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一般社団法人 日本経済団体連合会

第８回 Keidanren Innovation Crossing（KIX）
（2022年４月27日）

経団連のスタートアップ振興の取り組み
- Keidanren for Startups -



Society 5.0（創造社会）

1

経団連が実現を目指すSociety 5.0（創造社会）は、

デジタル革新（DX：デジタルトランスフォーメーション）と多様な人々の

想像力・創造力の融合によって、社会の課題を解決し、価値を創造する社会。

Taskforce on Startup Policy



スタートアップ委員会

2

 Society 5.0に向けては、ビジョンドリブンで

課題解決や価値創造に挑戦するスタートアップを振興し、

産業構造の転換や産業の新陳代謝を図っていくことが不可欠。

 スタートアップ委員会は、Society 5.0を担う企業群である

スタートアップの振興に向けて、2019年5月に発足。

主な活動

活動１．スタートアップ振興のための環境整備

 政府・行政との協働

• 提言「スタートアップ躍進ビジョン～10X10Xを目指して～」

• 規制改革要望・税制改正要望

 経済界における機運醸成

• スタートアップフレンドリースコアリングの実施

活動２．スタートアップと大企業の連携促進

 Keidanren Innovation Crossing（KIX）の定期開催



体制
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活動
役員必須のハイレベルなネットワーキング
イベント「Keidanren Innovation 
Crossing（KIX）」の開催、
スタートアップ振興政策の議論等を行う

委員
事業会社のオープンイノベーション・新規
事業担当の執行役員以上（～社長・会長）、
スタートアップの役員以上に限定

部会長

齊藤 昇
SAITO Noboru

BIPROGY
専務執行役員

活動
ワンストップで様々な政策
テーマに関してスタートアップ
としての意見を取りまとめる

座 長

出雲 充
IZUMO Mitsuru
ユーグレナ社長

委員長

髙橋 誠
TAKAHASHI Makoto

KDDI社長

スタートアップ委員会
Committee on Startups

企 画 部 会
Sub-committee on Startups

スタートアップ政策タスクフォース
Taskforce on Startup Policy

委員
スタートアップに限定
（非会員も参加可）
＊会員のスタートアップから
推薦を受け、かつ、座長が
認めた場合に限る

委員長

出雲 充
IZUMO Mitsuru

ユーグレナ社長

座長代理

松本 勝
MATSUMOTO Masaru
VISITS Technologies CEO

委員長

南場 智子
NAMBA Tomoko

ディー・エヌ・エー会長



スタートアップ躍進ビジョン
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社会課題の解決やイノベーションを生む

仕組みとして最も優れたスキームの一つ

わが国においても10年前と比較すると起業数も総投資額も
大幅に増大、制度面も徐々に環境整備も進む

Why 
Startup？

昨今の状況

■

■
スタートアップ先進国はその間にもさらにスタートアップ振興施策を
打ち立てている （Faster-moving target）

2022年3月15日

提言「スタートアップ躍進ビジョン」を公表

日本経済全体を浮揚させ、再度競争力を取り戻すための最も重要な課題として

スタートアップエコシステムの抜本的強化を提言

景気変動に関わらず、官民を挙げて必要な施策を一斉に、迅速に、力強く推進



5年後の目標 ： 10X10Xの世界へ
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●SUの数

（約10万社）

●SUへの年間投資額

（約10兆円）

高さ=成功のレベルを
10倍に

裾野＝起業の数を
10倍に

●ユニコーン企業数

（約100社）

●デカコーン企業数

（２社以上）



1 世界最高水準のSUフレンドリーな制度

エクイティの柔軟な活用が可能な制度の整備
各種行政手続の簡便化・コスト削減
規制改革関連制度の強化と周知、支援体制の確立
公共調達におけるスタートアップの更なる活用

共通知見横断ライブラリーの整備
スタートアップとの契約の適正化
個人投資家の参入を促す環境整備
ベンチャーデット産業の整備・促進

2
世界で勝負するSUが続出

政府系ファンド、機関投資家をはじめとした多様な
プレイヤーによるスタートアップ投資の促進

大企業によるスタートアップのＭ＆Ａの活性化
事業のカーブアウト・スピンオフの加速
未上場株セカンダリーマーケットの整備

グローバル展開を後押しする環境の整備
グローバルアクセラレーション

プログラムの更なる活用
国家レベルでの英語力強化
留学の促進

3 日本を世界有数のSU集積地に

世界有数のベンチャーキャピタルの誘致
アジアの起業家・エンジニアの誘致
グローバルトップ企業のアジア拠点の誘致

言語・教育・医療等スタートアップ
外国人材向けの生活基盤の整備

優れた研究者を呼び込む知的財産権制度の確立

202 7
５年後に起こすべき

７つの変化に向けた38項目
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大学を核としたSUエコシステム

各大学が有する強みの特定・更なる強化
各地の強みに応じた世界トップレベルの

産業クラスターの形成

大学による研究者・学生のスタートアップ起業支援
ディープテック系スタートアップへの助成
地方銀行による積極的支援

人材の流動化、優秀人材をSUエコシステムへ

大企業の採用から経営層まで
あらゆるレイヤーの多様化

副業・兼業の推進、同業転職・起業の
過度な制限の防止

スタートアップへの人材派遣・交流の促進
シームレスな労働移動を支える税制・法制度

起業を楽しみ、身近に感じられる社会へ

体系的なアントレプレナーシップ教育の実施
多様なキャリア・才能を育む教育・大学入試

起業を身近なものとする文化の醸成

SU振興を国の最重要課題に

国のトップによる明確なコミットメント
スタートアップ振興政策の司令塔

（スタートアップ庁等）の創設

デジタル規制緩和の推進
イノベーションフレンドリー企業への変容
企業変革の支援



経団連の「スタートアップ躍進ビジョン」
2022年3月15日公表

「骨太方針2022」

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」
2022年6月7日閣議決定

「スタートアップ育成５か年計画」
2022年11月28日策定

５か年計画の全49施策のうち、39施策に躍進ビジョンのDNA
起業家教育、大学発SUの支援、海外SU・VC等の誘致、政府系ファンド等による投資の促進、
ストックオプションの環境整備、公共調達の促進、スタートアップへの円滑な労働移動 など

経団連の提言事項が政府施策の8割に反映

8



経団連も様々な活動を展開
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経団連と政府が同じ目標を共有

5年後の目標 「10X10Xの世界へ」始動

 大企業とスタートアップのマッチングイベント

「KIX」の定期開催（2019年～2023年４月現在、累計3７回開催）

 スタートアップエコシステム×人材・キャリアシンポジウムの開催（2022年3月）

 カーブアウト活用法に関するセミナーの開催（7月）

 小池東京都知事への提言手交（8月）

 規制改革要望・税制改正要望による提言（9月）

 事業成長担保権の制度設計に向けた金融庁・事業融資WGへの参画（11月～2023年2月）

 自民党・スタートアップ政策に関する小委員会におけるプレゼンテーション（11月）

 文部科学省任命「起業家教育推進大使」による講演活動への協力（2023年１月～）

 政府の施策に関する説明会（10月、２０２３年２月）

 Ｍ＆Ａの実務対応に関する説明会（2023年２月）

 スタートアップフレンドリースコアリングの実施（2023年1月～2月）

 経済産業省との共催による

スタートアップの海外展開に向けた官民連携カンファレンス（4月）

小池東京都知事
への提言手交

（2022年8月）

西村経産大臣と
南場・髙橋・出雲委員長

（2023年４月）

https://www.keidanren.or.jp/journal/monthly/2022/06/p33.pdf
https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2022/0804_08.html
https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2022/0915_07.html
https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/078.html
https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/079.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20230210/01.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/mext_00009.html
https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2023/0309_12.html
https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2023/0309_12.html
https://www.keidanren.or.jp/journal/monthly/2023/02/p70.pdf


施策に盛り込まれた税制・規制改革要望項目の抜粋
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令和5年度税制改正大綱
• スタートアップの株式を保有する創業者や従業員が当該株式を売却した際の

キャピタルゲインに対する非課税措置を創設

• エンジェル税制の申請に必要な書類を一部削減、および

優遇措置の対象となる特定中小会社等を一定の場合において拡充

• 一定の株式会社に対して、ストックオプション税制の

権利行使期間を10年から15年へ延長

• 国外転出時課税制度（出国税）について、担保猶予手続きが簡素化

• 一定の場合において、M&A時における発行済株式の取得を

オープンイノベーション促進税制の対象へと追加

規制改革推進会議中間答申
• 一般競争入札におけるスタートアップからの新技術及び新サービスの調達を

促進するための入札手法の整備について検討（令和４年度中に検証・検討）

• 起業に至らなかった外国人に対して追加的に６か月の在留を容認（令和4年措置）

• コワーキングスペースを事業所と認める特例の全国展開について検討

（令和4年度検討開始、令和５年中に結論）



スタートアップフレンドリー度を「見える化」
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３つの軸で評価し、レポートをフィードバック

IMAGE※SU：スタートアップ

入山教授のもとロジックを策定

SUを取り込み、
次世代の本業を
作っているか？

１

２ ３
事業・人材を輩出して
SUエコシステムに
貢献しているか？

SUにリソースを
提供しているか？

 大企業はスタートアップエコシステムの重要な一角。

エコシステムを成長させるには、大企業が非連続的なイノベーションにより

成長を志向するとともに、スタートアップを社会全体で大きく伸ばし、

その活力を取り込んで共に成長していく姿勢を持つことが重要。

 そこで、取り組みの指針となるよう、入山章栄早稲田大学教授のもと、

スタートアップフレンドリーの度合いを「見える化」するスコアリングを策定。



スコアリングロジックと考え方のポイント

12（出所）スタートアップフレンドリースコアリング検討会資料

SU*1へのリソース提供
1

SU事業・人材の取込み
SUエコシステムへの事業・人材
の輩出（大企業の流動化促進）

2 3

スタートアップへのメリット
 大企業からのリソース提供により、

成長速度が向上
大企業へのメリット
 SUと連携を行う中で、アイデア・技

術・ネットワーク等の発見が容易に

大企業からスタートアップへのヒト・
モノ・カネや、サービス導入機会、業務
提携などの提供

スタートアップへのメリット
 大企業のアセットをフル活用した事

業展開が可能
 創業者はEXITを経て、新たな挑戦

が可能
大企業へのメリット
 未来の成長ドライバーとなりえる魅

力的な新規事業の種を活用可能に

スタートアップへのメリット
 大企業の経営資源が流れ込み、

高い能力を持つ人材確保が可能
大企業へのメリット
 経営資源の流動化に伴い、ビジネ

スの組み換えが行われ、「稼ぐ力」
を向上

大企業によるスタートアップのM&Aや、
経営人材のアクハイア*2

大企業から市場への事業や人材等の
輩出によるエコシステムの強化

スタートアップエコシステムの強化による、日本経済の活性化

日本経済の
活性化

スタート
アップ

大企業

日本経済の
活性化

スタート
アップ

大企業

日本経済の
活性化

スタート
アップ

大企業

*１：スタートアップ
*2：人材獲得を目的として行う企業買収

※各設問は、will(意思)、can（仕組み、制度）、do（アクション）
のいずれかを聞く形で構成されています



スコアリングを受けるメリット

自社のスタートアップへの取り組みの度合いについて、
日本企業全体ないし業界内における位置づけを把握し、
次のアクションに活かすことが可能に

ハイスコアを取得した場合、５月予定の表彰式での登壇や
好事例を経団連ホームページ等で公表することで、
内外でスタートアップフレンドリーな企業としての認知を向上

KIX等で経団連と連携しているスタートアップに対して
情報発信する機会を得ることができる（リバースピッチ等）

スタートアップや新規事業創出を担う現場担当者の取り組みを
前向きに評価することで、モチベーション向上に貢献

スコアリングの結果について、就職説明会ほか
自社のプロモーション機会に活用することが可能に

何より、こうした各社の取り組みが全体の機運醸成につながり
ビジョンや５か年計画の実現に不可欠な

スタートアップエコシステムの活性化に貢献
13



Keidanren Innovation Crossing（KIX）

14

スタートアップ・大企業のネットワーキングイベント
「Keidanren Innovation Crossing（KIX）」を2019年より定期開催

進行：齊藤昇 企画部会長
（BIPROGY 代表取締役常務執行役員）

第１回 2019/10/1

ビデオメッセージ
ピクシーダストテクノロジーズ 落合CEO

スタートアップピッチ
アイデミー 石川社長
エクサウィザーズ 大植執行役員
日本データサイエンス研究所 加藤社長
ピクシーダストテクノロジーズ 村上COO
VISITS Technologies 松本CEO
Ridge-i 柳原社長

第４回 2020/１/30
with J-Startup

カウリス 島津代表
Empath 山崎取締役
BizteX 嶋田代表
Kotozna 後藤CEO
ティアフォー 田中COO
ビザスク 田中執行役員

Cogent Labs 木本CFO
スマートドライブ 北川代表
シナモン 平野CEO
Synamon 武井VP
Agorize Japan 吉田COO
ローンディール 原田社長

松本氏

平野氏

グリーンエース 石川社長
ファイトケミカルプロダクツ 加藤CEO
パワースピン 遠藤取締役CTO
U-MAP 西谷代表取締役
ORLIB 佐藤社長
Hacobu 佐々木社長CEO

第６回
2021/12/10

石川氏

第９回 2022/５/24

エアロネクスト
田路代表取締役CEO
Baseconnect
國重代表取締役社長
Wamazing
加藤代表取締役CEO
ClipLine 高橋代表取締役
HRBrain 堀代表取締役
CEO
クラス 久保代表取締役社長

加藤氏



KIXの実績（2022年6月実施アンケート）
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33%

50%

25%

7%

6%

2%

35%

41%

1－3社 4－6社 7－9社 0社

2021

2022

全体の３割の参加者は、この１年で面談数が増加

実証実験や協業の実施・検討のほか

「KIXが最終的な出資のきっかけとなった」との声も

設問：これまでに面談を実施した、または面談を予定している会社数を教えてください。
そのうち、取引が成立した、または現在検討中の案件について教えてください。

※割合は小数第１位を四捨五入して記載



2023年度 活動計画
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１．スタートアップエコシステム拡大に向けた取り組み

 提言「スタートアップ躍進ビジョン」にて掲げた

「５年後までにスタートアップを量・質ともに10倍にする」

という目標の達成状況のモニタリング

 取りまとめた施策の実現に向けた、政府・会員企業等への

働きかけならびに具体的な方策の更なる検討

２．スタートアップと大企業との連携促進

 Keidanren Innovation Crossing（KIX）の継続的な開催

 KIXを通じた協創事例の把握と成果の周知



お問い合わせ先

経団連 産業技術本部（スタートアップ担当）

venture@keidanren.or.jp

経団連スタートアップページ

mailto:venture@keidanren.or.jp
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