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Technology Innovation
テクノロジーイノベーション

1980年代のインターネット誕生に端を発したテクノロジーの進展は、まさに幾何級数
的な勢いで、私たちの日常生活を革新し続けています。現在、この産業革新の波は、通
信、ソフトウェアやゲームばかりではなく、ハードウェアの産業構造も大きく変えよう
としています。機械とインターネットの融合、ビッグデータの活用により、世界の産業
構造は大きなパラダイムシフトを迎えています。

この大きな変革の中で生き残るため、日本企業は自らイノベーションを起こしていく必
要に迫られ、その方法を模索しています。特に先端テクノロジーを用いたグローバルな
イノベーションの実現には、産学官を巻き込んだプラットフォームとなるエコシステム
が不可欠です。

KPMGジャパンは、このエコシステムの構築と成長のため、産学官のネットワークの
構築支援、情報発信、先端技術シーズの事業化支援等を通じ、革新的テクノロジーによ
る産業イノベーションを一丸となって支援します。

KPMGジャパンは、イノベーション・エコシステムの環の中で、組織・事業の発展を
支援します。

本冊子で紹介するサービスについては、公認会計士法等の要請により、提供できる企業等に一定の制限があります。
詳しくはあずさ監査法人までお問い合わせください。
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研究知財の事業化

ベンチャー企業

事業会社

大学等研究機関

政府官庁
テクノロジー
イノベーション
チーム

各国のKPMG

テクノロジーイノベーション支援部の支援体制

コーポレートベンチャリング活動支援

ベンチャー投資戦略支援（CVC設立支援等）

スピンオフVB創出支援

オープンイノベーション活動支援

KPMGジャパンは、あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMG FAS、KPMGコンサ
ルティングなど、監査、税務、アドバイザリーのプロフェッショナルが連携し、イノ
ベーション・エコシステムの中で成長を続ける事業会社、ベンチャー企業、大学等研
究機関に対し、それぞれのステージとニーズに適ったサービスを、グローバルな視点
からワンストップで提供します。

KPMGジャパンが提供するサービス

イノベーション・エコシステムの構築活動

産学官コミュニティの構築支援

海外イノベーション情報の提供

最新の国内イノベーション情報の提供

先端技術シーズの事業化支援

アーリーベンチャーの経営支援

EXIT戦略（IPO、M&A）検討支援

大企業、VC等とのコラボレーション支援

大学等研究機関への事業化支援

大学ファンド設立支援

KPMGのグローバルなサービス
KPMG米国のTechnology Innovation Center（シリコンバレー）を
はじめとする海外KPMGとの連携を図り、最新の情報を提供します。

ベンチャーサポートセンターを併設
先端のテクノロジーを有するアーリー段階のベンチャー企業に対し
て、各種の経営支援を行います。

先端テクノロジーのリサーチ
国内外の新産業の先端テクノロジーに着目し、大企業からベン
チャー企業まで、活用とイノベーションのためのビジネスデザインの
実態をリサーチします。

事業化支援
発掘＆

中長期支援

イノベーション
創出支援

KPMGジャパン

テクノロジー
イノベーション
支援部
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