スタートアップ･中小企業向け
支援事業の紹介
2020年11月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
イノベーション推進部
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番ミューザ川崎セントラルタワー（総合受付16Ｆ）
TEL：044-520-5170 FAX：044-520-5177 E-mail：inv-caravan@nedo.go.jp

NEDOとは
国立研究開発法人 新エネルギー･産業技術総合開発機構

NEDO（New Energy and Industrial Technology Development Organization）
○日本最大級の公的研究開発マネジメント機関
・経済産業省所管

・職員数１０９５名（2020年4月1日現在）

○NEDOのミッション

・エネルギー・地球環境問題の解決 ・産業技術力の強化

NEDOにおける研究開発事業の概要
ナショナルプロジェクト
○新エネルギー分野
○電子・情報通信分野
○省エネルギー分野
○材料・ナノテクノロジー分野
○蓄電池・エネルギーシステム分野
○ロボット技術分野
○クリーンコールテクノロジー(CCT)分野
○機械システム分野
等

テーマ公募型事業
次世代プロジェクトシーズ発掘事業
○NEDO先導研究プログラム
○官民による若手研究者発掘支援事業

研究開発プロジェクト(ナショナルプロジェクト等)の創出

研究開発型スタートアップ支援事業
○研究開発型スタートアップ支援事業
研究開発成果の実用化･事業化支援
○新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた
技術研究開発事業
○戦略的省エネルギー技術革新プログラム
○課題解決型福祉用具実用化開発支援事業 等

シーズ発掘から事業化までシームレスに
支援を行うNEDOのプラットフォーム
研究開発成果の実用化･事業化支援事業

中堅･中小企業

大学等

スタートアップ

④
⑤
⑥
⑦

新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業
戦略的省エネルギー技術革新プログラム
課題解決型福祉用具実用化開発支援事業
Connected Industries推進のための
協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業
⑧ AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業
⑨ 国際研究開発／コファンド事業
⑩ ベンチャー企業等による宇宙用部品・コンポーネント開発助成

次世代プロジェクトシーズ発掘事業
○ 官民による若手研究者発掘支援事業
① 新技術先導研究プログラム
② 未踏チャレンジ２０５０

中堅･中小企業

マッチング支援事業

大学等

死の谷

研究開発型スタートアップ支援事業
③ 研究開発型スタートアップ支援事業
③-1 NEDO Technology Commercialization Program（TCP）
③-2 NEDO Entrepreneurs Program（NEP）
③-3 シード期の研究開発型スタートアップ（STS）への事業化支援
③-4 Product Commercialization Alliance（PCA）
スタートアップ

大学等

①
②
③
④
⑤
⑥

マッチングスペース
金融マッチング
シリコンバレー研修
K-NIC
ビジネスマッチング
S-Matching、S-Expert

※「中堅

スタートアップ
中堅･中小企業

中小企業」「大学等」「スタートアップ」アイコンは、

視覚的分類を目的につけており、事業によっては、応募対象を制
限しているとは限りません。詳細は各事業をご確認ください。

自社に合ったフェーズ・性質の事業をご検討ください
New 官民による若手研究者
発掘支援事業
① 新技術先導研究プログラム

マッチング支援事業

② 未踏チャレンジ2050
③ TCP/NEP/STS/PCA
フェーズA
フェーズα

④新エネルギー等の
シーズ発掘・事業化に向けた
技術研究開発事業

フェーズB
フェーズβ

フェーズC

インキュベーション研究開発

⑤ 戦略的省エネルギー
技術革新プログラム

フェーズD
実用化開発

実証開発

テーマ設定型事業者連携スキーム

⑥ 課題解決型福祉用具
実用化開発支援事業
⑦ 協調領域データ共有・AIシス
テム開発促進事業

⑧ AIチップ開発加速のため
のイノベーション推進事業
⑨ コファンド事業
⑩ 宇宙産業技術情報基盤
整備研究開発事業
大学等
スタートアップ
※主な対象事業について、
視覚的にご理解いただくことを
目的に矢印の範囲をつけています。
詳細は各事業をご確認ください。

研究

市場ニーズを
調べ、研究
シーズを磨く

中堅･中小企業

開発

製品・商品化

技術の強みを調べ、 科学技術力 開発・商品化した 科学技術力
科学技術力 アイデアやコンセ
＋ものづくり力 い対象のスペック ＋ものづくり力
＋経営力
プトを提案
を固める
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事業化の成功
事業戦略を
立てる

NEDOのテーマ公募型事業

■TOPIC 2020年度新規事業

○官民による若手研究者発掘支援事業

問い合わせ先：イノベーション推進部 TEL：044-520-5240

・・・・P.3

FAX：044-520-5177

■次世代プロジェクトシーズ発掘事業

① NEDO先導研究プログラム／新技術先導研究プログラム

・・・・P.4

② NEDO先導研究プログラム／未踏チャレンジ２０５０

・・・・P.5

問い合わせ先：イノベーション推進部

TEL：044-520-5174

FAX：044-520-5177 E-MAIL：enekan@nedo.go.jp

問い合わせ先：イノベーション推進部

TEL：044-520-5174

FAX：044-520-5177 E-MAIL：mitou@nedo.go.jp

■研究開発型スタートアップ支援事業
③ 研究開発型スタートアップ支援事業
③-1 Technology Commercialization Program（TCP）
③-2 NEDO Entrepreneurs Program（NEP）
③-3 シード期の研究開発型スタートアップ（STS）への事業化支援
③-4 Product Commercialization Alliance（PCA）
問い合わせ先：イノベーション推進部

TEL：044-520-5173

FAX：044-520-5178 E-MAIL：vc-vb@nedo.go.jp

■研究開発成果の実用化･事業化支援事業

④新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業
（旧：ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業）
問い合わせ先：イノベーション推進部

TEL：044-520-5171

・・・・P.11

FAX：044-520-5178 E-MAIL：venture2020@nedo.go.jp

⑤ 戦略的省エネルギー技術革新プログラム

問い合わせ先：省エネルギー部｢戦略的省エネルギー技術革新プログラム｣事務局

⑥ 課題解決型福祉用具実用化開発支援事業
問い合わせ先：イノベーション推進部

・・・・P.7
・・・・P.8
・・・・P.9
・・・・P.10

TEL：044-520-5175

FAX：044-520-5281

・・・・P.12

E-MAIL：shouene@nedo.go.jp

・・・・P.13

FAX：044-520-5178 E-MAIL：fukushi@nedo.go.jp

⑦ Connected Industries推進のための
協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業

・・・・P.14

⑧ AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業

・・・・P.15

⑨ 国際研究開発／コファンド事業

・・・・P.16

問い合わせ先：IoT推進部

E-MAIL：cip@ml.nedo.go.jp

問い合わせ先：イノベーション推進部

TEL：044-520-5173

FAX：044-520-5178 E-MAIL： ai.chip@ml.nedo.go.jp

問い合わせ先：国際部コファンド担当

TEL：044-520-5190

FAX：044-520-5193 E-MAIL： international@ml.nedo.go.jp

⑩ 宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業

（ベンチャー企業等による宇宙用部品・コンポーネント開発助成）
問い合わせ先：イノベーション推進部

TEL：044-520-5175

・・・・P.17

FAX：044-520-5178

■マッチング支援事業
① マッチング スペース

問い合わせ先：イノベーション推進部

TEL：044-520-5172

問い合わせ先：イノベーション推進部

TEL：044-520-5170

問い合わせ先：イノベーション推進部

TEL：044-520-5173

② 金融マッチング

・・・・P.18
・・・・P.19

③ Silicon Valley Immersion Program

・・・・P.19

④ Kawasaki-NEDO Innovation Center

・・・・P.20

⑤ビジネスマッチング

・・・・P.20

問い合わせ先：K-NIC

TEL:044-201-7020

問い合わせ先：イノベーション推進部

⑥ S-Matching、S-Expert

問い合わせ先：イノベーション推進部

TEL：044-520-5175
TEL：044-520-5175

FAX：044-520-5178

■その他の取り組み

オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会

・・・・P.21

E-MAIL：s-matching@nedo.go.jp

・・・・P.22

◎NEDOホームページ公募情報(基本計画・実施方針・公募要領) の確認方法、
府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への事前登録について
・・・・P.23
◎NEDO2020年度テーマ公募事業一覧
・・・・P.25,26
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■TOPIC 2020年度新規事業

次世代のイノベーションを担う人材の育成、我が国における新産業の創出に貢献

官民による若手研究者発掘支援事業

実用化に向けた目的指向型の創造的な基礎又は応用研究を行う大学等に所属する若手研究者を発掘
し、若手研究者と企業との共同研究等の形成を促進する等の支援を実施します。
共同研究フェーズ
大学等に所属する若手研究者
（助成金の交付先は、若手研究者が所属する大学等）

対象者
事業形態

助成
１テーマあたり3,000万円以内/年
（共同研究等を実施する企業から支払われる共同研究等費用と同額以下を助成）
最大5年

費用
事業期間

産業技術分野及びエネルギー・環境分野の実用化に向けた目的指向型の創造的な基礎又は応用研究で、
企業と新産業の創出に貢献することを目指した共同研究等を行うもの
但し、「医薬・創薬分野、医療機器分野」に限定した研究開発は対象外

対象技術分野

事業概念図
共同研究等
助成

ＮＥ
ＤＯ

合意書

企業

大学等
共同研究等
費用

2020年度公募

2020年6月23日～2020年8月17日（締切済）
マッチングサポートフェーズ

対象者

大学等に所属する若手研究者
（助成金の交付先は、若手研究者が所属する大学等）

事業形態

助成

費用

１テーマあたり500万円以内/年

事業期間

最大2年（マッチングサポートフェーズ、共同研究フェーズ合わせて最大5年）

対象技術分野

産業技術分野及びエネルギー・環境分野の目的指向型の創造的な基礎又は応用研究で、産業界が期待する
研究開発であり、研究開発の成果が産業に応用されることを目的とし、今後企業との共同研究等を目指すもの
但し、「医薬・創薬分野、医療機器分野」に限定した応用を目指す研究開発は対象外
委託

事業概念図

2020年度公募

（企業等委託機関）
助成

ＮＥ
ＤＯ

マッチングサポート機関

企業

大学等

2020年6月23日～2020年8月17日（締切済）

事業全体概念図

大学等
実用化に向けた目的指
向型の創造的な基礎～
応用研究を行う若手研
究者の研究シーズ

大学等の若手研究者

マッチングイベント＜若手研究者と企業が参加＞
マッチングサポート機関

民間企業のニーズに合わせた
研究シーズの課題克服を伴走支援
し、共同研究まで橋渡し
NEDO
民間企業との共同研究等を
￥
実施する若手研究者に
当該研究にかかる研究費を支援

マッチングサポートフェーズ

共同研究等

民間企業
産業競争力の根底と
なる研究開発力の向
上ニーズ

共同研究フェーズ

研究開発型民間企業

共同研究等

大学等
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￥

民間企業

■次世代プロジェクトシーズ発掘事業

将来の国家プロジェクトになり得る革新的な技術シーズの発掘

① ＮＥＤＯ先導研究プログラム／新技術先導研究プログラム
飛躍的なエネルギー効率向上や低炭素社会の実現に資する有望な技術、新産業創出に結びつく
産業技術の原石を発掘し、将来の国家プロジェクト等に繋げていく先導研究を推進します。
対象者

企業、大学等による産学連携体制

事業形態

大学・公的研究機関のみ（産学連携体制の例外※1）

委託（NEDO100％負担）

費用

上限1億円以内／年・件 ※2

2千万円以内／件

事業期間

原則1年（12か月）以内（最長2年）

1年（12カ月）以内

対象技術分野

◆エネルギー・環境新技術先導研究プログラム：省エネルギー、新エネルギー、CO2削減等の
エネルギー・環境分野
◆新産業創出新技術先導研究プログラム
：新産業創出に結びつく産業技術分野

公募ごとに研究開発
課題を設定

※1 産学連携体制の例外 ･･ 将来的に産学連携となる研究開発体制の具体的な想定があり、かつ、少なくとも現時点で連携先となる企業を模索する具体的な取り組みが
行われていることを前提とします。
※2 研究開発の内容により特に必要性が認められる場合に限り、上限1億円までの提案を認めます。また、技術開発の困難性等により、特に必要と認められる場合は、
事業の進捗状況を踏まえた上で、増額することがあります。

独創性･革新性があり将来的な波及効果が期待できる研究開発テーマを広く募集。
主に産学連携の体制で実施。

委託

研究開発
推進委員会

企業

企業

再委託

再委託

企業

委託事業者・有識
者等が進捗確認等
を実施

プログラム内の研究開発テーマに、指導・助言等を行うプログラムマネー
ジャーを配置

大学

革新的研究開発
シーズ技術の
原石発掘

大学

プログラムの設定
関連する研究開発テーマを束ね、一体的に推進する枠組みとして設定

国家プロジェクト
【エネ環】,【新新】 技術シーズの実証
技術シーズの育成
未踏チャレンジ2050
技術シーズの探索・創出

「ＮＥＤＯ先導研究プログラム／新技術先導研究プログラム
（エネルギー・環境新技術先導プログラム・新産業創出新技術先導研究プログラム）」予算額と公募情報
平成26年度

予算

：20.0億円（内数）

採択36件／応募172件（4.8倍）

平成27年度

予算

：31.4億円（内数）

第1回
第2回

平成28年度

予算

：21.5億円（内数）

採択12件／応募52件（4.3倍）

平成29年度

予算

：26.0億円（内数）

採択32件／応募110件（3.4倍）

採択10件／応募53件（5.3倍）
採択20件／応募73件（3.6倍）

平成30年度 予算
（2018年度）

：30.2億円（内数） ◆エネルギー・環境新技術先導研究プログラム
5.0億円（内数） ◆新産業創出新技術先導研究プログラム

採択27件／応募106件（3.9倍）
採択12件／応募68件（5.7倍）

予算

：37.4億円（内数） ◆エネルギー・環境新技術先導研究プログラム
7.9億円（内数） ◆新産業創出新技術先導研究プログラム

採択44件／応募110件（2.5倍）
採択6件／応募16件（2.7倍）

予算

：39.5億円（内数） ◆エネルギー・環境新技術先導研究プログラム
9.5億円（内数） ◆新産業創出新技術先導研究プログラム

採択29件／応募60件（2.1倍）
採択5件／応募37件（7.4倍）

2019年度
2020年度

○NEDO先導研究プログラムの事業の詳細は、以下でご確認いただけます。
NEDOホームページ＞事業一覧＞ 分野横断的公募事業→NEDO先導研究プログラム〔エネルギー・環境新技術先導研究プログラム／
新産業創出新技術先導研究プログラム／未踏チャレンジ2050〕
○2019年度、2020年度の公募情報・公募要領・採択結果等の詳細は、以下でご確認いただけます。
NEDOホームページ＞公募・調達＞公募情報→分野別情報一覧＞■分野横断的公募事業＞2019年度

4

分野横断的公募事業分野

公募一覧

■次世代プロジェクトシーズ発掘事業

従来の発想によらない革新的な低炭素技術シーズを探索・創出

② ＮＥＤＯ先導研究プログラム／未踏チャレンジ２０５０
2050年の温室効果ガス削減に大きな可能性を有し、既存技術の延長線上になく、従来の発想によら
ない革新的な低炭素技術シーズを探索・創出し、 COP21で言及された「２℃目標」の実現に貢献
対象者

原則、企業、大学・研究機関による産学連携※
大学・研究機関は４０歳未満の若手研究者

事業形態

委託（NEDO100％負担）

費用

500～2000万円程度／年･件

事業期間

最大5年（原則3～5年。研究開発の途中段階でステージゲート審査を実施）
省エネルギー、新エネルギー、CO2削減等のエネルギー・環境分野

対象技術分野

＜公募ごとに分野を指定した上で、解決すべき技術課題とそれを解決する研究開発内容を募集＞

※将来的に産学連携となる研究開発体制の具体的な想定があり、かつ、少なくともテーマ提案時点で連携先となる企業を模索する具体的な
取り組みが行われていれば大学・研究機関のみの提
プログラムディレクター（PD）
プログラムオフィサー（PO）
委託

大学・公的研究機
会を担う若手研究

産学連携体制（例）

大学
企業

2050年頃
国家プロジェクト 社会普及

企業
研究開発推
有識者・プ
進捗確認等

再委託

技術シーズ実証
新技術先導研究プログラム
要素研究、技術シーズ育成

未踏チャレンジ２０５０
革新的な低炭素技術シーズを探索・創出

「ＮＥＤＯ先導研究プログラム／未踏チャレンジ2050」予算額と公募情報
平成29年度
平成30年度
（2018年度）

予算

：0.8億円

公募

採択8件／応募32件（4.0倍）

予算

：2.0億円

公募

採択4件／応募22件（5.5倍）

2019年度

予算

：1.8億円

公募

採択９件／応募33件（3.7倍）

2020年度

予算

：0.8億円

公募

採択8件／応募40件（5.0倍）

「NEDO先導研究プログラム」のパンフレットを発行しています。

NEDOホームページ
ホーム>NEDOライブラリ>発行物>パンフレット>分野横断的公募事業
>NEDO先導研究プログラム に掲載しています。（PDFをダウンロードし参照いただけます。）
http://www.nedo.go.jp/library/pamphlets/ZZ pamphlets 00005.html

●事業ページ
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●パンフレット

■研究開発型スタートアップ支援事業の全体像
TCP
（資金支援なし）
1年以内

NEP A
500万円未満/件
6ヶ月以内

NEP B
3000万円以内/件
12ヶ月以内

STS
7000万円以内/件
2/3 1.5年以内

STS2
2億円以内/件
2/3 2年以内

PCA
2.5億以内/件
2/3 約7か月以内

VC等

会社・研究機関等

（認定VC含む）

認定VC

同研究・出資等

出資等

事業規模

メンター・カタライザー

•
•

助言
•
•
•
•
•
•

ビジネスプラン作成研修
メンターからの助言
ピッチコンテストによる投資家
等とのマッチング

TCP

※1

・事業化に向けた研究開発費等の
助成

出資・
ハンズオン支援

（VC・元起業家など、ビジネスプラン作成のプロ）

カタライザーからの助言
事業計画の構築
PoCの実施のための研究開発費
等の補助

EXIT
(IPO,
M&A)

認定VC等による出資・ハン
ズオン
資金調達に向けたシーズ強化
のための研究開発費等の補助

PCA ※4

●技術シーズの事業化支援
（目的：数年後の事業化）

STS ※3

●VCとの協調支援
（目的：資金調達・技術
シーズの強化）

NEP ※2

●専門家による伴走支援
（目的：PoCの実施）

●オープンイノベーションの促進

●専門家による伴走支援
（目的：事業計画の構築）
※研修プログラム

※1
※2
※3

●研究開発型スタートアップの相談窓口
●事業計画作成支援

※4

NEDO Technology Commercialization Program
NEDO Entrepreneurs Program
シード期の研究開発型スタートアップに対する事業化支援
Seed-stage Technology-based Startups
Product Commercialization Alliance

ステージ/時間

日本のスタートアップに次の成長を。
世界に次の革新を。

公式ホームページは“J-Startup”で検索！（スマホ対応）
公式Facebookページで随時情報発信中！！

https://www.j-startup.go.jp/
日本では 約1万社のスタートアップが日々新しい挑戦をしています。
しかし、グローバルに活躍する企業は まだ一部。
世界で戦い勝てる企業を作り、世界に新しい革新を提供する。
J-Startupは 選ばれた企業を官民で集中支援し、成功モデルを創出します。
「ブーム」から 「カルチャー」へ。
こ こ で生まれたヒーローがスタートアップの地位を高め、
日本のベン チャ ーエコシステムをさらに強くします。

現在選定されたStartupは139社。経済産業省、JETROと共にNEDOも事務局を担っています。
詳細は公式ホームページをご確認ください。
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■研究開発型スタートアップ支援事業の全体像

大学、研究機関、スタートアップの起業家の育成支援プログラム

③-1 Technology Commercialization Program（TCP）
将来起業することを視野に入れている方を対象に、ビジネスプラン作成研修、
メンターからの助言、ピッチコンテストによる投資家等とのマッチングの機
会を提供します。

大学等の技術シーズを用いて起業を目指す研究者等

対象者

（企業・大学等の個人、
研究者又は研究チーム）

○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
○企業における研究や新規事業のスピンアウトを考えている方､既にスピンアウトした方
○TCP参加時に起業していないこと

応募資格

環境･エネルギー､電子･情報通信､バイオ･ヘルスケア､機械システム､ロボット､材料･ナノテクノロジー等の

募集内容

「技術」を活用したビジネスプラン

支援内容

国内外の専門家による助言および研修、活動費の直接的な支援はなし（旅費等の支援はあり）

賞

最優秀賞（１件）、優秀賞（１～２件）及びファイナリスト賞（１０件程度）を表彰

事業期間

プログラムスケジュールに基づいて実施

対象技術分野

経済産業省所管の鉱工業技術（ただし、原子力技術に関わるものは除く）

公募情報
2019年度

2019年6月7日～9月5日

2020年度

※公募は実施せず、連携イベント
などから候補者を選出

○NEDO TCP 専用サイト

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2 100103.html

NEDO TCP2020の流れ
※変更の可能性もございます。

一次審査会通過者の特典
• 投資家等を前にしたピッチ
登壇と、ポスター発表
• 継続的なメンタリング

国内/海外メンター

(20～30チーム通過)

１２月 １月上

1月

３月

事業化プランの
ブラッシュアップ

(10チーム程度通過)

←--------予選---------→
本年度は公募いたしません
連携プログラム・地域イベント等
から候補者を選出します。

←--------本選-------→

約20チーム→選定→約10チーム
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※１ 条件を満たした場合のみ

ＮＥＰ等
上位の起業プログラムへ誘導

～1２月

最大３チーム
個別指導
最大６回

２．地域イベント
（指定）7～１２月

個別メンタリング

技術評価（書面）

本選審査申請

川(崎・大阪）
一次ピッチ審査会

全体研修（起業塾）

個別メンタリング

(20チーム程度選出)

最大3チーム程度※１

ＮＥＰへ優遇

１．連携プログラムなど

ＮＥＤＯ ＴＣＰファイナル
最終審査会（ピッチ）

起業家候補

■研究開発型スタートアップ支援事業の全体像
事業化支援人材の伴走支援による起業支援

③-2 NEDO Entrepreneurs Program（NEP）

技術シーズを活用した事業構想を有する起業家候補人材（個人、研究機関等や企業等に属する者、
又は事業化前の法人）に対し、事業化支援人材（事業カタライザー）による指導・助言の機会提供
など、研究開発型スタートアップを立ち上げるための活動を支援します。

事業期間

技術シーズを活用した事業構想を有する、起業家候補人材
(個人事業主、起業を志す企業の社員や研究者、事業化前の法人)
助成（NEDO負担：助成率100％）
NEPタイプA 原則500万円未満、NEPタイプB 原則3,000万円以内
※消費税（外税）は自己負担となります。
NEP A 6カ月以内、NEP B 12カ月以内

対象技術分野

経済産業省所管の鉱工業技術（ただし、原子力技術に関わるものは除く）

対象者
事業形態
助成金額

起業家候補人材または
研究開発型スタートアップ
（NEP支援対象者）

採択
メンタリング
（助言等の支援）

個人

事業カタライザー

経理業務等
に係る委任契約

NEP運営に係る委託契約
運営管理法人［※］

研究機関等
に属する者

事業会社
に属する者

※NEPタイプA [個人]のみ支払い、経理業務等を支援

2018年度（委託）
2019年度（助成）

予算：1.0億円
予算：1.0億円

2020年度（助成）

予算：約30億円

公募（4/24～5/24）採択決定20件/応募90件（4.5倍）
公募（3/25～4/25）交付決定13件/応募45件（3.5倍）
第1回公募（4/28～5/28）交付決定16件/応募38件（2.4倍）
第2回公募（10/8～11/20）公募中

2020年度NEP第2回公募

※事業ページ

~応募から交付決定まで~

【フローチャート(NEPタイプA，タイプB共通)】

採択審査
委員

条件１
担当事業カタライザーの決定

（事業カタライザーとマッチングすること）

条件２
運営管理法人と経理業務等に関する
委任契約を締結したことの報告書の提出

条件３
誓約書（交付を受ける法人が提案事業を実施
するために設立されたことを誓約するもの）、
及び設立法人に関する確認書類(履歴事項
全部証明書、定款の写し等)の提出

事業
カタライザー

応募者

【備考】

※1：プレゼンテーション審査はタイプBのみ
※2：原則、45日以内に交付決定条件を満たすこと
・タイプA [個人]：条件1,2が必要
・タイプA [法人]、【タイプB】：条件1,3が必要
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運営管理法人

条件を
満たす

交付決定

)
ピアレビュア

交付決定条件※2
交付申請書の提出

事業カタライザーとの
マッチング

採択審査委員会

プ(レゼンテーション審査

書面審査

応募（提案書類の提出）

※1

■研究開発型スタートアップ支援事業の全体像

ベンチャーキャピタル等と連携してシード期のスタートアップを支援

③-3シード期の研究開発型スタートアップ(STS)への事業化支援事業
具体的な技術シーズを活用した事業構想を持ち、NEDOが認定したベンチャーキャピタル等が出資を行う
シード期の研究開発型スタートアップに対して、事業化のための助成を行います。

シード期の研究開発型スタートアップ企業（STS）

対象者

（NEDOが認定したベンチャーキャピタル等（認定VC）から助成対象費用の1/3以上の出資を受けること）

事業形態

助成

（NEDO負担率：助成対象費用の2/3以下）

助成金額

7,000万円以内若しくは2億円以内／事業期間

事業期間

交付決定日から最大１.5年以内若しくは最大2年以内

対象技術分野

経済産業省所管の鉱工業技術（ただし、原子力技術に関わるものは除く）

STS(Seed-stage Technology-based Startups)の
主な要件

認定VC等の主な要件
○業としてスタートアップ企業への投資機能を有し、STSを支援す
るハンズオン能力を有するVC等（チームによる申請も可。）
○国内にSTS等を支援する拠点（支店も可）を有し、常駐スタッフ
を配置していること（計画段階も可）。
ただし、常駐スタッフはSTSの支援実績、または支援能力を有す
ること。
＜認定期間＞ 2020年度
ただしSTSの支援期間中は当該STSに対しての権利義務を継続。

○日本登記された法人であること。

※中小企業基本法等に定められている中小企業者に該当する法人で、みなし大企業に該当
しないこと。

○特定の技術シーズを有し、その実用化開発と事業化を行うシード期の研
究開発型スタートアップであること。
○認定VCから助成対象費用の1/3以上の出資を公募要領で定める期日以降
に受けていること。または、今後出資が予定されていること（出資の意
思決定確認書等が必要）。
○競争力強化のためのイノベーションを創出しうるものであること。
●認定VC（2020年度：24社）
15th Rock Ventures 有限責任事業組合
ANRI株式会社
Beyond Next Ventures 株式会社
DRONE FUND 株式会社
ＪＭＴＣキャピタル合同会社
合同会社 K4 Ventures

MedVenture Partners 株式会社
QBキャピタル合同会社
SBIインベストメント株式会社
株式会社TNPスレッズオブライト
インキュベイトファンド株式会社
株式会社慶應イノベーション イニシアティブ

株式会社ジェネシア ベンチャーズ
株式会社ジャフコ
株式会社ディープコア
株式会社デフタ キャピタル
株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ
ニッセイ キャピタル株式会社

日本ベンチャーキャピタル株式会社
株式会社ファストトラックイニシアティブ
みやこキャピタル株式会社
株式会社みらい創造機構
モバイル インターネットキャピタル株式会社
合同会社リアルテックジャパン

｢研究開発型スタートアップへの事業化支援事業（STS事業）｣予算額と公募情報
2017年度

予算

：15.0億円

2018年度

予算

： 8.0億円

2019年度

予算

： 6.0億円

2020年度

予算

： 7.0億円

第1回公募（4/3～5/31）交付決定15件/応募26件（1.6倍）
第2回公募（7/19～8/21）交付決定7件/応募12件（1.7倍）
第1回公募（3/19～5/7）交付決定9件/応募23件（2.6倍）
第2回公募（7/12～8/31）交付決定9件/応募27件（3.0倍）
第1回公募（2019/1/25～2/25） 交付決定5件/応募21件（4.2倍）
第2回公募（2019/7/4~8/23）
交付決定6件/応募19件（3.2倍）
第1回公募（2020/1/27～2/27） 交付決定6件/応募18件（3.0倍）
第2回公募（2020/5/26～7/15）
第3回公募（2020/10/9～12/3)
④採択・交付決定

助成対象費用の2/3以下

＜助成対象：実用化開発、事業化調査に関わる費用＞

③応 募
②認定

助成対象費用の1/3以上の出資
（★助成交付条件）
株式

認定VC等

①応募

【参考】2020年度第1回公募

交付決定先（6社）

スマイルロボティクス株式会社
リージョナルフィッシュ株式会社
株式会社アグロデザイン・スタジオ
株式会社アルガルバイオ
Connect株式会社
ミラバイオロジクス株式会社

シード期の
研究開発型
スタートアップ企業
（STS）

Seed-stage
Technology-based Startups

●事業ページ

モバイルマニピュレーター型自動下膳ロボットの開発
ゲノム編集水産物×陸上養殖自動化による水産業の再興
構造ベース創農薬法による安全性の高い次世代型殺虫剤の開発
微細藻類による、高付加価値の機能性成分の生産法の開発
強神経作用性ブレイン・マシン・インターフェース治療の事業開発
NASH治療薬を目指すMetアゴニストの医薬品特性の検証
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