
 

 付 録 

次ページ「政府・関連団体のベンチャー支援一覧」には、各運営元の担当窓口

部門を記載しております。詳細ご照会の際にご活用ください。
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政府・関連団体のベンチャー支援一覧（2019年 9月 30日現在） 

運営元 実施内容 

内閣官房 日本経済再生総合事務局 
1. スタートアップ・エコシステムの構築
2. J-Startupプログラムの推進
3. オープン・イノベーションの推進

内閣府 

地方創生推進事務局 
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
3. スーパーシティ構想

科学技術・イノベーション担当 

1. 統合イノベーション戦略 2019
2. Beyond Limits. Unlock Our Potential.
～世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略～

3. 公共調達における研究開発型中小・ベンチャー企業の活用促進
4. 日本オープンイノベーション大賞

経済産業省 
関連 

経済産業政策局 
産業創造課 新規事業創造推進室 

1. J-Startup
「日本のスタートアップに次の成長を。世界に次の革新を。」

2. ストックオプション税制の適格拡充
3. 第５回日本ベンチャー大賞

産業技術環境局 
技術振興・大学連携推進課 

1.予算事業
2. 事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携促進

中小企業庁 
長官官房 総務課 

1. エンジェル税制
2. 官公需法の一部改正

特許庁 
総務部 企画調査課 

1. 知財アクセラレーションプログラム（IPAS）
2. ベンチャー企業向け知財ポータルサイト「IP BASE」
3. ベンチャー企業対応 面接活用早期審査・スーパー早期審査
4. 特許料等の料金の減免
5. ジェトロ・イノベーション・プログラム（JIP）

独立行政法人中小企業基盤整備機構
（中小機構) 
ファンド事業部
ファンド事業企画課

1. ベンチャーへの成長資金供給
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. アクセラレーション事業「FASTAR」

独立行政法人日本貿易振興機構
（JETRO） 
イノベーション・知的財産部
スタートアップ支援課／
イノベーション促進課

1. ジェトロ・イノベーション・プログラム（JIP）
2. ジェトロ・グローバル・アクセラレーションハブ
3. オープンイノベーションに取り組む企業のサポート

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） 
イノベーション推進部
総括グループ

1. Technology Commercialization Program（TCP）
2. NEDO Entrepreneurs Program（NEP）
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（STS）
4. 橋渡し研究開発促進による実用化支援（CRI）
5. 企業間連携スタートアップに対する事業化支援（SCA）
6. 高度専門産業支援人材育成プログラム（SSA）
7. J-Startup支援事業
8. オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会
9. 宇宙ビジネス投資マッチング・プラットフォーム（S-Matching） 
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運営元 実施内容 

経済産業省 
関連 

国立研究開発法人産業技術総合研究
所（AIST） 
イノベーション推進本部 
ベンチャー開発・技術移転センター 

1. スタートアップ開発戦略タスクフォース 
2. カーブアウト事業 
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 

独立行政法人情報処理推進機構 
（IPA） 
IT人材育成センター 
イノベーション人材部 

1. 2019年度未踏アドバンスト事業 
2. 未踏会議 2019 

総務省 
関連 

国際戦略局 技術政策課 
総務省 SCOPE事務局 

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

国立研究開発法人情報通信研究機構
（NICT） 
デプロイメント推進部門 
アントレプレナー支援室 

1. 起業家甲子園 
2. 起業家万博 

文部科学省 
関連 

科学技術・学術政策局 
産業連携・地域支援課 

次世代アントレプレナー育成事業 （EDGE-NEXT） 

高等教育局 国立大学法人支援課 官民イノベーションプログラム 

国立研究開発法人科学技術振興機構
（JST） 
起業支援室 

1. 大学発新産業創出プログラム（START） 
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 政策統括官付 政策統括室 
1. 中途採用等支援助成金（生涯現役起業支援コース） 
2. 医療系ベンチャー支援 

農林水産省 食料産業局 産業連携課 食料産業・６次産業化交付金のうち「研究開発・成果利用の促進」 

政府系 
金融機関 

株式会社日本政策金融公庫 
国民生活事業本部 創業支援部 
ベンチャー支援グループ 

1. 資本性ローン 
2. 新株予約権付融資 
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） 
企業金融第 6部 
女性起業サポートセンター 

1. DBJ女性新ビジネスプランコンペティション 
2. DBJ-WEC&WWN共同開催セミナー 
3. DBJ-WEC&日本弁護士連合会共同開催セミナー 
4. 地方公共団体・地域金融機関等と連携した活動 

官民ファンド 

株式会社 INCJ 
企画調整室 

2018年 9月、産業競争力強化法改正法の施行に伴い、株式会社産
業革新機構を改組して発足。投資に適したガバナンス構造と迅速で
柔軟な投資判断により、長期・大規模な成長投資を中心としたリス
クマネー供給を実施。 

株式会社地域経済活性化支援機構
（REVIC） 
企画調整室 

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 
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） 

1. クールジャパン機構の出資金と事業スキーム 
2. ベンチャー関連の投資案件 

（出所：VEC作成） 
 
主に 2018 年度～2019 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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 内閣官房、内閣府 

日本経済再生総合事務局

政府による日本の成長戦略において、第 4 次産業革命を実現するために、ベンチャー企業はイ

ノベーションの担い手として期待されている。

2019 年に策定された「成長戦略実行計画」（令和元年 6 月 21 日閣議決定）では、基本的考え

方として、オープン・イノベーションの重要性について触れている。

欧米企業と比較して、日本企業のオープン・イノベーションの実施率は低く、特に既存企業同

士や、既存企業とスタートアップ企業との協働は弱い状況にある。

第 4 次産業革命の可能性を最大限引き出すためには、協調すべきは協調し、競争すべきは競争

することで、新たな付加価値を共創する Co-Opetition が重要である。こうした中、「成長戦略実

行計画」は、今後、大企業、中小企業、ベンチャー企業、大学等が機動的に連携するオープン・

シェアード・ビジネスアプローチ、つまり、大企業とベンチャー企業の連携や既存企業によるベ

ンチャー企業の買収、競合既存企業同士の協調を進める必要がある、として、オープン・イノベ

ーションにおけるベンチャー企業の役割、位置づけについて述べている。

このような考え方を踏まえ、「成長戦略フォローアップ」（令和元年 6 月 21 日閣議決定）にお

いては、特にグローバルに活躍するベンチャー企業（スタートアップ）の創出・育成に向けて官

民一体で政策を総動員することが掲げられ、「企業価値又は時価総額が 10 億ドル以上となる、未

上場ベンチャー企業（ユニコーン）又は上場ベンチャー企業 1を 2023 年までに 20 社創出」との

KPI を達成すべく、以下のような施策を推進することとされている。 

1. スタートアップ・エコシステムの構築
都市や大学を巻き込み、起業家教育やアクセラレータ機能を抜本的に強化すること等を通じ

て、起業家がこれまでの制約を超越し、日本の潜在能力を開放するスタートアップ・エコシステ

ムの拠点を形成すべく、令和元年 6 月に「Beyond Limits. Unlock Our Potential. ～世界に伍するス

タートアップ・エコシステム拠点形成戦略～」が策定された。今後、拠点都市形成に向けた集中

支援を行うとともに、大学を中心としたエコシステムの強化や拠点都市との連携、日本のアクセ

ラレーション機能の強化、ギャップファンドの活用や、公共調達におけるスタートアップの参加、

及び研究開発人材の流動化を促進していく。

2. J-Startupプログラムの推進
J-Startup プログラム 2については、「オープン・イノベーションの促進」、「海外展開」、「地方の

有望スタートアップの発掘」といった観点から、本年 6 月に 49 社の新たなスタートアップが追

加選定された。今後、選定企業に対しては、各省連携での海外展開の推進とともに、経営資源が

限られるスタートアップの広報支援など、集中支援を強化していく。

1 2018年度初時点で、創業していない又は創業 10年未満の企業を対象とする 
2  グローバルに活躍するスタートアップを創出すべく、2018年度に立ち上げられた取組。具体的には、実績あるベン
チャーキャピタリストや大企業の新事業担当などの外部有識者からの推薦に基づき、J-Startup企業を選定し、大
企業やアクセラレータなどの「J-Startup Supporters」とともに、官民で集中支援を行うプログラム。
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3. オープン・イノベーションの推進
企業等で構成される国内最大のプラットフォームであるオープンイノベーション・ベンチャ

ー創造協議会（JOIC）において、大学や大学研究者等の会員を拡大するほか、大学発ベンチャー

に焦点を当てたピッチイベントの開催、マッチング機会の拡大等、ベンチャーと大企業、大学等

のオープン・イノベーション促進を強化する。

この他にも、現行の中小企業技術革新制度（日本版 SBIR 制度）の見直しや、ベンチャー・キ

ャピタル等のコミットを得て行う研究開発型スタートアップ支援の効果検証を通じた支援分野

やステージの重点化・強化、社会課題解決や市場ゲームチェンジをもたらすスタートアップの効

果的な支援の検討などが掲げられている。

こうした施策を契機に、我が国の強みを活かし、官民が一丸となってあらゆる政策を総動員す

ること等を通じて、我が国のベンチャー・エコシステムの構築を加速し、グローバルなベンチャ

ー企業を生み出していくことが期待される。
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地方創生推進事務局

1. 国家戦略特区による規制改革
国家戦略特区では、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を

強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を促進するという観点から、国の定める国家

戦略特別区域において、いわゆる岩盤規制の突破口を開いてきた。

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 90 を超え、

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、それらの規制改革事項は国家戦略特区の 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 324 もの事業として、認定されている。（2019 年 7 月末現在）。 
他方で、現在、世界では AI やビッグデータなど、第四次産業革命における先端技術を活用し、

社会の在り方を根本から変えるような都市設計の動きが急速に進展している。我が国でもエネ

ルギーや交通、防災など様々な分野でスマートシティプロジェクトが展開されてきた。内閣府で

はこれらをさらに推し進め、最先端の技術と大胆な規制緩和により複数の先進的サービスを一

つの街の暮らしに実装する「スーパーシティ」構想を推進している。

2. 国家戦略特区における主な起業・開業関連の取組
(1) 「開業ワンストップセンター」の設置

創業時に必要となる各種申請は、関係機関ごとに手続が必要であり、所在地も異なるため、手

間と時間がかかる。そこで国家戦略特区において、国と区域が共同で行う「開業ワンストップセ

ンター」を設置し、創業時に必要な各種申請（登記、税務、年金等）に関係する窓口を一か所に

集約し、各種手続の相談・対応支援を総合的に行う。

東京都では、2015 年に東京開業ワンストップセンターが開設され、法人設立や事業開始時に

必要な行政手続き（定款認証・登記・税務・年金/社会保険・入国管理）の相談や申請書類の受付

のほか、多言語通訳サービスを実施しており、国内外からの起業希望者を支援している。

また、福岡市では、これまでに、雇用労働相談センターや外国人創業のためのスタートアップ

ビザの受付などを行ってきた「スタートアップカフェ」に、2019 年よりオンラインで手続き可

能な開業ワンストップセンターの機能を加え、創業時の相談や申請、マッチング交流などの拠点

として幅広い創業支援を行っている。

(2) 「近未来実証ワンストップセンター」の設置

自動運転やドローン（小型無人機）等の「近未来技術」の実証については、多方面との事前協

議や手続きが必要となり、実証実験等を行う者の妨げとなっていた。そこで国家戦略特区におい

て、関係法令の規定に基づく手続に関する情報提供や相談、助言その他の援助を行う「近未来実

証ワンストップセンター」を設置することで、実証実験が迅速かつ円滑に実施でき、革新的なサ

ービスの創出が図られている。現在、東京都、千葉市、福岡市、北九州市、仙台市、愛知県の 6
区域で認定されており、相談件数、相談団体ともに増加し、実証実験の実施に寄与している。
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(3) 国家戦略特区におけるその他のメニュー 

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越え

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。 
このほか、成長戦略フォローアップ（令和元年 6 月 21 日閣議決定）においては、国家戦略特

区における追加の規制改革事項として、外国人起業家の円滑な創業を促進するため、スタートア

ップビザの拡充など、必要な制度改革等を実現することとされた。 

 

＜国家戦略特区における起業・開業関係の特例＞ 
事項 概要 活用区域 

官民の垣根を越えた
人材移動の柔軟化 

スタートアップ企業における優秀な人材確保の
ため、国の行政機関の職員がスタートアップ企
業で働き、一定期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
算できる制度 
また、国、自治体、大企業で働く人材をスター
トアップ企業で働きやすくするための「人材流
動化センター」を設置する 

神奈川県、福岡市、北九州
市、仙台市、広島県、今治市 

NPO法人の設立 
手続きの迅速化 

ソーシャルビジネスの重要な担い手でもある特
定非営利活動法人の設立を促進するため、その
設立認証手続における申請書類の縦覧期間（現
行 2か月）を大幅に短縮 

仙台市、養父市（主体は兵庫
県）、兵庫県、福岡市、北九
州市、愛知県、千葉市、仙北
市、新潟市、広島県、今治市 

創業人材等の多様な
外国人の受入れ促進 

創業人材について、地方自治体による事業計画
の審査等を要件に「経営・管理」の在留資格の
基準（当初から「2人以上の常勤職員の雇用」又
は「最低限（500万円）の投資額」等）を緩和 

東京都、神奈川県、福岡市、
北九州市、広島県、新潟市 
仙台市、愛知県 

 

3. 「スーパーシティ構想」について 
スーパーシティ構想とは、第四次産業革命によりもたらされた、AI やビッグデータなどの先

端技術を生活に実装することで、社会のあり方を根本から変えるような「まるごと未来都市」を

実現するための取組である。 
内閣府においては、「スーパーシティ」構想の実現に向け、住民等の合意を踏まえ域内独自で

複数の規制改革を同時かつ一体的に進めることのできる法制度の早期実現を図るとともに、

Society5.0 に向けた技術的基盤を早急に整備することとしている。 
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科学技術・イノベーション担当

内閣府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. 統合イノベーション戦略 2019（令和元年 6月 21日閣議決定）
2018 年度の「統合イノベーション戦略」策定後の 1 年間における内外の情勢変化を分析し、

強化すべき課題、新たに取り組むべき課題を抽出して、施策の見直し、加速を図るため、「統合

イノベーション戦略 2019」を策定した。その中で、我が国の強みである大企業・大学等の優れ

た人材・技術を生かした日本型の研究開発型ベンチャー・エコシステムの構築等により、研究開

発成果が社会実装につながる社会を実現することを目指し、以下の目標及び今後の方向性を掲

げている。

項目 内容 
目標 ・大学等発ベンチャー設立数・研究開発法人発ベンチャー設立数を 2016年度実績

から倍増 1

・ベンチャー投資額の対名目 GDP比率を世界最高水準並みに向上 2

・企業価値又は時価総額が 10億ドル以上となる、未上場ベンチャー企業（ユニコ
ーン）3又は上場ベンチャー企業 4を 2023年までに 20社創出

今後の方向性 ・拠点都市への集中支援、ランドマーク・プログラムの招致等を通じ、世界と伍す
るスタートアップ・エコシステム拠点都市を形成

・大学を中心としたスタートアップ・エコシステムの強化
・世界と伍するアクセラレーション・プログラムの提供
・研究資金配分機関等による大規模な資金支援（Gap Fund供給）等の研究開発支
援、研究開発法人の出資の強化

・研究開発型スタートアップに対する公共調達の強化
・エコシステムの「繋がり」形成の強化、気運の醸成
・研究開発人材の流動化促進
・J-Startupによる各省連携での海外展開の推進、広報支援等、集中支援を強化

2. Beyond Limits. Unlock Our Potential. ～世界に伍するスタートアップ・エコ

システム拠点形成戦略～（令和元年 6月）
創造する未来社会からバックキャスト的に新たなイノベーションを起こしていくため、平井

卓也 内閣府特命担当大臣（科学技術政策）と産学官関係者との間で幅広い意見交換を行う懇談

会「HIRAI Pitch」を開催し、その中で得られた論点・課題を元に、「Beyond Limits. Unlock Our 
Potential. ～世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略～」を内閣府・文部科学

省・経済産業省の連名で策定した。優秀な人材や卓越した研究開発力、技術力の高い大企業、豊

1 大学等発ベンチャー設立累計（2017年）：2,685社（文部科学省「平成 29年度 大学等における産学連携等実施状
況について」（2019年２月）を基に内閣府（科技）において算出）。 

2 ベンチャー投資額の対名目ＧＤＰ比率（2018年 12月現在の 2017年データ）：日本 0.036％、米国 0.436％、中
国 0.245％（VEC「ベンチャー白書 2018」（2018年 11月）を基に内閣府（科技）において算出）。 

3 ユニコーン企業数：米国 151社、中国 82社（CB Insights 2019年１月現在）。日本は２社（JAPAN STARTUP 
FINANCE REPORT 2018、2019年２月現在）。 

4 2018年度当初時点で、創業していない又は創業 10年未満の企業を対象とする。 
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富な資金を有しているが、十分に活かすことができていないことを我が国の課題と捉え、都市や

大学を巻き込み、世界を志向する起業家教育やアクセラレータ機能を抜本的に強化すること等

を通じて、起業家がこれまでの制約を超越し(Beyond Limits)、日本の潜在能力を開放する(Unlock 
Our Potential)、スタートアップ・エコシステムの構築を目指す。 

具体的には、以下の 7 つの戦略を推進する。 
 
戦略 1： 世界と伍するスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成 
戦略 2： 大学を中心としたエコシステム強化 
戦略 3： 世界と伍するアクセラレーション・プログラムの提供 
戦略 4： 技術開発型スタートアップの資金調達等促進（Gap Fund） 
戦略 5： 政府、自治体がスタートアップの顧客となってチャレンジを推進 
戦略 6： エコシステムの「繋がり」形成の強化、気運の醸成 
戦略 7： 研究開発人材の流動化促進 
 

3. 公共調達における研究開発型中小・ベンチャー企業の活用促進 
研究開発型中小・ベンチャー企業は、機動性に富みスピード感あるイノベーションの担い手と

して期待されているが、初期需要の確保に課題を抱えることが多い。一方、国の機関では、現状

の予算や人材等のリソース面での制約から現場の省力化や生産性の向上等のニーズが高まり、

新しい技術や着想を発掘し活用していくことがますます重要となるが、調達制度等においてそ

れらの要素を反映し切れていない。この両者の課題を解決するため、公共調達における研究開発

型中小・ベンチャー企業の活用を促進するべく、以下の取り組みを行っている。 
 

(1) 省庁等向けガイドラインの作成 

公共調達に中小・ベンチャー企業が有する新技術や着想を取り入れることを推進し、イノベー

ションの創出及び促進に貢献することを目的とした「公共調達のイノベーション化及び中小・ベ

ンチャー企業の活用の促進に係るガイドライン」を平成 31 年 4 月 1 日に策定した。 
https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/procurement/guideline/guideline.pdf 
 

(2) 内閣府オープンイノベーションチャレンジ 

国の機関や地方自治体が有する現場の具体的ニーズを基に募集テーマを設定し、当該テーマ

に対する提案を行う研究開発型中小・ベンチャー企業を公募して、審査・認定する事業。2017 年

度から 2018 年度にかけて 1 度実施し、警察庁、消防庁及び海上保安庁が有する具体的ニーズを

基に 9 つの募集テーマを設定し、15 件（13 社）を認定した。 
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項目 内容 
事業目的 国の機関が有する具体的ニーズに対応した中小・ベンチャー企業の新たな技術や着想

を積極的に発掘し、社会実装（事業化）していくこと。 
事業内容 アドバイザーからのビジネスプランに関する助言の機会と、事業会社・投資会社等の

前で事業構想を発表するピッチイベントの機会を提供する。
助成率 

認定事業であり、助成金等の金銭的支援はなし。 
助成金額 
事業期間 

未定（2019年度中に実施予定） 
公募期間 
担当部署 内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 

4. 日本オープンイノベーション大賞（Japan Open Innovation Prize（JOIP））
オープンイノベーションの取り組みで、先導性や独創性が高く、模範となるようなもの、社会

インパクトの大きいもの、持続可能性のあるものについて、担当分野ごとの大臣賞、経済団体、

学術団体の会長賞の表彰をするとともに、各賞の中で最も優れたものを内閣総理大臣賞として

表彰する。2018 年度に開始し、今年度は第 2 回の実施。スポーツ分野における科学技術・学術

の振興のため、新たに「スポーツ庁長官賞」を設ける予定。

https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/prize/index.html 

賞名 取組・プロジェクト名称 

内閣総理大臣賞 
超多項目健康ビッグデータで「寿命革命」を実現する 
健康未来イノベーションプロジェクト 

科学技術政策担当 
大臣賞 

大企業発のスタートアップ「ミツバチプロダクツ（株）」の挑戦 

総務大臣賞 リアルタイム津波浸水被害予測システムの開発と運用
文部科学大臣賞 基礎研究段階からの産学共創～組織対組織の連携～ 
厚生労働大臣賞 医療の IoT化を実現するスマート治療室 SCOTの開発 

農林水産大臣賞 
宮崎県における産学官連携による公設試験場発ベンチャー企業「一般社団法人
食の安全分析センター」の設立と残留農薬分析技術の社会実装 

経済産業大臣賞 
「JR東日本スタートアッププログラム」を通じた 
イノベーションの社会実装チャレンジ

国土交通大臣賞 東北インフラ・マネジメント・プラットフォームの構築と展開 

環境大臣賞 
定期旅客便を利用した温室効果ガスのグローバル観測 
（CONTRAILプロジェクト） 

日本経済団体連合会 
会長賞 

大企業若手有志プラットフォーム「ONE JAPAN」 

日本学術会議会長賞 再生医療等臨床研究を支援する再生医療ナショナルコンソーシアムの実現 
日本オープン 
イノベーション大賞
選考委員会特別賞

「レンタル移籍」による人材育成とイノベーションのエコシステム構築 
遺伝子組換えカイコによる新産業創出プラットフォームの構築 
骨置換型人工骨「サイトランス グラニュール」の開発と実用化 

Ⅰ - 158

【付録】官公庁関連ベンチャー支援



 

経済産業政策局 産業創造課 新規事業創造推進室

経済産業省 経済産業政策局 産業創造課 新規事業創造推進室では、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、

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. J-Startup 「日本のスタートアップに次の成長を。世界に次の革新を。」
政府では、「企業価値又は時価総額が 10 億ドル以上となる、未上場ベンチャー企業（ユニコー

ン）又は上場ベンチャー企業を 2023 年までに 20 社創出」という目標を新たに掲げた。J-Startup
プログラムでは、グローバルで成長するスタートアップの創出を通じて政府の目標達成を目指

すとともに、ロールモデルの創出により、自ら企業を立ち上げてチャレンジをするという起業家

マインドを社会全体で醸成し、日本のスタートアップエコシステムのさらなる強化を図ること

を目的とする。本年 6 月に 49 社の新たなスタートアップが追加選定された。

(1) ロールモデルの創出

トップベンチャーキャピタリスト、アクセラレーター、大企業のイノベーション担当などが、

ミッション・独創性・成長性等の観点からスタートアップ企業を推薦。本年は、「オープン・イ

ノベーションの促進」、「海外展開」、「地方の有望スタートアップの発掘」といった観点を重要ポ

イントとした。外部審査委員会が推薦内容を尊重しつつ審査。厳正なプロセスにより「J-Startup
企業」を選定。J-Startup 企業へは、政府関係機関や「J-Startup Supporters（大企業、ベンチャーキ

ャピタル、アクセラレーター等）」による、官民での集中支援を行う。

＜政府による集中支援の例＞

・J-Startup ロゴの使用（選定企業としてのブランディング）

・特設ホームページ、国内外メディアによる PR
・大臣等政府の海外ミッションへの参加

・海外・国内大規模イベントへの出展支援

・各種補助金等の支援施策における優遇、手続きの簡素化

・ビジネスマッチング（大企業幹部、省庁等への個別のつなぎ）

・規制のサンドボックスの積極活用

・その他規制等に関する要望への対応

＜J-Startup Supporters による集中支援の例＞ 
・事業スペースの提供・料金優遇

（オフィス・工場空きスペース・研修施設・ショールーム等）

・ロボット、製品・部品、インフラ網等を使った実証実験への協力

・検証環境や解析機器の提供

・アクセラレーションプログラム、モノづくり支援プログラムの優遇

・専門家・ノウハウを持つ人材によるアドバイス

 経済産業省 
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・自社顧客・関係会社等の紹介 
 

(2) 海外展開支援 

国内外で開催される展示会等への出展支援を実施し、国内外における J-Startup 企業のプレゼ

ンス向上を目指す。また、先進地域に設置された JETRO グローバルアクセラレーション・ハブ

による現地情報の提供やメンタリング、現地コミュニティの形成支援等による J-Startup 企業の

海外展開サポートを実施する。 
 

(3) インバウンド支援 

JETRO グローバルアクセラレーション・ハブにて日本への進出をサポートし、日本側での市

場調査やビジネスプラン作成の支援等で連携を実施する。また、国の認定を受けた自治体におい

て、海外の起業家が日本で起業するための在留資格を従来の 6 か月から 1 年へ引き伸ばす「スタ

ートアップビザ」を設け、海外起業家の日本への呼び込みを強化し、グローバルなスタートアッ

プエコシステムの構築を推進する。 
 

2. ストックオプション税制の適格拡充 
社内の人的リソースが限られ、手元資金も不足するスタートアップを税優遇で支援すること

で、兼業・副業等の多様な働き方で活躍する国内外の高度・専門人材を円滑に獲得して成長でき

るよう、ストックオプション税制の対象を、現行の役員/従業員から、社外から企業の成長に貢

献する外部協力者に拡大した。 
具体的には、設立 10 年未満等の一定の要件を満たすスタートアップが、高度な知識や技能を

有する社外の人材（大学や研究機関の研究者のほか、フリーのプログラマーやエンジニア、弁護

士や医師などであって一定の要件を満たす者）を活用して新たな事業分野の開拓を行う旨の計

画を作成し、主務大臣の認定を受けることで税制優遇措置が適用される。 
 

3. 第 5回日本ベンチャー大賞 
全国から寄せられた 140 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（ベンチャー企業・大企業等連携賞、女性起業家賞）、農林水産大臣賞 1 件、

審査委員会特別賞 2 件を選出した。 
日本ベンチャー大賞は、若者などのロールモデルとなるような、インパクトのある新事業を創

出した起業家やベンチャー企業を表彰し称えることにより、起業を志す人々や社会に対し、積極

的に挑戦することの重要性や起業家一般の社会的な評価を浸透させ、もって社会全体の起業に

対する意識の高揚を図ることを目的として実施している。 
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産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課

経済産業省 産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課では、イノベーションの創出を目的と

して、研究開発型スタートアップ支援を行っている。

主な取り組みは、予算事業として NEDO を通じた研究開発型ベンチャー企業への助成および

事業会社との連携促進を目的とした「連携のための手引き」の作成である。なお、予算事業は、

日本政府が推進するスタートアップ支援プログラム「J-Startup」の一環として、スタートアップ

の育成、支援を実施している。

1. 予算事業…制度の詳細は、NEDO（Ⅰ-171～Ⅰ-174ページ）参照。
2018 年度は、スタートアップのステージに合わせた支援策として、起業前の人材に対して事

業費の補助や事業化支援人材をマッチングにより起業を促す NEP（NEDO Entrepreneurs Program）

事業、研究開発型スタートアップに対して認定 VC との協調支援を行う STS（Seed-stage 
Technology-based Startups）事業、研究開発型スタートアップと事業会社の共同研究への支援を行

う SCA（Startups in Corporate Alliance）事業を実施した。各事業において、NEP 20 名、STS 18
事業者、SCA 11 事業者を選定し、支援した。 

2019 年度は、既存 3 事業に加え、研究開発型ベンチャーと研究機関との共同開発を支援する

CRI（Collaboration with Research Institute）を実施する。 

2019年度研究開発型スタートアップ支援事業における支援スキーム図 
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2. 事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携促進 
2016 年度に事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携の実態や課題、先行事例等をアンケ

ートやヒアリングを通じて調査し、「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引

き（初版）」を取りまとめた（2017 年 5 月公表）。 
2017 年度は、事業会社側の課題（壁）に着目し、企業ヒアリング、国内外の事例調査等の結

果をもとに、「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き（第二版）」を取りま

とめた（2018 年 6 月公表）。 
2018 年度は、近年大きな注目を集めている事業会社とベンチャー企業との連携の手法の一つ

であるコーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）にフォーカスし、実態・課題・プラク

ティスを整理し、CVC 立上げから運用につき、「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携の

ための手引き（第三版）」」を取りまとめた（2019 年 4 月公表）。 
手引き（第三版）では、CVC 活動の重要性やベンチャー連携における位置づけ、CVC の設計、

運用など CVC を推進する上での問題とその対応策について事例を踏まえまとめた。 
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連携の手引き（第三版）における CVC推進における問題と対応策の一例 
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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。 
中小企業庁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、利便性向上を図っており、エンジェル税制の利用社数、利用投資家数は

増加傾向にある。

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、平成 27 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、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

注機会の拡大に向けて取り組んでいる。

官公需法における「新規中小企業者」に関する内容 

項目 内容 
法律の趣旨 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 

主な概要 

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「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
業者向け契
約目標・実績 

＜目標＞ 前年度までの実績を上回るよう努め、官公需総額に占める割合を、平成 27年
度以降の契約実績の平均 1.32％を踏まえ、国等全体で３％を目指す。 

＜実績＞ 平成 30年度実績 契約額 745億円、契約比率 0.95% 
担当部署 中小企業庁 事業環境部 取引課 

（出所：中小企業庁） 
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 特許庁 

特許庁では、ベンチャー企業の知的財産活動を促進するため、知的財産権の取得から、知財戦

略構築などの知財活用まで、各種支援を実施している。

詳細は、ベンチャー企業向け知財ポータルサイト「IP BASE」を参照。 
https://ipbase.go.jp/ 

1. 知財アクセラレーションプログラム

（IPAS: IP Acceleration program for Startups)
目的 創業期ベンチャー企業の知財戦略構築支援 

事業趣旨 本プログラムでは、知財戦略構築の必要性を感じているが具体的な実行に
移せていない、何から始めればよいかわからない、というベンチャー企業
を対象に、知財やビジネスなどの複数分野の専門家を含む知財メンタリン
グチームが一定期間メンタリングし、ベンチャー企業のビジネスに対応し
た適切な知財戦略による事業の加速を目指す。 

ベンチャー企業公募期間 2019年 4月 26日～2019年 6月 7日（第一期） 
2019年 7月 26日～2019年 9月 1日（第二期） 

2019年度採択企業数 15社（第一期：10社、第二期：5社） 
担当部署 特許庁 総務部 企画調査課 ベンチャー支援班 
公募要件等詳しい情報は IPAS サイト（https://ipbase.go.jp/public/startupxip.php）を参照。 
上記サイトでは、昨年度の IPAS2018 の成果事例集も掲載されている。成果事例集に

は、2018 年度のプログラムにおいて実際に出てきた事例をもとに、ベンチャーが直面

するビジネスと知財に関する 9 つの課題、これらに対する解決方法をまとめている。 

2. 情報発信
特許庁では、ベンチャー企業の知財意識向上のための普及啓発活動に力を入れている。

2018 年 12 月に、ベンチャー企業が「まず見るサイト」、知財専門家と「つながるサ

イト」を目指して、ベンチャー企業向け知財ポータルサイト「IP BASE」を開設した。 
https://ipbase.go.jp/
特許庁では IP BASE にて、知財が分かる基礎知識集やスタートアップ向け知財イベント情報、

支援プログラム情報の他、以下のような知財コンテンツを提供している。

(1) 国内外ベンチャー企業の知的財産戦略事例集“IP Strategies for Startups”

国内 10 社、海外 8 社（イスラエル、ドイツ、シンガポール、中国）のベンチャー企

業の事業方針と知財戦略、外部専門家との連携体制、知財の活用事例などを紹介。

https://www.jpo.go.jp/support/startup/index.html#anc03 

(2) ベンチャー投資家のための知的財産に対する評価・支援の手引き

投資家がベンチャー企業の知的財産を評価し、知財戦略の立案や実行を支援していく上で注

意すべき点についてまとめた手引き。ベンチャー企業の投資ラウンド別に、国内外の実例に基づ
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いて、陥りやすい落とし穴を整理し、その対策をまとめている。 
https://ipbase.go.jp/public/guidance.php 
 

(3) CEOが語る知財 

ベンチャー企業における知財の取組や知財戦略を CEO へのインタビュー形式で紹介。 
https://ipbase.go.jp/special/ceo/ 
 

3. ベンチャー企業対応 面接活用早期審査・スーパー早期審査 
事業展開のスピードが早いベンチャー企業が戦略的かつ早期に特許権を取得して活用できる

よう、ベンチャー企業の特許出願に対応した早期審査の運用を 2018 年 7 月 9 日より開始した。

面接活用早期審査、スーパー早期審査のいずれも、ベンチャー企業の場合、その発明を既に実施

（2 年以内に実施予定の場合を含む）していれば申請可能。 
 

(1) ベンチャー企業対応 面接活用早期審査 

 
 
一次審査結果の通知前に担当審査官と面接を行い、事前に審査に関わる意思疎通をした上で、

早期審査のスピードで審査を実施し、質の高い特許権を早期に取得できるよう支援する。 
 

(2) ベンチャー企業対応 スーパー早期審査 

通常、一次審査まで平均 9 ヶ月、最終処分まで平均 14 ヶ月かかるところ、スーパー早期審査

であれば一次審査まで平均 0.7 ヶ月、最終処分まで平均 2.5 ヶ月で済む。とにかく早く特許権を

取得したいというニーズに応える。 
面接活用早期審査・スーパー早期審査についての詳細は以下のページ参照。 
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/patent-venture-shien.html  
 

4. 料金の減免 
一定の要件を満たすベンチャー企業については、特許料等の料金が軽減される。 
例えば、設立後 10 年未満で資本金 3 億円以下の法人＊であれば、審査請求料、及び特許料（1

～10 年分）が 1/3 に軽減される。 
減免制度の詳細については、以下のページ参照。 
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html 
＊大企業に支配されていないことが要件 

 

5. 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）」 
ベンチャー企業等の海外展開を支援するプログラムであり、特許庁補助事業として JETRO が

実施。詳細は、JETRO のページ（Ⅰ-169～Ⅰ-170 ページ）を参照。 
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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「中小企業成長支

援ファンド」であり、個々のファンド総額の 50％、かつ 80 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時期においても、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、及び新たな
成長・発展を目指す中
小企業者

 

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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（出所：中小機構）

（出所：中小機構） 
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新興市場における IPO社数 

出資ファンド一覧（2018年度～） 

（注）中小企業再生ファンドを除く （出所：中小機構） 
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、ベンチャー企業経営者の

表彰、創業・新事業支援施設「BusiNest」の運営及び、アクセラレーション事業「FASTAR」な

どの広範なベンチャー支援事業も行っている。

機構加入
年度

ファンド名 ファンド種類 機構加入月
機構出資約束額

(億円）
ファンド運営者

UTEC4号投資事業有限責任組合 起業支援 2018年4月 30
㈱東京大学エッジキャピタル/UTEC Partners有
限責任事業組合

ヘルスケア・ニューフロンティア投資事業有限責任組合 起業支援 2018年5月 4 ㈱キャピタルメディカ・ベンチャーズ

ニューホライズン3号投資事業有限責任組合 成長支援 2018年5月 60 ニューホライズンキャピタル㈱

WMグロース4号投資事業有限責任組合 成長支援 2018年6月 25 WMグロース4有限責任組合事業組合

ネクスト・キャピタル・パートナーズ第3号投資事業有限責任組合 成長支援 2018年8月 30 ネクスト・キャピタル・パートナーズ㈱

投資事業有限責任組合夢承継3号ファンド 成長支援 2018年8月 30 ㈱ソリューションデザイン

イノベーションディスカバリー1号投資事業有限責任組合 成長支援 2018年9月 8 栖峰投資ワークス㈱

TNPスレッズオブライト投資事業有限責任組合 成長支援 2018年10月 10 ㈱TNPスレッズオブライト

SV-FINTECH1号投資事業有限責任組合 成長支援 2018年10月 7 SV-FINTECH1号有限責任組合事業組合

アイ・シグマ事業支援ファンド3号投資事業有限責任組合 成長支援 2018年11月 60 アイ･シグマ・キャピタル㈱

New Life Science 1号投資事業有限責任組合 成長支援 2019年2月 25 New Life Science 1号有限責任事業組合

MCP5投資事業有限責任組合 成長支援 2019年3月 60 コバルトインベストメント㈱

EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合 成長支援 2019年3月 30 ㈱環境エネルギー投資

グロービス6号ファンド投資事業有限責任組合 成長支援 2019年3月 24 グロービス6号ファンド有限責任事業組合

STRIVE III 投資事業有限責任組合 起業支援 2019年3月 35 STRIVE III有限責任事業組合

みのり3号投資事業有限責任組合 成長支援 2019年4月 60 ベーシック・キャピタル・マネジメント㈱

NBCエンジェルファンド2号投資事業有限責任組合 起業支援 2019年5月 1.5 事業創造キャピタル㈱

2018年度
（2018/4-
2019/3）

2019年度
（2019/4-
2019/5）

項目 内容

インキュベー
ション施設

・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
全国29施設を運営し、ベンチャー・中小企業に事業スペースと各種支援を提供
（https://www.smrj.go.jp/incubation/index.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、2019年で19回目）
（https://j-venture.smrj.go.jp/index.html）

創業・新事業
支援施設

「ＢｕｓｉＮｅｓｔ」

・創業・新事業支援施設「BusiNest」の運営
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
（https://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
（https://tips.smrj.go.jp/）

起業ライダー
マモル

・AIを活用したLINEでの対話型自動応答サービスの起業相談チャットボット
（https://startup.smrj.go.jp/）

アクセラレー
ション事業
「FASTAR」

・IPOやM&Aを視野に更なる成長を目指すベンチャー・中小企業に対し、資金調
達や事業提携に向けた成長加速化支援事業を実施
（https://www.smrj.go.jp/venture/acceleration/fastar/index.html）

（出所：中小機構） 

（出所：中小機構） 
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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）」 
シリコンバレー、深センなど、世界のイノベーション・エコシステムで知的財産を活用して海

外展開を行う中堅・中小・スタートアップ企業の支援プログラムを実施。

項目 内容 
対象企業 産業財産権を保有する中堅・中小・スタートアップ企業 
内容 国内事前研修「Boot Camp」、メンタリング、展示会出展、ピッチ登壇等の機会を提供し、一

貫して海外展開サポートを行うプログラム。https://www.jetro.go.jp/services/innovation/ 
●ビジネスモデル構築研修「Boot Camp」
プログラム実施地域のアクセラレーターを講師として招いた双方向型の集中プログラム。
●メンタリング
現地アクセラレーターと提携し、ビジネスモデル構築やピッチトレーニング、パートナー候補
の発掘等を実施。
●展示会/ピッチ
①シリコンバレー
「Disrupt SF」【2019年 10月 2日～4日】
「4YFN Los Angeles」【2019年 10月 22日～24日】
「TechMatch」（JETRO主催）【2019年 10月 8日～9日】

②中国（深セン・上海）
ピッチイベント（JETRO主催）【2019年 9月 18日～20日】
「Slush上海」 【2019年 9月 25日～26日】

③タイ 「CEBIT ASEAN Thailand」【2019年 11月 27日～29日】
担当部署 イノベーション・知的財産部 スタートアップ支援課（IIB@jetro.go.jp, 03-3582-5770）

2. ジェトロ・グローバル・アクセラレーションハブ
世界各地のスタートアップ・エコシステム先進地域のアクセラレーター等と提携し、日系スタ

ートアップの現地展開及び、現地有力スタートアップの日本進出の支援等を実施。

項目 内容 
対象企業 日系スタートアップ ※一部日系スタートアップ以外も利用可能なサービス有 
内容 ＜サービス内容＞ 

1. 現地ブリーフィングサービス ※日系スタートアップ以外も利用可
2. 事業戦略立案に関する個別面談［メンタリング］
3. 現地パートナー候補・VC等投資家等の紹介
4. コワーキングスペースの利用
https://www.jetro.go.jp/services/jhub.html
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項目 内容 
 ＜サービス設置箇所＞（2019年 7月末時点） 

シリコンバレー、ボストン、深セン、上海、シンガポール、ベンガルール、 
ヘルシンキ、ベルリン、パリ、ロンドン、テルアビブ、ドバイ 
※2019年度より上記の支援拠点に加え、サービスをスリム化した形で新たに 11カ所支援箇所を拡大し
ます（イノベーションホットスポット）。 

【ロサンゼルス、香港、クアラルンプール、オースティン、ムンバイ、 
ミュンヘン及びデュッセルドルフ、ニューヨーク、ジャカルタ、シカゴ、バンコク、ナイロビ】 

担当部署 イノベーション・知的財産部 スタートアップ支援課（JHUB@jetro.go.jp, 03-3582-5770） 
 

3. オープンイノベーションに取り組む企業のサポート 
オープンイノベーションに取り組む日本企業サポートのため、優れたビジネスシーズや技術を

有する海外企業（スタートアップ等）の紹介や、海外での交流の場提供等、協業・共創を促進す

る様々な取り組みを実施。 
項目 内容 

対象企業 オープンイノベーションに取り組む日本の事業者 
・製造業、サービス業、金融業など幅広い業種 
・大手企業のほか、中堅中小企業やスタートアップも対象 

内容 日本発のイノベーション創出のため、オープンイノベーションに取り組む日本の事業者と海外
企業（スタートアップ等）との橋渡しを行っています。 
＜事業内容＞ ※詳細は担当部署にお問い合わせください。 
1. オープンイノベーションに関わる啓蒙・情報発信 
 - 成功事例の発信、協業ノウハウなどのセミナー開催、海外への情報発信 
2. ネットワーク形成 
 - 海外スタートアップ・エコシステムへのミッション派遣 

【2019年度】北欧三か国（スウェーデン、フィンランド、エストニア）、 
ドイツ・ミュンヘン 

 - 有望な海外スタートアップ情報の提供 
 - 海外スタートアップミッションの日本での受入れ 
3. マッチング 
 - 日本への海外スタートアップの招致 

【2019年度】カナダ IT関連スタートアップ、深センものづくり関連スタートアップ、
CEATECにおける海外テック系スタートアップの招へい など 

 - リバースピッチや商談会を通じたビジネスマッチング 
4. ハンズオン支援 
 - 海外における高度人材採用支援 

担当部署 イノベーション・知的財産部 イノベーション促進課（IID@jetro.go.jp, 03-3582-5543） 
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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。地域の各種ビジネスプランコンテスト等とも連携。

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

ーの発掘を目指す。 
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。 
助成金額 
事業期間 【2019年度】約 5～6か月間（2019年 10月以降） 
公募期間 【2019年度】2019年 6月 7日～9月 5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、以下同じ） 

2. NEDO Entrepreneurs Program（NEP）
技術シーズを活用した事業構想を有する個人としての起業家候補人材に対し、事業化支援人

材（カタライザー）による指導・助言の機会提供など、研究開発型ベンチャーを立ち上げるため

の活動を支援する事業を 2018 年度から実施。 
項目 内容 

事業目的 起業家候補人材に、技術シーズの原理確認または市場のニーズ確認に係る賃金、事業
化のためのビジネスプラン構築に係る研修・個別メンタリング、ビジネスプランの発
表及び投資家や事業会社とのマッチング機会を提供することで、研究開発型ベンチャ
ーの起業促進及び事業化加速を目指す。 

事業内容 【2019年度】 
① NEDOが委託した経理支援管理法人による経理支援業務等の支援を提供
② 事業カタライザーがハンズオンで行う各種起業活動支援
③ 「事業化可能性検討」として実施する活動費用について、1件あたり原則 500万
円（税抜 50万円以上の処分制限財産となる機械装置費や外注費及び生産設備、
労務費、委託費等は対象外）以内を支援

④ 投資家及び提携先とのマッチングを支援
⑤ 会社経営に関する会計・経理等の研修を実施

事業期間 【2019年度】最長 6か月（2019年度内） 

公募期間 【2019年度】2019年 3月 25日～4月 25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
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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（STS） 
2015 年度から、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 35 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、2017 年度は 22 件、2018 年度は 18 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及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。 

・過去に業として出資を行う者から 2億円超※の出資を得ていないことが必要。※プ
レ STSは２千万超の出資を得ていないことが必要。 

助成率 2/3以内 
助成金額 7,000万円※まで  ※助成金額 2,000万円までのプレ STSコースも追加。 
事業期間 交付決定日から最大 1.5年※程度 ※プレ STSは最大 1年以内。 
公募期間 【2019年度第 1回公募】2019年 1月 25日～2月 25日 

【2019年度第 2回公募】2019年 7月 4日～8月 23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 

 

4. 橋渡し研究開発促進による実用化支援（CRI） 
2019 年度から、研究開発型ベンチャー企業が橋渡し研究機関との共同研究（CRI: Collaboration 

with Research Institute）を通して実用化を促進する橋渡し研究開発促進による実用化支援を実施。 
項目 内容 

事業目的 研究開発型ベンチャー企業が橋渡し研究機関から技術シーズの移転をうけてビジネ
スにつなげることや、保有する技術を橋渡し研究機関の能力を活用して迅速かつ着
実に実用化することや、橋渡し研究機関が積極的にその機能強化に取り組むことを
促進することで、ベンチャー・エコシステムの構築を加速させることを目的とす
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。 

・共同研究先に「橋渡し研究機関」を含み､「橋渡し研究機関」が研究開発の重要な
役割を担っていることが必要。 

助成率 2/3以内 
助成金額 1億円まで 
事業期間 【2019年度】交付決定日から最大 1.5年程度 
公募期間 【2019年度】2019年 4月 5日～5月 10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 
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5. 企業間連携スタートアップに対する事業化支援（SCA） 
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、2018 年度は 11 件を採択・交付している。 
項目 内容 

事業目的 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 1億円まで 
事業期間 【2019年度】交付決定日から最大 1.5年程度 
公募期間 【2019年度】2019年 5月 15日～6月 25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 

 

6. 高度専門産業支援人材育成プログラム（SSA） 
2017 年度から、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。2018 年度は 83 名の応募があり、41 名が本プログラムを修了。 

項目 内容 
事業目的 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

材を育成する。 
事業内容 第一線で活躍するベンチャー企業やその支援者、イノベーションの有識者による

講義やワークショップを実施する。さらに TCPにおける個別指導現場（上記 1. 
参照）やピッチイベント等の、実践的な OJTの機会を提供する。修了生で希望す
る者は、「NEDO SSAフェロー」として、研究開発型ベンチャーの高度専門支援
人材として登録する。 

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 【2019年度】2019年 10月～2020年 2月頃 
公募期間 【2019年度】2019年 7月 4日～8月 2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 
 

7. J-Startup支援事業 
日本政府が推進するスタートアップ育成プログラム「J-Startup」の

選定企業に対し、主に国内事業、研究開発型の事業に対する、ヒト・

モノ・カネのワンストップな支援等を目指す。 
項目 内容 

事業目的 民間支援機関・NEDO・JETRO・METIによる事務局が中心となり、「J-Startup
企業」とサポーター、政府機関を結びつけ、世界で勝てるスタートアップ企業の
成功モデルの創出・支援により、ベンチャー・エコシステム強化を目指す。 

事業内容 研究開発型スタートアップへの助成金支援プログラム（公募事業）における J-
Startup企業の優遇、専門家派遣、オープンイノベーション推進による企業マッ
チング支援など。 

助成率、助成金額 各種支援プログラムの詳細は https://www.j-startup.go.jp等を参照。 
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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8. 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 内容 

目的・概要 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
ーションの創出及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
「オープンイノベーション協議会」と「ベンチャー創造協議会」の合併により設立
（事務局長：NEDO副理事長)。 

活動内容 ①オープンイノベーションによるビジネス案件の創出（NEDOピッチ） 
②会員におけるオープンイノベーションの課題解決に資する、双方向な学びの機会の
提供（ワークショップ） 

③政策提言・活動等の啓発・普及活動（セミナー） 
④オープンイノベーション白書の作成 
⑤オープンイノベーション推進事例や海外情報などの関連情報提供 
⑥その他、協議会の目的の達成に資する活動 

会員数 1,410（2019年 6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 

 

9. 宇宙ビジネス投資マッチング・プラットフォーム（S-Matching-エス・マッチング） 
我が国の宇宙ベンチャー・ビジネスの活性化に向け実施される、新たなビジネス・アイデアや

新事業構想を有する宇宙ビジネス起業家と、宇宙分野に投融資意欲がある宇宙ビジネス投資家

とを結びつけるマッチング・プラットフォームとして運営している。 
項目 内容 

事業目的 S-Matchingでは、宇宙ビジネス起業家と投資家とのマッチングの場の提供等を
通じて、両者のビジネス連携等を促進し、我が国における宇宙データ利用をはじ
めとする宇宙関連ベンチャー企業等の創出・育成等を図ることを目的とする。 

事業内容 新規に宇宙ビジネスを起業・実施する個人及び事業者と、そのビジネス内容に向
け投資・出資を検討する投資家、VC、金融機関等のWEBマッチングサービ
ス。 

登録料、利用料 マッチングWEBサイトの登録及び利用無料。 
事業期間 特になし 

登録期間 常時登録受付中 

担当部署 イノベーション推進部 プラットフォームグループ 
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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 内容 

スタートアップ開発戦略タスクフォース 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独占実施権等の付
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 ～産総研・NEDO 発の技術をビジネスへ～」（2018

年 11 月 20 日）と題し、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）と連携して、ピッチ会

と展示会を兼ねたイベントとして開催した。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。2018
年度末までの産総研技術移転ベンチャー累計創業数は144社、同年度には6社創業となっている。

（https://unit.aist.go.jp/ictes/aist-startups/） 
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、2017 年度から「未踏アドバンスト事業」を実施し

ている。当事業は、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、ビジネスや

社会課題の解決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・ビジネスアドバイザーによる指導・助言、活動実績に応じた活動費提供を行っている。 
当事業で輩出された未踏的 IT 人材による成果をイベント、交流会、ビジネスマッチング等を

通じて産業界に発信している。

また、未踏的 IT 人材のさらなる活躍に向け、未踏関係者がプレゼンテーション、パネルディ

スカッション、デモ展示等を行い、交流する「未踏会議 2019」を、2019 年 3 月 8 日（金）に開

催した。

注*) 未踏的 IT人材：ITを駆使してイノベーションを創出できる優れたアイディア・技術力をもつ人材をさす。 

「2019年度未踏アドバンスト事業」概要 
項目 内容 

事業内容 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、ビジネスや社会課題の解
決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・ビジネスアドバイザーによる指導・助言、活動実績に応じた活動費提供を行う。 

公募対象 未踏性、市場性、開発実現性、事業性を備えた 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、ビジネスや社会課題の解決につなげたいと考え
ている未踏的 IT人材からのプロジェクト（個人または個人からなるチームが対象）

契約形態 委託契約 
公募期間 2019年 1月 18日～4月 8日 
事業期間 2019年 8月 1日～2020年 2月 28日 
担当部署 IT人材育成センター イノベーション人材部 

（出所：独立行政法人情報処理推進機構） 

「未踏会議 2019」開催概要 
項目 内容 

目的 産業界等における未踏的 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。 

開催場所 東京ミッドタウン ホール A・B 
開催日 2019年 3月 8日(金) 
主催／共催 主催：独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 

一般社団法人未踏 
共催：経済産業省 

（出所：独立行政法人情報処理推進機構） 
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 総務省 

国際戦略局

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

性があり、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を支援している。

「異能 vation」プログラム 
項目 内容 

意図 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
をおそ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 国際戦略局 技術政策課 

（出所：異能 vationウェブサイト（https://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 内容 

意図 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 【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

支援期間 1年間 
支援する研究費 7千万円※（上限）＜間接経費（30％以内）含む＞ 

補助率：中小企業 3分の 2、大学等 10分の 10 
※令和元年度は、平成 30年度の公募で採択した案件について、補助事業期間終了まで支援。

担当部署 国際戦略局 技術政策課 
（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」※1を組織

し、地域発 ICT スタートアップ創出支援のため、総務省と共催により、学生向けに「起業家甲

子園」※2、若手起業家向けに「起業家万博」※2 を実施している。 
2019 年度は、全国 24 カ所（予定）で開催のビジネスコンテスト等と連携した地方大会から選

出されたファイナリストにより、2020 年 3 月 4 日（水）に「起業家甲子園」、2020 年 3 月 5 日（木）

に「起業家万博」を開催する。

また、「起業家甲子園」出場予定者を対象に、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」を実施し、一方、

「起業家万博」出場者に対して、国内外の大規模展示会への出展機会を提供する。 

※1「ICTメンタープラットフォーム」
ICTスターアップの創出を阻むとされる「クレバス（事業計画、資金、人材）」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
した、「メンター」と「地域」、「若い人材」をつなぐプラットフォーム。 

※2「起業家甲子園」及び「起業家万博」は、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）の商標登録です。

1. 「起業家甲子園」概要
項目 内容 

事業概要 全国から選抜された高専学生、大学生及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、審査員として招いた若手
ベンチャーキャピタリストを前にプレゼンテーションを行い、総務大臣賞を競い合う
ビジネスコンテストである。2018年度は 11チームが出場した。 

開催日 2020年 3月 4日 
主催 総務省、国立研究開発法人 情報通信研究機構 
参加者 教職員、学生、協賛企業、ICT系企業、投資会社、地域支援団体関係者等 約230名 

2. 「起業家万博」概要
項目 内容 

事業概要 ICTを用いて豊かな世の中の実現を目指す全国各地の ICTスタートアップが、工夫を
凝らした新規事業（商品・サービス）を審査員として招いた著名ベンチャーキャピタ
リストや協賛企業の前で発表し、事業提携や資金調達などを目指すとともに、総務大
臣賞にチャレンジするビジネスコンテストである。2018年度は 11社が発表した。

開催日 2020年 3月 5日 
主催 総務省、国立研究開発法人 情報通信研究機構 

参加者 協賛企業、ICT系企業、投資会社、地域支援団体関係者等 約 250名 
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 文部科学省 

科学技術・学術政策局

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 年度から 5 年間）。複数の大学等、民間企業や海外機関の連携を条件

としており、現在国内 30 大学が参画している。また、民間企業・団体からの支援の下、従来の

アントレプレナー教育にとどまらず、実際に起業しグローバル市場で事業に挑戦する起業家の

育成を図るアントレプレナー育成海外武者修行プログラムを、平成 30 年度より実施している。

今後、従来の枠組みを超えてより広くアントレプレナー教育に参画する機関を募り、日本全体

の更なるアントレプレナーシップの醸成を目指す。

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
の起業復興～ 

東北大学 
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 

Tokai-EDGE（Tongali）プログラム 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 

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） 

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 

EDGE-NEXT 人材育成のための共創エコ
システムの形成（Skyward EDGE）

早稲田大学 
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 
（出所：文部科学省 報道発表資料） 
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高等教育局

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 金額 認定・認可の申請とその状況 
①東京大学 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 12

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）。 
○2019年 3月現在で 11件のベンチャーに投資。また、ファンド・オブ・フ
ァンズとして 6件の出資。

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）。

○2019年 3月現在で 27件のベンチャーに投資。
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）。 
○2019年 3月末現在で 29件のベンチャーに投資。

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）。

○2019年 3月末現在で 18件のベンチャーに投資。
（出所：文部科学省） 

（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

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

大学発ベンチャー等

事業活動において
研究成果を活用

ファンド
（投資事業有限責任組合）

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

①認定（経産省と共管）

出資

②認可

経営上の助言、資金供給等の支援

共同研究その他の連携

研究成果の活用促進を通じた新しい社会的価値の創出！

政府

官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議

○ 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） 。

文部科学省
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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）未来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。

1. 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。2019 年 7
月までに 48 社の START 発ベンチャー企業が生まれた。

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。大学等の優れた技

術を基に実用検証可能な最小限の試作品やデータを準備し、顧客評価のフィードバックにより、

ビジネスモデルとして現実化させ、起業や START へ展開させていくことを目指している。 
START SCORE 

プロジェクト支援型 事業プロモーター支援型 
支援期間・
金額（直接
経費） 

原則 3年度以内 
支援期間によって 

3,000～5,000万円/年 

原則 5年度 
1,700万円/年 

原則 1年度 
500万円/年 

募集対象 企業価値の高い大学等発ベ
ンチャー創出等により成果
の社会還元を目指す研究開
発を対象とする。研究代表
者は、研究開発期間中、日
本国内に居住し日本国内の
大学等に常勤の研究者とし
て所属していること。

大学等の基礎研究等の研究
成果に関して、研究開発・
事業育成を一体的に推進す
るための事業化に関するノ
ウハウを有し、研究開発費
を効果的・効率的に活用し
得る、日本国内に法人格を
有する機関。

活動期間中に、ビジネス
モデル検証や顧客ヒアリ
ング等が可能な技術分野
全般を対象とし、原則、
研究代表者及びアントレ
プレナー志望者（EL）を
含むチーム体制を構築で
きること。

2. 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。2014 年の事業開始以来 2019 年 7 月までに 25 社への出資を実行した。 
項目 内容 

出資対象 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
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項目 内容 
出資の内容 1. 出資できる財産：金銭及び 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：原則として総議決権の 1/2以内かつ累計で最大 5億円 

担当部署 科学技術振興機構 起業支援室 
 

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 
本事業は、ベンチャー企業が行う、大学等の研究成果に基づくシーズ（出願中のものも含む特

許等）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 年度に公募を開始し、2019 年 3 月

までに 3 件を採択した。 
項目 内容 

公募期間 2019年 3月 29日より通年募集を開始。2019年 7月 31日、11月 29日、
2020年 3月 31日の 3回の締切を設定。 

申請者 日本国内に法人格を有する、原則設立後 10年以内の企業。 
ただし、シーズの所有者及び代表研究者※の了承が必要。 
 ※シーズの発明者の一人であって、当該発明を大学等における職務発明として行った研究者 

支援期間・金
額 

1. 開発費：原則、総額１億円以上 50億円以下（間接的経費を含む） 
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。返済にあたっては、
返済猶予期間（最大 5年間）や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 医療を除く社会的・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。 
ただし、「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」に関する技術分野の課題を優先して採択する。 

担当部署 科学技術振興機構 産学共同開発部 
 

4. 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。 
2019 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 2019 ～Award for Academic 

Startups～」表彰式を開催した。 
項目 内容 

対象 
 

大学発ベンチャー企業（定義あり）、及び、特にその成長に寄与した機関、企業
を表彰。 

応募期間 2019年 4月 12日～5月 20日 
表彰日・会場 2019年 8月 29日・東京ビッグサイト青海展示棟 Bホール 
担当部署 科学技術振興機構 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 
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 厚生労働省 

厚生労働省では、ベンチャー支援及び雇用の創出のため、以下の取組みを実施している。

1. 中途採用等支援助成金（生涯現役起業支援コース）
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。

また、上記助成金を受給した者で、一定期間経過後に生産性が向上している場合には別途上乗

せ助成を行うこととしている。

2. 医療系ベンチャー支援
平成 27 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

り組みについて議論をしていただき、平成 28 年 7 月 29 日に報告書を公表した。 

この提言等に基づき、厚生労働省や関係機関では以下の取り組みを行っている。

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）」を設置し、平成 30 年 4 月 1 日より「イノベー

ション実用化連携相談」を開始するなど、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、同年 10 月に革新的医薬品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、平成 30 年に続き、

令和元年 10 月 9 日～11 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 2019」を開催予定

⑦ 薬事、保険、知的財産等の専門家をサポーターとして登録し、きめ細かい相談や支援を行

う「医療系ベンチャー・トータルサポート事業」を平成 29 年度より開始し、

・平成 30 年 2 月に東京・日本橋に相談窓口（MEDISO）を開設

・令和元年度より、アカデミアや大手企業からベンチャー企業への短期交流を支援する取

組を実施予定

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おり、

今年度から以下の事業が始まりました。

食料産業・6次産業化交付金のうち「研究開発・成果利用の促進」 
項目 内容 

事業概要 本事業は 6次産業化の更なる発展に向けて、公設試験場、独立行政法人、大学、民間
事業者等、多様な主体が有する研究開発成果と地域資源を活用した高付加価値商品等の
創出を促進するため、六次産業化・地産地消法に基づき認定された「研究開発・成果利
用計画」に従って行う技術実証や、試作品の製造・評価、製品化及び試験販売等を支援
します。 

採択基準 ・六次産業化・地産地消法に基づく認定を受けた「研究開発・成果利用事業計画」に従
って行う取組であること。

・農林漁業者、試験研究機関、地方公共団体及び民間事業者等、関係者による研究開発
成果の利用及び事業化に向けた連携体制が確保されていること。

・目標年度において、事業の成果目標の達成が確実と見込まれること。
対象者 研究開発・成果利用事業計画の認定を受けた事業者又は当該事業者を含む関係者で構成

する事業化共同体（コンソーシアム） 
補助率 定額 
事業募集 各都道府県において実施（詳しくは該当する都道府県にお問い合わせください） 
担当部署 農林水産省 食料産業局産業連携課 
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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。

1. 「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。2018 年度の資本性ローンの融資実績は、小規模事業者向けで 101 社（28 億円）、中小

企業向けで 178 社（136 億円）、合計で 279 社（164 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） 
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

創業/ 
新事業型 

社数（社） 369 441 398 373 279 
金額（億円） 227 283 251 228 164 

（出所：日本政策金融公庫ディスクロージャー誌） 

2. 「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 2 億 5,000 万円を上限に、融資期間は 7 年以

内となっている。2018 年度の新株予約権付融資の融資実績は、32 社（15.0 億円）となっている。 

新株予約権付融資制度 
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

社数（社） 18 30 37 33 32 
金額（億円） 2.7 7.4 5.7 5.7 15.0 

（出所：日本政策金融公庫ディスクロージャー誌） 
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3. 「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。

2018 年度は 396 校から 4,359 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。2018 年度は 331 校実施、約 14,000 人が受講した。 
 

高校生ビジネスプラン・グランプリ 第 6回開催実績 
項目 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 2018年 7月 2日～10月 10日 応募受付 

2018年 12月 3日 ファイナリスト（10組）発表 
2019年 1月 13日 最終審査会 

エントリー数 エントリー数 4,359件（応募高校数 396校） 
出張授業 331校実施、約 14,000人が受講 
応募者への 
フィードバック 

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
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 7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｣ 

 
 

Ⅰ - 186

【付録】官公庁関連ベンチャー支援



 

 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 7 回の開催を数えるビジネスプラ

ンコンペティションでは累計 2,300 件以上の応募があり、女性起業家の裾野を広げている。

また 2017 年 4 月からは、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おり、DBJ-WEC・JERI-WEC が一体となって、従来に増して柔軟かつ積極

的に、専門家・関係機関とも連携しつつ、女性起業家の挑戦を支援する体制をとっている。

1. DBJ女性新ビジネスプランコンペティション
2012 年より、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。

2018 年度も、第 7 回 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」・「優秀

賞」・「ソーシャルデザイン賞」および「事業奨励賞」を表彰した。

第 7回 DBJ女性新ビジネスプランコンペティション概要 

項目 内容 

応募対象 

・女性経営者による事業
・事業性が高いビジネスプラン（大きな成長が期待できること）
・革新性が高いビジネスプラン（技術、サービス、ビジネスモデル等に
おいて新規性あるいは高い付加価値が期待できること）

・対象プランが開始 5年以内である事業（第二創業を含む）

応募期間 2018年 8月 20日～10月 11日 

応募総数 214件 

受賞者発表 2019年 3月 6日 

事業奨励金 

DBJ女性起業大賞 最大 1,000万円 
DBJ女性起業優秀賞 最大 500万円 
DBJ女性起業ソーシャルデザイン賞 最大 500万円 
DBJ女性起業事業奨励賞 100万円 

2. 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。
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【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 内容 

2015年 11月 「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） 

2018年 1月 「中国地域女性ビジネスプランコンテスト SOERU」共催 
（経済産業省・中国経済産業局 他） 

2018年 2月 「鳥取ビジネスプランコンテスト」後援（鳥取県） 

2018年 3月 「おおいたスタートアップウーマンアワード」協力（大分県 他） 

2018年 9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） 

2019年 7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 他） 
 
※過去 4年分の開催実績を抜粋 
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 株式会社 INCJ 

株式会社INCJ（以下「INCJ」という）は、2018年9月、既存の官民ファンドである株式会社

産業革新機構（以下「旧機構」という）から新設分割する形で発足しました。

旧機構は、産業競争力強化法に基づく認可法人として、2009年7月の設立以来、産業や組織の

壁を越えて、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。

旧機構の創設以来、第四次産業革命の進展に伴い、オープンイノベーションに対するリスク

マネーの重要性が増大し、ソブリン・ウェルス・ファンド（SWF）等により世界のリスクマネ

ー供給が質・量ともに充実する等、様々な環境変化が起きています。この間、日本でもIT関連

のアーリー分野等、民間資金で相当程度カバーできる領域が生まれている一方、バイオ・創

薬・宇宙・素材・ロボットなど長期・大規模なリスクマネー供給の必要性は増大しています。

このような状況を踏まえ、投資対象に関する運用の見直しや、投資機能の強化を図り、長

期・大規模の成長投資を中心に、引き続きリスクマネー供給を行えるよう、2018年5月に産業競

争力強化法が改正され、旧機構は「株式会社産業革新投資機構」として新たに事業を開始する

ことになりました。そして、それに先立ち、同年9月21日に実施された会社分割により、INCJ
が設立されました。

INCJ は、産業競争力強化法の改正法施行後も、旧産業競争力強化法と同趣旨の枠組みの下で

運営され、旧機構が取り扱ってきました投資案件については、INCJ に全て承継されております。

今後は、既投資先の Value up 活動や追加投資、マイルストーン投資、EXIT に向けた活動を主要

業務として、2025 年 3 月末まで、活動をしていきます。 

【INCJの基本理念と投資基準】 

（出所：INCJ） 
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【投資案件に対する評価軸】 

 
 

（出所：INCJ） 

【株式会社 INCJの目的 具体的な投資インパクト】 

 
（出所：INCJ） 
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㈱INCJの 2018年度ベンチャー投資一覧 

 
 

㈱INCJの 2018年度 LP投資 

 

 

㈱INCJの 2019年度ベンチャー投資一覧 (2019年 6月末現在） 

 

日付
（公表日）

投資先企業名
投資額上限

（億円）
（注１）

公表時投資額
（億円）
（注１）

国内外別 業種 種別

2018/4/16 株式会社光コム 4.0 4.0 国内 工業 VC(新規)

2018/4/18 ペプチスター株式会社 7.5 7.5 国内 バイオ・製薬 VC(新規)

2018/5/22 株式会社タベルモ 8.5 8.5 国内 バイオ VC(新規)

2018/6/4 株式会社キュラディムファーマ 12.0 9.0 国内 製薬 VC(追加)

2018/6/29 株式会社ABEJA 5.0 5.0 国内 ITサービス VC(追加)

2018/7/3 UMITRON PTE.LTD.　　　　　　 8.0 8.0 海外 IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 VC(新規)

2018/8/30 Cloudian Holdings Inc.　　　 　 　　（注2） 7.2 6.9 海外 IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 VC(追加)

2018/9/28 株式会社タニタヘルスリンク 27.0 23.0 国内 健康・医療 VC(新規)

2018/10/10 オスカーテクノロジー株式会社 6.0 2.0 国内 IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 VC(追加)

2018/10/11 株式会社JTOWER　　　　　　　　　 40.0 5.5 国内 インフラ（含サービス） VC(追加)

2018/10/18 QUADRAC株式会社 10.0 6.0 国内 電子デバイス VC(追加)

2018/10/31 Astroscale Pte. Ltd.     　           (注3） 39.5 28.8 海外 産業機械 VC(追加)

2018/11/1 株式会社BeeEdge 10.0 3.8 国内 消費財・小売（含サービス） VC(新規)

2018/12/7 株式会社アクセルスペース 8.5 6.0 国内 産業機械 VC(新規)

2018/12/25 NapaJen Pharma, Inc.　　　　　　　（注4） 13.5 13.5 海外 健康・医療 VC(追加)

2019/2/13 ダイナミックマップ基盤株式会社　 180.0 非開示 国内 インフラ（含サービス） VC(追加)

2019/3/14 株式会社ナイルワークス 2.0 2.0 国内 産業機械 VC(追加)

2019/3/27 株式会社イクシス 6.0 6.0 国内 産業機械 VC(新規)

394.7 145.5＋α

（注１）　公表資料に基づく投資金額

（注2）　投資上限額：6.5百万USドル、公表時投資額：6.2百万USドル、為替レート：111.1円（2018年8月平均）で換算

（注3）　投資上限額：35百万USドル、公表時投資額：26.5百万USドル、為替レート：112.8円（2018年10月平均）で換算

（注4）　投資上限額：12百万USドル、公表時投資額：12百万USドル、為替レート：112.6円（2018年12月平均）で換算

合計

該当なし

日付
（公表日）

投資先企業名
投資額上限

（億円）
（注１）

公表時投資額
（億円）
（注１）

国内外別 業種 種別

2019/4/4 株式会社Ridge-i 5.5 5.5 国内 電子デバイス VC(新規)

2019/5/23 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 20.0 19.0 国内 電子デバイス VC(新規)

25.5 24.5

（注１）　公表資料に基づく投資金額

合計
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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、2013 年 3 月に前身の株式会社企業再生支援

機構（ETIC）から改組し、中小企業者等の事業再生支援に加え、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（REVIC キャピタル他）

が、金融機関のファンド運営会社等と共に 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。2019 年 7 月末時点で、設立済みファンドは 42 本、うち再生ファンドが 6 本、

地域活性化ファンドが 36 本、出資約束金額の総額は 1,113.6 億円となっている。 
明確にベンチャー企業が投資対象のファンドは 4 本（下図）あるが、その他のファンドについ

ても、地域やテーマなどの投資目的に合致していればベンチャー企業も投資対象としている。

直近では、2019 年 6 月に地方へのインバウンド誘客及び地域の観光消費額増加等を図ること

を目的に、「観光遺産（文化遺産・自然遺産等）」を活用する観光事業者を対象とした「観光遺産

産業化投資事業有限責任組合」を、7 月には地域産業の高度化・活性化や雇用機会増大の実現の

ため、地域で各産業の核となる事業者の事業承継や財務基盤強化（自己資本）などの課題解決を

目的とした「地域次世代産業推進投資事業有限責任組合」を設立した。

また、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。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、常駐型経営支援、半常

駐の継続的な助言支援、経営数値のモニタリング中心の定期的面談による助言支援などがある。 
REVIC が積み重ねてきた知見・ノウハウを、専門人材を通じて共同 GP である金融機関のファ

ンド運営会社等に移転することも REVIC の重要なミッションであり、設立済みファンドのうち、

共同 GP にファンド運営に関するノウハウ移転が行われた 8 本については REVIC 持分を共同 GP
等に譲渡し、支援を終了している。

ファンド名称 設立年月 組成額 出資金融機関 主な投資先 

1 
しがぎん成長戦略ファンド 
投資事業有限責任組合 

2014年 4月 5億円 滋賀銀行 
㈱FLOSFIA、 
㈱ﾏﾈｰﾌｫﾜｰﾄﾞ、 
㈱ﾒｶﾞｶﾘｵﾝ 

2 
とっとり大学発・産学連携 
投資事業有限責任組合 

2015年 1月 15.2億円 山陰合同銀行 
㈱MIKOTO ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 
㈱ﾏﾘﾝﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰ、 
㈱ﾒﾃﾞｨﾋﾞｰﾄ 

3 
しまね大学発・産学連携 
投資事業有限責任組合 

2015年 1月 10.2億円 山陰合同銀行 
㈱PuREC、 
㈱農の郷、 
㈱mAbProtein 

4 
いばらき新産業創出 
投資事業有限責任組合 

2015年 3月 10.0億円 
常陽銀行、筑波銀行、 
水戸信用金庫、結城信用
金庫、茨城県信用組合 

㈱ｴｼﾞｿﾝ、 
㈱FULLER、 
㈱SʼUIMIN 

（出所：REVIC） 
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 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」「インバウンド観光」をはじめ

とする様々な分野でリスクマネーを供給している。

クールジャパン機構は、民業補完の徹底を原則とし、3 つの支援基準（①政策的意義、②収益

性確保、③波及効果）を元に、「BtoC」「海外展開」「波及効果」にフォーカスした投資を行って

いる。

クールジャパン機構の出資金と事業スキーム（2019年 7月現在）

ベンチャー関連の投資案件（2019年 7月現在） 

（注）公表順。支援決定額は上限額であり、為替の影響等により金額に変動あり。 （出所：クールジャパン機構） 

政府出資
（財投特会等）

民間出資

出資

出資

事業会社 等

民間企業 等

コンソーシアム
各企業

出資
出資

・・・・・

リスクマネー
供給機能

出資による支援と
ともに、事業・経営
支援等も一体的に
実施

○拠点となる空間
（物理的空間／ メ
ディア空間）の整
備・確保

○M&A・合弁設立等

を含めた海外需要
の獲得・拡大

○潜在力ある意欲的
な地域企業の海外
展開

○海外展開の間接
的サポート事業

○訪日外国人観光
客向け地域ビジネ
ス（インバウンド）

実施事業の例
［クールジャパン機構］

７２１億円（現在）

【予算】
令和元年度予算

財投特会１７０億円
政府保証１７０億円

１０７億円（現在）

※存続期間：20年以内
（平成25年11月設立）

出資金 ８２８億円

公表日 事業者名 対象地域 事業概要 支援決定額

1 2014/9/25 Tokyo Otaku Mode 全世界 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 15億円

2 2014/12/8 力の源ホールディングス 欧米豪 日本食の魅力を発信する外食事業
7億円

融資枠:13億円

3 2015/11/12 SAS ENIS 欧州（パリ） 地域産品の欧州展開支援事業 1億円

4 2016/4/21 百戦錬磨 インバウンド 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

5 2016/12/9 グローバル・ブレイン6号 インバウンド 観光・インバウンド産業におけるCTベンチャーファンドへのLP出資 50億円

6 2017/4/27 世界市場 香港 日本の青果物の輸出販売事業 3.66億円

7 2017/6/15 500 Startups JP 全世界 海外需要開拓を狙うベンチャーファンドへのLP 出資 11億円

8 2017/12/20 GF CAPITAL ASEAN 中小外食企業の出店支援事業 5.4億円

9 2018/5/8 みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 全世界 ヘルスケア・先端テクノロジー分野を中心としたベンチャーファンドへのLP出資 10億円

10 2018/10/18 Tastemade 全世界 日本の食や地域の魅力を発信する動画配信メディア事業 14億円

11 2018/11/28 Spiber 全世界 日本発次世代繊維素材を用いたアパレル事業 30億円

12 2019/4/9 Clozette ASAEAN インフルエンサーを活用したコンテンツ・マーケティング事業 11億円

13 2019/7/2 ワンダープラネット 全世界 スマホ向けアプリ・ゲーム開発・運営事業 10億円

14 2019/7/16 シタテル 全世界 衣服生産プラットフォーム事業 10億円

15 2019/7/23 Winc 米国 米国での日本酒流通拡大を目的としたワインのサブスクリプション事業 10百万
USドル
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4/25
日経平均株価
高値：22,307 円 58 銭

1/4
日経平均株価
安値：19,561 円 96 銭

大型調達
みんな電力（11.8億円）
シナモン（15億円）
TORANOTEC（20億円)

五常・アンド・カンパニー（11.6億円）
ミラティブ（35億円）
ダイナミックマップ基盤（上限180億円）
モンスター・ラボ（11.6億円）
SATORI（12.2億円）

TBM（15.5億円）
ナイルワークス（16億円）
オクト（14億円）
イクシス（10億円）
Chordia Therapeutics（30億円）

QDレーザ（36.6億円）
Modalis Therapeutics
　（旧エディジーン）（16億円）
B4F（30億円）
アストロスケール 
ホールディングス（$30mil）
ナイル（15億円）

OLTA（18億円）
CAMPFIRE（11.5億円）
アイリス（12.5億円）
atama plus（15億円）
div（10.8億円）
Cogent Labs（12億円）
ピクシーダスト
　テクノロジーズ（38.5億円）

CBcloud（12.4億円）
GROUND（17.1億円）
スマートニュース（31億円）
フロムスクラッチ（100億円）
サイトリミック（13億円）
ティアフォー（10億円）
アクティブソナー（36億円）
ウェルモ（11.7億円）
五常・アンド・カンパニー（10.8億円）

Kyash（15億円）
ティアフォー（80億円）
CureApp（22億円）
ココナラ（12億円）
ディーカレット（34億円）
シタテル（10億円）
エブリー（25億円）
エクサウィザーズ（15.8億円）
SmartHR（61.5億円）
VISITS Technologies（22億円）
Synspective（86.7億円）
インターステラテクノロジズ（12.2億円）
アペルザ（12億円）
Preferred Networks（10億円）

Wovn Technologies（14億円）
GROOVE X（30億円）
クリーマ（11億円）
ヤプリ（22億円）

Global Mobility Service（17億円）
よりそう（20億円）
ALE（12億円）
Integral Geometry 
　Science（20億円）
POL（10億円）
Arithmer（10億円強）
ユニファ（35億円）
iYell（16.5億円）
SkyDrive（15億円）

※各種報道による

グラフは「日経平均株価終値」の推移
日経平均株価©日本経済新聞社

1/8 ～ 11
　CES 2019（ラスベガス）

6/26
　J-Startup 2019 
　Ceremony

5/23
第5回日本ベンチャー大賞 
表彰式
5/16 ～ 18
　VIVA Technology 2019
　（パリ）
5/29 ～ 31
　 InnoVEX（台北）

3/5
第1回　日本オープンイノ
ベーション大賞　表彰式

3/10 ～ 13
SXSW 2019（テキサス州
オースティン）

7/28 ～ 8/2
GTE 2019 イノベーション
チャレンジ

7/2 ～ 5
TOA（Tech Open Air）
2019
（ベルリン）
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