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（2020 年 7 月 31 日現在）
運営元
内閣官房

日本経済再生総合事務局

実施内容
1. アジア DX プロジェクトの推進
2. 大企業とスタートアップ企業の契約の適正化
1. 統合イノベーション戦略 2020

内閣府

科学技術・イノベーション担当

2. 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
3. 研究開発型スタートアップに対する公共調達の強化
4. 日本オープンイノベーション大賞

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. オープンイノベーション促進税制の創設

産業技術環境局

1. 予算事業

技術振興・大学連携推進課

2. 事業会社と研究開発型スタートアップ企業の連携促進

中小企業庁

2. 新しい担い手による支援の促進

長官官房 総務課

3. 専門家による伴走支援

1. エンジェル税制

4. 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
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」
特許庁

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

総務部 企画調査課

4. 審査請求料、特許料の減免制度
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）」

独立行政法人中小企業基盤整備機構
（中小機構)
経済産業省
関連

ファンド事業部
ファンド事業企画課
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. ベンチャー企業への成長資金供給
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」
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. ジェトロ・グローバルアクセラレーションハブ（JGAH）
3. X-HUB TOKYO GLOBAL STARTUP ACCELERATOR
4. オープンイノベーションに取り組む企業のサポート
5. イノベーション・スタートアップに関する情報発信
1. Technology Commercialization Program（TCP）
2. NEDO Entrepreneurs Program（NEP）
3. シード期の研究開発型スタートアップに対する事業化支援

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

（STS）
4. Product Commercialization Alliance（PCA）
5. J-Startup 支援事業
6. オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会（JOIC）
7. 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）
8. 宇宙ビジネス専門人材プラットフォーム
（S-Expert-エス・エキスパート）
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運営元
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
経済産業省
関連

ベンチャー開発センター

実施内容
1. 産総研技術移転ベンチャーの創出・支援
2. 技術移転促進措置
3. 金銭、産総研の設備・特許等の出資
4. 産総研・DBJ 技術事業化サポートプログラム
5. 産総研発ベンチャーTODAY

独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）

1. 2020 年度未踏アドバンスト事業

IT 人材育成センター

2. 未踏会議 2020

イノベーション人材部
国際戦略局 技術政策課
総務省 SCOPE 事務局
総務省
関連

「異能 vation」プログラム

国立研究開発法人情報通信研究機構
（NICT）

1. 起業家甲子園

デプロイメント推進部門

2. 起業家万博

アントレプレナー支援室
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

2. 社会還元加速プログラム（SCORE）

（JST）

3. 出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS）

起業支援室

4. 産学共同実用化開発事業（NexTEP）未来創造ベンチャータイプ

1. 大学発新産業創出プログラム（START）
文部科学省
関連

5. 大学発ベンチャー表彰 ～Award for Academic Startups～
株式会社理研鼎業
戦略企画部

1. 知財活用、ベンチャー支援、共同研究促進、企業共創

（特定国立研究開発法人理化学研究

2. かなえ共創会員サービス

所 全額出資会社）
厚生労働省

政策統括官付 政策統括室

農林水産省

食料産業局 産業連携課
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

政府系
金融機関

ベンチャー支援グループ

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
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」
1. 資本性ローン
2. 新型コロナ対策資本性劣後ローン
3. 新株予約権付融資
4. 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）

1. DBJ 女性新ビジネスプランコンペティション

企業金融第 6 部

2. DBJ-WEC&WWN 共同開催セミナー

女性起業サポートセンター

3. 地方公共団体・地域金融機関等と連携した活動

株式会社 INCJ

2. 投資案件に対する評価軸

企画調整室

3. 株式会社 INCJ の目的 具体的な投資インパクト

1. INCJ の基本理念と投資基準

4. 2019 年度ベンチャー投資一覧

官民ファンド

1. JIC の経営理念
株式会社産業革新投資機構

2. JIC の目指す姿

経営企画室

3. JIC の投資基準
4. JIC によるファンド投資
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運営元
株式会社地域経済活性化支援機構
（REVIC）
官民ファンド

企画調整室

実施内容
地域経済の活性化に資するベンチャー企業への成長資金供給
および経営支援、助言支援

株式会社海外需要開拓支援機構

1. クールジャパン機構の出資金と事業スキーム

（クールジャパン機構）

2. ベンチャー関連の投資案件
（出所：VEC 作成）

主に 2019 年度～2020 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
令和元年 12 月 19 日に「新たな成長戦略実行計画策定に関する中間報告」を未来投資会議に
おいてとりまとめ、令和 2 年 7 月 17 日に「成長戦略実行計画」、
「成長戦略フォローアップ」、
「令和２年度革新的事業活動に関する実行計画」を閣議決定した。
「令和２年度革新的事業活動に関する実行計画」においては、
「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 2025 年度ま
でに 50 社創出」、
「ベンチャー企業への VC 投資額の対名目 GDP 比を 2022 年までに倍増するこ
とを目指す」との KPI を掲げ、達成に向けて以下のような取組を推進することとされている。

1. アジア DX プロジェクトの推進
日本企業の企業文化を変革するきっかけとして、政府では、新興国企業との連携による新事業
創出を「アジア DX プロジェクト」として推進している。令和元年 12 月には独立行政法人日本
貿易振興機構（JETRO）にデジタルトランスフォーメーション推進チームを立ち上げており、
JETRO と在外公館とが協働し、有望な新興国企業の発掘や現地政府との調整支援など、新興国
企業と日本企業との連携を促進していく。経済産業省はじめ関係省庁の連携の下、こうした取組
を通じ、最初のパイオニア的企業数社をピックアップし、
「同僚・同士効果（Peer Effect）
」を起
こすリーディングモデルを創出する。

2. 大企業とスタートアップ企業の契約の適正化
大企業とスタートアップ企業が連携するに当たり、スタートアップ企業からは、大企業と共同
研究すると特許権が大企業に独占されたり、周辺の特許を大企業に囲い込まれたりする、といっ
た偏った契約実態を指摘する声がある。公正取引委員会が実施した、スタートアップ企業（創業
10 年以内の非上場企業）に対する実態調査の結果を踏まえて、法務部門が脆弱なスタートアッ
プ企業が、問題に適切に対応できるよう、経済産業省と特許庁は標準的なモデル契約書（Ver1.0）
を作成・公表した。更なる実態調査を行った上で、各契約における問題事例とその具体的改善の
方向や、独占禁止法の考え方を整理したガイドラインについて、公正取引委員会と経済産業省連
名で年内を目途に案を作成し、意見公募手続を開始する。
この他にも、スタートアップ投資の減少が懸念される中、公的資金による成長資金の供給やベ
ンチャーキャピタルのファンド組成の下支え、令和 2 年７月に取りまとめた「スタートアップ・
エコシステム形成に向けた支援パッケージ」に基づいた、
「新たな日常」の下での成長や社会変
革を牽引するスタートアップ企業の支援をはじめとした様々な具体的取組を進める。
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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 2020（令和 2 年 7 月 17 日閣議決定）
「統合イノベーション戦略 2019」策定を受け、この１年の国内外の情勢変化を分析し、Society
5.0 の実現に向けて、科学技術・イノベーション政策として重点的に取り組むべき課題を整理し、
本年度も「統合イノベーション戦略 2020」を策定した。我が国においてもスタートアップ調達
金額は急激な増加を見せている一方、スタートアップの経済活動が未だマイナーな状況である
ことを脱却すべく、米国、中国に代表される都市を中心としたスタートアップ・エコシステムの
形成を目指す。また、先般からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、イノベーション創
出の現場においては投資の落ち込みのおそれがあるが、一方で新たなビジネス、サービス等、多
くのイノベーションが勃興すると予想され、若手起業家を支援すべく、以下の目標及び今後の方
向性を掲げている。
項目
目標

内容
・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

・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
・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
・研究開発型スタートアップの資金調達等促進（Gap Fund）
・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 プログラムによる集中支援の強化

2. 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
スタートアップ・エコシステムの拠点都市において優れた技術、研究に立脚した成長性の高い
スタートアップを多数創出するため、産学連携によるシード発掘や Gap Fund による資金支援を
行う。合わせて拠点都市のグローバルなつながりを強化すべく、スタートアップの海外展開及び
海外スタートアップ誘致の支援を行う。また、拠点都市以外の地域において社会課題を解決する
スタートアップの創出を促進するべく、地域の大学や中核企業を軸としたスタートアップコミ

1

2

3

4

大学等発ベンチャー設立累計（2018 年）：3,097 社（文部科学省「平成 30 年度 大学等における産学連携等実施
状況について」（2018 年１月）を基に内閣府（科技）において算出）。
ベンチャー投資額の対名目 GDP 比率（2019 年 12 月現在の 2018 年データ）：日本 0.051％、米国 0.633％、中
国 0.231％（VEC「ベンチャー白書 2019」（2019 年 11 月）を基に内閣府（科技）において算出）
。
ユニコーン企業数：米国 221 社、中国 109 社（CB Insights 2020 年３月現在）
。日本は２社（JAPAN STARTUP
FINANCE REPORT 2018 2019 年２月現在）
。
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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ュニティの強化を図るとともに、ソーシャルインパクトのあるスタートアップへの資金、人材の
供給を促進する。これらの取組を通してスタートアップ施策を一体的に推進する。

3. 研究開発型スタートアップに対する公共調達の強化
政府事業・制度等におけるイノベーション化の推進の観点から、先進技術を含めた新たな技術
を積極的に活用するとともに、イノベーションの創出を促す制度を整備し、その阻害要因となっ
ている規制を改革する等、政府事業・制度等におけるイノベーション化が恒常的に行われる仕組
みを構築してきた。
スタートアップを通じた研究開発成果の社会実装促進を通じ、各省庁がそれぞれの領域の専
門性を活かし、業界とも連携しながらスタートアップの創出・成長を支援していくことでイノベ
ーションを創出すべく、以下の取り組みを行っている。
(1) 内閣府オープンイノベーションチャレンジ 2019
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スタートアップ・中小企業を公募して、審査・認定する事業。2019
年度は省庁、地方自治体からの具体的ニーズを基に 21 の募集テーマを設定し、11 件（17 社）を
認定した。
(2) 日本版 SBIR 制度
新たな日本版 SBIR 制度において、研究開発の特性等を踏まえつつ各省ごとに一定の研究開発
予算に対する一定割合を革新的な研究開発を行うスタートアップ等向けの支出目標とする方針
の策定を検討するとともに、課題設定、多段階選抜による連続的支援を軸とした統一的なルール
でイノベーション創出を目指す各省の補助金等の指定、その執行・運用に当たり技術的な知見や
経験を有するプログラムマネージャーの配置などを盛り込んだ運用指針の策定を検討し、各省
庁の強みをいかしたプログラムを一体的に推進することでその効果の向上を図る。

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。2019 年度は、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、選定を実施した。
本年度の表彰においては、コロナ禍における市民生活・経済活動などを支えた新たなテクノロ
ジー・サービスと言った取組を公募し、表彰することで好事例モデルを広く展開する予定として
いる。
https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/prize/index.html
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経済産業省
経済産業政策局
経済産業省

産業創造課

経済産業政策局

新規事業創造推進室
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 2025 度までに 50 社創出」という目標を掲げている。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。
(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。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
・自社顧客・関係会社等の紹介
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(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。
(4) J-Startup の地域展開
J-Startup プログラムの地域展開として、スタートアップ・エコシステムの構築に積極的な自治
体を中心に構成される各 J-Startup 地域事務局が地域に根差した有望スタートアップ企業を選定
し、公的機関と民間企業が連携して集中支援を提供することで、選定企業の飛躍的な成長を図る。
また、J-Startup プログラムだけでなく内閣府の推進するスタートアップ・エコシステム拠点形成
戦略とも連動して、各地域のスタートアップ・エコシステムの更なる強化を目指す。

2. オープンイノベーション促進税制の創設
アベノミクスの成果により増加してきた現預金等を活用して、イノベーションの担い手とな
るスタートアップ企業への新たな資金の供給を促進し成長に繋げていくため、国内の事業会社
や CVC（コーポレート・ベンチャーキャピタル）から、設立 10 年未満・未上場等の要件を満た
したスタートアップに対する、オープンイノベーションを目的とした１億円以上の現金出資に
ついて、25％の所得控除を講じる。
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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スタートアップ企業への助成お
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-125～Ⅰ-128 ページ）参照。
2019 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、研究開発型スタートアップと研究機関との共同開
発を支援する CRI（Collaboration with Research Institute）を実施した。各事業において、NEP13 名、
STS 11 事業者、SCA3 事業者、CRI3 事業者を選定し、支援した。
2020 年度は、既存の NEP 事業、STS 事業に加え、SCA と CRI の後継事業として事業会社と連
携する構想を持つ研究開発型スタートアップを支援する PCA（Product Commercialization Alliance）
を実施する。

2. 事業会社と研究開発型スタートアップ企業の連携促進
オープンイノベーションに必要な事業会社と研究開発型スタートアップ企業の連携を促進す
るため、事業会社と研究開発型スタートアップ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、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、近年大
きな注目を集めている事業会社とスタートアップ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 年度は、研究開発型スタートアップと企業の法的な知見のギャップを埋め、オープンイ
ノベーションを促進するためのツールとして、共同研究契約やライセンス契約などを交渉する
際に留意すべきポイントについて解説した『モデル契約書 ver1.0』を取りまとめた。
（2020 年 6
月公表）
本モデル契約書が、企業とスタートアップとの円滑なコミュニケーションの一助となること
で、オープンイノベーションが成功し、創出された事業価値が最大化することを期待する。
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html
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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する。
優遇 A：株式投資額の所得控除による減税
（設立 5 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 800 万円※）あり。優遇 B は上限なし。
※ 令和 3 年 1 月 1 日以降は上限 800 万円、令和 2 年 12 月 31 日までは上限 1,000 万円
令和 2 年度税制改正において、12 年ぶりにエンジェル税制の見直しを行った。具体的には、
以下の 3 点を改正し、対象企業の拡大と多様なエンジェル投資家からの出資を得やすくなるよ
う、税制の利用に関する手続の簡素化を図った。
【令和 2 年度税制改正の概要】
①

優遇Ａ：対象企業の設立年数要件について、
「設立後 3 年未満の会社」から、
「設立後 5 年
未満の会社」として、対象企業を拡大した。

②

経済産業大臣認定制度（対象企業要件の確認を都道府県知事に代わって認定ファンドが
代替する制度（令和 2 年度改正前の制度では優遇 B のみ対象）の拡充により、認定事業者
として新たに一定の要件を満たした「株式投資型クラウドファンディング事業者（＝少額電
子募集取扱業者）
」が加わった。また、優遇 A についても認定事業者において確認書の発行
が可能となった。

③

ベンチャー企業が都道府県に提出する申請書類の一部が削減され、定款、事業報告書、組
織図、法人税確定申告書別表二、の提出が原則不要になった。
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エンジェル税制（令和2年度税制改正の概要）
 創業間もないベンチャー企業にとって資金調達は依然大きな課題。
 そのため、12年ぶりにエンジェル税制を見直し、時代の変化に対応した制度とすることで個人投資家からの投
資を促し、ベンチャー企業に必要なリスクマネーを供給する。
 具体的には、対象ベンチャー企業の拡大や多様な層の投資家が本税制を利用しやすいよう手続きの簡素化
を図る。

① 対象企業要件を、設立後３年未満から５年未満へ改正

改正事項

製品やサービス開発等の高度化を背景に、高度な技術を要し開発期間が長期化するベンチャー企業が増加

→長期に渡る研究開発により黒字化に時間を要している企業への資金供給を促進

② 経済産業大臣認定制度の拡充

改正事項

エンジェル投資家の裾野拡大を背景に、ベンチャー企業の目利きができる事業者の認定制度を拡充
認定事業者を経由した投資については企業の要件確認を簡素化

→認定ファンドおよび新たに認定対象とする株式投資型クラウドファンディングを通じた投資の促進
改正事項

③

申請手続きの重複を改善

ベンチャー企業が都道府県に行う申請書類の重複を改善し、申請手続きの効率化を行う。

経済産業大臣認定制度の拡充について（令和２年度税制改正）
 エンジェル税制の適用を受ける際、ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業は都道府県知事に企業要件の確認申請を行う必要あり。
 経済産業大臣の認定を受けたﾌｧﾝﾄﾞ（投資事業有限責任組合）を通じた出資については、都道府県知事に
代わり、認定ﾌｧﾝﾄﾞが確認書の発行を行うほか、企業要件の一部を緩和（試験研究費比率等）。
 指導・支援能力を有する事業者を通じたﾍﾞﾝﾁｬｰ投資を促進するため、令和２年度税制改正により、経済産業
大臣認定の対象を「優遇措置A」にも拡大、新たに「株式投資型ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ事業者」を認定対象に追加
（１）エンジェル税制申請から確定申告までの主な流れ
①

企業要件の確認申請

②

・確定申告時の
必要書類を交付

③

確定申告により
所得控除or株式譲渡益から控除

各都道府県
ベンチャー企業

確認

投資家

ベンチャー企業

（２）経済産業大臣認定制度の拡充
◎令和２年度税制改正後に企業要件等の確認事務を行う主体
優遇措置A

優遇措置B

・都道府県

・都道府県

・認定ファンド

・認定ファンド

・認定クラウドファンディング事業者

・認定クラウドファンディング事業者

投資家

税務署

改正ポイント①
優遇措置Aも都道府県以外の
確認事務が可能となった。
改正ポイント②
経済産業大臣の認定を受けた
クラウドファンディング事業者も
確認事務が可能となった。
改正ポイント③
経済産業大臣認定の事業者
による確認の場合、試験研究費
比率などの成長性要件は不要。

こうした制度の拡充や周知広報によりエンジェル税制の活用を進め、ベンチャー投資の促進
を図る。
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2. 新しい担い手による支援の促進
中小企業庁では、人口減少に伴う内需の縮小や、新型コロナウイルスの影響による社会変化等
に対して、中小企業・ベンチャー企業による新事業の創出が急務であることから、こうした新事
業創出を支える新たな支援のありかたについて検討する研究会を開催している。具体的には、ク
ラウドファンディングや EC、オンライン商談ツールなどの新たな支援ツールを提供する民間支
援事業者を「新しい支援の担い手」と位置づけて、担い手を活用した支援の拡大を議論している。
「新しい担い手」による支援は、オンラインを積極的に活用した支援を特徴としており、コロナ
禍がもたらした社会変化や顕在化した社会課題に対して、中小企業・ベンチャー企業が新事業を
生み出す契機として、有効な支援ツールとなることが期待されている。
研究会での議論を通じて、「新しい担い手」を活用するにあたっては、①存在自体が認知され
ていない、②仕組みや費用体系が複雑、③費用が割高、といった理由から、未だその利用が限定
的であるとの課題が明らかとなっている。今後、認知度と信頼性の向上、費用面の透明化、中小
企業・ベンチャー企業への普及・啓発に取り組むことで、新しい担い手の積極活用、新事業創出
の促進を図っていく。

3. 専門家による伴走支援
経済成長の新たな牽引役、イノベーションの担い手としてのベンチャー企業の創出に向け、中
小機構のアクセラレーション事業（FASTAR）において、上場ベンチャー及びユニコーン企業、
地域中核企業や地域未来牽引企業等に成長するポテンシャルを有するベンチャー・中小企業を
公募し、担当の専門家が事業計画の策定等について伴走支援している。その際、特定課題（資本
政策、事業提携、知財戦略等）のアドバイザー派遣、セミナー・勉強会、外部人材によるメンタ
リング、ピッチイベント・大企業マッチング等の各種複合支援ツールをプログラムに組み込み、
資金調達や事業提携を強力に支援している。
また、自治体や大学等が運営するインキュベーション施設等がより有効に機能するよう、中小
機構が採用・育成したインキュベーションマネージャー（以下「IM」とする。
）を派遣し、IM の
コンサルティング及びコーディネート支援、中小機構インキュベーション施設とのネットワー
ク形成、中小機構本部・地域本部の各種支援事業の利活用促進等を行うことで、支援力強化を図
っている。
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4. 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
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
業者向け契
約目標・実
績
担当部署

＜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 1.27％を踏まえ、国等全体で３％を目指す。
＜実績＞ 令和元年度実績
中小企業庁

事業環境部

契約額 880 億円、契約比率 1.06%
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
事業趣旨

創業期ベンチャー企業の知財戦略構築支援
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、事業戦略の診断・ブラッシュアップ
を行い、事業戦略に連動した知財戦略を構築していくことをサポートしま
す。

ベンチャー企業公募期間

2020 年 4 月 30 日～2020 年 6 月 7 日

2020 年度採択企業数

15 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、2018 年度から 2019 年度までの IPAS の成果事例集「知財戦略支援から見え
たスタートアップがつまずく 14 の課題とその対応策」も掲載されている。成果事例集には、こ
れまでの IPAS 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 14 の課題、及び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。
また、HP のみならず SNS も活用して情報発信をしている。
IP BASE ：https://ipbase.go.jp/
Twitter ：https://twitter.com/IP_BASE
Facebook：https://www.facebook.com/IPBASE
IP BASE では、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。
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(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 2018 年 7 月 9 日より運用開始。面接活用早期審査、スーパー早期審査のいずれも、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
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-121～Ⅰ-124 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。
新型コロナウイルス感染症等の影響によりベンチャー企業へのリスクマネー供給が低調にな
らないよう、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く。
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
（出所：中小機構）

中小機構ファンド出資額と中小機構出資割合の推移
(億円)

（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）

出資ファンド一覧（2019 年度～）
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）

みのり3号投資事業有限責任組合

成長支援

2019年4月

60

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㈱

NEX Partners 3号投資事業有限責任組合

成長支援

2019年6月

40

NEX Venture Partners III, LP

The Independents Angel 投資事業有限責任組合

起業支援

2019年6月

1.5

有限責任事業組合Kipsパートナーズ

BIG2号投資事業有限責任組合

起業支援

2019年9月

30

Bonds Investment Group㈱

アント・ブリッジ5号A投資事業有限責任組合

成長支援

2019年9月

50

アント・キャピタル・パートナーズ㈱

KVPシード・イノベーション2号投資事業有限責任組合

起業支援 2019年11月

10

㈱KVP
KVP2号有限責任事業組合

K&Pパートナーズ3号投資事業有限責任組合

成長支援 2019年11月

6

K&Pパートナーズ㈱

地域次世代産業推進投資事業有限責任組合

成長支援 2019年12月

6

RFIアドバイザーズ㈱

ふるさと連携応援ファンド投資事業有限責任組合

成長支援 2019年12月

30

㈱ひろしまイノベーション推進機構

i-nest 1号投資事業有限責任組合

成長支援

2020年1月

20

i-nest1号有限責任事業組合

Beyond Next Ventures2号投資事業有限責任組合

起業支援

2020年1月

40

Beyond Next Ventures㈱
Beyond Next Ventures2号有限責任事業組合

ANRI4号投資事業有限責任組合

起業支援

2020年1月

50

ANRI4有限責任事業組合

KKTH3投資事業有限責任組合

成長支援

2020年3月

22

㈱トライハード・インベストメンツ

テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合

成長支援

2020年4月

40

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱

ステージアップファンド投資事業有限責任組合

起業支援

2020年4月

3

㈱MAKOTOキャピタル

DIMENSION投資事業有限責任組合

起業支援

2020年5月

8.5

DIMENSION㈱

MICイノベーション5号投資事業有限責任組合

成長支援

2020年6月

30

MIC5号パートナーズ有限責任事業組合

インキュベイトファンド5号投資事業有限責任組合

起業支援

2020年7月

50

インキュベイトファンド5号有限責任事業組合

MPI-2号投資事業有限責任組合

起業支援

2020年7月

25

MedVenture2有限責任事業組合

2019年度

2020年度
（2020/42020/7）

ファンド運営者

ベーシック・キャピタル・マネジメント㈱

（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。
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
ション施設
（https://www.smrj.go.jp/incubation/index.html）
・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、2020年で20回目）
表彰制度
（https://j-venture.smrj.go.jp/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」 （https://businest.smrj.go.jp/）
新ビジネス ・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
創発拠点
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
「TIP*S」
（https://tips.smrj.go.jp/）
起業ライダー ・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
マモル
（https://startup.smrj.go.jp/）
アクセラレー ・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
ション事業 達や事業提携に向けた成長加速化支援事業を実施
「FASTAR」 （https://www.smrj.go.jp/venture/acceleration/fastar/index.html）
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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）
」
北米やアジアなどの地域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。新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、全プログラムをオンラインにて実施。

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」【2020 年 9 月 14 日～18 日】
「TechMatch」（JETRO 主催）【秋頃】
②ボストン
現地企業・投資家向けピッチ（JETRO 主催）【冬頃】
③タイ 商談会・ピッチ大会等【秋～冬頃】

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（JGAH）
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。新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、オンラインでの
サービス対応を強化。

項目
対象企業

内容
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
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項目
内容

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
＜サービス設置箇所＞（2020 年 7 月末時点）


北米：シリコンバレー、ボストン、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、オーステ
ィン



南米：サンパウロ



アジア：深セン、上海、香港、台北、シンガポール、バンコク、ジャカルタ、クアラ
ルンプール、マニラ、ベンガルール、ムンバイ

担当部署



欧州：ヘルシンキ、ロンドン、ベルリン、デュッセルドルフ、ミュンヘン、パリ



中東・アフリカ：テルアビブ、ドバイ、ナイロビ

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. X-HUB TOKYO GLOBAL STARTUP ACCELERATOR
東京の国際都市としての競争力維持、成長を目的として、東京から多くのグローバルに活躍するスタートアップ企業
を創出するために、都内のスタートアップ企業等のグローバル展開を支援。新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、
全プログラムをオンラインにて実施。

項目

内容

対象企業

都内に事業所を有するスタートアップ企業

※その他コースごとの応募資格あり

内容

世界各地のエコシステムに精通しているグローバルアクセラレーターと JETRO が提携
し、ブートキャンプやメンターとのメンタリングを通じて、ビジネスパートナーとの提携
や投資家からの資金調達に至る機会を、6 つのコースで提供。 https://x-hub.tokyo/
＜各コース概要＞
●米国西海岸コース
シリコンバレーのメンターによる、ビジネスモデルの検証や現地ユーザーインサイトの獲
得､ピッチのブラッシュアップを通じて、現地投資家からの資金調達やビジネスパートナ
ー獲得を目指す。
●米国東海岸コース
スタートアップ・エコシステムランキング（Startup Genome 調べ）世界第 2 位の NY で
は、特に AI・ビッグデータ分野の資金調達が拡大している。世界最大規模のリソースを活
用して、東海岸北米展開を目指す。
●深センコース
AI・IoT、スマートマニュファクチャリング、新素材、ヘルスケア、新エネ等分野を中心
に、分野別商談会等を通じて、中国企業との産業連携を目指す。
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●シンガポールコース
アクセラレータープログラムを通じて資金調達やビジネスパートナー獲得さらにはアジア
のハブであるシンガポールから東南アジア諸国への展開を目指す。
●ドイツコース
スマートシティー・エネルギー・モビリティ・IoT の分野で、オープンイノベーションに
取り組むドイツ企業と、ドイツへの展開を狙うスタートアップのオンラインマッチメイキ
ングを行う。
●Web Summit コース
欧州最大のテックイベントである Web Summit を活用して欧州展開を目指す。欧州有力
アクセラレーター等によるメンタリングやマッチングのサポートも提供。
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

（JETRO_XHUB@jetro.go.jp, 03-3582-5770）

4. 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、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
対象企業

内容
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発・情報発信
-

日本向け情報発信（協業の成功事例、協業ノウハウなど）
、海外向け情報発信（日本
のイノベーションエコシステム、海外企業が参加可能なアクセラレーションプログ
ラムなど）

2. 各国スタートアップとのネットワーキング、マッチング機会の提供
-

各国政府機関や業界団体と連携し、アメリカ、カナダ、ドイツ、北欧、インド等の先
進的な技術を有する現地スタートアップとのネットワーキング、マッチングをオン
ラインで実施

3. ニューノーマルの時代に資する技術との出会いの場の提供
-

CEATEC においてニューノーマルの時代に資する技術を有する海外テック系スタート

-

アジア・アントレプレナーシップ・アワード（AEA）に参加する、ニューノーマルの

アップのオンラインブースの設置
時代に資する技術を有する、アジア等のテック系スタートアップとのオンラインマ
ッチングの実施
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（写真左）CEATEC2019 における海外スタートアップのブース出展
（写真右）2019 年度の北欧ミッション派遣における現地スタートアップとのマッチング
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）

5. イノベーション・スタートアップに関する情報発信
１．～４．の各種事業を含めた JETRO のイノベーション・スタートアップに関する最新情報を、各 SNS にてい
ち早く発信しています。

JETRO Innovation

JETRO Global Connection

日系スタートアップ企業の海外展開

海外スタートアップ等との協業・オープ

支援に関する情報発信。

ンイノベーションに関する情報発信。
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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）
研究開発型スタートアップの起業を志す、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

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。
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。

事業目的
事業内容

助成率、助成金額
事業期間
公募期間
担当部署

研修事業であり、助成金等の金銭的支援はなし。
【2020 年度】約４～６ヶ月（最終審査会を３月上旬に予定）
【2020 年度】連携イベント等を通じた応募になります。
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または研究開発型スタ
ートアップに対し、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
発型スタートアップの立ち上げ及び事業化を加速するための活動を支援する事業を 2018 年度か
ら実施。
項目
事業目的

事業内容

事業期間
助成率
助成金額
公募期間
担当部署

内容

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資金、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、研究開発型スタート
アップの起業促進及び事業化加速を目指す。
【2020 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」
（NEP A）もしくは「事業化推進検討」
（NEP B）としての活動
費の助成。
④ 投資家及び提携先とのマッチングを支援［予定］
⑤ 会社経営に関する会計・経理等の研修を実施［予定］
【2020 年度】6 ヶ月以内（NEP A）もしくは 12 ヶ月以内（NEP B）
100％（定額助成）
1 件あたり原則 500 万円未満（NEP A）もしくは原則 3,000 万円以内（NEP B）
【2020 年度】2020 年 4 月 28 日～5 月 28 日
イノベーション推進部

※第 2 回公募を 10 月頃予定

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スタートアップに対する事業化支援（STS）
2015 年度から、研究開発型スタートアップ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スタートアップの事業化（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 24 件）
、その後助成事業者であるシード
期の研究開発型スタートアップ（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、2019 年度は 11 件
を採択・交付している。
項目
事業目的

助成対象事業

助成率
助成金額
事業期間
公募期間
担当部署

内容

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。
・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、助成対象費用の 1/3 以上の出資を公募要領で定める期日以
降に受けていること、または予定していること。
・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。
※プレ STS は２千万超の出資を得ていないこと。
2/3 以内
7,000 万円以内もしくは 2 億円以内
交付決定日から最大 1.5 年以内もしくは最大 2 年以内
【2020 年度第 1 回公募】2020 年 1 月 27 日～2 月 27 日
【2020 年度第 2 回公募】2020 年 5 月 26 日～7 月 15 日
イノベーション推進部 スタートアップグループ

4. Product Commercialization Alliance（PCA）
2020 年度から、提案時から数年で継続的な売り上げをたてる具体的な計画がある研究開発型
スタートアップ（PCA）への支援を実施。
項目
事業目的

助成対象事業
助成率
助成金額
事業期間
公募期間
担当部署

内容

提案時から概ね 3 年後までに事業化による継続的な売上が見込める事業計画と、確
度の高い資金調達計画、それらを達成するための体制（社内体制・外部連携体制
等）を有しており、かつ事業化を達成するために助成金の必要性の高い研究開発型
スタートアップを支援することを目的とする。
具体的な技術シーズを活用し、事業会社と連携する事業構想を持ち、提案時から数
年で継続的な売り上げをたてる具体的な計画がある研究開発型スタートアップ。
2/3 以内
原則 2.5 億円まで
【2020 年度】交付決定日から 2021 年 2 月下旬まで（予定）
【2020 年度】2020 年 4 月 20 日～5 月 20 日
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. 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
事業目的

事業内容

助成率、助成金額
担当部署

内容

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の成功
モデルの創出・支援により、スタートアップ・エコシステム強化を目指す。
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 JStartup 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。
各種支援プログラムの詳細は https://www.j-startup.go.jp 等を参照。
イノベーション推進部 スタートアップグループ

6. オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会（JOIC）
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

活動内容

会員数
会員構成
会費
募集方法
詳細ページ
担当部署

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）。
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
1,678（2020 年 7 月 1 日時点）
企業会員、賛助会員（大学・公的機関・個人等）
無料
下記 HP より会員登録（随時受付）
https://www.joic.jp/index.htm
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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7. 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

事業内容

登録料、利用料
事業期間
登録期間
担当部署

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。
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。
マッチング WEB サイトの登録及び利用無料。
特になし
常時登録受付中
イノベーション推進部

プラットフォームグループ

8. 宇宙ビジネス専門人材プラットフォーム（S-Expert-エス・エキスパート）
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、宇宙分野に専門的見地を有する宇宙ビジネス専門
人材とのマッチングを円滑化するプラットフォームを運営している。
項目
内容
事業目的

事業内容
登録料、利用料
事業期間
登録期間
担当部署

宇宙ビジネス起業家と宇宙ビジネス専門人材との人材マッチングの場の提供等を
通じて、両者の連携等を促進し、我が国における宇宙関連産業の発展に資するこ
とを目的とする。
新規に宇宙ビジネスを起業・実施する個人及び事業者と、宇宙分野に専門的見地
を有する宇宙ビジネス専門人材との WEB マッチングサービス。
マッチング WEB サイトの登録及び利用無料。
特になし
常時登録受付中
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センターがそのプラットフォームとし
て、「技術移転促進措置」及び「出資業務」の運用を行っている。
ベンチャー開発センターの業務概要
項目
産総研技術移転ベンチャーの創出・支援

内容
産総研で生まれた技術シーズを対象に、研究現場と協力し
てベンチャー創業を目指す

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

金銭、産総研の設備、特許等を産総研技術移転ベンチャーに出資
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/inncs/tmb/
（出所：産業技術総合研究所）

ベンチャー開発センターでは、産総研の名を冠するにふさわしいベンチャー企業に対して「産
総研技術移転ベンチャー」の称号を付与するとともに、当該企業が希望する場合には、技術移転
促進措置を適用している。
2019 年度末までの産総研技術移転ベンチャー累計創業数は 148 社で、
同年度には新たに 4 社が創業された（https://unit.aist.go.jp/inncs/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。
この取組の一環として、2020 年度には、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）との連携による
産総研・DBJ 技術事業化サポートプログラム「AIST＆DBJ VENTURE2050」を開始した。当該プ
ログラムは、産総研の研究開発力・技術力と DBJ の金融・事業化ノウハウを結合させ、両者の
協働のもと、2050 年の社会において大きなインパクトをもたらすポテンシャルを有する先駆的
ベンチャーの創出を目指すものである。
ベンチャー開発センターでは、上記のベンチャー創出・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 年改称）を 2005 年より開催している（https://unit.aist.go.jp/inncs/tmb/tf/index.html）
。
直近では、
「産総研発ベンチャーTODAY ～産総研・NEDO の技術系ベンチャーと創る、新し
い未来への Networking～」
（2019 年 11 月 19 日）と題し、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）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の開催を予定している。
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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・助言に加え、活動実績（育成従事実績）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等を行い、交
流する「未踏会議 2020」を、2020 年 3 月 10 日（火）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。

「2020 年度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・助言に加え、活動実績（育成従事実績）に応じ
た活動費提供を行う。

公募対象

未踏性、市場性、事業性、開発実現性を備えた 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 12 月 18 日～2020 年 4 月 6 日

事業期間

2020 年 7 月 6 日～2021 年 2 月 26 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 2020」開催概要
項目
目的

内容
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

オンライン開催

開催日

2020 年 3 月 10 日(火)

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 の技術課題への挑戦を支援している。
「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る奇想天外でアン
ビシャス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

絶対評価のため、件数は決まっていない。

支援期間

最長 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）
）
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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、学生を対象に「起業家甲
子園」※2、若手起業家を対象に「起業家万博」※2 を実施している。
2020 年度は、全国 20 カ所（予定）で開催のビジネスコンテスト等と連携した地区大会から選
出されたファイナリストにより、2021 年 3 月 1 日（月）に「起業家甲子園」
、2021 年 3 月 2 日
（火）に「起業家万博」を開催する。
なお、地区大会で選出されたファイナリストには、起業家甲子園・万博出場に向けて、事業会
社やスタートアップ業界の代表者などで構成する ICT メンターによるメンタリングやビジネス
プランのブラッシュアップを実施する。
さらに、
「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として、
短期の「起業家育成プログラム」を実施し、「起業家万博」出場者に対しては、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 スタート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、
「ICT 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
事業概要

内容
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、審査委員である若手
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が、2019 年度は新型コロナウイルスの影響のため、
9 チームがビデオ映像とオンライン通話により出場した。

R2 年度開催日

2021 年 3 月 1 日(月)

主

総務省、国立研究開発法人 情報通信研究機構

催

参加予定者

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

2. 「起業家万博」概要
項目
事業概要

内容
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）を審査員である著名ベンチャーキャピタ
リスト、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が、2019 年度は新型コロナウ
イルスの影響のため、9 社がビデオ映像とオンライン通話で新規事業を発表した。

R2 年度開催日

2021 年 3 月 2 日(火)

主

総務省、国立研究開発法人 情報通信研究機構

催

参加予定者

協賛企業、ICT 系企業、投資会社、地域支援団体関係者等
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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
ており（支援期間：平成 29 年度から 5 年間）
、現在国内 30 大学が参画している。また、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ほか、令和 2 年度はコロナ禍の新たな生活様式に対応すべく、
各コンソーシアムにおけるアントレプレナーシップ教育プログラム・コンテンツのデジタル化・
オンライン配信等に係る支援を行っている。
また、EDGE-NEXT での知見・成果を活かしつつ、全国的にアントレプレナーシップ教育の普
及・展開を行うべく、教育プラットフォーム（EDGE-NEXT COSMOS）の形成・構築に係る検討
を行っている。
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）

“EARTH on EDGE”～東北・北海道から
の起業復興～
産官学グローバル連携による EDGE NEXT
プログラム(Global Tech EDGE NEXT)

主幹機関

実施機関
協働機関

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

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

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）

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

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、多摩美術大学
（＊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

（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発ベンチャーへの支援。
2014 年 4 月、改正産業競争力強化法及び改正国立大学法人法の施行により、国立大学法人が出資を行い、
国立大学の研究成果を活用する大学発ベンチャーを支援するベンチャーキャピタル（VC）やファンドの
設立を可能とする制度改正を措置し、官民イノベーションプログラムを開始。

VC 名

（2020.5 現在）

１号ファンド
投資状況

規模

東北大学ベンチャーパー

97 億円

トナーズ株式会社

（2015.8 設立）

２号ファンドの状況

22 件のベンチャーに投資

2020.5 事業計画認定

（2015.2 設立）
東京大学協創プラットフ

250 億円

15 件のベンチャーに投資

28 億円

ォーム開発株式会社

（2016.12 設立）

ファンド・オブ・ファンズと

（2020.1 設立）

（2016.1 設立）

して 6 件出資

京都大学イノベーション

160 億円

キャピタル株式会社

（2016.1 設立）

33 件のベンチャーに投資

検討中

36 件のベンチャーに投資

2020.7 事業計画認定

（2014.12 設立）
大阪大学ベンチャーキャ

125 億円

ピタル株式会社

（2015.7 設立）

（2014.12 設立）
（出所：文部科学省）

官民イノベーションプログラムの概要
○ 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

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

認定（経済産業省と共管）

認可

認定特定研究成果活用支援事業者
出資
特定研究成果活用支援事業を
実施する法人

共同研究その他の連携

ファンド
（投資事業有限責任組合）

大学発ベンチャー等
事業活動において
研究成果を活用

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：文部科学省資料）
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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、研究開発の戦略立案、戦略的な基礎研究や産学連携による実用化推進、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。
「大学発新産業創
出プログラム（START）」
「社会還元加速プログラム（SCORE）」
「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、ベンチャー企業を通じた研究成果の社会還元にも積極的に取り組んでいる。

1. 大学発新産業創出プログラム（START）
本事業では、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、大学のもつ優れた技術シーズについて、大学と連携し成長力ある大学等発ベン
チャーの創出を目指して策定した事業化構想を実現するための研究開発を支援している。2020
年 7 月までに 53 社の START 発ベンチャー企業が生まれた。
プロジェクト支援型
事業プロモーター支援型
支援期間・
上限金額

原則 3 年度以内

原則 5 年度

支援期間によって 3,000～5,000 万円/年

1,700 万円/年

企業価値の高い大学等発ベンチャー創出に

大学等の研究成果に関して、研究開発・事

より成果の社会還元を目指す研究開発を対

業育成を一体的に推進するための事業化に

象とする。
（研究代表者は、研究開発期間

関するノウハウや経験があり、日本国内に

中、国内の大学等に所属すること。
）

法人格を有する機関。

(直接経費)
募集対象

担当部署

科学技術振興機構

産学連携展開部

2. 社会還元加速プログラム（SCORE）
本事業は、START の前段として大学等発ベンチャーの創出促進を目的としている。
「チーム
推進型」では、研究者と事業化プロデューサー等が、事業化支援ノウハウを持つアクセラレー
ターによる研修やメンタリングでの起業に有益な知識の実践的な学習を支援し、
「大学推進型」
では、産学連携部門が学内の技術シーズを基にした大学発ベンチャーの創出に向けた研究開
発課題の募集・選考、及び起業活動支援プログラムの運営や支援期間終了後の持続的な起業活
動支援の実現に向けた活動を支援している。
チーム推進型
支援期間・

原則 1 年度

上限金額

500 万円/年

原則 5 年度
6,000 万円/年

(直接経費)
募集対象

担当部署

大学支援型

(プログラム推進費と研究開発費の合計)
ビジネスモデル検証や顧客ヒアリング等が

主幹機関は国内の大学、共同機関は国内の

可能な技術分野全般を対象とし、原則、国

大学等。研究開発課題を年間合計 5 件以上

内の大学等に所属する研究代表者と事業化

運営し、支援期間終了後の持続的な起業活

プロデューサーのチーム体制を構築できる

動支援の実現に向けて活動を推進できるこ

こと。

と。

科学技術振興機構

産学連携展開部
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3. 出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS）
本事業では、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
的援助を行っている。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 年に事業を開始し、2020 年 7 月現在の出資先数は 28 社、EXIT
先数は 1 社（出資先数には含まず）となっている。
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

出資の内容

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
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

4. 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（出願中を含む特許等）
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、大学等の研究成果の事業
化を目指す。2016 年の公募開始後、2020 年 7 月までに 3 件を採択した。
項目
内容
公募期間

2020 年 3 月 29 日より通年募集を開始。2020 年 8 月 31 日、11 月 30 日、

申請者

日本国内に法人格を有する、原則、設立後 10 年未満の企業。

2021 年 3 月 31 日の 3 回の締切を設定。
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

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）

額

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：JST 支出額を 10 年以内の年賦返済。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：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

5. 大学発ベンチャー表彰 ～Award for Academic Startups～
本表彰は、今後の活躍が期待される優れた大学発ベンチャーと、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 年に創設、2015 年より 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）の共催で開催している。2020 年度の概要は以下のとおり。
項目
内容
対象

大学発ベンチャー企業（定義あり）と特にその成長に寄与した機関、企業を表彰。

応募期間

2020 年 4 月 6 日～6 月 8 日

受賞者の発表

2020 年 9 月
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

担当部署
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株式会社理研鼎業
株式会社理研鼎業（りけんていぎょう）は、
「科学技術・イノベーション創出の活性化に関す
る法律」に基づき、研究成果の実用化とこれによるイノベーション創出を図るため、2019 年 9
月に理化学研究所（理研）の全額出資会社として発足した。知財活用、ベンチャー支援、共同
研究促進、企業共創の 4 つの機能を相乗的に活かし、理研で生まれた研究成果をいち早く社会
的価値に還元し、我が国のイノベーションの創出へ貢献することを目的としている。

1. 理研鼎業の 4 つの事業

（出所：理研鼎業）

(1) ライセンス（TLO）機能
・理研研究者の発明相談、企業の市場調査を含めた知財発掘・権利化の戦略的な遂行
・企業に対する知財（特許やノウハウ等）のライセンス紹介活動およびライセンス契約交渉
(2) ベンチャー支援機能
・理研ベンチャーの設立に向けた事業アイデアの創出、事業計画策定等の支援
・事業を開始したベンチャーへの資金調達支援や外部企業からの資金獲得に向けた経営支援等
(3) 共同研究促進機能
・理研と企業との共同研究の発掘、折衝、成約活動
・共同研究の出口を見据えたコーディネート活動
(4) 企業共創機能
・企業戦略に資する理研のシーズやライセンス情報の提供・共有の場を提供
・企業に対して理研の研究内容や研究者を紹介するコンサル活動
・産業界を含めたコンソーシアムの構築活動支援
・戦略的共同研究プロジェクトの創成

2. かなえ共創会員サービス
研究開発型の中小企業を対象に、理研とのパイプと様々な分野の産業連携スキルを持つコー
ディネーターの知見を活かし、企業の技術開発の課題解決に役立つ会員サービスを開始。理研と
の共創の場として『技術相談』
『セミナー・交流会』
『ワークショップ』を提供する。
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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、令和
元年に続き、令和２年 10 月 14 日～16 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 2020」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、ベンチャー企業に対して、アカデミアや大手企業等からの支援人材を
マッチングし、継続的な支援を行う取組を実施
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、
以下の事業がございます。

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
事業概要

内容
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。2019 年度の資本性ローンの融資実績は、小規模事業者向けで 48 社（13 億円）、中小
企業向けで 159 社（176 億円）
、合計で 207 社（189 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）
2015 年度

2016 年度

2017 年度

2018 年度

2019 年度

創業/

社数（社）

441

398

373

279

207

新事業型

金額（億円）

283

251

228

164

189

2. 「新型コロナ対策資本性劣後ローン」
新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、関係機関の支
援を受けて事業の発展・継続を図るスタートアップの財務体質強化のために、資本性資金を供給
する制度として、「新型コロナウイルス感染症対策挑戦資本強化特別貸付（新型コロナ対策資本
性劣後ローン）
」の取扱いを 2020 年 8 月から開始した。融資金額は 7,200 万円（小規模事業者向
け）
、または 7.2 億円（中小企業向け）を上限に、融資期間は 5 年 1 ヵ月・10 年・20 年となって
おり、返済方法は期限一括返済である。

3. 「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。2019 年度の新株予約権付融資の融資実績は、31 社（30.5 億円）となっている。
新株予約権付融資制度
2015 年度

2016 年度

2017 年度

2018 年度

2019 年度

社数（社）

30

37

33

32

31

金額（億円）

7.4

5.7

5.7

15.0

30.5
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4. 「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。
2019 年度は 409 校から 3,808 件の応募があった。
また、日本政策金融公庫の職員が希望する学校向けに「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。2019 年度は 353 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
項目
応募対象

第 7 回開催実績

内容
全国の高等学校（中等教育学校後期課程を含む）および高等専門学校（1～3 年
生のみを対象）の生徒からなるグループまたは個人

各種サポート

希望する学校向けに「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

2019 年 7 月 1 日～9 月 25 日 応募受付
2019 年 11 月 26 日
2020 年 1 月 12 日

ファイナリスト（10 組）発表
最終審査会

応募総数

応募総数 3,808 件（応募高校数 409 校）

出張授業

353 校実施、約 14,000 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/））

なお、日本政策金融公庫は、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度予定しておりま
した、第 8 回「創造力、無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ」の開催を中止いたしま
した。
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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 8 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 2,500 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。
2020 年も、第 8 回 DBJ 女性新ビジネスプランコンペティションを開催した。今回より各賞を
一新し、
「最優秀ソーシャル・デザイン賞」
・
「最優秀グロース・ポテンシャル賞」
「最優秀リージ
ョナル・インパクト賞」を選定した上で、各最優秀賞の中から 1 名の「DBJ 女性起業大賞」を
表彰した。
第 8 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
・女性経営者による事業

応募対象

・対象プランが開始 5 年以内である事業（第二創業を含む）
・日本経済・社会への貢献が期待できる事業

応募期間

2019 年 12 月 3 日～2020 年 1 月 30 日

応募総数

243 件

受賞者発表

2020 年 7 月 10 日
DBJ 女性起業大賞
3 つの分野の最優秀賞からいずれかを選定

事業奨励金

最大

（いずれかの最優秀賞+最大

1,000 万円
500 万円）

最優秀ソーシャル・デザイン賞

最大

500 万円

最優秀グロース・ポテンシャル賞

最大

500 万円

最優秀リージョナル・インパクト賞

最大

500 万円
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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。
【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～）
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

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）

2017 年 6 月
2018 年 1 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）
「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）

2018 年 12 月

「中国地域女性ビジネスプランコンテスト
（経済産業省・中国経済産業局 他）

2019 年 7 月

「いよぎん みらい起業塾

2019 年 9 月

「女性起業家支援セミナー」共催

2019 年 10 月

「Woman Startup Seminar in SENDAI」共催（七十七銀行 他）

2019 年 12 月

「中国地域女性ビジネスプランコンテスト SOERU」共催（中国経済連合会 他）

SOERU」共催

女性起業家支援セミナー」共催（伊予銀行 他）
（きらぼし銀行 他）

※過去 4 年分の開催実績を抜粋

Ⅰ - 143

【付録】官公庁関連ベンチャー支援

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。
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、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、新規投資は行わず、既投資案件の 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、活動を行ってまいります。

【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 2019 年度ベンチャー投資一覧
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

2019/04/04
2019/05/23
2019/07/18
2019/08/01
2019/08/22
2019/08/30
2019/09/27
2020/01/15
2020/02/17
2020/02/21

株式会社Ridge-i
5.5
5.5
国内
電子デバイス
国内
電子デバイス
ピクシーダストテクノロジーズ株式会社
20.0
19.0
株式会社エクサウィザーズ
10.0
10.0
国内
IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財
GROUND株式会社
10.0
10.0
国内
インフラ（含サービス）
アトナープ株式会社
（注2）
8.5
8.5
国内
電子デバイス
株式会社ランドデータバンク
2.8
2.8
国内
インフラ（含サービス）
ユニファ株式会社
10.0
10.0
国内
IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財
株式会社LINK－US
6.0
4.0
国内
産業機械
株式会社メガカリオン
15.0
15.0
国内
健康・医療
株式会社XTIA（旧社名 株式会社光コム）
6.0
6.0
国内
産業機械
合計
93.8
90.8
（注１） 公表資料に基づく投資金額
（注２） 投資上限額：8百万USドル、公表時投資額：8百万USドル、為替レート：106.3円（2019年8月平均）で換算

㈱INCJ の 2020 年度ベンチャー投資一覧
日付
（公表日）
2020/05/29

投資先企業名

株式会社BeeEdge
合計
（注１） 公表資料に基づく投資金額
（注２） 2018年11月初回投資3.8億円

（注2)

投資額上限
（億円）
（注１）

公表時投資額
（億円）
（注１）

10.0
10.0

Ⅰ - 146

6.2
6.2

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

（2020 年 6 月末現在）
国内外別
国内

業種
消費財・小売（含サービス）

種別
VC(追加)
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株式会社産業革新投資機構
株式会社産業革新投資機構（以下「JIC」という）は平成 30 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から株式会社産業革新投資機構（JIC）に商号を変更し発
足しました。JIC は、オープンイノベーションを通じた産業競争力の強化と民間投資の拡大とい
う政策目的の実現に寄与することを目的とする組織です。IoT、ビッグデータ、AI など、新たな
情報技術の社会実装が世界で加速する中、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への要求に応える新たな組織
として誕生しました。当社は、産業競争力強化法に基づく経済産業大臣の認可を受けたファンド
（以下「認可ファンド」という）を組成し、認可ファンドへの投資を通じて政策的に意義のある
事業分野へのリスクマネー供給を行ってまいります。

【JIC の経営理念】
JIC は、オープンイノベーションによる企業の成長と競争力強化に対する資金供給を通じて民
間投資を促進するとともに投資人材の育成等を行い、我が国の次世代産業を支えるリスクマネ
ーの好循環を創出します。

【JIC の目指す姿】
JIC は、新たな市場や次世代の産業をつくる企業の成長投資や事業再編、新事業展開による競
争力強化に向けた投資を通じて企業の価値向上を支援します。
また、様々な投資活動を通じて民間投資を促すとともに、投資人材の育成や知識共有を積極的
に行い、我が国のリスクマネーの好循環を創出していく投資機関となることを目指します。

【JIC の投資基準】
JIC は、産業競争力強化法に基づく「投資基準」に沿って投資を行っています。
投資基準に掲げられた以下の 4 つの重点投資分野にリスクマネーを供給していくため、ファ
ンドの組成を通じて我が国におけるオープンイノベーションを推進し、我が国産業の競争力強
化と投資エコシステムの拡大に貢献します。

Ⅰ - 147

【付録】官公庁関連ベンチャー支援

（出所：JIC）

【JIC によるファンド投資】
JIC は、原則として傘下にファンドを組成し、そのファンドへの投資を通じて政策的に意義の
ある事業分野へのリスクマネーを供給しています。
JIC が各ファンドに対するガバナンスの仕組みを整備することで、ファンドによる民間投資家
からの資金調達を拡大し、投資人材の輩出と民間リスクマネー供給拡大に貢献します。産業競争
力強化法に基づく「投資基準」に沿って投資を行っています。
投資基準に掲げられた 4 つの重点投資分野にリスクマネーを供給していくため、ファンドの
組成を通じて我が国におけるオープンイノベーションを推進し、我が国産業の競争力強化と投
資エコシステムの拡大に貢献します。

（出所：JIC）
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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。2020 年 7 月末時点で、設立済みファンドは 44 本、うち再生支援ファンドが
6 本、地域活性化ファンドが 32 本、災害復興支援ファンドが 6 本、出資約束金額の総額は 1,202.4
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。
REVIC のファンドの特長は、様々な職能を持つ REVIC の専門人材が、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。2020 年 5 月には徳島大学発ベンチャ
ー支援の「産学連携１号投資事業有限責任組合」の GP である株式会社産学連携キャピタルと、
必要に応じて経営面でハンズオン支援を行うことを目的に特定専門家派遣契約を締結している。
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 に対して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。
さらに、新型コロナウイルス感染症等の影響により経営環境が悪化した事業者の復興及び事
業再生等を早期に実現するため、ファンドの規約変更を行った６つの既存の災害復興支援ファ
ンド等に加え、空白地域であった近畿中部地域の事業者を対象とする復興支援ファンドを 7 月
31 日に設立し、全都道府県を網羅的にカバーする支援体制を整えて、対応を始めている。
ファンド名称

設立年月

組成額

出資金融機関

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

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

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

4

いばらき新産業創出
投資事業有限責任組合

2015 年 3 月

主な投資先
㈱FLOSFIA、
㈱ﾏﾈｰﾌｫﾜｰﾄﾞ、
㈱ﾒｶﾞｶﾘｵﾝ

㈱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（2020 年 7 月現在）

ベンチャー関連の投資案件（2020 年 7 月現在）
公表日

事業者名

対象地域

事業概要

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

2 2014/12/8

力の源ホールディングス（※Exit済み）

欧米豪

日本食の魅力を発信する外食事業

支援決定額
15億円
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（※Exit済み）

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

6 2017/4/27

世界市場（※Exit済み）

香港

日本の青果物の輸出販売事業

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

アジア

中小外食企業の出店支援事業

5.4億円

50億円
3.66億円

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

アジア

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

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

16 2019/8/30

KKday

アジア

アジアの訪日旅行客向け現地ツアー・アクティビティのオンライン予約・販売事業

10百万USドル

17 2019/10/2

M.M. LaFleur

米国

NY発ワーキングウーマン向けファッションブランド

18 2019/10/17

Gojek

アジア

マルチサービス・デジタルプラットフォーム事業

19 2020/7/21

ヤマガタデザイン リゾート

インバウンド

山形県鶴岡市の宿泊施設をハブとした庄内のインバウンド・地方創生事業

10億円

20億円
50百万USドル
15億円

（注）Exit 済みの案件も含む。
（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）
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２０１９年
OLTA（18億円）
QDレーザ（36.6億円）
Modalis Therapeutics（16億円） CAMPFIRE（11.5億円）
アイリス（12.5億円）
B4F（30億円）
atama plus（15億円）
アストロスケール
ホールディングス（$30mil）div（10.8億円）
ナイル（15億円）
Cogent Labs（12億円）
ピクシーダスト
テクノロジーズ
（38.5億円）

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

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）

主な大型調達

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）
EPARK（200.6 億円）
iYell（16.5 億円）
SkyDrive（15 億円）

バーチャルキャスト（10 億円）
akippa（10 億円）
AI メディカルサービス（46 億円）
ビットキー（22 億円）
PECO（約 57 億円）
LeapMind（35 億円）
ゴジェック（55 億円）
オプティマインド（10.1 億円）
ラクサス・テクノロジーズ（100 億円）
タイミー（20 億円）
カケハシ（26 億円）
Paidy（90 億円）

shippio
（10.6 億円）
Sun Asterisk
（10 億円）
ウイングアーク 1st 株式会社（49 億円）
justInCaseTechnologies
（10 億円）
ウェルスナビ
（41 億円）
Showcase Gig（10 億円）
WASSHA
（10.1 億円）
スマートキャンプ
（約 20 億円） Spiber
（53.8 億円）
エレファンテック
（18 億円）
イノフィス
（35.3 億円）
ライフイズテック
（15 億円）
INFORICH
（30 億円）
リノべる
（約 40 億円）
スマートニュース
（69 億円） ビットキー
（34.4 億円）
SHOWROOM
（31 億円）
メルペイ
（90.2
億円）
スマートスキャン
（11.3 億円）
Heartseed
（28 億円）
プレイド
（16.2 億円）
A.L.I. Technologies
（23.1 億円）
Repro( 約 15 億円）
五稜化薬 (10.5 億円）

※各種報道による

東

東

東

東

東

東

東

東

東

Buy Sel l Technolog ies

東 スポーツフィールド

東 AI inside
東 WDBココ

東

東

東

東

東

東

M M M M M M 2 M M M M

12 月

g lobal bridg e HOLDINGS

11 月

カクヤス
スペースマーケット
INCLUSIVE
SREホールディングス
ランディックス
ユナイトアンドグロウ
JTOWER

M M

東

M M M M 2

トゥエンティーフォーセブン
ダブルエー

10 月

2

東

M 2 M M

東

東 恵和
東 ジェイック
東 セルソース
東 BASE
東 インティメート・マージャー
ＪＱ浜木綿
東 ワシントンホテル
ＪＱアンビスホールディングス
東 AI CROSS
東 HENNGE
レオクラン
パワーソリューションズ

9月

東

HPCシステムズ
Chatwork
ギフティ
サイバー・バズ

M M M M

東

東

東

東

-

8月

東

7月

ＪＱアミファ

M

福Ｑピー・ビーシステムズ

ステムリム

M M M M M

東

東

東

東

ツクルバ
ブシロード
ビーアンドピー
Link U
フィードフォース

6月

M

東

M M M M 2 M

東

東 リビン・テクノロジーズ
ＪＱあさくま
東 新日本製薬
東 ヤシマキザイ
東 インフォネット
東 ブランディングテクノロジー
東 ピアズ
東 Sansan
札ア日本グランデ
ユーピーアール

東

5月

福証大英産業

バルテス

トビラシステムズ
グッドスピード
ハウテレビジョン
ヴィッツ
東名

4月

東

東

東

東

東

東

IPO

2

東

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
2019年4月1日〜12月30日

M

フリー
ウィルズ
ランサーズ
JMDC
ベース
メドレー
マクアケ
テクノフレックス
ALiNKインターネット
名南M&A

セ M 2 M M 2 M M M M M

8/26
日経平均株価
安値：20,261 円 04 銭

M M M M M

東

名

12/17
日経平均株価
高値：24,066 円 12 銭

IPO

