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１ 趣旨・目的  

 

 大学には新しい知と人材を生み出す場として、イノベーションエコシステムの中核機関たる責務が

あります。米国では、シリコンバレーやボストンのような地域において、大学から新産業が生まれて

います。欧州でも、また最近は中国をはじめとするアジアでも、大学は新しい知識の源であり新産業

を生み出す基盤として機能しています。大学発スタートアップは、大学の具体的な成果が具現化され

たものです。欧米のイノベーション拠点では常に大学、大企業、ベンチャーキャピタルとスタートア

ップの間で有機的な人材・資金・知識（知財）の好循環が生じることによって、イノベーションへの

インパクトが拡大してきています。このため、大学というフィールドを最大限に活かしながら、技術

革新の成果を速やかに事業化するための梃子（てこ）となる、大学発スタートアップを数多く産み出

すことが重要です。 

しかしながら現状、大学発スタートアップの設立数が多い大学は、東京大学、京都大学、筑波大学、

大阪大学等の大学に比較的集中しています。他方、事業化の可能性を持つ研究成果は、北海道の大学

にも多く眠っています。それにもかかわらず北海道における大学発スタートアップが伸び悩んでいる

原因として、主に人材の不足、そして情報の不足が挙げられます。このような課題を克服し、「北海道

における大学発スタートアップ創出・成長のためのエコシステム」を醸成していくことが、今、求め

られているのです。 

そこで、北海道大学を主幹機関とし、小樽商科大学、ノーステック財団、中小機構北海道本部から

なる中核組織と広大な北海道内に離散的に立地する大学・高専・公設試をハブ&スポーク方式でネット

ワーク化した「北海道・大学等発スタートアップ育成プラットフォーム」を立ち上げ、北海道におけ

るスタートアップの育成を強く推進することとしました。本プラットフォームの戦略目標は「北海道

の新産業の創出」にあります。北海道は人口減少・高齢化が国内の他の地域を上回る速度で進む課題

先進地域であり、北海道内の優秀な若年層が長年にわたり流失し続けています。これに対して、本プ

ラットフォームは道内大学等が持つ技術シーズと人材をつなげることにより、スタートアップを多数

創出し、長期的に北海道の産業構造を変え、世界のイノベーティブな人材が集う「札幌・北海道」の

実現を目指します。 

そのための第一歩として、公募を行う「『北海道・大学等発スタートアップ育成プラットフォーム』

における起業活動支援プログラム 研究開発課題」は、イノベーションの創出を牽引する起業家精神

を持った人材の育成や社会課題の解決につながるインパクトの大きいスタートアップを創出すること

を目的としています。 

ここに出でよ！ 起業を目指す北の研究者たち！ 夢を抱き研究に邁進する学生たち！ 

大学の研究成果をベンチャーキャピタルなどの投資対象となるまでに発展させるには、二つのギャ

ップを越えなければなりません。一つ目が「技術的なギャップ」であり、基礎研究の成果の事業化可

能性を検討するいわゆる Proof of Concept （PoC：概念実証）を獲得するため、試作品の作成等の資

金が必要です。二つ目が「事業化に関するギャップ」であり、市場動向を分析しながらビジネスモデ

ルを構築していくことが求められます。これら二つのギャップを乗り越えるために必要となる資金を

提供するのが、北海道において初の本格的な導入となる「『北海道・大学等発スタートアップ育成プラ

ットフォーム』における起業活動支援プログラム 研究開発課題」なのです。 
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２ 北海道・大学等発スタートアップ育成プラットフォーム事業の概要 
 

本事業は、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」における取

り組みとの連携により、大学を中心としたエコシステムの構築に向けた環境整備を推進する JST の

SCORE大学推進型（拠点都市環境整備型）として 2021年 3月に採択決定されたものです。 

 本事業を推進するため、北海道大学を主幹機関とした『北海道・大学等発スタートアップ育成プラ

ットフォーム』を新たに設立しました。 

本プラットフォーム設立の目的は、北海道内の大学等の知を統合し、そこを起点としたエコシステ

ムの循環を創り、持続可能な社会と新しい未来社会を創造し続けることです。 

 本プラットフォームでは、教育・研究機関の使命の一つである研究成果の社会実装を起業という形

で行い、新たなスタートアップコミュニティの形成により、大学等の機関に所属する研究者や学生の

みならず、それを取り巻く様々な人々と共に事業を推進していきます。その一つとして今回、起業活

動支援プログラム 研究開発課題の公募を行います。 

また研究開発課題の公募の他、起業活動支援プログラムによる学習の機会や、ネットワーク作り等

を通じ、専門的な知識の上に経験を積み、自らの力で困難を乗り越えるための思考能力の習得により、

自己実現を図ります。 

 

 

３ 応募の要件及び研究開発課題の内容 

 

【 対象となる研究開発課題 】 

   対象は事業化に向けて研究機関の研究成果と事業化とのギャップを埋めるために行う、ビジネ

スモデルのブラッシュアップ、試作品製作及び仮説実証のためのデータ（実験結果、計算結果等)

の取得等を行う研究開発です。 

  

【 研究代表者 】 

  次の機関に所属する研究者及び学生（修士課程もしくは博士課程の学生に限る） 

主 幹 機 関：北海道大学 

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 

外部協力機関：札幌医科大学 

※上記に記載のない北海道内の大学及び高専等（北見工業大学、札幌市立大学、北海道科学大学、

公立千歳科学技術大学、函館高専、旭川高専、釧路高専等）に所属している研究者等で本プロ

グラムに応募希望がある方は、ノーステック財団までご相談ください。 

  なお、採択された研究開発課題の研究代表者が所属する機関は、「共同機関」として JST と委託契

約を取り交わすこととなります。 

 

 研究開発課題の研究代表者は、次の要件を全て満たすこと。 

①応募時点において、所属する大学等の研究者または学生（修士課程、博士課程）であり、か

つ研究開発課題の核となる技術シーズの発明者である、もしくは発明に関わった者であるこ

と。なお、技術シーズとは特許（出願中、出願予定を含む）、プログラム等をいいます。 

②技術シーズを利用したスタートアップ企業の設立、事業化等により、大学等の研究成果の社

会還元を目指していること。 
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③技術シーズについては、本支援を通じて創出されるスタートアップ企業の実施に関してその

技術シーズの発明者、技術シーズが帰属する機関等（特許出願人等）の同意が得られている

こと。 

  ④プラットフォームが目指すエコシステムの形成について、その趣旨を理解の上、貢献する意

志を有すること。 

  ⑤学生（修士課程、博士課程）が研究代表者となる場合は、研究成果として生じる知的財産権

の扱いについて学生と所属機関が合意したことを示す「合意確認書」を、双方署名の上、提

出すること。 

  ⑥応募前に、本事業の目的を鑑み、本プラットフォームが指定するアントレプレナーシップ養

成のための e-learningプログラムを受講すること。 

 

【 採択予定件数 】  

15件程度 

  学生（博士課程、修士課程）が研究代表者となる研究開発課題は、採択予定件数全体の 20％以内

とします。 

 

【 研究開発費用 】   

250万円以上 500万円以内／1件、補助対象経費の 10／10 

 

【 補助対象経費 】 

 概要：直接研究に必要な経費で次に掲げるもの  

a.物品費 
新たに設備（※）・備品・消耗品等を購入するための経費 

※汎用性が高く比較的大型の設備・機器は共用を原則とすること。 

ｂ.人件費・謝金 

研究参加者・支援者等（但し、研究担当者を除く）の人件費・謝金 

※大学等において運営費交付金や私学助成金等により、国から人件費を措置され

ている者の人件費は支出できません。 

※各研究開発課題の研究開発費における人件費・謝金の合計は原則として、直接

経費総額の 50％以内とします。 

ｃ.旅 費 研究担当者および申込書記載の研究参加者等の旅費 

d.その他 

a,b,cの他、研究開発を実施するための経費 

※外注費：研究開発要素を含まず、役務仕様が決まっており、作業のみを外注す

る請負契約のことです。その合計は、原則として直接経費総額の 50％以内とし

ます。 

※バイアウト経費：一定の要件を満たした場合に限り、研究以外の業務の代行に

係る経費を支出することができます。本件は所属機関と協議してください。必

要な要件は以下 URLよりご確認ください。 

  https://www.jst.go.jp/osirase/2020/pdf/20200917.pdf 

経費のガイドラインについては「SCORE大学推進型研究者ハンドブック（2020年度）」および「委託研究

事務処理説明書」を参照してください。(https://www.jst.go.jp/start/jimu/score-u.html) 

 
 

https://www.jst.go.jp/start/jimu/score-u.html
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【 研究開発実施期間 】 

研究開発は 1 月末を目途に終了してください。なお、補助対象経費の執行期限は所属機関の定め

るところによります。 

 

 

４ 応募の手続き及び日程 

 

（1）提出書類  

・研究開発課題申込書：様式 1～5 

・（学生が研究代表者の場合のみ）合意確認書：様式自由 

・二次審査用プレゼンテーション資料： 

パワーポイント 8枚以内（表紙を含む）で、下記の観点について記載してください。 

 

①本提案で目指している「事業」について 

・事業の内容 

・事業背景・ニーズ 

・事業のビジネスモデル 

・事業のインパクト 

②本提案で実施する「研究開発」について  

・研究開発の内容 

・研究開発の独創性・新規性 

・技術シーズの概要（出願中、出願予定を含む特許、プログラム等を含む） 

 

 研究開発課題申込書の様式は、ノーステック財団のホームペ―ジ（https://www.noastec.jp/）

からダウンロードできます。 

 

（2）受付期間   

・研究開発課題申込書・合意確認書：2021年 4月 15日（木）～5月 26日（水）正午必着 

・二次審査用プレゼンテーション資料：2021年 6月 23 日（水）正午必着 

 

（3）提出方法及び提出先・問い合わせ先   

受付期間内に、所定の様式をノーステック財団へ E-mailにて提出してください。 

問い合わせは、下記のメールアドレス宛にお願いします。 

 

   提出先・問い合わせ先： 

ノーステック財団（公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター）  

産学連携支援部 GAPファンド担当  

E-mail:gap＠noastec.jp  Tel:011-708-6536 

      

 

５ 審査及び採択後の手続き等 

 

【 応募前の取り組み 】 

応募前にアントレプレナーシップ養成のための e-learningプログラムを受講いただきます。詳

細は、4月末を目途にノーステック財団ホームページ上で公開予定です。  
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【 評価の観点 】 

応募後の選定に当たっては、ノーステック財団が組織する審査委員会において、以下の評価の

観点について一次審査（書面審査）および二次審査（ヒアリング審査）を実施し、北海道・大学

等発スタートアップ育成プラットフォーム推進会議において、採択を決定します。 

 

（1）一次審査（書面審査） 【技術評価】 

  

（2）二次審査（ヒアリング審査） 【事業性評価】 

 

 (3) 最終審査 （参画機関による意思決定） 

採択する研究開発課題については、参画機関によって構成する「北海道・大学等発スタート

アップ育成プラットフォーム推進会議」において、一次審査・二次審査の内容を踏まえ意見交

換を行った上で、最終的な意思決定を行います。 

 

 

 

評価項目 評価の観点 

基礎となる 

研究開発の有無 
・提案された研究開発課題の基礎となる研究成果等が、十分に蓄積され

ているか 

独創性・新規性 ・研究開発の対象・手法・成果等に独創性や新規性が認められるか 

目標の妥当性 ・事業化を目指すための研究開発として、目標の設定は適切か 

計画の妥当性 
・高い遂行能力を有する研究開発体制となっているか 

・研究開発期間や、研究費の使途が妥当であるか 

事業化の可能性 
・社会情勢や産業動向から見て必要とされている研究開発であるか 

・事業化の視点で、優位性があるか 

評価項目 評価の観点 

ニーズの把握 
・開発する製品・サービスは、市場ニーズを的確に把握しているか 

・開発する製品・サービスは、社会的課題を的確に把握しているか 

製品・サービスの 

優位性 

・開発する製品・サービスは、競合する製品等と比較して優位にあるか 

・開発する製品・サービスは、関連する製品等と差別化できているか 

事業化の 

インパクト 

・社会的に重要な課題について、その課題解決に資する事業か 

・市場・顧客における課題を解決する製品・サービスか 

ビジネスモデルの 

妥当性 

・事業化を達成するまでの計画は、具体的かつ的確なものか 

・開発する製品・サービスを提供する手段・チャンネルは明らかか 

・開発する製品・サービスは、事業として高い収益性が見込まれるか 

事業化への 

熱意・意欲 

・起業や事業化への熱意があり、かつ理念が明確で、コミュニケーション

能力を備えているか 
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【 採択の決定・通知 】 

2021年 6月下旬（予定）に、採択する研究開発課題を決定します。採択の結果は、7月上旬（予

定）に、研究代表者に所属機関を通じて通知します。 

 

【 採択後の取り組み 】 

①採択後、研究開発課題の実施期間内に本プラットフォームが指定する「起業活動支援プログ

ラム」に参加いただきます。 

②研究開発課題が終了後は、全ての研究開発課題について、事業化に向けたビジネスモデルや

研究開発成果を発表する場である「Demo Day」（2022年 2月頃予定）に参加いただきます。 

③採択された研究開発課題については、研究開発費交付決定後、ノーステック財団ホームペー

ジにて公表（研究開発テーマ名、研究開発の概要等）します。 

④起業した際は、本プラットフォームが目指すエコシステム形成への貢献について、所属機関

と協議していただきます。 

 

  【 研究開発費の交付 】 

研究開発費は、研究開発課題の採択後に、採択者の所属機関と JST との委託契約後に交付され

ます。 

 

【 日程 】 

e-learningプログラムの受講（4月末を目途にノーステック財団ホームページ上で公開予定）  

研究代表者は、申し込み前に e-learningプログラムを受講します。 

↓ 

申込書の提出：2021年 4月 15日（木）～2021年 5月 26日（水）正午 

研究代表者は、申込書をノーステック財団に提出します。 

↓ 

一次審査（書面審査）：2021年 5月 31日（月）～2021年 6月 14日（月） 

審査員が申込書に基づき、技術評価の観点から審査します。 

↓ 

一次審査（書面審査）結果通知：2021年 6月 17日（木）（予定） 

一次審査（書面審査）採択の結果は、研究代表者に所属機関を通じて通知します。 

↓ 

二次審査（ヒアリング審査）プレゼンテーション資料提出締め切り： 

2021年 6月 23日（水）正午 

一次審査（書面審査）にて選定された研究開発課題の研究代表者は、プレゼンテーション資料

をノーステック財団に提出します。 

提出いただいたプレゼンテーション資料は、二次審査（ヒアリング審査）で使用します。 

↓ 

二次審査（ヒアリング審査）：2021年 6月下旬（予定） 

研究代表者がプレゼンテーションを行い、審査員が事業性評価の観点から審査します。 
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↓ 

最終審査（北海道・大学等発スタートアップ育成プラットフォーム推進会議）： 

2021年 6月下旬（予定） 

同会議による審議を経て、採択する研究開発課題を決定します。 

↓ 

採択決定・通知：2021年 7月上旬（予定） 

採択の結果は、研究代表者に所属機関を通じて通知します。 

↓ 

「起業活動支援プログラム」への参加：2021年 7月～2022年 3月（予定） 

採択された研究代表者等には、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、

顧客ヒアリング、個別メンタリング等の支援を実施するプログラムを受講していただきます。 

↓ 

「Demo Day」への参加：2022年 2月（予定） 

採択された研究開発課題は、事業化に向けた活動の成果について本イベントで投資家等の前で

発表し、次の資金獲得を目指します。 

 


