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平成 29 年度「NEDO TCP（Technology Commercialization Program）2017」
本選審査に係る公募
（平成 29 年 12 月 6 日）
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。
）は、技術を基に起
業して事業を大きく拡大させたいと考えている起業家候補、起業家予備軍、起業意識のある研究者等によ
る事業化にむけて支援プログラムを実施し、本プログラムの本選審査に係る公募を行います。
本プログラムの本選審査に参加される方は本公募要領に従い御応募ください。
なお、本プログラムの本選審査は、NEDO TCP 2017 二次ピッチ通過者又は「“No Maps NEDO Dream
Pitch”with 北海道起業家万博」の NEDO TCP 賞もしくは「第 17 回大学発ベンチャー・ビジネスプラン
コンテスト」の NEDO 特別賞の受賞者のみを対象としております。
Ⅰ．件名
平成 29 年度
「研究開発型ベンチャー支援事業／NEDO TCP（Technology Commercialization Program）
2017」本選審査
Ⅱ．事業概要
１．目的
「ベンチャー・チャレンジ 2020」
（平成 28 年 4 月 日本経済再生本部決定）では、
「日本にもベンチャ
ーエコシステムを確立し、自然発生的にベンチャーが生まれ、育っていく、そしてその好循環が持続す
る。そうした仕組みの構築を目指さなくてはならない。」とされており、産学官全ての関係機関が「ベン
チャーエコシステム」の構築を共通の目標と認識し、その実現を目指すことが重要です。
そこで本プログラムでは、技術を基に起業して事業を大きく拡大させたいと考えている起業家候補、
起業家予備軍、起業意識のある研究者等に対して事業化のためのビジネスプラン構築に係る研修・個別
メンタリング、ビジネスプランの発表及び投資家や事業会社とのマッチング機会を提供することで、研
究開発型ベンチャーの起業を促進することを目的とします。
２．事業内容
NEDO TCP は、技術を基に起業して事業を大きく拡大させたいと考えている起業家候補、起業家予備
群、起業意識のある研究者等を支援するためのプログラムです。本選審査では以下の機会を提供します。
・専門家によるビジネスプランの作成支援・メンタリング
・ビジネスに結び付けるための大企業・ベンチャーキャピタル等へのビジネスプラン発表、ネットワ
ーキング、マッチング
３．事業期間
本選審査は平成 29 年 12 月 19 日より平成 30 年 2 月 2 日までの約 2 ヶ月期間とし、平成 30 年 2 月 2
2

日に最終審査会（NEDO TCP ファイナル）を実施します。
４．事業の流れ
本プログラムは予備審査と本選審査で構成されます（本公募は本選審査に参加される方を対象としま
す。
）
。予備審査及びプログラム運営は（株）日本総研（NEDO 委託先）が実施します。予備審査通過者
は本公募要領に従い、本選審査の申請書を提出ください。
（１）予備審査：書面審査通過者は全体研修にて「シリコンバレー流起業塾」を受講し、TCP メンター
による指導を受け、ビジネスプランをブラッシュアップし、二次ピッチ審査会に出場
（２）本選審査：二次ピッチ審査会通過者及び指定の広域地域イベントの優秀者は本選審査申請書を
NEDO に提出し、書面技術評価を経て最終審査会に出場

５．本選審査参加者への特典等
本選審査参加にあたり、以下の特典等を提供する予定です。
・TCP メンターによる個別メンタリング
・最終審査会でのプレゼンテーション及びポスター発表機会の提供
・海外（シリコンバレーを予定）でのイベントへの参加資格※1

※2

・NEDO が公募する研究開発型ベンチャー支援事業へのシード権（一次審査免除）
※1 交通費・宿泊費は全額参加者負担となります。
※2 参加にあたり別途面談審査等を実施する予定です。
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Ⅲ．本選審査応募要件等
１．応募要件
応募者は次に示す（１）～（４）の条件を全て満たす者とします。
（１）予備審査プラン募集開始時（平成 29 年 6 月 5 日）に起業していない個人、研究者又はチームで
あること
（２）具体的な技術シーズを活用し、それに基づく事業構想を有する起業家であって、我が国の経済
活性化に寄与すると認められる応募内容であること
（３）NEDO TCP 2017 二次ピッチ通過者又は「“No Maps NEDO Dream Pitch”with 北海道起業
家万博」の NEDO TCP 賞もしくは「第 17 回大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト」
の NEDO 特別賞の受賞者であること
（４）反社会的勢力、あるいはそれに関わる者との関与が無いこと
２．技術シーズの範囲
経済産業省所管の鉱工業技術（例えば、ロボティクス、AI、エレクトロニクス、IoT、クリーンテクノ
ロジー、素材、医療機器、ライフサイエンス、バイオテクノロジー技術、航空宇宙等。ただし、原子力
技術に係るものは除く。
）
３．提出期限及び提出先等
本公募要領に従って申請書を作成し、以下の提出期限までに word ファイルで御提出ください。
（１）提出期限：平成 29 年 12 月 19 日 12 時
（２）提出先：NEDO TCP の下記リンク先よりご提出ください。
（３）その他：申請書フォーマット及び送付先等の詳細は下記リンク先より御確認ください。
http://nedo-tcp.jp/NEDO_TCP/
４．申請書の受理及び申請書に不備があった場合
（１）応募要件に合わない申請者の申請書又は不備がある申請書は受理できません。
（２）提出された申請書等は返却しません。
（３）申請書に不備があり、提出期限までに修正できない場合は、申請を無効とさせていただきます。
Ⅳ．秘密の保持
申請書は本選審査の参加者選定のためにのみ用い、厳重に管理します。取得した個人情報は審査に利用
しますが、特定の個人を識別しない状態に加工した統計資料等に利用することがあります。御提供いただ
いた個人情報は、上記の目的以外で利用することはありません。
（法令等により提供を求められた場合を除
きます。
）
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Ⅴ．審査の方法等
１．審査の方法について
外部有識者を活用した書面審査及び最終審査会でのプレゼン審査の結果を総合して優秀者を選定しま
す。最終審査会は公開で行われます。
２．評価項目
・提案されたテーマに係る具体的な技術シーズが活用可能であること（応募者自らが特許もしくはノ
ウハウを保有している又は大学等の共同研究先や協力企業等からのライセンス供与が見込まれる
等）。
・開発目標となる技術に将来性があり、一定の競争力の維持が期待できること。
・技術上又は知財権上、競合等による模倣が困難又は時間を要すること。
・顧客のペインと事業者が提供しようとするソリューションが明確で、ビジネスの確からしさが十分
にあること。
・事業化が達成・進展される可能性が高いことを示す具体的かつ的確な計画であり、予想されるリス
ク（市場変動、技術変革等）等への対策が盛り込まれていること。
・事業化後、国内外の経済への影響が大きく、新規産業や新規市場の創出に貢献するものであるこ
と。
・我が国の研究開発力の強化に資するという観点から、日本国内で創出された技術シーズが相当程度
活用されていること。
・代表者及びチームについて事業の成功に向けた熱意、信頼感等が感じられるか。
・事業化に向けて必要なチームビルディングが出来ているか。
Ⅵ．本選審査結果の公表について
・審査の結果は、申請者の氏名、申請テーマをＮＥＤＯのウェブサイト等に公表します。また審査委員
の所属、氏名について、審査後にＮＥＤＯのウェブサイト等に公表します。
・必要に応じてニュースリリースを行う場合があります。申請者が審査に係るニュースリリース等を実
施する場合は事前に担当部までご相談ください。
Ⅶ．スケジュール（予備審査の二次審査以降）
ピッチ審査会

平成 29 年 12 月 7 日（木）（大阪で開催予定）

（二次審査）

平成 29 年 12 月 8 日（金）（NEDO 川崎本部で開催予定）

二次審査結果通知

平成 29 年 12 月 11 日（月）

本選審査用申請書提出期限

平成 29 年 12 月 19 日（火）

本選審査最終審査会

平成 30 年 2 月 2 日（金）
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Ⅷ．留意事項
（１）NEDO TCP 2017 のプログラム参加費は無料です。
（２）国内イベント参加のための交通費は原則自己負担となります（ただし、最終審査会については、遠
方（会場から 80km 以上）からお越しの場合に限り事務局が負担いたします。）。
（３）交流会参加費や飲食費用に関しては参加者負担となります。
（４）本プログラムへの参加者は、後日報告会等にご出席をお願いすることがあります。
（５）本プログラム終了後、本プログラムの成果についての追跡調査・評価・特許等の取得状況及び事業
化状況調査に御協力いただきます。
Ⅸ．問い合わせ先
プログラムの内容及び本公募に関するお問い合わせは、下記宛に Tel 又は E-mail にて受け付けます。
ただし審査の経過等に関するお問い合わせには応じられません。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
イノベーション推進部 スタートアップグループ
担当者：松永、河内、牧野
E-mail：NEDO_TCP@nedo.go.jp
Tel：044-520-5173
Ⅺ．その他
メール配信サービス（http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html）に御登録いただきますと、ウェブサ
イトに掲載された最新の公募情報に関するお知らせを随時メールにてお送りいたします。
ぜひ御登録いただき、御活用ください。
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