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■プログラム概要 

我が国の大学、研究機関等では世界最先端の研究が実施され、将来有望な技術シーズが数多く存在して

います。しかしながら、大学に眠る当該技術シーズや人材等の資源を最大限に活用してベンチャー企業や

新事業を生み出し、我が国の産業競争力の強化につなげる仕組みに関してはまだ整備されていない状況

です。 

 本年度、NEDO では、NEDO Technology Commercialization Program (以下、「TCP」という)と

称し、（１）国内の大学発起業家候補に対する起業支援プログラム（以下、「TCP 国内版」）、および、 （２）

シリコンバレーの専門機関を活用した 起業支援プログラム（以下、「TCP 海外版」）の実施を行います。 

 具体的なプログラムについては、TCP 国内版は主に株式会社日本総合研究所が、TCP 海外版は主に

SRI International を中心として実施・運営を行います。 

 

集合研修①
基礎研修

集合研修②
ピッチコンテスト

最終発表会

メンター（VC、起業家など）

個別指導
（メンタリング）

最終選抜

事業化

SUI等
他プログラム
への応募

国内集合研修①
国内集合研修②
（ブートキャンプ）

シリコンバレー研修

メンター（SRIインターナショナル）

選抜 個別指導

投資家・ファンド
ベンチャーキャピタル

大企業 大学
ファンド

米国（シリコンバレー 等）
のベンチャーキャピタル等

TCP国内版

TCP海外版

大学・研究機関の
若手研究者等

ビジネスプラン（事業計画）の作成や
投資家へのプレゼンテーションの行い方など、

事業化（起業を含む）に関する基礎的な知識を学び、実践致します。

事業化（起業を含む）に必要な
ネットワーキング活動を

支援致します。

国内版、海外版
双方共に応募
することも可能

政府系
機関

事業化

SUI等
他プログラム
への応募

個別指導
（メンタリング）

※全プロセスを「英語」で行います。

現在、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」という。）の委託を受け、

株式会社日本総合研究所および株式会社パソナテックは共同で、研究開発型ベンチャー支援事業（一

部、研究開発型新事業創出支援プラットフォーム）および起業家候補等への事業化促進支援を実施し

ております。 （参考）http://www.nedo.go.jp/koubo/CA3_100058.html 

http://www.nedo.go.jp/koubo/CA3_100058.html


 

 

【1】:  TCP 国内版 (日本総研)では、我が国の若手研究者等を対象として 

以下①～③の機会を提供いたします。 

 

① 技術シーズの事業化に必要な知識を提供する「教育プログラム」の提供 

 

② 専門家によるビジネスプランの作成支援・メンタリング 

 

③ 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 

 

※ TCP 国内版に選抜された参加者は、最終発表会参加のための 

交通費・宿泊費を運営事務局にて負担します。 

 

 

【2】:  TCP 海外版では、SRI インターナショナルの協力のもと、我が国の若手研究者等を対象として

以下①、②の機会を提供いたします。 

 

① 技術シーズの事業化に必要な知識を提供する専門家による集合研修 

および個別メンタリング（日本国内で実施） 

 

② ベンチャーキャピタルなどの支援者への橋渡しとして、選抜チームに対して 

シリコンバレーでの研修や企業へのプレゼンテーションの機会を提供 

（選抜で選ばれたチームのみ） 

 

※  TCP 海外版に選抜された参加者は、プログラム参加に要する受講料や 海外出張費、 

米国での宿泊費等は一切かかりません。 運営事務局にて負担します。 

ただし、一部国内の交通費や交流会参加費、飲食費用に関しては参加者負担となります。 

 

TCP は、NEDO が今後も公募を予定している起業家候補（スタートアップイノベーター：ＳＵＩ）1

への応募にも役立つプログラムとなっております。 

 

 

 

  

                                                   
1 起業家候補（スタートアップイノベーター）募集（研究開発型ベンチャー支援事業の実施に係る公募について）

http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100053.html 

http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100053.html


 

 

 

 

 

 

  

★ 説明会 

 説明会を以下の要領で実施いたします（詳細は別紙参照）。 

 

日時： 10 月 23 日（木）18:30～20:30 

場所： 東京工業大学大岡山キャンパス西９号コラボレーションルーム 

 

参加をご希望される方は、件名を「説明会参加希望（東工大版）」とし、本文に所属とお名前を明記の上、

日本総研 桑原（kuwabara.yuuki@jri.co.jp）までご連絡ください。 

 

■募集対象 

（１） 技術シーズの事業化に関心を有する国内の大学・研究機関等に在籍する研究員、大学院生、 

学部生であって、将来起業することを視野に入れている方、 技術シーズの事業化プロセスに 

興味のある方、 事業化（ビジネス）と研究の双方に興味がある方等。 

個人・グループどちらでも応募可能です。 

（２） スタートアップ段階にある 技術系ベンチャー企業。 

 

■選考基準 

・技術シーズの事業化可能性が高いこと 

・顧客ニーズを意識したビジネスプランであること 

・ビジネスプランの将来性・実現可能性が高いこと 

・参加者が事業化に対する情熱・熱意を有していること 

※ 提案するビジネスサマリーは、技術シーズを起点としたものであることを必須としています。 

 

■スケジュール（予定） 

(1) ＴＣＰ国内版  (日本総研) 

 添削希望者事前締め切り     10 月 24 日（金）17:00 

         （添削結果の返送は上記締め切り後、2 週間程度を見込んでます） 

 応募最終締め切り        11 月 14 日（金）17:00 

 【1 次選抜】書類審査結果発表  11 月 21 日（金） 

 集合研修（予定）        11 月 29 日（土）・30 日（日） 

 【2 次選抜】ピッチコンテスト  2015 年 1 月中旬～下旬  （東京、大阪にて開催予定） 

 【最終選抜】最終発表会     2015 年 2 月 20 日（金） 京都リサーチパークにて 

(2) ＴＣＰ海外版  (SRI International) 

 募集：         2014 年 11 月 3 日（月）～12 月中旬 

 審査結果発表：     2014 年 12 月中旬～下旬 

 第 1 回集合研修：      2015 年 1 月中旬以降 

 第 2 回集合研修：    2015 年 3 月上旬 

 個別コンサルティング： 2015 年 5 月中旬 

 シリコンバレー研修：  2015 年 8 月（2 週間） 

 

mailto:kuwabara.yuuki@jri.co.jp


 

東京工業大学： 

NEDO Technology Commercialization Program 

我が国のオープンイノベーション推進に向けて 

～あなたの技術・研究成果を事業化しませんか～ 

 

●開催概要 

日時： 2014 年 10 月 23 日（木）18:30～20:30   

場所： 東京工業大学 大岡山キャンパス 西９号館 コラボレーションルーム 

主催： 株式会社日本総合研究所、SRI International、株式会社パソナテック 

 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

協力： 株式会社三井住友銀行、東京工業大学産学連携推進本部 

 

●プログラム（予定）  

進行：   株式会社日本総合研究所 戦略コンサルティング部 融合戦略クラスター長 東 博暢氏 

18:30～18:35 「開会挨拶」 

 

18:35～18:45 「NEDO Open Innovation Platform の紹介」 

NEDO イノベーション推進部 プラットフォームグループ 

主査 佐久間 純氏 

18:45～19:00 「Open Innovation Platform の構築に向けて」 

   株式会社日本総合研究所 戦略コンサルティング部 

融合戦略クラスター長 東 博暢氏 

19:00～19:15 “Innovation Around the World and Japan’s Innovation Challenge” 

19:15～19:30 “Taking Your Technology to the Global Market – A NEDO Program to  

Help You Do This ” 

     Executive director of Innovation Programs,  

SRI International Mr. Dennis Tsu 

19:30～20:10 「科学技術の商業化・事業計画について」 

株式会社日本総合研究所 創発戦略センター 

コンサルタント  宮内 洋宣氏 

Executive director of Innovation Programs,  

SRI International Mr. Dennis Tsu 

 

20:10～20:30 質疑、閉会挨拶  

20:30～  ネットワーキング（名刺交換会） 

 

参加対象者： 

・ 大学および研究機関関係者（産学連携、TLO、起業家支援プログラムを実施している担当者） 

・ 技術シーズの事業化に関心を有する国内の大学・研究機関等に在籍する研究員、大学院生、学部生 

・ スタートアップ段階にある技術系ベンチャー企業 

別紙 


