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１ 名 前

柴山政明（しばやま まさあき）

２ 現在の所属・役職

愛知県経済産業局スタートアップ推進監

３ 略 歴

① 愛知県入庁後の主な所属

・ 企画政策部門（企画課、交通対策課、秘書課［政策調整］）

・ 総務部門（財政課、法務文書課、自治研修所）

・ 産業部門（中小企業金融課、産業振興課、スタートアップ推進課）

② 資 格

・ ＭＢＡ（ＡＡＣＳＢ，ＡＭＢＡ国際認証）

・ 中小企業診断士

・ 宅地建物取引士

③ 所 属

・ 日本地域学会

・ 公益社団法人愛知県中小企業診断士協会



インデックス

内容

１ STATION Ai プロジェクト

２ 提案の枠組み

３ 提案の基本方針

４ 提案のコンセプト



○ スタートアップの創出・誘致・展開を柱とする地域総合戦略「Aichi-Startup戦略」を策定
○ スタートアップの全成長ステージに対応した支援の提供とオープンイノベーションを推進する日本最大の中核支援拠点 「STATION Ai」

を、ソフトバンク(株) が総力を挙げて整備・運営
○ 愛知県の持つ海外の先進的なスタートアップ支援機関・大学との連携と、ソフトバンク(株)の世界的なネットワークを融合させ、世界有数

のスタートアップ・グローバルコミュニティを形成

１ STATION Ai プロジェクト

世界最先端のグローバルスタートアップ・エコシステムと国内エコシステムの融合

※イメージ図

地域総合戦略
「Aichi-Startup戦略」

204者によるスタートアップ・エコシステム
構築基盤組織を2018年4月に設立
（メンバー数は2021年8月19日現在）

１１行政機関４学識者

１４大学

国際的なイノベーション創出拠点の形成

海外の先進スタートアップ・エコシステム あいちスタートアップ・エコシステム

愛知県が連携・連携を目指すスタートアップ
支援機関・大学

○「Central Japan Startup Ecosystem 

Consortium」として、愛知県、名古屋市、

浜松市、（一社）中部経済連合会、名古屋

大学などとともに、「グローバル拠点都

市」に認定（2020年7月）

○ 世界有数のスタートアップ・グローバル

コミュニティの形成を推進

スタートアップ・エコシステム
グローバル拠点都市

１２０企業

１９金融機関

２５団体

◆ビジョン

『すべての人にスタートアップのワクワクを』
◆PRE-STATION Ai 

・事業手法 PFI（BTコンセッション方式）
・事 業 者 ソフトバンク(株)が設立するSPC
・設置場所 名古屋市昭和区鶴舞

（愛知県勤労会館跡地）

・延床面積 23,098㎡（地上7階）〔日本最大〕

・利用者数 1,000社〔日本最大〕

◆施設・事業概要
WeWorkグローバルゲート名古屋内に、STA-

TION Ai開業までの間、総合支援を行うPRE-

STATION Aiを開設。統括マネージャーを配置し、

集中的な支援を実施。

「STATION Ai 」の整備・運営(2024年10月オープン)

STATION F
INSEAD

Paris & Co

IMT
Atlantique

Bpiフランス

清華大学
（TUSホールディングス）

上海交通大学
浙江大学

シンガポール国立大学

テキサス大学
オースティン校



海外のスタートアップ支援機関によるナレッジシェア
( Texas University, Singapore University,Paris &Co, IMT Atlantique )

6

１ STATION Ai プロジェクト

Expansion

Early

Later

Seed

総合支援拠点

▶Aichi China   
Innovation Program

▶あいち
スタートアップ
キャンプ

▶ Smart Sustainable City
Co-Creation Challenge

（Singapore）

▶PRE-STATIONAi

▶あいちスタートアップ
創業支援事業費補助金

▶新あいち創造
研究開発補助金

▶ A2 Online 
readiness   
program

試作品開発支援

あいちモノづくりネットワーク構築支援事業

個
別
課
題

外国人創業支援

あいちスタートアップビザ

イントレプレナー教育

INSEAD Innovation Program

▶▶ローカル・グローバル連携
スタートアップ支援事業
Aichi Open innovation Accelerator

▶A2 Startup 
Program

▶スタートアップ
海外開支援プログラム

（ジェトロ）

▶Aichi-Startupビジネス
プランコンテスト

▶ Aichi China

Innovation 

Program

▶あいち
マッチング ▶あいち

スタートアップ
制度融資

活動場所提供
海外展開 創出/育成

オープンイノベーション

スタートアップ誘致
資金調達

▶新型コロナウイルス
感染症対策新サービス
創出支援事業費補助金

▶あいちパートナーVC 

▶ J-Startup 
CENTRAL

愛知県のスタートアップ主要事業一覧



STATION 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

１ STATION Ai プロジェクト

エコシステム先進地の海外の大学等と連携

国 名 大学・機関名 MOU締結状況 主な特徴

アメリカ
テキサス大学
オースティン校

締結に向けて調整中
（プロジェクト進行中）

オースティンのエコシステム
形成の中心的役割

シンガポール シンガポール国立大学
2019年9月
締結済み

東南アジアのスタートアップ先進地

フランス

ＩＮＳＥＡＤ
締結に向けて調整中
（プロジェクト進行中）

世界有数の経営大学院

パリ市経済開発公社
Paris ＆ Co

2019年8月
締結済み

12のテーマ別拠点を展開

ＩＭＴ Atlantique
2019年8月
締結済み

フランスの代表的
グランゼコールの一つ

Bpiフランス
2021年2月
締結済み

スタートアップの
資金調達を重点支援

Station Ｆ
締結に向けて調整中
（プロジェクト進行中）

世界最大級のスタートアップ
支援拠点

中国

清華大学
（TUSホールディングス）

2019年9月
締結済み

中国全土にサイエンスパークを
持ちスタートアップ支援

上海交通大学
2019年11月
締結済み

医療・ヘルスケア等に強み

浙江大学 締結に向けて調整中
杭州：中国のスタートアップ

先進地の一つ
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２ 提案の枠組み

落札者グループの構成

代表企業 ソフトバンク株式会社（東京都） 統括管理

協力企業

株式会社石本建築事務所名古屋オフィス
（名古屋市）
株式会社フジタ（東京都）
合同会社ＤＭＭ.com（東京都）
ＳＢイノベンチャー株式会社（東京都）
シービーアールイー株式会社（東京都）
株式会社トットメイト（名古屋市）

設計・施工監理

施工
テック・ラボ運営
スタートアップ支援
維持管理
託児施設運営

施設概要（提案段階）

建築面積／延床面積 4,391㎡／23,098㎡

構 造 鉄骨造

高 さ 地上7階地下なし／30.0m

機 能 面 積

スタートアップ向けオフィ

ス

6,710.88㎡（パートナー企業等と合わせ

て定員1,552人）

パートナー企業等向けオ

フィス
4,859.60㎡

会議室 327.15㎡

テック・ラボ 959.87㎡

イベントスペース
791.98㎡（うち2階386.14㎡は飲食ス

ペースと兼用）

宿泊・研修施設 1,564.79㎡（42室、7階）

託児施設 100.80㎡

行政支援窓口・人材流動化

支援窓口
216.00㎡

カフェ・レストラン等民間

収益施設

1,529.93㎡（うち飲食スペース386.14㎡

は2階イベントスペースと兼用）

駐車場／駐輪場 647.50㎡（地上・51台）／64㎡

×
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２ 提案の枠組み

事業スケジュール

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度～2034年度

事業仮契約の締結 ○
令和３年９月議会

事業契約議案の提出 ○
2021年９月

基本協定の締結 ○
2021年８月

設計事業契約の締結 ★
2021年10月

建設工事・供用準備

整備期間 約３年
（設計・建設・供用準備）

運営体制構築
運営・維持管理

2034年９月

ＰＦＩ事業期間10年供用開始
2024年10月

ソフトバンク株式会社による提案

■ 本提案のビジョン：「すべての人にスタートアップのワクワクを」

■ ５つのコンセプト

■ 本事業推進のための「４つの柱」

事業費

■ 契約予定額 約143億4,800万円（税込）（運営権対価提案額 2.55億円（税込））
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３ 提案の基本方針

すべての人にスタートアップのワクワクを

Global


