
⼩学⽣起業家育成事業 中学⽣起業家育成事業

「スタートアップ１DAY」
「スタートアップ３DAY」

senior high school studentjunior high school studentelementary school student

Entrepreneurship education

⼩学起⽣業家たまご塾

⾼校⽣スタートアップ創出
促進事業

<2021年度〜>

起業家教育プログラム

（名古屋市教育委員会）
ナゴヤ・スクール・イノベーション事業

EDGE-NEXT
SCORE⼤学推進型

（名古屋市・中部経済連合会） （名古屋⼤学他）

＜スタートアップ・エコシステム拠点推進協議会
アントレプレナーシップ教育WG発表＞

「ティーンズ・ミートアップ」
「スタートアップ・ユースキャンプ」

171⼈ 162⼈ 551⼈

（名古屋市）



Innovator / entrepreneur development
イノベーター・起業家創出プログラム

NAGOYABOOST10000

あいちスタートアップキャンプ

「⾰新的ビジネスアイデア」を持っ
た⼈材、⽣み出したい⼈材を発掘し、
スタートアップ起業者として育成

AI/IoTを活⽤した起業や新事
業創出に取り組む⼈材を育成

共通社会基盤の理解・深化、未来
社会の構想、異分野融合による共
創を通じて、新たな価値の創造を
⼒強く推進していく⼈材を育成

ビヨンドザボーダー

（名古屋市）

（愛知県）

（中部経済連合会
（イノベーターズガレージ））

30⼈
57⼈

58⼈

スキル習得・アイデア創出

起業家育成

イノベーション⼈材育成



７６件
／１，０００件
（５年間）

KPI❷
様々なプレーヤー間の共創による新規事業開発件数



Open Innovation

▶スタートアップ共創促進事業（名古屋市） ▶あいちマッチング（愛知県）

⾸都圏等SU×地元事業会社地元事業会社×国内SU
（事業会社を中⼼としたプログラム）

マッチング件数 NDA締結数
６２社 １８社

マッチング件数

１４５件
共同開発契約数

５件

＜スタートアップ・エコシステム拠点推進協議会
ベストプラクティス共有WG発表（⼀部更新）＞

▶ Nagoya Access Point Project

（令和3年度新規事業）

（Plug and Play Japan、地元企業、
愛知県・名古屋市・中部経済連合会等）

▶先進技術社会実証⽀援事業（名古屋市）

国内SU×⾃治体・社会課題
実証件数 （うちスタートアップとの共同開発）

９件

HATCH
TECHNOLOGY
NAGOYA

６件

５００件を超えるマッチングを実施



（令和３⽉８⽉６⽇提供開始）



防犯パトロール 犯罪予測AI

犯罪予測AIにより最適
な防犯パトロール経路
を策定できるアプリを
⽤いて地域住⺠が防犯
パトロールを⾏い、効
果を検証。

犯罪予測による防犯ボランティア
活動の最適化

株式会社Singular Perturbations
×

HATCH
TECHNOLOGY
NAGOYA

先進技術社会実証⽀援事業

（令和２年度実績）



７５件
／400件（５年間）

＜主な連携先国・地域＞
アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、

シンガポール、中国、イスラエル等

KPI❸ 海外スタートアップ企業と当地域
企業とのビジネスマッチング件数



グローバル化への対応
ステーションＡｉを核とするスタートアップ・グローバルコミュニティの形成
愛知県知事のイニシアチブのもと、世界各国の先進的なスタートアップ⽀援機関や
⼤学と連携体制を構築してきた
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グローバルコミュニティの形成

STARTUP GUIDE NAGOYA 

NAGOYA CONNÉCT
Powered by Venture Café
⽶ボストン発、世界６都市・１１拠点で展開されている
イベントプログラム「Venture Café」と連携し、⽉１回
なごのキャンパスにてイベントプログラムを実施。

(名古屋市×Venture Café Tokyo)

グローバルプロモーション

「⽇本の名古屋」から「世界のNAGOYA」への⾶躍を⽬
指し、スタートアップを⽬指す世界中の起業家やVCを
ターゲットに、当地のビジネス、社会・⽣活環境基盤や
世界とのネットワークの良さを解説。イノベーション創
出活動拠点、先輩起業家、⼤学、ベンチャーキャピタル
などを英語で紹介。

(中部経済連合会×名古屋市×STARTUP GUIDE社)



８６億円
／８００億円（５
年間）

KPI❹
資⾦調達額



資⾦調達事例

株式会社ティアフォー

２０２０年資金調達額

４９.８億円

調達後企業評価額

６２０.６億円
（2020/8/28）

※INITIAL社2020JapanStartupFinanceより

世界初のオープンソースの⾃動運転ソフトウェア
『Autoware』の開発



愛知県４５社/200社
(５年間)

中部圏６９社/300社
（５年間）

過去５年の起業数を倍増

KPI❺
スタートアップの起業数



新規スタートアップの例

株式会社ポットスチル
（名古屋市）

Human−Interaction
（⼈の⾏動変容を促す）技術の開発
・名古屋⼤学発スタートアップ
・東海広域5⼤学ベンチャー起業⽀援 スタートアップ準備

資⾦、JST ⼤学発新産業創出プログラムSCORE獲得
・⼤企業と連携し、全国での実証実験開始（21年8⽉から）
・⼈中⼼、ドライバ（特に⾼齢ドライバ）⽀援技術を提供

株式会社ROXY
（名古屋市）

誰でも簡単に扱うことができる
AI検査製品「Roxy AI」の開発
・令和2年度名古屋市⼯業技術グランプリ「名古屋市⼯業研

究所⻑賞」受賞
・2021年度版「⽇本が誇るビジネス⼤賞」（ミスターパー

トナー社）掲載
・2020年度あいちスタートアップ創業⽀援事業費補助⾦交付

株式会社CYPE Technology
（名古屋市）

サイバー フィジカル
エデュケーションの展開
・名古屋⼤学発スタートアップ
・2021年7⽉より名古屋⼤学でVR講義シス

テムの運⽤開始

（2020年12⽉設⽴）（2020年8⽉設⽴）（2020年4⽉設⽴）

⼈と知的⼈⼯物のより良い関係構築のために



（ー）
IPO ３件

KPI❻ １.100億円以上の売上規模のスタートアップ創出
２.評価額1,000億円以上企業創出



ワンダープラネット株式会社
（名古屋市）

＜令和３年６⽉＞

ＩＰＯ ３社

株式会社スタメン
（名古屋市）

＜令和２年１２⽉＞

セレンディップ・
ホールディングス株式会社

（東海地域製造業を⽀援する製造ベンチャー）
（名古屋市）

＜令和３年６⽉＞




