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国立研究開発法人科学技術振興機構の概要
１．未来を共創する
研究開発戦略の立案・提言 ２．知の創造と経済・社会的価値への転換

３．未来共創の推進と未
来を創る人材の育成

ネットワーク型研究所として主体的に研究開発を推進

鉄系高温超伝導
物質

【成果事例】
戦略的創造研究推進事業等

未来社会創造事業等

インドネシアにおける
地震火山の総合防災策

イノベーションの創出に資する人材の育成次世代人材の育成

【成果事例】

iPS細胞
【成果事例】

 日本科学未来館
 サイエンスアゴラ
 科学とつながるポータルサイト 等

 スーパーサイエンスハイ
スクール支援

 国際科学技術コンテスト
支援 等

様々なステークホルダーによる対話・協働

 プログラム・マネージャーの育成・
活躍推進プログラム

 研究人材キャリア情報活用支援 等

様々なステークホルダーとの
共創を推進し、エビデンスに
基づいた先見性のある戦略を
立案・提言

戦略的基礎研究 イノベーション型研究 企業化開発
研究成果展開事業等

国際共創 ・ 知的財産活動の支援 ・ 情報基盤の強化

IGZO薄膜
トランジスター青色LED

対話・協働の成果の戦略立案や研究開発への反映
持続的な科学技術イノベーションの創出へ貢献

 研究開発戦略センター（CRDS）
 中国総合研究交流センター（CRCC）
 低炭素社会戦略センター（LCS）

科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出

2



JSTの産学連携事業＜研究開発＞
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産学共同による実用化開発の支援

組織対組織の産学連携への支援

大学発ベンチャーの起業支援

• 研究成果最適展開支援プログラム
• 先端計測分析技術・機器開発プログラム
• 産学共同実用化開発事業資金支援

• センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム
• リサーチコンプレックス推進プログラム
• 産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム
（OPERA）

• イノベーションハブ構築支援事業
資金支援

資金・経営支援

• 大学発新産業創出プログラム
• 社会還元加速プログラム
• 出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS）

赤字は2019年度に新規募集を実施する事業

★

★

★
★



JSTの産学連携事業＜知財活用＞

4

産学マッチングの機会提供

大学等の知的財産マネジメントへの支援

JSTファンディング事業の知的財産マネジメント強化

• 新技術説明会
• イノベーション・ジャパン（大学見本市）
• 産から学へのプレゼンテーション
• J-STORE
• 産学官の道しるべ

• 外国特許の権利化支援
• 技術移転に係わる目利き人材育成プログラム
• OJT研修

• 大学等保有特許の集約
• ライセンス

★
★
★



フェーズ 機能検証 産学共同 企業主導

タイプ 試験研究 実証研究 シーズ育成 NexTEP-B NexTEP-A

申請者 大学 産学 企業

機関 1年 2~6年 ~5年 ~10年

ファンド形態 グラント マッチングファンド 返済型

研究開発費 ~300万円 ~0.1億円 0.2-5億円 ~3億円 ~15億円

２．科学技術イノベーション・システムの構築
ー産学官連携施策の見直し・大括り化についてー

 JST産学官連携施策は、以下の課題が顕在化。
 拠点型産学官連携制度：制度毎の運営管理体制による局所最適化、制度終了後の自立化・ノウハウの非継承等に課題
 個別型産学官連携制度：複雑な支援メニュー・硬直的な支援要件等に課題

 2020年度に向けて、採択重視からマネジメント重視へ・利用者目線の観点で見直しを実施。

メニュー再編・簡素化

 拠点型産学官連携制度(COI、ﾘｻｰﾁｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ、OPERA、ｲﾉﾍﾞｰｼｮ
ﾝﾊﾌﾞ)を「共創の場形成支援」として大括り化し、予算を一元管理。

 全体を俯瞰する「共創の場形成支援」推進委員会を設置することに
より、成果の最大化に向け、一体的マネジメントを推進。

 2020年度以降、共創の場形成支援として、新規拠点（共創チー
ム）を採択。異分野／異業種混成の最適なチーム編成による異分
野融合共同研究と、大学・研究開発法人による大型共同研究のマ
ネジメント体制構築等のシステム改革を推進。

産学共創プ
ラットフォーム
推進委員会

リサーチコンプ
レックス推進プ
ログラムアドバ
イザリーボード

COI STREAM
ガバニング
委員会

イノベーショ
ンハブ構築支
援事業評価
委員会

共創の場形成支援推進委員会
・予算の一元管理による機動的で柔軟な予算執行管理
・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ間のﾙｰﾙ統一化 ・ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽの共有
・地域・分野の最適配分 ・予算の重点配分

メニュー① 大学, ベンチャー 1年 グラント
(持ち寄り方式)

~0.1億円/年

メニュー② 大学, 産学 2-6年 0.1-1.5億円/年

メニュー③ 企業
(ベンチャー含む) ~10年 成功時返済 ~15億円(総額)

相
談
窓
口

企業・自治体

大学・研発法人・
TLO等

 研究開発フェーズではなく、目的に応じた3つの支援メニューに再編・簡素化。
 申請の事前段階で、業界や地域のニーズと大学の技術シーズのマッチング、最適
な研究開発プロジェクト設計、JST外も含む最適な支援メニュー・事業の紹介等を
行う相談窓口をJSTに設置。共同研究発展の可能性が認められれば、A-STEP
各タイプまたは他制度へ発展。

個別型産学官連携制度「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)」
の見直し

拠点型産学官連携制度の大括り化「共創の場形成支援」

他制度（他機関含む）事前相談窓口設置
（2019年度~）

2020年度~の支援メニュー（案）

A-STEP:現在の支援メニュー

大学・研発法人 自治体 企業

応募
大学等を含めた2
機関以上を自由に
組み合わせた、

柔軟なチーム編成

2019年度~：制度の大括り化
（全体を俯瞰する委員会を設置）

2020年度~：新規採択開始

FS 本採択

・・・
昇格審査 ・・・

異分野/異業種混成の「共創チーム」
※制度終了後の自立化に向けた支援も実

施（一部課題のスピンアウト、シーズ発
掘・育成、若手人材の海外共同研究等）

本採択に向けた
ハンズオン支援
や類似テーマ･
チームの合併

背景・課題

2019年度文部科学省
概算要求等の発表資料一覧
（2018年8月）より一部改
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2020年度にA-STEPの制度変更が予定されています。

本日ご紹介するA-STEPの制度は
2019年度のものになりますことを予めご了承ください。

なお、2019年度までに採択された課題の運用は
現行の制度通りに行う予定です。

産学共同による実用化開発の支援



A-STEPの支援内容 【2019年度版】
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フェーズ 機能検証フェーズ 産学共同フェーズ 企業主導フェーズ
支援タイプ 試験研究 実証研究 シーズ育成 NexTEP-B NexTEP-A

支援対象

大学等のシーズ
が企業ニーズ
（企業の抱える
技術的課題）の
解決に資するか
どうか確認する
ための試験研究

を支援

企業との本格的
な共同研究に進
むために必要な
実証的な研究を

支援

大学等の研究成果に
基づく技術シーズの
可能性検証及び実用
性検証を行い、中核
技術の構築を目指す
産学共同の研究開発

を支援

研究開発型中小
企業による大学
等の研究成果に
基づく技術シー
ズの実用化開発

を支援

企業による大学
等の研究成果に
基づく技術シー
ズの大規模な実
用化開発を支援

課題提案者 大学等の研究者 開発実施企業と
大学等の研究者

シーズの発明者・所有者の了承を
得た開発実施企業※

研究開発費
（JST支出総額）
（間接経費含む）

～300万円 ～1,000万円 2,000万円～5億円 原則、
上限3億円

原則、
1億円～15億円

研究開発期間 原則1年 2～6年 原則、最長5年 原則、最長10年
対象分野 医療分野を除く、幅広い分野が対象
知的財産権
の有無 必要なし 必要あり（出願・申請済みであれば可）

※ NexTEP-Bタイプは資本金10億円以下の企業のみ

大学等で生まれた、国民経済上重要な科学技術に関する研究成果を実用化すること
により、社会へ還元することを目指す技術移転支援プログラム



“NexTEP”の支援内容 【2019年度版】
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支援タイプ

A-STEP 企業主導フェーズ 産学共同実用化開発事業（NexTEP)

NexTEP-B
タイプ

NexTEP-A
タイプ 一般タイプ 未来創造

ベンチャータイプ
マッチングファンド型

（係数2倍）
返済型

（成功時：全額返済 不成功時：10％返済）

申請者 企業
（資本金10億円以下） 企業 企業

（原則、設立10年以内）

開発期間 最長5年 最長10年 原則、最長10年

開発費 ～3億円 1～15億円 原則、1～50億円

シーズ特許
（原権利）の要件

１）大学等の特許
２）上記機関に所属する研究者所有の特許（但し、大学等の職務発明であ

ること）
３）企業所有の特許については、発明者に２）の研究者を含むこと（但し、

大学等の職務発明であること）

左記に加え、JSTの過去の研究
開発成果の特許を含む申請で
あり、申請企業が当該特許を
所有していれば可

備考１ ・原権利について、JSTへ実施権（独占）の設定・許諾が必要（権利満了まで）
・成果実施の際に、実施料の徴収有り

備考２ ー ・導入試験の実施可能 ・IoT/AI分野を優先
・JST分の実施料免除

・IoT/AI分野を優先
・成功時の返済について、
猶予期間の設定可

・不成功時の物品評価額は
支払いを免除

A-STEP 企業主導フェーズ 及び 産学共同実用化開発事業（NexTEP) の2事業4タイプ



2019年度の公募予定
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事業 フェ
ーズ 支援タイプ 募集時期 採択予定

件数
開始時期
（予定）

Ａ
－
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ

機能
検証

試験
研究

第1回 3月14日～5月14日 正午 110課題程
度 9月

第2回 5月23日～7月23日 正午 50課題程度 11月

実証研究 5月23日～7月23日 正午 10課題程度 11月

産学
共同 シーズ育成 3月11日～5月13日 正午 20課題程度 10月

企業
主導

NexTEP-B 3月11日～6月10日 正午

若干数 協議の上、
決定

NexTEP-A 通年募集
但し、年3回の締切

（7/31、11/29、3/31・
正午）Ｎ

ｅ
ｘ

Ｔ
Ｅ
Ｐ 一般タイプ

未来創造
ベンチャータイプ

※採択予定件数は課題提案の状況や予算により変動します。



マッチングプランナーの活動

10

地域のコーディネート機能を担う
組織・人材と密に連携し、
全国規模のネットワークを
活かしたマッチングや、
公募による研究開発費支援、
課題のフォローアップを通じ、
産学協働の芽出しを支援します。
全国５拠点で活動しています。

◎各種支援制度の提案
◎産学共同研究のきっかけづくり
◎新たな課題に対する解決策や連携先の提案

◎ニーズを解決できるシーズを全国から探索
◎大学等との連携の橋渡し

企業の皆様へのご支援

研究者の皆様へのご支援

コーディネーターの皆様 等々

◎全国の産学連携情報や各機関の取り組みなどの紹介
◎JST内外の支援制度の提案

橋渡し人材の皆様へのご支援

広域関東圏担当
（東京オフィス）

友田 和美

植木 千尋

二階堂 知己

高山 大

青柳 重夫

松本 健



マッチングプランナー（MP）のフォローアップ
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マッチングプランナーは、採択時から研究開発終了後まで、各課題の
研究開発・技術移転の方向性等について相談、助言を行います。

（例）
・計画書や報告書作成に関するサポート
・JST事業や他省庁の事業等への課題申
請支援
・研究成果の活用可能性のある新たな企
業等とのマッチング
・研究開発によって抽出された課題の解決
に資する大学等や企業等とのマッチング
・研究成果の広報機会の提供

橋渡し人材



機能検証フェーズ 申請・採択の状況
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申請数 採択数 倍率

平成27年度第1回 1,133 260 4.4

平成27年度第2回 308 106 2.9

平成28年度 647 255 2.5

平成29年度 1,132 185 6.1

平成30年度
試験研究タイプ

第1回 816 90 9.1

第2回 610 50 12.2

平成30年度
実証研究タイプ（1,000万円） 157 10 15.7

※平成27年度～28年度は、170万円/課題。平成29年度～は300万円/課題。



産学共同フェーズ 募集分野 【2019年度版】
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 社会的・経済的なインパクトに繋がることが期待できる、幅広い分野からの研究
開発提案を対象。ただし、医療分野は対象外

 第1分野から第4分野まで設定し、各々の分野にPOを設置。POが重視しているテ
ーマを『プログラムオフィサーの方針』として提示

 POの方針に「期待する提案規模」を記載（分野により異なる）

分野名 PO

第1分野
（ICT・電子デバイス）

石井 真
（元 ソニーＬＳＩデザイン株式会社 代表取締役社長）

第2分野
（ものづくり）

横井 秀俊
（元 東京大学生産技術研究所機械・生体系部門 教授）

第3分野
（機能材料）

浜田 恵美子
（元 名古屋工業大学大学院工学研究科 教授）

第4分野
（アグリ・バイオ）

穴澤 秀治
（一般財団法人バイオインダストリー協会 先端技術・開発部長）



産学共同フェーズ 申請・採択の状況
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申請数 採択数 倍率 FS採択

平成28年度 124 20 6.2 5

平成29年度 178 23 7.7 12

平成30年度 135 17 7.9 11
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 「実用性が検証されたシーズの実用化開発」が支援対象

 大学でなく、民間企業に対して開発費を直接支出

 （医療分野を除く）幅広い分野の提案に対応

 マッチングファンド型と返済型の2種類の支援タイプ有り

 シーズとなる大学等の原権利（特許）について、JSTへ実
施権を設定いただくことが必要

 製品化の際には、売上げ等に応じた実施料を納付

“NexTEP”の概要・特長 【2019年度版】
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開発実施企業

科学技術振興機構（JST）

シーズの所有者（大学等、他）

実施権の許諾
開発費支出
課題の評価

成果実施
（製造・販売）

実施権の設定・許諾
（再実施権付）

実施料

（成果実施の対価）

実用化開発

実施料
（成果実施の対価）

“NexTEP”の仕組み 【2019年度版】



選考の観点 ＜機能検証フェーズ＞ 【2019年度版】
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観点①目標設定の妥当性

観点②課題の独創性（新規性）および技術の優位性

観点③計画の妥当性

観点④イノベーション創出の可能性

（研究成果の波及効果の可能性）

なお、実証研究タイプ（1,000万）では上記の選考の観点に基づく評価結果を踏まえつつ、
以下の点も考慮して選定を行います。

・事業化に向けた研究開発構想が十分練られているか
・事業化に向けた展開が期待できるか



選考の観点 ＜産学共同フェーズ＞ 【2019年度版】
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No. 観点 内容 主な項目

1
テクニカル
メリット

独創性・優位性の高いシーズ技術
を基にした研究開発計画であり、
実行可能な体制が構築されている
こと。

 シーズ技術の独創性
 シーズ技術の競合優位性
 プロジェクト目標の妥当性
 プロジェクト計画の妥当性
 プロジェクト体制

2
ビジネスメ
リット

市場優位性を確保するための事業
化戦略が十分検討されていること。

 ターゲットユーザーの妥当性
 製品･サービス仕様の妥当性
 市場規模･成長性
 競合優位性

3 知財戦略 競争優位性を保つための知財戦略
が具体的に検討されていること。

 周辺特許取得状況・今後の戦略
の妥当性

4
イノベー
ションイン
パクト

国民生活にインパクトを与えうる
成果や波及効果が期待できること。

 製品･サービスの社会革新性・
公共性

 経済的波及効果の大きさ
 学術的波及効果の大きさ



選考の観点 “NexTEP” 【2019年度版】
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①課題の独創性（新規性）及び優位性
②目標設定の妥当性
③イノベーション創出の可能性
④提案内容の実行可能性
⑤事業化の可能性
⑥開発に伴うリスク
⑦直近のプロジェクトにおける目標の達成状況
⑧（財務等の状況）
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大学発ベンチャーの起業支援



JST関連のスタートアップ支援事業の位置づけ
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文部科学省EDGE-Next etc.
SCORE

START
SUCCESS

起業への
興味喚起

起業知識
ノウハウ
習得

顧客ニーズ
把握

技術開発の
事業化視点の
方向性検証

起業判断
ＰＯＣ取得

事業化に向けた
研究開発

各種ネットワーク
構築

起業
成長

顧客へ仮説検証
顧客ニーズがあるか
顧客ニーズは何か
をクリアにする。

起業前段階の
事業化に向けた
研究開発、事業育成
を実施。

成長ベンチャー
目指し、操業

SUCCESSによる
出資等も検討



START・SCORE概要
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制度名
社会還元加速プログラム プロジェクト支援型

概要

研究者やアントレプレナー志望者等が、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
に学習し、研究開発成果の事業化を通した社会還元を
加速します。

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・事業育成のための資金と事業化ノウハウ等を組み合
わせることにより、事業戦略・知財戦略を構築し事業化を
目指す。

期間 原則1年度 原則1～3年度以内

予算 500万円/年（直接経費）
3,000万円/年（直接経費） ※支援期間：２～３年度
5,000万円/年（直接経費） ※支援期間：１～２年度

2019年度
一次申請 2019年5月17日（金）正午 締切 2019年6月14日（金）正午 締切

募集
対象 ・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。

・上記条件を満たす分野における研究開発を対象とし、
原則、研究代表者およびアントレプレナー志望者
（EL）を含むチーム体制を構築できること。

・事業プロモーターのプロジェクトマネジメントのもと、研究
代表者を中心とし、企業価値の高い大学等発ベン
チャー創出等により成果の社会還元を目指す研究開発
が対象。

・研究代表者は、研究開発期間中、日本国内に居住し
日本国内の大学等に常勤の研究者として所属している
こと。



SCOREの流れ
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①活動実施期間 ：単年度
②活動経費（直接経費）：500万円
③対象分野 ：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先般

大学等の優れた技術シーズ等の社会還元を加速、充実させるため、研究者やアントレプレナー候
補者にリーンスタートアップ手法等の起業に係る実践的な学びを支援します。出資獲得等につながる、
成長力のあるベンチャー創出を促進するため、顧客ヒアリング等の実践を通してビジネスモデル仮説を
高度化、現実化（ブラッシュアップ）していきます。

※１ 「EL」Entrepreneur Lead（アントレプレナー志望者）の略称
研究代表者の技術を基にした起業化の展開において、ビジネスモデルの仮説
立案および検証等の活動を中心的に行う者。学内外を問わず、研究代表者
と二人三脚の協働で活動を行える者を想定しています。

二次申請

一次申請



SCORE 申請・採択の実績
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採択年度 プロジェクト名 研究代表者 事業プロモーター
2018
年度

竹の解繊・ナノ化技術によるＣＮＦの開
発

大分大学 准教授
衣本 太郎 ＱＢキャピタル合同会社

2018
年度

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

広島大学 診療准教授
亀井 直輔

Beyond Next 
Ventures 株式会社

①申請数 ②採択数 採択率（②/①）

2017年度 23 16 73%
2018年度 35 17 55%
合計 58 33 62%

SCORE採択課題の展開事例
<STARTプロジェクト支援型 採択>

<起 業>

申請件数と採択件数

会社名 研究代表者 備考

株式会社Genics 早稲田大学 准教授
石井 裕之

・口にくわえるだけで磨ける「全自動歯ブラシ」
・世界最大規模の家電見本市「CES 2019」に出展



STARTの流れ
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＜第１次申請＞ ＜第２次申請＞ ＜審査＞ ＜事業開始＞ ＜起業＞

国費によるSTART事業で目指すのは 「企業価値の高い、成長ベンチャー（start-up）の設立」
※ START支援は“通常の研究開発助成” や“一般的な会社設立助成”とは異なります。



2019年度 事業プロモーター（13社）
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事業プロモーターは、日々技術シーズを探索しています。また第2次申請のための検討
時間も非常にかかります。そのため、第1次申請前に、事業化方針等の相性確認も含
め、事業プロモーターに連絡頂く事を推奨いたします。

ウエルインベストメント㈱

㈱ジャフコ

㈱東京大学エッジキャピタル

バイオ・サイト・キャピタル㈱

ユニバーサル マテリアルズ
インキュベーター㈱

㈱FFGベンチャービジネス
パートナーズ

Beyond Next Ventures㈱

㈱経営共創基盤（IGPI）

QBキャピタル合同会社

ジェネラルパートナー㈱

ニッセイ・キャピタル㈱
日本戦略投資㈱

MedVenture Partners㈱



START 申請・採択の状況
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①
第１次
申請数

②
第２次
申請数

③
採択数 推薦率

（②÷①）
採択率

（③÷①）
活動

プロモーター
ユニット数

2012年度 168 40 27 24% 16% 7

2013年度 208 34 16 16% 8% 11

2014年度 137 38 15 27% 11% 12

2015年度 115 32 12 28% 10% 12

2016年度 88 31 11 35% 13% 16

2017年度 94 35 13 37% 14% 13

2018年度 82 18 9 22% 11% 12

合計 892 228 103 26% 12%



START発ベンチャーの創出、ステップアップ状況
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● 採択プロジェクト総数
（2012～2018年度）

● 終了プロジェクト総数
（2019年3月末日）

● ベンチャー設立数
（2019年6月時点）

● ステップアップ数
（出資1億円以上調達など）

● 売上発生社数
（2019年6月時点）

● 雇用創出数
（2019年6月時点）

【起業率】

56％
【ステップアップ率】 35

％

【リスクマネー調達平均額】

2.1億円

ベンチャー設立数（48社）
終了プロジェクト数（86PJ)

ステップアップ数（17社）
ベンチャー設立数（48社)

全社リスクマネー調達総額(101憶円）
ベンチャー設立数（48社)

103PJ

86PJ

48社

17社

21社

274名



START発ベンチャー一覧 （2019年6月現在）
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㈱ミーバイオ

NanoSuit㈱

㈱APSAM Imaging
㈱BioAlchemy

MabGenesis㈱

J-Startup選定ベンチャー



START発ベンチャー事例

30

株式会社SIRC
（大阪市立大学発ベンチャー）

■ニュース・プレス情報

2018年12月 関西電力グループとの、資本業務提携の発表
2018年12月～2019年1月

業務提携先の事業会社およびVCへの
第三者割当増資により総額約3.2億円を調達

2019年2月 JR東日本スタートアップ㈱への第三者割当増資
を実施

■プロジェクト概要

課題名 「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」

事業プロモーター ：日本戦略投資株式会社
研究開発機関 ：大阪市立大学
START採択 ：2013年度
ベンチャー設立 ：2015年2月18日

■技術概要

SIRCデバイス
電力の測定ができる3㎜×3㎜角の極めて小さなセンサ。
従来の電力センサとは異なる原理により、多機能、低価
格を特徴とする磁性薄膜エネルギーセンサである。非接触
型で小型軽量のため、これまで適用することができなかった
部位に多次元的に配置することが可能。
電力の測定だけでなく
方向を測定できるため、
メーターの針の角度や
エコーを用いて対象物
までの距離を測ることで
自動運転にも応用可能。



研究者に聞いた！ 「起業を目指した理由」
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「企業では
開発リスクが大きすぎて

対応が困難」

「実用化するには、
自分で起業するしかなかった」

「企業との共同開発では、
意思決定や事業化への

スピードが遅くなる」

「自分の目指す目的は、
企業との共同研究や
ライセンスでは完遂できない」

同じ気持ちをお持ちの方は、 ・ にエントリーください！

「自分の技術で、
地域に雇用を生みたい」

「海外では研究者が
起業するのは当たり前」

「海外留学
経験で影響」

「本当にやりたい研究を
続けていきたい」

「自分の技術で社会問題を解
決するには起業しかなかった」

「起業は、今後の研究者の
キャリアパスの一つ」
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産学マッチングの機会提供



新技術説明会
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大学等の発明者自身が実用化を展望した技術を企業側へ説明
 聴講：無料

 場所：JST東京本部別館1階ホール

 開催回数：年間80回程度

 特長

 未公開特許を中心とした発表

 個別相談会場を併設

 4万件以上の企業リスト（メールDM発信）

 発表資料をWebサイトに掲載



イノベーション・ジャパン２０１９
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■会 期 令和元年8月29日（木）、8月30日（金）
■展示会場 東京ビッグサイト 青海展示棟Bホール
■主 催 国立研究開発法人科学技術振興機構

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
■共 催 文部科学省、経済産業省

JST及びNEDO共同主催による
国内最大級の産学マッチングイベント



産から学へのプレゼンテーション（産プレ）
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企業のニーズや共同研究分野・課題を大学や研究機関に説明
 聴講：無料

 場所：JST東京本部別館他、地方開催も実施

 開催回数：年間３～５回

 開催規模：１開催当たり３社程度

 開催形態

 企業から大学関係者に対して、解決すべき技術課題や共同研究課題をプレゼン
テーション。

 名刺交換

 個別相談会場を併設

昨年度より、関東経産局とタイアップして開催
 関東経産局のオープンイノベーション・チャレンジピッチと共同開催

 直近の開催：7月8日（月）

 発表企業
キューピー株式会社、大阪ガス株式会社、サンデン・リテールシステム株式会社
興研株式会社、テイボー株式会社
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ご清聴ありがとうございました
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