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研究成果展開事業

大学発新産業創出プログラム



科学技術振興機構

事業化ノウハウ
知財戦略ノウハウ

リスクマネー（投資）
技術人材・企業のネットワーク

研究成果＝価値
優秀な研究人材

技術と人材をつなぐ
START

研究開発・事業育成を支援

大学等の「知」が社会で活用される日本型

事業プロモーターユニットと研究者が一体となり、専門人材（起業家、知財人材等）を
含めたチームを形成しつつ、技術シーズの事業化に最適な研究開発・事業化計画を
策定します（事業化構想）

チームによるプロジェクト管理を行いつつ、市場ニーズを踏まえ、マイルストンによる
研究開発・事業育成を行います（プレベンチャー）

企業価値の高い大学等発ベンチャーの創業と、プロジェクト実施を通じて民間資金の
誘引を目指します（起業とリスクマネー獲得）

大 学 発 新 産 業 創 出 プ ロ グ ラ ム （ S T A R T ） と は

大 学 発 新 産 業 創 出 プ ロ グ ラ ム の 枠 組 み
大学発新産業創出プログラムは、事業プロモーターと大学等の研究者をつなぎ、研究開発と事業育成を支援します。事業プロモーターの活動
を支援する「事業プロモーター支援型」と大学等でのプロジェクトを支援する「プロジェクト支援型」から構成されます。

ベンチャー企業の創出

民間ファンド等による投資段階へ

大学発新産業創出プログラム（START）では、事業化ノウハウを持った人材（「事業プロモーター」）ユニットを活用し、大学等発ベン
チャーの起業前段階から、研究開発・事業育成のための公的資金と民間の事業化ノウハウ等を組み合わせることにより、リスクは高いが
ポテンシャルの高い技術シーズに関して、事業戦略・知財戦略を構築しつつ、市場や出口を見据えて事業化を目指します。これにより、
大学等の研究成果の社会還元を実現しつつ、持続的な仕組みとしての日本型イノベーションモデルの構築を目指します。

 事業プロモーター大学等
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イノベーション・エコシステムの確立を目指して

実施期間： 原則３年
（最大５年まで延長）

大学発新産業創出プログラムでは、原則１～３年以内でのベンチャー企業の立ち上げを
目指します。また、支援期間の延長は原則認められませんが、事業領域の特徴や概念実証
（POC)取得の必要性等に応じて、最大５年間の支援を行う場合があります。

起業前段階より事業プロモーターのプロジェクトマネジメントのもとで事業化構想を策定し、
知財戦略・事業戦略を構築しつつ、市場や出口を見据えて事業化をめざします。

技術シーズの提案
技術シーズの選定
ビジネスモデルの構築

研究開発と事業化を
一体的に推進

ベンチャーの
創出

・  事業プロモーターの研究開
    発マネジメント
・  成長を見据えた知財戦略・
    市場戦略

 民間資金
   の誘引

大学等

STEP3: 事業化プランの申請

STEP1: 技術シーズの申請

STEP2: 有望シーズの選定

STEP4: プロジェクト審査
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大学発新産業創出プログラム　事業プロモーターユニット一覧

ウォーターベイン・
パートナーズ株式会社

黒石 真史
代表取締役
パートナー

全国
ライフサイエンス（バイオテク
ノロジー・創薬・医療機器分野
など）

360ipジャパン
株式会社

中野 讓
取締役

野村ホールディングス
株式会社

濵田 隆徳
野村證券
株式会社
金融公共
公益法人部
次長

全国
全般（ライフサイエンス､環境
・エネルギー、ナノテクノロジ
ー・材料、情報通信、その他）

関東、関西、
九州を中心
と し な が
ら、全国的
に対応可能

九州地域を
中心としな
がら、全国
的に対応可
能

医療創薬（再生医療関連技術）、ナノ
テクノロジー、環境・エネルギー技術、
IoT技術、人工知能•ロボティクス技
術、ITS・コネクテッドビークル等、日
本が得意とする先端技術分野を対象

START「プロジェクト支援型」では、公募時期に合わせて、大学等の研究者の技術シーズの提案を募集していますが、ビジネスモデルの策定
については時間を要することから、事前に余裕を持って事業プロモーターにご相談頂く事が大変有効となります。

独自の取り組みを行っている事業プロモーターもございますので、H29年度の公募に向けて、大学等の皆様から事業プロモーターにお気
兼ねなくご相談下さい。

※ただし、第１次申請書の提出後については、事業プロモーターから要請があった場合を除き、原則として大学等から事業プロモーターへ
の直接のお問い合わせはご遠慮いただいております。

◆プロジェクト支援型の第１次申請（大学等から事業プロモーターへの技術シーズ提案）で選択できる事業プロモーターユニットの
　一覧 (2016年11月時点)

MedVenture Partners
株式会社

大下 創
代表取締役
社長

ライフサイエンス（医療機器分
野）

全国

Beyond Next Ventures
株式会社

伊藤　毅
代表取締役
社長

全国
ライフサイエンス（医療機器/創
薬/再生医療/ヘルスケアIT）、ロ
ボット等のデバイス、IoT、AI、新
素材、IT等

全国株式会社経営共創基盤
（IGPI）

全般、特にフィジカルサイエンス
（AI・ロボット、環境・エネルギー、
最先端材料、情報通信など）、ライ
フサイエンスではコアモジュール、プ
ラットフォーム技術が対象

斉藤　剛
パートナー、
取締役マネー
ジングディレ
クター

QBキャピタル合同会社

バイオ・医療機器、素材・ナノテク、
半導体、情報通信・ソフトウエア、環
境・エネルギー、デジタルコンテン
ツ、医療・健康維持サービスなど、大
学発技術が強みを持つ事業分野

坂本　剛
代表パート
ナー

関東・甲信
越を中心と
しながら、
全国的に対
応可能

ジェネラルパートナー
株式会社

全般(ライフサイエンス、環境・エ
ネルギー、ナノテクノロジー・材
料)
特に情報通信に強み

佐俣　安理
代表取締役

全国ニッセイ・キャピタル
株式会社

全般（ライフサイエンス、環境・
エネルギー、ナノテクノロジー・
材料、情報通信、その他）

髙田　実
取締役

平成
25年度

平成
25年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
28年度

平成
28年度

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13
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株式会社ケイエスピー 内田 裕久
代表取締役社長

全般（ライフサイエンス、環境・
エネルギー、ナノテクノロジー・
材料、情報通信、その他）

大学発新産業創出プログラム　事業プロモーターユニット一覧

◆プロジェクト支援型の第１次申請の受付を終了した事業プロモーターユニットの一覧 (2016年11月時点)

ウエルインベストメント
株式会社

瀧口 匡
代表取締役社長

ライフサイエンス､環境・エネ
ルギー、情報通信、金融工学
(上記以外にも全領域に対応
 可能）

株式会社ジャフコ

DBJキャピタル株式会社
山口 泰久 環境・エネルギー、AI・IoT分

野を中心(アグリ、ライフサイ
エンス等も対応可能）

株式会社東京大学エッジ
キャピタル

郷治　友孝
代表取締役社長･
マネージング
パートナー

生命科学、医療機器､物理､環
境技術､情報通信等､様々な分
野に対応可能

東北イノベーション
キャピタル株式会社

熊谷　巧
代表取締役
社長

全般（特に環境･エネルギー、
アグリ、ライフサイエンス、IT）

バイオ・サイト・キャピタル
株式会社

谷 正之
代表取締役

ライフサイエンス（先端医療、
創薬、DDS、医療機器）

株式会社ファストトラック
イニシアティブ

木村 廣道
代表取締役

ライフサイエンス（創薬、機器、
再生、医療 IT等）、ナノテクノ
ロジー（診断、DDS等)、材料
(機能素材・バイオ素材等)

日本戦略投資株式会社
(つくばテクノロジーシード株式会社 より
 社名変更）

佐々木　美樹
代表取締役

東日本
(東北地域を中心)

ナノテクノロジー･材料、医療
機器、環境、その他

全国

投資部産学連携
投資グループ
リーダー

橋爪　克弥 ライフサイエンス（医療機器、
医療IT、再生医療）、ロボット・
エレクトロニクス、情報通信、
材料、その他

関東・東北・甲信
越・関西・九州
（上記以外にも
全国的に対応可
能）

関西地域を中心
としながら、全
国的に対応可能

関東・甲信越を
中心としなが
ら、全国的に対
応可能

九州地域を中心
としながら、全
国的に対応可能

関東･甲信越、中
部・北陸、関西
（上記以外にも
全国的に対応可
能）

関東・甲信越を
中心としなが
ら、全国的に対
応可能

関東・甲信越を
中心としなが
ら、全国的に対
応可能

取締役マネージ
ング・ディレク
ター

P.14

P.15

P.16

P.17

P.18

P.19

P.20

P.21

P.22
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ウォーターベイン・パートナーズ株式会社

黒石　真史（代表取締役パートナー）

1981年　東京大学工学部卒業
1989年　ミシガン大学工学修士
1993年　ニューヨーク大学経営学修士
1996年　CSKベンチャーキャピタル入社、1997年取締役
2002年　ウォーターベイン・パートナーズ創業代表取締役

■代表事業プロモーター
三嶋　徹也（ベンチャーパートナー）
■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

弊社は、日本のアカデミアが有する事業ポテンシャルの高いライフサイエンス研究成果を、成長性の高いベンチャー企業として事業化支援す
ることを目的として、4名の実績を持つパートナーが集まり、2002年に創業したベンチャーキャピタルです。日本における技術開発型ライフ
サイエンス・ベンチャーの起業においては、早期の段階からの資金・経営人材・事業パートナーの関与が成功確度を高めるために重要です。
我々は事業化の「当事者」として企画段階から深く関わり、事業化に際して直面するさまざまな困難を、研究者・研究機関とともに克服しな
がら、成長を共有していくことを基本方針としております。研究成果の事業化に対して真摯なお取り組みを模索されておられる研究者の方々
と、本事業を通じて長期的な視点での事業化をご一緒できますことを願っております。

代表事業プロモーターのメッセージ

1. 研究者・研究機関との良好なコミュニケーションを築くことが、事業化の第一歩と認識。
2. 高い事業ポテンシャルを備え、将来の資本・パートナー企業を獲得できるシーズ技術に対して、研究者・研究機関とともに、事業化の「当
事者」として研究開発の推進、事業体の設立とその成長まで一貫して関わることが基本。 　　

3. 我が国のライフサイエンス分野におけるベンチャーを取り巻く環境を踏まえ、研究チームとともに本プロジェクトを通じて課題を抽出し、
事業化に必要な専門家群の関与による早期の課題解決により、最適な事業化計画を構築。

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

事業化を実現するためには、適切な経営チームの形成、長期的視点で関わる投資家チームの組成、事業リスクを共同で取れるパートナー企業
の確保が重要です。　
本プロジェクトは、事業ポテンシャルの高い研究成果に対して、
•事業化に資する研究成果の完成度を高めるとともに
•研究者・研究機関、将来の経営人材候補、資本家、パートナー企業などとの最適なチームアップをはぐくむ重要な準備期間です。
多くのベンチャー企業の創業とその後の育成を支援してきた経験と実績を生かし、プロジェクト期間に最適な事業化を支援いたします。

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

• ㈱アネロファーマサイエンス：信州大学医学部の研究成果から創業をした抗ガン剤開発のベンチャー企業。産業革新機構からの出資を受
け、現在米国で臨床試験を実施中。

主な実績

対象分野 ライフサイエンス（バイオテクノロジー・創薬・医療機器分野など）

対象地域 全国

所 在 地 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2ー8ー9

e-mai l

ウェブサイト（会社）

kuroishi@watervein.jp

http://www.watervein.jp

電話番号 03-5433-5030

要
概
社
会

・㈱キノファーマ：東京医科歯科大学の研究成果から創業した低分子治療薬開発ベンチャー。JST開発資金を受け、抗ウイルス薬・アルツハイマー
病治療薬を開発中。京都大学医学部附属病院にて、抗ウイルス薬の医師主導治験を実施中。
・㈱セルジェンテック：千葉大学研究者のコンセプトにより、遺伝子導入脂肪細胞医薬品を開発するベンチャー企業。千葉大学医学部附属病院にて
最初の臨床研究を実施準備中。
・インタープロテイン㈱：大阪大学の研究者により創業をされたベンチャー企業で、独自の分子設計法を進化させ、新たな低分子・ペプチド創薬創
出に向け大手製薬企業とのコラボレーションを展開中。
・ときわバイオ㈱：産業技術総合研究所・中西真人博士の研究成果より、START 事業を通じて設立されたベンチャー企業。独自技術「ステルス型
RNAベクター」にて、再生医療・遺伝子治療分野で大手製薬企業とのコラボレーションを展開中。

第1次申請で選択できる事業プロモーターユニット（2016年11月時点）
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360ipジャパン株式会社

中野　讓（取締役・商業化担当　博士（理学））

2012年　360ipジャパン㈱　取締役
2009年　イノベーションエンジン㈱パートナー
2004年　テストリサーチラボラトリーズ㈱　開発部マネージャー
2001年　高エネルギー加速器研究機構　研究員
東京大学　博士（理学）・学術振興会特別研究員（DC1）

■代表事業プロモーター
藤森　朝詩（代表取締役）
長妻　祐美子（インベストメント

 　 ディレクター）
小西　一豪（マネージャー・
　　　　　　  バイオ ヘルスケア担当）

■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

代表事業プロモーターのメッセージ

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

• ’12産総研が保有する海外特許権商業化に関する事業受託
• ’13～台湾工業技術院保有知財商業化業務
•国内大手企業向け未活用知財および新規技術・商業化業務受託多数
•関東経済産業局補助金事業（地域新成長産業群創出事業）
•経済産業省「新事業創出のための目利き・支援人材育成等事業」支援者
•総務省「ICTイノベーション創出チャレンジプログラム」一次審査員
• NEDO STS認定VC

• 先端技術商業化アクセラレーター（ACAT）の運営
• 360ip投資運用中ファンド総額　約200億円

主な実績

対象分野 医療創薬（再生医療関連技術）、ナノテクノロジー、環境・エネルギー技術、IoT技術、人工知能•ロボティクス技術、ITS・
コネクテッドビークル等、日本が得意とする先端技術分野を対象

対象地域 関東、関西、九州を中心としながら、全国的に対応可能

所 在 地 〒135-0064 東京都江東区青海２－７－４

e-mai l

ウェブサイト（会社）

info-j@360ip.com

http://www.360ip-japan.com

電話番号 03－5537-6029

要
概
社
会

｢日本型イノベーションモデルの構築：大学発技術シーズの商業化における“ギャップ”を克服する｣ 　

360ipジャパンでは、日本が得意とする幹細胞技術・再生医療技術、ナノテクノロジー、環境・エネルギー、ロボティクス技術を中心に、研究所・大学
および各企業・団体等と、シード技術・知財の国際的な商業化活動をおこなっています。また、我々が所属する360ipグループでは各国の大学研究機関、
政府の技術商業化機関・組織と連携しながら最先端技術の商業化・事業化プログラムに従事しており、多くのトラックレコードや実績を保有しています。
事業プロモーターチームは、過去自身で大学・研究所発ベンチャーの立ち上げを行ったり、先端技術専門VCとして大学発ベンチャーへの投資および
事業育成を行ったりする等、新規技術事業の創出・育成において豊富な経験を有するメンバーにより組織しました。
大学発技術の商業化シーンでは典型的かつ克服し難いギャップがいくつもありますが、プロモーターメンバーの知恵や経験と世界でも数少ない技術商
業化に特化した当社グループの事業インフラや連携機関の協力を活用し、そうしたギャップを克服するためのソリューションを提供していきます。
360ipジャパンでは、START事業を通じて大学・研究所における開発者の皆さんと日本国内の大学発技術による世界的な技術ベンチャーの創出に従
事し、日本型イノベーションモデルの構築を目指してまいります。

• 360ipジャパンでは、大学等発のシード技術の商業化に必要な資金調達や販路・市場開拓、起業化支援のみならず、本格研究開発段階から実際の産
業ニーズを踏まえた付加価値を技術・知財レベルで強化していくことが特に必要と考えています。
•日本の大学発技術に典型的な商業化ギャップに対し、我々固有の商業化インフラを用いてそのギャップ克服に必要な9つの手段を提供していきます。
•皆さんからいただいたシード技術提案に対して、プロモーターではまず、産業界・市場からの生きた情報を基に対象技術の商業化可能性を評価するた
めのフェーズ１レポート(P1R)を作成します。次に、P1Rを皆様と共有し、レポートを元に①シード技術の成熟化計画、②製品・システム開発計画、③商
業化計画、以上３つの要素を含む戦略的な計画案が盛り込まれた事業開発計画（Business Development Plan；BDP）を、皆さんとの議論のもと開
発していきます。そして、BDPを元に2次申請書を作成、START内ではBDPに記した技術の成熟化研究開発および製品システム開発の計画とベン
チャー創出後をにらんだ商業化戦略を実行していきます。
• 5カ年のプロジェクト期間中、10件の案件化を目標とし、初期投資費用として総額10億円のリスクマネーを供給していきます。

• 360ipジャパンでは､START事業においても国際的な市場への事業展開を前提としています。事業プロモーターユニットは､グループ全体を通じた産
業界・市場へのグローバルなリーチを活用し、国内外の大学・研究所発シード技術の国際的な商業化を行います。
•連携機関である各国の技術商業化機関では実際の商業化にむけた技術開発を行うハードウエアインフラおよびリソースを保有しています。連携機関
でも技術知財マネジメントおよびその商業化に多くの経験や実績を保有するメンバーを抱えており、各大学発シーズに対してソフトおよびハード両面
において、国際的かつ幅広いサポートが可能です。

第1次申請で選択できる事業プロモーターユニット（2016年11月時点）
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野村ホールディングス株式会社

濵田　隆徳（野村證券金融公共公益法人部次長）
■代表事業プロモーター

蟹江　康夫 （法人開発部シニア・アドバイザー）

■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

わが国における産学連携の問題は、次の二点に集約されると考えています。第一は、事業化へのコミットメントの不足です。事業化に向けて
共同研究などを推進する場合は、企業側、大学側双方とも事業開発に向けた組織としての機関決定が必要となりますが、企業側の研究開発部
門の担当者は出資を伴う機関決定に担当役員他多数の役職員への説明を伴うことから非常に煩雑という意識を持っているようです。また、大
学側では産学連携部門や担当教員が企業側に事実上委ねていることから、企業側、大学側双方のコミットメントが足りず、結果的に事業育成
が進まない大きな原因の一つとなっているように思うのです。
第二は、事業化に関する知見の蓄積の不足です。これまでの大学発ベンチャーの上場実績が非常に少数という事実が物語るように、産学連携
は大学の研究発で捉えられることが多く、事業開発に必須のマーケティングが足りないために事業化をどのように進めていけばよいのかとい
う知見が十分に蓄積されてこなかったという仮説を持っています。とくに、事業成功の鍵は、競争戦略の優位性の確保と事業開発のスピード
アップが必須と考えています。結果として、事業化は単に出口がIPO（株式上場）となってしまい、ベンチャーキャピタル（VC）や金融機関
の資金も出口が近いところに集中する傾向がみられ、リスクの極めて高い起業化段階では一部の公的支援のみという、起業家層の厚みがない
状況です。
今回の事業プロモーター制度は、上記の二つの問題をはじめとする諸課題を克服する一つの契機になると捉えています。これまで十分とはい
えなかった事業化育成に関する各種サポートや資金的な援助が手当てされ、野村グループのネットワークと機能がフルに発揮されれば事業化
の促進に寄与しうると確信しております。どうぞ宜しくお願いいたします。

代表事業プロモーターのメッセージ

戦略の中心は野村グループのネットワーク及びグループ各社の機能をフル活用することを通じた事業育成ですが、大学発の研究シーズだけで
は事業化は難しいと思われるので、当社のグループ各社の意見も参考としながら、事業化テーマを絞り込みそのテーマと大学の研究シーズを
マッチさせるなど双方向からの事業育成を目指してまいります。そのためのマーケティング活動は重要であると認識しており、事業プロモー
ターばかりでなく、野村證券の支店網、上場会社とのネットワークを駆使することで情報の集約化を図ってまいります。本事業に参加以来開
催中の社内の事業化進捗会議と研究開発進捗会議は極めて有効であることを確認したところであり、今後はこれらを更に深化させ、事業化を
促進すべくグループ内各社との連携の下で取り組んでまいります。

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

①全国の大学や研究機関の知的財産（研究シーズ）と市場調査や将来予測等を踏まえた事業化テーマ候補（事業ニーズ）の２つが蓄積された
仮想の市場を有する「野村イノベーションマーケット」を活用した事業育成モデル
②野村證券のネットワークおよび野村グループ各社の機能をフルに活用した組織的事業化育成モデル
③上場企業および未上場中堅企業とのネットワークを活用し、企業のニーズを基点とした産学連携による事業育成
④成長段階に応じてVCや地域金融機関等を紹介し、事業発展の橋渡しを行い、その後の大型投資やM&A、さらにはIPO（株式上場）までを
一貫して見据えた事業育成モデル

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

主な実績

対象分野 環境・エネルギー、ナノテクノロジー・材料、ライフサイエンス、情報通信などの分野を対象としますが、技術分野からのシーズ発掘に加え、当社独自
の事業化テーマを選定し、その事業テーマに相応しい技術シーズを発掘する双方向からの対象分野のスクリーニングを考えています。

対象地域 全国

所 在 地 〒100－8130 東京都千代田区大手町2-2-2　アーバンネット大手町ビル

e-mai l

ウェブサイト（会社）

hamada-095w@jp.nomura.com

http://www.nomura.co.jp

電話番号 03-3274-0945

要
概
社
会

小澤　育夫 （金融公共公益法人部主任研究員）

小西　敏之 （金融公共公益法人部シニア・アドバイザー）
田上　雅也 （金融公共公益法人部課長代理）

2015年に野村證券および当社グループが支援した主なIPO実績はヘリオス、サンバイオ、アイリッジなどがあり､暦年での主幹事実績は98社
中28社とトップでした。
IPOに向けた支援については、様々な業種において各種の支援を行っております。

基本方針として、野村グループ各社の有する機能及び野村證券の全国及びグローバルなネットワークをフルに活用し、事業化テーマから有力
な大学の研究・技術シーズを見出し、野村グループの有する事業企画力と研究者の知的財産を融合した共同事業化モデルによって事業育成に
取り組んでいこうと考えております。私たちが所属する金融公共公益法人部、法人開発部は野村グループにおける産学連携の戦略組織で
あり、大学発ベンチャー起業支援の中核となる本社組織です。また、本プロジェクトは、代表実施機関としての企業ミッションそのもので
あり、事業プロモーターユニットを中核に関係各部及び野村グループ各社が連携して取り組むことを組織内でも合意しています。私たちの目
標は、コアとなる事業を創出し育成しつつ、年間3～5のプロジェクトを水平、垂直に事業化を支援していくこと及び各事業については、VC
などからの民間資金の獲得や事業会社によるM&Aなどを具体的なゴールと考えています。

第1次申請で選択できる事業プロモーターユニット（2016年11月時点）

1988 年　慶應義塾卒業後野村證券入社、支店勤務を経て
2000年　営業企画部
2003年　野村総合研究所出向
2007年　プライベートバンキング業務部
2011年　金融公共公益法人部
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MedVenture Partners株式会社

大下　創 （代表取締役社長）

■代表事業プロモーター ■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

代表事業プロモーターのメッセージ

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

主な実績

対象分野 ライフサイエンス（ 医療機器分野 ）

対象地域 全国

所 在 地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2　三菱ビル７階

e-mai l

ウェブサイト（会社）

info@medvp.co.jp

http://www.medvp.co.jp/

電話番号 03-6273-4437

要
概
社
会

医療機器分野でのベンチャー投資、医療機器企業での新規事業等、医療機器
業界で18年を超える豊富な経験を有する。うち約5年間、シリコンバレーの現
地ベンチャーキャピタルにて、主にリードインベスターとして医療機器ベンチ
ャーへの投資を行い、多くの医療機器ベンチャーを成功に導く。 当時の投資
先には、Chestnut Medical、Fox Hollow Technologies等があり、今も世界の
最先端医療機器として使用されている製品が多数ある。
大阪外国語大学外国語学部卒業、法政大学大学院経営学修士（MBA)。

弊社は、2013年10月、産業革新機構の支援の下、設立された国内初の医療機器分野に特化したベンチャーキャピタルです。現在の日本では、大学や
研究機関等でアイデアが生まれてくるステージと医療機器メーカーが期待する医療機器ニーズ及び事業ステージにギャップが生じており、有望な技
術が存在していながら医療機器産業の発展に繋がらないという課題を抱えております。そのため、弊社はこれらの課題を解決し、日本において医療
機器産業の有効なエコシステムを構築することを目的に設立されました。
シード・アーリーステージ案件を中心に、事業化デザイン、薬事戦略、特許戦略策定、インキュベーション施設や大手企業との提携交渉等、医療機器分
野で豊富な経験を有するメンバーがハンズオンでサポートしていきます。

我々のもつ日米、特にシリコンバレーでの豊富な医療機器ベンチャーへの投資実績及びインキュベーション経験、日本の臨床現場・医学研究の経験
およびグローバルネットワークを通じて、日本における医療機器のインキュベーション環境と日本の医療機器の産業基盤の発展に貢献します。STA
RT事業においては、主に技術・アイデアの事業化検証段階のプロジェクトを対象として研究開発を進め、最適なプロジェクトマネージメントを行うこ
とにより、成長を支援します。

医療機器分野に経験豊富なメンバー・医師を自社内に有しており、技術評価・事業評価は社内で、ほぼ完結できるだけのノウハウ・経験があります。
各メンバーが、医療機器分野で専門の得意領域を持ち、常に世界最先端の技術動向に精通しています。また、広範な医療機器業界でのネットワーク
を有し、その分野の海外を含む専門家へのアクセスが可能です。アーリーステージの技術ベンチャーへの投資経験も豊富で、技術マネジメント・知
財戦略も含めた事業育成を実施します。

自社ファンドの投資実績：8件への投資を実行（2016年8月31日時点）
プロモーター投資実績：Chestnut Medical, Fox Hollow Technologies, Cardiovascular Systems, Inc., Fluid Medical, Heart Leaflet Technologies, 
ImaRx Therapeutics, Atheromed Inc, Kai Pharmaceutical Inc., CV Ingenuities Inc., 等多数

池野　文昭  (取締役CMO）
中村　智幸
井上　智子
福山　高志

第1次申請で選択できる事業プロモーターユニット（2016年11月時点）

－8－



Beyond Next Ventures株式会社

伊藤　毅 （代表取締役社長）
■代表事業プロモーター ■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

代表事業プロモーターのメッセージ

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

主な実績

対象分野 ライフサイエンス（医療機器/創薬/再生医療/ヘルスケアIT）、ロボット等のデバイス、IoT、AI、新素材、IT等

対象地域 全国

所 在 地 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-4-3 日本橋ムロホンビル1

e-mai l

ウェブサイト（会社）

delorean@beyondnextventures.com

http://beyondnextventures.com/

電話番号 03-4405-8073

要
概
社
会

植波　剣吾  (取締役）
金丸　将宏（マネージャー）

2003 年　東京工業大学大学院 理工学研究科化学工学専攻修了後、㈱ジャフコ入社。
産学連携投資グループリーダーとしてグループの躍進に貢献。大学発の技術シーズ段
階からの事業化支援および投資活動に関して多数の実績と経験を有する。
2014 年 8月に Beyond Next Ventures 株式会社を創業し、代表取締役に就任。
2015 年 2 月に１号ファンド（ファンド総額 50 億円）を組成し、主に大学発・技術系ベ
ンチャーのシードステージからのインキュベーション投資事業を行う独立系ベン
チャーキャピタルとして活動。現在、Spiber、リバーフィールド、キュア・アップ、AgIC 等
の社外取締役を兼務。

Beyond Next Ventures は、自らもゼロから創業した、起業家精神あふれるベンチャーキャピタルです。
「起業家と共に、大学等の高度な技術シーズを実用化し、新産業創出とチャレンジする人材の輩出により社会に貢献する」をミッションとして、日本
の高度な研究成果の実用化、グローバルなマーケットを狙う大学・研究所発ベンチャーの設立を目指し、国内外の投資先企業、起業家、出資者、専
門家等のネットワーク、知見や経験を活かしつつ事業化に取り組みます。
当社は大学発・技術系ベンチャーが今後の日本の新産業を創っていくと信じています。起業家、研究者と共に、世界に貢献できる大学発・技術系
ベンチャーを数多く創出していきたいと考えています。

大学発・技術系ベンチャー投資に関する豊富な実績と経験を活かし、当事者としての主体的なプロジェクト関与と広範な外部ネットワークの活用
により、起業前段階における事業リスクの低減と事業化の加速を推進しながら、国力向上に寄与する事業立ち上げ支援を行います。
また、本プログラムの活動を通じて、多くの技術シーズの事業化、創業、ベンチャーキャピタルからの調達を行い、国内の優れた事例・ロールモデル
となるような大学発ベンチャーおよび新産業を創出し、その経験を積んだ起業家、研究者、支援者等の人材を育成し社会に輩出します。

事業プロモーターユニットは、起業・事業立ち上げ、企業経営、ベンチャー投資、アカデミックな研究開発から製品量産化にわたる、豊富な経験を
持つメンバーにより構成されています。
また、当社は、国内では唯一となる、大学発技術シーズの起業前プロジェクトにフォーカスしたシードアクセラレーションプログラム「BRAVE」を運営
しており、将来のパートナー候補となる多数の大手事業会社と共に、積極的に技術シーズの事業化支援を行っています（ http://brave.team/ ）。
事業プロモーターユニットは、技術シーズの目利き、事業化およびベンチャー投資に関する豊富な経験と実績、ならびに広範な外部ネットワークと、
その外部人材と連携した助言・関与といった、当社の有する強み・特徴を活かし、各プロジェクトのプロジェクトリーダーとして、チーム組成、事業
戦略立案、知財戦略立案、外部パートナーとの提携、国内外へのマーケティング活動、資金調達等に主体的に関与し、事業リスクの低減と事業価値
向上を図り、事業化を推進していきます。

当社の１号ファンドにおいて、既に10 社への投資実行と事業化を推進中であり、その他、多数の大学発ベンチャー・起業プロジェクトに対し各種
助言、支援を実施しています。代表事業プロモーターが、前職（ジャフコ）においてリードインベスターかつ社外取締役として主に支援した先には、
CYBERDYNE（2014 年 3月東証マザーズ上場）、Spiber、クオンタムバイオシステムズ、マイクロ波化学、リバーフィールド等があり、大学発の技術シー
ズ段階からの事業化支援および投資活動に関して多数の実績と経験を有しています。

第1次申請で選択できる事業プロモーターユニット（2016年11月時点）
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株式会社経営共創基盤（IGPI）

斉藤　剛 （パートナー、取締役マネージングディレクター）

■代表事業プロモーター ■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

代表事業プロモーターのメッセージ

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

主な実績

対象分野

対象地域 全国

所 在 地 〒100-6617 東京都千代田区丸の内一丁目9番 2号 グラントウキョウサウスタワー17階

e-mai l

ウェブサイト（会社）

t.saito@igpi.co.jp

https://www.igpi.co.jp/

電話番号 03-4562-1111（代表）

要
概
社
会

1992年 東京工業大学工学修士　電気電子工学専攻
2001年 カーネギーメロン大学理学修士（MS in eCommerce）
2016年 スタンフォード大学経営大学院（SEP）

1992年 株式会社コーポレイトディレクション入社
2003年 株式会社産業再生機構 入社
2007年 株式会社経営共創基盤（IGPI）を共同で設立
現在 　 同社パートナー・取締役マネージングディレクター

小島　隆史
中原　大輔
沼田　俊介
望月　愛子

株式会社経営共創基盤（IGPI）は、私を含む産業再生機構の主要メンバーが2007年に設立した民間会社で、長期的・持続的な企業価値・事業価値
の創造と拡大を目的として、全ての経営資源を対象組織に投下し『共創型成長支援』を行っています。IGPIは設立当初から、最先端科学技術の事業
化・産業化に向けた産学官連携の促進支援をしてきており、大学や国立研究機関、省庁関連のサポートも多数行っています。その一環として、
STARTにも参画することにしました。大学等の有望な研究シーズに対して、IGPIの保有する経験知見、人的資源、自己資金を適時適切に投入するこ
とで、研究開発の産業的価値創造のスピードと的確性を向上させます。プレベンチャー段階の方々にとっては、IGPIは共同創業者であり共同経営者
のスタンスと感じるはずです。マクロ的には、産学官金の主たる組織を巻きこみ、優れた技術が事業化・産業化される潮流を太く強くしていくととも
に、必要なプロフェッショナル人材の層を厚くすることに貢献していきます。将来的には、投資リターンの一部が研究開発組織（大学等）に還元する
流れによって「技術がカネを生み、それが次の研究開発に活かされる」好循環の構築を目指します。

グローバル企業の研究開発戦略や事業開発を含む重要な経営テーマに携わってきたIGPIの有形・無形資産を、大学等の研究開発プロジェクトマネ
ジメントに活かせます。また、グローバル展開を見据えて、大企業との緊密なネットワークや自らの上海オフィス、シンガポールオフィスのリソースを
活用できます。事業育成モデルとして、①産業的・社会的価値の視点で技術シーズの潜在力を早期に見定め、②創出価値の最大化を図るべく研究開
発方針を練り上げ、③大企業との連携など外部との座組みを構築、さらに、④事業化の準備フェーズにおいては、事業計画の策定から必要資源を調
達、共同創業者のスタンスでの参画などの事業化支援が出来ることが特色です。

・大学発ベンチャーの運営の事例：事業立上げ初期から関与し、リード投資家として資金投下。経営・ガバナンス強化、財務戦略の策定・実行、会
計・組織基盤の整備、顧客開拓とアライアンス構築、製品の企画・製造・販売の仕組み化などの支援。IGPIプロフェッショナルが総勢で10名以上
参画。
・大手企業での研究開発戦略立案の事例：組織全体のR&D基本指針の策定、個別のR&Dテーマの産業的価値と方向性の洞察、シーズ技術をベース
にした新規事業戦略の洞察、事業計画への落とし込み。
・大企業とベンチャーとの協業支援事例：大手企業によるベンチャー企業への資本参加にIGPIが出資者・経営支援者として関与。ベンチャー企業の
機動性を維持しながら大企業との業務連携の推進を実現。

研究開発マネジメントにおいては、中長期の産業的進化と競争優位性構築に資する研究開発方針の策定（チエ）と、R&Dの効率的な推進のための
国内外の広範なネットワーク活用（エン）をしながら、トップサイエンスの産業的価値の潜在力を高めていきます。事業化支援活動においては、事業
化に不可欠なチエとエンに加えて、経営プロフェッショナルの投入（ヒト）、創業後の長期投資（カネ）、国内および海外拠点の活用（モノ）を総合的
に組み合わせた事業化後の支援まで視野に入れ、事業の本格的な垂直立ち上げを目指します。

全般、特にフィジカルサイエンス（AI・ロボット、環境・エネルギー、最先端材料、情報通信など）、ライフサイエンスではコアモジュー
ル、プラットフォーム技術が対象

第1次申請で選択できる事業プロモーターユニット（2016年11月時点）
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QBキャピタル合同会社

坂本　剛 （代表パートナー）

■代表事業プロモーター ■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

代表事業プロモーターのメッセージ

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

主な実績

対象分野

対象地域 九州を中心としながら、全国的に対応可能

所 在 地 〒814-0001福岡県福岡市早良区百道浜 2-1-22 SRP センタービル706

e-mai l

ウェブサイト（会社）

start@qbc.co.jp

https://www.facebook.com/QBC-LLC-960903840619497

電話番号 092-832-6200

要
概
社
会

本藤　　孝（代表パートナー）
川太　規之（アソシエイト）

QBキャピタルは、九州地域に拠点をおき、大学の技術シーズおよびシード・アーリー段階の大学発ベンチャーを一気通貫でハンズオン支援する目的で設立さ
れたベンチャーキャピタルです。
国立大学法人化を契機に、数多くの大学発ベンチャーが創出されました。一方で、大学発ベンチャーが成長・発展し、本来の役目である「新しい事業や産業の
創出」を実現していくためには、経営人材の確保、資金調達、販路拡大など様々課題があることが明らかになっています。とりわけ、地方においては、技術系や
シード・アーリー段階のベンチャーへリスクマネーを供給する投資家やVC（ベンチャーキャピタル）の数が圧倒的に少ないため、基礎的な発明と事業化の間
にあるといわれるギャップ（死の谷）を越えることができずに成長できない大学発ベンチャーや、そもそも創業に至らない有望な技術シーズが数多く存在して
います。
我々は、それらの課題を解決すべく、今まで培ってきた産学連携分野のノウハウおよび海外・技術系スタートアップへの投資実績を踏まえ、九州地域に拠点を
おき、大学の研究成果の事業化をめざす大学発ベンチャーをプロジェクト～シード・アーリー段階から一気通貫でハンズオン支援する「QBファンド」を2015年
9月に設立しました。
今後、本プログラムを活用した大学の「知」を活用した事業化プロジェクトおよび大学発ベンチャーの創出・支援を通じ、地域発新産業の創出に貢献したいと
考えています。

我々の事業プロモーターユニットは、10年以上にわたる産学連携分野での豊富な事業化支援実績・人的ネットワークを保有するメンバー、15年以上、ベン
チャーキャピタリストとして海外・技術系スタートアップのハンズオン支援・投資実績を保有するメンバーにより構成されています。また、技術評価、知財戦略
について、産学連携分野で経験豊富な外部人材との連携により、適切なアドバイス・支援を行います。
大学発ベンチャー課題の多くは、起業前段階にあると言われています。まさに本プログラムにおける事業化支援段階がそのステージです。研究者のベン
チャーに対する関与の方法や利益相反マネジメントなどについて、我々が今まで蓄積したノウハウを活用したアドバイスを行うことにより、事業立ち上げ時の
不要なリスクの軽減が可能となります。
こういった強みに加え、海外展開・資金調達支援に関するネットワークを活用し、国内外の投資家サイドを巻き込み、アジア・グローバル市場を見据えた大学
の「知」を活用したビジネスモデルの構築、事業育成を行っていきます。

QBファンドで、１社の投資実行（（株）Kyulux）と１社の投資決定実績があります（2016.8.31時点）。
（株）Kyuluxには、社外取締役を派遣し、出資だけでなく経営にも参画することによりハンズオン支援を行っています。
また、代表プロモーターは、前職（産学連携機構九州）・前々職（九州大学知的財産本部）において、九州大学を中心とした大学発技術シーズの事業化支援、大
学発ベンチャー支援における多数の実績と経験を保有しています。

基本方針は、
・Think globally, act locallyの実践
・東京一極集中から脱却し、九州からアジア・グローバルマーケットを見据えた地域発イノベーションの創出を目指す。
です。
我々が今まで培った産学連携分野での実績・人的ネットワークを活用し、九州地域を中心とした大学におけるポテンシャルの高い技術シーズを効率的に発
掘したいと考えています。
また、QBキャピタルは、QBパートナーズ有限責任組合を通じQBファンドの運営主体であり、事業のシーズ段階から成長段階まで一気通貫でハンズオン支援
する資金・能力を保有しています。それらに加え、海外・技術系スタートアップへの投資実績を持つ事業プロモーターの実績・知見を活かし、大学の研究成果
の事業化をめざすプロジェクトの支援に取り組み、QBファンドやその他民間資金（VCや事業会社）を呼び込むことにより、成長性の高い大学発ベンチャーの
創出を目指したいと考えています。

バイオ・医療機器、素材・ナノテク、半導体、情報通信・ソフトウエア、環境・エネルギー、デジタルコンテンツ、医療・健康維持サー
ビスなど、大学発技術が強みを持つ事業分野

1989年九州大学工学部生産機械工学科卒業
2008年九州大学経済学府産業マネジメント専攻修了（経営修士（専門職））
大企業・中小企業・ベンチャー企業を経験し、2004年1月から九州大学知的財産本
部において大学発ベンチャー支援、インキュベーション活動を行う（特任准教授）。
2010年4月から（株）産学連携機構九州代表取締役に就任し、新たな産学連携ビジ
ネスの開発を推進。2015年4月にQBキャピタル合同会社代表パートナーに就任し、
九州地域の大学発ベンチャーを支援するファンド「QBファンド」の運営を開始。
福岡ベンチャークラブ　理事
（株）Kyulux（投資先）社外取締役
（株）エディア（H28.4マザーズ上場）社外取締役

第1次申請で選択できる事業プロモーターユニット（2016年11月時点）
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ジェネラルパートナー株式会社

佐俣　安理（代表取締役）
■代表事業プロモーター ■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

代表事業プロモーターのメッセージ

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

主な実績

関東・甲信越を中心としながら全国的に対応可能

〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-11 平木ビル2階

info@anri.vc

http://anri.vc

島　昌弘

ANRI(ジェネラルパートナー(株)が運営)は、創業以前からの事業立ち上げ支援を含むシード・アーリーステージの豊富な投資・Exit実績を持つベン
チャーキャピタルです。
これまではインターネットの分野をメインに投資支援して参りましたが、米国と比較すると日本国内ではまだ技術シーズに対する投資支援が十分
に行われていないと考えています。インターネットのみのイノベーションが終わりつつあると指摘されている現状下、本プロジェクトを通じて世界に
インパクトを与える技術系スタートアップを創出していきたいと考えています。

大学・研究機関から技術シーズの実用化に向けた提案を待つのみではなく、新規トレンドを予測した上で、そのトレンドに合致する可能性の高い技
術シーズを持つ大学・研究機関に積極的にアプローチします。それによって、プロダクトアウトではなくユーザーの重大な課題を解決可能な製品・
サービスを開発することを目指します。
また、プロモーター自身の事業立ち上げ、経営経験を基に知財戦略構築、事業戦略策定を行います。更に、スタートアップとエンジェル起業家を結
ぶネットワークや、定期的なメンタリングデー、インキュベーション施設を通じて構築した起業家とのネットワークを活用し、プロジェクト終了時の
ベンチャー創業の際には積極的に経営陣候補を投入します。

・(株)ペロリ：2014年、(株)DeNAにより買収
・(株)クラウドワークス：2014年、東証マザーズ上場
・(株)U-NOTE：2015年、経営陣による株式買い戻しを経て(株)イグニスにより買収
・Connehito(株)：2016年、KDDIグループにより買収
・(株)エニドア：2016年、(株)ロゼッタにより買収

技術シーズをベースに、近視眼的にならず長期的な視点で事業を成長させられるように、既存市場とポテンシャルを含めてディスカッションを率先
して行い、知財戦略構築、事業戦略策定を行います。
本プロジェクトを通じて事業化が見込めると判断した際には、他のベンチャーキャピタルとの協調投資も含めて、積極的に民間資金を誘引して、世
界と伍していけるグロバールベンチャーの創出に向けて支援して参ります。

全般（ライフサイエンス、環境・エネルギー、ナノテクノロジー・材料）特に情報通信に強み

2008年慶應義塾大学経済学部卒業後リクルートに入社、モバイルコンテンツ・ソーシャル
ゲームの新規事業立ち上げに携わる。クロノスファンド/EastVenturesにてFreakOut、
CAMPFIREの投資及び事業立ち上げを行う。また個人としてRaksulやスマポの立ち上げ
を支援する。2012年ANRI設立、独立系ベンチャーキャピタルとして累計39社に投資実行
し、事業立ち上げを行う。現在累計20億円規模のファンドを運営しており、主な投資支援
先としてRaksul、Coiney、CrowdWorks（2014年東証マザーズ上場）、MERY（2014年
DeNAに売却）、UUUM、Schoo、mamari（2016年KDDIに売却）、エニドア(2016年ロ
ゼッタに売却)、SmartDriveがある。

対象分野
対象地域

所 在 地
e-mai l

ウェブサイト（会社）要
概
社
会

第1次申請で選択できる事業プロモーターユニット（2016年11月時点）
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ニッセイ・キャピタル株式会社

髙田　実（取締役）
■代表事業プロモーター ■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

代表事業プロモーターのメッセージ

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

主な実績

全国

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-6　日本生命丸の内ビル22階

start@nissay-cap.co.jp

http://www.nissay-cap.co.jp/

電話番号 03-3217-5360（代）

廣嵜　正考
笠井　智之
井本　潤一

日本生命グループのベンチャーキャピタルとして、1991年の設立以来、一貫してベンチャー企業への投資及び経営支援活動を行っており、これまで
に投資した企業数は1,100社を超え、上場した企業数は累計で249社（2016/3現在）に上ります。
当社は「投資先企業と共に挑戦し続ける」ことを基本方針として、幅広い業種・ステージの未上場企業に対して、積極的に投資を行っております。
2016年には存続期間が13年の新ファンドを設立するなど、世界での活躍を目指す有望なシード・アーリーステージのベンチャー企業や大学発ベン
チャー企業への投資にも力を入れております。
技術シーズの事業化支援及びベンチャーキャピタル投資を通じて、日本発、大学発で世界に通用するメガベンチャーの創出を、代表事業プロモー
ターとして目指していく所存です。

IT、製造業からライフサイエンス系ベンチャーまで、過去20年以上に亘るベンチャー投資の経験を有しており、そこから得た知見や、日本生命グルー
プのネットワークや起業化支援ネットワーク、事業会社ネットワーク等を活用し、バリューアップ支援を行います。また、豊富な資金力と、日本生命を
母体とするベンチャーキャピタルとしての中長期の投資スタンスに基づき、事業化後には自らが積極的かつ継続的にリスクマネーの供給を行って参
ります。

現在4本のベンチャーファンドの無限責任組合員として投資・育成活動を展開しており、シード・アーリーステージの企業に対するリード投資に力を
入れております。
大学発ベンチャーにも数多く投資しており、主な投資先は、サイバーダイン、サイフューズ、光コム、エクセルギー・パワー・システムズ、ユニバーサル
ビュー、NSマテリアルズ、FLOSFIA、スカイディスク、京都創薬研究所などです。
2015年度実績では、金額ベースでシード・アーリー企業への投資割合が約66％に及びます。

日本最大級の機関投資家であり長期資金の供給者である日本生命を母体とするベンチャーキャピタルという立場を踏まえ、日本の将来の産業発展
を担う大学発ベンチャーの成長を支援することは当社の使命であるとの認識の下、事業化後には自らがリスクマネーの供給者となることを念頭に
置きつつ、強いコミットメントの下で事業育成に取り組んでゆく方針です。具体的には、事業化に向けた課題の洗い出し、マイルストーンの設定、事
業計画・資本政策の立案、人材獲得支援、顧客・アライアンス候補先とのマッチング支援等を中心にサポートを行っていきます。

全般（ライフサイエンス、環境・エネルギー、ナノテクノロジー・材料、情報通信、その他）

1986年　早稲田大学法学部卒業
1986年　日本生命保険相互会社入社
2003年　同社 資金課長
2005年　同社 金融法人部 法人部長
2010年　同社 法人営業第四部 部長
2011年　ニッセイ・リース株式会社 出向
2016年　ニッセイ・キャピタル株式会社 取締役

対象分野
対象地域

所 在 地
e-mai l

ウェブサイト（会社）要
概
社
会

第1次申請で選択できる事業プロモーターユニット（2016年11月時点）
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ウエルインベストメント株式会社

瀧口　匡 ）ABM/TOM、 D.hP、長社役締取表代（ 

2009 年　早稲田大学学術博士（国際経営専攻）
2005年～　ウエルインベストメント㈱　代表取締役社長（現任）
2007年～　ウエル・アセット・マネジメント㈱　取締役（現任）
2011年～　早稲田大学大学院商学研究科 非常勤講師（現任）
・早稲田大学アントレプレヌール研究会 理事
・早稲田大学ビジネスプランコンテスト 審査委員長
・日本ベンチャーキャピタル協会 理事
博士論文「ベンチャー企業の急成長を支えるインタンジブルズの研究」
書籍「日本のイノベーション」1巻～ 3巻、白桃書房、共著等

■代表事業プロモーター
東出　浩教（早稲田大学教授、Ph.D、MBA）

前田　信敏（MOT/MBA）
浅海　治人（公認会計士、MOT/MBA）
菊池　慶輔（コンサルタント）

■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

代表事業プロモーターのメッセージ

（基本方針・目標）
①大学・独法が保有する技術シーズを事業化に導き、新産業・新規マーケットを創出する企業を育成することで、知財所有者としての大学・独法が最大
限のメリットを受けられるようにする。

②独自の起業家養成ネットワークを通じ、事業育成に関わる人材の育成にも注力することで、将来的には大学・独法内において、事業育成を行う人材を
充実させることにつなげる。

（事業育成戦略及びその活動計画）
①連携機関である、創成国際特許事務所（http://www.sato-pat.co.jp）とVALUENEX㈱（http://valuenex.com）がもつ、独自の知財に関する
　評価方法を活用し、知財戦略を立案する。

出み生が業事、はと」価評ンョシーベノイ「。う行を成育業事きづ基に」価評のズルブジンタンイ「、」念概トウアトッケーマ「、」価評ンョシーベノイ「の自独②
すイノベーションを社会に与える影響力の大きさで区分し、評価する手法である。また、「マーケットアウト概念」とは、事業化にあたり「ニーズ」により

「いなきで化量定を値価の業事、はと」価評のズルブジンタンイ「。るあで法手るえ捉をトッケーマ 見えない経営資源」から評価する手法である。　
③事業化のためにインキュベーションの場を設け、関係者の定期的なミーティングを行い事業育成する。

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

①20年以上の大学の「知」を活用したベンチャー企業や中堅企業へのハンズオン型の成長支援の経験と実績。 
②学術的アプローチと実践的アプローチに基づく独自の起業（企業）支援体制。 
③大学・独法の研究者や研究会等の国内外のネットワークから得られる幅広い情報（日本ベンチャー学会等）。 
④独自の定性的・定量的な特許の評価システム。 
⑤企業の成長を支える見えない経営資源を評価する、独自の企業評価手法。

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

アーリーステージのベンチャーファンドを運営。当該ファンドから、早稲田大学、慶応義塾大学、東京理科大学、明治薬科大学、九州大学、東京農工大学、
理化学研究所、産業技術総合研究所発ベンチャー等への投資を行い、株式公開企業を輩出している。
（株式公開実績）
①シンバイオ製薬㈱：早稲田大学アントレプレヌール研究会のメンバーが設立したバイオベンチャー企業。創業時から投資し、株式公開に導く。
②㈱ジーエヌアイグループ：九州大学およびケンブリッジ大学の技術を活用した大学発ベンチャー。当初から東出が経営メンバーとして参画し、株式公開
に導く。

上記を含め、投資先２０社程度が株式公開を果たす。

主な実績

対象分野 ライフサイエンス、環境・エネルギー、情報通信、金融工学（左記以外にも全領域に対応可能）

対象地域 関東・甲信越を中心としながら、全国的に対応可能

所 在 地 〒162-0044 東京都新宿区喜久井町65番地糟屋ビル3階

e-mai l

ウェブサイト（会社）

company@weruinvest.com

http://www.weruinvest.com

電話番号 03-5272-0471

要
概
社
会

早稲田大学アントレプレヌール研究会（WERU）を発祥として、1998年に設立されたベンチャーキャピタルです。研究会発足から20年以上に渡り、早稲
田大学をはじめ、他の大学・独立行政法人が有する「知」の事業化に積極的に取り組んでまいりました。これまで、多くの成功と失敗を経験することによ
り、独自の事業育成ノウハウを構築してまいりました。そして、事業プロモーターとして、これまでの経験を踏まえて、大学･独法と当プログラムを取り組む
ことができることに身の引き締まる思いです。大学・独法が保有する技術シーズを事業化に導き、新産業・新規マーケットを創出することを通して、知財所
有者としての大学・独法が最大限のメリットを受けられるよう、全力で取り組む所存です｡　また同時に、独自の起業家養成ネットワークを通じ、事業育成
に関わる人材育成にも注力して行きます。

第1次申請の受付を終了した事業プロモーターユニット（2016年11月時点）
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株式会社ケイエスピー

内田　裕久（代表取締役社長）

1977年 シュトゥットガルト大学化学科金属専攻
 博士課程修了　理学博士
1975年 マックス・プランク金属材料研究所　研究員
1981年～現在 東海大学工学部教授
1990年～94年 神奈川科学技術アカデミー（KAST）
  「超磁性材プロジェクト」プロジェクトリーダー
1997年 東海大学研究推進部（産学官連携担当）部長　
2003年 東海大学工学部長
2007年 東海大学副学長
2009年 東海大学国際教育センター所長、松前国際友好財団理事長

■代表事業プロモーター
飯沼　契 (インキュベーション・

インベストメントマネージャー)

長谷川　章市（インキュベーション・
　　　　　　 インベストメントマネージャー）
徳永　育子（インキュベーションマネージャー）

■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

・研究成果をシーズとして提供し、新規事業をスタートさせたいと考える大学研究者にとって、産業、ビジネスへと自らの研究成果を成長させる経験もな
く、戸惑うことも多いと思います。大学発ベンチャーといっても、アカデミックな研究成果を事業化へと成長させることは容易なことではありません。大
学で研究者として長年にわたり研究開発を経験してきた私自身も経験したことです。

・（株）ケイエスピー（KSP）は1986年に国内初のインキュベーション施設として、神奈川県、川崎市、日本政策投資銀行などからの出資により開設され
ました。当社のベテランインキュベーションマネージャー、インベストメントマネージャーは、スタートアップにある研究者、事業者を支援、育成する豊富
な経験を有しています。ビジネスプラン作成から、資金提供、事業展開、最終的にIPOへと研究成果、人材、企業を育成してゆくプロセスがKSPには
確立されています。これまでに300社以上の事業化に関わってきました。

び結とへスネジビを」夢「」知「の発学大はＰＳＫちた私、てし対にジンレャチなき大のこ、かくいてし開展とへスネジビにかいを果成究研たれま生で学大・
付け、実現するお手伝いをしたいと考えています。

代表事業プロモーターのメッセージ

・日本で最初の研究開発型企業のインキュベーターとしての実績と経験を活かし、ポテンシャルの高い技術シーズの事業化を目指します。大学の産学連
携本部や外部専門家等と連携して、技術シーズの発掘、技術シーズ評価、研究開発マネジメント等を進め、ハンズオン支援による事業育成を行います。

・5年間に6件程度のプロジェクトをマネジメントし、会社設立に繋げます。KSP投資ファンドからは、シーズ資金を提供します。

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

（株式公開実績）

主な実績

対象分野 全般（ライフサイエンス、環境・エネルギー、ナノテクノロジー・材料、情報通信、その他）

対象地域 関東・甲信越を中心としながら、全国的に対応可能

所 在 地 〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1　かながわサイエンスパーク西棟304

e-mai l

ウェブサイト（会社）

start@ksp.or.jp

http://www.ksp.co.jp/

電話番号 044-819-2001

要
概
社
会

・KSPはアジアサイエンスパーク協会（ASPA）を1997年に発足させ、現在エグゼクティブボードメンバーとして、グローバルネットワークを利用し
た産学官連携、事業化支援を行っています。
・2016年4月からは、羽田国際空港の対岸にある川崎市殿町地区（国家戦略特区）に、神奈川県が整備したライフイノベーションセンターに進出
し、ライフサイエンス分野のベンチャー企業への支援を本格化します。

・研究開発型企業のインキュベーターとして、これまで300 社を超える事業に関わってきた実績と経験があります。1997年からベンチャーキャピ
タル事業も行っており、112社への投資実績があります。2014 年 6月には、KSP4号投資事業有限責任組合（総額13億円）を組成し、投資活動
を加速化しています。
・創業前の事業構想段階から計画、創業、事業化、成長、株式公開まで、会社のステージに応じた支援を一貫して行っています。
・大企業とのビジネスマッチング事業や、KSPビジネスイノベーションスクール事業を通じて培われた人的ネットワーク（顧客開拓、CEO 候補人材
の発掘等）も活用し、事業を育成していきます。
・事業育成経験が豊富な他のインベストメントマネージャーも、事業プロモーターユニットをサポートします。

（株）テクノメディカ（臨床検査用分析装置の研究開発、現在東証一部上場企業）、（株）テンアートニ（現サイオステクノロジー（株）、Java・Linux 関連
の製品開発、現在東証二部上場企業）、（株）メディアグローバルリンクス（放送系機器の開発）、シンバイオ製薬（株）（癌、血液、自己免疫疾患における
医薬品の開発）、ダブルスコープ（株）（二次電池用セパレートフィルムの開発、現在東証一部上場企業）、（株）カイオムバイオサイエンス（抗体医薬品
の研究開発）、（株）リプロセル（ES/iPS 細胞用研究試薬）、PCI ホールディングス（株）（IoT、IoEソリューション）、（株）グリーンペプタイド（がん免疫
治療薬の開発）

第1次申請の受付を終了した事業プロモーターユニット（2016年11月時点）
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株式会社ジャフコ

橋爪　克弥（投資部　産学連携投資グループリーダー）

　

■代表事業プロモーター
原田　謙治
佐藤　正樹
宮地　洋介

■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

代表事業プロモーターのメッセージ

国内外の投資先企業、起業家、事業会社、事業化支援者のネットワークと、投資活動で得られた知見や経験を活かし、グローバルな市場を狙う日本発の
大学・研究所発ベンチャーの創出を目指します。当社は、事業化プロジェクトごとに立案した特許戦略を踏まえて、当社が保有する事業会社のネットワー
クを通じ個別プロジェクトに適した顧客候補へのプレマーケティング活動を行うことで、市場ニーズに即した研究開発を支援していきます。そして、事業
会社や起業家、専門家からの助言、当社の過去の投資先事例に基づく経験・ノウハウをもとに事業化へ導き、リスクマネーを獲得して、更なる成長を支援
していく方針です。

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

大学発ベンチャー黎明期からの事業立上げ経験、幅広い顧客・提携先・専門家ネットワークを活かした助言と事業育成を行っていきます。例えば、当社
の事業提携等を行う専門チームによる、数千社にのぼる事業会社の経営者や提携の窓口へ継続的なリーチによる顧客・提携先の発掘活動や、アメリカ・
アジアの海外拠点・投資先・出資者を始めとした海外ネットワークを活かした海外展開支援など、組織的な事業化支援を行っていきます。プロジェクト終
了後も、当社が運営するファンドを通じ、豊富な成長資金を提供することにより、主導的にプロジェクトにより設立された企業に関与していきます。

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

主な実績

対象分野 ライフサイエンス（医療機器、医療IT、再生医療）、ロボット・エレクトロニクス、情報通信、材料、その他

対象地域 関東・甲信越、中部・北陸、関西（左記以外にも全国的に対応可能）

ウェブサイト（事業プロモーター） http://www.jafco.co.jp/about/incubation/

所 在 地 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1　大手町ファーストスクエア　ウエストタワー11階

e-mai l

ウェブサイト（会社）

GC090@jafco.co.jp

http://www.jafco.co.jp

電話番号 03-5223-7086

要
概
社
会

2010年慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科（政策・メディア専
攻）修了後、ジャフコ入社。入社以来、一貫して大学発の技術シーズ事業
化および大学発ベンチャー、技術系スタートアップへの投資活動に従事。
STARTプログラムを通じ、手術支援ロボット等の医療機器開発を行うリ
バーフィールド（東京工業大学・東京医科歯科大学発）の設立に関与（現 
社外取締役）。現在、クオンタムバイオシステムズ、マイクロ波化学など複
数の大学発ベンチャーの社外取締役を務める。

ジャフコは、大学発ベンチャーへの投資を本格的に開始した1995年以来、2016年6月末まで大学発ベンチャーに約250億円の資金を約130社に投
資し、技術・研究成果の事業化を行っております。
20年以上継続して、投資および事業化を行うなかで蓄積された経験を活かし、日本の優れた技術・研究成果を世の中へ普及させるため、研究者、起
業家と伴走しながら世界と伍して戦えるベンチャー企業の創出を目指します。
研究成果を事業化していく上で直面する、開発・製品化、人・チーム、事業パートナーとのアライアンス、資金等のさまざまな課題に対し、当社も当事
者として関わり、事業化を実現していく所存です。

当社は大学発ベンチャーの黎明期から、現在まで約130社の大学発ベンチャーに投資を行い､その事業育成を手掛けており、投資金額は約250億
円、上場社数は20社に上ります（2015/9現在）｡東京女子医科大学発ベンチャーのセルシード（2010/3ジャスダックグロース上場）､法政大学発ベ
ンチャーのディジタルメディアプロフェッショナル（2011/6東証マザーズ上場）にシードステージから継続的に投資実行し､組織構築の支援、事業戦
略の助言等、事業育成活動を行いました。また、2014年3月には投資後、ハンズオン支援を手掛けてきた筑波大学発ベンチャーのCYBERDYNEが
東証マザーズへの上場を果たしております。その他、大学発新産業創出拠点プロジェクトを通じて、2014年5月にリバーフィールド（手術支援ロボット
の開発）を設立し、2014年8月に弊社から投資を実行しております。

第1次申請の受付を終了した事業プロモーターユニット（2016年11月時点）
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ＤＢＪキャピタル株式会社

山口　泰久（ＤＢＪキャピタル株式会社（DBJC）取締役マネージング・ディレクター）

1986 年　九州大学経済学部卒業、同年日本開発銀行（現日本政策投資
　　　　　銀行）入行
1995年　ケンブリッジ大学大学院土地経済学部卒業（M.Phil.）
2006 年　知財開発投資㈱取締役、知財開発ファンド設立
2007年　PRISM BioLab㈱（現㈱PRISM Pharma）社外取締役（現任）
2010年　DBJキャピタル㈱取締役（現任）

■代表事業プロモーター
大津留　榮佐久
　　　　（DBJCシニアアドバイザー）
三ツ口　尚志
　　　　（DBJCシニアインベストメントマネージャー）
石元　良武
　　　　（DBJCシニアインベストメントマネージャー）

■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

・DBJキャピタルは、2006年から我が国初の本格的な知財ファンドを運用し、知財の事業化を推進しており、このファンドの投資先であるPRISM 
Pharma社は、バイオベンチャーとしては過去最大のライセンスアウト（250億円超）を達成する等、その成果が出つつあります。最近では、大学が所有
する複数の特許をパッケージ化し、資金を投じて企業ニーズに対応する試作品を開発することにより、特許群の活用（ライセンシングや売却）を推進す
るような事業も手がける等、ユニークな事業展開を行っています。
・私たちが推進する知財事業化モデルの特徴は、シード・アーリーステージにおいて、大学や研究所が保有する特許をダイレクトに事業化していく、
オーソドックスなシーズ・プッシュ型のインキュベーション・モデルに加え、市場のニーズを捉え、知財や技術のインテグレーションを推進するディマン
ド・プル型モデルの展開に大きな特徴があります。
・本事業を推進するにあたり、パートナーとなる大学には、私たちが培ってきた事業化ノウハウの内、市場ニーズを把握するためのツールや、プロジェクト
マネジメントのためのツール等（共用ツール）を無償で提供する予定です。ビジネスベースで世界に通じる知財の事業化を、本気で考えている研究者や
大学関係者の皆様のエントリーを希望致します。

代表事業プロモーターのメッセージ

・本事業の推進において私たちは、1）プロジェクト選択に必要な技術調査・市場調査の実施体制を構築しスクリーニングを行い、２）共有ツールを大学
に提供しながら、プロジェクトの管理・指導・運営体制を確立し、３）プロジェクトで実際に活動する事業化支援チームの推薦や派遣を行い、今後５年
間で９件程度のプロジェクトを推進する予定です。また、ポスドク等大学からの人材供給・育成を目的とした人材育成プラットフォームの運用も行い、
若手人材へ事業化ノウハウの移転を行う予定です。
・ディマンド・プル型モデルを先行して実施することにより、短期的には、大学等のプロジェクト実施機関に事業推進ノウハウの移転・周知を図り、長期的に
は、シーズ・プッシュ型インキュベーション・モデルの事業確立まで波及させ、全体として大学発ベンチャーの成功確率を向上させることを目指します。

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

・私たちは、これまで培ってきた３つの事業育成モデル、１）インキュベーション・モデル（シーズ・プッシュ型）：大学・研究所の知財をベースとしたベン
チャー企業の組成、２）技術インテグレーション・モデル（ディマンド・プル型）：市場ニーズの強い分野を特定し、対応できる技術を有する大学から技術
を導入する、技術インテグレーション型ベンチャーの創出、３）知財プール・モデル：知財管理法人を設立しライセンシングや売却を狙う、の中から、大
学保有の知財やプロジェクトの性質に合わせて最適モデルを選び、事業育成を図ります。

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

・㈱グリーンペプタイド（2015年10月マザーズ上場）、CYBERDYNE㈱（2014年3月マザーズ上場）、シンバイオ製薬（株）（2011年10月JASDAQ上場）
等をはじめ､シード・アーリーステージからレイターステージのベンチャー企業まで幅広く投資を実施。
・科学技術振興機構（JST）と業務協力協定を締結し、大学等の技術シーズの事業化に向けて連携強化。
・大学発の新規半導体設計ツール技術の事業化（㈱LPTEXの設立、出資及びインキュベーション）を推進。

主な実績

対象分野 環境・エネルギー、AI・IoT分野を中心（アグリ、ライフサイエンス等も対応可能）

対象地域 九州地域を中心としながら、全国的に対応可能

所 在 地 〒100-0004 東京都千代田区大手町２－２－１新大手町ビル７Ｆ

e-mai l

ウェブサイト（会社）

start@dbj-cap.jp

http://www.dbj-cap.jp

電話番号 03-3548-0951

要
概
社
会

・私たちは、共用ツールを使ってプロジェクトマネジメントと技術調査や市場調査などを統合的に運用しながら、大学と協力して人材育成プラットフォー
ムを運用する予定です。このような協働によるノウハウ移転に加え、POC（Proof of Concept）実現に必要なプロトタイプ開発を可能とする体制を有
している点、国際的なネットワークの活用が出来る点、知財ライセンスのノウハウを提供出来る点等が特長です。
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株式会社東京大学エッジキャピタル（UTEC）

郷治　友孝（代表取締役社長・マネージングパートナー）
■代表事業プロモーター

井出　啓介
片田江舞子
黒川　尚徳
宇佐美　篤

■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

代表事業プロモーターのメッセージ

技術シーズからの事業化を効果的に行うために、UTECでは、大学・研究機関や企業の研究人材に加えて、事業化を行いうる人材の関与も早期に仰ぎ、
様々な強みを有する関係者で協力しながら、臨機応変かつステージに応じた支援を行っていくことを基本方針としています。このように、技術シーズを生
み出す専門家のみならず、業界関係者、行政、法律家、会計士等、さまざまな知見や経験、専門性を備えた人たちの協力を適宜適切に得ながら、ベン
チャーキャピタル投資につなげうる市場性・事業性を検証し磨いていくための支援を行って参ります。

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

UTECでは、創業前・基礎研究の段階から、連携している東京大学、(株)東京大学TLOや、これまでに培った専門家とのネットワークを活用しながら、会社
を設立してベンチャーキャピタル投資を受けるまで、事業化を経て更に資金調達しながら採算を立てるまで、売上・利益を伸ばしてIPOやM&Aを果たすまで
を含めた、様 な々段階における事業化支援を行って参りました。まだ実用化されていない技術シーズの段階から､市場性の観点からのProof of Concept、
知的財産戦略や事業計画の立案、実際に事業化を遂行するチームの組成等について､研究者や起業家と､事業としての成功確率を高めるための方
策をともに考え、ともに取り組んでいく基本姿勢が、UTECの事業育成モデルの強みであると考えています。

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

・東京大学医科学研究所、大阪大学医学部等の技術を活用し、提携先医療機関での樹状細胞ワクチン療法の展開を支援するテラ株式会社（2009年3
月JASDAQ上場）に対し、創業期から、事業計画立案、体制作り、資金調達等の支援を行った。
・東京大学大学院情報理工

・東京大学先端科学技術研究センター菅裕明教授が開発した特殊ペプチド創出技術を活用した創薬研究開発を行うペプチドリーム株式会社
  （2013年6月東証マザーズ上場）に対し、事業開発、知的財産の整備・管理、および各種助成金の獲得等の支援を行った。

学系研究科卒の若手技術者らが創業した、モバイルデバイス等向けの画像処理技術の開発を手がける株式会社モルフォ
（2011年7月東証マザーズ上場）に対し、創業早期の段階から、体制整備、資金調達等の支援を行った。

主な実績

対象分野 生命科学、医療機器、物理、環境技術、情報通信等、様々な分野に対応可能

対象地域 関東・甲信越を中心としながら、全国的に対応可能

所 在 地 〒113-0033 東京都文京区本郷７－３－１　東京大学　産学連携プラザ４F

e-mai l

ウェブサイト（会社）

info@ut-ec.co.jp

http://www.ut-ec.co.jp

電話番号 03-5844-6671

要
概
社
会

 

坂本　教晃

UTECでは、創業前の段階から技術シーズを発掘・育成し、創業投資につなげていく活動に注力しており、研究者や起業家に対する独自の支援を
行ってきました。具体的には、起業家候補者や起業に取り組む研究者等のためのインキュベーションオフィスの提供や、知的財産の活用に向けた検
討や技術コンセプトの検証（Proof of Concept）、市場調査等を行い、研究者や起業家と一緒になって事業計画を立案するといった活動を行って
きました。「大学発新産業創出プログラム」においては、これまでに培った技術シーズの発掘・育成ノウハウや、構築されたネットワークを活用し、よ
り幅広く技術シーズを探索しながら、有望シーズの事業育成を行って参りたく考えております。事業プロモーターユニットとしては、多様なベンチャー
支援を手掛けてきた郷治による全体統括のもと､各分野に経験と専門知識を有する井出(IT・フィジカルサイエンス分野)､片田江(バイオ・ライフサイエ
ンス分野)､黒川(物理・医療機器・環境技術分野)､宇佐美(バイオ･ライフサイエンス分野)､坂本(FinTech[金融]､ライフサイエンス､IT分野)を事
業プロモーターとして､最終的にベンチャーキャピタル投資につなげていくという観点から､技術シーズの事業化支援を行って参ります。

これまでにテラ株式会社（2009年3月JASDAQ上場）や株式会社モルフォ（2011年7月東
証マザーズ上場）、popIn（2015年5月M&A）等、数々の投資先の社外役員に就任。1996
年4月通商産業省（現・経済産業省）入省後、我が国のベンチャーキャピタル（VC）ファンド
の根拠法規となった「投資事業有限責任組合契約に関する法律」（1998年施行）や「中小
企業等投資事業有限責任組合会計規則」（1998年8月中小企業庁公示）を起草。1997
年、日本合同ファイナンス株式会社（現・株式会社ジャフコ）に出向。以後、文化庁出向、スタ
ンフォード大学留学、経済産業省帰任、金融庁出向を経て、2004年4月UTECを共同創業。
1996年東京大学法学部卒、2003年スタンフォード大学経営学修士（MBA）修了。2014
年10月、日本ベンチャーキャピタル協会（JVCA）理事に就任（2015年7月より常任理事）。
日本スタンフォード協会理事。
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東北イノベーションキャピタル株式会社（TICC）

熊谷　巧（代表取締役社長）

1971年 東北大学経済学部卒業
1971年 日興證券（現SMBC日興証券）入社
1989年 日興リサーチセンター経営調査部長
1997年 同社常務取締役
1999年 日興キャピタル
　　   　（現アント・キャピタル・パートナーズ）常務取締役
2001年 日興キャピタル取締役社長
2003年 日興アントファクトリー代表取締役会長
2003年10月 東北イノベーションキャピタル株式会社設立
　　　　　   代表取締役社長就任

■代表事業プロモーター
五十嵐　和之
平間　英生

■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

わが国経済は、グローバル競争の進展により大きな変革が必要とされています。東北地域もその例外ではありません。しかも東北地域は東日本大震災の
影響により厳しさが増しています。
この状況を打破する切り札の一つとしてベンチャー企業の輩出・育成、そして成長が求められています。ベンチャー企業の成長が雇用を生み出し、有効需
要を創出し、地域経済の活性化に結びつくためです。その為にはベンチャー企業の技術開発が不可欠で、その鍵を握るのが産学官金連携の一段の強化
です。中でも研究・技術開発成果を蓄積してきた大学の役割が重要になります。
その為にも高い志を持つアントレプレナー（起業家）と大学とがシード・アーリー段階からリスクを取りながら事業化を進める仕組み作りが求められてい
ます。
本事業を実施することにより産学官金が連携しベンチャー企業を輩出し、成長を通じて地域活性化に貢献できると考えています。代表事業プロモーター
として先頭となって推進してまいります。

代表事業プロモーターのメッセージ

東北地域からグローバル市場へ展開する革新的な技術力を持つ企業を創出する為、産学官金が連携し一貫した戦略的ハンズオン支援を実施します。
大学等の産学連携関連部署と連携し、先端的な技術シーズを発掘します。発掘した技術シーズを事業プロモーターユニットでデューデリジェンスを行
い、連携機関と綿密にコミュニケーションを図り、成功確率を高める為のプロジェクトを推進します。

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

大学・研究機関の連携部署と協力し、戦略的技術・知財マネジメント体制を構築します。知的財産戦略、アライアンス、マーケティング戦略、ビジネスモデ
ル構築、資本政策立案等に実績のあるマネージャーが状況に応じた戦略的支援を実施します。
このプロジェクト成功の為にはグローバル展開が不可欠。東アジアへの進出を含め、技術シーズ段階からグローバル展開を見据えたプロジェクト支援を
実施してまいります。

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

現在3本のベンチャーファンドの無限責任組合員として投資・育成活動を展開、アーリーステージを中心に45社に対して5,822百万円の投資を実施
。進推も」業事援支化度高術技盤基的略戦「、」業事発開究研出創ンョシーベノイ域地「てしと人法理管。）円万百031約 均平社1（

主な実績

対象分野 ナノテクノロジー・材料、医療機器、環境、その他

対象地域 東日本（東北地域を中心）

所 在 地 〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1-5-1　N-ovalビル

e-mai l

ウェブサイト（会社）

hirama@tohoku-innocapital.co.jp

http://www.tohoku-innocapital.co.jp

電話番号 022-716-6401

要
概
社
会
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日本戦略投資株式会社

佐々木　美樹（代表取締役）

京都大学大学院システム工学修士、日立製作所にてプラント輸出、
SRI International コンサルタント、日本アジア投資㈱専務。海外
150社500億円の投資先管理、シードファンド設立運営、大手携帯キャ
リアのCVC運営、農業ファンド運営や全国規模でのインキュベータネッ
トワーク構築。アリババドットコムなど投資実績多数。東南アジア向け
ファンド運営。

■代表事業プロモーター
上原　健一
佐々木　博

佐藤　真一
藤原　和隆

－共同実施機関－
　中部テクノロジーシード株式会社
　先端科学技術エンタープライズ株式会社

■事業プロモーター

小澤　理夫（中部テクノロジーシード㈱）
後藤　正美（中部テクノロジーシード㈱）
若林　拓朗（先端科学技術エンタープライズ㈱）

■共同実施機関  事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

皆様、こんにちは。

起業には革新的な技術も大事ですが、なによりこれを世の中のために役立てたいという発明者や経営者の執念と努力が必要です。その努力を側面から
支援するのがわれわれの役目です。我々全員が企業での社会経験とともに自らが経営者としてさまざまな事業の立ち上げに関わってきた人たちですの
で、経営者の気持ちが共有できるチームです。
これからの日本は海外の競合に伍して戦う能力のある活力ある企業家を輩出して行く必要があります。その実現のために力を惜しまないつもりですので
一緒にそのような社会を作ってゆきましょう。
（http://www.jstrategic.co.jp）

代表事業プロモーターのメッセージ

基本方針：グループ会社や、関連シード投資ファンドも活用したシームレスな育成。
5年間の目標：ポートフォリオ全体での会社価値の総額を３０億円以上とする。
事業育成と活動計画：各プロジェクトにマイルストン、週定例会議でのフォローアップ、月定例会で方針およびアクションプランの再設定の審議と現場
チェックを行う。

業はある程度成長軌道に乗りミドル、レートステージと想定されるため、原則外部資金（他VC、戦略投資家等）を採り入れる。また、投資収益の30%を原
則シーズを提供した大学に寄付することを考える。

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

事業プロモータ－ユニットの拡大により、全国より多分野の優良シーズを発掘し、ハンズオン支援を行う体制を構築。
数十件の技術系ベンチャー育成を通じて実務的に意味のある技術･知財マネジメントを体得しており、特にリソースの限られたプロジェクトにおいて革
新的リードを保つ（防衛的）知財や技術の構築支援の人的ネットワークを有している。
アジア、米国、欧州においてベンチャー企業に対応できる成功報酬型の連携組織を有しており代表プロモーターが欧州上場企業の副会長経験、プロ
モーターも大手商社の長期海外経験、大手医療機器メーカーの社長経験等を有しており、ビジネスレベルでの交渉に優位性あり。
また単なる個人の寄せ集めではなく、シード案件育成という目的を持った事業育成チームや連携ファンドで織り成されるプラットフォームを有しており、
大手上場ベンチャーキャピタル（VC）のNo.2としてVC業界22年の経験を有する代表プロモーターを初めとしてVCステージへのつなぎこみも強力。

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

アリババ：ドットコムバブル崩壊時に投資、ヤフーに持分を売却することにより数十億円のキャピタルゲインを得る。
L社：創薬ベンチャーの創業前段階から関与、日本と海外の知財を融合させ大手会社へのライセンスアウトに成功。
日本エネルギーネットワーク：創業時の投融資およびハンズオンにより企業育成、大手商社に買収された。

主な実績

対象分野 全般（特に環境・エネルギー、アグリ、ライフサイエンス、IT）

対象地域 全国

所 在 地 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3－14－3錦町ビル6階
〒305-8577 茨城県つくば市天王台1－1－1　筑波大学産学リエゾン共同研究センター306号

e-mai l

ウェブサイト（会社）

start@jstrategic.co.jp

http://www.jstrategic.co.jp

電話番号 03-3295-3336
029-850-5227

要
概
社
会

（つくばテクノロジーシード株式会社より社名変更）

日本戦略投資 ( 株 )（JSC) は約 10 年前からつくば地域でシリコンバレーのような起業がおきるようにとの願いをこめて筑波大学との協力のもとに作り上げ、
現在では全国規模で活動している会社です。

START終了後の投資スタイルなど：JSCは他のVCが殆ど手掛けないシード・アーリーステージに特化しているのが特徴で、START終了後は投資先企

第1次申請の受付を終了した事業プロモーターユニット（2016年11月時点）
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バイオ･サイト・キャピタル株式会社

谷　正之（代表取締役）

1982年　野村證券㈱入社
1999年　ナスダック･ジャパン㈱入社
2002年　バイオ・サイト・キャピタル㈱を設立
2006年　彩都バイオヒルズクラブ運営開始
2007年　ケンブリッジ大学（英国）MOTI Program 修了
　　　　　（注）Management of Technology and Innovation

■代表事業プロモーター
福田　伸生
荻野　真一

■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

弊社は2002年の創業以来、バイオ・ライフサイエンス系ベンチャーの支援・育成にはバイオ等の実験が可能な研究拠点が必要との考えから、投資育成
だけに限らず、大学連携型起業家育成施設など４棟のレンタルラボを提供して、インキュベーション支援や産学連携支援を行ってきました。その中で、多
くの成功と失敗を経験しましたが、確かなことは、日本の大学や研究機関には将来有望な技術プラットフォームとなり得るシーズがまだまだたくさん眠っ
ているということです。このようなシーズを社会還元するために、起業前に市場調査や知財のブラシュアップなどの準備活動を行った上で、起業を促進し、
産学連携の推進と新産業や新市場の創出につなげていきます。
経験とノウハウを有する事業プロモーターがユニットを形成し、専門性の高い外部協力機関を活用して、革新的でグローバルに通用する“強い”ベン
チャーを1社でも多く世に送り出したいと思っています。　

代表事業プロモーターのメッセージ

数多くのバイオベンチャーの起業に立ち会ってきた経験から、拙速に起業に走るのではなく、起業前に知財調査や市場調査を十分に行い、研究開発の絞
り込みを通して“知財を磨く”ことが重要であると考えます。強いプラットフォームテクノロジーを持つことにより、事業リスクの低減と成長魅力を兼ね備え
たグローバルに通用するベンチャーを創出させて、大学の技術を社会に還元することが目的です。当ユニットと連携している知財、ライセンス、市場調査、
開発計画立案等の外部専門機関も活用して、技術を事業化するために必要な研究計画を立案し、年間3件程度のプロジェクトを走らせます。

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

先端医療領域の知見と自ら起業した経験を持つ研究者や、製薬会社や規制当局での実務経験のある研究者が、実践的な科学顧問チームを組成して若
手研究者を導きます。
知財部のアウトソーシングを標榜するスペシャリスト集団が、特許性の観点だけでなく事業的な観点から知財戦略の立案を行います。先端医療分野に
特化した市場調査、リスク予測、開発計画立案を行うスペシャリスト達が、的確な研究計画の立案を支援します。そして、起業後も研究施設の提供や、弊
社の幅広いネットワークを通じた資金調達とグローバル展開のサポートなど、ハンズオン支援を強力に推進いたします。

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

主な実績

対象分野 ライフサイエンス（先端医療、創薬、ＤＤＳ、医療機器）

対象地域 関西地域を中心としながら、全国的に対応可能

所 在 地 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-15

e-mai l

ウェブサイト（会社）

promoter@bs-capital.co.jp

http://www.bs-capital.co.jp

電話番号 072-640-1060

要
概
社
会

・シード・アーリーステージ段階から投資した先の上場実績：総合医科学研究所（2003年12月東証マザーズ上場）、カルナバイオサイエンス（2008年3
月JASDAQ上場）、スリー・ディー・マトリックス（2011年10月JASDAQ上場）。
・大学内の研究成果を実用化すべく､フィージビリティスタディから起業までハンズオンで手掛けた実績：㈱BNA（人工核酸）、バイオビジックジャパン㈱
（医療用画像システム）。
・START制度によって手掛けた実績：沖縄プロテイントモグラフィー㈱、アンチエイジングペプタイド㈱。

第1次申請の受付を終了した事業プロモーターユニット（2016年11月時点）
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株式会社ファストトラックイニシアティブ

木村　廣道（代表取締役）

1979年 東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了。
1985年 スタンフォード大学大学院ビジネススクール修了（MBA）。
協和発酵工業㈱、モルガン銀行を経て、アマシャムファルマシアバイオ
テク㈱、日本モンサント㈱代表取締役社長等を歴任。
2004年に㈱ファストトラックイニシアティブを設立し、代表取締役。

■代表事業プロモーター
安西　智宏（取締役）
奥山　元 （マネージャー）

木村　紘子（アソシエイト）

■事業プロモーター

■代表事業プロモーター略歴

医療・ライフサイエンス分野は超成熟社会に突入した我が国にとってまさに最優先重要分野として国民の関心を集めております。また、我が国の成長戦
略の中でバイオ・医療関連産業の育成・発展は中核的課題となっております。 
このようにライフサイエンスおよびヘルスケア分野におけるベンチャー企業が切望される中、私ども株式会社ファストトラックイニシアティブは、この分野
に特化して、国際的にも競争力の高い大学・研究機関発の技術シーズを基に、独創性の高い新規ベンチャー企業の創業及び競争力の獲得を支援してま
いります。
メンバ―全員が高い専門性を有するライフサイエンス及びヘルスケア領域においてSTART事業を推進し、研究者の皆様と一緒になって、イノベーティブ
なベンチャー企業の創出・育成に尽力いたします。

代表事業プロモーターのメッセージ

案件発掘・評価から投資実行、投資後の企業経営、投資回収にいたる投資事業の全プロセスを高いレベルのハンズオンで管理・実践することにより、支
援・育成・投資するベンチャー企業の経済的・戦略的価値を最大化することを活動の方針としています。従前より投資・支援ベンチャー企業に対しては、
シードステージからの事業計画の構築や知財戦略の策定、さらには外部アライアンスの構築などに、主導的な役割を果たしており、本事業においても高
いコミットメントにより、大学発シーズの事業化・ベンチャー企業の育成にハンズオンで取り組む計画です。

事業プロモーターユニットとしての基本方針・目標、事業育成戦略及びその活動計画

メンバー全員がライフサイエンスにおける学術的バックグラウンドと、医療産業での事業経験を有しており、医療分野における高い専門性とビジネスの
視点から案件を高い精度で評価しています。また、アカデミアや産業界、国内外に広がるネットワークを活用し、その評価の精度を高めています。
従来 、ベンチャー企業の出口としてはIPO（新規株式公開、上場)が目標として考えられてきましたが、当社の投資育成企業については､IPOを出口に確実
な投資育成を目標とする一方、IPOのみに拘らず、育成初期から大手企業のニーズをつかみ、戦略的に事業提携などを検討することで、事業の確実な推
進を実現してまいりました。本事業終了後の計画についても、こうしたモデルおよび実績を援用し、戦略的に外部資金を獲得することを計画しています。

事業プロモーターユニットと事業育成モデルの強み

・2010年3月に東京女子医科大学発再生医療ベンチャー セルシードがJASDAQ NEO市場（現JASDAQグロース）に上場
・2011年12月には理化学研究所発抗体創薬支援ベンチャー企業 カイオム・バイオサイエンスが東証マザーズに上場
・2013年10月には東京大学発ベンチャーで、JST大学発ベンチャー創出事業を活用したProbeXが上場会社との株式交換でM&A

主な実績

対象分野 ライフサイエンス（創薬、機器、再生、医療IT等）、ナノテクノロジー（診断、DDS等）、材料（機能素材・バイオ素材等）

対象地域 関東・東北・甲信越・関西・九州（左記以外にも全国的に対応可能）

所 在 地 〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4 ユニゾ本郷四丁目ビル 2F　

e-mai l

ウェブサイト（会社）

hokuyama@fti-jp.com（担当：奥山）

http://www.fti-jp.com/

電話番号 03-5842-3325

要
概
社
会

第1次申請の受付を終了した事業プロモーターユニット（2016年11月時点）
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START採択プロジェクト一覧（プロモーターユニットの代表実施機関50音順）

※事業終了（研究代表者の所属・役職は事業終了時点のもの）
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START採択プロジェクト一覧（プロモーターユニットの代表実施機関50音順）

※事業終了（研究代表者の所属・役職は事業終了時点のもの）
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START採択プロジェクト一覧（プロモーターユニットの代表実施機関50音順）

※事業終了（研究代表者の所属・役職は事業終了時点のもの）
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START採択プロジェクト一覧（プロモーターユニットの代表実施機関50音順）

※事業終了（研究代表者の所属・役職は事業終了時点のもの）
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START採択プロジェクト一覧（プロモーターユニットの代表実施機関50音順）

※事業終了（研究代表者の所属・役職は事業終了時点のもの）
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START採択プロジェクト一覧（プロモーターユニットの代表実施機関50音順）

※事業終了（研究代表者の所属・役職は事業終了時点のもの）
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START採択プロジェクト一覧（プロモーターユニットの代表実施機関50音順）

※事業終了（研究代表者の所属・役職は事業終了時点のもの）
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START採択プロジェクト一覧（プロモーターユニットの代表実施機関50音順）

※事業終了（研究代表者の所属・役職は事業終了時点のもの）
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START採択プロジェクト一覧（プロモーターユニットの代表実施機関50音順）

※事業終了（研究代表者の所属・役職は事業終了時点のもの）
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START採択プロジェクト一覧（プロモーターユニットの代表実施機関50音順）

※事業終了（研究代表者の所属・役職は事業終了時点のもの）

－32－



START採択プロジェクト一覧（プロモーターユニットの代表実施機関50音順）

※事業終了（研究代表者の所属・役職は事業終了時点のもの）
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START成果事例　～START発ベンチャー企業の紹介～

電子線トモグラフィーにより
タンパク質を1分子単位で可視化 
実用レベルでの事業化に成功

 

「分子分解電子線トモグラフィーによる巨大分子の3次元可視化」
開発期間 ： 平成24年12月～平成26年7月
研究代表者 ： ウルフ・スコグランド（沖縄科学技術大学院大学）
事業プロモーターユニット ： バイオ・サイト・キャピタル株式会社

沖縄プロテイントモグラフィー株式会
社

分子構造解析電子顕微鏡 Titan Krios

国産手術支援ロボットシステム 
等の先端的な医療機器を事業化

 

大学発ベンチャーとして 
医療機器産業の活性化を目指すリバーフィールド株式会社

「気体の超精密制御技術を基盤とした低侵襲手術支援ロボット
システムの開発」
開発期間 ： 平成24年度～平成26年度
研究代表者 ： 川嶋 健嗣（東京医科歯科大学）

　只野 耕太郎（東京工業大学）
事業プロモーターユニット ： 株式会社ジャフコ

空気圧駆動 内視鏡把持ロボット「ＥＭＡＲＯ」

近年、患者に負担の少ない低侵襲手術が一般化し、内視
鏡外科手術や手術支援ロボットの普及が進むに従って、次
世代医療機器への期待が高まっています。
これらの期待に応えるため、工学系研究機関である東京工
業大学と医学系研究機関である東京医科歯科大学との医
工連携を経て、空気圧の精密制御技術を基にした次世代
医療機器を開発・製造・販売する大学発ベンチャーとして
「リバーフィールド株式会社」を2014年5月に設立し、
2015年には内視鏡把持ロボットEMAROを販売開始し
ました。2016年には東レエンジニアリング株式会社と資
本提携および業務提携を締結し、開発体制を強化してい
ます。2020年の販売開始を目標として開発中の手術支援
ロボットは、精密な空気圧制御技術で実現した柔らかな動
きと力覚提示機能により、国内外の注目を集めています。

「大学発新産業創出プログラム（START）」の成果をもと
に、沖縄科学技術大学院大学（OIST）発ベンチャー第1号
として沖縄プロテイントモグラフィー株式会社（CEO：亀
井朗）を設立し、受託解析事業を開始しました。OISTのク
ライオ電子顕微鏡を用いた3次元再構成法（電子線トモグ
ラフィー）と同大学の3次元構造解析プログラムを組み合
わせたプロテイントモグラフィー技術により、タンパク質を
1分子単位で、その多様な構造を可視化することが可能で
す。クライオ電子顕微鏡による解析は、タンパク質を結晶化
することなく立体構造を観察できるため、医薬品の効率的
な開発に寄与するものと期待されていますが、受託解析
サービスとして商業化しているのは当社だけです。設立か
ら1年で160百万円の資本を調達して体制を整え、既に複
数の国内クライアントから受注し、次は海外から受注すべ
く営業に注力しています。

大学の研究成果を活用して、 
沖縄発のグローバル企業を目指す
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プロジェクト支援型の概要

対象機関（研究代表者の所属機関）
国公私立大学、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関法人､独立行政法人（国立研究開発法人含む）等のいずれかに該当する機関

採択件数
原則として年間新規10～20プロジェクト程度

実施期間
原則3年以下（事業領域の特徴や概念実証（Proof of concept:POC)取得の必要性に応じて、最大5年間の支援を認める場合があります。）

事業規模
1事業プロモーターあたりのプロジェクト支援経費の配分額総額のうち、当該プロジェクトの事業計画に応じて1事業プロモーターユニット
が配分する額（平成24年度～平成28年度配分実積額：1プロジェクト当たり平均年間約3,000万円（直接経費））

国立研究開発法人科学技術振興機構 
産学連携展開部  START事業グループ

〒102－0076

TEL  : 03-5214-7054

E-mail：start@jst.go.jp

問い合わせ先

本事業に関しての詳細は、次のＵＲＬからもご覧いただけます。

2016.11

http://www.jst.go.jp/start/

ホームページ（公募情報、新着情報等）

事業プロモーター支援型の概要

実施機関

9機関

9機関

◆プロジェクト支援型の第1次申請で選択できる事業プロモーターユニット（2016年11月現在）

◆プロジェクト支援型の第1次申請の受付を終了した事業プロモーターユニット（2016年11月現在）

赤字は平成28年度採択
事業プロモーター

実施期間
５年度

事業規模（１事業プロモーターユニットあたり（※事業プロモーターユニットによって異なる））

・プロモーター活動経費：原則として上限年間2,500万円程度（直接経費）

ウエルインベストメント株式会社

ＤＢＪキャピタル株式会社

バイオ・サイト・キャピタル株式会社

野村ホールディングス株式会社

株式会社ジャフコ

株式会社東京大学エッジキャピタル

ウォーターベイン・パートナーズ株式会社

Beyond Next Ventures株式会社

株式会社ファストトラックイニシアティブ

日本戦略投資株式会社

東北イノベーションキャピタル株式会社

360ipジャパン株式会社

株式会社ケイエスピー

株式会社経営共創基盤MedVenture Partners 株式会社

ＱＢキャピタル合同会社 ジェネラルパートナー株式会社 ニッセイ・キャピタル株式会社

FAX : 03-3238-5373

東京都千代田区五番町７　K’s 五番町


