
 
 
○ 我が国では、多くの技術シーズが存在しているもの
の、研究開発型の中小・ベンチャー企業等の創出・発
展が不十分な状態となっています。 

 
○ 本事業では、平成25年度補正予算で構築する「研究

開発型支援創出支援創出プラットフォーム」（優れた
技術の事業化計画や周辺技術との融合などを促進する
仕組み）を活用して、有望な新技術の発掘から事業化
までを一気通貫に政策的に支援します。 

 
○ 具体的には、特定の技術シーズや事業構想を有し、

研究開発型ベンチャーの起業を目指す起業家候補（大
企業等のカーブアウト人材、大学・研究機関の研究
者・ポストドクター等）を事業化支援人材の下で育成
することにより、我が国企業、大学、研究機関等の優
れた技術を基にした研究開発型ベンチャーの創出を目
指します。 

研究開発型ベンチャー支援事業 
 ５．８億円（新規） 

産業技術環境局 技術振興課 
03-3501-1778 

 
 
 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 
民間企業

等 
ＮＥＤＯ 

交付金 委託等  

○事業内容 

○事業スキーム 

１．起業家候補人材支援事業 
 ①起業家候補人材の発掘・登用 
 ②潜在的なマーケットニーズとのマッチング（試作品提供等） 
 ③起業家候補人材によるビジネスモデル・プランの構築 

２．事業支援人材等による支援事業 
 ①ビジネスモデル・プランへの助言等 
 ②グローバルな技術融合による課題解決 
   （単独ではモノにならない技術シーズについて他の技術との   
         組み合わせを促進。） 
 ③民間VC、金融機関等との連携によるベンチャーへの出資、融 
       資促進 
 ④潜在ユーザーとの連携支援 
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