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Reports 
●人材育成を目的とした全国各地域でのトレーニング・セミナーの実施 

日本マイクロソフトでは、「Realizing Potential = 世界中のすべての人々とビジネスの持つ可能性を最大限に引き出す

ための支援をすること」との企業ミッションに基づき、世界各国で様々な企業市民活動を推進しています。企業市民活

動の柱となる地域活性化と人材育成を推進する活動においては、全国の自治体と協働し社会貢献に取り組んでいます。

その核となるのが、MIC (マイクロソフト イノベーション センター 以下、MIC) で、日本国内の拠点は大手町、岐阜、

札幌、旭川の 4 か所。独創的なアイデアを持つ IT 開発企業、教育機関、グローバルビジネスに挑戦する個人及び企

業や組織に対し、マイクロソフトが保有する技術/製品開発など様々なリソースを提供し、技術革新の推進、技術者の支

援、人材育成などを通して、IT 産業の発展に貢献するべく活動を続けています。今年度における各地域のトレーニング、

セミナーを中心とする活動実績をご紹介します。 

 

■マイクロソフト イノベーション センター 大手町 

IP License 地域ベンチャー支援と IP ライセンス 

マイクロソフトは、Windows OS をはじめ基礎研究から生み出された技術、

製品を持ち、マイクロソフト テクノロジー ライセンスサービスとして、こ

れらのライセンスを提供しています。 

一般に、マイクロソフトは大企業を対象に技術、製品を提供するベンダーと

のイメージが強いようですが、中小企業、ベンチャー企業への提供にも力を

入れています。提供対象企業は、開発時間と費用の最小化、ビジネスチャン

スの最大化などのメリットが得られます。マイクロソフトは、これら企業に

低価格でライセンス提供していますが、アイデアがビジネスとして成功した

場合、事業規模に応じてライセンス料を得られるというメリットがあります。つまり Win-Win の関係を目指している

のです。 

当センターは昨年、経産省外局の各地域の産業局、特許庁、そして自治

体と連携し、ライセンス提供を活用するためのセミナーを全国 5 か所

で開催。地域ベンチャー支援/IP マッチングイベントを通して、マイク

ロソフトの知財紹介、ライセンス商談、そして技術支援プログラムを紹

介しました。 

 

1) 大手企業技術 (特許等の知財) 活用マッチングセミナー 

2011 年 10 月 27 日 (木) ～ 28 日 (金) 

併催イベント: 新潟国際ビジネスメッセ 

主催: 新潟市、財団法人 新潟インダストリアルプロモーションセンター 

場所: 新潟市産業振興センター 

2) 知財ビジネスマッチングマート オープン交流会 

2011 年 11 月 16 日 (水)  

主催: 特許庁、近畿経済産業局 

場所: 堺市産業振興センター 



 

2 

 

3) 新技術・新製品開発のための特許マッチングセミナー 

2011 年 11 月 18 日 (金) 

主催: 財団法人くまもとテクノ産業財団 

場所: 財団法人くまもとテクノ産業財団 科学技術総合学習室 

4) 2011 オープンイノベーション 知財マッチングセミナー in 広島 

2011 年 11 月 24 日 (木) 

主催: 公益財団法人ひろしま産業振興機構 

場所: 広島県情報プラザ 

5) 新技術・新製品開発のための特許マッチングセミナー 

2012 年 3 月 8 日 (木) 

併催イベント: とよたビジネスフェア 

主催: 豊田商工会議所・豊田市 

場所: スカイホール豊田 

大手町テクノロジーセンターでのセミナー 

マイクロソフトの技術、製品を有効にご利用いただくには一定のスキルが必要ですが、C# を含め、基礎から勉強する

機会は減っています。大手町テクノロジーセンターでは、最新テクノロジの知識とスキルを身につけるためのセミナー

を無償で提供し、スペシャリストを目指している方をサポートする各種セミナーを開催しました。 

 

セミナー開催実績: 101 回 

(年間 102 開催を予定) 

Visual Studio 2010 ではじめる WPF プログラミング 基礎編～ Windows Phone プログラミング入門  UI 基礎編

～ 

Visual Studio 2010 ではじめる WPF プログラミング 応用編～ Windows Phone プログラミング入門  Phone 機

能編～ 

開発者のための Silverlight 4 プログラミング 前編～文字コードと異体字と Unicode IVS ～ 

開発者のための Silverlight 4 プログラミング 中編～電力消費可視化支援ソリューション 活用セミナー～ 

開発者のための Silverlight 4 プログラミング 後編～ C# ではじめる Kinect for Windows ～ 

開発者のための Windows Azure 入門～ C# 入門～ 

開発者のための Windows Azure 実践編～ HTML5 (6 月開催予定) ～ 

開発者のための Windows Azure サービス連携・認証編～新しい IP アドレス IPv 6 (入門編) ～ 
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Reports 
 ■マイクロソフト イノベーション センター 岐阜 

ソフトピアジャパン 15 周年記念セミナー 

岐阜イノベーション センターは 2007 年、岐阜県、情報科学芸術大学院大学 (IAMAS)、日本マイクロソフトにより開

設され、IAMAS を事務局として、地元財団 ソフトピアジャパン、県情報産業課により運営されています。今年度のト

ピックの 1 つは、ソフトピアジャパン 15 周年記念セミナーにおける Windows Phone 7 をはじめとした最新技術の

啓発活動でした。 

岐阜県及び財団法人ソフトピアジャパンでは、「GIFU・スマートフォン プロジェクト」として地元 IT 企業のスマ

ートフォン アプリケーション開発事業への参入、新規事業展開の促進に力を入れています。同時に、スマートフォ

ン アプリケーション開発の一大拠点、最新情報集積地としてのソフトピアジャパンの地位確立にも取り組んでいま

す。8 月は「スマートフォン月間」として Windows Phone アプリ開発者向けセミナーや、トレーニングを集中的

に実施しました。 

 

15 周年記念セミナー 

2011 年 8 月 5 日 (金) 

場所: 岐阜 ソフトピアジャパン 

日本マイクロソフト加治佐 俊一による基調講演及び座談会により、全参加者への関連施策 (Platform Ready, MSDN 

Windows Phone デベロッパーセンター、BizSpark 他) の直接訴求を以下の通り実施しました。 

(結果) 

事前登録数: 186 名 

当日来場数: 150 名 (速報値) 

Ustream 視聴数: 391 名 (速報値) 

#People Engaged in LSE/MIC: 541 名   (速報値) 

 

 

 

 

 

 

   日本マイクロソフト加治佐 俊一による基調講演     ソフトピアジャパン熊坂理事長、 

                             慶應義塾大学神成准教授、 

                           岐阜県 江崎商工労働部長、加治佐 俊一による座談会 

 

 

岐阜高専産官学交流懇談会テクノシンポジウム 2011 

2011 年 12 月 2 日 (金) 

場所: 岐阜工業高等専門学校 

 

http://www.softopia.or.jp/softopia/press/files/20110803sj15th.pdf
http://www.microsoftplatformready.com/jp/home.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/windowsphone/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/windowsphone/default.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/mic/bizspark/default.aspx
http://www.ustream.tv/channel/softopia-japan-event-live


 

4 

 

岐阜工業高等専門学校 (岐阜県本巣市) にて開催された第 20 回岐阜

工業高等専門学校産官学交流懇談会テクノシンポジウム 2011 に協力

し、日本マイクロソフト 技術統括室 イノベーション センター本部長 

田丸健三郎による「15 年を振り返る日本のコンピューティングの変遷

と今後の展望～未来を切り開く IT の可能性～」と題した講演が行われ

ました。本シンポジウムは「岐阜高専地域連携協力会総会」に併せて開

催されたもので、他にも 2 名の方の講演が実施され、県内製造業など

の会員企業からの参加者の他、教職員及び専攻科生約 150 名が参加し

て、熱心に講演内容に聞き入っていました。 

Windows Phone 7 開発講座 

2011 年度 WindowsPhone 7 勉強会シリーズ 毎月開催 

2011 年 8 月～ 2012 年 4 月 

場所: ソフトピアジャパン内 岐阜イノベーション センター 

講師: 株式会社ステップワイズ 長谷川氏、梅田氏 

 

・Windows Phone 7 関連情報の共有 

・Visual Studio for Windows Phone 7 によるアプリ開発実習 

・基本的な Windows Phone 7 アプリテクニックの習得 

・Silverlight, Express Blend による UI デザイン実習 

・クラウド連携テクニックの基礎 

 

岐阜イノベーションセンターでは、県内 IT ユーザー企業の関係者や学生

を対象に、ICT 推進/新技術の習得のために、様々な研修、セミナーを開

催いたしました。新しい技術の普及を狙いに、Windows Phone 7 の開

発講座を 2011 年 8 月の発売前から実施して、延べ 1,000 人を超える開発者を育成いたしました。 

地域連携講座 

岐阜県にはもの作り企業が集約していることから、製造業の IT 支援に力を入れました。中小企業における課題の 1 つ

は、社内に IT 専門家がいないことです。一方、インターネットサーバー利用は必須条件となりつつあります。ベンダ

ーや SIer と対等の立場で、最適のシステム構築、サーバー設置などを進める知識、スキルの体得に重点を置いたセミ

ナーを開催しました。 

 

インターネットサーバー構築講座 

対象者: 製造業をはじめとする IT ユーザー企業の技術者 

内容: ネットワーク関連講座、サーバー構築実習など、 

講義と実習で構成 

ネットワークの基礎 

ネームサーバー (DNS) 

WWW サーバー 

メールサーバー 
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Windows Server と Hyper-V 環境を使って実習 

 

仮想サーバー環境構築講座 

対象者: 製造業をはじめとする IT ユーザー企業及び IT 系企業の技

術者 

内容: クラウド関連講座、仮想サーバー環境構築実習など、 

講義と実習で構成 

クラウドの基礎講座 

Hyper-V 環境の構築 

Hyper-V によるサーバー構築・運用 

Windows Server 2008 及び Hyper-V を使って実習 

「ものづくりオープンメソッド」講座の開催 

製造業が生き残るためには、従来と異なる新しいメソッドのもの作りが必要ではないか、との視点に立った IT 系技術

の講座を開設しました。 

 

IAMAS- 岐阜高専連携講座 

第 1 回「はじめてのオープン CAE」 (5 月) 

第 2 回「クラウド環境と Windows Phone 7 アプリ開発講座」 (8 月) 

第 3 回「フリーソフトによる ハードウエアの設計講座」 (9 月) 

第 4 回「ラピッドプロトタイピングとアーカイブ ワークショップ」 (11 月) 
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Reports 
 ■マイクロソフト イノベーション センター 札幌 

セミナー・ワークショップ in 札幌 

今年で 5 年目を迎える札幌イノベーション センターは、地場 IT 企業の活性化を目的に、10 年後に IT 技術者 3 万

人、IT 企業数 600 社、売上高 1 兆円を目標に掲げ、人材育成、雇用創出の事業を推進しています。今年度は 31 講

座を開催し、延べ 910 名の方々が参加。代表的なセミナーは、企画提案型営業力強化の研修、クラウドセミナー、

Windows Phone 開発者向けセミナー/ワークショップなど。また、スマートフォンの AR 技術を利用し、自分の周り

のスポット情報を把握する「Green AR HOKKAIDO」、「くちコミュニケーション交流サイト LOHABUU!!」などの実証

検証環境を提供しました。 

内容: 

Windows Phone 開発者向けセミナー/ワークショップ 

SPS カレッジ (企画提案型営業力強化研修) 

札幌クラウドセミナー 

札幌 SaaS/クラウドビジネス研究会 

サーバー仮想化/環境移行ハンズオンセミナー 

Windows Phone 開発者向けセミナー/ワークショップ 

 

札幌イノベーションセンター 

Windows Phone 開発者向けセミナー  & ワークショップ～ Windows 

Phone 最前線～ 

http://www.unison.gr.jp/information201110xx.html 

2011 年 10 月 13 日 (木) 

場所: 札幌デジタル創造プラザ (ICC) 4 階ホール 

2011 年 10 月 20 日 (木) 21 日 (金) 

場所: 幌市エレクトロニクス センター内 札幌イノベーション センター  

Java Festa in 札幌 2011 

今後の札幌の新たなビジネス創出に結びつく最新技術情報とエンジニアにとって役立つ情報を提供。また、地場エンジ

ニアから積極的な情報発信、参加者同士のコミュニケーションを

活性化により新たなビジネス機会に貢献しました。 

Java Festa in 札幌 2011 

2011 年 11 月 18 日 (金) 

場所: 札幌コンベンションセンター 

内容: 

Java/Android 開発者のための Windows Azure 入門 

デベロッパー & プラットフォーム統括本部 

パートナー & クラウド推進本部 アーキテクトエバン

ジェリスト 

砂金 信一郎 

http://www.unison.gr.jp/information201110xx.html
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パートナー & クラウド推進本部 デベロッパーエバンジェ

リスト 

佐藤 直生 
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Reports 
 ■マイクロソフト イノベーション センター 旭川 

セミナー・ワークショップ in 旭川 

北海道では、IT 企業の 約 8 割が札幌エリアに集中。道内地方都市としては産官学が連携して、IT 人材育成、新ビジ

ネスの創出、IT による地域貢献の活性化が急務です。2007 年度は、人材育成において技術者を対象にしたセミナー開

催に力点を置きました。日本マイクロソフトと Windows Phone アプリケーション開発入門セミナーを開催。その他

にもセミナーを開催し、開発者、IT 開発者、教育者、学生など、延べ 831 名が参加しました。 

内容: 

InternetExplorer 9 時代の HTML5. 0 対応 

アプリケーション技術セミナー 

クラウドへの取り組みと活用のポイント 

ソフトウェア プログラミング研修会 

地域クラウドセミナー 

Windows Phone アプリケーション開発入門 

 

旭川イノベーションセンター 

Windows Phone 開発者向けワークショップ 

2011 年 10 月 18 日 (火) 19 日 (水) 

場所: 旭川産業創造プラザ内 旭川イノベーションセンター 

U – 16 旭川プログラミング コンテストの開催 

U-16 旭川プログラミング コンテスト将来の IT エンジニア養成につなげることを目的として、旭川市内の IT 企業や

教育機関が協力し、パソコンやプログラミングが好きな 16 歳以下の学生達を対象としたプログラミングコンテストと

して 9 月に開催。競技部門と作品部門に分かれ、合計約 30 名の学生が参加し、全国的にも初めての開催であること

などから、白熱した試合が繰り広げられました。今後、このイベントを通じて、学生達における IT のすそ野が広がる

ことを期待しています。 

 

U-16 旭川プログラミングコンテスト 

2011 年 9 月 10 日 (土) 10:00 ～ 16:00 

場所: 旭川市科学館 
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Reports 
 ●地域活性化に対する日本マイクロソフトの取り組み 

京都リサーチパークにて、マイクロソフト・デイを開催 

マイクロソフトのオープンイノベーション戦略、Windows Azure、Windows Phone 7、 

Startups & Un-Managed ISV 施策を紹介 

京都リサーチパークは京都府、京都市、地元産業界との協力・連携

のもと創造的な研究開発環境、各種サービスの提供を行う組織。約  

250 社の企業が集積し、入居企業の約 35% を IT 系企業が占め

ています。KRP から巣立った IT 企業の代表としては検索サービ

スで成長を遂げた株式会社はてな などがあります。 

 

施策紹介では、冒頭、弊社オープンイノベーション戦略業務執行役員の加治佐 俊一がマイクロソフトのビジョン、戦略、

標準化、知財戦略、R & D を説明。続いて、技術統轄室 イノベーション センター本部長の田丸健三郎により、得意分

野を活かしたイノベーション創出に向けた MIC の活動、IP ライセンスについて。そして、デベロッパー & プラット

フォーム統括本部パートナー & クラウド推進本部の福地洋二郎より、ベンチャー支援の具体的内容として BizSpark、

そして事例として Azure を活用したカディンチェ株式会社の Panoplaza が紹介されました。 

その後、デベロッパー & プラットフォーム統括本部業務執行役員 パートナー & クラウド推進本部 本部長の平野和

順による Windows Azure 概要、デベロッパー & プラットフォーム統括本部 UX & クライアントプラットフォーム

推進部の大西彰による、Windows Phone の概要紹介へと続きました。 

 

参加者は 約 80 名。その半数以上が開発関係者ですが、KRP の関係で、経済産業省 近畿経済産業局、日本政策金融

公庫、銀行の投資部門、ベンチャーキャピタル関係者なども参加。開発者のパーセプション チェンジや最新技術情報の

案内、さらには、省庁、金融機関、VC などと一緒に創業支援 (Startups)、中小企業支援 (Un-Managed ISV) を検討

していいこうとの話になりました。今後の進展が期待されます。 

 

【イベント概要】 

京都リサーチパーク主催 マイクロソフト・デイ 

2011 年 8 月 4 日 (木) 

場所: KRP 東地区 サイエンスホール 他 

内容: 

 マイクロソフトのオープンイノベーション戦略 

業務執行役員 CTO (最高責任者) 加治佐 俊一 

得意分野を活かしたイノベーション創出 

技術統轄室 イノベーションセンター 本部長 田丸 健三郎 

IT ベンチャー支援策 Microsoft BizSpark 

デベロッパー & プラットフォーム統括本部 

パートナー & クラウド推進本部 福地洋二郎 

 BizSpark & Azure 活用事例～ Panoplaza ～ 

http://www.krp.co.jp/
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カディンチェ株式会社 田中 剛 氏 

 Windows Azure Platform 概要 

デベロッパー & プラットフォーム統括本部 

業務執行役員 パートナー & クラウド推進本部 本部長 平野和順 

 Windows Phone 7 概要 

デベロッパー & プラットフォーム統括本部 

UX & クライアントプラットフォーム推進部 大西 彰 

 懇親会 
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Reports 
 ● IT ベンチャー支援プログラムコミュニティー A-MIC 

A-MIC とは 

A-MIC とは、これまで MIC が主催した、IT ベンチャー支援プログラム、イノベーションアワード 等に参加した IT ベ

ンチャー企業の交流の場です。その目的は、各社が日本マイクロソフトとの良好な関係を構築し、継続的なマイクロソ

フトのテクノロジに関する情報収集、ビジネス展開を行うことにあります。主に次のような活動を行っています。 

マイクロソフトのテクノロジに関する情報の収集 

多岐にわたるマイクロソフトの製品、サービス。その中でも IT ベンチャー企業にとって強力なツールになり得る商品、

サービス、テクノロジに関する情報を、日本マイクソフトのエバンジェリストの皆様や会員相互の情報交換などをご提

供し、参加企業の効率的な技術収集、開発効率、技術等の向上をサポートしています。 

マイクロソフトのテクノロジを活用したビジネス展開の検討 

会員企業がマイクロソフトのテクノロジを活用し、製品、サービスの企画/開発/販売展開を行う場合、日本マイクロソ

フトが事業発表の場を作り、協業の機会をつくります。また、IT ベンチャー企業会員のビジネスの成功と拡大のため、

外部有識者等の助言、交流会での情報交換を通してその手法や事例などを吸収していただくよう支援しています。 

今年度の活動内容をご紹介します。 

第 1 回 A-MIC 発足記念セミナー & 懇親会 

「ベンチャーで活かせる最新テクノロジ～ Microsoft テクノロジとのお付き合い方法～ 

2011 年 6 月 25 日  

場所: 日本マイクロソフト株式会社 品川本社 

MIC ユーザーの IT 企業がビジネス情報、テクノロジ情報の交換、収集を目的に集う、キックオフイベントが開催され

ました。基調講演「～モバイル、クラウド すべて教えます! ～」では西谷氏に御登壇いただき、また支援対象企業の事

例紹介ではマイクロソフトのスタートアップ企業向けのソリューション コンテスト Innovation Award の歴代受賞企

業であるワンビ株式会社の加藤氏と株式会社ステップワイズの長谷川氏にご講演いただきました。セミナー後の懇親会で

は、ビジネスの推進や新しいテクノロジについての情報交換、Kinect による PowerPoint 操作のデモンストレーション

が注目を集めていました。当日の様子は「日本マイクロソフト IT ベンチャーが集う

『A-MIC 関連 IT 企業交流会』を開催」と題し、BCN Bizline 記事として紹介され

ました。 

BCN Bizline 

http://biz.bcnranking.jp/article/news/1106/110627_126822.html 

 

 

 

第 2 回 A-MIC セミナー「Innovation Award に挑戦しよう!」 

http://biz.bcnranking.jp/article/news/1106/110627_126822.html
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Innovation Award に挑戦! 

2011 年 9 月 28 日 

場所: 日本マイクロソフト株式会社 品川本社 

Innovation Award とはマイクロソフトの技術を活用した、イノベーションをもたらす独創的なソリューション、ビジ

ネスモデルを表彰する IT ソリューション コンテストです。その第 2 回セミナーが日本マイクロソフト主催の大規模

カンファレンス「The Microsoft Conference 2011」において開催されました。 

 

基調講演では、「Innovation Award 2008」最優秀賞企業の株式会社ジースポート黒田氏、「Innovation Award 2009」

最優秀賞企業のワンビ株式会社加藤氏のそれぞれに「Innovation Award の最優秀賞企業が語る受賞のためのノウハウ

を教えます」を演題に語っていただきました。最優秀賞企業ならではの貴重なサクセスストーリーが披露され、今年度応

募者に向けて熱いエールが送られました。そしてコミュニティ関係者に対しては、本セミナーにおいて次回「Innovation 

Award 2011」の応募/開催概要が発表され、第 5 回に向けてのキックオフとなりました。また、セミナー終了後の懇親

会では、参加者がそれぞれが持ち寄った地方色豊かなお菓子や食べ物などを囲み、打ちとけた雰囲気に。冒頭から活発に

意見が飛び交い、大いに盛り上がりました。 

第 3 回 A-MIC セミナー～前夜祭 Windows Developers Day ～ 

初めての Microsoft Office 365!! はたして時間内に利用開始できるか! 

～パソコンとスマートフォンで Office 365 を文書共有してみる～ 

2012 年 4 月 23 日  

場所: 日本マイクロソフト株式会社 品川本社 

第 3 回目のセミナーは、今もっとも期待の集まる次世代 Windows プラットフォームの開発者向けイベント「Windows 

Developer Days」の前夜祭において開催。テーマは「クラウド型の Office 365」の体験です。Office 365 は、クラウ

ド環境ゆえに資産として購入、保有する必要がないため、コスト面ではパッケージより有利は誰もが理解できるところ。

導入を考える企業がもっとも知りたいのは、その使い勝手の良さです。それに応えるべく、一般社員が各自のパソコンか

らアカウントを取得、外出先からスマートフォンを使って文書を共有するというシナリオを実践、提案バリューを学ぶと

いう体験スタイルで実施されました。 

これらのセミナーや懇親会は、A-MIC 参加企業運営メンバーにより、市場やビジネスニーズに合わせて企画、運営され

ています。 
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A-MIC 運営メンバー 

 グローバルデザイン株式会社 

(IT ベンチャー支援プログラム 2010 年度選定企業) 

白旗保則 氏 

A-MIC は今後も継続的に活動を展開してまいります。活動に参加されるすべての皆

様が、日本マイクロソフトとの良好な関係を築きながら、ビジネスにおいて活躍する

ことを目指しましょう。今後、一人でも多くの皆様が、A-MIC の活動に加わること

を願っております。 

 

 株式会社シティネット 

(IT ベンチャー支援プログラム 2009 年度選定企業) 

片岡幸人 氏 

2009 年度 IT ベンチャー支援プログラムに採択され、その後、A-MIC 運営等を担

当させていただきながら皆様と親交を深めさせていただいています。現在、マイクロ

ソフトのテクノロジを活用したビジネスの成功を目指して活動しています。 

 

 レポート株式会社 

(IT ベンチャー支援プログラム 2010 年度選定企業) 

中丸幸一 氏 

日本マイクロソフトのベンチャー支援がきっかけで、様々な地域の IT ベンチャー企

業との出会いがありました。この縁がお互いの成長の支えになれば嬉しいですね。こ

れからも、リアルな交流の場を作っていければと思います。 

 

 株式会社ジースポート 

(Microsoft Innovation Award 2008 最優秀賞 受賞企業) 

黒田篤 氏 

A-MIC では、普段なかなか出会うことのない全国各地の企業と、定例の交流会やオ

フ会などで情報交換ができ、時にマイクロソフト提供の貴重なお話を聞く機会なども

あります。他に類を見ないこのような交流の場をさらに活性化させ、わが国ベンチャ

ー企業の技術レベル向上につなげていきましょう。 

 

 

ワンビ株式会社 

(Microsoft Innovation Award 2009 最優秀賞 受賞企業) 

加藤貴 氏 

ベンチャーにとって大切な財産は、じつは人と人とのつながりです。 

A-MIC に集約された情報を活用することで、企業格差や地域格差を解消し、日本の

ベンチャー企業の技術向上を実現していきましょう。 

 


