンピュータ及び関連機器、IT サービス」で 2 社、「金融、不動産、法人向け
サービス」
「ソフトウェア」で各 1 社みられた。
なお、「VC 出資あり」「VC 出資なし」の区分では、有意な差は認められなかった。
図表 ４－18 創業者にとって何社目の起業か（業種別集計）
全体(201)

1社目（初めての起業）

コンピュータ及び関連機器、ITサービス

2社目
55

3社目

4社目

5社目以上
15

(75)

3 11
20

ソフトウェア

24

6

(32)

11
8

金融、不動産、法人向けサービス

9

4

2 1
7

(16)

通信・ネットワーキング及び関連機器

14

11

(16)

メディア、娯楽、小売、消費財

8

6

(16)

2
8

医療機器、ヘルスケアサービス

8

5

(13)

工業、エネルギー、その他産業

5

3

2

(10)

バイオ、製薬

8

2

(10)

ロボット関連

7

1

(8)

半導体、電気一般

5

(5)

（）内は有効回答社数
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7． ベンチャー企業の創出・成長のための政府等の政策面に関する要望
本調査では VB に対して、政府等への政策面の要望を自由記述にて尋ねており、回答企業 481
社中 58 社から回答があった。その結果を以下の 8 項目に分類し、項目ごとに内容をまとめる。
項目

回答社数

助成金・補助金制度等

回答全体に
対する比率

15

25.9%

資金調達

9

15.5%

起業環境の整備

6

10.3%

地方

5

8.6%

支援制度全般

3

5.2%

海外展開

2

3.4%

人材

2

3.4%

その他

16

27.6%

合計

58

100%

(1) 助成金・補助金制度等
自由記述の中で最多の割合を占めたテーマは「助成金・補助金制度等」である。
「帳簿上は利
益が出ていても資金繰りはネガティブなことが多く、安定した運転資金の支援が必要」「人材採
用・事務所開設・販路開拓等に関わる経営助成金」
「AI 等の競争力強化が必要な分野での研究開
発費の助成金」等、助成金や補助金の範囲と対象の拡充を求める声が多く挙がっていた。また、
「助成金申請書の簡素化・削減」「審査のスピードアップ」「補助金の後払い方式の見直し」
「国
や地方自治体による多様な助成制度を一覧にした周知施策」など現行制度運営面について希望す
る意見も多く寄せられた。
(2) 資金調達
「助成金・補助金制度等」に次いで意見の多かった「資金調達」については、スタートアップ
期の VB の資金調達に際して、
「多くの金融機関が担保や代表者の個人保証を要求してくるので、
リスクが大きく資金調達に苦慮している」との意見に集約されるように、起業家のリスク軽減に
関する同趣旨の意見が複数挙げられていた。また、
「市中金融機関や地方自治体によるベンチャ
ー企業への資金供給を促進する施策の展開」
「日本の VC や民間金融機関は従来 BtoC への投資に
傾斜しすぎる嫌いがあったので、BtoB や BtoD（開発者）への金融のパイプを拡大するような施
策の展開」を望む声もあった。
(3) 起業環境の整備
起業環境については、「起業時の創業支援制度は豊富だが、起業後、特に創業直後の充実が望
まれる」「起業したばかりの会社は実績がないことから、VB との取引に及び腰となる企業が多
く、起業した会社を国が認定・支援してくれる法整備を期待する」
「脱サラして起業すると、通
常は生活が苦しくなることが懸念され、スタートアップ起業への参加を見送ることもあるので、
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起業家への税制優遇措置が望まれる」等、起業リスクの緩和に関する意見が多く寄せられた。そ
の他、
「一部の産業では、厳格な規制が存在するため、せっかく起業しても成長に限界があり IPO
が困難なので、一定の規制の緩和が望まれる」
「雇用の流動性を高めてほしい」
「異分野同士の交
流を促進する仕掛けがほしい」等、起業準備支援に対する具体的な要望が挙がっていた。
(4) 地方
地方の VB からは、「地方自治体の窓口担当者の知識と経験が不足している」等、取組体制の
整備を求める意見があった。また、
「主要駅近傍にインキュベーション施設を設け、賃料の減額
や免除等の実質的な立地支援策の実施が効果的」
「UI ターン者が地方の VB に就職できる環境を
整備するために、スタートアップと連携した UI ターンプロジェクトの確立が望ましい」等、地
方での具体的な VB 支援策の提言も複数寄せられた。
(5) 支援制度全般
「支援制度全般」については、
「ベンチャーに関する支援が IT に偏っている。特にライフサイ
エンス分野でのヒト・モノ・カネの支援の充実が望まれる」
「VC や CVC が VB に追加投資した
くなるような仕組みづくりを検討してほしい」といった意見が出ていた。その他、「起業時のみ
ならず起業後の事業拡大を支援する制度が望まれる」という意見も寄せられた。
(6) 海外展開
海外展開については、「助成金の案内ばかりではなく、恒常的な価値創出に具体的に関わる施
策があるとよい。例えば、海外の優れたベンチャー企業を呼んでのカンファレンスやアワードの
実施、交流会等」
「外国と比べて日本は IT エンジニアの育成が遅れており、海外展開により国力
をアップするためにも、IT エンジニアの育成方法の改善が望まれる」といった要望が挙がって
いた。
(7) 人材
人材については、「来るべき今後の一層の少子高齢化や労働力不足の解決策の一つとして、高
度外国人材（留学生）の就職を支援する体制の構築が望まれる」といった、深刻な人材不足への
対応を提言する声があった。また、
「技術開発に注力して、外国への人材や技術の流出を阻止す
べく、日本固有の研究開発を支援・促進する仕組みを構築すべき」とする要望もあった。
(8) その他
上記以外にも様々な記述があり、その中には「ベンチャーの実態に即した税制の改革を期待す
る。現状では、獲得利益を原資とした次期投資への接続が困難なため」といった意見があった。
また、
「一部のベンチャーキャピタルは未来技術への投資に及び腰になっていないか」
「ベンチャ
ー支援の仕組みが民需圧迫とならぬよう、民営化と規制緩和をその基本方針のベースに据えてほ
しい」
「縮小傾向が明白な産業にも積極的な支援を期待したい」といった将来のベンチャー投資
への期待の声もあった。
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8． アンケート調査を終えて
ここ数年、政府を筆頭に多くの関係機関が様々なベンチャー支援を積極的に実施している。相
談窓口の一本化に取り組んでいる自治体もいくつかみられる。しかし、VB 側からは、支援制度
の利用のしづらさを指摘する声は多い。申請書類等のデジタル化、審査のスピードアップ、起業
時のオフィスや設備の提供等、直接的な資金支援のみならず、サービス面での改善が望まれる。
資金調達に関する要望も多く寄せられた。本調査でも、「シード」
「アーリー」段階では、
「資
金調達」を当面の経営ニーズの第一に挙げている。また、本調査によれば、VC から出資を受け
ていない VB が、起業から現在に至るまでの資金調達額を見ると、「銀行・信用金庫・信用組合
等」からがトップであり、総調達額のおよそ 4 割を占めている。金融機関からの融資となると、
担保や代表者保証といった壁が立ち塞がり、VB 経営者が苦慮するところとなる。今回のアンケ
ートでも、改善を求める声が寄せられた。
今後期待する資金調達元として、
「民間企業」を挙げる回答者が、
「VC 出資あり」では、
「VC」
に次いで第 2 位、
「VC 出資なし」では、「VC」
「銀行・信用金庫・信用組合等」に次いで第 3 位
となっており、
「民間企業」への期待は、年々高まっているように思える。
そもそも VB は全く新しいモノやサービスにチャレンジする企業である以上、VB への資金供
給はリスクを孕んでいる。VB への資金供給は、融資ではなく、（リターンを求める投資家がリ
スクを負う）投資で行われるのが本来の姿であり、目指すべき方向であろう。こうした流れの中
でここ数年、資金調達の多様化に向けて新しい動きがみられる。VB 経営者も自社に合った調達
方法を検討されてはいかがであろうか。
一つは、広く個人から投資を募るクラウドファンディングの利用である。2017 年 4 月には、
株式投資型クラウドファンディングによる初の株式の募集が開始された（詳しくは、公認会計士
出縄良人氏のコラム参照…Ⅰ－30 ページ）
。
もう一つは、
「シード」段階の VB にとって使い勝手のよい「コンバーティブル・エクイティ」
の利用である。最近は、契約書自体かなり定型化されたと言われている（詳しくは、弁護士増島
雅和氏のコラム参照…Ⅰ－38ページ）。
金融機関の制度では、
2008 年 4 月にスタートした（小規模事業者向けは 2013 年 3 月スタート）
日本政策金融公庫の資本性ローンは、これまでも多くの VB に利用されていると聞く。
前述の増島弁護士のコラムの一節に、「エグジットを達成した日本の起業家に『起業からエグ
ジットまでの間に一番失敗したのは何か』と聞くと、真っ先に挙がるのが『シード期の調達戦略』
である。
『創業初期はよく分からず受け入れてしまったが、あんなに安く 20％も株を持って行か
れてしまった』と後悔する言葉をよく聞く」、
「起業家と投資家は、よく言われるようなニワトリ
と卵の関係ではなく、起業家がいてこそ投資家が存在しうる、という起業家ファーストの世界が、
スタートアップの世界であるべきといえる」とある。日本のベンチャー企業のためのみならず、
日本のベンチャー業界の健全な発展のためにも、大切なポイントではないか。
成功した起業家も過去には幾度か失敗を重ねているケースが多い。起業環境の整備という点で
は、
「再チャレンジできる枠組み」も重要であろう。こうした枠組み作りに取り組んでいるのが、
一般社団法人 MAKOTO（仙台を拠点に、起業家支援活動を幅広く実施）だ。2015 年 8 月に、福
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島銀行と組んで、倒産等の経験者限定の「福活ファンド投資事業有限責任組合」を組成（出資総
額 10 億円、福島県内に本社設置が条件）
、2016年 3月に第 1号投資、8月に第 2号投資、2017
年 8 月には、さらに 3社に投資したという。また、2017年 5月には、失敗者限定のビジネスプ
ランコンテストを開催するなど、ユニークな活動を展開している。
「地方」「人材」についても、意見が寄せられた。VB の東京 一 極 集 中 は ま ぎ れもない事実で
あり、地方の共通の悩みとして、起業家が少ない、起業支援者の層が薄く東京に人材が集中して
いると訴える人は多い。そうしたハンディはあるが、関東圏以外の地方における投資件数は概ね
増加傾向にあり（Ⅰ－15 ページ）
、地方にも徐々にではあるが変化が見られるように思う。たと
えば、九州で言えば、福岡市は、廃校となった小学校を改修し、Fukuoka Growth Next というベ
ンチャー育成施設を提供するなど、VB 支援に積極的に取り組んでいる。佐賀県では、成功した
VB が佐賀大学内に共同研究のためのインキュベーション施設を開設している。また、宮崎県で
も、成功した

VB や地元企業がコワーキングスペースの運営を行っているという。こうした地

道な努力の積み重ねがいずれ花開くことを期待したい。
地方での活動は、どちらかというと、地方の直面している課題を解決するものが多いようであ
るが、なかには、広く世界に向けて活動している VBもまだ数は少ないものの、一部にみられる。
たとえば、山形県鶴岡市にある慶應義塾大学先端生命科学研究所を核とする大学発 VB 群だ。合
成のクモの糸の量産技術を開発したスパイバー、腸内細菌の解析によって健康維持・疾患予防を
事業とするメタジェン等数社の VB が誕生しており、それらの VB は世界に眼を向けているとい
う。
今回頂いた要望にもあるように、高度外国人材（留学生）の就職を支援する体制や雇用の流動
性促進も重要な課題であると考える。
VEC は今後も本調査を継続し、ベンチャー企業の経営環境とニーズの把握に努め、各方面に、
ベンチャー企業を取り巻く環境改善の一助となる情報を発信していきたい。
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政府・関連団体のベンチャー支援
政府による日本の成長戦略においても、ベンチャーは我が国の経済成長の起爆剤、世界共通の
社会課題の解決に貢献し第四次産業革命・Society5.0 を実現するものとして、重要なカギとされ
てきた。
2016 年に公表された「ベンチャー・チャレンジ 2020」
（2016 年 4 月日本経済再生本部決定）
および「日本再興戦略 2016

―第 4 次産業革命に向けて―」
（2016 年 6 月閣議決定）においても、

ベンチャー支援は重要政策として位置づけられ、目指すべき 2020 年のベンチャー・エコシステ
ムの絵姿として、
「地域」と「世界」を直結すること、
「大学・研究機関・大企業等の潜在力」を
最大限発揮することが掲げられた。
この実現に向けて、世界のベンチャー・エコシステムとの連携を強化し、世界で通用するベン
チャーの輩出を促すために、ベンチャー企業や起業家を米国のイノベーション先端地域に派遣す
る、
「シリコンバレーと日本の架け橋プロジェクト」の質の向上・拡充が進められた。
また、地域の課題は世界に通じるチャンスであるとして、世界に先駆けて顕在化する我が国各
地域の課題がイノベーションに直結するビジネスニーズであるととらえられている。このため、
地方への案件発掘キャラバンや「地方版 IoT 推進ラボ」等の政策により、地方案件を「攻め」の
姿勢で発掘することとされた。
また、地域の有望ベンチャー企業の発掘から世界市場の挑戦まで一気通貫で支援する体制を政
府において構築することとされた。これを受け、関連省庁が一体となったより効果的な支援策を
議論する政府関係機関コンソーシアムや、政策実施に民間のセンスやネットワークを取り入れる
ための民間専門家から構成されるアドバイザリーボードが設置され、昨年 11 月から議論を開始
している。
これらを通じて「ベンチャー企業への VC 投資額の対名目 GDP 比を 2022 年までに倍増する」
という成果目標を新たに掲げ、その実現を目指すこととした。
本年公表された「未来投資戦略 2017 ―Society5.0 の実現に向けた改革―」
（2017 年 6 月閣議
決定）においては、大学、国立研究開発法人、企業や投資家などの産業界を巻き込んで社会が一
体となり、イノベーションの果実を次のイノベーションの種に投資をする好循環を目指すことが
位置付けられ、イノベーション・ベンチャーのエコシステムの実現の加速が掲げられた。
大企業と大学の本格的な産学連携など、オープンイノベーションが重要視されるなかで、ベン
チャーについても、大学や国立研究開発法人、大企業との連携を通じて第四次産業革命、
Society5.0 の実現を担う主体として期待が寄せられている。


大学や国立研究開発法人とベンチャーの連携
大学等の保持するシーズに係る一覧性がなく、大学や研究機関の研究シーズと良質なア
クセラレーターとのマッチングに課題があると言われている。こうした現状をふまえ、大
学等の研究者や技術シーズのデータベースを今年度中に 300 社分構築し、国内外に発信す
るとともに、そこに集まった研究者やシーズへのハンズオン支援も促進することとしてい
る。
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また、大学等がベンチャーを支援する場合のケースや時期についても柔軟化される。具
体的には、大学側がベンチャーからコンサル料や施設利用料としても新株予約権を取得可
能とするとともに、新株予約権を行使して取得した株式についても、当該株式公開後、一
定期間保有することが許容されることとされた。
さらに、大学と企業による共同研究発のベンチャー創出を促すため、共同研究における
特許を機動的に活用できるよう大学等の単独所有とするモデルの構築も進められている。


大企業とベンチャーの連携
大企業との M&A によるベンチャーの出口戦略の拡大に向け、ファンド機能の強化が検討
されているほか、大企業と研究開発型ベンチャーが連携するに際しての課題とベストプラ
クティスを分析した「連携の手引き」を作成、大企業への普及をはかることで、大企業と
ベンチャーの連携を促すこととしている。



政府とベンチャーの連携
政府においてもベンチャーによるイノベーションを積極的に活用することとしている。
今年度から国の技術ニーズに照らして政府調達における研究開発型ベンチャー活用の試行
的取り組みを開始することとした。あわせて、宇宙・海洋・防災などの基幹技術の研究開
発においても、ベンチャーの外部技術を積極的に活用するため、具体的な技術領域につい
ての検討が進められている。
こうしたオープンイノベーションの推進に加え、これまでの成長戦略でも進められてきた起

業人材、起業支援人材の育成についても引き続き推進されており、
「シリコンバレーと日本の架
け橋プロジェクト」や大学生も含めた海外派遣の拡充、独創的なアイデアを持つ未踏 IT 人材等
による起業を一貫して支援する枠組みが開始されることで、起業人材をさらに支援することとし
ている。あわせて、地方公共団体や地域産業界・金融機関等にメンタ―派遣を充実させることに
より、地域の起業家の支援機能を強化するとしている。
さらに、ベンチャーの強みは機動性であり、その経営は時間との勝負ということをふまえ、政
府による支援策においても、手続きを簡素化し、よりスピーディーに施策を使えるようにするこ
とが重要課題とされている。この考えのもと、政府の支援策の申請様式の共通化、オンライン化
によるワンストップ申請システムの試行運用が今年度より開始されることとなっている。また、
起業の手続きについてもさらに利便性を高めるため、利用者が全手続きをオンライン・ワンスト
ップで処理できるようにすることとされている。このため、関係する全ての手続きをオンライン
で完結させるとともに、定款認証の面前確認や印鑑届出等の在り方を含めて、官民が一体となっ
て今後検討が進められることになる。
今後は、未来投資戦略 2017 に位置づけられたこれらの方針を着実に実行し、ベンチャーが自
発的・連続的に創出されるイノベーション・ベンチャーの好循環をさらに加速していく必要があ
る。
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政府・関連団体のベンチャー支援一覧
運営元

実施内容
1. ベンチャー・大企業連携イベント
2. グローバル起業家等育成プログラム

経済産業政策局 新規産業室

3. 中堅・中小企業等イノベーション創出支援プログラム
4. 企業のベンチャー投資促進税制
5. 大学・大学院起業家教育推進ネットワーク

中小企業庁

1. エンジェル税制
2. 官公需法の一部改正

1. ベンチャーへの成長資金供給
独立行政法人
中小企業基盤整備機構（中小機構)

2. インキュベーション施設の提供
3. Japan Venture Awards の開催
4. 創業・新事業支援施設「BusiNest」の運営
5. 新ビジネス創発拠点「TIP*S」の運営

経済産業省
関連

独立行政法人
日本貿易振興機構（JETRO）

1. 日本発知財活用ビジネス化支援事業
「ジェトロ・イノベーション・プログラム（JIP）」
2. 中小企業等外国出願支援事業
1. Technology Commercialization Program（TCP）

国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO）

2. SUI による事業化可能性調査等の実施
3. シード期の研究開発型ベンチャーに対する事業化支援
4. 企業間連携スタートアップに対する事業化支援
5. 高度専門産業支援人材育成プログラム（SSA）
6. オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会

1. スタートアップ開発戦略タスクフォース
国立研究開発法人

2. カーブアウト事業

産業技術総合研究所（AIST）

3. ベンチャー技術移転促進措置
4. 産総研の設備・特許等の現物出資

独立行政法人

1. 未踏会議

情報処理推進機構（IPA）

2. 未踏アドバンスト事業
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運営元

実施内容
1. 国家戦略特区による規制改革
2. 国家戦略特区における主な起業・開業関連の取組

内閣府

地方創生推進事務局

「雇用労働相談センター」の設置
「東京開業ワンストップセンター」の設置
その他の取組

総務省
関連

情報通信国際戦略局

2. ICT イノベーション創出チャレンジプログラム（I-Challenge!）

国立研究開発法人

1. 起業家甲子園

情報通信研究機構（NICT）

2. 起業家万博

科学技術・学術政策局

次世代アントレプレナー育成事業 （EDGE-NEXT）

高等教育局

官民イノベーションプログラム
1. 大学発新産業創出プログラム（START）

文部科学省
関連

1. 独創的な人向け特別枠「異能 vation」プログラム

国立研究開発法人
科学技術振興機構（JST）

2. 出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS）
3. 産学共同実用化開発事業（NexTEP）
未来創造ベンチャータイプ
4. 大学発ベンチャー表彰～Award for Academic Startups～

厚生労働省

農林水産省

政策統括官付
労働政策担当参事官室
食料産業局

1. 生涯現役起業支援助成金
2. 医療のイノベーションを担うベンチャー企業の振興に関する
懇談会
６次産業化・新産業創出促進事業（事業化可能性調査）
1. 挑戦支援資本強化特例制度（資本性ローン）

政府系
金融機関

株式会社日本政策金融公庫

3. 高校生ビジネスプラン・グランプリ
株式会社日本政策投資銀行
（DBJ）

官民ファンド

2. 新株予約権付融資制度

DBJ 女性新ビジネスプランコンペティション

株式会社産業革新機構

ベンチャーへの成長資金供給

株式会社地域経済活性化支援機構

地域経済の活性化に資するベンチャー等への成長資金供給

（REVIC）

および経営支援

株式会社海外需要開拓支援機構
（クールジャパン機構）

海外需要開拓に関するベンチャー等への成長資金供給

（出所：VEC 作成）

主に 2016 年度～2017 年度に実施された、ベンチャー支援を中心的な狙いとする項目を掲載し
た（先駆的な支援策については、従来から継続して実施されている項目についても掲載）
。
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経済産業省
経済産業省

経済産業政策局

新規産業室では、ベンチャー支援のために、「日本再興戦略」

で示された成果目標の達成に向けたベンチャー政策の企画・立案・実施、ベンチャー支援人材の
ネットワーク構築、起業応援の税制の整備、などの取り組みを実施している。

① ベンチャー・大企業連携イベント
2016 年～2017 年のベンチャー支援事業として、経済産業省主催・後援で以下のイベントが開
催された。
経済産業省ベンチャー支援イベント
イベント
日米 VC カンファレンス

開催日

会場

2016 年 9 月

虎ノ門ヒルズ

MOMENT2016

備考
シリコンバレーと日本の架け橋
プロジェクトの一環として、東京
にて開催。シリコンバレーの VC
と日本を代表する VC やベンチ
ャー関係者など幅広い参加者が
集い、ベンチャーの未来を語るカ
ンファレンス。

第４回 TOKYO イノベーション

2016 年 10 月

虎ノ門ヒルズ

リーダーズサミット

TOKYO イノベーションリーダー
ズサミット実行委員会主催・経済
産業省後援。大企業 150 社と次
世代ベンチャー企業 600 社が一
堂に会する事業提携イベント。

第３回日本ベンチャー大賞表彰式

2017 年 2 月

首相官邸

全国から寄せられた 130 件の応
募の中から、内閣総理大臣賞（日
本ベンチャー大賞）1 件、経済産
業大臣賞 2 件、農林水産大臣賞 1
件、審査委員会特別賞 2 件を選
出。

新事業創造支援カンファレンス&

ホテル

ベンチャー創造協議会、経済産業

Connect!

ニューオータニ

省、オープンビジネス協議会、
（一社）
NEDO、JNB、NBC 主催。
Japan Innovation Network 共
催。
「オープンイノベーション」
「新規事業創造」をテーマとした
イベント。
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② グローバル起業家等育成プログラム（2017 年度当初予算事業）
グローバル市場への進出や社会課題の解決といった目線の高い新事業を創出する起業家や、大
企業等で新事業開拓を担う社内起業家の育成を図る。
グローバル起業家等育成プログラムの公募
項目

内容

事業目的

 シリコンバレーと日本の架け橋プロジェクトの一環として、グローバル市場への進出や社会
課題の解決といった目線の高い新事業を創出する起業家や、大企業等で新事業開拓を担う社
内起業家に対し、イノベーションを起こすために有効なメソッドとマインドセットを体得さ
せ、次世代のイノベーションを担うコア人材を育成する。

事業概要

 審査を通過した 126 名に全 7 回の国内プログラムを受講してもらい、特に優秀な 20 名をシ
リコンバレーに派遣する。
 国内プログラムでは、経験が豊富な実務家が講師・メンターとして参加。事業や組織の改革
を通じて、イノベーションを起こすのに必要なスキル・ノウハウを体得。
 シリコンバレープログラムでは、自らが立案・策定した事業計画を、シリコンバレーのメン
ターや起業家にプレゼン。対話を通じて、国内で得たスキルをリアルな場で実践し、イノベ
ーターとしてのマインドセットを体得。

参加者

2017 年 4 月 27 日～2017 年６月 12 日

公募期間
担当部署

経済産業省 経済産業政策局 新規産業室
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③ 中堅・中小企業等イノベーション創出支援プログラム（2017 年度当初予算事業）
高い技術力を持つ中小・中堅・ベンチャー企業等をイノベーション先端地域である米国シリコ
ンバレー等に派遣し、グローバル展開の知見とネットワークを獲得し、新しい事業展開を推進す
る機会の創出を図る。
中堅・中小企業等イノベーション創出支援プログラムの公募
項目

内容

事業目的

 シリコンバレーと日本の架け橋プロジェクトの一環として、高い技術力を持つ中小・中堅・
ベンチャー企業等をイノベーション先端地域である米国シリコンバレー等に派遣し、現地の
ベンチャー関係者等からのアドバイスや、意見交換などによって、派遣された企業経営者等
が自身の事業をグローバルの視点から磨くとともに、グローバル展開の知見とネットワーク
を獲得し、新しい事業展開を推進する機会の創出を図る。

事業概要

 グローバル展開を視野に入れ、米国シリコンバレー等のネットワークにより事業をスケール
させる大きなビジョンを有する企業など 60 社程度を選定。
 派遣企業の事業展開の推進に寄与すると考えられる知見、ノウハウ等について、シリコンバ
レー等への派遣前後において効果的な研修プログラム等を実施。
 選定した 60 社程度の中小・中堅・ベンチャー企業等を、１週間から２週間程度、米国シリ
コンバレー等に派遣。米国シリコンバレー等のベンチャー支援機関等からのアドバイスや、
意見交換などを実施するとともに、現地企業とのネットワーキングや商談の機会を提供。

参加者

2017 年 7 月 28 日～2017 年 9 月 15 日

公募期間
担当部署

経済産業省 経済産業政策局 新規産業室

④ 企業のベンチャー投資促進税制
ハンズオン支援能力のある認定 VC ファンドを通じてベンチャー企業に資金供給を行う企業
に税制上の優遇を行う。ベンチャー投資資金の一定割合を損失準備金として損金計上を認める。
経済産業省はこれまでにベンチャーファンドの産業競争力強化法に基づく「特定新事業開拓投
資事業計画」を 9 件認定した（詳細は経済産業省ホームページ参照）
。
また、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、平成 29 年 4 月 1 日より認定に係
るファンド規模要件を引下げ、地方投資の促進を図ることとした。

⑤ 大学・大学院起業家教育推進ネットワーク
日本の起業家教育の質を向上させるため、大学・大学院の教員や実務家とともに「大学・大学
院起業家教育推進ネットワーク」を組織し、教授法や教材の情報共有、大学・大学院と産業界と
の連携を推進している。
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中小企業庁
① エンジェル税制
一定の要件を満たすベンチャー企業に対してエンジェル投資をする投資家を税制優遇。
優遇 A： 株式投資額の所得控除による減税
（設立 3 年未満の企業）
優遇 B： 株式投資額の株式譲渡益からの控除による減税
（設立 10 年未満の企業）
株式の売却損が出た場合、他の株式譲渡益と通算（3 年繰り越し可能）
※一定の要件を満たす会社の新規発行株式を取得した場合が対象
優遇 A は控除上限（所得金額の 40％または 1000 万円）あり。優遇 B は上限なし。
エンジェル税制の利用が必ずしも当初の期待どおりには広く浸透していないことを受けて、経
済産業省ではエンジェル税制に関するホームページの改定や、
「エンジェル税制要件判定シート」
を作成するなど、利用促進を図っている。
また、第五次地方分権一括法の施行に伴い、平成 28 年 4 月 1 日よりエンジェル税制の申請・
相談窓口が都道府県に変更された。窓口が都道府県庁となることで、申請者・相談者の利便性の
向上が期待されるとともに、都道府県が実施する創業・ベンチャー支援策、中小企業施策と併せ
て実施することにより、地域の実情に即した支援策の提供が期待される。

② 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（官公需法）
中小企業庁では、2015 年通常国会において「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律（官公需法）
」を改正し、新たに創業 10 年未満の中小企業者を新規中小企業者と定義し、
受注機会拡大のため各種施策を実施している。
官公需法における「新規中小企業者」に関する内容
項目
法律の趣旨

内容
経済の好循環を全国に波及させるため、創業間もない中小企業の官公需の受注促進を図る
創業から 10 年に満たない中小企業者（新規中小企業者）の受注機会の拡大を図るため、
 新規中小企業者への配慮を法定
 新規中小企業者向け契約目標の設定や受注機会増大のための措置等を盛り込んだ

主な概要

「国等の契約の基本方針」を策定
 各省各庁の長等がそれぞれの実態に応じて、新規中小企業者等との契約に関する
「契約の方針」を策定
 各省各庁の長等に対して新規中小企業者との契約実績の経済産業大臣への通知を
義務付け、経済産業大臣はその内容を公表

新規中小企

＜目標＞官公需総額に占める割合を、2014 年度（推計 1％）と比べ、3 年間で倍増とす

業者向け契

るよう努める。

約目標・実績

＜実績＞2015 年度実績

契約金 1,190 億円、契約比率 1.67%

担当部署

中小企業庁

取引課

事業環境部

（出所：中小企業庁）
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独立行政法人 中小企業基盤整備機構（中小機構）
独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）では、2010 年 7 月にフ ァ ン ド 出 資 事 業 の
見 直 し を 行 い 、「起業支援ファンド」
「中小企業成長支援ファンド」
「中小企業再生ファンド」
の 3 事業に再編している。
このうちベンチャー企業への投資に関するものは、
「起業支援ファンド」と「成長支援ファン
ド」であり、個々のファンド総額の 50％、かつ 60 億円を上限に LP 出資している。
リーマンショック以降のベンチャー企業へのリスクマネーが低調な中において、中小機構は継
続的にファンドに LP 出資することで、民間資金の呼び水機能としての役割を果たしている。
中小機構の起業・成長支援ファンド
1．ファンド組成：中小機構は
LP としてファンド総額の 1/2 以内
を出資
2．主な投資対象：主に創業また
は成長初期の段階にある中小企業
者、および新たな成長・発展を目
指す中小企業者
（出所：中小機構資料）

中小機構ファンド出資額と中小機構出資割合の推移

（注 1）中小企業再生ファンド及び産業復興機構を除く
（注２）中小機構出資契約時の金額
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新興市場におけるＩＰＯ社数

（出所：中小機構資料）

中小機構出資ファンド一覧（2016 年度～）
機構加入
年度

2016年度
（2016/42017/3）

2017年度
（2017/42017/6末）

ファンド種類

機構加入月

当機構出資約束額
(億円）

地方創生新潟1号投資事業有限責任組合

成長支援

2016年5月

5

新潟ベンチャーキャピタル㈱

GMO VenturePartners 4投資事業有限責任組合

起業支援

2016年5月

15

GMO VenturePartners㈱

Sosei RMF1投資事業有限責任組合

成長支援

2016年6月

10

そーせいコーポレートベンチャーキャピタル㈱

Social Entrepreneur2投資事業有限責任組合

起業支援

2016年7月

4.5

PE&HR㈱

名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー1号投資事業有限責任組合

成長支援

2016年7月

6

日本ベンチャーキャピタル㈱

日本協創1号投資事業有限責任組合

成長支援

2016年9月

20

日本協創投資㈱

Spiral Ventures Japan Fund 1号投資事業有限責任組合

起業支援

2016年9月

10

Spiral Ventures Japan 有限責任事業組合

熊本未来創生投資事業有限責任組合

成長支援

2016年9月

20

㈱くまもと未来創生キャピタル

みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合

起業支援

2016年10月

15

みやこキャピタル㈱

AT-Ⅱ投資事業有限責任組合

起業支援

2016年12月

25

グリーベンチャーズⅡ有限責任事業組合

ライジング・ジャパン・エクイティ第二号投資事業有限責任組合

成長支援

2017年1月

30

ライジング・ジャパン・エクイティ㈱

アント・カタライザー5号投資事業有限責任組合

成長支援

2017年3月

30

アント・キャピタル・パートナーズ㈱

日本産業推進機構2号投資事業有限責任組合

成長支援

2017年3月

10

NSSKジェンパー2号合同会社

K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合

成長支援

2017年4月

3.9

K&Pパートナーズ㈱

KVPシード・イノベーション1号投資事業有限責任組合

起業支援

2017年5月

5

ファンド名

ファンド運営者

KLab Venture Partners㈱

（注）中小企業再生ファンドを除く

（出所：中小機構資料）

中小機構は、ファンド出資以外に、インキュベーション施設の提供、ベンチャー企業の表彰、
創業・新事業支援施設「BusiNest」及び、新ビジネス創発拠点「TIP*S」の運営などの広範なベ
ンチャー支援事業も行っている。
中小機構のベンチャー支援活動
項目

内容

・新しいビジネスの成長・事業化促進施設であるインキュベーション施設の運営
インキュベー
全国32施設を運営し、起業家に事業スペースと各種支援を提供
ション施設
（http://www.smrj.go.jp/incubation/054808.html）

表彰制度

・Japan Venture Awards の開催
ベンチャー企業の経営者を称える表彰制度（年１回、2017年で17回目）
（http://j-venture.smrj.go.jp/outline/index.html）

創業・新事業 ・創業・新事業支援施設「BusiNest」の運営
支援施設
中小企業大学校東京校内においてオフィススペースや各種セミナー等を提供
「ＢｕｓｉＮｅｓｔ」 （http://businest.smrj.go.jp/）
新ビジネス
創発拠点
「TIP*S」

・新たなビジネス創発支援の場となる交流・活動拠点「TIP*S」の運営
様々なイベントやワークショップ、セミナーを通じて学びの場を提供
（http://tips.smrj.go.jp/）

（出所：中小機構資料）
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独立行政法人 日本貿易振興機構（JETRO）
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）では、シリコンバレーなどの世界のイノベーション・
エコシステムの中で知的財産を活用した海外展開にチャレンジする中堅・中小・ベンチャー企業
を支援する、「ジェトロ・イノベーション・プログラム（JIP）
」を実施している。
日本発知財活用ビジネス化支援事業「ジェトロ・イノベーション・プログラム（JIP）
」の概要
（以下はすべて 2017 年度の実施例）

項目

内容

対象業種・企業

産業財産権（特許、実用新案、意匠）を保有もしくは出願し、イノベーティブな技術・製品・
ビジネスモデルを有する、中堅・中小・ベンチャー企業（選考有り）

無料プログラム
（一例）

●国内セミナー
過去および今後ジェトロ・イノベーション・プログラム（JIP）実施国・地域のエコシステ
ムの紹介
●ビジネス・ディベロップメント研修「Boot Camp」
ビジネスモデル構築、KPI 策定、マーケティングに関するセミナーとピッチトレーニング、
メンタリングなどのプログラムからなる、２~4 日間の双方向集中研修。プログラム実施国
のアクセラレーターを講師に招き実施。本研修会期にあわせ、工業所有権情報・研修館
（INPIT）から知財プロデューサーを招き、技術流出の防止策等、知財に関する講義を開催
●メンタリング
参加企業に最適な専属メンターを選出し、一貫したメンタリングを行う

有料プログラム
（一例）

●展示会参加
①「Disrupt SF」 【2017 年 9 月 18 日～20 日】
スタートアップの登竜門として全世界から注目を集めるサンフランシスコのイベントに
出展
②「GITEX」 【2017 年 10 月 8 日～12 日】
ドバイで開催される中東・南アジア・アフリカ最大の情報通信関連展示会のスタートアッ
プ向けエリアに出展。同展示会で開催されるピッチイベントや投資家とのマッチングイベ
ント等にも参加予定
③「Fintech Festival」

【2017 年 11 月 14 日～16 日】

シンガポールで開催される世界最大のフィンテックイベントに出展
④「China hi-Tech fair」 【2017 年 11 月 16 日～17 日】
「中国のシリコンバレー」と呼ばれる深センで開催される、中国最大の先端技術見本市
に出展。2016 年は 3,900 社が出展し、589,000 人が来場した
●ビジネスマッチングイベント参加
「TechMatch」（JETRO 主催型）

【2017 年 9 月 21 日～22 日】

アクセラレーターUSMAC と提携してシリコンバレーで開催する JETRO 独自のマッチン
グイベントに参加。来場者は現地有力企業、VC、投資家等
（次ページへ続く）
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（前ページより続き）

項目
応募期間

内容
シリコンバレー・プログラム募集締切
ドバイ・プログラム募集締切

2017 年 7 月 13 日

シンガポール・プログラム募集締切
深セン・プログラム募集締切
事業成果

2017 年 6 月 23 日
2017 年 7 月 31 日

2017 年 8 月 22 日

 2015 年度は、本プログラムをシリコンバレー、シンガポールで、2016 年度は、シ
リコンバレー、シンガポール、イスラエルにて実施
 ライセンス契約 5 件、シリコンバレー等への法人設立 11 件、輸出売買契約・販売代

理店契約 5 件が成立
担当部署

知的財産・イノベーション部

イノベーション促進課

（出所：
「ジェトロ・イノベーション・プログラム（JIP）
」サイト https://www.jetro.go.jp/services/innovation/）

中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業
等に対して、基礎となる出願（特許、実用新案、意匠、商標）と同内容の外国出願にかかる費用
の半額を助成する。
中小企業等外国出願支援事業の概要
（以下はすべて 2017 年度の実施例）

項目

内容

対象業種・企業

基礎となる日本出願（特許、実用新案、意匠、商標）等と同内容を外国特許庁へ出願する
予定の中小企業やベンチャー企業、もしくは個人事業者等

サービス内容・

応募時に既に日本国特許庁に対して行った出願と同内容の出願を、本事業採択後、2017 年

費用

12 月までに外国特許庁に行う場合、外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳
費等の、外国出願に係る経費（助成対象経費）の一部を助成する
補助率：助成対象経費の２分の１（千円未満の端数は切り捨て）
上限額：１企業に対する上限額
案件ごとの上限額：特許
実用新案・意匠・商標

300 万円

150 万円
60 万円

冒認対策商標※30 万円
※冒認対策商標：第三者による抜け駆け出願（冒認出願）の対策を目的とした商標出願
応募期間

募集締切

2017 年 8 月 4 日

担当部署

知的財産・イノベーション部 知的財産課

（出所：ジェトロ外国出願費用の助成（中小企業等外国出願支援事業

外国出願デスク

http://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html）
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国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のスタートアップ支援事業
として、以下を実施している。

① Technology Commercialization Program（TCP）
研究開発型ベンチャーの起業を志す、国内の大学・企業の研究者等を対象に、ビジネスプラン
作成のための研修と、作成したビジネスプランを投資家等の前で発表するピッチイベントの機会
を提供する事業を実施。
項目

内容

事業目的

大学等の研究成果の事業化を促進するとともに、起業家の育成と大学発ベンチャーの発掘

事業内容

ビジネスプラン作成のための研修と、ベンチャーキャピタリストや元起業家などのメンタ

を行うこと。
ーからの個別指導を行う。また、選抜者には、それらを経て作成したビジネスプランを投
資家等の前で発表するピッチイベントの機会を、国内外において提供する。
助成率
助成金額

研修事業であり、助成金等の金銭的支援はなし。

事業期間

2014 年 7 月下旬から 2018 年 3 月 31 日まで

公募期間

【2015 年度】2015 年 7 月 1 日～8 月 28 日
【2016 年度】2016 年 6 月 1 日～8 月 26 日
【2017 年度】2017 年 6 月 5 日～9 月 22 日

担当部署

イノベーション推進部

スタートアップグループ
（出所：NEDO）

② SUI による事業化可能性調査等の実施
事業化支援人材（カタライザー）のハンズオン指導のもと、将来のメガベンチャーを目指す起
業家候補（スタートアップイノベーター：SUI）支援の公募を行った。2016 年度は 53 件の応募
があり、7 件を採択した。
項目
支援概要
支援内容

内容
・具体的な技術シーズを活用した事業構想を有する起業家候補を公募
・研究開発型ベンチャーを立ち上げ、将来のメガベンチャーとなるための活動を実施
【2016 年度】
① NEDO が委嘱する事業化支援人材（カタライザー）がハンズオンで行う各種起業活
動支援
② SUI が「事業化可能性調査」として実施する活動に、原則 1 チーム当たり上限 3,500
万円/年（労務費込み）を 1 年間支援
③ 外部技術シーズとのマッチングを支援
④ 投資者および提携先とのマッチングを支援
⑤ NEDO 本部（川崎）に SUI が利用可能なコワーキングスペースを用意

事業期間

【2016 年度】2016 年 12 月下旬から 2017 年 12 月 28 日まで

公募期間

【2016 年度】2016 年 9 月 1 日～10 月 3 日
※2017 年度の公募は無し

担当部署

イノベーション推進部

スタートアップグループ
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③ シード期の研究開発型ベンチャーに対する事業化支援
2015 年度より、研究開発型ベンチャーを支援する国内外のベンチャーキャピタルやシード・
アクセラレーター等（以下「VC 等」という）を NEDO が認定し、その VC 等が出資するシード
期の研究開発型ベンチャーの事業化（実用化開発、企業化可能性調査等）を助成する事業を開始
した。まずは VC 等の認定を行い（認定件数 25 件）
、その後助成事業者であるシード期の研究開
発型ベンチャー（STS(Seed-stage Technology-based Startups)）の公募を実施した。2015 年度は 19
件、2016 年度は 13 件を採択・交付している。
項目

内容

事業目的

STS が必要とする研究開発および事業化に必要な資金、並びに活動を、VC 等と NEDO
が協調して支援することにより、将来のメガベンチャーとなる STS を創出・育成すると
ともに、グローバルなネットワークを持つ VC 等の日本での活動を活性化し、エコシステ
ムを強化することを目的とする。

助成対象事業

 具体的技術シーズがあって、研究開発要素があることが想定され、かつ、競争力強化の
ためのイノベーションを創出しうる事業であること。
 具体的な技術シーズを活用した事業構想を持ち、認定 VC がその事業構想に係るチェッ
クを行った上で、交付申請書における助成金申請額（助成対象経費の 2/3 以内）の 1/2
以上の出資を受けることが予定されていることが必要。
 申請時において、業として出資を行う者から 2 億円以上※の出資を得ていないことが必
要。

※平成 29 年度第 2 回公募は上限 3,000 万円

助成率

2/3 以内

助成金額

7,000 万円※まで
※平成 29 年度第 2 回公募は 2,000 万円まで
【2016 年度第 1 回公募】交付決定日から 2017 年 9 月 30 日まで
【2016 年度第 2 回公募】交付決定日から 2017 年 10 月 31 日まで
【2017 年度第１回・第２回公募】交付決定日から 2018 年 2 月 28 日まで
【2016 年度第 1 回公募】2016 年 4 月 15 日～2016 年 5 月 27 日
【2016 年度第 2 回公募】2016 年 7 月 11 日～2016 年 8 月 26 日
【2017 年度第１回公募】2017 年 4 月 3 日～2017 年 5 月 31 日
【2017 年度第２回公募】2017 年 7 月 19 日～2017 年 8 月 21 日

事業期間

公募期間

担当部署

イノベーション推進部

スタートアップグループ
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④ 企業間連携スタートアップに対する事業化支援
2016 年度に、事業会社と共同研究等を実施する研究開発型ベンチャー（企業間連携スタート
アップ：Startups in Corporate Alliance 以下「SCA」という）の事業化（実用化開発、企業化可能
性調査等）を助成する事業を開始。2016 年度は 12 件を採択・交付している。
項目
事業目的

内容
事業を通じた SCA と事業会社のマッチングや SCA の M&A 等エグジットを促進し、ベン
チャー・エコシステムの強化を目指すもの。

助成対象事業

・具体的技術シーズがあって、研究開発要素があることが想定され、かつ、競争力強化の
ためのイノベーションを創出しうる事業であること。
・具体的な技術シーズを活用した事業構想を持ち、事業会社との共同研究等に関する契約
を締結していることが必要。

助成率

2/3 以内

助成金額

7,000 万円まで

事業期間

【2016 年度】交付決定日から 2018 年 2 月 28 日まで

公募期間

【2016 年度】2016 年 10 月 3 日～2016 年 11 月 24 日

担当部署

イノベーション推進部

スタートアップグループ

（出所：NEDO）

⑤ 高度専門産業支援人材育成プログラム（SSA）
広い知見と高い専門性を持ち、研究開発型ベンチャーの成長を伴走支援できる人材の育成を行
う高度専門支援人材育成プログラム「NEDO Technology Startup Supporters Academy（SSA）」を実
施。
項目
事業目的

内容
第一線で活躍するベンチャー企業やイノベーションの有識者による講義やワークショッ
プ、さらには NEDO プログラムならではといえる研究開発型ベンチャー支援の実践的な
OJT 機会を通じて、質の高い支援者の養成を目指す。

事業内容

① テクノロジーベンチャー支援に必要な、基本的な知識やスキルを身に付ける講義群
② 伴走型支援者としてのマインドを培う場の提供
③ 上記の OJT（NEDO 事業者の支援現場）での実践的なアウトプット機会の提供など

助成率
助成金額

研修事業であり、助成金等の金銭的支援はなし。

事業期間

2017 年 10 月初旬～2018 年 1 月頃まで

公募期間

【2017 年度】2017 年８月 21 日～9 月 19 日

担当部署

イノベーション推進部

スタートアップグループ
（出所：NEDO）
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⑥ オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会
民間事業者の「オープンイノベーション」の取り組みを推進するとともに、
「ベンチャー宣言」
を実現することにより、我が国産業のイノベーションの創出及び競争力の強化に寄与することを
目的として発足したオープンイノベーション・ベンチャー創造協議会の運営事務局を務め、オー
プンイノベーションに関する各種調査研究やイベントを実施している。
項目
目的・概要

内容
民間事業者の「オープンイノベーション」の取り組みを推進し、我が国産業のイノベ
ーションの創出および競争力の強化に寄与することを目的として 2017 年 3 月 1 日に
設立。事務局長(NEDO 副理事長)を運営のトップとして、運営方針に基づいてアドバ
イザリーコミッティ、相談役（株式会社小松製作所 取締役会長 野路國夫氏）の助言
を得て運営。

活動内容

1. 会員間におけるオープンイノベーションの推進事例の共有
2. 海外のオープンイノベーション動向の把握
3. 啓発・普及活動
4. ベンチャー企業の創造
5. 既存企業発ベンチャー創造（ベンチャー企業と既存企業との連携促進を含む）
6. 大学・研究機関等との交流の促進
7. 起業家教育の推進
8. 重要分野におけるオープンイノベーションの推進に関する検討
9. オープンイノベーション白書の作成
10. 政策提言
11. その他協議会の目的の達成に資する活動

会員数

916（2017 年 7 月 1 日時点）

会員構成

企業会員、賛助会員（大学・公的機関・個人等）

会費

無料

募集方法

下記 HP より会員登録（随時受付）

詳細ページ

https://www.joic.jp/index.htm

担当部署

イノベーション推進部

スタートアップグループ
（出所：NEDO）
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所（AIST）
国立研究開発法人産業技術総合研究所（AIST：産総研）では、従来から先端的な研究成果を
スピーディーに社会に出していくため、ベンチャー企業の創出・支援に取り組んでいる。2002
年より創出・支援の制度を構築し、現在はベンチャー開発・技術移転センターがそのプラットフ
ォームとして、
「スタートアップ開発戦略タスクフォース」の実施並びに「ベンチャー技術移転
促進措置」および「出資業務」の運用を行っている。
ベンチャー開発・技術移転センターの業務概要
項目
スタートアップ開発戦略タスクフォース

内容
主に産総研で生まれた技術シーズを対象に、研究者とビジ
ネス人材が協力してベンチャー創業を目指す事業化プロジ
ェクト

カーブアウト事業

企業の技術シーズと人材を受け入れて、タスクフォースで
ベンチャー企業の創出を目指すプロジェクト

ベンチャー技術移転促進措置

産総研技術移転ベンチャーへの知財権の一部譲渡、独占実
施権の付与、施設・設備使用料の割引、専門家相談の機会
提供など

産総研の設備・特許等を産総研技術移転ベンチャー等に現物出資
産総研技術移転ベンチャーをウェブサイト「TECH Meets BUSINESS」で広く紹介
https://unit.aist.go.jp/ictes/tmb/
（出所：産業技術総合研究所）

ベンチャー開発・技術移転センターは、各技術シーズの特徴や性格に合った事業化の推進を目
的に、（1）既存企業への知的財産等のライセンシングによる技術移転と（2）技術移転ベンチャ
ー等の創業による事業化の 2 つの事業化方法を一元的に扱う組織として、「ベンチャー開発部」
と「知的財産部

技術移転室」とが一体化し、2015 年 4 月に発足した。

同センターでは、そのベンチャー創出・支援活動の成果を報告するとともに創業したベンチャ
ー企業と大手企業等との交流を図るイベントとして、
「産総研発ベンチャーTODAY」
（2016 年よ
り改称*）を 2005 年より開催している。（https://unit.aist.go.jp/ictes/tmb/tf/index.html）
直近では、「産総研発ベンチャーTODAY ‐IT 技術が拓く新しいリアリティの社会‐」（2016
年 8 月）及び「産総研発ベンチャーTODAY ‐ライフ・グリーンのイノベーションで安全・安心
な未来を築く‐」
（2017 年 1 月）と題し、テーマ性を持ったイベントとして 2 回開催した。今後
も引き続き同様のイベントを開催する。
ベンチャー開発・技術移転センターでは、技術移転促進措置を受けている又は技術移転促進
措置を受けた実績を有する法人等に対し、産総研技術移転ベンチャーの称号を付与している。
2016 年度末までの産総研技術移転ベンチャー創業数は 135 社、同年度には 4 社創業となってい
る。
また、同センターでは、ベンチャー企業の事業活動を支援するため、金融機関や事業会社、ビ
ジネスインキュベーション機関等とのネットワーク「AIST スタートアップスクラブ」を構築し、
外部の支援制度や研究開発資金公募の情報提供、企業との協業・連携の機会提供等を行っている。
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独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、一般社団法人未踏と連携し、未踏 IT 人材の産業界
等でのさらなる活躍に向け、未踏 IT 人材がプレゼンテーションやパネルディスカッション等を
行い、交流する未踏会議 2017（「未踏会議（シンポジウム）」、
「未踏ナイト（交流イベント）
」）
を 2017 年 3 月 10 日（金）
〔未踏の日〕に開催した。
また、未踏的 IT 人材が自らのアイディアや技術力を最大限に活かし、ビジネスにつなげてい
けるよう、優れた能力と実績を持ち合わせたプロジェクトマネージャー等による指導・助言、活
動に必要となる資金支援を行う「未踏アドバンスト事業」を 2017 年度から実施し、6 件のプロ
ジェクトを採択した。
「未踏会議 2017」開催概要
項目
目的

内容
産業界等における未踏 IT 人材の活用が促進され、更なる活躍のフィールドが広がることを
狙いとして開催

定員

150 名（パブリックビューイング含む）

開催場所

恵比寿アクトスクエア

開催日

2017 年 3 月 10 日

担当部署

IT 人材育成本部

イノベーション人材センター
（出所：独立行政法人情報処理推進機構「未踏会議 2017 開催案内」）

「未踏アドバンスト事業」概要
項目
事業内容

内容
未踏的 IT 人材が自らのアイディアや技術力を最大限に活かし、ビジネスにつなげていける
よう、優れた能力と実績を持ち合わせたプロジェクトマネージャー等による指導・助言、活
動に必要となる資金支援を行う

公募対象

市場性、開発実現性、事業性を兼ね備えた IT を活用した革新的なアイディア・プロトタイ
プ（製品・サービスの企画・構想を練っている段階、製品・サービスのプロトタイプ開発を
継続している段階）を有し、起業または事業化に強い関心を持つ未踏的 IT 人材からのプロ
ジェクト（個人または個人からなるグループが対象）

契約形態

委託契約

事業期間

2017 年 7 月下旬予定～2018 年 2 月 28 日

公募期間

2017 年 3 月 22 日～4 月 21 日

担当部署

IT 人材育成本部

イノベーション人材センター
（出所：独立行政法人情報処理推進機構）
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内閣府
１． 国家戦略特区による規制改革
国家戦略特区については、2013 年 12 月に成立した国家戦略特区法に基づき、2015 年度末ま
での 2 年間を集中取組期間とし、いわゆる岩盤規制全般について突破口を開いてきた。
2016 年度からは、国家戦略特区の「第二ステージ」を加速的に推進するため、2017 年度末
までの 2 年間を「集中改革強化期間」として、「幅広い分野における『外国人材』の受入れ促
進」などの重点的に取り組むべき 6 つの分野・事項を中心に、残された「岩盤規制」改革を行
うことなどを「新たな目標」として設定したところである。
これまでに、国家戦略特区により実現した規制改革事項は、全国的措置等を含め 80 程度と
なっており、都市計画の手続き迅速化、いわゆる民泊（宿泊可能な住居）の解禁、医学部の新
設、地域限定保育士制度の創設、雇用条件の明確化（雇用労働相談センターの設置）、公立学
校の民間開放、農業委員会の事務分担の見直し、企業による農地取得の特例など、永年にわた
り実現できなかった規制改革を実現してきた。
また、2014 年 5 月、2015 年 8 月、2016 年 1 月と 3 次にわたり指定してきた 10 区域（東京
圏、関西圏、新潟市、養父市、福岡市・北九州市、沖縄県、仙北市、仙台市、愛知県、広島県・
今治市）において、合計 242 もの事業が、それぞれ 83 回、30 回開催した区域会議及び特区諮
問会議を通じて総理により認定され、目に見える形で迅速に進展している。
さらに、2017 年 6 月には、前述の 6 つの分野・事項を中心に新たな規制改革事項等を定め
た改正特区法が成立し、規制の「サンドボックス」制度の創設に向けた検討や、
「クールジャ
パン・インバウンド人材」や「農業人材」に関する「外国人材」の受入れの実現に向けた検討
を行っている。
２． 国家戦略特区における主な起業・開業関連の取組
① 「雇用労働相談センター」の設置

国家戦略特区においては、2014 年秋以降、新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、
我が国の雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めることにより、紛争を生じることなく
事業展開することが容易となるよう、裁判例の分析・類型化を行った「雇用指針」を活用し、
弁護士等が無料で助言等を行う「雇用労働相談センター」を、福岡市、関西圏、東京圏、新潟
市、愛知県、仙台市、広島県の全国 7 か所に設置している。

② 「東京開業ワンストップセンター」の設置

東京圏では、国と東京都が共同で運営する「東京開業ワンストップセンター」を 2015 年 4
月に開設し、外資系企業や国内ベンチャー企業等の開業の促進を図っている。開業にあたって
の行政手続きの縦割りによる煩雑さを軽減すべく、公証人による定款認証、登記、税務、年金・
社会保険、在留資格認定証明書等の法人設立に係る手続きを集約化し、各部門のブースには、
関係省庁及び東京都が相談員を派遣し、申請文書等の作成支援・受付等を行っている。また、
多言語による通訳や翻訳サービスについても、提供している。
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2016 年 12 月からは、8 種類全ての手続きについて、書類の受付が可能になるとともに、2017
年 4 月には渋谷に、7 月には丸の内にサテライトセンターが開設された。
2017 年 6 月末までの利用実績は、①利用者数 2,777 名、②利用件数 5,307 件、③申請件数 324
件となっている。
＜東京開業ワンストップセンター

（2015 年 4 月 1 日開設）＞

●フロア図（JETRO 本部 7 階（アーク森ビル）
）

※同一フロア内に「ビジネスコンシェルジュ東京」の窓口や「東京圏雇用労働相談センター」の窓口も設置し、ビ
ジネスマッチングや雇用相談等のサービスをワンストップ化。

区分

取扱業務

定款認証

公証人による法人設立に係る定款認証

法人設立登記

会社設立登記申請

税務（国税）

①法人設立届出書、②青色申告の承認、③給与支払事務所等の開設・移転・廃止届
出書、④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

税務（都税）

①法人設立届出書、②申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書

入国管理

法人設立に係る「経営・管理」、
「企業内転勤」及び「技術・人文知識・国際業務」
の在留資格認定証明書交付申請書（同時申請の家族に係る申請書を含む）

雇用保険

①雇用保険適用事業所設置届、②雇用保険被保険者資格取得届

労働保険

①労働保険関係成立届、②労働保険概算保険料申告書、③適用事業報告、④就業規
則届、⑤時間外労働・休日労働に関する協定書

健康保険・

①新規適用届、②被保険者資格取得届、③健康保険被扶養者（異動）届・国民年金

厚生年金保険

3 号被保険者資格取得届、④ローマ字氏名届
（出所：東京開業ワンストップセンターHP をもとに作成）
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③ その他の取組
国家戦略特区においては、上記のほか、NPO 法人の設立手続きの迅速化や官民の垣根を超
えた人材移動の柔軟化等についても特例を活用することが可能となっており、各特区において、
起業・開業による経済の活性化を図っている。
また、一定の企業（小規模企業、農業・医療等の中小企業）については、エンジェル税制に
係る営業キャッシュフローの赤字要件の緩和等、課税の特例措置も講じている。
国家戦略特区における起業・開業関係の特例
事項

概要

活用自治体

官民の垣根を超えた

スタートアップ企業における優秀な人材確保のため、国

福岡市、北九州市

人材移動の柔軟化

の行政機関の職員がスタートアップ企業で働き、一定期

広島県、今治市

間内に再び国の職員になった場合の退職手当の算定に
ついて前後の期間を通算。
人材流動化支援施設

国、自治体、大企業に勤務する人材をスタートアップ企

福岡市

の設置

業で働きやすくするため、人材流動化支援施設を設置

広島県

し、労働市場の流動性向上、スタートアップ企業におけ
る優秀な人材の確保に資する援助を行う。
ＮＰＯ法人の設立

ソーシャルビジネスの重要な担い手でもある特定非営

仙台市

手続きの迅速化

利活動法人の設立を促進するため、その設立認証手続に

養父市（主体は兵庫県）

おける申請書類の縦覧期間（現行 2 か月）を大幅に短縮。 兵庫県、神戸市
福岡市、北九州市
愛知県、名古屋市
千葉市
仙北市
新潟市
広島県、今治市
創業人材等の多様な

創業人材について、地方自治体による事業計画の審査等

東京都

外国人の受入れ促進

を要件に、
「経営・管理」の在留資格の基準（当初から

福岡市

「2 人以上の常勤職員の雇用」又は「最低限（500 万円） 広島県、今治市
の投資額」等）を緩和。

新潟市
仙台市
愛知県
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総務省
総務省では、ICT 分野において破壊的な地球規模の価値創造を生み出すために、大いなる可能
性がある奇想天外で野心的な ICT 技術課題への挑戦を支援している。また、ICT 分野において、
革新的な技術シーズやアイデアの事業化を目指すベンチャー企業等およびそれを支援する VC
等も支援している。
独創的な人向け特別枠「異能 vation」プログラム
項目
意図

内容
日々新しい技術や発想が誕生している世界的に予想のつかない ICT 分野において、破壊的
な地球規模の価値創造を生み出すために、大いなる可能性があり、奇想天外で野心的な技
術課題への挑戦を支援。ゴールへの道筋が明確になる価値ある失敗に挑戦することを恐れ
ない雰囲気の醸成。

募集の対象者

 課題の発案者であり、その課題を実現するために自立して技術開発を推進する者である
こと。
 技術開発の全期間を通じ、課題の実現に向け、責任をもち遂行することができること。

採択予定数

10 件程度

支援期間

1 年間

支援する研究費

300 万円（上限）

担当部署

情報通信国際戦略局 技術政策課
（応募参考：異能 vation ウェブサイト（http://www.inno.go.jp/））

ICT イノベーション創出チャレンジプログラム（I-Challenge!）
項目
意図

内容
ICT 分野において、革新的な技術シーズやアイデアを用いた新事業の創出を目指すベンチ
ャー企業等に対して、VC 等の民間の事業化ノウハウ等の活用による事業育成支援と研究
開発支援を一体的に推進する。

募集の対象者

【革新的な技術シーズやアイデアの事業化を目指すベンチャー企業等（研究開発機関）
】
・中小企業基本法に規定する中小企業
・学校教育法に規定する大学等の公益法人

等

【研究開発機関を支援する VC 等（事業化支援機関）
】
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
採択予定数

3～5 件程度

支援期間

1 年間

支援する研究費

研究開発機関：1 億円※（上限）＜間接経費（30％以内）含む＞
補助率

中小企業

等

3 分の 2、大学等 10 分の 10

事業化支援機関：1 千万円※（上限）＜一般管理費含む＞
補助率

3 分の 2

※平成 29 年度の新規採択予定件数は 3～5 件を想定。１件あたりの補助金交付額は、1
年間で研究開発機関が 5 千万円程度、事業化支援機関が 500 万円程度を想定。
担当部署

情報通信国際戦略局 技術政策課調査係

（出所：総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictR-D/ichallenge/））
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国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）
国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）は「ICT メンタープラットフォーム」※を組織し、
ICT ベンチャー創造支援のため、総務省との共催により、学生向けに「起業家甲子園」、若手起
業家向けに「起業家万博」を実施している。
2017 年度は、2018 年 3 月 7 日（水）に「起業家甲子園」
、2018 年 3 月 8 日（木）に「起業家
万博」を開催する。
また、起業家甲子園の出場予定者を対象として、グローバルマインドを身につける機会を提供
するため、米国シリコンバレーにおいて「シリコンバレー起業家育成プログラム」を実施する。
※「ICT メンタープラットフォーム」
ICT 分野の事業化を阻むとされる「3 つ（事業、資金、人材）のクレバス」を埋めるため、
ICT 業界等で活躍する方々を「国立研究開発法人情報通信研究機構 ICT メンタープラット
フォーム メンター」として組織化し、その「メンター」と「地域」、
「若い人材」をつなぐ
プラットフォームである。
「起業家甲子園」概要
項目
事業概要

内容
全国から選抜された高専学生、大学生および、大学院生等の若者が、ICT を用いて自
ら開発した商品・サービスをメンターとともに更に磨きをかけ、アントレプレナーシ
ップ魂を込めたプレゼンテーションにより競い合うビジネスコンテストである。
2016 年度は 8 チームが出場した。

開催日

2017 年 3 月 7 日

主催

国立研究開発法人情報通信研究機構

参加者

教職員、学生、大手企業、都内 ICT 系企業、投資会社、地域支援団体関係者等 約 150 名
（出所：
「情報通信ベンチャー支援センター」ホームページ）

「起業家万博」概要
項目
事業概要

内容
「起業家万博」は、ICT を用いて豊かな世の中を目指そうと取り組む全国各地の ICT
ベンチャーが、工夫を凝らした新規事業（商品・サービス）を発表し、事業提携・資
金調達・販路拡大・人材確保などのビジネスマッチングにチャレンジするイベントで
ある。2016 年度は 8 社が発表した。

開催日

2017 年 3 月 8 日

主催

国立研究開発法人情報通信研究機構

参加者

大手企業、都内 ICT 系企業、投資会社、地域支援団体関係者等

約 170 名

（出所：
「情報通信ベンチャー支援センター」ホームページ）
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文部科学省
文部科学省では、平成 26 年度より 3 年間、グローバルアントレプレナー育成促進事業 （EDGE
プログラム）によって、海外機関や企業等と連携し、起業に挑戦する人材や産業界でイノベーシ
ョンを起こす人材の育成プログラムを開発・実施する大学等の支援を行ってきた。
平成 29 年度からは、EDGE プログラムに採択された大学をはじめ、これまで各地の大学で取
り組まれてきたアントレプレナー教育で得られた成果や課題を踏まえて、大学等の研究開発成果
を基にした起業や新事業創出に挑戦する人材の育成、関係者・関係機関によるベンチャー・エコ
システムの構築を目的として、次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT：Exploration and
Development of Global Entrepreneurship for NEXT generation）を行っている。

●次世代アントレプレナー育成事業 （EDGE-NEXT）
優れた人材育成プログラムを実施すると見込まれた 5 コンソーシアムを採択し、各拠点のアン
トレプレナー育成に係る高度なプログラム開発等、エコシステム構築に資する費用を支援してい
る。
（支援期間：平成 29 年度～平成 33 年度（5 年間）
）なお、複数の民間企業や海外機関、他大
学との連携を条件としている。
次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）採択コンソーシアム
プログラム名称
（コンソーシアム名）

実施機関
主幹機関

協働機関

“EARTH on EDGE”～東北・北海道からの起業
東北大学
復興～

北海道大学、小樽商科大学、京都大学、神戸大学、宮城大学

産官学グローバル連携によるEDGE NEXTプロ
グラム
(Global Tech EDGE NEXT)

東京大学

筑波大学、お茶の水女子大学、静岡大学

名古屋大学

岐阜大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、三重大学
（＊1）その他協力大学あり

九州大学

奈良先端科学技術大学院大学、大阪府立大学、立命館大学
（＊2）その他協力大学あり

Tokai-EDGE（Tongali）プログラム

多様性と創造的協働に基づくアントレプレナー
育成プログラム
（IDEA: Innovation x Diversity x
Entrepreneurship Education Alliance）

ＥＤＧＥ-ＮＥＸＴ 人材育成のための共創エコシス
早稲田大学
テムの形成

山形大学、滋賀医科大学、東京理科大学
（＊3）その他協力大学あり

（＊1）：大阪大学
（＊2）：広島大学、福岡大学、崇城大学、立命館アジア太平洋大学
（＊3）：会津大学、多摩美術大学
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●官民イノベーションプログラム
官民イノベーションプログラムによる国立大学法人に対する 1,000 億円出資
2012 年度補正予算で高い研究力及び共同研究実績を有する 4 つの国立大学に対して 1,000 億円を出資
・大学別出資額（計 1,000 億円）
①東京大学 417 億円、②京都大学 292 億円、③大阪大学 166 億円、④東北大学 125 億円

大学
①東京大学

金額

認定・認可の申請とその状況

417 億円

○ 2016 年１月に東京大学協創プラットフォーム開発株式会社設立。同年１
２月に１号投資事業有限責任組合設立（大学から組合への出資額：230 億
円）
。
○ ファンド・オブ・ファンズとして、３件の出資を決定。

②京都大学

292 億円

○ 2014 年 12 月に京都大学イノベーションキャピタル株式会社設立。2016
年１月に１号投資事業有限責任組合設立（大学から組合への出資額：150
億円）
。
○ 2016 年度に 11 件のベンチャーに出資。

③大阪大学

166 億円

○ 2014 年 12 月に大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社設立。2015 年８
月に１号投資事業有限責任組合設立（大学から組合への出資額：100 億
円）
。
○ 2015 年度に３件、2016 年度に７件のベンチャーに出資。

④東北大学

125 億円

○ 2015 年 2 月に東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社設立。同年 9 月
。
に 1 号投資事業有限責任組合設立（大学から組合への出資額：70 億円）
○ 2015 年度に 1 件、2016 年度に６件（うち既存 2 件）のベンチャーに出
資。
（出所：文部科学省資料）

国立大学法人による出資制度の概要
○ 産業競争力強化法において、国立大学法人等が一定の要件を満たしたベンチャー
支援会社等への出資を可能とする制度改正を措置（2014年4月1日施行） 。
政府
官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議

文部科学省

①認定（経産省と共管）

②認可

国立大学法人等
出資先のチェック、
大学発ベンチャー等との連携

出資

認定特定研究成果活用支援事業者
新事業立ち上げの
プロフェッショナル等

共同研究その他の連携
ファンド
大学発ベンチャー等
事業活動において
研究成果を活用

（投資事業有限責任組合）

経営上の助言、資金供給等の支援

研究成果の活用促進を通じた新しい社会的価値の創出！

（出所：国立大学出資事業シンポジウム資料）
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国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）では、未来社会を創成する科学技術イノベーショ
ンの実現のため、研究開発の戦略の立案、戦略的な基礎研究や産学連携による実用化の推進、そ
して、科学技術情報インフラ構築や次世代イノベーション人材の育成などを実施している。研究
成果のベンチャー企業を通じた社会還元も重要な取り組みのひとつであり、ベンチャー支援事業
として「大学発新産業創出プログラム（START）」
「出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS）」
「産学共同実用化開発事業（NexTEP）みらい創造ベンチャータイプ」「大学発ベンチャー表彰」
を実施している。

●大学発新産業創出プログラム（START）
本事業では、大学発ベンチャー創出を支援するため、事業プロモーターとして認定されたベン
チャーキャピタル等の事業化ノウハウをもった人材が、大学のもつポテンシャルの高い技術シー
ズについて、大学と連携して事業化構想を策定し、ベンチャー創出を目指している。2017 年 7
月までに 27 社の START 発ベンチャーが生まれた。
また、2017 年度から、更なる研究成果の社会還元を加速するためのリーンスタートアップ実
践教育プログラムとして、社会還元加速プログラム（SCORE）を新たに開始した。
※START は 2012 年度に文部科学省により創設。2015 年度から JST に移管。

●出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS）
本事業は、JST の研究開発成果の実用化を目指すベンチャー企業に対し、出資や人的・技術的
援助を行う。JST がベンチャー企業の株主になることで民間の資金が集まってくる「呼び水効果」
を狙っている。2017 年 7 月までに 15 件の出資を実行した。
項目
出資対象

内容
以下の 2 点を満たすものが対象。
1. JST の研究開発成果の実用化を目指すベンチャー企業
2. 新たに設立する、または設立から概ね 5 年以内の企業

出資の内容

1. 出資できる財産：
金銭および JST が保有する知的財産・研究設備
2. 出資件数：年間 2～5 件程度
3. 出資の上限：
［出資比率］原則として総議決権の 1/2
［出資金額］累計額で 1 社あたり 5 億円

担当部署

科学技術振興機構 産学共同開発部 起業支援室
（出所：JST ホームページ（http://www.jst.go.jp/entre/outline.html））
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●産学共同実用化開発事業（NexTEP） 未来創造ベンチャータイプ
本事業は、ベンチャー企業が行う、大学等※1 の研究成果に基づくシーズ※2 を用いた未来の産
業創造に向けたインパクトの大きい開発を支援し、実用化を後押しすることで大学等の研究成果
の事業化を目指すものである。2016 年度は 2 件採択し、開発を実施中。
※1. 国公立私立大学、高等専門学校、国公立試験研究機関、研究開発を行っている特殊法人、独立
行政法人、国立研究開発法人、公益法人等(非課税の法人に限る)。
※2. 特許等(出願中のものも含む)。

2017 年度 公募概要
項目
公募期間

内容
平成 29 年 3 月 31 日(金)より通年募集を開始。次の 3 回の締切を設定。
1. 平成 29 年 7 月 31 日(月) 正午
2. 平成 29 年 11 月 30 日(木) 正午
3. 平成 30 年 3 月 30 日(金) 正午

申請者

以下の 3 者の共同申請。
1. 日本国内に法人格を有する、原則設立後 10 年以内の未上場企業
2. シーズの所有者
3. 代表研究者(シーズの発明者)

支援内容

1. 開発費：原則、総額１億円以上５０億円以下(一般管理費を含む)
2. 開発期間：原則、10 年以内

開発費の返済

1. 開発に成功した場合：
原則として、JST 支出額を 10 年以内の年賦により返済。返済にあたって、開
発成功認定後最大 5 年間の返済猶予期間の設定、および、１０年以内の年賦
返済における傾斜配分の設定が可能。
2. 開発が不成功の場合：原則として、JST 支出額の 10％を一括返済。
3. 開発中止の場合：企業都合により中止の場合、JST 支出額を一括返済。

対象分野

社会的・経済的なインパクトに繋がることが期待できる、幅広い分野※3。
ただし、文部科学省から通知を受けた以下の技術分野の課題を優先して採択す
る。
「IoT ビジネスの創出、人工知能に関する研究拠点の整備及び社会実装の推進」
※3 医療分野の研究開発を除く。

担当部署

科学技術振興機構 産学共同開発部
（出所：JST ホームページ（http://www.jst.go.jp/jitsuyoka/outline.html））
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●大学発ベンチャー表彰 ～Award for Academic Startups～
本表彰は、大学等における研究開発成果を活用して起業した大学発ベンチャーのうち、今後の
活躍が期待される優れたベンチャーと、特にその成長に寄与した大学や企業等を表彰するもので
ある。2014 年度に設立され、2015 年からは JST と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総
合開発機構（NEDO）の共催で開催されている。
2017 年度は、8 月に東京ビッグサイトで「大学発ベンチャー表彰 2017 ～Award for Academic
Startups～」表彰式を開催した。
2017 年度

開催概要

項目
目的

内容
大学等における研究開発成果を用いた起業および起業後の挑戦的な取り組みや、
大学や企業からの大学発ベンチャーへの支援等の促進

対象

大学発ベンチャー（定義は以下 1～4）
1. 大学等※の特許を活用して起業したベンチャー企業
2. 特許以外の大学等の研究成果を活用して起業したベンチャー企業
3. 大学等の教職員・学生等による人材移転型ベンチャー企業
4. 大学等が支援した出資・経営支援型ベンチャー企業
あわせて、特にその成長に寄与した機関、企業を表彰。
※大学等
国公私立大学、高等専門学校、国立試験研究機関、公立試験研究機関、
国立研究開発法人、公益法人等の非営利法人

応募期間

2017 年 4 月 26 日～6 月 5 日

表彰日・会場

2017 年 8 月 31 日・東京ビッグサイト

担当部署

科学技術振興機構 産学共同開発部 起業支援室
新エネルギー・産業技術総合開発機構

イノベーション推進部

（出所：JST ホームページ（http://www.jst.go.jp/aas/）
）
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厚生労働省
厚生労働省では、ベンチャー支援を通じた産業育成及び雇用の創出のため、例えば以下の取組
みを実施している。

生涯現役起業支援助成金
年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会の実現を推進するため、中高年齢者が起業す
る際に必要となる雇用創出措置（募集・採用や教育訓練）の経費の一部を助成することにより、
中高年齢者の起業の促進と雇用機会の創出を図る。
起業に当たり一定数以上の労働者を雇い入れること等の支給要件を満たした場合に、起業者の
年齢区分に応じて定められた助成率に基づき算出された額を助成している。

医療のイノベーションを担うベンチャー企業の振興に関する懇談会
2015 年 12 月 25 日より、厚生労働大臣の私的懇談会として「医療のイノベーションを担うベ
ンチャー企業の振興に関する懇談会」を開催し、医療系ベンチャーを育成するための課題や取組
みについて議論をしていただき、2016 年 7 月 29 日に報告書を公表した。
報告書においては、医療系ベンチャーの育成に当たって、以下のようなパラダイムシフトが重
要であると指摘。
①「規制から育成へ」
※ 法令の規制を企業に厳格に遵守させるという対応から、ベンチャーの特性と可能性を理解
し、支援し、育成する方向に転換する。
②「慎重からスピードへ」
※ 何事にも慎重を期するような姿勢だけでは育とうという芽を摘んでしまうので、スピード
感と柔軟性を持った取組みに転換する。
③「マクロからミクロへ」
※ 大企業とベンチャーを同様に扱うのではなく、ベンチャーが、個々の個性を発揮できるよ
うに、きめ細かい施策を展開する。
そのうえで、医療系ベンチャー企業の振興方策について、以下の三点を「3 つの柱」として講
じるべき、としている。
① 「エコシステムを醸成する制度づくり」
② 「エコシステムを構成する人材の育成と交流の場づくり」
③ 「『オール厚労省』でのベンチャー支援体制の構築」
が挙げられている。
こうした提言に基づき、厚生労働省や関係機関では以下の取組みを行うこととしている。

29 / 42
Ⅰ－ 168

【付録】官公庁関連ベンチャー支援

① 平成 29 年４月１日付で厚生労働省医政局経済課内に「ベンチャー等支援戦略室」を設置
② 平成 29 年４月１日付で医薬品医療機器総合機構（以下 PMDA と呼ぶ）において、
「イノベ
ーション実用化支援業務調整役（部長級）
」を設置するなど、体制を整備
③ 臨床研究中核病院にてベンチャー支援体制を整備
④ 平成 29 年度より、中小・ベンチャー企業の PMDA における審査・相談手数料のうち、医
療機器に加え再生医療等製品についても軽減を開始
⑤ 平成 29 年７月に、革新的医療機器の早期承認制度を新たに導入
⑥ ベンチャー企業と大手企業等のマッチングサポートのため、平成 29 年 10 月 11 日～13 日に
パシフィコ横浜にて「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット 2017」を開催
⑦ 薬事、保険、知的財産等の専門家の人材バンクを構築して、きめ細かい相談や支援を行う
「ベンチャートータルサポート事業」を平成 29 年度中に開始予定
⑧ ベンチャー支援施策の有効性を検証するための会議体である「医療系ベンチャー振興推進
会議」を設置
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農林水産省
農林水産省では、農山漁村 6 次産業化対策事業として「農山漁村の 6 次産業化」に資する施策
を一体的かつ総合的に推進している。
下記の事業は、必ずしもベンチャー企業を対象とした補助事業ではないが、これまで多くのベ
ンチャー企業が農林漁業者と連携して事業化を目指した取り組みをしている。

６次産業化・新産業創出促進事業（事業化可能性調査）
対策事業の一つとして、農林漁業者と異業種の事業者との連携により市場ニーズに即した新商
品や新たなサービスを創出するため、6 次産業化・新産業創出促進事業（事業化可能性調査）を
行った。
2016 年度は、12 の民間事業者等に対して支援を行った。事業概要は以下のとおり。
項目
事業概要

内容
農林漁業者と異業種の事業者間の連携により、市場ニーズに即した新商品や新たなサービ
スを創出するための事業化可能性調査の実施を支援

対象

民間団体等

補助率

定額（上限 500 万円）

公募期間

（2015 年度）1 次公募 2015 年 2 月 25 日～3 月 6 日、2 次公募 4 月 10 日～4 月 30 日
（2016 年度）2016 年 2 月９日～２月２6 日
（2017 年度）1 次公募 2017 年 2 月 3 日～２月２3 日、2 次公募 4 月 25 日～5 月 12 日

担当部署

農林水産省食料産業局知的財産課
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株式会社 日本政策金融公庫
株式会社日本政策金融公庫では、
「資本性ローン」や「新株予約権付融資」などを活用したベ
ンチャー企業を含む新規事業者への資金供給や、高校生への起業教育を目的とした「高校生ビジ
ネスプラン・グランプリ」などを行っている。

●「資本性ローン」
新規事業へ挑戦する事業者の財務体質の強化を図るため、資本性の資金を無担保・無保証人で
融資する制度として、2008 年 4 月に「挑戦支援資本強化特例制度（資本性ローン）」がスタート
した（小規模事業者向けは 2013 年 3 月スタート）
。融資金額は 4,000 万円（小規模事業者向け）
または 3 億円（中小企業向け）を上限に、融資期間は 5 年 1 ヵ月以上 15 年以内（小規模事業者
向け）、5 年 1 ヵ月・7 年・10 年・15 年（中小企業向け）となっており、返済方法は期限一括返
済である。2016 年度の資本性ローンの融資実績は、小規模事業者向けで 141 社（36 億円）
、中小
企業向けで 257 社（215 億円）
、合計で 398 社（251 億円）となっている。
挑戦支援資本強化特例制度（資本性ローン）
2012 年度

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

創業/

社数（社）

246

664

369

441

398

新事業型

金額（億円）

134

514

227

283

251

（出所：日本政策金融公庫ディスクロージャー誌）

●「新株予約権付融資」
新株予約権付融資は、貸付と同時に日本政策金融公庫が新株予約権を取得することで、高い成
長性が見込まれる新事業に取り組みながら、株式公開を目指す中小企業者に対して、事業に必要
な資金を無担保で融資する制度である。融資金額は 1 億 2,000 万円を上限に、融資期間は 7 年以
内となっている。2016 年度の新株予約権付融資の融資実績は、37 社（5.7 億円）となっている。

新株予約権付融資制度
2012 年度

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

社数（社）

16

18

18

30

37

金額（億円）

5.2

3.4

2.7

7.4

5.7

（出所：日本政策金融公庫ディスクロージャー誌）
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●「高校生ビジネスプラン・グランプリ」
（2013 年度スタート)
日本政策金融公庫では、創業者向け融資を行ってきた経験・ノウハウを「起業教育」の現場に
還元し、若者の創業マインドの向上を図ることを目指し、2013 年度より全国の高校からビジネ
スプランを募集する「創造力、無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ」を開催している。
2016 年度は 324 校から 2,662 件のエントリーがあった。
また、日本政策金融公庫の職員が希望する高校向けに「出張授業」を無料で実施し、ビジネス
プラン作成をサポートしている。2016 年度は 241 校（435 回）実施、約 8,700 人が受講した。
高校生ビジネスプラン・グランプリ
項目

第 4 回開催実績

内容

応募対象

全国の高校（中等教育学校後期課程を含む）の生徒からなるグループまたは個人

各種サポート

希望する高校向けに「出張授業」を実施し、ビジネスプラン作成をサポート

スケジュール

2016 年 7 月１日～10 月 12 日
2016 年 12 月２日
2017 年 1 月８日

応募受付

ファイナリスト（10 組）発表
最終審査会

エントリー数

エントリー数 2,662 件（応募高校数 324 校）

出張授業

241 校（435 回）実施、約 8,700 人が受講

応募者への

全ビジネスプランに対し、評価点や今後の課題などのフィードバックコメントを

フィードバック

返却

表彰

グランプリ、準グランプリ、審査員特別賞、優秀賞、学校賞、
高校生ビジネスプラン・ベスト 100 など
（出所：日本政策金融公庫ホームページ（https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/））

第５回募集ポスター
｢創造力、無限大∞高校生ビジネスプラン・グランプリ｣
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株式会社 日本政策投資銀行（DBJ）
株式会社日本政策投資銀行
（DBJ）
では、2011 年 11 月に「女性起業サポートセンター
（DBJ-WEC）」
を創設し、新たなビジネスを志しその成長を探る女性起業家に対し、起業ノウハウの提供、ビジ
ネスマッチング等の総合的なサポートに取り組んでいる。過去 5 回のビジネスコンペティション
では累計 1,851 件の応募があり、女性起業家の裾野を広げている。
また 2017 年 4 月から、DBJ ほかの出捐による一般財団法人日本経済研究所（JERI）に創設さ
れた「女性起業サポートセンター(JERI-WEC)｣に、これまで DBJ が担ってきた女性起業支援業務
の一部を委託している。今後は、DBJ-WEC・JERI-WEC が一体となって、今まで以上に

柔

軟かつ積極的に、専門家・関係機関とも連携しながら、女性起業家の挑戦を支援していく。



DBJ 女性新ビジネスプランコンペティション
2012 年から年に 1 回、女性起業家を対象とした「DBJ 女性新ビジネスプランコンペティショ

ン」を開催し、大賞受賞者には最大 1,000 万円の事業奨励金を支給している。
また受賞者には、奨励金の支給に加え、コンペティション終了後 1 年間に亘り、事業計画のブ
ラッシュアップ、起業・経営ノウハウのサポート、企業とのビジネスマッチング等、計画実現に
向けたサポートを行っている。
2017 年度も、第 6 回 DBJ 女性新ビジネスプランコンペティションを下記のスケジュールで開
催している。第 6 回コンペでは、
「大賞」
・
「優秀賞」
・
「事業奨励賞」はそのままに、
「地域みらい
賞」に替えて、公益性が高く、社会の課題解決に資するサステイナブルなプランを表彰するため
「ソーシャルデザイン賞」を新設した。この「ソーシャルデザイン賞」では、社会起業家的な取
り組みに焦点を当てるべく、SDGs（持続可能な開発目標～健康、ジェンダー、教育、環境
ど 17 目標）も参考に評価していく。
第６回 DBJ 女性新ビジネスプランコンペティション開催スケジュール
項目

内容

募集期間

2017 年 5 月 10 日(水)～7 月 14 日(金)

1 次審査（書類）

2017 年 7 月中旬～8 月上旬

二次審査（面接）

2017 年 8 月中旬～9 月中旬

最終審査会

2017 年 10 月 19 日(木)

受賞者発表・表彰式

2017 年 11 月中旬

事後支援

2018 年 1 月頃～(1 年間）
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その他活動実績（抜粋）
女性起業サポートセンターでは、女性の起業マインド醸成等を目的とした様々な活動を実施し

ている。
【定期開催（シリーズ化）】
・DBJ-WEC&WWN 共同開催セミナー
「女性起業家のためのビジネス実践講座～経営を学ぶシリーズ」
（2013 年 11 月～）
・DBJ-WEC&日本弁護士連合会共同開催セミナー
「女性起業家のためのリーガル実践講座」（2014 年 9 月～）
【地方公共団体・地域金融機関等と連携した活動実績】
項目
2015 年 3 月
2015 年 3 月
2015 年 11 月

内容
「少子高齢社会における女性起業家の役割」パネルディスカッション出演
（関西ベンチャー学会）
「九州創業促進フォーラム」共催（九州経済産業局 他）
「起業家の登竜門

ビジネスプランコンペティション応募であなたの事業を

磨こう」共催（静岡県中部地区 SOHO 推進協議会 他）

2015 年 11 月

「輝く女性起業セミナー」共催（北都銀行 他）

2015 年 12 月

「女性起業支援セミナー in 岡山」共催（中国銀行・トマト銀行）

2015 年 12 月

「ほくぎん女性起業支援セミナー」共催（北陸銀行）

2016 年 1 月

地方創生特別企画「広島女性起業支援セミナー」共催（広島県・広島市）

2016 年 2 月

地方創生支援企画「女性のための起業支援セミナー」共催（山陰合同銀行）

2016 年 2 月

「九州女性起業家支援ネットワーク構築フォーラム」後援（九州経済産業局）

2016 年 3 月

「ウーマンミーティング in Tokyo」後援（経済産業省・関東経済産業局）

2016 年 5 月

「とっとり起業女子フォーラム」後援（鳥取県 他）

2016 年 11 月

「女性起業支援セミナー」共催（北陸銀行、富山経済同友会 他）

2016 年 12 月

「山口県女性活躍支援セミナー」共催（山口銀行）

2016 年 12 月

「とっとり起業女子事業プラン発表会」
（鳥取県）

2017 年 1 月

「女性起業支援セミナー」共催（琉球銀行、沖縄銀行）

2017 年 1 月

「いよぎん みらい起業塾

女性起業家支援セミナー」共催

（伊予銀行、四国女性起業家ネットワーク）

2017 年 2 月

「いわぎん女性活躍支援セミナー」共催（岩手銀行 他）

2017 年 5 月

「女性起業家支援セミナー」共催（東京 TY フィナンシャルグループ 他）

2017 年 6 月

「女性活躍・起業応援シンポジウム in SENDAI」共催（七十七銀行 他）

2017 年 6 月

「女性活躍・起業シンポジウム in 福岡」共催
（福岡県弁護士会、後援：福岡市、福岡地域戦略推進協議会 他）
※過去３年分の開催実績を抜粋
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株式会社 産業革新機構（INCJ）
株式会社産業革新機構（INCJ:産革機構）は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特
別措置法（産業再生法）に基づき設立された投資ファンドである。
出資者

政府出資：2,860 億円

民間出資：140.1 億円（26 社、2 個人）

政府保証

金融機関から資金調達する場合は 1 兆 8,000 億円までは政府が保証

運営期間

2009 年 7 月 27 日に営業を開始し、運営期間は 15 年間

【基本理念と投資基準】

（出所：産業革新機構資料）

【投資案件に対する評価軸】
産革機構は、個別の投資案件の検討を行
う際、
「投資収益性」と「事業計画の実現可
能性」を客観的に判断すると同時に、
「社会
に与えるインパクト：投資インパクト」の
有無や強弱を判断軸に置いている。
「投資収益性」と「事業計画の実現可能
性」の二つの判断軸については、投資ファ
ンドの手法により評価を行っており、事
業・技術・財務・法務・人事等の様々な観
点からデューデリジェンスを行っている。
（出所：産業革新機構資料）
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「投資インパクト」については産革機構特有の判断軸であり、下図のように、その投資案件が
持っている社会へのインパクトを

1）次世代産業・新興企業の育成と蓄積、2）既存企業の革新

を通じた次世代産業の成長、の二つの視点で、現在から未来にかけて起こすべき変化の実現性を、
総合的に判断している。

【産革機構の目的 具体的な投資インパクト】

（出所：産業革新機構資料）

産業競争力強化法に基づく設置法人として、当社は平成 21 年 7 月の設立以来、オープンイノ
ベーションを通じて次世代の国富を担う産業を創出するという目的を達成すべく投資活動等を
行ってまいりました。概ね 15 年間の運営期間において、投資活動が事業の中心であった最初の
6 年間を第一ステージとするならば、当期は、投資活動、バリューアップ活動及びエグジット活
動が併存する第二ステージが本格化したといえます。このような状況の中、当社の設立以来、累
計では 114 件、9,846 億円の投資の決定を行ってきております。さらに、エグジットが本格化し、
当期は新たに 17 件のエグジットがあり、累計で 30 件のエグジットを行ってきております。
第二ステージにおいても、成長戦略の一翼を担う組織として、アーリーステージ、ベンチャー
企業、事業の再編・統合、海外経営資源の活用といった 4 つの事業化ステージに対する投資につ
いて、引き続き当社の設立目的に照らして意義が高い案件を、投資インパクトや収益性に留意し
つつ取り組んでまいります。中でも、成長戦略にも沿ったＡＩ、ビッグデータ等の第四次産業革
命に向けたプラットフォーム投資のみならず、起業人材やベンチャーキャピタリストの育成・供
給、更にはグローバルレベルでの産業再編を推進する機能を強化し、重点的に投資を行ってまい
ります。また、会社全体での収益性が確保されるよう、投資後の経営支援やモニタリング及びエ
グジット等を適切に実施してまいります。
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産業革新機構の 2016 年度ベンチャー投資一覧
日付
（公表日）
2016/4/27
2016/5/26
2016/6/8
2016/7/19
2016/7/25
2016/8/22
2016/8/22
2016/11/8
2016/12/7
2017/1/6
2017/1/17
2017/2/6
2017/3/14
2017/3/21
2017/3/27

投資額
（億円）
（注１）

投資先企業名
株式会社日本エンブレース
株式会社三次元メディア
Mido Holdings Ltd.
アトナープ株式会社
株式会社ABEJA
株式会社キュラディムファーマ
株式会社中山アモルファス
Treasure Data Inc
Napajen Pharma, Inc.
スペクトロニクス株式会社
リンクウイズ株式会社
コイニー株式会社
株式会社スコヒアファーマ
オスカーテクノロジー株式会社
株式会社ファームノートホールディングス
合計

（注２）
（注３）

.（注４）
（注５）

（注６）

4.0
8.0
10.8
8.1
5.0
10.0
7.0
10.8
13.9
2.5
4.0
2.0
70.5
2.0
－
158.6

国内外別
国内
国内
海外
国内
国内
国内
国内
海外
海外
国内
国内
国内
国内
国内
国内

業種
医療
工業
IT
工業
ITサービス
製薬
工業
ITサービス
製薬
工業
ITサービス
ITサービス
製薬
ソフトウェア
ITサービス

種別
VC(新規)
VC(新規)
VC(追加)
VC(新規)
VC(新規)
VC(新規)
VC(追加)
VC(新規)
VC(追加)
VC(追加)
VC(新規)
VC(追加)
VC(新規)
VC(新規)
VC(新規)

（注１）公表資料に基づく投資金額
（注２）10 百万 US ドル（投資額）×108.2 円（2016 年 4～6 月の平均為替）で計算
（注３） 本社は日本、US ドル建で調達。7.5 百万 US ドル（投資額）×102.4 円（2016 年 7～9 月の平均為替）で
計算
（注４）10 百万 US ドル（投資額）×109.1 円(2016 年 10～12 月の平均為替）で計算
（注５）12 百万 US ドル（投資額）×109.1 円(2016 年 10～12 月の平均為替)で計算
（注６）総投資額 600 百万円。但し、産業革新機構の投資額は未公表

産業革新機構の 2016 年度 LP 投資一覧
該当なし

産業革新機構の 2017 年度ベンチャー投資一覧(2017 年 6 月末現在）
日付
（公表日）
2017/4/14
2017/5/16
2017/6/13
2017/6/30

投資額
（億円）
（注１）

投資先企業名
株式会社シーディーアイ
株式会社フロムスクラッチ
ダイナミックマップ基盤株式会社
レナセラピューティクス株式会社
合計

8.0
15.0
13.4
3.0
39.4

（注１）公表資料に基づく投資金額
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国内外別
国内
国内
国内
国内

業種
医療
ITサービス
ITサービス
製薬

種別
VC(新規)
VC(新規)
VC(新規)
VC(追加)
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株式会社 地域経済活性化支援機構（REVIC）
株式会社地域経済活性化支援機構（REVIC）は、2009 年 10 月に株式会社企業再生支援機構法
に基づき成立した株式会社企業再生支援機構（ETIC）を前身とし、有用な経営資源を有しなが
ら過大な債務を負っている中小企業者等の事業再生支援、多くの地域金融機関等と組成したファ
ンドからのリスクマネー供給による成長支援、金融機関等に対する専門家の派遣及び経営者保証
の付された貸付債権などの買取り等の業務を通じて、地域経済の活性化を図っている。
ベンチャー企業への成長資金供給は、REVIC のファンド運営子会社（GP：REVIC キャピタル
他）が、民間のファンド運営会社と共に GP の役割を担って組成した「地域活性化ファンド」を
通じて行われる。2017 年 6 月末時点で、設立済みのファンドは 35 本、うち再生ファンドが 4 本、
地域活性化ファンドが 31 本、出資約束金額の総額は 971 億円となっている。
地域活性化ファンドのうち、明確にベンチャー企業を投資対象としたファンドが 4 本あるほか、
残る 27 本も、投資対象によって観光・ヘルスケア・グロース等に分類しているが、ベンチャー
企業への投資が可能なファンドも多く、地域やテーマなど、ファンドの投資目的に合致していれ
ば投資対象として検討できる。
REVIC の地域活性化ファンドの特長は、REVIC グループに所属する、様々な職能を持つ専門
人材が、計画策定段階から投資実行後に至るまで深く関わる点にある。こうした専門人材が、常
駐型で経営支援を行う案件や、半常駐で継続的な助言を行う案件もあれば、経営数値のモニタリ
ングが中心で定期的な面談の際の助言に留まるものもあり、投資金額や議決権割合、投資先のニ
ーズなどによって投資実行後の関与形態はさまざまである。

REVIC のファンド運営業務
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活性化ファンド組成運営実績（2017 年６月末日時点）
分類

ベンチャー

グロース

復興
ヘルスケア

観光

※

主たる投資
対象地域

ファンド名

出資約束
金額（億円）

組成
年月

しがぎん成長戦略ファンド投資事業有限責任組合

滋賀

5

2014 年 4 月

とっとり大学発・産学連携投資事業有限責任組合

鳥取

10.2

2015 年 1 月

しまね大学発・産学連携投資事業有限責任組合

島根

10.2

2015 年 1 月

いばらき新産業創出投資事業有限責任組合

茨城

10

2015 年 3 月

地域中核企業活性化投資事業有限責任組合

全国

290.5

2015 年 4 月

青函活性化投資事業有限責任組合

北海道、青森

2

2014 年 5 月

トリプルアクセル成長支援ファンド投資事業有限責任組合 ※

山口

10

2014 年 5 月

NCB 九州活性化投資事業有限責任組合

九州

50

2015 年 1 月

飛騨・高山さるぼぼ結ファンド投資事業有限責任組合

岐阜

5

2015 年 2 月

八十二地域産業グロースサポート投資事業有限責任組合

長野

5

2015 年 3 月

沖縄活性化投資事業有限責任組合

沖縄

20

2015 年 6 月

広域ちば地域活性化投資事業有限責任組合

千葉

5

2015 年 10 月

あわぎん地方創生投資事業有限責任組合

徳島

10

2015 年 10 月

SI 地域創生ファンド投資事業有限責任組合

大阪

10

2015 年 12 月

いばらき商店街活性化投資事業有限責任組合

茨城

3.5

2015 年 12 月

こうぎん地域協働投資事業有限責任組合

高知

3

2016 年 4 月

飛騨・高山さるぼぼ結ファンド 2 号投資事業有限責任組合

岐阜

5

2016 年 6 月

九州広域復興支援投資事業有限責任組合

九州

116.9

2016 年 7 月

地域ヘルスケア産業支援ファンド投資事業有限責任組合

全国

100

2014 年 9 月

ぐんま医工連携活性化投資事業有限責任組合

群馬

8.6

2014 年 11 月

観光活性化マザーファンド投資事業有限責任組合

全国

52

2014 年 4 月

わかやま地域活性化投資事業有限責任組合

和歌山

10

2014 年 1 月

やまと観光活性化投資事業有限責任組合

奈良

1.5

2015 年 3 月

ALL 信州観光活性化投資事業有限責任組合

長野

12

2015 年 3 月

しずおか観光活性化投資事業有限責任組合

静岡

13

2015 年 3 月

佐賀観光活性化投資事業有限責任組合第 1 号

佐賀

5

2015 年 7 月

ふくい観光活性化投資事業有限責任組合

福井

3

2015 年 8 月

千葉・江戸優り佐原観光活性化投資事業有限責任組合

千葉

5

2015 年 9 月

九州観光活性化投資事業有限責任組合

九州

34

2015 年 10 月

高知県観光活性化投資事業有限責任組合

高知

3

2015 年 10 月

かながわ観光活性化投資事業有限責任組合

神奈川

10

2016 年 3 月

REVIC キャピタルの GP 持分を共同 GP に譲渡し、現在は GP の役割を担っていない。
（出所：REVIC）

40 / 42
Ⅰ－ 179

【付録】官公庁関連ベンチャー支援

株式会社 海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）
株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）は、日本の魅力ある商品・サービスの
海外需要開拓に関連する支援・促進を目指し、2013 年 11 月、法律に基づき設立された官民ファ
ンドである。
「日本の魅力（クールジャパン）」を事業化し、海外需要の獲得につなげるため、
「メディア・
コンテンツ」
「食・サービス」
「ファッション・ライフスタイル」をはじめとする様々な分野でリ
スクマネーの供給を行っている。
クールジャパン機構は「民業補完」の徹底の下、民間投資の「呼び水」としてリスクマネーを
供給し、民間部門では成し遂げ得なかった、海外需要獲得の基盤となる「プラットフォーム」
（拠
点）や「サプライチェーン」（流通網）の整備等を率先して展開する。
また、魅力ある財・サービスの海外展開の出口を拡充し、地域の中小・中堅企業や創造的なク
リエイター、デザイナー等が付加価値に見合うビジネスを展開する地盤を整える。
クールジャパン機構の出資金と事業スキーム（2017 年 6 月現在）

ベンチャー関連の投資案件（2017 年 6 月現在）
公表日
1 2014/9/25

2 2014/12/8

3 2014/12/8

4 2015/4/6

事業者名
Tokyo Otaku Mode
Japan Food Town
Development
力の源ホールディングス
GREEN TEA WORLD USA,
Inc.

事業概要

投資額

世界に向けて日本のポップカルチャーの魅力を発信するメディア
事業およびEC事業
シンガポールにおけるジャパンフードタウン事業

世界主要都市（欧米豪）に日本食の魅力を発信する外食事業

米国における長崎県発「日本茶カフェ」事業

対象国

15億円

全世界

7億円

シンガポール

7億円(最大13
億円の融資枠)

欧米豪

2.6億円

米国

5 2015/11/12

SAS ENIS

パリにおける日本各地の地域産品の欧州展開支援事業

1億円

欧州

6 2016/4/21

百戦錬磨

訪日外国人旅行者に対応した民泊仲介サービス事業

3億円

インバウンド

7 2016/12/9

グローバル・ブレイン6号

観光・インバウンド産業における革新的ICTベンチャー創出・支援のための
ファンドへLP出資

50億円

インバウンド

8 2017/4/27

世界市場

香港における日本の青果物の輸出販売事業

9 2017/6/15

500 Startups JP, L.P.

海外需要開拓を狙うベンチャー企業を支援するファンドへLP 出資

（注 1）投資金額は公表時の資料に基づく金額

41 / 42
Ⅰ－ 180

3.66億円の
投融資枠
10百万米ドル

香港
全世界

（出所：クールジャパン機構）

●本書は信頼できると考えられる情報に基づき細心の注意を払い作成していますが、情報の正確
性、完全性を保証するものではありません。一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンタ
ー（VEC）は、本書中の誤謬または脱漏から生じた付随的損害もしくは間接的損害にはいかな
る責任も負わないものとします。
●本書は、一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンターの著作物であり、本書の全部また
は一部を無断で複写複製、公衆送信、送信可能化等することは著作権法上の例外を除き禁じら
れています。また本書の転載は禁止します。なお本書の全部または一部を引用される場合には、
VEC までご連絡ください。
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