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大学発新産業創出プログラム（START）
プロジェクト推進型

▶プロジェクト推進型 ビジネスモデル検証支援（⇒P.03）
（旧：社会還元加速プログラム（SCORE） チーム推進型）

支援対象：研究機関に所属する研究者
プロジェクト推進型 ビジネスモデル検証支援では、優れた技術シーズを基にしたベンチャーの起
業に必要な知識の学習と、ビジネスモデルの仮説立案・検証を行います。研究者と事業化プロデュー
サー等からなるチームが、自らの技術シーズを基にビジネスモデルの策定や試作品の準備を行って
想定顧客から評価を受け、それを次の研究開発やビジネスモデルにフィードバックさせることで事
業の現実化・高度化し、大学発ベンチャーの起業を目指します。

▶プロジェクト推進型 起業実証支援・事業プロモーター支援（⇒P.05）
（旧：START プロジェクト支援型・事業プロモーター支援型）

支援対象：起業実証支援→研究機関に所属する研究者
支援対象：事業プロモーター支援→日本国内に法人格を有する機関
プロジェクト推進型 起業実証支援・事業プロモーター支援は、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」と大学等でのプロジェクトを支援する「起業実証支援」から構成されます。

▶プロジェクト推進型 SBIRフェーズ１支援（⇒P.07）
支援対象：研究機関に所属する研究者
プロジェクト推進型 SBIRフェーズ１支援は、社会ニーズ・政策課題をもとに設定された研究開発
テーマに対して、大学等の研究者による独創的アイデアにより研究者自らが概念実証（POC: Proof of 
concept）や実現可能性調査（FS: Feasibility study）を実施し、大学等発ベンチャーの起業や、大学等発
ベンチャーを含む中小企業への技術移転を行うことにより、新技術の事業化を目指すプログラムで
す。

◆重複申請の可否について
同一の研究代表者は、プロジェクト推進型 起業実証支援、ビジネスモデル検証支援、SBIR
フェーズ1支援（ただし、技術移転による技術シーズの事業化を目指す場合は一部異なりま
す）、大学・エコシステム推進型 大学推進型、 スタートアップ・エコシステム形成支援の研究
開発課題を同時に申請または実施することはできません。

大学発新産業創出プログラム（START） プロジェクト推進型は、
以下の各プログラムで構成されています。

各プログラムの概要
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プロジェクト推進型 ビジネスモデル検証支援では、優れた技術シーズを基にしたベンチャー企業の創
出を目的とし、起業と事業の成長に必要な知識の学習と、ビジネスモデルの仮説立案・検証を行います。
具体的には、研究者や事業化プロデューサー等がチームを組み、自らの技術シーズを基にしたビジネス
モデルおよび実用検証可能な最小限の試作品や実験データ等を準備し、想定顧客から評価を受けて得
られた評価結果や社会ニーズを反映させることでビジネスモデルの現実化・高度化を目指します。事業
化に向けたこの改善サイクルの経験を通して、起業および経営に必要な能力の向上やネットワークの
形成を図ります。

プロジェクト推進型 ビジネスモデル検証支援
（旧：社会還元加速プログラム（SCORE） チーム推進型）

支援内容

支援目的 起業の可能性検証

ビジネスモデル検証や顧客ヒアリング等が可能な技術分野全般応募分野

国公私立大学、国公私立専門学校、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に所属する研究者

支援対象

1年度（当該年度の3月末まで）研究開発期間

問い合わせ先

研究開発費（直接経費） 450万円/年（上限） 

産学連携展開部 START事業グループ
〒102-0076　東京都千代田区五番町7　K’s五番町
TEL:03-5214-7054  E-mail：start-score@jst.go.jp
https://www.jst.go.jp/start/biz-model/index.html

プロジェクト推進型 ビジネスモデル検証支援の枠組み
チームアップ 技術シーズの発明者等（研究代表者）と、起業化に向け活動する事業化プロデューサーのチームで提案。 

集合研修 リーンスタートアップ手法等の、ベンチャー起業・成長に有益な知識を実践的に学習する研修の実施。 

メンタリング ベンチャービジネス分野で活躍する人材が、メンターとしてチームを育成、支援。

ビジネスモデル検証
実用検証可能な最小限の試作品やデータを準備して顧客候補ヒアリングを行い、
ビジネスモデル仮説の現実化、高度化を促進。

Demo Day
ビジョンとともにビジネスモデルを起業実証支援の事業プロモーターやベンチャーキャピタリ
スト等にプレゼンテーションし、次の事業化ステージにつなげることを目指します。

年間スケジュールイメージ（2022年度予定）  

８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

採
択
契
約

● ビジネスモデル仮説立案、市場調査
● 試作品やデータを活用した顧客候補ヒアリングによる仮説検証
● ビジネスモデル仮説ブラッシュアップ等々

アクセラレーターによる継続的な個別メンタリング

集合
研修1・2

集合
研修4・5

集合
研修3

集合
研修6・7

集合
研修8

Demo
Day

STEP1

申請
大学等の研究者と起業化に向け活動する事業化プロデューサーのチームを結成し、
申請書を提出。

STEP2

審査・選考 申請書をもとに外部評価委員会にて審査を実施し、支援の可否を決定。

STEP3

プロジェクト開始
提案の採択後、活動費が大学等に措置され、アクセラレーターによる研修の受講、メンタリン
グ、検証可能な最小限の試作品やデータ（実験結果、計算結果）の準備、顧客候補へのヒアリン
グを行うことで実践的な評価を受け、ビジネスモデル仮説の検証とブラッシュアップを実施。

STEP4

Demo Day
ブラッシュアップしたビジネスモデルを事業プロモーター等に発表し、次年度のプロ
ジェクト推進型 起業実証支援への申請検討や直接のベンチャー創業等、技術シーズの
社会還元に向けた次の段階へ展開。

成長ポテンシャルの高い大学等発ベンチャーの創出を促進するため、実践的学習や仮説
検証活動等を通してビジネスモデルの現実化・高度化を行い、起業やプロジェクト推進
型 起業実証支援の申請に繋げることを目指します。

実施のイメージ

● ビジネスモデル策定・改善
● 試作品やデータ等を活用した顧客ヒアリング等々

● 事業プロモーター等へ
 プレゼンテーション

アクセラレーター 顧客候補

チーム結成 Demo Dayビジネスモデル
ブラッシュアップ

STEP2

● 外部アクセラレーター等による
 メンタリング支援、集合研修等

試作品
データ
等

評価
結果

研究代表者 事業化
プロデューサー

STEP1 STEP3 STEP4

プロジェクト推進型 
起業実証支援 申請や
業などの次の展開へ

技術シーズ
ビジネスモデル案

● 各種研修やメンタリング支援を受けつつ
　 チームアップ、各種調査、実証検証可能な最小限の試作品や

データを活用した顧客ヒアリング等を推進。
● ビジネスモデルの現実化、高度化
● Demo Day でプレゼンテーション

● セミナー、ワークショップ、
　ブラッシュアップ研修の実施
● 各種ネットワーキングの支援
● メンタリングによるビジネスモデルの高度化を支援
● Demo Day に向けたプレゼンテーションの改善支援

研究代表者・
事業化プロデューサー

● 事業化に係るプログラムを支援
●プロジェクト支援型 起業実証支援への

展開支援

科学技術振興機構 アクセラレーター・メンター
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プロジェクト推進型 起業実証支援・事業プロモーター支援では、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、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、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。

プロジェクト推進型 起業実証支援・事業プロモーター支援
（旧：START プロジェクト支援型・事業プロモーター支援型）

ベンチャー起業前段階から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、市場や出口を見据えて事業化を目指します。

実施のイメージ　事業プロモーターと研究者の連携・協力

研究開発支援　事業化支援

● 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

事業プロモーター研究者

科学技術振興機構 実施期間：起業実証支援は、原則１～３年度以内でのベンチャー企業の立ち上げを目指します。
研究開発費（直接経費）支援：2,700万円／年（上限額）

技術シーズの提案 ベンチャーの創出技術シーズの選定
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

STEP1 STEP2-3

STEP4

STEP5

事業開始までの流れ
STEP1：技術シーズの申請

大学等の研究者の方により、希望する事業プロモーターを記載した

第1次申請書を提出していただきます。
第１次申請書の提出

STEP２：有望シーズの選定

第１次申請を受け、事業プロモーターは自らの事業化方針により、有望なシーズを絞り込みます。事業プロモーターによる技術評価

有望なシーズに関して、事業プロモーターによる更なる検討を行います。
この段階で、大学等にアプローチし、資料等の提出の相談を行う場合があります。

デューデリジェンスの実施

STEP３：事業化プランの申請
事業プロモーターが事業化の可能性があると判断した場合、第２次申請書の作成のため、
研究者の方々と事業育成方針、研究開発体制等について更なる検討を行います。

第２次申請書の作成

大学等の研究者の方により、事業プロモーターとともに作成した第２次申請書
を期限内に提出していただきます。

第２次申請書の提出

STEP４
第２次申請書をもとに、プロジェクト審査（面接等）を実施し、支援の可
否を決定します。

プロジェクト審査

提案の採択後、研究開発費が大学等で措置され、事業プロモーターの
プロジェクトマネジメントのもとプロジェクトが開始されます。

事業の開始

STEP５

持続的な日本型イノベーションモデルの構築　（イメージ例）

大学・研究機関およびベンチャーキャピタル
の皆様には、設立ベンチャーを大きく成長さ
せ、大きなリターンを得ることで、独自の事
業化支援をさらに充実させていくという、イ
ノベーションモデル構築にむけて、設立ベン
チャーへの各種支援のさらなる充実・強化を
進めていただいております。

新たな収入を元に、VC等と連携し
独自の事業化支援を実施

Ex
itに

よ
る

リ
タ

ー
ン

寄
付

等

リ
ス

ク
マ

ネ
ー

の
供

給

経
営

候
補

者・取
引

先
紹

介

ハ
ン

ズ
オ

ン
支

援
等

新たな事業化支援
プロジェクトマネジメント等

新たな事業化シーズの提供等

事業プロモーターとしての経験と
ネットワークを生かし、独自に大学
発ベンチャー支援を実施

技術の社会還元、雇用創出
GDPへの貢献等

大学研究者による兼業許可

ストックオプション等による

知財ライセンス等

ベンチャーキャピタル等

Exitに
よ

る
リ

タ
ー

ン

大学発ベンチャー

大学研究機関等

支援内容

支援目的

プログラム名

起業に向けた研究開発・事業化 起業に向けた研究開発・事業化

起業実証支援 事業プロモーター支援

今後成長が期待される分野全般 ー応募分野

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
に該当する機関に所属する研究者

大学等の基礎研究成果等を対象とした、
研究開発・事業育成を一体的に推進する
ための事業化ノウハウを有し、研究開発
費を効果的・効率的に活用し得る、日本
国内に法人格を有する機関

支援対象

原則１～３年度 原則5年度研究開発期間

問い合わせ先

研究開発費（直接経費） 2,700万円／年（上限）※2022年度 770万円／年（上限）※2022年度

産学連携展開部 START事業グループ
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7054  E-mail：start@jst.go.jp 
https://www.jst.go.jp/start/entre-demo/index.html
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プロジェクト推進型 SBIRフェーズ1支援は、各府省等から社会ニーズ・政策課題をもとに提示された研究
開発テーマに対して、大学等の研究者による独創的アイデアにより研究者自らが概念実証（POC: Proof of 
concept）や実現可能性調査（FS: Feasibility study）を実施し、大学等発ベンチャーの起業や、大学等発ベン
チャーを含む中小企業への技術移転を行うことにより、新技術の事業化を目指すプログラムです。
イノベーション創出に寄与する制度として抜本強化された「中小企業技術革新制度（SBIR）」の一環とし
て、「官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）」の主導のもとで実施します。

 プロジェクト推進型 SBIRフェーズ１支援 活動実施の流れ

STEP1

申請

大学等の研究者により申請書を提出いただきます。
※技術移転を目指す場合は、技術移転先企業の同意が得られていること
が必要です。申請内容についても共同で検討してください。

STEP2

審査・選考 申請書をもとに外部評価委員会にて審査を実施し、支援の可否を決定し
ます。研究開発テーマのニーズ元府省が審査に参画します。

STEP3

プロジェクト開始
提案の採択後、JSTは研究開発を実施する機関と委託研究契約を締結し
ます。研究代表者を中心として事業化に向けた研究開発を実施していた
だきます。

STEP4

成果発表会
研究開発や事業化に向けた活動の成果を発表していただきます。
一般公開イベントとして実施する場合があります。

支援内容

支援目的
大学等発ベンチャーの起業や大学等発ベンチャーを含む中小企業へ
の技術移転に向けた研究開発

各府省等における社会課題や政策ニーズを元に設定された「研究開
発テーマ」に対応する分野

応募分野

以下のいずれかに該当する機関に所属する研究者
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（国立研究開発法人を含む）、地方独立行政法人、
公益財団法人、公益社団法人、公設試験研究機関、
一般財団法人、一般社団法人
　ただし、一般財団法人、一般社団法人は、
　　1．旧制公益法人から移行したものであること
　　2．非営利型法人であること
　　3．定款に事業として「研究」を含むこと
　を満たしているものが対象です。

支援対象

1年度（当該年度の3月末まで）研究開発期間

問い合わせ先

研究開発費（直接経費） 715万円（上限）

産学連携展開部 START事業グループ
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7054  E-mail：sbir-one@jst.go.jp
https://www.jst.go.jp/start/sbir/index.html

【参考】
・ SBIR（中小企業技術革新制度）特設サイト
 https://sbir.smrj.go.jp/
・ 官民研究開発投資拡大プログラム
 （Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM：PRISM（プリズム））
 https://www8.cao.go.jp/cstp/prism/index.html

事業の特徴

本プログラム終了後には、他府省により運営されるフェーズ2以降のSBIR対応プログ
ラムや、起業実証支援、ビジネスモデル検証支援等の実施に繋げ、社会ニーズ・政策課
題の解決に寄与することを期待します。

４

１
各府省から社会ニーズ・政策課題をもとに提示された「研究開発テーマ」に対して、

「フェーズ1」にあたる研究開発提案を募ります。研究開発テーマのニーズ元府省は審
査や評価に関わります。

３ 年度末に開催を予定している成果発表会で、研究開発や事業化に向けた活動の成果を
発表していただきます。

２
「研究者自身による起業」、もしくは、「大学等発ベンチャーを含む中小企業への技術移
転」が対象となります。
※一部、「大学等発ベンチャーを含む中小企業への技術移転」が対象外の研究開発テー
マがあります。

SBIR制度全体のイメージ

事業化に向けた
POC、FS

フェーズ1
（本事業）

ニーズ元府省の支援で
更なる研究開発

フェーズ2/3

各府省が社会ニーズ・政策課題を基に
研究開発テーマを提示

社会実装
（公共調達等）

大学発ベンチャー、
中小企業大学・研究機関等 各府省 社会

各府省が社会ニーズ・政策課題を基に
研究開発テーマを提示
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その研究成果を社会に還元していくという意味で、このSTART
という制度は非常に意義のあるものだと思います。
武田　2020年12月には、大学発ベンチャーを興してアイ・トラッキ
ング式認知機能検査法の社会実装に進んでいる点が評価され、文
部科学省より「ナイスステップな研究者」※として選定されまし
た。資金調達はもちろん、事業展開のための抜けのない特許申
請などSTARTに応募する段階から谷さんにカバーしていただき、
STARTプロジェクトにはとても感謝しています。
髙村　現在はマーケティングプロモーションにギアを移し、新製
品の開発と海外展開に注力しています。絵や数字を目で見る検査
なので、言語特異性がないことも非常に大きな特長です。
武田　世界の認知症患者の半分以上は東南アジアにいます。インド
ネシアのように、一つの国で何百もの言語が使われている場合も、
従来法より簡単に検査できる可能性が広がっています。目下、大
阪大学内で治験を進めており、これが成功すると世界初の医療機
器水準の認知症診断補助ソフトウェアプログラムの誕生というこ
とになります。何十年も問診法でやってきた検査を、まったく違
う方法で行うという革命的なものであり、この研究領域では間違
いなくゲームチェンジャーになると確信しています。

※文部科学省・科学技術・学術政策研究所（NISTEP）が、科学技術イノベーション
の様々な分野において活躍する研究者を「ナイスステップな研究者」として選定。
過去に選定された研究者には、その後ノーベル賞を受賞した山中伸弥教授や天
野浩教授も含まれている。

３分間、眺めるだけの検査
視点プロット記録による

認知機能のスコア化
一般向けアプリ

「MIRUDAKE」の
結果表示画面

視線

アイ・トラッキング

世界初！「目の動き」を利用した  
ストレスのない認知機能検査法の開発
ーアイ・トラッキング式認知機能評価法で、認知症診断に明るい未来をー

Interview
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医者も患者もストレスを受ける従来法からの脱却

武田　高齢化の進展とともに、認知症患者数は増加の一途をたどっ
ており、2025年には700万人を超えるとの推計値が発表されていま
す。しかし、軽度認知障害の段階で早期発見すれば、認知症への
移行、発症を遅延させることができます。私は大阪大学医学部附
属病院の老年内科で認知症の診断と治療をしており、認知症の疑
いがある患者さんには第一段階として、脳の画像診断や血液検査、
そして認知機能テストを行っています。現在行われている認知機
能テストは、ドクターと患者さんが15分ほど問答をし、そのスコ
アを目安に認知症のレベルを診断します。しかし、「今日は何月何日
ですか？」「ここはどこですか？」「100から7を引いていってくださ
い」などの簡単な質問ばかりなので、認知症の自覚のない方は、「な
ぜそんなことを聞くんだ」と怒ってしまったり、時には泣いてし
まったりして、最後まで検査できないことが多々あります。これで
は受ける側も、診断する側も大きなストレスを受けてしまうため、
別の方法で簡単にスコアリングができないだろうかと日々考えて

いました。そんな時、大阪大学の別の研究室に「アイ・トラッキング」
という技術を使って、小児の発達を研究しているグループ（片山泰
一先生ら）がいると知りました。まだ言葉が話せないお子さんにあ
る映像を見せて、その視線の動きから脳の発達や特性をチェック
をするというもので、私はその研究に感銘を受けました。お子さん
に安全に使われているものであれば高齢者にも安心して使えると
思い、このアイ・トラッキングを認知機能の検査に応用する研究を
始めました。まずは、高精度の研究用デバイスを使用して、認知症
の患者さんの視線の動きをチェックしたところ、認知機能が健康
な人とは全く違う動きをしていることがわかりました。従来の方
法との高い相関が得られた段階で、研究用の高性能デバイスでは
なく、さらに簡便性をあげたもの、つまり、多くの人が持ってい
るモバイル端末のアプリでアイ・トラッキングを使った認知機能検
査をできないかという課題が生まれ、2018年にSTARTプロジェク
ト（現・プロジェクト推進型 起業実証支援）に応募しました。
谷　申請書を読み、社会的ニーズが高く、有望な技術だと思いま
した。START採択前にプロモーター審査でiPhoneXを使った試作

を行い、視線動向を把握できるとわかった時に「商品化できるぞ！」
と確信しました。
髙村　プロトタイプを見た時、眼科学専門のため認知症分野は門
外漢の私でも、「これは世の中の役に立つ」と直感的に思いました。
また、医療分野で長く使われている技術にはシンプルなものが多
く、アイ・トラッキングの簡便さ、シンプルさは絶対に受け入れら
れる、事業化にも向いていると感じました。
武田　髙村社長は、眼科学をご専門とし医療機器開発のエキスパー
トでありながら、ベンチャーの立ち上げにも慣れていらっしゃい
ます。そういう方を谷さんに紹介していただいたことで、サイエ
ンスの面でも事業化の面でも完全にバックアップしていただける、
強固な体制を構築することができました。
髙村　会社設立にあたって決めるべきことが「会社名」と「設立日」。
AI技術と目のeyeをかけた「アイ」と、脳科学「ブレインサイエンス」
を合わせて社名とし、さて設立日はどうするかと相談していると、
谷さんが唐突に「11月13日！」と言い切るんです。なぜかと聞くと「い
いひとみの日で決まりだ！」と（笑）。
武田　谷さんのアイデアに、私も「この日しかない！」と思いまし
た。この検査法は、受ける方がほとんどアクションを取らなくてい
い、発言をしなくてもいい、３分間「目で見るだけ」、それが最大
の特長です。「いいひとみの日」、これ以上ない素敵な日に設立でき
て、何かに守られているような気持ちです。
髙村　現在、２つの事業を同時に進めています。一つは医療機器、
もう一つは介護施設やスポーツクラブ、食品の開発など、より一
般の方に近い場所で検査できる事業を多岐に展開する予定です。
認知症というのは第三者からはなかなか判断しづらいものですが、
一般的な場所に広がっていくことにより、ぜひ多くの方に前向き
に利用していただき、早期発見に役立てていただけたらと期待し
ています。
武田　地域の健康増進プログラムで試験的に使った際、アイ・ト
ラッキング検査を受けた方が、「楽しかったです。もう一度受けて
みたい」と言ってくださいました。私は認知症の臨床に15年ほど関
わっていますが、二度と受けたくないと言われたことはあっても、
もう一度受けてみたいと言われたのは初めてでした。また、介護施
設では、検査のバックグラウンドミュージックに合わせて鼻歌を
歌っていた方がいて、従来の方法では到底想像できないような風
景に非常に感激しました。

ゲームチェンジャーとなる革命的検査法を、世界へ

谷　現在私は、アイ・ブレインサイエンスの非常勤取締役として、
経営上のアドバイスや資金集めのサポート、取引先の紹介などを
しています。日本の大学には、おもしろい技術がたくさんあり、

アイ・トラッキング式認知機能評価法（ETCA）
画像や映像等に対する視線動向である生体的動作から得られ
るデータ（正解映像の注視時間割合、視点検出率、視線の移動
系列の統計量や全体画像など）により、認知機能を非侵襲、簡
便、客観的、定量的に判定する新しい手法。患者の受診動機を
高め、早期診断のメリットを活かす科学的・医学的根拠に基づ
いた技術である。視線検出技術を認知機能検査に応用し、モニ
ター画面に表示される内容に沿って、画面を眺めるだけで認知
機能の検査を行うことができる。なお、①健常者、②軽度認知
障害（MCI）患者、③認知症患者の計80名に対し、従来法である

「MMSE」と「アイ・トラッキング式認知機能評価法」との間で高
い相関が得られたことが報告されている（大阪大学医学部）。

▼ニュース＆トピックス　（2022年8月時点）
2019年6月 日本抗加齢医学会「第1回ヘルスケアベンチャー大賞」学会賞受賞（武田准教授）
2019年8月 大阪府実践モデル事業（AI・コミュニケーション）採択（武田准教授）
2020年3月 池田泉州銀行「第16回イノベーション研究開発助成金」大賞受賞
 （アイ・ブレインサイエンス）
2021年2月 大阪大学の基盤技術の国内特許登録（特許第6867715号）
2021年12月 認知機能評価プログラムを医療機器製造販売承認申請（アイ・ブレインサイエンス）
2022年4月 認知機能評価プログラムの国内販売について大塚製薬株式会社と契約締結　

（アイ・ブレインサイエンス）
2022年9月 大学発ベンチャー表彰2022特別賞受賞（アイ・ブレインサイエンス）

▼START実施概要
2018年度 起業実証支援採択

「視線検出技術を利用した簡易認知機能 スクリーニングシステムの
開発による社会システムの負荷軽減」
研究代表者…大阪大学・准教授　武田 朱公
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

▼設立ベンチャー
株式会社アイ・ブレインサイエンス（2019年11月13日設立）　　
https://www.ai-brainscience.co.jp/
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バイオ・サイト・キャピタル株式会社
代表事業プロモーター
株式会社アイ・ブレインサイエンス
非常勤取締役 大阪大学・准教授

谷 正之 武田 朱公
株式会社アイ・ブレインサイエンス
代表取締役社長

髙村 健太郎
（事業プロモーター） （研究代表者）

（2021年 6月インタビュー実施）
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▼START実施概要
2016年度 起業実証支援採択

「障害者のモビリティを高める高性能義足の開発」
研究代表者…東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授　稲葉 雅幸
事業プロモーターユニット
…株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ 

▼設立ベンチャー
BionicM株式会社（2018年12月21日設立）
https://www.bionicm.com/　採用情報URL https://www.bionicm.com/recruit/　Twitterアカウント：@BionicM_Sun

にお届けできるよう、これからもプロモーション活動の一環とし
て、コンテストを活用していこうと考えています。
　私たちは、「Powering Mobility for All（すべての人々のモビリ
ティにパワーを）」をミッションとして掲げています。BionicMの

「M」には、Mobilityの「M」と、Manの「M」の意味があり、人々がより
スマートに、楽に移動できるソリューションと、その関連サービ
スを提供するモビリティカンパニーを目指しています。2018年に
会社を設立してからは、小型化と軽量化を図りながら十分なパワー
を発揮するという相反する課題を解決するための開発を進めてき
ました。私自身、今年の１月から実際にこのパワード義足を使
い、生活の変化を実感しています。膝をアクティブに伸ばすこと
ができるので、早く歩ける、つまずきにくくなって疲れにくくなる、
美しく歩ける……など、格段に動きやすくなりました。また、進化
した義足をファッションのように身につけて、自分なりの個性的
な生活を楽しめるよう、性能と審美性を両立したのもポイントです。
そして何よりも、安全に動くことを担保しなければなりません。そ
のためにも、様々な環境下でのユーザーテストを通した安全性の
確保に取り組みながら、2021年内の発売開始を目指しています。
稲葉　2000年以降、産学連携という言葉がよく聞かれるようにな
りました。現在、東大には世の中の役に立つために、すぐにでも
起業に挑戦したいという学生がたくさんいますが、グローバルに
活躍するためにも博士号はしっかり取るようアドバイスをしてい
ます。STARTは国のサポートによるプログラムであり、新しい
事業を生み出す土台として大変貴重なものです。また、このコロナ
禍を体験したことで、今後の応募や採択の方法が大きく変化して
もよいのではないかと感じています。世界中の人と瞬時に意見交
換ができるオンライン時代を逆手にとって、より多くの優秀な技
術者を集めるためのツールとして生かすことで、今後次々に素晴
らしい企業が生まれることを楽しみにしています。

最先端のロボティクス技術を用いてユーザーの
動きをアシストする「パワード義足」の事業化
ー世界中の人々に、パワード義足で歩く感動をー

Interview
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自分自身が使いたい、より高性能な義足を追求

孫　９歳の頃、病気で右足を切断しました。中国の田舎
町で生まれ育った私は、経済的な理由から義足をつけ
ることができず、松葉杖での生活を余儀なくされまし
た。勉学に励み、入学した華中科技大学では材料工学を
専攻、その後、「日本で最先端技術を学びたい」という思
いから、交換留学制度を利用して東北大学で１年間学
び、東京大学大学院に進学しました。大学院に入った頃、
初めて自分用の義足を作りました。義足を装着し両手が
自由になったことで、両足で歩ける、雨が降れば傘を差
せる、食堂ではトレーを持てる……そういうシンプルな
動作ができるようになったことに感動を覚えました。し
かし、段差でつまずいたり、立脚相※では膝がカクンと
折れてしまったり、椅子からスッと立ち上がれなかった
りという問題点に気づき、もっと高性能の義足がほしい
と思うようになりました。現在、全世界の下肢切断者数
は1000万人にも上ると言われています。大学院修了後は
大手メーカーのエンジニアとして働いていましたが、今
まさに困っている方々のため自らの手で義足を作りた
いという思いから、2015年に東京大学大学院情報システ
ム工学研究室に戻り、ロボティクス技術のスペシャリス
トである稲葉先生の下で義足の研究開発を始めました。
稲葉　会社を辞めてまでという話を聞いて驚きました
が、彼の「もっと自由に歩きまわれる義足を作りたい」と
いう熱意に打たれました。義足にはいくつか種類があ
り、一番シンプルな構造の受動式義足は、ユーザー自身
の力で振り子のように義足を振りながら歩行します。こ
れに対して「パワード義足」は、モーターとバッテリーが
内蔵されているため、様々な場面でユーザーの動きを予

測し、義足自体がパワーを出してアシストしてくれる非常に便利
なものである反面、バッテリーが切れてしまうと一転して不便な
ものになってしまいます。孫さんが開発したパワード義足の素晴
らしいところは、バッテリーが切れた場合はシンプルな受動式義
足として使える「ハイブリッド義足」であるということです。彼は
このアイデアで博士号も取得しました。
孫　時には深夜まで稲葉先生と話し合う中で、受動式でありつつも、
PassiveとPowerを両立できるハイブリッド義足のヒントをいただ
きました。バッテリーが切れても継続的に使えることはユーザーか
ら見ると大きなメリットです。また、モーターでフル駆動すると、
どうしてもユーザーの動きをセンシングしきれない部分が出てき
ますが、その点ハイブリッド義足は、ユーザーの初動をトリガー
として、そこからアシストできるので、ユーザーとの協調性を向
上させることができます。試作を作りたいと考えたタイミングで
STARTプログラム（現・プロジェクト推進型 起業実証支援）の存在
を知り、私から井出さんに連絡を取って、ビジョンを説明しました。
井出　約２時間のプレゼンから、孫さんの熱い思いがよく伝わっ
てきました。例えるなら、一般的な義足は関節と骨だけでできて
いるようなもので、そこに筋肉と神経の機能を付加することで、
より人間の足に近づく、それがパワード義足です。この技術は、眼
鏡と同じく、人間の機能拡張や機能回復に貢献する技術です。機
能回復の分野において装着するモビリティ技術というものは珍し
く、世界最先端のロボティクス技術と人間との融合というアイデ
アが、将来的な価値を生むと感じました。

Powering Mobility for All

井出　事業化のためには、優れた技術は必要条件でしかなく、お
客様のニーズに応える製品に仕上げなくてはいけません。どんなこ
とで困っているのか、どんなものがほしいのかを探るために、下
肢切断者の方のネットワークや義肢製作所にご協力をいただき、
大人数でのディスカッションや、１対１のインタビュー等を実施
しました。そこで得たものが現在の開発の方向をしっかりと定めて
くれたと思います。また、孫さん自身がユーザーであることで、技
術の深掘りだけではなく、エンドユーザーにきちんとした製品サー
ビスとして提供したいという思いが共有できました。
孫　本当に資金調達ができるのか、運営はどうしたらいいのか、
多くの不安があったのですが、井出さんと進めていく中で、一つ
ひとつ解消していくことができ、STARTプログラムには本当に感
謝しています。すでに国内外のコンテストで多くの賞をいただき
ましたが、私はそれを「期待」と受け止めています。今後、その期
待に応えられる製品を世の中に出していかなければいけません。パ
ワード義足の魅力を広め、最終的には必要としている世界中の方

▼ニュース＆トピックス　（2022年8月時点）
2021年10月 製品発表・予約販売受付
2021年12月 正式販売開始
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（2021年 6月インタビュー実施）

株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ 
パートナー

BionicM株式会社 社外取締役

井出 啓介

BionicM株式会社
代表取締役

東京大学 
大学院情報理工学系研究科 教授

孫 小軍 稲葉 雅幸
（研究代表者）

（事業プロモーター）（2021年6月に実施された、オンラインインタビューのスクリーンキャプチャ）

ユーザーの動きをアシストする「パワード義足」
ロボティクス技術を用いて
ユーザーの動きをアシストす
る「パワード義足」の内部には、
人間の体の動きを感知する３
種類のセンサーとモーターが
内蔵されており、その動きに
合わせてモーターを制御する
ことでユーザーにパワーを与
える。膝折れ防止、つま先の
蹴り出しのほか、モーターの
動力による様々なサポートで、
ユーザーの美しい歩行とアク
ティブな生活を支える。

▲サイバスロン（Cybathlon）＝ロボッ
ト工学等の最先端技術を応用した義肢な
どを用いて障害者が競技に挑む国際的な
スポーツ大会において、両手に荷物を抱
えながらスムーズに階段を登る競技者

※歩行中に足が床面に着いて体重がかかっている期間のこと
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問われることが多く、人薬と動物薬の開発の違いをご理解いただ
くのに大変苦労しました。一方で、私を含めて大学の研究者はビ
ジネスに疎い方が多いので、ビジネスモデル検証支援のさまざま
な講義を通して、収支や人材の確保、知財の扱い方、ファースト
プロダクトや狙うべきカスタマーについて学ぶことができたのは、
とても有益でした。
望月　動物医療は基本的に自由診療であるため、法も獣医師の裁
量権を尊重したものとなっています。従って、再生医療のガイド
ラインや法規制も意図的に動物向けを含めておらず、それ故、現
状は製剤や治療の品質がバラバラな治療が行なわれています。獣
医業界の自主的なガイドラインの整備が急ピッチで進められて
いますが、我々もそのようなルール形成に積極的に関わりながら、
自分たちのプロダクトを作り、パイオニアになることを目指します。
この分野の第一人者でもある枝村先生がこの会社を立ち上げたと
いうことは、Vetanicが真の動物再生医療を成功に導く、大きなファ
クターとなるのではないかと思います。
枝村　イヌには、人間でいう赤十字のような血液のストックがな
いため、血球や血小板の製品化が強く望まれるなど、我々が目指
すべきものはまだまだたくさんあります。私はこのたび、動物再
生医療推進協議会で副理事長に就任し、日本全体の動物再生医療
の推進を担う立場になりました。治療を諦めていたイヌを一頭で
も多く助けるため、多種多様な製品が生み出されることを願って
います。私たちも、今まさに助けを求めている動物たちのために、
イヌ以外の動物たちも視野に入れながら、新しい製品の開発に注
力していきたいと思います。

世界初、臨床応用に適したイヌiPS細胞を作製
ードナーフリーの再生医療の実現ー

Interview

03

家族の一員“コンパニオンアニマル”たちへの再生医療

枝村　近年、飼育している動物を人間が生活していく上での伴侶
的存在である“コンパニオンアニマル”と捉え、家族の一員として
大切に飼育している飼い主が増加しています。私は、大学付属動
物病院にて外科専門医として診療を担当しており、こうした動物
の治療に多く携わっています。ペット保険の加入件数が右肩上がり
で増えているのを見てもわかるように、人間に近い高度な治療を
ペットに求められる飼い主さんが増えてきており、それに応える
ために我々獣医師は日夜研鑽を積んでいます。しかし、高度な医療
技術を駆使し、十分な力を尽くしても治癒に至らないこともあり、
飼い主さんから「動物にも再生医療を施してほしい」というご要望
をいただくことがあります。
　私は2000年の初めから、動物に対する再生医療・細胞医療を手が
けており、間葉系幹細胞を用いた臨床研究を行ってきました。当
初は、間葉系幹細胞を用いることで器官や臓器を再生できると考
えていました。しかし、研究が進むにつれて、間葉系幹細胞による
治療機序はサイトカイン等によるパラクライン効果が主体で、細
胞療法としての意味合いが強いということがわかってきました。

　現在、動物医療においては、幹細胞の委託培養は許可されてお
らず、間葉系幹細胞を用いた治療を行う際には個々の動物病院で
設備を揃えて培養を行っているため、品質のばらつきが懸念され
ています。また、他家の間葉系幹細胞を治療に用いる際には、ドナー
を用いる必要があり、治療のために他の健康なイヌが犠牲になっ
ているという現実もありました。このような課題を解決するために、
新たな幹細胞の必要性を感じていました。
　ES細胞は、多分化能をもつ有望な幹細胞ですが、受精卵から作
られるため、倫理上の問題は避けられません。動物医療においても、
イヌ・ネコを繁殖させた上で、生命になりえる受精卵を治療に使う
ことには賛同が得られません。そんな中、2006年に山中伸弥先生ら
が、成体から採取した細胞に４つの初期化遺伝子を挿入するだけ
で、ES細胞のような多分化能と自己複製能を持つiPS細胞の樹立に
成功しました。iPS細胞をイヌでも作ることができれば、ドナーが
不要で倫理的問題もなく、さらに一段階上の“真の再生医療”が達
成できるはずだ──そう考えた私は、イヌiPS細胞の開発に着手し
ました。

もうドナーはいらない！ 安定した品質の細胞をより多
くの疾患動物へ

枝村　いざ、イヌiPS細胞の作製に着手すると、山中先生の開発さ
れた４つの遺伝子だけでは作れないということがわかりました。ま
た、現在、ヒトの医療で使われているiPS細胞はウイルスフリーで
あるため、動物医療においても目指すところは同じと考え、ウイ
ルスを用いずにiPS細胞を作製する方法をひたすら追い求めました。
なかなかうまくいかず試行錯誤を繰り返していた時、学会で獣医
師である慶應義塾大学（現在は久留米大学）の塩澤先生にお会いし
ました。塩澤先生はマウスやラット、コモンマーモセットなどさ
まざまな動物種でiPS細胞を作る研究をされており、意気投合した
結果、慶應義塾大学と共同でイヌiPS細胞の作製を開始することに
なりました。そして2020年、ウイルスを使わず、ヒトを含む異種動
物由来成分が入らない、イヌにとって安全・安心な“臨床グレード”
のiPS細胞が完成したことから、その社会還元を目指してビジネス
モデル検証支援に応募したところ、採択されました。さらに、招待
制コミュニティを介してベンチャー経営の経験が豊富な望月氏を
紹介され、動物医療に対する深い思い入れを感じたことから、社
長としてチームに入っていただくことになりました。会社の名前
はVetanic。Veterinary=獣医、Advanced=先進、Technic=技術、が
由来です。現在は、企業発のサイエンスパークである「湘南ヘルス
イノベーションパーク」にラボを構え、日夜研究開発に励んでいま
す。
望月　iPS細胞はノーベル賞を授賞した素晴らしい技術であり、何
でもできる万能細胞だと思っていたので、人間にとって身近なイ
ヌのiPS細胞ができないのは意外でした。そんな中、研究目的では
なく、きちんと臨床で使える独自のイヌiPS細胞を作ったというの
ですから、とても驚きましたね。最初はiPS細胞で動物向けの再生
医療をおこなうのはコスト面で厳しいのではないかと思ったので
すが、ヒトの医療と比べると開発コストは非常に少なくて済むこ
とがわかり、これはビジネスとして成功すると確信しました。この
イヌiPS細胞は、世界で我々しか保有していない新技術です。もう
他のイヌから細胞を取ってくる必要はない上、その都度細胞を調
製する必要がないので均一な品質と性能が得られます。また、作っ
て保存しておくことができるので、すぐに使うことができます。こ
のように、効率的な製造ができるため、コストも下げることがで
きるのです。現在私たちは、作製したiPS細胞をそのまま治療に使
うのではなく、このiPS細胞を元にして間葉系幹細胞を作っていま
す。そして農林水産省に製造販売申請し承認されたら、医薬品とし
て動物たちに届けていく予定です。さらに元となるiPS細胞は、血
液や膵臓の細胞などに分化させて臨床応用する検討が既にヒトで
は臨床試験も行なわれているので、ドナーいらずでさまざまな製
品展開ができます。
枝村　私は動物再生医療製品の製造経費や承認プロセスを熟知し
ていますが、VCとの面談の段階で「ヒトと比べると製造コストが安
いのはなぜか、承認までの流れをきちんと理解しているのか」と

▼ニュース＆トピックス　（2022年8月時点）
2021年1月 ビジネスモデル検証支援（旧：SCOREチーム推進型）発ベンチャーとして創業
2021年3月 はまぎん財団助成金 Frontiers において大賞を受賞
2021年7月 シードラウンドにて1.5億円の資金調達を実施
2021年10月 湘南ヘルスイノベーションパークに研究開発・製造拠点を開設
2021年10月  NEDO助成金　シード期の研究開発型スタートアップ（STS）に採択
2022年8月 シリーズAラウンドにて5億円の資金調達を実施

▼START実施概要
2019年度 ビジネスモデル検証支援採択

「獣医再生医療技術の事業化検証」
研究代表者…日本大学 生物資源科学部准教授　枝村 一弥

▼設立ベンチャー
株式会社Vetanic（2021年1月8日設立）
https://www.vetanic.com/

治
療
を
諦
め
て
い
た
イ
ヌ
を
一
頭
で
も
多
く
助
け
た
い
─
─

獣
医
師
た
ち
の
思
い
か
ら
生
ま
れ
た
“
イ
ヌ
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
”株式会社Vetanic

代表取締役

日本大学 
生物資源科学部 獣医学科　
教授　獣医師

望月 昭典 枝村 一弥
久留米大学 
医学部　准教授　獣医師

塩澤 誠司
（研究代表者）

（2022年 8月インタビュー実施）

「臨床グレード」と呼べるイヌiPS細胞を作製
　日本大学と慶應義塾大学の共同研究により、世
界初の臨床応用に適したイヌiPS細胞の作製に成
功。枝村教授は、慶應義塾大学の岡野栄之教授・塩
澤准教授らがコモンマーモセットでiPS細胞の樹
立に用いた手法をもとにイヌiPS細胞作製に着手、
最適な初期化遺伝子セットの組み合わせと、神経
幹細胞に似た性質を示
す中間細胞を経て誘導
する手法を見出した。ま
た、ウイルスを用いな
い初期化遺伝子セット
の導入と、異種動物由
来成分を含まない培養
液での培養により、安
全性の高い「臨床グレー
ド」と呼べるイヌ iPS細
胞を作製。さまざまな器
官や臓器に分化し得る
ポテンシャルを持つこ
とから、動物医療で”真
の再生医療”を達成する
ための新たな幹細胞リ
ソースといえる。

イヌ iPS細胞
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プロジェクト推進型 起業実証支援発　設立ベンチャー一覧

株式会社ＯＫファイバーテクノロジー
Founded 2013

量子科学技術研究開発機構

複合型光ファイバー技術を利用した
医療機器及び産業用機器

リバーフィールド株式会社
Founded 2014
東京工業大学

確かな技術で医療ロボティクスを
リードする

沖縄プロテイントモグラフィー株式会社
Founded 2014

沖縄科学技術大学院大学

クライオ電子顕微鏡を用いた
生体高分子の構造解析受託サービス

ときわバイオ株式会社
Founded 2014

産業技術総合研究所

世界中の遺伝病で苦しんでいる人々へ
貢献する

ライフサイエンス

株式会社PROVIGATE
Founded 2015

東京大学

全ての人に血糖計を

PIHPメディカル株式会社

Founded 2016
神戸大学

経皮的肝灌流化学療法（PIHP）に
用いる医療機器開発

ひびきの電子株式会社
Founded 2016
九州工業大学

自動運転から医療、見守りなど幅広い分野の
センサを開発する女性 90％の企業です

アンチエイジングペプタイド株式会社

Founded 2016
大阪大学

機能性ペプチドによる
アンチエイジング化粧品・育毛剤の開発

株式会社TOFFEE
Founded 2016

長岡技術科学大学

京ダイアグノスティクス株式会社
Founded 2016

京都大学

CoreTissue BioEngineering株式会社
Founded 2016

早稲田大学

カノンキュア株式会社
Founded 2016

鳥取大学

鳥取から世界へ、肝疾患領域の
細胞治療と創薬研究開発を通じた

医療イノベーション

株式会社 MAQsys
Founded 2021

神奈川県立産業技術総合研究所

人工細胞膜の可能性を追求する

コウソミル株式会社
Founded 2022

東京大学

血液中の 1分子酵素活性検出による
疾患早期診断

株式会社ビーフォース
Founded 2022

九州大学

Be your Force！核心に迫る
定量メタボローム解析

株式会社 TearExo
Founded 2022

神戸大学

リンクメッド株式会社
Founded 2022

量子科学技術研究開発機構

最先端科学と医療をつなぐ
銅の放射性同位体 64Cuを用い、

革新的「見える」がん治療薬を開発

人の心や感性を可視化する がんの個別化医療に貢献 脱細胞化した生体組織を用いた
膝前十字靭帯再建用の人工靭帯の開発・事業化

株式会社OOYOO
Founded 2020

京都大学

ORLIB株式会社
Founded 2020

東京大学

合同会社テイクプラス
Founded 2014
九州工業大学

竹／プラスチック・コンポジット事業

株式会社SIRC
Founded 2015
大阪市立大学

世界を変える、センサデバイス

ボールウェーブ株式会社
Founded 2015

東北大学

ボール SAWセンサによる微量水分計と
可搬ガスクロマトグラフ

BioAlchemy株式会社
Founded 2019

沖縄科学技術大学院大学

クリーン＆低コストで高度な水処理を実現

環境・エネルギー

持続的で活力のある社会のために、
高エネルギーの ORLIB電池を提供します

Faster, Smaller, Smarter

株式会社日本炭素循環ラボ
Founded 2020

九州大学

CO2を回収・有効利用する

Zuva株式会社
Founded 2017

京都大学

株式会社DDSNA
Founded 2018

筑波大学

情報通信

たった数アクションで
世界の有望スタートアップを発見

真にセキュアな IoTプラットフォーム
およびセンサネットワークの実現

株式会社 FingerVision
Founded 2021

東北大学

触覚センサーでロボットを
もっと身近に

株式会社 fineOptimAI

Founded 2021
大阪工業大学

限界を超える最適化で
パラダイムシフトを起こす

株式会社エキュメノポリス
Founded 2022

早稲田大学

社会的知能を持つ会話 AIで
Society 5.0の実現へ

LQUOM株式会社
Founded 2020
横浜国立大学

絶対安全な量子暗号通信の
社会実装を目指す

株式会社Jij
Founded 2018

東北大学

PLIMES株式会社
Founded 2018

筑波大学

イジングモデルで計算困難な課題を
解決する

少し良い未来のため人々の生活を
シンプルに

ひむか AMファーマ株式会社
Founded 2017

宮崎大学

Unmet Medical Needs解消に貢献する
改良型アドレノメデュリンの新規創薬

グランドグリーン株式会社
Founded 2017

名古屋大学

 植物から、無限大の可能性を

株式会社食機能探査研究所

Founded 2017
筑波大学

食材の新機能を見つけて
社会課題を解決する

HuLA immune株式会社
Founded 2017

大阪大学

自己免疫疾患等の難治性疾患へ、
革新的な医薬品を迅速に届ける

NanoSuit株式会社
Founded 2019
浜松医科大学

生物を生きたままで電子顕微鏡観察

株式会社APSAM Imaging
Founded 2019

大阪大学

病理画像解析の常識を変える

MabGenesis株式会社
Founded 2019

宮崎大学

ヒト及び動物領域で first-in-class、
best-in-classの

治療用モノクローナル抗体医薬品を提供

株式会社アイ・ブレインサイエンス
Founded 2019

大阪大学

『アイトラッキング式認知機能評価法』を用いた
医療機器、アプリケーションの開発

株式会社イクストリーム（iXstream）
Founded 2018

東京大学

メドリッジ株式会社
Founded 2019

名古屋大学

株式会社プレッパーズ
Founded 2019
浜松医科大学

株式会社ミーバイオ
Founded 2019

東京大学

エクソソーム解析 /miRNA測定システムの
製品化、検査・創薬支援

エンジニアリング技術を、
メディカル業界へ橋渡し

健康を願い病気に備える人達を
機器分析の側面から支える

"Magnet System" 
光スイッチ ゲノムエンジニアリングシステム

MHペプタイド株式会社

Founded 2018
大阪大学

株式会社FuturedMe
Founded 2018
東京理科大学

リベロセラ株式会社
Founded 2018
理化学研究所

KAICO株式会社
Founded 2018

九州大学

昆虫のカイコで医薬品・ワクチンの原料となる
唯一無二のタンパク質を生産することを目指す

無細胞膜タンパク質調製技術及び
非天然型アミノ酸導入技術を用いた革新的創薬

今、薬がない人に薬をとどける 脳機能回復効果を持つ
新規脳梗塞治療薬開発

ライトタッチテクノロジー株式会社
Founded 2017   

量子科学技術研究開発機構

ペリオセラピア株式会社
Founded 2017

大阪大学

株式会社e-NA Biotec
Founded 2018

愛知工業大学、岐阜大学

株式会社アルガルバイオ
Founded 2018

東京大学

世界初、非侵襲血糖値センサー 治療法のなかった難治性慢性炎症性疾患
に対峙して、新規治療法の開発に挑む

次世代型核酸医薬の開発を目指して 藻類の研究開発で、
地球の未来に貢献する

Veneno Technologies株式会社
Founded 2020

産業技術総合研究所

ジスルフィドリッチペプチド創薬の
リーディングイノベーター

HiLung株式会社
Founded 2020

京都大学

息づく細胞技術

株式会社 Flying Cell

Founded 2020
広島大学

磁気ターゲティングによる幹細胞を用いた治療で、
世界の変形性関節症患者様に貢献

株式会社ソティステクノロジーズ

Founded 2020
東京大学

超高感度デジタルウイルスアッセイによって、
感染症に対してレジリエントな社会を実現する

NOVIGO Pharma株式会社
Founded 2021

九州大学

次世代経皮吸収技術を用いて
医療を身近に、人々に質の高い生活を実現

がん検査に、血液だけではなく、
涙を使う選択肢を提供し、

人々の QOL向上に貢献します
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株式会社ミューラボ
Founded 2015

福島大学

小型・高出力で精密動作が可能な
動力伝達装置用システム

株式会社チトセロボティクス
Founded 2018

立命館大学

いまこそ、ロボット労働力

BionicM株式会社
Founded 2018

東京大学

すべての人々のモビリティにパワーを

株式会社Pale Blue
Founded 2020

東京大学

水を推進剤とした小型推進機により、
持続可能な宇宙開発を実現

その他その他

株式会社マテリアル・コンセプト
Founded 2013

東北大学

ナノテクノロジー・材料

株式会社フューチャーインク
Founded 2016

山形大学

世界初！銅ペーストで配線を
Agから Cuへ！

さりげなく人に寄り添うセンシング

株式会社マリンナノファイバー
Founded 2016

鳥取大学

インテリジェント・サーフェス株式会社
Founded 2016

東京大学

『カニ殻でみんなを笑顔に』
～笑顔は素肌から、素肌の救世主として

肌の美しさをあなたに届けたい～

株式会社おおいた CELEENA
Founded 2021

大分大学

竹セルロースナノファイバーの
製造・販売を通じて「循環型経済社会と

脱炭素社会」を実現します

革新的バイオインターフェイスで
「人と機械の機能的融合」を実現する

株式会社Cool ALD
Founded 2019 

山形大学

株式会社デバイスラボ
Founded 2017

筑波大学

ナノスケール薄膜で素材を革新高周波雑音プローブシステム
Entrope®️

プロジェクト推進型 起業実証支援　プロジェクト事業化実績

300億円以上

（69社 総額）

▶起業実証支援 第２次申請・採択状況 ▶地域別採択状況 （2012年度～2021年度累計）

▶ベンチャー設立数（設立年度別） ▶終了課題（120 課題）におけるベンチャー設立割合

▶雇用創出数

▶外部資金調達額
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第２次申請 採択
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関東：50

近畿：30

九州：16

中国：6
沖縄：2

甲信越：1

東海：7

東北：16 合計採択数

課題130130

北海道：2

（社）
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社69社69
（69社）

58％

▶設立ベンチャー（69 社）における
　外部資金 1 億円以上等割合

（40社）

外部資金１億円以上

58％

495名 （2022 年 9 月時点 ）
設立ベンチャーの最新の情報については、START 事業
ホームページ以下 URL をご確認ください。
https://www.jst.go.jp/start/entre-demo/startup.html
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ライフサイエンス

株式会社Genics
Founded 2018 

早稲田大学

オステレナト株式会社
Founded 2019

東北大学

プラチナバイオ株式会社
Founded 2019

広島大学

次世代型全自動歯ブラシ
ー口腔ケアから介護現場に革命を！－

サウンド株式会社
Founded 2020

九州大学

聴こえない音を聴こえるように！

株式会社リンクバイオ
Founded 2020

東京大学

分離科学が創薬研究を加速する

再生医療を通じて人々の健康に貢献する ゲノム編集で未来を拓く

株式会社396バイオ
Founded 2019
静岡県立大学

微生物や細胞の物質生産能力を高め、
社会を革新する技術を創る

HILO株式会社
Founded 2021

北海道大学

光診断薬で治療開始前から
患者さん個別に薬の効き目を照らし出す

BRIファーマ株式会社
Founded 2021

東北大学

血液検査で脳炎症を予知して、
認知症の予防法を提供します

エアデック mini株式会社
Founded 2021
東京農工大学

すべてのペットによりよいがん治療を届けるために
～ 3次元培養技術による抗がん剤感受性検査～

WillBooster株式会社
Founded 2018

国立情報学研究所

株式会社フォトニック・エッジ

Founded 2019
岐阜大学

株式会社ソニックアーク
Founded 2020

立命館大学

情報通信

 超指向性音響技術で
 騒音フリーな社会を創出

誰もが意欲的に過ごせる未来をつくる

株式会社ゲルテクノリサーチ
Founded 2019

広島大学

環境・エネルギー

機能性ゲルを用いた重金属汚染水 /
土壌の浄化　レアメタル回収

株式会社エマルションフローテクノロジーズ
Founded 2021

日本原子力研究開発機構

限りあるレアメタル資源を未来につなぐ

農林水産

株式会社グリーンエース
Founded 2018
東京農工大学

野菜粉末で「生産された価値を
余すことなく消費者のもとへ」

株式会社 GENODAS
Founded 2021

東北大学

DNAで農林水分野の新たな扉をひらく

BFACT株式会社
Founded 2020

名古屋大学

アンメットメディカルニーズの高い
がんに対する、抗体薬物複合体の開発

株式会社 Vetanic
Founded 2021

日本大学

再生医療で動物たちと人に幸せを
～ もっと救える命がある ～

その他その他

株式会社ナーステックラボ
Founded 2019
自治医科大学

テクノロジーで未来の看護を創造する

株式会社ポットスチル
Founded 2020

名古屋大学

人と知的人工物のより良い
関係構築のために

プロジェクト推進型 ビジネスモデル検証支援発　設立ベンチャー一覧 プロジェクト推進型 ビジネスモデル検証支援　プロジェクト事業化実績

17億円以上

（20社 総額）

▶ビジネスモデル検証支援　申請・採択状況 ▶終了課題（77課題）における起業実証支援への接続率

▶ベンチャー設立数（設立年度別）
　（起業実証支援の採択を経て起業した会社を含まない）

▶終了課題（98 課題）におけるベンチャー設立割合

▶外部資金調達額
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（2022 年 9 月時点 ）

設立ベンチャーの
最新の情報については、

START 事業ホームページ以下
URL をご確認ください。

https://www.jst.go.jp/start/
biz-model/startup.html
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START プロジェクト推進型 起業実証支援の第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（2022年9月現在）　※事業プロモーターユニットの活動期間は、採択年度から5年間となります。
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31

START プロジェクト推進型 起業実証支援では、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、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次申請書の提出後は、事業プロモーターから要請があった場合を除き、原則、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。

代表実施機関 対象分野

株式会社FFGベンチャー
ビジネスパートナーズ

 ライフサイエンス全般 ／  環境・エネルギー全般 ／  情報通信全般 ／ 

 ナノテクノロジー・材料全般 ／  アグリカルチャー全般 ／ その他  その他全般

ユニバーサル マテリアルズ 
インキュベーター
株式会社

 ライフサイエンス全般 ／  環境・エネルギー全般 ／  情報通信全般 ／

 ナノテクノロジー・材料全般 ／  アグリカルチャー全般 ／ 
その他  特に素材・化学産業に資するものが対象

MedVenture Partners
株式会社

 医療機器分野

日本戦略投資株式会社
 医療機器・センサー、医薬品 ／  環境、エネルギー全般 ／

 IoT、AI、ブロックチェーン、ビッグデータ、機械学習 ／  ナノテク材料、電子材料 ／ 

 農林漁業に関わる技術 ／ その他  ロボット、ドローン、センサー

Beyond Next Ventures
株式会社

 医療機器、創薬、再生医療、ヘルスケアIT等 ／  環境・エネルギー全般 ／ 

 IoT、AI ／  新素材 ／  アグリカルチャー全般 ／ その他  ロボット等

株式会社デフタ・キャピタル
 ライフサイエンス全般 ／  環境・エネルギー全般 ／  情報通信全般 ／

 ナノテクノロジー・材料全般 ／  アグリカルチャー全般 ／ その他  その他全般

株式会社
日本医療機器開発機構

 医療機器、創薬、体外診断薬、再生医療 ／  医療IT領域、デジタルヘルス、モバイルヘルス

ANRI 株式会社
 ライフサイエンス全般 ／  環境・エネルギー全般 ／  情報通信全般（特に強み） ／

 ナノテクノロジー・材料全般 ／  アグリカルチャー全般 ／ その他  その他全般

QBキャピタル合同会社
 ライフサイエンス全般 ／  環境・エネルギー全般 ／  情報通信全般 ／

 ナノテクノロジー・材料全般 ／  アグリカルチャー全般 ／ その他  その他全般

インキュベイトファンド
株式会社

 ライフサイエンス全般 ／  環境・エネルギー全般 ／  情報通信全般 ／

 ナノテクノロジー・材料全般 ／  アグリカルチャー全般 ／ その他  その他全般

株式会社みらい創造機構
 ライフサイエンス全般 ／  環境・エネルギー全般 ／  情報通信全般 ／

 ナノテクノロジー・材料全般 ／  アグリカルチャー全般 ／ その他  その他全般

Angel Bridge株式会社
 ライフサイエンス全般（重点領域） ／  環境・エネルギー全般（重点領域） ／

 情報通信全般（重点領域） ／  ナノテクノロジー・材料全般 ／

 アグリカルチャー全般 ／ その他  その他全般

ジャフコ グループ
株式会社

 医療機器、創薬プラットフォーム等（注力分野） ／  環境・エネルギー全般 ／

 人工知能、IoT等全般 ／  新素材等全般 ／  アグリカルチャー全般 ／ その他  ロボット等

バイオ・サイト・
キャピタル株式会社

 ライフサイエンス全般 ／  環境・エネルギー全般 ／  情報通信全般 ／

 ナノテクノロジー・材料全般 ／  アグリカルチャー全般 ／ その他  各テクノロジー全般が対象

三菱UFJキャピタル
株式会社

 ライフサイエンス（創薬・再生医療）

 ライフサイエンス    環境・エネルギー    情報通信   

 ナノテクノロジー・材料    アグリカルチャー 

２
０
２
２
年
度
採
択

２
０
２
０
年
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択

２
０
２
１
年
度
採
択

２
０
１
８
年
度
採
択

２
０
１
９
年
度
採
択

住友 滋
佐々木 彩

事業プロモーター　

基本方針

FFGベンチャーファンドは、九州所在の12大学と財界とで設立し
た九州・大学発ベンチャー振興会議（事務局：九州経済連合会、九州
地域活性化センター）と連携し、グローバルな競争が出来る大学発
ベンチャーの発掘・育成を目的とするファンドです。それぞれの大
学の実情に合わせた形で、大学関係者に加え、専門家等の支援者、
事業プロモーターの間で情報共有とベンチャー企業育成方針の
意思統一を図っていきます。当社が独自に運用するFVPアクセラ
レーション・プログラム（FVP-AP）により事業化の要諦を短期間
に学び、経営者や経営チームの確保を含め、総合的に大学発ベン
チャーの育成を支援していきます。

事業育成戦略

• 事業プロモーターのチームには、大学発ベンチャー育成の経験
豊富な人材に加え、民間企業において、事業化と事業のスケール
アップを行ってきた専門家を配置し、グローバルに競争でき、大
きく成長するベンチャーの育成を支援していきます。

• 大学発ベンチャー振興会議向けに企画していたテックベン
チャー育成のための教育プログラムであるFVP-APをSTARTプ
ログラムへの応募や採択後の事業計画ブラッシュアップに繋が
るように運用します。この教育プログラムに技術シーズをご提供
頂くと、経営者や経営チームを志向する若手人材をマッチング
し、大学発ベンチャーのスムースな組成を促進致します。

1986年九州大学経済学部卒。同年日本開
発銀行（現日本政策投資銀行）入行。地域
企画部（産学連携担当）、大分事務所長等
を経て、2006年本邦初の本格的な知財
ファンドである知財開発投資㈱を社内ベ
ンチャーとして創業。2010年同社を改
組、DBJキャピタル㈱とし取締役に就任。
2012年文科省STARTプロジェクトの事
業プロモーター選定。2017年九州の大
学発ベンチャーを振興する目的で設立さ
れたFFGベンチャービジネスパートナーズ
のマネジングディレクターを経て現職。

代表事業プロモーター

山口 泰久（取締役副社長）

知行合一
研究成果の実践を志す研究者と共に、
グローバルベンチャーの創出を
目指します

主な実績

● FFGベンチャーでは、九大発ベンチャーであるKAICO㈱や㈱QPS
研究所（人工衛星の生産・販売）、㈱Kyulux（次世代有機EL材料の開
発・販売）、㈱大分大学先端医学研究所（オーダーメイド創薬候補
化合物の提供）、長崎大発ベンチャー㈱レボーン（匂いのAI・IoTソ
リューション）、宮崎大発ベンチャー㈱Smolt（循環型養殖技術によ
るサクラマス養殖）に投資を実施。代表事業プロモーターの山口は
DBJキャピタルにおいて、10年間にわたりファンド運用（IPO10社）
の実績有り。また、オーガニック・テックファーマ㈱（京都府立医科
大発ベンチャー。病害菌を阻害する微生物・酵素製剤の生産販売）等
の起業をサポートした実績も有り。以下は、山口がDBJキャピタル
においてSTARTで育成、起業した事例。

• ひびきの電子㈱：九工大発ベンチャー。佐藤教授の開発した生体セ
ンサーを生産・販売。

• （同）テイクプラス：九工大発ベンチャー。西田教授が開発した竹を
原料とするバイオマスコンポジットの生産技術をライセンシング
する特許管理会社。

• KAICO㈱：九州大発ベンチャー。日下部教授が開発した昆虫工場に
よるタンパク質生産。

我々の強み

１ ステージゲート方式による進捗管理と関係者の意思統一

２
九州・大学発ベンチャー振興会議との連携
• 九州の財界より、生産施設の貸出、試作品評価、共同研究の

実施、顧客紹介等
• 九州の主要地銀VCとの連携による創業後のスムースな資金調達

３
FVPアクセラレーションプログラムの開催
• 短期間で事業化の要諦を学習
• 経営チームの形成

対象地域： 全国（九州を中心）株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ

〒810-0001
福岡市中央区天神２-13-１

会社概要

WEB SITE

E-MAIL

☎ TEL

対象分野詳細

ライフサイエンス全般

環境・エネルギー全般

情報通信全般

ナノテクノロジー・材料全般

その他全般その他

アグリカルチャー全般

対象分野： その他

出資母体
銀行系

2221



事業プロモーター

山本 洋介 　　郡司 吉隆
土屋 亮　　　水谷 亘
沈 相勲　　

基本方針

ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社（UMI）は
2015年10月に設立された素材・化学産業に特化したベンチャー
キャピタルです。
①素材・化学産業における新事業創出プラットフォームの確立、②
日本の次世代有望素材・化学分野シーズの発掘＆産業界連動型の
事業化支援を事業目的としています。これらの目的を果たすため、
大学、研究機関等～ベンチャー企業～大企業間を有機的に繋ぐ役
割を担っていきます。

事業育成戦略

素材・化学産業における新事業創出の知見に基づき、①事業ステー
ジの定義に基づくR&Dステージの完遂、②適切なリスクマネー供
給、③積極的な大企業連携、④徹底したハンズオン経営支援の実施
という４つのポイントに基づき、当分野における事業育成、ベン
チャー投資をいたします。
短視眼的な流行や、リニアモデル（改善の延長にあるような技術）に
捉われず、普遍的な特性を持ち、10年後に素材・化学産業が新規事
業として取り組めるようなテーマを重点的に取り上げます。そし
て、経営人材の推薦・配置、事業計画の策定を共に行い、企業として
の運営体制の構築を徹底的なハンズオンで支援します。

豊田通商㈱（途中、トヨタ自動車㈱第二
材料技術部への出向を含む）を経て、
2012年に㈱産業革新機構に入社。素材・
化学チームを立ち上げ、当該分野のベン
チャー投資をリード。2016年４月より
UMIに参画し、パートナーに就任。早稲田
大学大学院理工学研究科、東京農工大学
大学院生物システム応用科学府修了。博
士（工学）。

代表事業プロモーター

木場 祥介（代表取締役パートナー）

優れた素材・化学企業の育成を通して、
日本の技術力を強化し、
世界に通用する産業構造を醸成する

主な実績

• つばめBHB株式会社：JST支援の下設立されたアンモニアオンサイ
ト製造を目指す東京工業大学発ベンチャー。

• 五稜化薬株式会社：機能性蛍光プローブによる癌外科手術向けナビ
ゲーションドラッグ開発を行う北海道大学、東京大学発ベンチャー。

• JITSUBO株式会社：高品質なペプチド原薬を安価製造可能な
Molecular HivingTM法を用いた創薬研究開発を行う東京農工大学発ベ
ンチャー。2021年4月スペラファーマ株式会社が買収。

• SoPros株式会社：DHA・DPAを産生する微細藻類を開発する筑波大
学発ベンチャー。

• ティエムファクトリ株式会社：世界初の透明断熱エアロゲルの開発・
事業化を目指す京都大学発ベンチャー。

• 株式会社アルファテック：温度制御型粉砕技術によって穀物を粉砕
するだけで瞬時にアルファ化穀粉する山形大学発ベンチャー。

• bitBiome株式会社：微生物特化シングルセルゲノム解析技術によっ
て未知の微生物の利用価値を発見する早稲田大学発ベンチャー。

• 株式会社SteraVision：完全自動運転車に必須の次世代LiDARを独自
スキャナーにより開発する産総研発ベンチャー。

我々の強み

１
日本の素材・化学分野を中心とする180社以上との企業ネッ
トワークを構築しており、素材・化学分野に関して幅広く（医
療、農業等を含む）カバー

２ 投資前よりUMIのネットワークを用い、協業・連携先および
EXIT先としての事業会社を想定し、事業化推進を支援

３ 経営人材の推薦・配置、事業計画の策定を共に行い、企業とし
ての運営体制の構築を徹底的なハンズオンで支援

対象地域： 全国ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社

対象分野詳細

ライフサイエンス全般

環境・エネルギー全般

情報通信全般

ナノテクノロジー・材料全般

特に素材・化学産業に資するものが
対象

その他

アグリカルチャー全般

〒104-0045
東京都中央区築地1-12-22 コンワビル４階

会社概要

WEB SITE

E-MAIL

☎ TEL

対象分野： その他

出資母体
独立系

池野 文昭 　　中村 智幸
渡邉 和明　　桑木 織葉
吉⽥ 彩⾥　　杉下 悟

事業プロモーター

基本方針

弊社は、日本発の医療機器技術の商業化成功モデルを構築するこ
とを目的として設立された、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。弊社は、これらの課題を解決し、国内のみならず世界で
も通用する最先端の医療機器ベンチャーの創出を目指していま
す。

事業育成戦略

医療機器分野の事業化においては、医療機器特有の課題や、事業化
戦略が必要なため、弊社は医療機器分野に特化し、医療機器開発
に必要な各ステージにおける専門家を集め、独自の事業化支援を
行ってきました。
STARTプログラムにおいては、事業化戦略や薬事・保険戦略の構
築、業界ネットワークを活かした企業等とのコラボレーションを
推進し、医療機器開発に必要となる、最適なプロジェクトマネジメ
ントを行い、成長を支援します。

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20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VCに
て、主にリードインベスターとして投資
を行い、多くの医療機器ベンチャーを成
功に導く。米国では投資先の多くにリー
ドインベスターとして関与し、大半が
Exitを達成。13年に、医療機器に特化し
たVCであるMedVenture Partners株式会
社を創業。60億円の1号ファンドでは、
Biomedical Solutions社等の成功事例を
生み出している。

代表事業プロモーター

大下 創（代表取締役社長）

世界に通用する日本発の
医療機器ベンチャーの創出を目指す

対象地域： 全国 対象分野：

主な実績

• 自社ファンドの投資実績：12件の投資を実行（2021年5月時点）、
 うち5件EXIT済（Biomedical Solutions㈱、C2Therapeutics, Inc.、

Cathera, Inc.、Arrinex, Inc.、㈱A-Traction）、国内案件の全てに取締
役として参画

• 2号ファンド投資実績（2019年11月より）：㈱mediVR、㈱Alivas、
㈱Mari等8件の投資を実行（2021年5月時点）、うち1件EXIT済

（Companion Medical, Inc.）

我々の強み

１
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経
験があります。

２ 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。

３ アーリーステージの技術ベンチャーへの投資経験が豊富で、
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。

対象分野詳細

医療機器分野

MedVenture Partners 株式会社

〒103-0022 
東京都中央区日本橋室町三丁目２番１号 
日本橋室町三井タワー ７F

会社概要

WEB SITE

E-MAIL

☎ TEL

出資母体
独立系
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基本方針

全国の大学や研究所発ベンチャーの起業前段階から、公的研究資
金の獲得と当社が持つ事業化のノウハウを組み合わせることによ
り、リスクは高いが潜在成長性の高い研究、特にアグリテック・工
学分野・ライフサイエンスを中心に、事業戦略、知財戦略を構築す
ると同時に、市場と出口を見据えたハンズオン支援を行っていき
ます。

事業育成戦略

我々にとっては、二度目のSTART事業プロモーターユニット活動
です。前回のプロモーター経験からSTART事業で育成に適した案
件の条件を熟知しており、研究者との面談時に担当する事業プロ
モーターと、シーズを生み出した研究者が“共鳴できる”ことに注
意を払いながら、設定した目標を共に目指します。
シーズの選定は、研究の成果から生まれる商品を想定し、その競合
製品の有無、既存商品との差別化検証を行います。地域面では、東
京、京都、つくばに拠点を有し、幅広く全国の大学等のシーズを発
掘し、特色あるベンチャー創出を目指します。そして、開発から事
業が軌道に乗るまでをシームレスに支援します。

筑波大学大学院経営・政策科学研究科修
了。大手素材メーカー勤務後、承認TLO立
ち上げに携わる。その後、日本工業大学
専門職大学院技術経営研究科教授、筑波
大学産学リエゾン共同研究センター教授
などを務め、2014年4月から日本戦略投
資㈱取締役としてSTART事業プロモー
ターを経験し、現在はアグリファンドで
の投資を行っている。産学両側の経験が
あり、各々の事情を理解しながら大学発
ベンチャーの創出に努力。

代表事業プロモーター

上原 健一（取締役）

研究者の夢に共感し、
シード・アーリーからシームレスな
ベンチャー育成を目指しています。

対象地域：全国
（関東・関西を中心） 対象分野： その他

主な実績

前回のSTART事業プロモーターとして13プロジェクトが採択さ
れ、計９社の大学発ベンチャーが起業した。
• 日本原子力研究開発機構発　㈱OKファイバーテクノロジー
• 神戸大学発　PIHPメディカル㈱
• 大阪市立大学発　㈱SIRC
• 京都大学発　京ダイアグノスティクス㈱
• 東北大学発　ボールウェーブ㈱
• 筑波大学発　㈱デバイスラボ
• 大阪大学発　HuLA immune㈱
• 筑波大学発　㈱食機能探査研究所
• 名古屋大学発　メドリッジ㈱

対象分野詳細

医療機器・センサー、医薬品

環境、エネルギー全般

IoT、AI、ブロックチェーン、
ビッグデータ、機械学習

ロボット、ドローン、センサーその他

農林漁業に関わる技術

ナノテク材料、電子材料

〒101-0064 
東京都千代田区神田猿楽町２-８-11　
VORT水道橋Ⅲ

会社概要

☎ TEL

WEB SITE

E-MAIL

我々の強み

１
START事業プロモーターユニットとして実績がある。（前回プ
ロモーターとしては、提案したプロジェクトのうち13プロジェ
クトが採択された。）

２ 関東と関西等に主拠点を有し、地方であっても円滑なコミュニ
ケーションが可能。

３ 事業プロモーターは、数十件の技術系ベンチャー育成経験を有
し、大学の事情にも通じている。

４ インキュベーション施設とも連携したシームレスなエコシス
テムを活用した支援が可能。

事業プロモーター
日本戦略投資株式会社

　藤原 和隆　
　佐々木 博
　竹越 久美子
ティーエスアイ株式会社

　熊谷 孝幸
　樋口 堅太
　川尾 梢栄

出資母体
独立系

日本戦略投資株式会社
ティーエスアイ株式会社 （共同実施機関）

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。
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。2015年
２月に１号ファンド、2018年10月に2号
ファンドを組成し、累計220億円の資金
をもとに、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アクセラ
レーターとして活動。

代表事業プロモーター

伊藤 毅（代表取締役社長）

革新的な技術から次の未来を創造する
研究者・起業家と共に挑戦します

対象地域： 全国Beyond Next Ventures 株式会社

基本方針

Beyond Next Venturesは、自らもゼロから創業した、起業家精神溢
れるアクセラレーターです。

「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、豊富な経
験・実績や広いネットワークを活かして事業化に取り組みます。

主な実績

71社に出資し（2022年6月末時点）、事業化を推進中。
• リベロセラ㈱：無細胞膜タンパク質調製技術および非天然型アミノ酸

導入技術を用いた創薬を目指す理化学研究所発ベンチャー。2017年
度START採択。2018年に社外取締役等として参画。

• MabGenesis㈱：革新的モノクローナル技術の取得プラットフォー
ム技術をコアに、顧客ニーズに合致したヒト及びアニマルのモノク
ローナル抗体を提供する宮崎大学および藤田医科大学発ベンチャー。
2017年度START採択。

• CYBERDYNE㈱：ロボットスーツHALの開発を行う筑波大学発ベン
チャー。代表事業プロモーターが、前職にて社外取締役として支援。
2014年３月東証マザーズ上場。

• Spiber㈱：人工クモ糸、新規タンパク質素材の開発を行う慶應義塾大学
発ベンチャー。代表事業プロモーターが、前職にて社外取締役として支
援。

• リバーフィールド㈱：手術支援ロボットの開発を行う東京工業大学・
東京医科歯科大学発ベンチャー。代表事業プロモーターが、前職にて
2012年よりSTARTを活用し取締役として起業に参画。

• ㈱キュア・アップ：禁煙・脂肪肝治療を行うスマートフォンアプリに
よる新たな医療機器の開発を行う慶應義塾大学関連ベンチャー。代
表事業プロモーターが社外取締役として支援。

我々の強み

１ 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渡る、豊富な経験を持つメンバー

２ 「BRAVE」等のアクセラレーションプログラムを通じた、事業プ
ラン改善、事業会社との提携、経営人材・外部協力者の補強

３
2015年２月に１号ファンド、2018年10月に２号ファンドを
組成、自ら運営し、累計220億円の資金を背景とした、創業後
の継続的な資金支援

〒103-0023 
東京都中央区日本橋本町３-７-２ 
MFPR日本橋本町ビル ３階

会社概要

WEB SITE

E-MAIL

対象分野詳細
医療機器、創薬、再生医療、
ヘルスケア IT 等

IoT、AI

ロボット等その他

新素材

環境・エネルギー全般

アグリカルチャー全般

対象分野： その他

植波 剣吾　　有馬 暁澄　　
橋爪 克弥　　津⽥ 将志
金丸 将宏

事業プロモーター　

事業育成戦略

• 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、広範な外部ネットワーク、外部人材と連携した助
言・関与等、当社の有する強みを活かし、事業プロモーターが各プ
ロジェクトのリーダーとして、チーム組成、事業戦略・知財戦略・提
携戦略の立案・実行、国内外へのマーケティング、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ます。

• STARTプログラム申請準備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、パートナー候補であ
る多数の大手事業会社と共に、技術シーズの事業化支援を行って
います。また、シェア型ウェットラボ「Beyond BioLAB TOKYO」を
運営し、ライフサイエンス領域の技術シーズに対する研究開発支
援も行っています。

 「BRAVE」 WEB SITE

出資母体
独立系
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髙池 叔子　　
葛城 禎之　　　

事業プロモーター 事業育成戦略

中長期の研究・開発を必要とする革新的技術を事業育成したいと
考えています。デフタ パートナーズは、技術の開発を最大の目的と
していることから、真に社会に必要とされる技術にフィナンシャ
ルリターンやIRRに左右されず、支援・出資を行います。事業育成に
おいては、研究者・技術者との面談を行い、その技術が社会に与え
るインパクトの大きさ、技術の優位性、ビジネスモデルの是非、ハ
ンズオン支援の必要性などを重視し、サポートします。デフタ パー
トナーズには先進国のみならず、途上国にもネットワークがある
ことから、海外での事業化を強くサポートします。

基本方針

デフタ パートナーズ（デフタ パートナーズは当社を含むグループ
の総称です。）は「天寿を全うする直前まで健康でいられる社会を
実現する」ことを理念として事業を行っております。日本の大学に
おいては、様々な革新的な研究とこれを踏まえた技術開発が行わ
れており、これら研究成果を世に出していくことで、社会に大きく
貢献できると考えます。短期的なフィナンシャルリターンを目指
すのではなく、中長期で研究・開発が必要な技術に出資したいと考
えております。ヘルスケア領域を重点とはするものの、この領域は
すそ野が広く、エネルギーや新素材、ビッグデータなど、ヘルスケ
ア分野への応用が利く技術を幅広に取り扱います。

代表事業プロモーター

丹治 幹雄（執行役員）

1977年東京大学法学部を卒業後、日本
長期信用銀行にて海外赴任も含め様々
な経験を積む。当社参画後、大阪大学発
ベンチャー、クオリプス社の立ち上げを
主導し、その後、事業会社からの出資を無
事完了させた。現在、当社がGPを務める
ファンドのファンドレイズに最初から携
わり、現在は、当ファンドのジェネラルマ
ネージャーとして、投資決定委員会を主
宰し、投資検討を行うほか、日米の出資先
ベンチャーの取締役、監査役を複数務め
ている。法務博士であり、これまでの経営
者としての知見もあわせ、取締役会を通
じてベンチャーの経営指導および事業戦
略の策定などに当たる。

革新的技術を事業化し、
天寿を全うする直前まで
健康でいられる社会を実現する

対象地域：全国 対象分野： その他

主な実績

• 現在運用中の投資事業組合は、2022年3月末時点で31社へ出資
しており、投資ステージはシード・アーリー期が約80％と主に
なっています。

• Qolo社（日本）は、筑波大学発ベンチャーで、下肢障がい者向けの
立位リハビリテーション機器や立位モビリティーを開発してい
ます。

• バッカス・バイオイノベーション社（日本）は、神戸大学発の基盤
要素技術をもとにアジアで初めて完全統合されたバイオ・ファウ
ンドリを実現し「デジタルXバイオ」時代の新産業を創生するこ
とを目指しています。

株式会社デフタ・キャピタル

〒220-0011　
神奈川県横浜市西区高島１-１-２
横浜三井ビルディング15階

会社概要

☎ TEL

WEB SITE

E-MAIL

我々の強み

１ 短期的なフィナンシャルリターンを追及しない、中長期的な観
点からの事業化支援

２ 米国をはじめ、中国、イスラエルなど世界中に張り巡らせたネット
ワークと途上国での事業化実績を踏まえた、世界・途上国での展開

３
1980年代からの世界中でのベンチャー投資経験と数多くの
事業育成実績。現在運用中の投資事業組合を通じた投資実績、
および、今後の投資可能性

４ 投資事業組合の組合員や出資先との事業化における協力・連携
の推進

対象分野詳細
ライフサイエンス全般

環境・エネルギー全般

情報通信全般

ナノテクノロジー・材料全般

その他全般その他

アグリカルチャー全般

出資母体
独立系

村上 哲朗　篠⽥ 正博
所 哲哉　　菅野 幸
松浦 由布子

事業プロモーター

代表事業プロモーター

内田 毅彦（代表取締役）

内科・循環器科専門医。ハーバード公衆衛生大
学院修士・ハーバード経営大学院GMP修了。
医薬品医療機器審査センター（現　医薬品医
療機器総合機構）、日本医師会での勤務を経
て、日本人として初めて米国食品医薬局にて
医療機器審査官を務める。さらに、臨床開発
支援のBaim Institute、医療機器大手Boston 
Scientific 米国本社Medical Director、米シリ
コンバレーにて医療機器スタートアップ企業
へのコンサルティング業を経て、2012年㈱日
本医療機器開発機構を設立。医療現場での有
用性を踏まえた製品開発、臨床試験デザイン
から海外薬事戦略、海外販売展開の推進まで
多岐に渡る豊富な実績を有し、日本初の本格
的医療イノベーション・インキュベーターと
して医療機器、再生医療、デジタルヘルスサー
ビスなどの事業化に着手している。

医療イノベーションを世界へ

対象地域：全国 対象分野：株式会社日本医療機器開発機構（JOMDD）

対象分野詳細

医療機器、創薬、体外診断薬、
再生医療

医療 IT 領域、デジタルヘルス、モ
バイルヘルス

〒103-0023　
東京都中央区日本橋本町二丁目３番11号
日本橋ライフサイエンスビルディング 
601号室

会社概要

WEB SITE

E-MAIL

☎ TEL

基本方針

JOMDDは日本の医療機器シーズを1つでも多く世界展開すること
をミッションとしています。米国食品医薬局（FDA）にて日本人と
して初めて医療機器審査官を務めた代表の内田を筆頭に、医療関
連技術開発・事業化に関して多様かつ経験豊富な人材を集めてお
り、開発に必要なプロセスの全てを高いレベルでカバーできます。
STARTプログラムを通じて、世界展開が期待できる医療系スター
トアップの支援に最大限尽力いたします。

事業育成戦略

• 豊富な経験、スキル、ネットワークを生かし、臨床上のニーズ、知
財戦略、薬事戦略、開発コストと期間、市場性、人的資源のすべて
の要素について評価を行い、事業化の可能性を高い確度で判断し
ます。

• プロジェクトの状況（開発進捗、財務、リソース、強み・弱み等）に
よって各事業化ポイント（知財管理、事業計画策定、資金調達、薬
事業務、マーケティング、法務、出口戦略）に関して重み付けした
上で支援を行います。

主な実績

• 出資先の㈱エクスメディオが、M&Aによりマイナビ社の子会社化
• 出資先の㈱メルティンMMIが、シリーズBラウンドで約20.2億円

を資金調達
• 大動脈弁再建（形成）術用医療機器（自社製品）を、世界約40カ国で展開
• 各大学法人と、包括的提携を締結し、医療機器の開発・事業化を支

援（2016年学校法人慶應義塾、2018年学校法人聖マリアンナ医
科大学、2018年学校法人東洋大学）

• 各行政と、医療機器の事業化における包括的提携を締結（2017年
広島県、2017年神戸市、2018年山形県）。また、神奈川県および
KISTECの「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」
において連携支援機関として事業化支援（2018年～）。

我々の強み

１
医療技術の事業化部分に特化した専門家（医師や知財の専門家
が、臨床上のニーズ、特許性、薬事戦略、開発コストと期間、市場
性、人的資源の各要素を元にデューデリジェンスを実施。綿密
な事業計画を策定可能）

２
事業プロモーターの多くが医療製品等のプロジェクトマネー
ジや薬事業務のリードを経験しており実務経験を踏まえた実
践的なアドバイス・支援を行う。

３ 米国拠点も有し、代理店やメーカー等の事業会社のほか、VC、国
内外の医療機関等の豊富なグローバルネットワークを活用。

出資母体
独立系
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鮫島 昌弘　　
宮﨑 勇典
元島 勇太

事業プロモーター　

基本方針

ANRI㈱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
ANRIを運営しています。
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、本プログラム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。

事業育成戦略

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、既存市場の状況と技術シーズの発展可能
性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。
本プログラム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ーバルベンチャーの創出に
向けて支援して参ります。

未来をつくろう。圧倒的な未来を。

対象地域： 全国（関東・甲信越を中心） 対象分野： その他

主な実績

• ㈱ペロリ：2014年、㈱DeNAにより買収
• ㈱クラウドワークス：2014年、東証マザーズ上場
• ㈱U-NOTE：2015年、経営陣による株式買い戻しを経て㈱イグニ

スにより買収
• Connehito㈱：2016年、KDDIグループにより買収
• ㈱エニドア：2016年、㈱ロゼッタにより買収
• UUUM㈱：2017年、東証マザーズ上場
• ラクスル㈱：2018年、東証マザーズ上場

〒113-0033　
東京都文京区本郷５-25-18　
ハイテク本郷ビル１階

会社概要

WEB SITE

E-MAIL

我々の強み

１
新規トレンドを予測し、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。

２ 事業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。

３
スタートアップとエンジェル投資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、積極的に経営
陣候補を投入します。

ANRI 株式会社

対象分野詳細

ライフサイエンス全般

環境・エネルギー全般

情報通信全般（特に強み）

ナノテクノロジー・材料全般

その他全般その他

アグリカルチャー全般

出資母体
独立系

代表事業プロモーター

佐俣 アンリ（代表取締役）

慶應義塾大学経済学部卒業後、Eas t
Venturesを経て2012年ANRIを設立。独立系
ベンチャーキャピタルとしてインターネッ
ト及びディープテック領域約200社に投資
実行。シードファンドとして5つのフラッグ
シップファンドと脱炭素に特化したANRI 
GREENファンドを運営し、約530億円規模
で運用中。主な投資支援先としてLayerX、
NOT A HOTEL、hey、Mirrativ、アル、Rentio
がある。 日本ベンチャーキャピタル協会
理事。著書 に「僕は君の「熱」に投資しよう」

（ダイヤモ ンド社）

本藤 孝　　
川太 規之
具島 三佳
井土 裕章

事業プロモーター

基本方針

● 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します。
  地方に位置する大学では、シード・アーリー段階へリスクマネー

を供給するVCや投資家の数が圧倒的に少ないため、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、事業化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、本事業を活用し、QBファ
ンドやその他民間資金を呼び込み「大学の研究成果の社会還元」

「地域における新産業の創出」に貢献したいと考えています。

事業育成戦略

• 九州地域を中心とした大学の産学連携組織と円滑な連携・コミュ
ニケーションを図り、ポテンシャルの高い技術シーズを効率的に
発掘することに努めます。

• 今後は、九州地域以外の大学の事業化プロジェクトについても積
極的に支援を行い、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。

1989年九州大学工学部卒業。大企業・中
小企業・ベンチャーを経験し、2004年
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を行う。2010年に
㈱産学連携機構九州代表取締役に就任。
2015年にQBキャピタル代表パートナー
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。㈱Kyulux（投資先）社外取締役、
KiQ Robotics㈱（投資先）社外取締役等。

代表事業プロモーター

坂本 剛（代表パートナー）

東京一極集中から脱却し、
大学の「知」を活用した地域発
イノベーションの創出を目指す

対象地域： 全国（九州を中心） 対象分野： その他

主な実績

• QB1号ファンドで、九州の大学発ベンチャーを中心に25件の投
資実績があります）。

 九州大学発ベンチャー : Kyulux／メグウェル／サイフューズなど
 宮﨑大学発ベンチャー : ひむかAMファーマなど
• 2021年に設立したQB2号ファンドでは、九州の大学以外の大学

関連ベンチャーにも投資を行なっております（11社:2022年8月
時点）。

• 代表事業プロモーターは、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。

我々の強み

１ 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
および人的ネットワーク

２ 15年以上にわたるベンチャーキャピタリストとしての海外・
技術系スタートアップのハンズオン支援・投資実績

３
我々が今まで蓄積したノウハウを活用した、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
関する適切なアドバイス

QBキャピタル合同会社

対象分野詳細

ライフサイエンス全般

環境・エネルギー全般

情報通信全般

ナノテクノロジー・材料全般

その他全般その他

アグリカルチャー全般

〒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

会社概要

WEB SITE

E-MAIL

☎ TEL

出資母体
独立系
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基本方針

インキュベイトファンドは「Zero to Impact」という言葉を掲げ、ス
タートアップへの投資を通じて経済や社会に対する大きなインパ
クトを与えることに寄与したいという目標を持っております。
これまで多くのスタートアップの創業期を支えてきたノウハウや
経験を技術シーズに対して生かし、社会に大きなインパクトを与
えうる事業を作っていきたいと考えております。

事業育成戦略

技術シーズがどのような社会課題を解決するのか、その課題が社
会の中でどこまで重要度の高いものであるのか、技術シーズから
今は見えていないより重要な社会課題を解決することにつながら
ないのかということについてはディスカッションやリサーチ、ヒ
アリングを重ねたいと考えております。また、技術シーズが事業
化、事業成長していくための、資金調達支援、戦略立案という点に
おいても、これまでのベンチャー投資における経験も活かし、ハン
ズオンで支援していきたいと考えております。

Zero to Impact. スタートアップへの
投資を通じて、社会にインパクトを
与えていくことを目指します。

対象地域： 全国 対象分野： その他

主な実績

• Sansan：2019年 東証マザーズ上場
• Medley：2019年 東証マザーズ上場
• Wealthnavi：2020年 東証マザーズ上場
• トヨクモ： 2020年 東証マザーズ上場
• その他多数、東証マザーズ上場実績
• iSpace: 累計約141億円の資金調達（2021年5月末時点）
• AIメディカル: 累計約62億円の資金調達（2021年5月末時点）
• Pixie Dust Technology: 累計約49億円の資金調達（2021年5月末時点）

我々の強み

１
独立系シードVCとしては、日本最大級の規模を誇るイン
キュベイトファンドを運用しており、10年超の運用実績、多
くのIPO等Exit実績を有する。

２ JST START出身企業を始め、多くのディープテック企業への投
資実績を有し、大規模資金調達につなげている実績を有する。

３ VCとしての機能だけでなく、HR、PRなどの専門チームも有
し、幅広い方面からの支援が可能。

インキュベイトファンド株式会社

対象分野詳細

ライフサイエンス全般

環境・エネルギー全般

情報通信全般

ナノテクノロジー・材料全般

その他全般その他

アグリカルチャー全般

出資母体
独立系

1998年３月 慶應義塾大学 商学部卒業、1998
年４月 株式会社ジャフコ入社、海外投資部門
にて企業への投資・JV設立・日本進出業務に従
事。2001年１月 アクセンチュア株式会社入社、
コーポレートディベロップメント及びVC部門
に勤務。2003年１月 三菱商事傘下のワークス
キャピタル株式会社でMonotaROなどの創業投
資からIPOを経験。2007年５月 シードステー
ジ投資に特化したVCファンド、コアピープル
パートナーズ設立、代表パートナー就任。gumi 
やポケラボの創業期における事業投資育成を行
い、大きく成長させる。2010年９月 インキュ
ベイトファンド設立、代表パートナー就任。

代表事業プロモーター

本間 真彦（代表取締役）

赤浦 徹
事業プロモーター

金子 大介
高山 朝邦
高橋 遼平
南 百合子

事業プロモーター

基本方針

みらい創造機構は、技術系スタートアップへの投資を目的とした
VCファンドを2016年より運営しています。東工大との連携協定
をベースとした大学内起業家育成や起業支援の実績、事業会社・
コンサルティング会社・商社・VCなど多様なバックグラウンドを
持ったメンバーによる多面的なハンズオンにより、大学発ベン
チャーの育成に貢献いたします。

事業育成戦略

これまで大学連携VCとして積み上げてきた活動実績をベースに、
「大学内起業家育成」「産学連携のための企業との協業調整」「大学
発スタートアップへの積極的なシード投資」「企業連携を通じた
PoC機会の創出」「連携VCとの協調投資による事業推進支援」など
を実施し、全国の大学発ベンチャーの創出を推進してまいります。
また、グループ会社の高専キャリア研究所、みらいスタジオを通じ
た「全国高専の研究シーズの開拓」、「プロダクト開発支援」なども
推進いたします。

Technology と Business の超臨界に挑み、
研究者への伴走を通じて
型破りなみらいを創る

対象地域： 全国 対象分野： その他

主な実績

2016年に1号ファンド、2021年に2号ファンドを設立。これまで
35社に投資実行（うち15社でリード投資）し、下記の3社が新規上
場している（2022年7月現在）。

（主な株式公開実績）
• 株式会社QDレーザ:2021年2月東証マザーズ上場。量子ドット

レーザを始めとする最先端レーザを開発、製造、販売。
• KIYOラーニング株式会社:2020年7月東証マザーズ上場。オ

ンライン資格対策講座「STUDYing」、及び社員教育クラウド
「AirCourse」を企画・開発・運営。
• 株式会社ツクルバ：2019年7月東証マザーズ上場。中古・リノベー

ション住宅の流通プラットフォーム「cowcamo（カウカモ ）」を企
画・開発・運営。

我々の強み

１ 金融/コンサル/事業会社など、様々なバックボーンを持った
メンバーによる包括的かつ効果的なハンズオン支援の提供

２
連携協定を締結している東京工業大学や中小機構を始めと
する大学・インキュベーション機関のネットワークを活用
し、多様な研究シーズの開拓と専門家を巻き込んだ事業化支
援の提供

３ グループ会社である高専キャリア研究所、みらいスタジオを
通じた全国の高等専門学校のシード開拓

株式会社みらい創造機構

対象分野詳細

ライフサイエンス全般

環境・エネルギー全般

情報通信全般

ナノテクノロジー・材料全般

その他全般その他

アグリカルチャー全般

〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-33-6
JP noie 恵比寿西 1F co-ba ebisu

会社概要

WEB SITE

E-MAIL

出資母体
独立系

代表事業プロモーター

岡田 祐之（代表取締役社長）

1996年東京工業大学大学院修士課程を
修了し東京電力入社。原子力部門にて新
型炉設計に従事。その後、新事業開発、事
業投資、M&Aに携わる。2014年にみら
い創造機構を設立。2021年9月に2号
ファンドを組成し、東工大を中心とした
技術系スタートアップへの投資活動を実
施。大企業と協業しながら事業投資、新事
業開発人材の育成を手掛ける。

〒107-6003
東京都港区赤坂１-12-32 
アーク森ビル３F

会社概要

WEB SITE

E-MAIL

☎ TEL

3231



林 正栄　　
八尾 凌介
三好 洋史

事業プロモーター　

基本方針

Angel Bridgeは日本発メガベンチャーの創出を掲げており、大学等
発ベンチャー／ディープテック／ IT領域への投資を中心に進めて
います。大学等の研究成果の社会還元を実現し、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すというSTART
の方針は、私たちのMissionと共通しており、事業プロモーターと
して大学発新産業創出に貢献していきたいと考えています。
ポテンシャルに溢れる技術シーズを掘り起こして、成長資金の提
供や経営人材の紹介をはじめとするヒト／モノ／カネに関する支
援を行い、大学等発ベンチャーの創出と成長を実現していきます。

事業育成戦略

大学等発ベンチャーの成功においては、①サイエンスの深み、②創
業者のリーダーシップ／コミットメント、③テクノロジーアウトで
はなくマーケットインのビジネスモデル、④サイエンスを理解した
ビジネス人材、⑤資金調達力、が重要だと考えています。これらは最
初から全てが揃っている必要はなく、外部の力による補完の可能性
や具体的なタイムライン／アクションの作成状況などをもとに総
合的に判断する性質のものであり、特に③／④／⑤の部分は弊社が
重点的に支援可能な領域だと思っております。弊社は世界トップク
ラスのプロファーム出身者がハンズオンで徹底的に支援すること
を特色としており、上述した5項目に関連した各課題に対して創業
研究者と一緒に力を合わせながら二人三脚で課題を克服していき、
世界に誇れるメガベンチャーの創出に向けた支援をして参ります。

代表事業プロモーター

河西 佑太郎（代表パートナー）

ゴールドマン・サックス証券投資銀行部門で
のM&Aアドバイザリー業務／ IPO支援、ベイ
ンキャピタルやユニゾンキャピタルでの成
長企業投資／ハンズオン支援を経て、2015
年Angel Bridge を設立。Heartseed株式会社
を慶應義塾大学医学部循環器内科の福田教
授と共同で設立し、初代代表取締役として成
長に向けた事業基盤を構築。東京大学大学院
農学系研究科修士修了（遺伝子工学）。シカゴ
大学MBA。Heartseed㈱（投資先）社外取締
役、Varinos㈱（投資先）社外取締役等。

世界に誇れる
メガベンチャーを生み出す

対象地域： 全国 対象分野： その他

主な実績

• Heartseed株式会社：代表事業プロモーターの河西が慶應義塾大
学医学部循環器内科の福田教授と共同で会社を設立。設立後2年
間、河西が代表取締役社長として、慶應義塾大学からの特許の切
り出し／特許実施料の交渉／ CXOメンバーの採用／資金調達を
実施。未上場企業として計4回のファイナンスラウンドで計82億
円の資金を調達。外資製薬大手に660億円のライセンスアウト
ディールも実現

• Varinos株式会社：次世代シークエンサーを活用した遺伝子検査
サービスを実現するべく設立後10カ月で2億円を投資。その後は
臨床検査領域の戦略に向けて定期的な壁打ちを実施。現在のCOO/
CFOを紹介。経営の見える化とPDCAサイクルの作りこみを実施

• 株式会社Logomix：高効率で広範囲にわたるゲノム領域の改変技
術をベースに細胞ゲノムの高機能化技術を提供する東工大発ベ
ンチャー。共同研究先や東工大とのロイヤリティ料率／権利帰属
の条件交渉や事業性評価に基づく研究開発の優先順位付け等の
戦略策定を支援

我々の強み

１ ライフサイエンス領域（バイオ、ゲノム等）における深い知見

２ Heartseed株式会社をはじめとする創業間もない企業への豊
富な支援実績

３ 世界トップクラスのプロファーム出身者による手厚い事業
化支援

Angel Bridge 株式会社

〒100-0014 
東京都千代田区永田町2丁目17番4号
笠松千代田ビル101号室

会社概要

WEB SITE

E-MAIL

対象分野詳細

ライフサイエンス全般（重点領域）

環境・エネルギー全般（重点領域）

情報通信全般（重点領域）

その他全般その他

アグリカルチャー全般

ナノテクノロジー・材料全般

出資母体
独立系

基本方針

事業ポテンシャルが極めて高く、世界で伍していく大学発ベン
チャーを毎年設立していくことを目指し、事業プロモーター自らが、
起業家・研究者含む創業者の「CO-FOUNDER」として関与します。会
社設立に向けては、事業プロモーターだけでなく、ジャフコのビジネ
スディベロップメントチームを含めたメンバーが事業開発へと参
画して参ります。また、ジャフコの強みである幅広い事業会社や起業
家、専門家のネットワークと、ジャフコ自らが有する投資先事例に基
づく経験・ノウハウをもとに事業化へ導いて参ります。
また、会社設立後には研究開発に注力し成果を出したうえで、次の資
金調達を迎えられるように、まとまった資金を創業直後に出資し、新
しい事業の創造を進めていく方針です。

事業育成戦略

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、当社のビジネスディベロップメントチームによる、数千社
にのぼる事業会社の経営者や提携の窓口に対する顧客・提携先の
発掘活動や、アメリカ・アジアの海外拠点・投資先・出資者をはじ
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
な事業化支援を行います。また、製品開発経験者、起業家候補等の
チームビルディングを行いながら、起業家・研究者とともに共同創
業者の一人として関与し、会社設立後は当社が運営するファンド
を通じ、豊富な成長資金を提供して参ります。

代表事業プロモーター

北澤 知丈
（パートナー 産学・ライフサイエンス投資グループリーダー）

ジャフコで10年以上に渡りベンチャーキャピ
タリストとして活動し、ディープテックやIT・
ソフトウェア業界を中心に投資を担当。2018
年からは、ジャフコの国内VC部門のパート
ナーとして各投資全体に関わると共に、複数の
研究型企業の社外取締役を務める。また、2021
年からは産学・ライフサイエンス投資グループ
のリーダーに就任。製薬企業やメーカー出身
者をはじめとした、多様なメンバーと一丸と
なって大学発・大学関連ベンチャー、ならびに
STARTに採択された各案件を支援している。

起業家・研究者等の
「CO-FOUNDER」として関与し、
次世代をつくる革新的企業を創出

対象地域：全国 対象分野： その他

主な実績

ジャフコは大学発ベンチャーの黎明期から、現在まで約150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400億円、上場社数は約20社に上ります（2022年3
月時点）｡
東京女子医科大学発ベンチャーのセルシード（2010年３月ジャ
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年６月東証マザーズ上場）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月に東京工業大学・東京医科歯科大学発ベンチャーのリバー
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
弊社から約２億円の投資を実行しております。

我々の強み

１ 20年以上大学発ベンチャー投資を継続し、約150社に渡る投資
経験に基づく、経験値・ノウハウ

２ 投資先約4,000社、出資者累計約1,100社など幅広い事業会社、
起業家、専門家等とのネットワーク

３ 研究開発型ベンチャーの課題である資金調達の実現を後押し
する国内最大級のファンドサイズ

ジャフコ グループ株式会社

森中 紹文
三浦 研吾
小林 泰良
宮川 由香⾥

事業プロモーター　

対象分野詳細
医療機器、創薬プラットフォーム等

（注力分野）
環境・エネルギー全般

人工知能、IoT 等全般

新素材等全般

ロボット等その他

アグリカルチャー全般

〒105-6324　
東京都港区虎ノ門１-23-１ 
虎ノ門ヒルズ森タワー 24階

会社概要

WEB SITE

E-MAIL

☎ TEL

出資母体
独立系

3433



福⽥ 伸生　　
荻野 真一
村瀬 新也

事業プロモーター　

基本方針

弊社は2002年の創業以来、ライフサイエンス・バイオベンチャーの
成長にはウェット実験可能な研究拠点が必要との考えから、投資
育成事業だけに限らず、大阪（彩都）、神奈川（新川崎）、沖縄（うるま）
の３拠点で７棟のレンタルラボを運営して、インキュベーション・
スタートアップ支援に取り組んできました。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、地方・中央に関わらず日本
の大学には、有望な技術シーズがたくさん眠っているということで
す。有望シーズを発掘して社会還元するため、これまで培ってきた
経験やノウハウなどを活用して、シーズの事業化やイノベーティブ
でグローバルに通用するベンチャーを創出する支援を行います。

事業育成戦略

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技術
系ベンチャーの成功には、起業前に知財調査や市場調査を十分に
行い、絞り込みを通して“知財を磨く”ことが重要です。確立したプ
ラットフォームテクノロジーを持ち、成長魅力を備えたベンチャー
を創出し、地域社会への還元を図るために、外部専門機関の協力も
活用して、知財（ライセンス）、市場調査、研究・開発計画立案等、事業
性、市場性などを検証して、一緒にプロジェクトの伴走をします。

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

谷 正之（代表取締役）

イノベーティブで
グローバルに通用する
大学発バイオベンチャーの創出を
目指します

主な実績

● シード・アーリーステージ段階から投資育成した先である㈱総合医
科学研究所（2003年）、カルナバイオサイエンス㈱（2008年）、㈱ス
リー・ディー・マトリックス（2011年）、㈱ファンペップ（2020年）、
クリングルファーマ㈱（2020年）を初めとして、これまで13社が株
式上場を果たしています。その他、M&A等の実績もあります。

 ※（　）内は上場した年
● STARTプログラムからの起業、Start-up支援：11社
 沖縄プロテイントモグラフィー㈱（2014年6月）、アンチエイジング

ペプタイド㈱（2016年4月）、ライトタッチテクノロジー㈱（2017年
7月）、ペリオセラピア㈱（2017年10月）、㈱e-NA Biotec（2018年1
月）、MHペプタイド㈱（2018年8月）、㈱ミーバイオ（2019年4月）、
BioAlchemy㈱（2019年5年）、㈱アイ・ブレインサイエンス（2019年
11月）、㈱TearExo（2022年4月）、リンクメッド㈱（2022年7月）

 ※（　）内は設立した年月

我々の強み

１ 先端医療領域での起業経験や製薬会社での実務経験のある研
究者が科学顧問チームを組成しています。

２ 先端医療に精通した知財専門家や市場調査・開発計画立案のス
ペシャリストたちが知財戦略や研究計画の立案を支援します。

３
ウェット実験が可能な研究施設や研究機器をレンタルで提
供。弊社の幅広いネットワークを通じて資金調達・ハンズオ
ン支援などをします。

４ 大阪・関西万博を活用したアピールやビジネスマッチングの
機会を得ることができるファンドからの投資を検討します。

対象地域： 全国 対象分野：バイオ・サイト・キャピタル株式会社

〒567-0085 
大阪府茨木市彩都あさぎ７-７-15

会社概要

WEB SITE

E-MAIL

☎ TEL

対象分野詳細

医薬品、医療機器、再生医療製品、
試薬、支援ツール等

微生物を活用した環境・エネルギー
技術

ヘルスケア IT

医薬、再生医療製品向け新規材料

肥料、農業資材、微生物、
栽培・保存技術等

出資母体
独立系

基本方針

ライフサイエンス（LS）分野のうち創薬分野に特化します。本事業
プロモーターは製薬会社出身者を含むライフサイエンス部です。
これまでも「アカデミア創薬のさらなる進展」を柱の一つとしてベ
ンチャー立ち上げ・リード/コリード投資を展開しており、本事業
によりさらにアカデミアシーズからの事業化・社会実装を強化し
ていきます。三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の総合金
融力も活用し日本発シーズからアンメットメディカルニーズに対
応した創薬を目指します。

事業育成戦略

創薬ベンチャーは基本的に製薬企業を顧客とするB2B ビジネスと
捉えています。よって、創薬ベンチャーは製薬企業の今あるいは近
い将来に切望される創薬基盤技術や開発品に挑戦されています。
製薬会社がそれらを導入するには、特許戦略やデータの量と質の
両面が求められます。また、開発戦略を含む規制・薬事プロセスの
明確化も重要です。特に新規モダリティでは非臨床・治験用の治験
薬製造の過程においてネックになりやすく、早期の目途付けが必
要です。
弊社では特許事務所、非臨床・治験受託企業、医薬品製造受託企業
や大学等と提携し、投資前調査や投資後支援を行うためのアドバ
イザリー機能を整備し投資・育成活動に活用しています。

代表事業プロモーター

長谷川 宏之（上席執行役員・ライフサイエンス部長）

北海道大学薬学研究科修士課程修了。
1994年に第一製薬株式会社（現 第一三共
株式会社）に入社、市販後調査部門に配属
し感染症領域、癌領域を担当。2004年に
株式会社UFJキャピタル（現 三菱UFJキャ
ピタル株式会社）に入社しアナリストを経
て、キャピタリストに従事。2013年より第
一三共との共同でオープンイノベーショ
ン・ファンド（OiDEファンド）を活用したア
カデミア発研究成果をもとに創薬基盤技
術に育成する試みを展開。2017年より三
菱UFJライフサイエンス1号ファンド、2号
ファンド、3号ファンド（MUFGメディカル
ファンド）の計300億円を活用した投資活
動を推進。京都大学医学研究科「医学領域」
産学連携推進機構・産学連携フェロー。

MUFG の総合金融力も活用し
日本発シーズから
アンメットメディカルニーズに
対応した創薬を目指します

 対象地域：全国 対象分野：

主な実績

・主な出資実績（創薬系）
大学発：カムイファーマ㈱（旭川医大）、TNAX Biopharma㈱（筑波大）、
㈱ティムス（東京農工大）、㈱Epsilon Molecular Engineering（埼玉
大）、㈱aceRNA Technologies（京都大）、リジェネフロ㈱（京都大）、
ペリオセラピア㈱（大阪大）、㈱ガイアバイオメディシン（九州大）、
㈱フェリクス（九州大）等
製薬発等：アキュリスファーマ㈱、㈱アークメディスン、Chordia 
Therapeutics㈱、㈱ジェクスヴァル、HISHOH Biopharma㈱、
㈱リボルナバイオサイエンス、㈱Veritas In Silico等
・主な株式公開実績（創薬系）
ソレイジア・ファーマ㈱、Delta-Fly Pharma㈱、㈱ステムリム、㈱モダ
リス、㈱ペルセウスプロテオミクス

我々の強み

１ ライフサイエンス部では、創薬のみならず、医療機器等を含
めて多くの投資実績あり

４ MUFGの総合金融力も活用し、投資先に対して多様な支援を
実施

２
多様な国内外ライフサイエンス分野投資における失敗事例を
含む経験・教訓を有し、製薬会社出身の投資担当者（4名）も含め
た多彩なメンバーで広範な創薬プロセスや疾患領域をカバー

３
2017年から３つのライフサイエンスファンド（計300億円）
を運用し、アカデミアまたは製薬会社からのシーズをもとに
したベンチャー立ち上げの経験多数あり

三菱 UFJ キャピタル株式会社

〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目3番4号
日本橋プラザビル7F

会社概要

WEB SITE

E-MAIL

☎ TEL

島﨑 誠　　　井澤 洋介
篠﨑 幹彦　　三横 伸弘
垣内 礼仁
関谷 理子

事業プロモーター

対象分野詳細

創薬（医薬品・再生医療等製品）

出資母体
金融系
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※事業終了（研究代表者の所属・役職は事業終了時点のものとなります。）

事業プロモーターユニット
の代表実施機関 プロジェクト名称 研究代表者名

（2022年4月時点）
事業プロモーターユニット

の代表実施機関 プロジェクト名称 研究代表者名
（2022年4月時点）

株式会社FFG
ベンチャービジネス
パートナーズ

産業用ロボットの生産性向上を実現する球駆動式全方
向移動装置技術の事業化
社会還元加速プログラム（SCORE）
2019年度採択課題

九州工業大学　大学院生命体工学研究科　准教授　
宮本 弘之

定量メタボローム解析の事業化に向けたデータ解析シ
ステムの開発　※
2022年1月「株式会社ビーフォース起業

九州大学　生体防御医学研究所　教授　馬場 健史

ユニバーサルマテリア
ルズインキュベーター
株式会社

籠型分子を用いた超高密度不揮発性メモリおよび超低
消費電力AIチップの開発

広島大学　大学院先進理工系科学研究科　教授　
西原 禎文

イオン伝導体分離法による塩湖かん水からの低コスト
リチウム回収技術　※

量子科学技術研究開発機構　核融合エネルギー部門　
上席研究員　星野 毅

MedVenture 
Partners株式会社

COVID-19パンデミック時代における心不全悪化の早
期検出に向けた遠隔診療システムの構築　※

大阪大学　医学部付属病院　未来医療開発部　
未来医療センター　特任助教　桝田 浩禎

低侵襲、超高感度なインフルエンザ迅速診断キットの開
発　※
2020年11月「株式会社ソティステクノロジーズ」起業

東京大学　大学院工学系研究科　准教授　田端 和仁

マルチガス温度制御プラズマを用いたプラズマ内視鏡
治療装置の開発　※

東京工業大学　大学院総合理工学研究科　准教授　
沖野 晃俊

日本戦略投資
株式会社  

個体表現型スクリーニングに立脚した新規治療薬探索
基盤の確立

北海道大学　遺伝子病制御研究所　教授　園下 将大

工業用ポリマーを基盤としたインクレス印刷技術の開
発

京都大学　高等研究院 物質-細胞システム統合拠点　
教授　イーサン・シバニア

高感度標識による細菌及びウイルスの迅速検出　※ 大阪府立大学　大学院工学研究科　准教授　椎木 弘

超高速オープンフローサイトメータの開発　※
2019年1月「メドリッジ株式会社」起業

名古屋大学　大学院工学研究科　教授　新井 史人

抗原特異的な免疫制御薬の開発　※
2017年3月「HuLA immune株式会社」起業

大阪大学　微生物病研究所　教授　荒瀬 尚

明日葉有効成分を用いた家畜などの生殖機能改善事業※
2017年6月「株式会社食機能探査研究所」起業

筑波大学 　生命環境系　教授　宮崎 均

ノロウイルス感染症に対する予防及び治療薬の開発　※ 東京大学　医科学研究所　教授　清野 宏

コラーゲンビトリゲルの形状加工技術を活用した医療
機器および創薬支援ツールの開発　※

農業･食品産業技術総合研究機構　
生物機能利用研究部門　主席研究員　竹澤 俊明

がん患者の予後を正確に予測する新規バイオマーカー
を用いた病理診断技術　※
2016年11月「京ダイアグノスティクス株式会社」起業

京都大学　大学院医学研究科　特命教授/　
国際高等教育院　特定教授　武藤 誠

LSIの動作信頼性向上に寄与する半導体素子の雑音計測
技術の事業化　※
2017年4月「株式会社デバイスラボ」起業

筑波大学　数理物質系　准教授　蓮沼 隆

ボールSAWセンサを用いた小型・高速・高感度な微量水
分計ユニットの事業化　※
2015年11月「ボールウェーブ株式会社」起業 

東北大学　未来科学技術共同研究センター　教授　
山中 一司

多機能エネルギーセンサによる革新的省電力ソリュー
ション技術の開発　※
2015年2月「株式会社SIRC」起業

大阪市立大学　大学院工学研究科　教授　辻本 浩章

無機過電流保護素子　※ 名古屋大学　大学院工学研究科　教授　小橋 眞

経皮的肝灌流化学療法（PIHP）を行う医療機器システム
の開発　※
2016年3月「PIHPメディカル株式会社」起業 

神戸大学　大学院医学研究科　教授　具 英成

新規大腸がん特異抗体による治療・診断法の開発　※ 国立がん研究センター　新薬開発分野　分野長　
松村 保広

複合型光ファイバを適用した産業及び医療用ツール開
発プロジェクト　※
2013年9月「株式会社OKファイバーテクノロジー」起業

日本原子力研究開発機構　量子ビーム応用研究部門　
研究主幹　岡 潔

Beyond Next Ventures 
株式会社

急性胆嚢炎の治療を革新するドレナージキットの開発
と事業化　※
社会還元加速プログラム（SCORE）
2019年度採択課題

東北大学　大学院工学研究科　准教授　宮本 浩一郎

免疫プロファイリングプラットフォームによる疾患の
早期診断・迅速モニタリングシステムの開発　※

岡山大学　学術研究院　ヘルスシステム統合科学学域
研究教授　二見 淳一郎

ヒトiPS細胞高度疾患モデリング技術を基盤としたハブ
型呼吸器創薬ベンチャーの創出　※
2020年8月「HiLung株式会社」起業

京都大学　大学院医学研究科　特定助教　山本 佑樹

視覚と触覚を合わせ持つ革新センサFingerVision事業化　※
2021年10月「株式会社Fingervision」起業

東北大学　大学院情報科学研究科　助教　山口 明彦

変形性膝関節症を対象とした骨髄間葉系幹細胞の磁気
ターゲティングによる軟骨再生治療の事業化　※
社会還元加速プログラム（SCORE）
2017年度採択課題
2020年9月「株式会社Flying Cell」起業

広島大学大学院　医系科学研究科　准教授　亀井 直輔

高機能性ヒト抗体開発シーズ　※
2019年6月「MabGenesis株式会社」起業

宮崎大学　医学部機能制御学講座　教授 森下 和広

長距離量子通信システム  ※
2020年1月「LQUOM株式会社」起業

横浜国立大学　大学院工学研究院　准教授 堀切 智之

無細胞膜タンパク質調製技術及び非天然型アミノ酸導
入技術を用いた新薬創出の加速　※
2018年4月「リベロセラ株式会社」起業

理化学研究所　横山構造生物学研究室　上席研究員　
横山 茂之

株式会社日本医療機器
開発機構

血流感染症特異的治療薬の開発に向けた大規模スク
リーニングとvivoEF阻害剤ライブラリーの構築

北海道大学　大学院獣医学研究院　准教授　佐藤 豊孝

感染症診断用の超高感度蛍光イムノクロマトキットの
開発　※

埼玉大学　大学院理工学研究科　准教授　幡野 健

iPS細胞を原材料とした骨形成誘導補填材の開発 東北大学　大学院歯学研究科　教授　江草 宏

ANRI株式会社

宇宙産業で安全に使用できる静電気検知技術の開発 大阪府立大学　大学院工学研究科　准教授　高橋 和

1分子計測リキッドバイオプシーの事業化　※
2022年4月「コウソミル株式会社」起業

東京大学　大学院薬学系研究科　特任助教　小松 徹

Cube in a Chipシステムによるin vitro 創薬モデルの事
業化　※ 

理化学研究所　開拓研究本部　理研白眉研究チーム
リーダー　萩原 将也

量子アニーリングで加速する最適化技術の実用化　※ 
2018年11月「株式会社Jij」 起業

東北大学　大学院情報科学研究科　准教授　大関 真之

QBキャピタル
合同会社

印刷型有機ELパネルの事業化 山形大学　有機エレクトロニクスイノベーションセン
ター　教授　硯里 善幸

プラスチック製容器包装廃棄物の高度選別装置の事業化　※
社会還元加速プログラム（SCORE）
2019年度採択課題

芝浦工業大学　デザイン工学部　教授　田邉 匡生

ワンショット･ナノレベル表面形状測定機の事業化 兵庫県立大学　大学院工学研究科　特任教授　佐藤 邦弘

組合せ爆発を計算可能な小さなAI ｢fineOptimAI（ファイ
ンオプティマイ）｣の事業化　※
社会還元加速プログラム（SCORE）
2018年度採択課題
2021年12月「株式会社fineOptimAI」起業

大阪工業大学　情報科学部　准教授　平嶋 洋一

竹の解繊・ナノ化技術によるCNFの開発　※
社会還元加速プログラム（SCORE）
2017年度採択課題
2021年9月「株式会社おおいたCELEENA」起業

大分大学　理工学部　准教授 衣本 太郎

負電荷ナノ粒子による標的化DDSプラットフォームの
構築　※

長崎大学　病院薬剤部　教授 佐々木 均

多様な形状と機能性を有するシリカガラス製品を低コ
ストで製造する技術の事業化　※

九州大学　グローバルイノベーションセンター　教授
藤野 茂

農産物の品質や生産性を向上させる為の環境制御シス
テムの開発　※
2020年12月「株式会社日本炭素循環ラボ」起業

九州大学　大学院工学研究院　准教授　星野 友
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※事業終了（研究代表者の所属・役職は事業終了時点のものとなります。）

事業プロモーターユニット
の代表実施機関 プロジェクト名称 研究代表者名

（2022年4月時点）
事業プロモーターユニット

の代表実施機関 プロジェクト名称 研究代表者名
（2022年4月時点）

ジャフコ グループ
株式会社

新規RNAウイルスベクターを用いた遺伝子治療薬の開
発　※

京都大学　ウイルス・再生医科学研究所　教授　
朝長 啓造

1塩基変異遺伝子を正常遺伝子と区別して抑制する
RNA干渉技術の開発

東京大学　大学院理学系研究科　准教授　程 久美子

標的タンパク質分解によるケミカルノックダウン
（CiKD）創薬基盤技術の事業化　※
2018年6月「株式会社FuturedMe」起業

東京理科大学　生命医科学研究所　准教授　宮本 悦子

視覚相対位置によるロボットアーム作業戦略理論とそ
の実用　※
2018年3月「株式会社チトセロボティクス」起業

立命館大学　理工学研究科　教授　川村 貞夫

画像解析技術を用いた再生医療用培養細胞の品質管理
システムの事業化　※

名古屋大学　大学院創薬科学研究科　准教授　
加藤 竜司

紫外可視光変換材料の開発および量産技術の確立と事
業化　※

秋田大学　大学院工学資源学研究科　講師　辻内 裕

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　※
2014年5月「リバーフィールド株式会社」起業

東京医科歯科大学　生体材料工学研究所　教授／
東京工業大学　精密工学研究所　客員教授　川嶋 健嗣
東京工業大学　精密工学研究所　准教授　只野 耕太郎

高速液クロ／質量分析装置用普及型脱塩インター
フェース、および試薬の開発　※

東京農工大学　大学院農学研究院　教授　千葉 一裕

バイオ・サイト・
キャピタル株式会社  

癌・ウイルス等の簡便、迅速、超高感度な検査・分析プ
ラットフォームテクノロジーの開発　※

神戸大学　産官学連携本部　特命教授　竹内 俊文

革新的がん放射性治療薬の事業化に向けた技術開発 ※ 量子科学技術研究開発機構　量子生命・医学部門　
量子医科学研究所　上席研究員　吉井 幸恵

長期徐放性DDSのプラットフォームテクノロジーの開
発と眼科用新薬開発への応用

東北大学　大学院医学系研究科　助教　永井 展裕

視線検出技術を利用した簡易認知機能スクリーニング
システムの開発による社会システムの負荷軽減　※
2019年11月「株式会社アイ・ブレインサイエンス」起業

大阪大学　大学院医学系研究科　寄附講座准教授　
武田 朱公

ANGPTL2を標的とする画期的心不全等遺伝子治療薬
の開発　※

熊本大学　大学院生命科学研究部　教授　尾池 雄一

RANKL／RANKシグナルをターゲットにした炎症制御
による新規脳梗塞治療法の開発　※
2018年8月「MHペプタイド株式会社」起業 

大阪大学　大学院医学系研究科　寄附講座准教授　
島村 宗尚

微生物燃料電池を用いた新規エコ廃水処理システムの
開発　※
2019年5月「BioAlchemy株式会社」起業

沖縄科学技術大学院大学　生物システムユニット　
技術員　デイヴィッド・シンプソン

CRISPR-Cas9システムを光制御するゲノムエンジニア
リングツール　※
2019年4月「株式会社ミーバイオ」起業

東京大学　大学院総合文化研究科　教授　佐藤 守俊

次世代型医療を実現する実用的RNA分子の開発　※
2018年1月「株式会社e-NA Biotec」起業

愛知工業大学　工学部応用化学科　教授／岐阜大学
工学部　特任教授／岐阜大学　名誉教授　北出 幸夫

革新的血液脳関門制御技術の開発　※ 大阪大学　大学院薬学研究科　准教授　岡田 欣晃　
（2015年４月１日～）
准教授　近藤 昌夫　（～ 2015年３月31日）

アンチエイジング効果のあるショートペプチドを用い
た化粧品・育毛剤の開発
－ペプチドのプラットフォームテクノロジーの開発－　※
2016年4月「アンチエイジングペプタイド株式会社」起業

大阪大学　大学院医学系研究科　寄附講座教授　
中神 啓徳

中赤外レーザーを用いた非侵襲血糖測定器の開発　※
2017年7月「ライトタッチテクノロジー株式会社」起業

日本原子力研究開発機構　
量子ビーム応用研究センター　研究主幹　山川 考一

がん特異的アミノ酸輸送体を分子標的とする新規PET
診断用プローブ　※

大阪大学　大学院医学系研究科　教授　金井 好克

ペリオスチン制御による炎症関連疾患の新規治療法の
開発　※
2017年10月「ペリオセラピア株式会社」起業

大阪大学　大学院医学系研究科　准教授　谷山 義明

バイオ・サイト・
キャピタル株式会社  

タンパク質、核酸等バイオ分子の分離・精製用カラムを
中心とした高機能有機高分子モノリスの開発　※

大阪大学　大学院工学研究科　教授　宇山 浩

miRNAプロファイルモジュレーションシステムの開発
※

大阪市立大学　大学院工学研究科 准教授　立花 亮

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　※
2014年6月「沖縄プロテイントモグラフィー株式会社」起業

沖縄科学技術大学院大学　構造細胞生物学ユニット 
教授　ウルフ・スコグランド

糖鎖の研究及び産業利用を促進させるための新規糖鎖
合成技術の開発　※

和歌山大学　教育学部　准教授　山口 真範

DBJキャピタル
株式会社  

オンリーワンカイコバイオリソースと昆虫工場を用い
た難発現性タンパク質の大量生産システム　※
2018年4月「KAICO株式会社」起業

九州大学　大学院農学研究院　教授　日下部 宜宏

植物病原カビを抑制する微生物創農薬及びグローバル
ライセンスビジネスの構築※

山形大学　大学院理工学研究科　教授　原 富次郎

日本産完熟イチゴを世界展開するための超品質保持流
通技術及び品質管理システムの開発　※

宇都宮大学　大学院工学研究科　教授　尾崎 功一

電界共振型生体センシング、およびセンシングデータ解
析システムの開発　※
2016年3月「ひびきの電子株式会社」起業 

九州工業大学　産学連携推進センター　教授　佐藤 寧

病原体の種類を問わず植物病害を防除できる新型微生
物農薬及びその種子処理技術の開発　※

東京農業大学　農学部　教授　篠原 弘亮

スマートエネルギー利用植物工場　※ 九州大学　大学院工学研究院　准教授　濱本 芳徳

未利用バイオマスからの高性能コンポジット開発プロ
ジェクト　※
2014年12月「合同会社テイクプラス」起業 

九州工業大学　大学院生命体工学研究科　教授　
西田 治男

菌根菌とそのパートナー細菌を活用した、安心・安全で持
続可能な食料増産技術の事業化のための研究開発　※

京都府立大学　大学院生命環境科学研究科　教授　
石井 孝昭

新型固体電池のグローバルビジネスモデル確立のため
のスマートバッテリー技術開発　※

東北大学　金属材料研究所　准教授　山村 朝雄

アグリ・グリーンイノベーションを実現する生分解性抗
菌ナノ粒子による農業用抗菌剤の研究開発　※

横浜市立大学　大学院医学研究科　准教授　城武 昇一

東北イノベーション
キャピタル株式会社 

微細印刷集積回路に向けた高精細、高機能な銀ナノ粒子
インクの開発、製造・販売※
2016年4月「株式会社フューチャーインク」起業

山形大学 大学院理工学研究科　准教授　熊木 大介

高性能・低価格太陽電池を実現するためのCuペースト
の開発　※
2013年4月「株式会社マテリアル・コンセプト」起業

東北大学　未来科学技術共同研究センター　教授　
小池 淳一

超高機能光源の開発と先端バイオメディカル応用　※ 東北大学　未来科学技術共同研究センター　教授　
横山 弘之

モータ内蔵型ミリサイズ・バックラッシュレス関節アク
チュエータの事業化　※
2015年4月「株式会社ミューラボ」起業

福島大学　共生システム理工学類　教授　高橋 隆行

360ipジャパン
株式会社  

病理診断に現れる組織画像解析法の事業化　※
2019年4月「株式会社APSAM Imaging」起業

大阪大学　大学院医学系研究科　教授　山本 浩文

フレネル型大口径液晶レンズを用いた度数可変型眼鏡
の開発　※

大阪大学　大学院工学研究科　教授　尾崎 雅則

脱分化脂肪細胞（DFAT）の臨床用細胞製造と細胞治療
への応用　※

日本大学　医学部　教授　松本 太郎

ウォーターベイン・
パートナーズ
株式会社

タランチュラ毒由来のペプチドライブラリーと新規ペ
プチドディスプレイ技術を用いたイオンチャネル作用
薬の創製技術　※
2020年7月「Veneno Technologies株式会社」起業

産業技術総合研究所　創薬基盤研究部門　主任研究員
木村 忠史

Cdkal1リスクアレル保有2型糖尿病患者に対する治療
薬ならびにコンパニオン診断技術の開発　※

熊本大学　大学院生命科学研究部　教授　富澤 一仁
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ウォーターベイン・
パートナーズ
株式会社

我が国で発見された生理活性ペプチド“アドレノメデュ
リン”の医薬品としての研究開発　※
2017年2月「ひむかAMファーマ株式会社」起業

宮崎大学　医学部　教授　北村 和雄

ステルス型RNAベクターを使った再生医療用ヒト細胞
創製技術　※
2014年12月「ときわバイオ株式会社」起業

産業技術総合研究所　創薬基盤研究部門　
ヒト細胞医工学研究ラボ長　中西 真人

野村ホールディングス
株式会社 

化学発光タンパク質を利用したイルミネーション技術
の開発　※

大阪大学　産業科学研究所　助教　服部 満

室温原子層堆積法による金属酸化物ナノコーティング
技術の事業化　※
2019年3月「株式会社Cool ALD」起業  

山形大学　大学院理工学研究科　教授　廣瀬 文彦

動作軌道の直接教示が容易で柔表面構造を有する安全
なロボットアームの開発　※

早稲田大学　創造理工学研究科　准教授（任期付）　
シュミッツ・アレクサンダー

装着型嚥下計測技術に基づく摂食・嚥下支援ネットワー
ク形成への応用　※
2018年4月「PLIMES株式会社」起業

筑波大学　システム情報系／
サイバニクス研究センター　教授　鈴木 健嗣

宇宙誕生の電波観測技術を応用した革新的気象予報装
置の開発　※

高エネルギー加速器研究機構　素粒子原子核研究所　
准教授　田島 治

超低消費電力データ駆動プロセッサによる長寿命・高信
頼センサーシステムの事業化　※
2018年2月「株式会社DDSNA」起業

筑波大学　システム情報系　教授　西川 博昭

シリコーンハイドロゲルを起点とした医療機器表面の
改質　※
2016年5月「インテリジェント・サーフェス株式会社」起業 

東京大学　大学院工学系研究科　教授　石原 一彦

再生医療技術の基盤研究を応用した内在性幹細胞制御
による肝疾患の革新的治療戦略　※
2016年4月「カノンキュア株式会社」起業

鳥取大学　大学院医学系研究科　教授　汐田 剛史

スマートセンシングを用いた感性計測装置　※
2016年4月「株式会社TOFFEE」起業

長岡技術科学大学　工学部　教授　中川 匡弘

株式会社
ファストトラック
イニシアティブ   

ナノ診断・治療技術の基盤となるナノバイオ粒子プロ
ファイリング技術の事業化※
2018年11月「株式会社イクストリーム（iXstream）」起業

東京大学　大学院工学系研究科　教授　一木 隆範

生きた細胞内の分子の動きを見る高速超解像ライブイ
メージング顕微鏡の事業化※

理化学研究所　光量子工学研究領域　チームリーダー
中野 明彦

免疫抗原受容体バイオインフォマティクスを利用した
新規治療ターゲットの同定および治療法の開発　※

東北大学　加齢医学研究所　教授　小笠原 康悦

カニ殻を用いたキチンナノファイバーの製造技術、およ
びその展開　※
2016年4月「株式会社マリンナノファイバー」起業（設立に
際し、株式会社山陰合同銀行及びREVICキャピタル株式
会社の支援を受ける）

鳥取大学　大学院工学研究科　准教授　伊福 伸介

株式会社
ケイエスピー  

糖尿病患者のQOL（生活の質）向上を目指したエレクト
ロニクスフリーな人工膵臓の開発　※

東京医科歯科大学　生体材料工学研究所　准教授　
松元 亮

株式会社経営共創基盤

Si負極と有機正極からなる軽量高エネルギー二次電池
の開発　※
2020年5月「ORLIB株式会社」起業

東京大学　大学院理学系研究科　教授　西原 寛

ニッセイ・キャピタル
株式会社

次世代経皮吸収技術の開発　※
2021年1月「NOVIGO Pharma株式会社」起業

九州大学　工学研究院　教授　後藤 雅宏

マイクロ湿式紡糸技術をコアとした高付加価値材料の
精密生産　※

岡山大学　大学院自然科学研究科　教授　小野 努

ウエルインベスト
メント株式会社   

社会的会話AIを搭載したメディアサービスの事業化 ※
2022年5月「株式会社エキュメノポリス」起業

早稲田大学　グリーン・コンピューティング・システム
研究機構　主任研究員　（研究院 准教授）　松山 洋一

細胞内イオンチャネル創薬のためのスクリーニングプ
ラットフォームの事業化　※
2021年8月「株式会社MAQsys」起業

神奈川県立産業技術総合研究所　人工細胞膜システム
グループ　グループリーダー　竹内 昌治

人工衛星群のための運用支援・健全性監視サービス　※ 東京大学　先端科学技術研究センター　教授　矢入 健久

前十字靭帯再建手術に用いる動物由来無細胞化腱の事
業化　※
2016年11月「CoreTissue BioEngineering株式会社」起業

早稲田大学　理工学術院　教授　岩﨑 清隆

「関係性システム」を活用したレコメンドシステムの事
業化　※
2017年12月「Zuva株式会社」起業

京都大学　大学院情報学研究科　准教授　新熊 亮一

半導体リソグラフィ用EUV光源事業　※ 関西大学　システム理工学部　教授　大西 正視

次世代ハイビジョン用画像デコーダLSIの事業化　※ 早稲田大学　大学院情報生産システム研究科　教授
後藤 敏

株式会社東京大学
エッジキャピタルパー
トナーズ   

超小型衛星用の水を推進剤とした統合推進システム　※
2020年4月「株式会社Pale Blue」起業

東京大学　大学院新領域創成科学研究科　准教授　
小泉 宏之

質量顕微鏡法を用いた新しい薬物動態解析及び創薬標
的探索事業　※
2019年2月「株式会社プレッパーズ」起業

浜松医科大学　細胞分子解剖学講座　教授　瀬藤 光利

障害者のモビリティを高める高性能義足の開発　※
2018年12月「BionicM株式会社」起業 

東京大学　大学院情報理工学系研究科　教授　
稲葉 雅幸

クロレラによる複数色のカロテノイドと長鎖不飽和脂
肪酸の大量生産　※
2018年3月「株式会社アルガルバイオ」起業 

東京大学　大学院新領域創成科学研究科　教授　
河野 重行

接木の技術革新による農業イノベーション　※
2017年4月「グランドグリーン株式会社」起業

名古屋大学　大学院生命農学研究科　助教　
野田口 理孝

Collective Osmotic Shock法を用いた新規メンブレン
フィルターの実用開発研究 ～省エネおよび低ファウリ
ング（膜汚染）膜の実現を目指して～　※
2020年1月「株式会社OOYOO」起業

京都大学　物質-細胞統合システム拠点　教授　
イーサン・シバニア

デジタルグリッド技術の電力識別に基づく電力流通
サービス事業　※

東京大学　総括プロジェクト機構　特任准教授　
田中 謙司

半月板型インプラント様細胞構造体を用いたあたらし
い再生医療事業の創出　※

佐賀大学　大学院工学系研究科　教授　中山 功一

抗CD4抗体投与による骨髄移植に伴う副作用（GVHD）
の軽減と抗腫瘍効果（GVL/T）の促進をねらった治療※

東京大学　大学院医学系研究科　教授　松島 綱治

非侵襲型診断医療に向けた半導体バイオセンシングの
実用開発研究 ～採血フリーグルコースセンサによる糖
尿病患者の負担軽減を目指して～　※
2015年3月「株式会社PROVIGATE」起業 

東京大学　大学院工学系研究科　准教授　坂田 利弥

無線アクセスポイント仮想化による情報通信サービス
の高度化　※

東京大学　大学院情報学環　教授　中尾 彰宏

知能ロボットソフトウェアの産業展開によるオープン
イノベーション拠点の創出※

東京大学　大学院情報理工学系研究科　准教授　
岡田 慧
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2022年度 世界最小口径の異種脱細胞化血管の事業化検証 国立循環器病研究センター　研究所　部長　山岡 哲二

ナノカーボンを用いたロバスト性逆浸透（RO）膜技術の事業化検証 信州大学　工学部　准教授　竹内 健司

オンチップ液体クロマトグラフィーとAIを用いた汗中代謝分
子分析の事業化

東京大学　大学院薬学系研究科　准教授　角田 誠

空中超音波を用いた触覚提示技術の事業化検証 東京大学　大学院新領域創成科学研究科　特任助教　神垣 貴晶

発電菌を利用した植物電池を電源とするエネルギー自給自足
型IoTデバイスの事業化検証

東京農工大学　大学院工学研究院　助教　沖田 尚久

クルマエビ抗体様蛋白質Dscamを用いた診断法・治療法の事
業化検証

長崎大学　熱帯医学研究所　准教授　久保 嘉直

超高速高解像4Dイメージング顕微鏡技術の事業化検証 広島大学　大学院統合生命科学研究科　准教授　杉 拓磨

ヒト in vitro 血液脳関門（BBB）モデルkit の事業化検証 山口大学　医学部／大学院医学系研究科　研究代表／助教　
竹下 幸男

2021年度 生体温度で発電可能な温度差電池のウェアラブルデバイスへの応用 九州大学　大学院工学研究院　准教授　星野 友

虫こぶ形成昆虫由来生理活性ペプチドCAPを利用した新規バ
イオスティミュラントの汎用製品化

京都府立大学　大学院生命環境科学研究科　教授　佐藤 雅彦

ダイヤモンド耐環境エレクトロニクスの事業化検証 産業技術総合研究所　センシングシステム研究センター　
主任研究員　大曲 新矢

超高性能プラズマ制御技術に基づいた極限真空ポンプの事業化検証 自然科学研究機構　核融合科学研究所　准教授　本島 厳

次世代型超音波生体モニタリング技術の事業化 電気通信大学　大学院情報理工学研究科　准教授　小泉 憲裕

共晶反応を用いて作製した多孔質アモルファスシリコンの事
業化検証

東北大学　金属材料研究所　准教授　岡田 純平

形状記憶更新性をもつ熱硬化性樹脂の事業化検証 名古屋工業大学　産学官金連携機構　特任助教　片山 精

細胞集塊培養技術によって得られる人工材料不含の骨様組織
を用いた顎骨再建療法事業化検証

広島大学　大学院医系科学研究科　助教　加治屋 幹人

2020年度 大気中ウイルス可視化シートセンサの事業化検証 大阪府立大学　大学院工学研究科　准教授　遠藤 達郎

狭小間においてランダム発生する事故誘発静電気の検知技術
の事業化検証　2021年度START採択

大阪府立大学　大学院工学研究科　准教授　高橋 和

蚊のバイオミメティクスによる医療用無痛穿刺システムの事
業化検証

関西大学　システム理工学部　教授　青柳 誠司

人の関心をより引きつける話し方が身に付くバーチャル・リ
アリティ技術の事業化検証

九州大学　大学院芸術工学研究院　助教　冬野 美晴

手軽に有機栽培ができる濃縮有機液肥の生産技術に関する事
業化検証

九州大学　大学院農学研究院　教授　矢部 光保

肉用牛の産肉形質の生体肥育診断システムの事業化検証 近畿大学　生物理工学部　教授　松本 和也

iPS細胞由来ヒト腸管オルガノイドの創薬支援事業モデルの
構築と検証

国立成育医療研究センター　研究所　部長　阿久津 英憲

小児に対する手指欠損用筋電・能動義手の事業化検証 国立成育医療研究センター　臓器・運動器病態外科部　
診療部長　高木 岳彦

免疫組織化学的バイオマーカーによる子宮間葉性腫瘍の予後
予測法の技術事業化検証

国立病院機構京都医療センター　臨床研究センター　
研究室長　林 琢磨

微細藻類活性化剤Algae Power（アルジ パワー）販売の事業化検証 崇城大学　生物生命学部　教授　宮坂 均

フラビウイルス共通のエンベロープ糖蛋白質第3ドメイン
（ED3）の変異型配列ライブラリーを用いた新型フラビウイル
ス検出法の高速開発

東京農工大学　大学院工学研究院　教授　黒田 裕

三次元培養技術を用いたオーダーメイド獣医療システムの事
業化検証　2021年2月「エアデックmini株式会社」起業

東京農工大学　大学院農学研究院　特任講師　臼井 達哉

高精度次世代DNA分析による品種・個体・産地・種識別技術の
事業化検証　2021年12月「株式会社 GENODAS」起業

東北大学　大学院農学研究科　助教　松尾 歩

伸縮性をもつ摩擦帯電型発電シートの事業化可能性検証 名古屋大学　未来材料・システム研究所　助教　松永 正広

超小型プラントによる金属高品位リサイクルの事業化検証
2021年4月「株式会社エマルションフローテクノロジーズ」起業

日本原子力研究開発機構　先端基礎研究センター　
研究主幹　永野 哲志

2020年度 磁界バイアス方式による高精度脳機能ダイナミクス計測技術
の事業化検証

広島市立大学　大学院情報科学研究科　教授　樋脇 治

皮弁移植後の血流監視技術の事業化検証 広島大学　学術・社会連携室　共同研究講座講師　松浦 康之

トンボの羽の特性を持つドローン用プロペラの事業化検証 北陸先端科学技術大学院大学　先端科学技術研究科　
准教授　HO, Anh Van

鋳造業における注湯作業解析サービスの事業化検証 山梨大学　大学院総合研究部　教授　野田 善之

2019年度 ナノバイオ顕微鏡技術の事業化検証 大阪大学　大学院基礎工学研究科　教授　阿部 真之

多種フレキシブルセンサアレイシステムの事業化検証 大阪府立大学　大学院工学研究科　教授　竹井 邦晴

代謝物を指標に身体機能管理を支援するサービスの事業化検証 沖縄科学技術大学院大学　G0 細胞ユニット　技術員　照屋 貴之

球駆動式全方向移動装置技術の事業化検証
2020年度START採択

九州工業大学　大学院生命体工学研究科　准教授　宮本 弘之

体表特徴点位置計測による放射線治療中の患者体動モニター
の実用化検証

国立成育医療研究センター　放射線診療部　
診療部長　藤 浩

顔認証機能を活用した脳卒中早期発見アプリの事業化検証 滋賀医科大学　医学部　教授　野﨑 和彦

身体の加速度情報を用いた非日常的動作の検知・警告システ
ムの事業化検証

滋賀医科大学　研究活動統括本部研究戦略推進室　
部門長・特任教授　松浦 昌宏

医用画像データ流通市場創成の事業化検証 東京大学　医学部附属病院　助教　金 太一

THz分光による廃棄物プラスチック分別技術システムの構築
と顧客価値の検証　2020年度START採択

東北大学　大学院工学研究科　准教授　田邉 匡生

新しい胆嚢炎治療を実現する器具販売事業のビジネスモデル検証
2020年度START採択

東北大学　大学院工学研究科　准教授　宮本 浩一郎

レビー小体型認知症の超早期診断と治療薬開発の事業化検証
2021年5月「BRIファーマ株式会社」起業

東北大学　大学院薬学研究科　教授　福永 浩司

革新的羽根車を搭載したマイクロ水力発電システムの事業化
検証（農業支援サービスの事業創出）

長崎大学　大学院工学研究科　助教　佐々木 壮一

再発骨肉腫を標的にした最初（first-in-class）の抗体薬物複合
体開発　2020年11月「BFACT株式会社」起業

名古屋大学　大学院医学系研究科　准教授　榎本 篤

獣医再生医療技術の事業化検証
2021年1月「株式会社Vetanic」起業

日本大学　生物資源科学部　准教授　枝村 一弥

蛍光バイオイメージング技術を用いた薬効評価法の事業化検証
2021年8月「HILO株式会社」起業

北海道大学　大学院医学研究院　教授　大場 雄介

ガンマ線コンプトンカメラGREIによる早期診断技術の事業
化検証

理化学研究所　生命機能科学研究センター　副チームリーダー
本村 信治

健康起因事故の未然防止を主目的とした「Virtual Co-Driver」
の事業化検証

早稲田大学　理工学術院総合研究所　
主任研究員（研究院准教授）　亀﨑 允啓

2018年度 計算科学的手法を用いた合理的タンパク質設計技術によるサ
メ抗体の高機能化 

愛媛大学　プロテオサイエンスセンター　
准教授　竹田 浩之

小さなAIで実現する食品スーパーの仕入れ最適化 
2019年度START採択

大阪工業大学　情報科学部　准教授　平嶋 洋一

視覚障がい者単独歩行支援装置の施設内活用MVP の開発 大阪市立大学　大学院工学研究科　講師　今津 篤志 

接触面における三次元皮膚負担を推定可能なセンサシートの
事業化検証のための大規模センサアレイ開発

大阪大学　大学院工学研究科　テニュアトラック助教　
石原 尚

音声明瞭化技術の事業化検証のための音声強調条件決定シス
テムの開発　2020年4月「サウンド株式会社」起業

九州大学　大学院芸術工学研究院　
教授　中島 祥好

遺伝子変異を伴う難治性疾患治療薬および診断薬創出プラッ
トフォーム構築を目的としたユニバーサル核酸の開発 

神戸大学　大学院科学技術イノベーション研究科　
客員准教授　片岡 正典

介護対象者見守り支援サービスの事業化に向けた臥床者体動
情報収集システムの開発
2019年8月「株式会社ナーステックラボ」起業

自治医科大学　看護学部　准教授　川上 勝

水産プロバイオティクスの事業化のための養殖現場での実証試験 崇城大学　生物生命学部　教授　宮坂 均 
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2018年度 水中用着用型センサスーツによる水泳訓練およびリハビリ
テーション評価技術の事業化検証

筑波大学　システム情報系　助教　廣川 暢一

遠隔音楽療法サービスのための統合環境の開発 東京医療保健大学　医療保健学部　准教授　小杉 尚子

ナノ3Dプリンタの事業化検証のための自己会合技術の開発 東京工業大学　情報理工学院　助教　小宮 健

タンパク質分子モーター計数装置の開発と事業化検証 東北大学　大学院工学研究科　准教授　林 久美子

咀嚼機能改善のための再生医療技術の開発
2019年1月「オステレナト株式会社」起業

東北大学　大学院歯学研究科　教授　齋藤 正寛

ラボ・オン・ドローンの事業化検証に向けた大気エアロゾルの
サンプルリターン機能の開発

名古屋大学　未来社会創造機構　特任准教授　小野島 大介

有機性廃棄物から代替魚油を生産する技術の開発 広島大学　大学院工学研究科　教授　中井 智司

ゲノム編集による革新的な製品・サービス創出モデルの開発
2019年8月「プラチナバイオ株式会社」起業

広島大学　大学院理学研究科　教授　山本 卓

ピンスポット目覚まし時計の事業化検証のためのオーディオ
スポットの開発
2020年2月「株式会社ソニックアーク」起業

立命館大学　情報理工学部　教授　西浦 敬信

2017年度 社会問題の解決を起点とする事業化を志向した竹を原料とす
る次世代材料の製造開発
2018年度START採択

大分大学　理工学部　助教　衣本 太郎

複眼IoTセンサの事業化検証のためのドローン搭載用多次元
画像情報取得複眼カメラの開発

大阪大学　大学院情報科学研究科　教授　谷田 純

ミリ波レーダの車両近傍界計測
2019年7月「株式会社フォトニック・エッジ」起業

岐阜大学　工学部　准教授　久武 信太郎

テラヘルツ偏光イメージング分析技術の成果事業化検証のた
めの装置開発

慶應義塾大学　理工学部物理学科　准教授　渡邉 紳一

個性や利用状況に応じて最適な方法で行動意欲を引き出す人工
知能および同技術搭載の行動促進アプリ事業化検証のための科
学的有効性が検証された行動促進手法搭載のソフトウェア開発
2018年12月「Willbooster株式会社」起業

国立情報学研究所　アーキテクチャ科学研究系　助教　
坂本 一憲

光駆動エネルギー再生型スマートセルの作製
2019年8月「株式会社396バイオ」起業

静岡県立大学　食品栄養学部　准教授　原 清敬

後付けが容易なIRビーコンによる屋内測位技術の利活用 筑波大学　システム情報系 　助教　善甫 啓一

薬剤探索支援の事業化を目的とする薬剤候補分子の高効率な
分離改善技術の検証
2020年5月「株式会社リンクバイオ」起業

東京大学　大学院総合文化研究科　准教授　吉本 敬太郎

フィールドモニタリング技術事業化検証のためのサービス化
手法の開発

東京大学　大学院生命科学研究科附属　生態調和農学機構 
特任教授　平藤 雅之

カビの殺菌が可能な農産物の瞬間乾燥粉末化技術の開発と事
業化検証
2018年9月「株式会社グリーンエース」起業

東京農工大学　大学院農学研究院　教授　千葉 一裕

ドライバエージェントロボットシステムの事業化検証のため
のスマホアプリの開発　
2020年8月「株式会社ポットスチル」起業

名古屋大学　未来社会創造機構　特任准教授　田中 貴紘

骨髄間葉系幹細胞の磁気ターゲティング装置の開発
2018年度START採択

広島大学　広島大学病院未来医療センター　講師　
亀井 直輔

機能性高分子ゲルを用いた飲料水浄化用重金属除去剤の開発
2019年7月「株式会社ゲルテクノリサーチ」起業

広島大学　大学院工学研究科　助教　後藤 健彦

感性的・機能的価値を付与する開閉力の可制御ドアの開発 広島大学　大学院工学研究科　准教授　栗田 雄一

活性酸素光除去技術の事業化検証への可視光敏感水素生成光
触媒の開発

物質・材料研究機構　主幹研究員　阿部 英樹

ロボット技術を応用した全自動歯ブラシの事業化検証のため
の歯垢除去機構の開発
2018年4月「株式会社Genics」起業

早稲田大学　理工学術院総合理工学部　准教授　石井 裕之

2021年度 デジタルツインによりセンサ
レス自律移動を可能にする多
重複合センサネットワーク

芝浦工業大学　工学部　
教授　新熊 亮一

起業による技術シーズ
の事業化

最先端通信技術によりサイバー空
間とフィジカル空間が高度に融合
した世界で新たな価値を生み出す
研究開発

高度にパーソナライズされた
情報空間ガイドAIの開発

早稲田大学　
グリーン・コンピューティン
グ・システム研究機構　
主任研究員（研究院准教授）　
松山 洋一

起業による技術シーズ
の事業化

最先端通信技術によりサイバー空
間とフィジカル空間が高度に融合
した世界で新たな価値を生み出す
研究開発

データセンタ光トランシーバ
用超高速ポリマ光変調器の集
積化

長崎大学　大学院工学研究科
教授　榎波 康文

起業による技術シーズ
の事業化

最先端通信技術によりサイバー空
間とフィジカル空間が高度に融合
した世界で新たな価値を生み出す
研究開発

複雑系のための機能設計オー
ダー N一般化量子ML計算法

九州大学　
大学院総合理工学研究院　
教授　青木 百合子

大学等発ベンチャーを
含む中小企業への技術
移転

ゲート型量子コンピュータの利活
用に向けた、制御システムの設計
や、アプリケーションソフトウェ
アの開発

ロバスト深層学習による作
物・雑草判別技術を活用した
株間除草ロボットの開発

北海道大学　
大学院工学研究院　
准教授　江丸 貴紀

大学等発ベンチャーを
含む中小企業への技術
移転

農林水産業・食品産業の課題解決
に貢献する研究開発

ドローンモニタリングによる
イチゴ収量予測の実現可能性
の検証

農業・食品産業技術総合研究
機構　農業機械研究部門　
主任研究員　坪田 将吾

起業による技術シーズ
の事業化

農林水産業・食品産業の課題解決
に貢献する研究開発

進化的機械学習技術による人
工光型植物工場の栽培条件の
最適化

横浜国立大学　
大学院環境情報研究院　
教授　長尾 智晴

大学等発ベンチャーを
含む中小企業への技術
移転

農林水産業・食品産業の課題解決
に貢献する研究開発

液密亜臨界制御機能を有する
水熱反応技術の事業化

信州大学　工学部　
教授　天野 良彦

起業による技術シーズ
の事業化

農林水産業・食品産業の課題解決
に貢献する研究開発

スマートゲノム育種に基づく
気候危機・自動化農業に適合
する頑健・多収植物開発によ
るプロセスイノベーション

静岡大学　
グリーン科学技術研究所　
教授　富田 因則

起業による技術シーズ
の事業化

農林水産業・食品産業の課題解決
に貢献する研究開発

養殖場における自動給餌機の
為の自動補給船－ロボット漁
船－の研究開発

大阪府立大学　
大学院工学研究科　
准教授　二瓶 泰範

大学等発ベンチャーを
含む中小企業への技術
移転

農林水産業・食品産業の課題解決
に貢献する研究開発

畜産動物の廃棄骨を循環的に
利用する液肥成分製造法の確
立と水耕栽培への実用化

近畿大学　生物理工学部　
教授　森本 康一

起業による技術シーズ
の事業化

農林水産業・食品産業の課題解決
に貢献する研究開発

未利用水産資源を有効活用
する次世代抗体作製技術の
フィージビリティスタディ

愛媛大学　
プロテオサイエンスセンター
准教授　竹田 浩之

起業による技術シーズ
の事業化

農林水産業・食品産業の課題解決
に貢献する研究開発
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大学発新産業創出プログラム（START）
大学・エコシステム推進型

▶大学・エコシステム推進型 大学推進型（⇒P.49）
（旧：社会還元加速プログラム（SCORE） 大学推進型） 
※新規の公募の予定はありません。

大学・エコシステム推進型 大学推進型では、大学にて、学内の研究代表者の技術シーズを基にした大学発ベン
チャーの創出にむ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を推進します。
最長5年度の活動期間となりますが、支援期間終了後も持続的に大学発ベンチャー創出支援を実現するために、
GAPファンド運用や支援体制の維持等に必要な資金の確保を含めた中長期的な計画を立てて、活動を推進します。

▶大学・エコシステム推進型　
スタートアップ・エコシステム形成支援　（⇒P.51）
※新規の公募の予定はありません。

大学・エコシステム推進型 スタートアップ・エコシステム形成支援では、2020年7月に内閣府が選定した「スタート
アップ・エコシステム拠点都市」において中核となる大学・機関から構成されるプラットフォームに対し、アントレプレ
ナーシップを有する人材の育成とスタートアップ創出へ一体的に取り組むための活動に必要となる支援を行います。
大学から生まれる優れた技術シーズの実用化やアントレプレナーシップを有する人材の育成を強力に支援し、コロナ
後の社会変革や社会課題解決に繋がる社会的インパクトの大きいスタートアップが持続的に創出される体制を構築
することを目指すプログラムです。
2020年度補正予算で実施した「大学・エコシステム推進型 拠点都市環境整備型（以下、「拠点都市環境整備型」）」では、

「スタートアップ・エコシステム拠点都市」において中核となる大学・機関から構成されるプラットフォームに対し、起
業家育成とスタートアップ創出に一体的に取り組むための環境整備に必要となる支援を短期集中的に実施しました。
スタートアップ・エコシステム形成支援では、アントレプレナーシップ人材育成プログラムの開発・運営等への支援も
追加し、拠点都市環境整備型で育成した人材や整備した環境を活用しつつ、さらにエコシステムを発展させることを
目指します。

※ スタートアップ・エコシステム拠点都市：内閣府が公募し、4つのグローバル拠点都市及び4つの推進拠点都市が選定され、
2020年～ 2022年までの3年間を集中支援期間として、世界に伍するスタートアップを支える支援体制の構築を推進する。
https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/ecosystem/index.html

◆重複申請の可否について
同一の研究代表者は、プロジェクト推進型 起業実証支援、ビジネスモデル検証支援、SBIRフェーズ1支援（ただし、技
術移転による技術シーズの事業化を目指す場合は一部異なります）、大学・エコシステム推進型 大学推進型、 スター
トアップ・エコシステム形成支援内の研究開発課題を同時に申請または実施することはできません。

大学発新産業創出プログラム（START） 大学・エコシステム推進型は、
以下の各プログラムにて構成されています。

各プログラムの概要

START Program for Creating STart-ups 
from Advanced Research and Technology

採択年度 プロジェクト名称 研究代表者名 目指す社会実装方法 研究開発テーマ

※所属・役職名は採択時
　のものとなります。

2021年度 食品産業廃棄物を原料とす
る、海洋微生物ラビリンチュ
ラの魚粉／魚油代替水産飼料
素材への活用研究

宮崎大学　
農学部　
教授　林 雅弘

大学等発ベンチャーを
含む中小企業への技術
移転

農林水産業・食品産業の課題解決
に貢献する研究開発

IoTを活用した実海域での省
エネ効果モニタリングシステ
ム構築による空気潤滑システ
ムの実用省エネ効果向上の研
究

海上技術安全研究所　
流体設計系　
上席研究員　川島 英幹

大学等発ベンチャーを
含む中小企業への技術
移転

IoT等の活用による内航近代化

デジタルツインを活用した自
動操船システムの開発

東京理科大学　理工学部　
教授　中村 文一

大学等発ベンチャーを
含む中小企業への技術
移転

IoT等の活用による内航近代化

内航フィーダー輸送へのモー
ダルシフトを目的としたフィ
ジカルインターネットサービ
ス実現のためのフィージビリ
ティスタディ

近畿大学　理工学部
准教授　加藤 暢

大学等発ベンチャーを
含む中小企業への技術
移転

IoT等の活用による内航近代化

太陽光発電予測のための気象
予測モデル・気象衛星画像ハ
イブリッド高精度日射予測シ
ステムの構築

岐阜大学　工学部　
教授　小林 智尚

起業による技術シーズ
の事業化

静止衛星ひまわりのデータを用い
た社会課題解決に貢献する新たな
サービス開発

高齢者の認知機能訓練を目的
とする対話ロボットの事業化
に向けた対話データの解析

理化学研究所　
革新知能統合研究センター　
チームリーダー　
大武 美保子

大学等発ベンチャーを
含む中小企業への技術
移転

人とコミュニケーションが取れ、
福祉・医療支援や住民からの相談
対応支援、安全安心なまちづくり
等の分野で活躍できるロボット技
術の研究開発

人間の運転手の意図を理解す
る超人間級AI運転手の開発

国立情報学研究所　
アーキテクチャ科学研究系　
助教　青木 俊介

大学等発ベンチャーを
含む中小企業への技術
移転

人とコミュニケーションが取れ、
福祉・医療支援や住民からの相談
対応支援、安全安心なまちづくり
等の分野で活躍できるロボット技
術の研究開発

社会に調和した人ロボット協
調のための価値観認識・適応
AIの研究開発

早稲田大学　
理工学術院総合研究所　
主任研究員（研究院准教授）　
亀﨑 允啓

起業による技術シーズ
の事業化

人とコミュニケーションが取れ、
福祉・医療支援や住民からの相談
対応支援、安全安心なまちづくり
等の分野で活躍できるロボット技
術の研究開発

人工知能歩行識別モデルによ
る身体機能低下およびロコ
モティブシンドロームのスク
リーニング診断

大阪南医療センター　
臨床研究部　
流動研究員　多田 智

起業による技術シーズ
の事業化

人とコミュニケーションが取れ、
福祉・医療支援や住民からの相談
対応支援、安全安心なまちづくり
等の分野で活躍できるロボット技
術の研究開発
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（※新規の公募の予定はありません。）

大学・エコシステム推進型 大学推進型では、大学にて、学内の研究代表者の技術シーズを基に
した大学発ベンチャーの創出にむ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
ムの運営を推進します。
最長5年度の活動期間となりますが、支援期間終了後も持続的に大学発ベンチャー創出支援を
実現するために、GAPファンド運用や支援体制の維持等に必要な資金の確保を含めた中長期
的な計画を立てて、活動を推進します。

大学・エコシステム推進型　大学推進型
（旧：社会還元加速プログラム（SCORE） 大学推進型）

事業の特徴

最長5年度の活動期間後も、持続的な大学発ベンチャー創出支援実現を目指す４

１ 大学の特色や強みを活用した、起業活動支援プログラムを実施可能

３ 複数の大学と連携した取り組み

２ 毎年度Demo Dayを実施し、次のステージへ展開

大学・エコシステム推進型 大学推進型の枠組み

起業活動支援プログラムの運営
● 大学の主に産学連携部門が、所属大学の研究者等の技術シーズを基にした起業や
 プロジェクト推進型 起業実証支援への申請に向けて、学内の研究開発課題の募集・選考・起業活動

の支援を推進する。
● 大学に経験やノウハウが蓄積される仕組みを構築する。
● 各研究開発課題の活動は最長1年間（単年度）とし、年度毎に研究開発課題の募集・選考や
 起業活動支援プログラムの運営を実施する。

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取り組み
● 支援期間終了後も持続的に大学発ベンチャー創出支援を実現するために、GAPファンド運用や
 支援体制の維持等に必要な資金の確保を含めた中長期的な計画を立て、活動する。

主幹機関・共同機関 取り組み例
● 支援環境（GAP ファンド運用等）や支援体制の
 構築拡充
● 支援期間終了後に必要な資金確保の計画作成、活動 
● 大学等発ベンチャーの株式・新株予約権取得の促進
● 規則等の整備、等

※年１回の開催

取り組み例
● ビジネスモデル策定・改善
● 試作品やデータ等を活用した顧客ヒアリング等

主幹機関

産学連携部門
産学連携部門

産学連携部門

共同機関

プロジェクト推進型 
起業実証支援 申請や
起業などの次の展開へ

試作品
データ
等

評価
結果

起業活動支援プログラムの運営

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取り組み

持続的な大学等発ベンチャー
創出活動の実現

Demo Day
0.5〜1年度（毎年度実施）

最長 5 年度 

最長 5 年度 

支援内容 

支援目的
大学の自助努力により推進する起業支援の取組の促進とそのために必要となる
持続可能な起業支援体制の構築・強化

主幹機関：国内の国公私立大学
共同機関：国内の国公私立大学、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（国立研究開発法人を含む）、地方独立行政法人

支援対象

最長5年度支援期間

問い合わせ先

支援費用（直接経費） プログラム推進費と研究開発費の合計上限：6,000万円/年
（内訳上限）
「プログラム推進費」3,000万円/年
「1研究開発課題あたりの研究開発費」原則500万円/年（上限1,000万円/年）

産学連携展開部 START事業グループ
〒102-0076　東京都千代田区五番町7　K’s五番町
TEL：03-5214-7054  E-mail：score-u＠jst.go.jp
https://www.jst.go.jp/start/univ-promo/index.html　

5049



START Program for Creating STart-ups 
from Advanced Research and Technology

大学・エコシステム推進型
スタートアップ・エコシステム形成支援の枠組み

主幹機関・共同機関 ● 産学官金の各ステークホルダーとの
　ネットワーク構築やそれらが有効に機能するような
　マネジメントの実施
● ネットワーク構築のためのコミュニティの設置や
　 ネットワーキングイベントの実施
● 拠点都市間の情報共有、ネットワーク構築や、
　 拠点都市外の機関・海外のエコシステムとの
　 連携促進

拠点都市のエコシステムの形成・発展

主幹機関・共同機関
● 起業を志す研究者等が、事業化に向けた
   準備・検討を行う際に必要となる環境の整備
● 起業を志した際の相談窓口の設置や、関係諸ルールの
　 整備・見直し
● 設備機器を活用した起業支援に資する
 プログラム等の実施

起業環境の整備

主幹機関・共同機関 ● 拠点都市で受講を希望する全ての者に対して、
　アントレプレナーシップ人材育成プログラムを
　提供できる環境の整備
● アントレプレナーシップ教育をより効率的、
 効果的に実施するための体制・仕組みづくり
● アントレプレナーシップ人材育成プログラムの

開発・実施

アントレプレナーシップ人材育成プログラムの開発・運営等

主幹機関・共同機関 ● 技術シーズの発掘、研究開発課題の募集・選考
● 研究開発費（GAP ファンド）の適切な配布、
 起業ノウハウ等の学習、ビジネスモデルの
  ブラッシュアップ、想定顧客訪問サポート等の支援
● ハンズオン支援する人材の育成
● Demo Day の実施

起業活動支援プログラムの運営

プロジェクト推進型 
起業実証支援 申請や
起業などの次の展開へ

スタートアップ・
エコシステムの構築

大学・エコシステム推進型 スタートアップ・エコシステム形成支援では、2020年7月に内閣府が選定した「ス
タートアップ・エコシステム拠点都市」において中核となる大学・機関から構成されるプラットフォームに対
し、アントレプレナーシップを有する人材の育成とスタートアップ創出へ一体的に取り組むための活動に必要
となる支援を行います。大学から生まれる優れた技術シーズの実用化やアントレプレナーシップを有する人材
の育成を強力に支援し、コロナ後の社会変革や社会課題解決に繋がる社会的インパクトの大きいスタートアッ
プが持続的に創出される体制を構築することを目指すプログラムです。

プラットフォームは、スタートアップ・エコシステム拠点都市のビジョン・目標に対し、プラットフォー
ムとしてどのように貢献していくかを踏まえた上で、支援終了時点におけるプラットフォームとして
目指す姿について定め、以下の内容について実施します。

大学・エコシステム推進型
スタートアップ・エコシステム形成支援

事業の特徴

１

アントレプレナーシップを有する人材の育成と大学発スタートアップ創出に必要となる、
（1）起業活動支援プログラムの運営
（2）アントレプレナーシップ人材育成プログラムの開発・運営等
（3）起業環境の整備
（4）拠点都市のエコシステムの形成・発展
について一括して支援

３ 最長5年度の支援期間終了後も、拠点都市で自律的かつ持続的なアントレプレナーシップ人材
の輩出や、大学発ベンチャー創出に取り組むスタートアップ・エコシステムの実現を目指す

２ 支援対象はスタートアップ・エコシステム拠点都市において中核となる大学・機関を中心とし
た複数機関の連携によるプラットフォーム（研究者個人、機関単独では対象外）

支援内容 

支援目的
「スタートアップ・エコシステム拠点都市」における取組との連携により
社会的インパクトの大きいスタートアップが持続的に創出される体制の構築

スタートアップ・エコシステム拠点都市において中核となる大学・機関を主幹機関とし、共同
機関、幹事自治体とともに複数機関（最低5機関以上）が連携して形成したプラットフォーム

支援対象    

最長5年度支援期間

問い合わせ先 産学連携展開部 START事業グループ
〒102-0076　東京都千代田区五番町7　K’s五番町
TEL：03-5214-7054  E-mail：su-ecosys@jst.go.jp
https://www.jst.go.jp/start/su-ecosys/index.html　
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「大学・エコシステム推進型 スタートアップ・エコシステム形成支援」では、

全部で７つのプラットフォームが採択され、アントレプレナーシップを有する人材の育成と

スタートアップの創出に向けた活動等を実施しています。

今回は2021年度に採択された３プラットフォームによるアントレプレナーシップ

人材育成プログラムの取組内容について、具体的な実施プログラムの一部を紹介します。

「世界を変える大学発ベンチャーを育てる」
アントレプレナーシップ人材育成プログラム

起業・事業創出意欲、課題設定・検証力、リーダーシップ等多岐に
わたる「アントレプレナー人材」の素養について、学生から研

究者まで多様なステージ・対象者に対する体系的なプログラムを提
供します。東京大学や早稲田大学を中心として、各機関がそれぞれの
発展の中で獲得してきたノウハウやネットワークを活用しつつ、他
の機関との相互共有を図り、裾野の拡大と様々な観点での実践的プ
ログラムの実施を進めます。
　一例として、大学・企業が保有する研究成果や技術を活用し、市場
のニーズに合った製品・サービスを創造し、その市場検証を実践する
研究者向けアントレプレナーシップ教育を実施します。特に、東京大
学ではフェーズ毎に事業化構想を進化させ、参加者全員で議論を通
じて高め合う教育を実施しています。
　また、人材の裾野拡大に向けたアントレプレナーシップ醸成の強
化・拡大や高校生等へのアントレプレナーシップ教育の浸透、社会的
課題の解決に向けたアントレプレナーシップ醸成、海外機関と協働
したグローバル展開の推進にも取り組みます。例えば、富山県と協力
して実施している「富山県新規事業創出インターンシッププログラ
ム」では、県下の企業のビジネス課題を捉えた提案をするという実践
的な教育を実施しています。
　このようなプログラムを、本プラットフォームのステイクホル
ダーにシームレスに提供できる体制を目指し、東京コンソーシアム
会員の大学の希望者がアントレプレナーシップ教育を受講できるよ
うにします。

だれもが受講できる
アントレプレナーシップ教育

Tongaliで行っているアントレプレナーシップ教育は、“未
来に繋がる価値を創り、届けることができるトンガった

人材を育成する”をミッションとしており、起業家の考え方や
どう行動するのか？を学べる一連のプログラムです。初歩的
なものから起業準備まで、段階的に体系的に学べるプログラ
ムになっています。
　参画している各大学では、“スタートアップ”“社会”“テック”

“ビジネス”“地域”“ジェンダー”“起業”などをキーワードとし
た特徴ある講義、セミナーワークショップなどを行っています。
　また、高校生～大学生、社会人までだれもが受講できる共通プログ
ラムも提供しており、毎年4月より、起業家の考え方から学ぶマインド
セットから始まります。スクールでは０→１を創るための思考や方法
を学びます。秋には“アイデアピッチコンテスト”を開催し、多くの学生
がアイデアや技術を基にしたアイデアを発表します。発表で終わるの
ではなく、そのアイデアをどう実現していくかの研修がここから始ま
り、事業の可能性が見られたら、次の年の初夏に開催する“ビジネスプ
ランコンテスト”でさらに磨きをかけていきます。優勝チームには100
万円の活動支援金のほか、海外で学べる機会もあります。
　現在、Tongali全体で提供しているアントレプレナー受講者は、のべ
4,000人。2025年度末には、10,000人/年が受講できるような体制づ
くりを目標としています。

サステイナブルガストロノミー起業塾

KSACは京阪神の大学・産業界・金融界・自治体等による、スター
トアップ・エコシステムの構築をめざすプラットフォームで

す。その中で、本プログラムはアントレプレナーシップ教育の役割を
担っており、キャリアのどこかで起業したいと考えている受講生を
対象に、起業の具体的なイメージの獲得や、起業への動機づけ、サス
テイナブルガストロノミーという領域に関心を持つ同志との出会い
を提供しています。
　学生と社会人が混在する26名の受講生は、6チームに別れ、3.5ヶ
月間の中で計7回のワークショップとフィールドワークを通じ、
ソーシャルインパクトをもたらす事業を考案します。本報告の作成
時点ではまだ折り返したばかりですが、例えば飲食店から出る食品
廃棄を削減する事業や、仮想通貨を使うことにより環境負荷の低い
製品の購入を促す事業などのアイデアが検討されています。
　フィールドワークは１泊２日で長野県の伊那と乗鞍を訪問し、農
林業者や農家、醸造家、料理人、観光業者、コーディネータなどから、
地元の食材や資源の循環作り、その実現の手段としての起業の体験
話などを伺いました。参加者からは「フィールドワークを通して起業
の過程が具体的にイメージできました！」「『問題は自分の頭と足で
解決していこう』という言葉に、女性一人で起業し軌道にのせた方な
らではの説得力がありました」などの感想が聞かれました。

Greater Tokyo Innovation Ecosystem（GTIE）※詳細はP.65を参照。

Tokai Network for Global Leading Innovation（Tongali）※詳細はP.66を参照。

京阪神スタートアップアカデミア・コアリション（KSAC）※詳細はP.64を参照。

大学・エコシステム推進型　
スタートアップ・エコシステム形成支援

採択プラットフォームによる
アントレプレナーシップ人材育成プログラムの実施内容紹介

▲研究者向け東大アントレ教育プログラム 3rd phase
（2022年 9月 2日に開講）

▲ Tongaliアントレプレナーシップ教育の共通プログラム
高校生～大学生、大学院生、社会人のだれもが参加できるプログラム。2020年度は、
Tongaliに参画する大学の講義＋共通プログラムにのべ 4,000人以上が参加しました。

▲ Tongaliビジネスプランコンテスト
2021年度のビジネスプランコンテストは、名古屋能楽堂で開催しました。応募 39
チームから、予選を勝ち残った 13チームが映えする会場で登壇しました。サポー
ター企業からの賞授与もあり、登竜門的な存在になりつつあります。

▲フィールドワークで農林業従事者にお話しを伺う

▲起業ワークショップの様子

▲富山県新規事業創造インターンシッププログラム 2022より
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ですし、良いことばかりではありません。気軽におすすめはでき
ませんが、心の底から社会に変革をもたらそうとしたら、大学で
はできないこともあります。博士号を取得した若い学生が増え、
自分たちの技術を掲げて起業を目指してほしい。そして、大学も若
手・中堅研究者の育成に力を入れて、スタートアップの支援をして
ほしい。それが大学の新しい役割になっていけば、とても素晴らし
いことだと思います。大学の発明はモノからコトへ、投資はモノ
からヒトへと動いています。START事業にも、企業は事業では
なく人が始めるのだという考えが根底にあれば、チャレンジする
方ももっと増えていくのではないかと思います。
江口　私は医者ではないので、病気や症状を治すことはできませ
ん。しかし、今まで学んできた力を生かして社会に貢献できるとい
うことを、日々実感しています。Qoloの開発を通して、多くの車
椅子ユーザーに試乗していただきました。彼らはただその場に立
ちたいわけではなく、皆、その先に何かしたいことがあるから立
ち上がりたいとおっしゃいます。久しぶりに大好きな洗車をして、
愛車を屋根までピカピカにする方、今まで届かなかった棚の上の
商品を自分で取れることに喜びを感じる方、皆さんとても良い笑
顔を見せてくださいます。Qoloの市場は未知数です。今後は、下
肢運動機能障害のさまざまな症状に合わせてスムーズに動くよう
な技術開発と、市場を掘り当てることを両輪に取り組んでいきます。

圧縮バネ機構によって、本人の意志による
立ち上がり動作を支援する下肢運動機能障害者の
立位モビリティ機器の実用化開発
ー立ち上がったその先にある自由を、より多くの人々へー

Interview

04

モビリティの先にある、自由と自立を追い求めて

江口　小さな頃から車やバイクが大好きだった私は、「自分の思い
通りに、自由に動かせる乗り物を作りたい」という思いから、大学
4年生で鈴木先生の人工知能研究室に入りました。その頃に、祖母
が自宅の浴室で転倒して足を骨折し、歩けなくなってしまったの
です。歩けなくなるということは、こんなにも日常生活から自由
を奪ってしまうのだと改めて痛感し、鈴木先生とディスカッショ
ンを重ねながら、足が不自由な方々が自由に動ける機器の開発を
進めることになりました。
鈴木　2011年に江口君が私の研究室にやってきた時に、「なぜ車が好
きなの？」と聞いたところ、返ってきたのは「車は自由だから」とい
う言葉でした。自由に、新しい足のように、翼が生えたように、自
分の足では行けないところに行ける。つまり、彼が本当に興味を持っ
ていることは、車に乗った先にある人々の自由と自立であり、それ
が立位モビリティ機器の先にある自由と共鳴したのだと思います。
江口　開発の途中で、この機器をQuality of Life with locomotion
から「Q

コ ロ

olo」と名付けました。
鈴木　「olo」の形が、２つの車輪の間に立っている人のように見え

るのもポイントです。名前が決まったときは嬉しくて、研究室の
壁に大きく絵を描きました。
江口　Qoloは、圧縮バネを備えた機構で立ち上がる力を支援する
ので、立ち上がる動作にモーターを使っていません。電動のモー
ターでゆっくりと立ち上がるような従来機器は、どうしても機械
に動かされている感覚を持ってしまうものです。その点、Qoloは利
用者が立ち上がろうとして重心を前に移動させると、圧縮バネの
作用で座面を押し上げます。座る時は重心を後ろへ、また、研究
初期の試作機は体を傾けたり捻ったりして、前進や方向転換が可
能でした。自分の自然な動きの延長で動く機器、つまり機械に動
かされている感覚が少ないことが大きな特長です。
鈴木　「立ちあがろうと思ったけど、やっぱりやめた」ということ
もできるんですよ。これはまさに、自分の体とQoloが一体になって
いる証です。機構だけで動かすというのは、からくり人形を作る
のと同じくらい非常に難しいことですが、お風呂やトイレなどの
水回りでも使用できるメリットもあるので、より多くの場面で利
用者に寄り添うことのできるモビリティです。
西野　筑波大学の国際産学連携本部が進めている大学推進型プロ
グラムには毎年たくさんの研究開発課題の応募がありますが、こ

のテーマは顧客ペインが明確であるという点で、審査員から高い
評価を得ました。何よりも、「立ち上がって生活をする自由を」とい
うコンセプトに共感できます。今も揺らがず、真摯にこの自由を
追求している江口さんと鈴木先生のバランスの取れた師弟関係も、
良いフォーメーションを生み出しています。また、ここ10年ほど世
の中は地球温暖化対応で自動車を筆頭に電動化が中心でした。電
動の方がはるかに簡単な構造でコストダウンもしやすいという面
もあります。それに対し、あえてバネ機構にチャレンジしたことに
本当に驚きました。民間企業ではおそらくこのようなチャレンジ
はできなかったのではないかと思います。

大学推進型プログラムで“Qolo”は、自由を求める人々
のマーケットへ

江口　現在の日本において、脳卒中などの脳血管疾患患者数は約
110万人に上り、さらに年間29万人の新規脳卒中患者が発生してい
ます。また、事故などによる脊髄損傷の患者数は15万人以上、こち
らも毎年約5,000人増えているのが現状です。自由を求める多くの
方々にQoloをお届けするためには、大学での研究とは異なる領域
に踏み込んで、今までとは違う方法でスピーディに展開していか
なければという思いがありましたので、大学推進型プログラムに
採択いただき、西野先生にフォローをいただけたことは本当に幸
運でした。2021年４月にチームメンバーで出資してQolo株式会社
を立ち上げましたが、そのままでは９月に倒産するという状況下、
西野先生に公的な助成金や支援プログラム、コンテストの情報な
どたくさんのご案内をいただき、資金調達の土台を支えていただ
きました。不安でいっぱいの中、非常に心強かったです。
鈴木　大学推進型プログラムでDemo Dayとして発表会を企画し
ていただいたことが全てです。投資家を呼んで、我々の事業をア
ピールする機会を与えてくださいました。大学の研究発表ではそ
んなことはあり得ませんので、今回のプログラムがあったおかげ
で、会社にとって重要なシード期の資金繰りの面を乗り越えるこ
とができ、現在があります。今日は西野先生にお礼を言いにきま
した。本当にありがとうございました。
西野　とてもありがたいお言葉です。我々はハンズオン型での支
援プログラムを進めています。学内外のメンターと知財メンター
の３名体制で伴走するというスキームが、起業に役立ったのでは
ないかと思います。また、今回の大学推進型プログラムで最も特徴
的なのが、GAPファンドを持てたということ。これまで筑波大学の
中ではなかなかできなかったことであり、これにより起業の確率
も高まっていると思います。今後は、成長したベンチャーが何ら
かの形でGAPファンドに資金フィードバックをする、もしくは大
学とベンチャーが共同研究をして、その間接経費の一部をGAPファ
ンドに使うなど、資金の循環体制も整えていきたいと考えています。
鈴木　このパンフレットを手に取っている研究者は、すでに起業
への気持ちのスタートが切れているはずです。起業は本当に大変

下肢運動機能障害者の立位モビリティ機器の実用化開発
　車椅子使用者は立ち上がることが困難であることを起点に、健
康、機能、精神面での課題に直面する。本事業ではこれを解決す
るために、使用者の意志による立ち上がり動作を支援する装置と
移動機能を組み合わせた立位移動車椅子を開発した。使用者が立
ち上がろうとして重心を前に移動させると、圧縮バネが作用して
体を押し上げる。座る場合は、重心を後ろに動かすと訓練者の自
重が圧縮バネ由来の支持力に勝り、座ることができる。電気を一
切使わずにこの動作を実現した。
　事業後に設立したQolo株式会社では移動機器に加え、立ち上
がるリハビリテーションを支える機器の開発を進めている。下肢
機能障害者の能力改善には起立リハビリテーションが必要だが、
重症患者の場合には体重を安全に支えるために２人以上の介助者
が必要となることが多く、困難が伴うのが実情である。訓練者自
身の立ち上がる・座る意志に応じて支援する機器の活用により、
効果的な訓練が可能となる。運搬しやすく、施設内を移動して柔
軟な運用が可能であるため装置の稼働率を高められるほか、新た
に開発する評価機能で訓練効果を可視化できるようになる。

▼ニュース＆トピックス　（2022年8月時点）
2022年1月 めぶきフィナンシャルグループ主催　
 第5回めぶきビジネスアワード　茨城県知事賞
2022年6月 厚生労働省　令和4年度障害者自立支援機器等開発促進事業

（モビリティ機器で採択）
2022年8月 公益財団法人市村清新技術財団　第109回新技術開発助成

（リハビリ機器で採択）

▼START実施概要
2020年度 大学・エコシステム推進型 大学推進型採択

「受動型姿勢変換を実現する外骨格機構を有する立位移動車椅子の開発」
研究代表者…筑波大学　システム情報系教授　鈴木 健嗣

▼設立ベンチャー
Qolo株式会社　（2021年4月26日設立）　https://qolo.jp/
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筑波大学　
システム情報系教授

Qolo株式会社
代表取締役

鈴木 健嗣 江口 洋丞
筑波大学 国際産学連携本部
本部審議役・教授

西野 由高
（研究代表者） （プログラム代表者）

（2022年 8月インタビュー実施）

筑波大学で開発した立位モビリティ機器。立っても座っても動ける。
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採択年度 2020年度  

主幹機関
神戸大学

【総括責任者】　副学長・理事／産官学連携本部 本部長 河端 俊典
【プログラム代表者】　産官学連携本部 副本部長 蔭山 広明

共同機関
大阪工業大学

【共同機関責任者】　研究支援・社会連携センター センター長／大学院知的財産研究科 教授 杉浦 淳
【プログラム共同代表者】　研究支援・社会連携センター 課長 江藤 邦隆

活動概要

　本事業の目的は、神戸大学および大阪工業大学において、5年後までに外部資金の間接経費や寄附金を原資とする継続
的なGAPファンドやシード投資ファンドを運営・発展させ、継続的な起業活動支援を可能にすることである。
　神戸大学と大阪工業大学に所属する研究者の技術シーズに基づく起業活動支援を通じて技術シーズやビジネスモデ
ルのブラッシュアップを行うとともに、「大学発新産業創出プログラム（START）」の申請やベンチャーキャピタル（VC）
へ橋渡しする。同時にさらなる技術シーズの創出につなげることで内閣府事業「スタートアップ・エコシステム拠点都市注）」
の「グローバル拠点都市」に採択された「京阪神連携によるスタートアップ・エコシステム拠点形成」に貢献する。
　具体的には、神戸大学と大阪工業大学が共同でGAPファンドプログラム、起業活動支援プログラムを構築し、試作品製
作、追加データ取得などにより、STARTやVCでの評価や投資判断ができるレベルまでビジネスモデルをブラッシュアッ
プする。

採択年度 2020年度  

主幹機関
筑波大学

【総括責任者】　副学長・理事／国際産学連携本部 本部長 金保 安則
【プログラム代表者】　国際産学連携本部 本部審議役・教授 西野 由高

活動概要

　筑波大学はつくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアムのメンバーであり、つくば地区の国立研究開発法人
とも連携しながら、アントレプレナーシップ教育からベンチャー起業支援までの一貫した「大学発ベンチャー創出支援」
を推進している。この知見・体制を活用し本事業の起業支援プログラムでは、本学教員などが有する起業シーズを開発研
究段階から事業化段階へステップアップするための活動を、学外のプロフェッショナルのメンターと学内の起業支援人
材がペアになりハンズオン型で支援する。それにより、起業成功確率を上げると同時に、学内でのメンターの育成も推進
する。
　大学発ベンチャーとの共同研究を積極的に進め、知財の創出を図り、さらには大学が新株予約権を持つことなどで、
企業成長の支援とともに大学への資金還流の拡大を図る。それらの資金を次のベンチャー起業支援に供し、またベン
チャー起業家も教育プログラムに参画することで、人材・知・資金を循環する総合的ベンチャーエコシステムの確立を進
める。

採択年度 2020年度  

主幹機関
早稲田大学

【総括責任者】　副総長／リサーチイノベーションセンター 所長 笠原 博徳
【プログラム代表者】　リサーチイノベーションセンター 副所長／インキュベーション部門長 柴山 知也

活動概要

　知財創出、ベンチャー起業・アクセラレーション、産官学連携、高付加価値製品創出、人材育成をスパイラルアップし社
会への貢献を目指す早稲田オープンイノベーション・エコシステムを、本事業を駆動力として推進する。
　経営・財務・法律など起業に必要なチーム構築支援を、本学ビジネススクールおよび成功企業を創立した経験豊かな校
友、提携VCからのアドバイスも得ながら進め、質の高い活動支援プログラムの提供を目指す。
　また、育成企業の世界市場への進出も視野に、米国のファンドおよびアクセラレータとも連携し、世界レベルの質を備
えたベンチャー支援プログラムの確立を目指す。併せて、内閣府事業「スタートアップ・エコシステム拠点都市注）」の「グ
ローバル拠点都市」に採択された「スタートアップ・エコシステム東京コンソーシアム」における活動を通じ、アクセラ
レーションの強化と戦略的な海外展開を図る。

※所属・役職名は 2022 年 8 月 1 日
　時点のものとなります。

注）スタートアップ・エコシステム拠点都市
日本の強みである優れた人材、研究開発力、企業活動、資金などを生かした世界に伍する日本型のスタートアップ・エコシステム拠点の形成を目指し、地方自
治体、大学、民間組織などが策定した拠点形成計画を認定し、政府、民間サポーターによる支援を実施する内閣府の事業です。

大学・エコシステム推進型 大学推進型　設立ベンチャー一覧

大学・エコシステム推進型 拠点都市環境整備型　設立ベンチャー一覧

MED R&D株式会社
Founded 2021

筑波大学

一気通貫のバイオアッセイプラット
フォームと天然物創薬ライブラリで創薬・

機能性食品開発を支援します

レラテック株式会社
Founded 2020

神戸大学

「気象× ICT」で学術と産業の
架け橋となり、

 風力発電の正しい導入の道しるべに

株式会社東北医工
Founded 2022

岩手大学（主幹 :東北大学）

脳卒中リハビリロボットをはじめとする
医療機器の開発に取り組んでいます

株式会社 fff fortississimo
Founded 2022

名古屋大学（主幹 :名古屋大学）

「先端繊維材料をあなたの手に」をモットーに、スポー
ツ材料、自動車産業、航空宇宙産業、その他一般産業

分野に向けて社会実装に取り組みます

株式会社 FerroptoCure
Founded 2022

慶應義塾大学（主幹：東京工業大学）

フェロトーシス創薬で病気を治す

株式会社ミサリオ
Founded 2022

名古屋大学 （主幹 :名古屋大学）

株式会社ミサリオは新材料の実装を
通じて社会の持続的な発展に貢献します

マイキューテック株式会社

Founded 2022
筑波大学

マイクロ球体化技術で社会に貢献する、
マイキューテック株式会社

Ussio Lab. 株式会社
Founded 2021

早稲田大学

おしい減塩を、おいしい減塩に。
海底湧水塩をつかった、ミネラル 

豊富なおいしい塩

株式会社 Closer
Founded 2021

筑波大学

工場ライン自動化のための、
導入・運用がしやすい小型・簡単操作・

高拡張なロボットシステムの開発

株式会社 Function

Founded 2022
神戸大学

都市のビッグデータを解きほぐす

DsD合同会社
Founded 2022

神戸大学

だれもが使えるシミュレーション・
最適化技術 限られた人手でサービスの

質を上げるためのソリューションの提供

Vesica corporation

Founded 2021
筑波大学

観察漏れや診断ミスによる
“見落とし”を防ぐ

膀胱内視鏡検査支援 AIシステムの開発

CrestecBio株式会社
Founded 2021

筑波大学

脳卒中を克服できるレドックスナノ粒子
の研究成果を医療現場に届けます

株式会社こころみ

Founded 2021
早稲田大学

人から動物まで、分子センシングに
よりストレスをすばやく見える化

Qolo株式会社
Founded 2021

筑波大学

立ち上がって生活する自由を届ける
起立リハビリテーションと
立位型モビリティの提供

ハインツテック株式会社
Founded 2021

早稲田大学

細胞内へ任意の物質を導入および抽出す
るためのナノチューブを用いたツールの

開発・製造・販売

株式会社 Mediest
Founded 2021

神戸大学

データサイエンス・AIの技術でデータ
から新たな価値を見出し、最適な医療

を提供できる社会を目指す

ライフサイエンス

ライフサイエンス

大熊ダイヤモンドデバイス株式会社
Founded 2022

北海道大学（主幹 :北海道大学）

ダイヤモンド半導体の製造及び販売
廃炉技術の社会実装を目指す

株式会社パンタレイ
Founded 2022

長岡技術科学大学（主幹 :東北大学）

国際特許を取得した安心安全な風力発
電を活かして，分散型エネルギーとし

ての普及を目指します！

環境・エネルギー 情報通信

その他その他

その他その他

ナノテクノロジー・材料

ナノテクノロジー・材料

合同会社青山大岳
Founded 2022

名古屋大学（主幹 :名古屋大学）

VR技術がレーザー作業者の安全安心
を確かなものにします

ご安全に

CoBe-Tech株式会社
Founded 2022

大阪大学（主幹 :京都大学）

認知行動科学と行動経済学をかけ合わ
せた独自の課題解決技術で人や組織の

well-beingを実現する

株式会社 Redge
Founded 2022

神奈川県立保健福祉大学（主幹：早稲田大学）

臨床工学技術を活用したアジア・
アフリカ向けの医療機器管理教育

システムの開発・提供

株式会社 preArch

Founded 2022
東京理科大学（主幹 :早稲田大学）

地震による建築物損傷診断システム
&アプリケーションの研究開発

農林水産

株式会社日本消費者深層心理研究センター

Founded 2021
神戸大学

消費者の深層心理を探り、深層心理に
訴えるマーケティング戦略を考えます

環境・エネルギー

5857



採択年度 2020年度  

プラットフォーム名 北九州SDGsイノベ―ション＆アントレプレナーシップ プラットフォーム（KIEPS）

主幹機関 九州工業大学　【総括責任者】理事／総括副学長（研究・総務・国際・施設担当） 三谷 康範

共同機関 北九州市立大学／長崎大学／株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ

採択年度 2022年度  

プラットフォーム名 Platform for All Regions of Kyushu ＆ Okinawa for Startup－ecosystem（PARKS）

参画している拠点都市の
コンソーシアムなどの名称 福岡スタートアップ・コンソーシアム／北九州市SDGsスタートアップエコシステムコンソーシアム

主幹機関 九州大学　【総括責任者】総長／学術研究・産学官連携本部　本部長　石橋 達朗
九州工業大学　【総括責任者】学長　三谷 康範

共同機関 株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ／長崎大学／北九州市立大学／佐賀大学／熊本大学／大分大学
／宮崎大学／鹿児島大学／琉球大学／九州産業大学／久留米大学／第一薬科大学／福岡大学／福岡工業大学

幹事自治体 福岡市／北九州市

協力機関

立命館アジア太平洋大学／早稲田大学／国立台湾科技大学／UPM（マレーシアプトラ大学）／国立交通大学 産
業加速器専利開発策略中心／インド工科大学ボンベイ校／沖縄科学技術大学院大学／九州・大学発ベンチャー振
興会議／九州経済連合会／九州オープンイノベーションセンター／北九州産業学術推進機構（FAIS）／ふくおか
フィナンシャルグループ企業育成財団（キューテック）／福岡地域戦略推進協議会（FDC）／福岡スタートアップ・
コンソーシアム／福岡県／長崎県／飯塚市／久留米市／QBキャピタル合同会社／ユニバーサルマテリアルズイ
ンキュベーター株式会社／epiST Ventures株式会社／株式会社環境エネルギー投資／DCIパートナーズ株式会社
／株式会社ドーガン・ベータ／GxPartners有限責任事業組合／FベンチャーズLLP有限責任事業組合／株式会社
NCBベンチャーキャピタル／株式会社佐銀キャピタル＆コンサルティング／肥銀キャピタル株式会社／大分ベ
ンチャーキャピタル株式会社／宮銀ベンチャーキャピタル株式会社／株式会社福岡銀行／株式会社十八親和銀
行／株式会社熊本銀行／株式会社西日本シティ銀行／株式会社佐賀銀行／株式会社肥後銀行／株式会社大分銀
行／株式会社宮崎銀行／株式会社鹿児島銀行／株式会社琉球銀行／株式会社沖縄銀行／StartupGoGo

活動概要

1．全体概要
PARKSは、オール九州・沖縄が一体となり、アジアとつながるスタートアップエコシステムの創出を目指す。各大
学の強みを持つ、「ロボティクス」「環境・食・海洋」「AI／IoT」「材料・素材」「医療・ヘルスケア」分野を軸とした、顧
客志向で業界改変を実現可能なベンチャーを九州・沖縄という地域に持続的に創出していく。また、拠点都市であ
る福岡市、北九州市、および九州・大学発ベンチャー振興会議との密な連携のもと、アントレプレナーシップ教育
から起業支援までを一気通貫で実施していく。さらに、経営人材候補を学生やポスドクのみならず九州・沖縄への
UIJターンを促進しながら確保する仕組みを構築する。

2．実施項目ごとの概要
（1）起業活動支援プログラムの運営
GAPファンドプログラム、GAP NEXTプログラムを定常的に実施することで、大学等発ベンチャー創出を継続的
に可能とする支援体制を構築する。また、プレCXO（プレCEO、プレCOO、プレCFOなど）人材プールの活用による
CXO候補の安定供給やインキュベーションプログラムに支援人材を伴走させることで支援人材育成も実施し、ベ
ンチャー創出支援からCXOまで各フェーズで必要となる人材の供給プラットフォームを整備する。

（2）アントレプレナーシップ人材育成プログラムの開発・運営
①アントレプレナーシップ教員の教育
アントレプレナーシップ教育で先進的な国内・国外の組織と連携して、FD（教員への教育）を実施する。また、
PARKSアントレプレナーシップ教員ネットワークを構築し、FDの内容を踏まえてアントレプレナーシップ教育
の研究を行い、参加大学においてアントレプレナーシップ教育を実施する教員を育成する。
②学生のアントレプレナーシップ教育
PARKSアーカイブシステムを利用した教育を実施し、アントレプレナーシップの動機付け、意識醸成を行う教育
を行う。また、PARKS参加大学の学生を対象にオンラインで演習を実施し、アントレプレナーシップのコンピテ
ンシーを形成する教育を行う。各大学ではそれぞれの大学の特色を生かしたPBL（課題解決型学習）などを実施し、
社会実装につながる教育を行う。

（3）起業環境の整備
PARKS参加大学で、プレCXOマッチングとEIR（客員起業家制度）活動を踏まえた大学内の起業関係諸ルールの
フォーマット化を進める。また、PARKSアーカイブシステムを整備しプラットフォーム内での各種コンテンツを
共有可能とする。その他、コミュニティ活性化アプリなどの継続運用、キャンパス内外コワーキングスペースの活
性化の仕組みの導入、九州・沖縄の各地域（各県）への起業準備拠点の設置などを行い、グローバル都市・推進都市
として成長支援の中心にある「Fukuoka Growth Next（FGN）」と「COMPASS小倉＆JETRO北九州」に接続するこ
とで、各種起業支援体制との役割・機能・連携の最適化を進める。さらに、インターユニバーシティと公設民営の方
針に基づく持続的な起業環境の運営体制を構築する。

（4）拠点都市のエコシステムの形成・発展
運営方針の策定を行うための運営機関会議の定常開催と共同機関が参加する合同会議の定期的な実施により、
PARKSプラットフォームの運営方針策定とノウハウなどの共有を行う。また、九州・大学発ベンチャー振興会議
との連携による九州・沖縄全域を巻き込んだスタートアップ・エコシステムの形成や、拠点都市である福岡市・北
九州市との定期的な打ち合わせを通じた、拠点都市との施策連携を促進する。また、小中高生向けのアントレプレ
ナーシップ教育を提供することで、地域を巻き込んだエコシステムの形成を行う。

採択年度 2020年度  

プラットフォーム名 GAP NEXT

主幹機関 九州大学　【総括責任者】総長／学術研究・産学官連携本部　本部長　石橋 達朗

共同機関 九州産業大学／久留米大学／日本経済大学／福岡工業大学／福岡大学

採択年度 2020年度  

プラットフォーム名 京阪神スタートアップ アカデミア・コアリション(KSAC)

主幹機関 京都大学　【総括責任者】理事（研究・評価・産官学連携担当）／副学長 時任 宣博

共同機関 大阪大学／神戸大学／大阪府立大学（現在 大阪公立大学）／大阪市立大学（現在 大阪公立大学）／大阪工業大学／
関西大学／近畿大学／立命館大学／兵庫県立大学／関西学院大学／甲南大学／大阪産業局／京都知恵産業創造の森

採択年度 2020年度  

プラットフォーム名 イノベーションデザイン・プラットフォーム(IdP)

主幹機関 東京工業大学　【総括責任者】理事・副学長 渡辺 治

共同機関 慶應義塾大学／東京医科歯科大学／東京大学

採択年度 2020年度  

プラットフォーム名 東北地域 大学発ベンチャー共創プラットフォーム

主幹機関 東北大学　【総括責任者】理事（産学連携担当）／産学連携機構長 植田 拓郎

共同機関 弘前大学／岩手大学／秋田大学／山形大学／福島大学／新潟大学／長岡技術科学大学／宮城大学

採択年度 2020年度  

プラットフォーム名 Tokai Network for Global Leading Innovation（Tongali）

主幹機関 名古屋大学　【総括責任者】総長 松尾 清一

共同機関 豊橋技術科学大学／岐阜大学／三重大学／名城大学／中京大学／藤田医科大学／名古屋市立大学／岐阜薬科大学／
光産業創成大学院大学／愛知県立大学／愛知県立芸術大学

採択年度 2020年度  

プラットフォーム名 横浜プラットフォーム

主幹機関 横浜みなとみらい21　【総括責任者】代表理事 坂和 伸賢

共同機関 神奈川大学／関東学院大学／横浜国立大学／横浜市立大学

採択年度 2020年度  

プラットフォーム名 Tokyo United Network for Innovation with Technology and Entrepreneurs（T-UNITE）

主幹機関 早稲田大学　【総括責任者】副総長／リサーチイノベーションセンター所長  笠原 博徳

共同機関 東京理科大学／東京農工大学／多摩美術大学／神奈川県立保健福祉大学／三菱電機株式会社

採択年度 2020年度  

プラットフォーム名 北海道・大学等発スタートアップ育成プラットフォーム

主幹機関 北海道大学　【総括責任者】理事／副学長 山口 淳二

共同機関 小樽商科大学／室蘭工業大学／公立はこだて未来大学／北海道情報大学／苫小牧工業高等専門学校／
北海道科学技術総合振興センター

※所属・役職名は 2022 年 6 月 1 日
　時点のものとなります。

※所属・役職名は 2022 年 8 月 1 日
　時点のものとなります。
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※所属・役職名は 2022 年 8 月 1 日
　時点のものとなります。

採択年度 2022年度  

プラットフォーム名 みちのくアカデミア発スタートアップ共創プラットフォーム（Michinoku Academia Startup Platform：MASP）

参画している拠点都市の
コンソーシアムなどの名称 仙台スタートアップ・エコシステム推進協議会

主幹機関 東北大学　【総括責任者】理事（産学連携担当）／産学連携機構長　植田 拓郎

共同機関 弘前大学／岩手大学／秋田大学／山形大学／福島大学／新潟大学／長岡技術科学大学／宮城大学／会津大学／
東北大学ナレッジキャスト

幹事自治体 仙台市

協力機関

青森県／岩手県／宮城県／秋田県／山形県／福島県／新潟県／南相馬市／八幡平市／産業技術総合研究所 東北
センター／中小企業基盤整備機構 東北本部／新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／日本貿易振興機
構（JETRO）／イスラエル大使館／Business Oulu／カリフォルニア大学バークレー校（米国）／エコールポリ
テクニーク（フランス）／アーヘン工科大学（ドイツ）／オウル応用科学大学（フィンランド）／タリン工科大学

（エストニア）／東北芸術工科大学／東北経済連合会／仙台経済同友会／東北電力株式会社／株式会社東北テ
クノアーチ／KDDI株式会社／株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（NTTデータ）／東日本電信電話株式会社（NTT
東日本）／株式会社菊池製作所／高砂熱学工業株式会社／株式会社アカデミックギャングスター／株式会社イ
ンディージャパン／株式会社スケールアウト／CIC Japan合同会社／ベンチャー・カフェ東京／フォースタート
アップス株式会社／株式会社ツクリエ／株式会社ハッカズーク／US－JAPAN FORUM／株式会社七十七銀行
／七十七キャピタル株式会社／株式会社MAKOTOキャピタル／東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社／い
わぎん事業創造キャピタル株式会社／FVC Tohoku株式会社／新潟ベンチャーキャピタル株式会社／株式会社東
邦銀行／株式会社秋田銀行／株式会社三井住友銀行／三井住友信託銀行株式会社／株式会社みずほ銀行／みず
ほキャピタル株式会社／三菱UFJキャピタル株式会社／野村證券株式会社／第一生命保険株式会社／AgVenture 
Lab／Beyond Next Ventures株式会社／インキュベイトファンド株式会社／株式会社サムライインキュベート
／ブレイクポイント株式会社／リアルテックホールディングス株式会社／epiST株式会社／フューチャーベン
チャーキャピタル株式会社／株式会社アイティーファーム／Spirete株式会社／Women's Startup Lab／監査法
人トーマツ／あずさ監査法人

活動概要

1．全体概要
みちのくアカデミア発スタートアップ共創プラットフォームは、東北・新潟の10大学を中核に、幹事自治体の仙台市と
地域内外の協力機関で形成し、大学の研究成果・技術シーズを活用し、課題先進地域から国内外の課題解決を図る大学
発スタートアップの創出を加速する。
そのために、東北大学のシームレスなベンチャー支援の仕組みと経験を展開し、東北・新潟全域でそのシステムを構築
する。EDGE－NEXTプログラム参加大学の経験・ネットワークなどを活用して、東北・新潟全域でアントレプレナー
教育を実施し、起業環境を整備する。これらを通じ、東北・仙台スタートアップ・エコシステムの形成に貢献する。

2．実施項目ごとの概要
（1）起業活動支援プログラムの運営
みちのくGAPファンドの運営により起業活動を支援する。積極的な案件発掘活動を行い、申請前のeラーニングを経
て、審査会により支援案件を採択する。採択後の伴走支援として、セミナー・ワークショップにより知識・ノウハウなど
を提供し、個別相談・メンタリングによりビジネスモデル構築・ブラッシュアップなどを支援する。成果報告とマッチ
ングのために拠点都市などと連携したDEMO DAYを開催する。
なお、令和4年度本予算では令和5年度～令和8年度のGAPファンド支援を予定している（令和4年度のGAPファンド支
援は令和3年度補正予算を活用）。
令和8年度末までに東北・新潟の大学などのスタートアップ創出数を200社増加することを目標とする。

（2）アントレプレナーシップ人材育成プログラムの開発・運営
EDGE－NEXTプログラム参加大学の経験・ネットワークなどを活用して、東北・新潟全域でアントレプレナー教育を
実施する。
　動機付け・意識醸成、コンピテンシーの形成、社会実践（アントレプレナー教育後を含む）の各段階で、参加大学が役
割を分担し、可能なものは各大学のプログラムの相互乗り入れや統合・一本化を図るなど共通プログラムを実施する。
また、アントレコンピテンシー基盤型教育（CBE：Competency－Based Education）を構築していく。
令和7年度末までに東北・新潟の学生などがすべからくアントレプレナー教育を受講できる状態を実現し、令和8年度
末までに受講者10,000人／年を目標とする。

（3）起業環境の整備
各大学に起業相談窓口を設置し、起業関係の学内規程の共有・整備を進める。SCORE拠点都市環境整備型の「東北コ
ンソーシアム試作コーディネートオフィス（Tohoku Consortium Prototype Coordination Office：TPCO）」を運用し、公
設試験場や民間企業などと連携し、プロトタイプ作製を支援する。また、プロトタイプデザイン教育研修を実施する。
以上の取り組みを強力に推進するために、「みちのく大学間起業支援室ネットワーク（Michinoku University Network 
for Entrepreneurial Support：MuNES）」を設立・運用する。

（4）拠点都市のエコシステムの形成・発展
本プラットフォームは「大学の研究成果・技術シーズを活用し、課題先進地域から国内外の課題解決を図るスタート
アップの創出を加速し、大学を中核とするスタートアップ・エコシステム形成」を企図している。
各主体の役割として、大学はアントレプレナー教育・事業性検証・大学の技術の活用などを、自治体は事業環境整備・ビ
ジコンイベント開催・実証フィールドの活用などを、金融機関・VCはファイナンス、メンタリングなどを、産業界は共
同事業化、人材・資金支援などを果たし、東京圏やグローバルとも連携し、日本を代表する世界的なスタートアップ・エ
コシステムを形成していく。

採択年度 2022年度  

プラットフォーム名 Peace ＆ Science Innovation Ecosystem（PSI）　

参画している拠点都市の
コンソーシアムなどの名称 広島地域イノベーション戦略推進会議

主幹機関 広島大学　【総括責任者】学長　越智 光夫

共同機関 岡山大学／愛媛大学／島根大学／県立広島大学／広島市立大学／叡啓大学

幹事自治体 広島県

協力機関

広島市／東広島市／岡山市／松江市／鳥取大学／高知大学／香川大学／産業技術総合研究所／日本貿易振興機
構／アリゾナ州立大学／BITSピラニ大学／株式会社広島銀行／株式会社西京銀行／株式会社三井住友銀行／三
井住友信託銀行株式会社／住友商事株式会社／マツダ株式会社／中国電力株式会社／中国電力ネットワーク株
式会社／コベルコ建機株式会社／カルビー株式会社Calbee Future Labo／オタフクホールディングス株式会社
／株式会社サタケ／株式会社バルコム／旭興産株式会社グループ／株式会社にしき堂／広島ガス株式会社／株
式会社アンデルセン・パン生活文化研究所／三菱ケミカル株式会社／EO Setouchi／JFEスチール株式会社／福
山通運株式会社／コニカミノルタ株式会社／バイオDX推進機構／NES株式会社／ライフタイムベンチャーズ／
Spirete株式会社／プラチナバイオ株式会社／株式会社広島ベンチャーキャピタル／株式会社サムライインキュ
ベート／いよぎんキャピタル株式会社／とっとりキャピタル株式会社／フューチャーベンチャーキャピタル株
式会社／HOXIN株式会社／山口キャピタル株式会社／Beyond Next Ventures株式会社／株式会社東京大学エッ
ジキャピタルパートナーズ／株式会社テレビ新広島／中国経済連合会／株式会社テクノネットワーク四国／
ラックス建設株式会社／株式会社Save Medical／株式会社アドダイス／三喜産業株式会社

活動概要

1．全体概要
平和を希求する精神とともにイノベーションを創出するエコシステム（Peace ＆ Science Innovation 
Ecosystem：PSI）を構築するため、中四国地域を中心に首都圏・海外を含む約100機関の産学官金が一体的に結集
する。
司令塔として中四国地域のスタートアップの一元的支援組織を構築し、「健康長寿」や「SDGs」を新産業創出によ
り加速するとともに、楽しく・生き生き・自然とともに過ごせる平和な社会（地域版・Well－being）を実現する。平
和希求型ベンチャー総数300社（現状の3倍）、アントレプレナーシップ教育受講者数25,000人（現状の10倍、参画
機関の学部生・大学院生の約50％）などを目指す。

2．実施項目ごとの概要
（1）起業活動支援プログラムの運営
中四国地域の大学が持つ強い技術領域、地域が抱える課題領域、特徴ある産業領域の3点が重なる領域として、健
康医療領域、環境エネルギー領域、次世代ものづくり領域などを「重点領域」として設定する。
共同機関が把握しているシーズのうち、技術成熟度レベル（Technology Readiness Levels：TRL）に準じた柔軟な
GAPファンドまたはPoCファンドを付与する。TRLレベルの上昇に向け、協力機関などと連携したアクセラレー
ションプログラムの受講やメンタリング機会を提供する「スタートアップ道場」を設置する。

（2）アントレプレナーシップ人材育成プログラムの開発・運営
現在各大学で実施しているアントレプレナーシップ教育を①起業マインドの醸成、②起業知識・スキルの習得、③
起業実践能力の習得、④オープンイノベーションの「4段階」で整理し、各大学に不足しているカリキュラムを明ら
かにする。
不足しているカリキュラムの補完や開発に向けて、共同機関が保有するカリキュラムの開放や協力機関における
実践的なカリキュラムの提供を実施する。具体的には、平和希求プログラム、デザイン思考または専門的な知識習
得などの相互利用に向けた講師派遣、地域の実証フィールドを利用した課題発見・解決型PBLの手法やノウハウの
共有化、海外大学とのアントレプレナーシップ教育の提供などを実施する。

（3）起業環境の整備
共用機器や共有スペースなどの利用に必要な制度改正やルール整備、また、ワンストップ窓口（相談、弁護士対応
など）を活用し、中四国全域での機器利用や起業環境の場の利用を実現する。
アントレプレナーシップカリキュラムの相互開放に必要な「共通教育プラットフォーム」を各大学で運用するほ
か、動画撮影や配信機能を備えた環境を活用したピッチイベントなどの活動を通じ、本プラットフォームのエコ
システム強化を実現する。

（4）拠点都市のエコシステムの形成・発展
「ひろしま好きじゃけんコンソーシアム」を中四国地域のスタートアップの一元的支援組織とし、広島大学が先行
的に進めている「企業版ふるさと納税」のノウハウ、有料会員によるプラットフォーム運営、クラウドファンディ
ングによるGAPファンド獲得の取り組みなどを中四国地域全体に広げていく。拠点都市間および海外ネットワー
クを生かした相互交流やシンポジウムなどを実施し、スタートアップ予備軍を積極的に世界に送り出す。
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※所属・役職名は 2022 年 8 月 1 日
　時点のものとなります。

採択年度 2022年度  

プラットフォーム名 北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク
（Hokkaido Startup Future Creation development by mutual support networks／ HSFC "叡智の力、エイチフォース"）

参画している拠点都市の
コンソーシアムなどの名称 札幌・北海道スタートアップ・エコシステム推進協議会

主幹機関 北海道大学　【総括責任者】総長　寳金 清博

共同機関 小樽商科大学／室蘭工業大学／北見工業大学／公立はこだて未来大学／北海道情報大学／苫小牧工業高等専門
学校／函館工業高等専門学校／北海道科学技術総合振興センター

幹事自治体 札幌市／江別市／帯広市／函館市／北海道

協力機関

旭川医科大学／帯広畜産大学／北海道教育大学／札幌医科大学／札幌市立大学／公立千歳科学技術大学／藤女
子大学／北海道科学大学／酪農学園大学／旭川工業高等専門学校／釧路工業高等専門学校／中小企業基盤整備
機構 北海道本部／産業技術総合研究所 北海道センター／北海道立総合研究機構／あずさ監査法人／北海道経
済連合会／株式会社三井住友銀行／株式会社北洋銀行／北海道ベンチャーキャピタル株式会社／株式会社D2 
Garage／DEMORA Global Oy／株式会社丸ヨ池内

活動概要

1．全体概要
北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク（HSFC（エイチフォース、"叡智の力"））は、スタート
アップ創出により、北海道の産業構造の変革と豊かで住みやすい北海道の実現を戦略目標に掲げ、北海道内の大
学を中心としたスタートアップ・エコシステムを構築するための全道組織である。
北海道は若い人材の道外流出が進み、少子高齢化とそれに伴う経済活動の縮小が国内で最も先行して進む「課題
先進地域」だが、アントレプレナー教育を道内全域へ拡充させ、組織的なスタートアップ支援を推進し、有能な若
年層が地域で活躍するベンチャー企業を創出することで「課題解決先進的地域」への変革を目指す。

2．実施項目ごとの概要
（1）起業活動支援プログラムの運営
シーズ発掘からGAPファンド申請前の支援、申請後の研究開発および事業化へ向けての支援、Demo Dayの開催、
Demo Day後の支援体制の構築など起業活動支援を一連のパッケージで提供する。
具体的には、申請者に対するスタートアップに係る知識注入や専門知識を持つ卒業生を指導者として起用するこ
とで質と量を担保したメンタリングの実施により、早期から起業家人材の資質向上を図る。
また、Demo Dayは審査委員に投資側の人材を配置し、VCや金融機関の参加を広げることで次の資金獲得に向け
た取り組みになるよう設計している。最終的にはスタートアップ向けの人材プラットフォームと連携し経営人材
とのマッチングを進め、1～ 2年度後の起業を目処に支援を行う。

（2）アントレプレナーシップ人材育成プログラムの開発・運営
北海道大学および小樽商科大学がEDGE－NEXTプログラムで培ってきた知見を活用し、学部学生を含めた幅広
い層をターゲットとした段階別のアントレプレナーシップ人材育成メニューの構築・運営に取り組む。また、JST
の社会還元加速プログラム（SCORE事業）で育成した指導支援人材を活躍させ「人材のエコシステム」を構築でき
るプログラムの開発・運営を実施する。人材育成プログラムは他のプラットフォームとも連携して活用できるも
のとし、将来的には単位互換制度の構築を目指す。また、経営人材の発掘・育成を行い、大学研究者とのマッチング
を進める。

（3）起業環境の整備
SCORE事業により構築してきた拠点をベースとして、各共同機関などで整備した拠点間をつなぐネットワーク
機能をさらに強化し、DXを取り入れつつ北海道という非常に広域なフィールドを効率的かつ効果的にカバーで
きる体制を構築する。
また、北海道立総合研究機構および産業技術総合研究所北海道センターで保有する公設試験研究機関を活用する
仕組み（特に大学発ベンチャー企業やGAPファンド支援をされている研究者などが共用できるもの）や、札幌市内
にある民間などの起業拠点との連携体制を強化し、起業人材の増加に向けたプロセスを加速させる。

（4）拠点都市のエコシステムの形成・発展
HSFCプラットフォーム推進会議（仮称）の下にプログラム部会を設置し、各プログラムの進捗管理を行いながら、
札幌・北海道スタートアップ・エコシステム推進協議会と連携の上、北海道全域におけるエコシステム形成に向け
たビジョンやロードマップを作成し、北海道内関係機関が一体となってスタートアップ・エコシステムの形成を
推進する。
また、幹事自治体である札幌市や北海道などが推進しているスタートアップ誘致・創出に係る支援事業の活用を
プラットフォームとしても進めるとともに、SCORE事業で連携してきた東北大学とのプログラム相互活用など
の協働を実施し、各拠点都市の垣根を超えたスタートアップ・エコシステムの形成・発展を目指す。

採択年度 2021年度  

プラットフォーム名 京阪神スタートアップ アカデミア・コアリション(KSAC)

参画している拠点都市の
コンソーシアムなどの名称 大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアム

主幹機関 京都大学　【総括責任者】理事（研究・評価担当）／副学長　時任 宣博

共同機関 大阪大学／神戸大学／大阪公立大学／大阪工業大学／関西大学／近畿大学／立命館大学／奈良先端科学技術大
学院大学／兵庫県立大学／関西学院大学／甲南大学／大阪産業局／京都知恵産業創造の森

幹事自治体 大阪府／大阪市／京都府／京都市／兵庫県／神戸市

協力機関

長浜バイオ大学／滋賀医科大学／京都工芸繊維大学／京都府立大学／京都府立医科大学／同志社大学／龍谷大
学／京都精華大学／京都女子大学／京都先端科学大学／関西経済連合会／関西経済同友会／京都経済同友会／
ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン／堺市京都商工会議所／大阪商工会議所／神戸商工
会議所／京都産業21／京都高度技術研究所／株式会社国際電気通信基礎技術研究所／株式会社三菱UFJ銀行／
株式会社三井住友銀行／株式会社みずほ銀行／株式会社りそな銀行／株式会社京都銀行／株式会社池田泉州銀
行／株式会社みなと銀行／京都大学イノベーションキャピタル株式会社／大阪大学ベンチャーキャピタル株式
会社／日本ベンチャーキャピタル株式会社／三菱UFJキャピタル株式会社／SMBCベンチャーキャピタル株式会
社／関西文化学術研究都市推進機構／堺市／関西広域連合／西日本電信電話株式会社

活動概要

①全体概要
　本プラットフォームは、「90社以上の大学発スタートアップ創出」をはじめとするKPIを掲げ、起業活動支援・ア
ントレ教育・起業環境整備・エコシステム形成活動を統合的に進めることで、「大阪・京都・ひょうご神戸コンソー
シアム」が目指すビジョンの実現に貢献する。プラットフォーム共通のエコシステム機能を開発し、普及させ、本
拠点都市で実施されている他の事業などとの有機的な連携を図ることで、「連続的な大学発スタートアップの創
出」と「アントレプレナーシップ人材の裾野の拡大」を目指す。大学をはじめとする各参画機関の特徴を生かした
シナジーが最大限発揮できる国際的なスタートアップ創業環境を構築する。

②実施項目ごとの概要
（1）起業活動支援プログラムの運営
　バイオ・ヘルスケア・ライフサイエンス・ものづくり・情報通信・人文社会系・アグリビジネス・学生主導の各分野
からグローバルインパクトのあるアカデミックシーズを募集し、技術視点と事業化視点の両面から、参画大学に
産業界などの外部人材を加えた委員会が審査を行う。プラットフォーム共通の専任支援人材による支援体制を整
え、研究開発課題の申請書類・開発計画書の作成から経営人材とのマッチングを含むハンズオンを視野に入れた
支援を行う。京都大学・大阪大学が構築したVCネットワークとOsaka Innovation Hubが培ってきた「メンター、先
輩起業家、投資家」などを利用して多様な支援人材を確保し、スタートアップへとつなげる。

（2）アントレプレナーシップ人材育成プログラムの開発・運営など
　地域中核大学（京都大学、大阪大学、神戸大学）が共同で、体系だった起業家教育プログラムを開発し、エント
リー～応用～実践レベルの全てをカバーする。また、フィールドワークを通し課題を同定できるプログラムも開
発し、京阪神全体に展開する。その上で、拠点都市全体の多様な大学機関、企業、自治体の活動と有機的に連結さ
せ、お互いの"強み"を共有し、"補完"することで、拠点都市全体の共通インフラとしての起業家教育を実現する。広
範な大学機関における希望者が、興味のあるプログラムを受講できるようにする地域共通基盤ウェブサイトを活
用することで、一気にアントレプレナーシップ人材の裾野を拡大する。

（3）起業環境の整備
　SCORE大学推進型（拠点都市環境整備型）において試作機器や動画撮影設備などを整備した5つの拠点（京都大
学、大阪大学、大阪工業大学、大阪産業局、神戸大学）をプラットフォームの起業活動支援の場として実働させる。
外部のインキュベーション施設などとも連携し、本プラットフォームのスタートアップ創出や人材育成活動を促
進させるイベントなども行う。また、5つの主幹・共同機関から構成される相談窓口連絡会を設け、多様な起業に関
する相談に対し、プラットフォームが持つ知見、情報、人脈を活用したサポートを提供する。さらに、起業を視野に
入れた諸規定の整備が進んでいる大学をモデルとし、各大学の実情も加味した各種規定の整備を進める。

（4）拠点都市のエコシステムの形成・発展
　プラットフォーム推進会議を通じて共同・協力機関との意思疎通を図り、運営方針の決定と活動の進捗を管理
する。幹事自治体とは定期的に連絡会を開催し、意識のすり合わせを行い、拠点都市のビジョンの実現に貢献す
る。また、Demo Dayやピッチイベント、勉強会などを開催することで、参画機関内外のネットワークの強化やPR
活動を行い、外部のスタートアップ創出推進プログラムやVCとの相乗的な連携を推進する。さらに、Hack Osaka
やHVC Kyotoなどのグローバルネットワークと本プログラムから生まれるスタートアップ予備軍とのマッチン
グを行い、京都大学・大阪大学などが培った海外ネットワークも加えた連携を進める。

6463



※所属・役職名は 2022 年 8 月 1 日
　時点のものとなります。

採択年度 2021年度  

プラットフォーム名 Greater Tokyo Innovation Ecosystem（GTIE）

参画している拠点都市の
コンソーシアムなどの名称 スタートアップ・エコシステム「東京コンソーシアム」

主幹機関
東京大学　【総括責任者】執行役・副学長（産学連携）／産学協創推進本部 本部長　渡部 俊也
早稲田大学　【総括責任者】副総長／リサーチイノベーション統合センター 所長　笠原 博徳
東京工業大学　【総括責任者】理事・副学長（研究担当）／研究・産学連携本部 本部長　渡辺 治

共同機関
筑波大学／千葉大学／ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（LINK-J）／東京農工大学／
お茶の水女子大学／神奈川県立保健福祉大学／ CIC Toranomon合同会社／渋谷スクランブルスクエア株式会社

（SHIBUYA QWS）／横浜国立大学／横浜市立大学／東京医科歯科大学／慶應義塾大学／東京都立大学

幹事自治体 つくば市／茨城県／川崎市／横浜市／渋谷区／東京都

協力機関

神奈川県／新宿区／富山県／中央大学／筑波技術大学／神奈川大学／関東学院大学／産業技術大学院大学／東
京理科大学／多摩美術大学／滋賀医科大学／山形大学／沖縄科学技術大学院大学（OIST）／国立高等専門学校
機構／バブソン大学（Babson College）／ルンド大学（Sten K．Johnson Centre for Entrepreneurship at Lund 
University）／ニューヨーク州立大学（School of Management， Binghamton University， State University of 
New York）／テルアビブ大学 （Universitat Tel-Aviv）／横浜みなとみらい21／つくばグローバル・イノベーショ
ン推進機構／産業技術総合研究所／理化学研究所／物質･材料研究機構／日本貿易振興機構／株式会社三井住友
銀行／株式会社横浜銀行／SOMPOホールディングス株式会社／野村證券株式会社／東急不動産株式会社／森ビ
ル株式会社／三井不動産株式会社／三菱地所株式会社／三菱電機株式会社／野村アグリプランニング＆アドバ
イザリー株式会社／東京大学協創プラットフォーム開発株式会社／株式会社慶應イノベーション・イニシアティ
ブ／Beyond Next Ventures株式会社／ウエルインベストメント株式会社／コランダム・イノベーション株式会社
／株式会社Coral Capital／Landing Pad Tokyo／インキュベイトファンド株式会社／スタートアップ・ブレイン
株式会社／株式会社スケールアウト／インテグラル・インベストメント株式会社／株式会社アカデミック・ギャ
ングスター／ダイアローグ・カフェ・クラブ／FieldUP／株式会社マキシマイズ／株式会社iSGSインベストメン
トワークス／株式会社ABCash Technologies／株式会社みらい創造機構／株式会社理研鼎業／株式会社先端
技術共創機構／カルチャービジョンジャパン／大川ドリーム基金／シリコンバレージャパンプラットフォーム

（SVJP）／Plug and Play Japan株式会社／500 Global／Sozo Ventures／Scrum Ventures／環境パートナーシッ
プ会議（EPC）／日本バイオデザイン学会／日本医療ベンチャー協会／エヌビディア合同会社

活動概要

① 全体概要
　本構想は、国際競争力の強化、スタートアップの創出や成長、GreaterTokyoの経済の持続的な発展を実現し、また、
エコシステムによるイノベーションを社会に実装し、地域に還元する活動を行うことを目的とした「スタートアッ
プ・エコシステム 東京コンソーシアム」に参画する、大学と地方公共団体、大学発イノベーションの取り組みをさま
ざまな形で支援する民間機関が結集して進めるものである。
SCORE大学推進型（拠点都市環境整備型）に採択されたプラットフォームを主宰している早稲田大学・東京工業大
学、そして起業家の輩出などについて随一の成果を上げている東京大学の3機関による共同主幹体制とし、以下のプ
ロジェクトを進める。

②実施項目ごとの概要
（1）起業活動支援プログラムの運営
　本構想においてGTIEサーチファンド（GSF）を設置する。GSFは次の5つの機能を持つ。第1に「経営者人材と研究
者とのマッチング（チーム形成）支援」、第2に「GAPファンド提供」、第3に「メンタリング・カスタマーデベロップメン
ト提供」、第4に「シード出資獲得支援」、第5に「大企業とのマッチング支援」である。GTIE予算の一部を用いたGAP
ファンド提供を行うと同時に、新たにファンディングスキームを構築し、協力機関を中心とした民間企業からの資金
提供を受け入れる。GTIEがファンドマネージャを設置し、GAPファンドの募集・選考・審査・運用、そして伴走支援を
行う。民間資金に係る受け入れや支援のファンディングスキームも今後検討する。

（2）アントレプレナーシップ人材育成プログラムの開発・運営など
　EDGE-NEXTプログラムで主幹機関を務めている東京大学、早稲田大学がそれぞれ実施しているプログラムを総
動員し、本構想のステイクホルダーにシームレスに提供でき、コンソーシアムの受講を希望する全ての者がプログラ
ムを受講できる体制を目指す。特に東京大学では1）研究成果や技術を新産業創出に結び付けるマインドおよびスキ
ルを持つ研究者やエンジニアの育成、早稲田大学では2）小中学高校生への教育プログラム、3）東京外の地域も含め
た社会的課題の解決に係るプログラム、を共同機関・協力機関などに広く展開する。また、海外機関との協働プログラ
ムや、仮説構築・検証などの手法において国際通用性の高いプログラムに重点的に取り組む。 

（3）起業環境の整備
　GTIE主幹機関の一つである東京工業大学の田町キャンパス（キャンパスイノベーションセンター東京：CIC）の2階
から4階の一部を用いてインキュベーション・アクセラレーション機能を持つGTIE活動拠点を形成し、専門家・メン
ターの配置、コミュニティスペースの運用、ラジオブース、フリー席、オープン席の活用を行う。さらに懇談会、イベン
ト、起業支援セミナー、アイデアソン、ワークショップなどを短サイクルで実施し、コミュニティの活性化を継続的に
行う。また、スタートアップが入居可能なオフィスの賃料をエクイティで支払えるようにするなど制度・ルールの検
討・提案を行い、インキュベーション施設運営と連携した活動を展開する。

 （4）拠点都市のエコシステムの形成・発展
　GTIEおよび東京コンソーシアムの参画機関のネットワークを相互接続し、特に海外ベンチャーキャピタルやアク
セラレーターなどとの協業・イベントなどを積極的に進め、ユニコーン創出の確度を飛躍的に高める。本事業におい
ては早稲田大学の国内外のグローバルネットワークを主としつつ、東京大学・東京工業大学や共同機関などのネット
ワークを総動員し、協力機関に名を連ねている海外組織や民間のイノベーション・コミュニティ創出支援組織と密に
連携し、GTIEのコミュニティを形成し、発展させていく。

採択年度 2021年度  

プラットフォーム名 Tokai Network for Global Leading Innovation（Tongali）

参画している拠点都市の
コンソーシアムなどの名称 Central Japan Startup Ecosystem Consortium

主幹機関 名古屋大学　【総括責任者】東海国立大学機構名古屋大学 機構長　松尾 清一

共同機関
豊橋技術科学大学／名古屋工業大学／岐阜大学／三重大学／名城大学／中京大学／藤田医科大学／名古屋市立
大学／岐阜薬科大学／愛知県立芸術大学／椙山女学園大学／光産業創成大学院大学／愛知県立大学／静岡大学
／浜松医科大学／南山大学

幹事自治体 愛知県／岐阜県／名古屋市／浜松市

協力機関

日本ベンチャーキャピタル株式会社／Beyond Next Ventures株式会社／ラーニング・アントレプレナーズ・ラボ
株式会社／株式会社MTG Ventures／Technology Partnership of Nagoya University／シンガポール国立大学／
ノースカロライナ州立大学／株式会社アカデミック・ギャングスター／中部経済連合会／浜松地域イノベーショ
ン推進機構 ／浜松磐田信用金庫／株式会社名古屋銀行

活動概要

①全体概要
　東海地域の17大学が一体となり、Tech Innovation Smart Societyを実現していくために、グローバル展開を志
向するシーズアウト型の起業支援、アントレプレナーシップ教育、環境整備を融合していくことで、面でのスター
トアップ創出の環境整備を行う。
具体的には、①大学に埋もれた起業可能性の高いシーズ発掘・磨きのためのGAPファンドとインキュベーション
プログラム、②アントレプレナーシップ教育の裾野拡大と深化、③プロトタイプ製作と熱い刺激（ステージが異な
るコミュニティ・ネットワーキング）に触れることができる場を創る。スタートアップ・エコシステム・グローバル
拠点都市「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」と連結し本地域のエコシステム形成に取り組む。

②実施項目ごとの概要
（1）起業活動支援プログラムの運営
　参加大学の技術シーズから起業することを目指して、①起業の可能性の高いシーズ情報を共有するために構築
しているシーズライブラリを活用した、埋もれた技術シーズの探索、②支援人材である産学連携担当者、事業化プ
ロデューサー候補、メンターなどの協力者が一堂に会したスタートアップを目指す起業チームづくり、③モノづ
くり・医療などの分野別のGAPファンドからの資金提供および起業研修プログラムの実施、④磨き上げたビジネ
スモデル・プロダクトをプレゼンし、VCなどからの資金を呼び込むための拠点都市と連携したDemo Dayの開催
を行う。最終年には、50社／年のスタートアップを創出するプログラムに成長することを目指していく。

（2）アントレプレナーシップ人材育成プログラムの開発・運営など
　現在実施しているアントレプレナーシップ人材育成"Tongaliプロジェクト"を基盤に、地域で希望する学生な
どが受講できる教育体制の構築と、起業教育まで深度を高めた教育・育成を行っていく。具体的には、①インセプ
ションから始まるマインドセットプログラム（意識醸成～アイデア創出のトレーニング）、②コンピテンシー・ス
キルセットと実践教育、③自らのアイデアや技術を用いて起業化を進めるプログラムを実施する。5年後には、拠
点都市の全大学84大学のうち30大学が参加し、プラットフォームの全機関の全学教育などでマインドセットス
テージの教育を行い、プラットフォーム全体で、10,000人／年が受講できる体制を構築する。

（3）起業環境の整備
　地域内の3大学に整備したTongali Tech Base（TTB）中心に、試作機能のほか、メンターやスタートアップの先
輩格とのコミュニケーションを通じて、熱い刺激に触れることができる"集う機能"を整える。①効率的な試作品
製作・仮説検証環境（ファブラボTTB）の維持・運用、②コミュニティ形成・関係機関とのハブ機能の構築の維持・運
用、③共同機関・TTB間の遠隔通信システムの維持・運用といった環境を整備するとともに、大学における起業相談
窓口の拡充・起業関係諸ルールのプラットフォーム内設置などを行う。また、大学間および拠点都市内のインキュ
ベーション拠点などとの連携体制を整え、拠点内の交流の機会を創出し、拠点間の連携促進・参画者の裾野の拡大
を行う。

（4）拠点都市のエコシステムの形成・発展
　Tongali-PFに「プラットフォーム推進委員会」を設置し、計画・ビジョンの策定やコミュニティ（拠点）の要望に
沿ったイベントなどを企画・実施するとともに、拠点都市に設置するコンソーシアム運営委員会に接続し、相互交
流の下で拠点都市のビジョン達成に取り組む。また、アドバイザリー委員会を設置し、拠点共同運営機関の有識者
を招き、活動の実質化のための助言を受ける。海外のベンチャー先進地域との交流によるノウハウ会得や他の国
内グローバル拠点都市との連携にも努める。スタートアップによって還流される人材・資金・ノウハウを、大学の
基礎研究・応用研究に再投資することで、新たな起業につながる研究成果を創出するエコシステムを構築する。
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