
研究開発型スタートアップ企業の実用化開発を支援

Product Commercialization Alliance（PCA）③-4
提案時から数年で継続的な売り上げをたてる具体的な計画がある研究開発型スタートアップ（PCA）を支援。

対象者

研究開発型スタートアップ
具体的な技術シーズを活用し、事業会社と連携する事業構想を持ち、提案時から数年で継続的な売り上げを
たてる具体的な計画がある研究開発型スタートアップ。また、中小企業要件を満たす本邦法人であって、そ

の事業活動に係る主たる技術開発および意思決定のための拠点を日本国内に有すること。

事業形態 助成 （NEDO負担率：助成対象費用の2/3）

助成金額 原則2.5億円

事業期間 交付決定日（2020年7月頃）から2021年2月下旬まで（予定）

対象技術
経済産業省所管の鉱工業技術

（但し、原子力技術に係るものは除く）

公募情報 公募期間 2020年4月20日～5月20日

事業概要

■研究開発型スタートアップ支援事業の全体像
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●事業概念図

株式会社ＡＮＳｅｅＮ X線フォトンカウンティングFPDの量産技術開発
株式会社Lily MedTech 超音波を使用した革新的な乳房用画像診断装置の改良開発
株式会社Luxonus 超高解像光超音波3Dイメージング装置の開発
株式会社Photo electron Soul 半導体フォトカソード電子ビーム生成装置の安定化技術の研究開発
株式会社PROVIGATE IoT在宅血糖モニタリングシステムの開発
株式会社SenSprout 灌水アルゴリズムを実装した遠隔自動灌水制御システムの開発販売
インテグリカルチャー株式会社 培養肉などの細胞農業製品の上市へ向けた生産拠点整備
シンクサイト株式会社 細胞医薬の製造のための高速細胞分析分離技術の実用化研究
株式会社プランテックス 高品質野菜の量産を可能とする多段密閉型栽培装置の開発・実証
ボールウェーブ株式会社 ボールSAW微量水分計の半導体産業への展開

【参考】2020年度公募 交付決定先（10社）

｢Product Commercialization Alliance（PCA）｣予算額と公募情報

2020年度 予算 ：15.0億円 交付決定10件/応募59件（5.9倍）



再生可能エネルギー分野の事業化を目指した技術開発を支援

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
（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）

■研究開発成果の実用化･事業化支援事業

④
技術の事業化までのステップや事業化計画の進捗状況に合わせて、6つのフェーズ（社会課題解決枠フェーズA
及びB､新市場開拓枠フェーズα及びβ、フェーズC、フェーズD）を設け、中小・スタートアップによる再生可能
エネルギー普及に資する事業のご提案を公募・選定し、事業化を見据えた技術開発支援を行います。

対象者 中小企業等（フェーズＡ及びＢは､大学等との連携体制による応募が必要）

フェーズ

各フェーズ
からの

応募が可能

社会課題解決枠 新市場開拓枠 フェーズＣ
（実用化研究開

発）

フェーズD
（大規模実証研究開

発）
フェーズＡ

（FS）
フェーズＢ

（基盤研究）
フェーズα

（FS）
フェーズβ

（基盤研究）
• 技術開発や実用化

の方向性を検討す
るためのフィージ
ビリティ・スタ
ディ（FS）を実施

• NEDOが設定する
課題に合致する
テーマを実施

• 共同研究先に大学
等を加えること

• 実用化に向けて必
要となる基盤技術
の研究を実施

• NEDOが設定する課
題に合致するテー
マを実施

• 実施体制に大学等
を加えること

• 技術開発や実用化
の方向性を検討す
るためのフィージ
ビリティ・スタ
ディ（FS）を実施

• VC等からの出資
等を得ていること
を要件とする予定
（詳細は調整中）

• 実用化に向けて必
要となる基盤技術
の研究を実施

• VC等からの出資
等を得ていること
を要件とする予定
（詳細は調整中）

• 事業化の可能性が
高い基盤技術の事
業化に向けて必要
となる実用化技術
の研究や実証研究
等を実施

• 事業終了後、3年
以内での実用化を
目指す

• 必要に応じて自治
体や大企業等と連
携して、事業化に
向けた大規模な実
証研究を実施

• 事業終了後、1年程
度での実用化を目
指す

事業形態
助成

NEDO助成率
8/10以内

助成
NEDO助成率

8/10以内

助成
NEDO助成率

2/3以内

助成
NEDO助成率

2/3以内

助成
NEDO助成率

2/3以内

助成
NEDO助成率

2/3以内

助成金額
1,000万円以内

／件・期間
5,000万円以内

／件・期間
1,000万円以内

／件・期間
5,000万円以内

／件・期間
5,000万円以内

／件・期間
3億円以内
／件・期間

事業期間 1年間以内 1.5年間以内 1年間以内 2年間以内 2年間以内 3年間以内

対象技術

●エネルギー基本計画、新成長戦略等に示される以下の分野
①太陽光発電､風力発電､水力発電､地熱発電､バイオマス利用､太陽熱利用､その他未利用エネルギー分野
②再生可能エネルギーの普及、エネルギー源の多様化に資する新技術（燃料電池、蓄電池、エネルギー

マネジメントシステム等）

「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」予算額と公募情報
平成30年度（2018年度） 予算 ：19.0億円 公募：(4/12～5/24)：採択13件／応募65件（５倍）

2019年度 予算 ：19.0億円 公募：(2/4～3/5)：採択20件／応募52件（2.6倍）

2020年度 予算 ：18.8億円
第1回公募：(3/18～5/15)：採択 新規20件／応募35件（1.75倍）
第2回公募：(9/10～10/9)
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省エネルギー技術の研究開発を支援

戦略的省エネルギー技術革新プログラム

■研究開発成果の実用化･事業化支援事業

⑤

対象者 企業・大学等（企業必須、大学単独の提案は不可）

技術開発
フェーズ

※①

基本スキーム
テーマ設定型

事業者連携スキームインキュベーション
研究開発

実用化開発 実証開発

技術シーズを活用し、開
発・導入シナリオの策定等
を行う。実用化開発・実証
開発の事前研究のため、本
フェーズ単独の実施は不可。

既存の技術・ノウハウ等
をベースとした応用技術
開発。開発終了後３年以
内に製品化を目指す。

実証データを取得するなど、
事業化を阻害している要因
を克服し、本開発終了後、
速やかに製品化を目指す。

複数の事業者が連携・協力し、業界の共
通課題等の解決に繋げる基盤技術開発や
応用技術開発。本開発終了後３年以内に
製品化を目指す。なお、対象とすべき
テーマはあらかじめ設定し公募する。

事業形態※②
助成

NEDO助成率
助成対象金額の3分の2

助成
NEDO助成率

助成対象金額の3分の2
又は2分の1

助成
NEDO助成率

助成対象金額の2分の1
又は3分の1

助成
NEDO助成率

助成対象金額の3分の2

助成対象上限
金額※③

2千万円/件･年 ３億円/件･年 10億円/件･年 10億円／件･年

事業期間※④ 2年以内 3年以内 3年以内 5年以内

対象技術
●国内において「2030年時点で10万ｋL/年以上(原油換算値)の省エネルギー効果量」が見込めること
●実用化開発及び実証開発では、省エネ効果量に応じた年間助成対象上限金額を設定する。※⑤
●「省エネルギー技術戦略」に掲げる「重要技術」に係るテーマを優先的に採択。※⑥

「省エネルギー技術戦略」で掲げる重要技術を中心として、2030年に高い省エネルギー効果が見込まれる省エネルギー技術について、技術開発を支援
します。省エネルギー技術の開発を戦略的に推進することで、我が国における省エネルギー型経済社会の構築及び日本の産業競争力の強化に寄与します。

※①：技術開発フェーズを組み合わせて応募することが可能。次のフェーズに進む際は「ステージゲート審査」を行う。
※②：共同研究先が学術機関等の場合、共同研究費はＮＥＤＯが１００％定額助成。ただし年間総額の3分の1未満または5千万円まで。
※③：助成対象上限金額＝NEDO負担額＋実施者負担額
※④：実用化開発及び実証開発は通常2年または3年。ただし、他のフェーズと組み合わせる場合、事業期間1年でも可能。

事業期間が3年の基本スキームは2年目終了時に、事業期間が4年以上のテーマ設定型事業者連携スキームは3年目終了時に、
中間評価を行い継続の可否を決定する。（変更の可能性あり）

※⑤：例）実用化開発フェーズ 2030年時点で10万ｋL/年以上が見込める場合 ＝ 3億円(年間上限額)／年度
2030年時点で 5万ｋL/年以上が見込める場合 = 1.5億円(年間上限額) ／年度

※⑥：「重要技術」については2019年7月18日に改定 https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101157.html

公募の手続に関する質問の他、提案を予定されている技術開発内容が本事業の趣旨に合致するか等の相談を、
下記メールアドレスで受け付けます（日本語のみ）。NEDO本部（川崎）へお越しいただける場合には、
面談による相談も可能です。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 省エネルギー部
担当者：「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」事務局
E-MAIL：shouene@nedo.go.jp

「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」予算額と公募情報

2016年度 予算：77.5億円 第1回公募(2/15～3/16)：採択9件／応募66件（7.3倍）
＜ご参考：H24～H28年度累計倍率：2.9倍（採択152件／応募443件）＞

2017年度 予算：80.0億円
基本スキーム第1回公募（1/23～2/21）：採択29件／応募61件（2.1倍）
テーマ設定型事業者連携スキーム（3/27～4/25）：採択2件／応募6件（3.0倍）

2018年度 予算：72.0億円 第1回公募(2/5～3/13)：採択26件／応募47件（1.8倍）

2019年度 予算：81.5億円
第1回公募(2/20～3/26) : 採択13件／応募26件 (2.0倍)
第2回公募(7/18～8/23) : 採択17件／応募29件 (1.7倍）

2020年度 予算：73.5億円 第1回公募(2/6～3/16)：採択7件／応募34件（4.9倍）

<公募に関する問い合わせ>
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インキュベーショ
ン研究開発

（2/3以内助成）

原則2年以内

事

業

化

ス
テ
ー
ジ

ゲ
ー
ト
審
査

原則3年以内 原則3年以内

採択審査応 募

採択審査応 募

採択審査応 募

実証開発

（1/2又は1/3以内
助成）

実用化開発

（2/3又は1/2以内
助成）

※「インキュベーション研究開発」
単独の提案は不可。

ス
テ
ー
ジ

ゲ
ー
ト
審
査

原則5年以内

テーマ設定型
事業者連携スキーム

（2/3以内助成）

採択
審査応 募

※対象事業者は、設定されたテーマに取り組む複数の企業等とし、
開発成果の普及を促す体制を構築の上、連携して普及に取り組む

採
択
審
査

●事業ページ



対象者 中小企業
開発体制：中小企業、研究開発組合等

事業形態 助成 （NEDO負担率：助成対象費用の2/3※①）

助成金額 2,000万円以内／年間（3年間で6,000万円）

事業期間 最大3年間

助成要件

○研究開発の対象となる機器が「福祉用具」（※②）であること、全
く同一の機能、形態の製品が存在しないという新規性、技術開発要素
を有していること。
○その事業が、利用者ニーズに適合し、技術開発要素を有する等、助
成金交付の目的に適合するものであること。
○その福祉用具の実用化開発により、介護支援、自立支援、社会参加
支援、身体代替機能の向上等、具体的な効用が期待され、かつ一定規
模の市場が見込まれ、更にユーザーからみて経済性に優れているもの
であること。
○福祉施設等の用具に対する利用者ニーズを的確に反映し、速やかな
実用化導入とするため、介護・福祉施設等のユーザー等との協力体制
の下で行っていること。
○その事業が、他の補助金、助成金の交付を受けていないこと。

※①：発行済株式の総数または出資の総額の「２分の１以上が同一の大企業の所有に属している」または「３分の２以上が複数の大企業の所有
に属している」中小企業は２分の１以内。

※②：「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人または心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具およ
びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。（福祉用具法 第２条より）

開発体制の要件
開発体制に実証機関を含み、助成事業
者が実証機関と連携して実際のユー
ザーを対象にした実証試験を行うこと
が必須の要件です。
【実証機関の要件】

○ 日本国内の法人登記された機関
または公的機関であること

○ 助成事業者と連携し、実証試験を
実施する能力を有すること

健康の増進、心身の機能が低下した高齢者や障害者のクオリティ･オブ･ライフ（ＱＯＬ）向上に資する技術
の確立を目指して、福祉用具の実用化開発を行う中小企業に対して助成を行うと同時に、福祉機器のニーズ
調査や研究開発に必要な情報の収集･分析･提供を実施します。

福祉用具の実用化を支援

課題解決型福祉用具実用化開発支援事業

■研究開発成果の実用化･事業化支援事業

⑥

重要課題に関する評価項目
(ア) 機能性とデザイン性を兼ね備えた

福祉用具の技術開発
(イ) 安全性が確保された福祉用具の技

術開発
(ウ) 海外展開を見据えた福祉用具の技

術開発
(エ) 重度の障害を持つ人を支援するた

めの福祉用具の技術開発
※上記以外のテーマの応募も可能です。

「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業」予算額と公募情報

平成30年度（2018年度） 予算 ：1.0億円 公募（3/7～4/19）：採択 新規3件／応募15件（５倍）

2019年度 予算 ：9,000万円 公募（2/6～3/12）：採択 新規3件／応募12件（４倍）

2020年度 予算 ：9,000万円 公募（3/12～5/19）：採択 新規4件／応募15件（3.8倍）
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過去に助成を行った開発テーマ・製品・事業者を掲載したパンフレットを発行しています。

「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業 開発テーマ・製品・事業者のご紹介」では、

200件を超える開発終了、開発中の製品を掲載しています。また、市場化達成エピソードや、

海外市場への挑戦などのインタビュー記事も掲載しています。

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>福祉用具

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）。

https://www.nedo.go.jp/library/pamphlets/ZZ_pamphlets_00041.html

【参考】2020年度 採択 新規テーマ概要(4件)

■ロボット義足足部の開発

事業者：BionicM株式会社

■低年齢児向け移動支援機
Carry Locoの開発

株式会社今仙技術研究所

株式会社ヒューマンテクノシステム

■明瞭な声で自分らしく話せる発話障害者向け個人音声合成器の開発

●事業ページ●パンフレット

■遠隔センシング・診断による3D義足製造ソリューションの開発

インスタリム
株式会社



AIシステムの開発と共用データ基盤の開発を支援

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

ケース
ケースＡ

業界横断型
AIシステムの開発

ケースB 業界共用データ基盤の開発
ケースC 業界横断型AIシステムと業界共用データ基盤の連携開発

対象者
スタートアップ
単独または複数

パターン1 パターン2 パターン3※

大企業
単独または

複数

大企業と
中小・中堅企業

（それぞれ単独また
は複数）

スタートアップとス
タートアップ以外の大
企業・中堅・中小企業
（それぞれ単独または

複数）

助成率
助成

(助成対象金額の
3分の2)

助成
(助成対象金額の

２分の１)

助成
(助成対象金額の
大企業：2分の１

中小・中堅：3分の2)

助成
(助成対象金額の

3分の2)

助成金額上限 1億円／年 ケースB：1億円／年
ケースC：3億円／年

事業期間
<2019年度>交付決定日から最長2022年2月末迄の3年以内（ケースAとケースCは2年以上）
<2020年度>交付決定日（10月頃）から最長2022年2月末まで

※ケースB・ケースCのパターン3の体制は、助成先に中小・中堅企業かつスタートアップと認められる者が
含まれている必要あり。ただし、外部有識者の審査において、助成先の中小･中堅企業にスタートアップ性が
認められない、または、開発における主要な役割を担っていないと判断された場合は、パターン2となる。

Connected Industries重点5分野を中心に業界横断型AIシステムの開発と業界共用データ基盤の開発を行います。
これらの開発を通じ、データプラットフォーム上で流通するデータがAIシステムにより利活用され、データプ
ラットフォームの付加価値や魅力が高まり、更に多くのデータがプラットフォーム上で流通する成功事例の創出
と国内企業にとどまらない幅広いデータ連携による価値の創出を促進します。

⑦

■研究開発成果の実用化･事業化支援事業

｢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｣予算額と公募情報

2019年度 予算：20億円
公募（4/10～5/9）採択18件／応募69件（3.8倍）

追加公募（対象:バイオ・素材、プラント・インフラ保安）（8/8～9/12）
採択 4件／応募6件（1.5倍）

2020年度 予算：3.7億円 公募（6/12～7/13）採択5件／応募13件（2.6倍）今後追加公募の予定はありません

ケースB：業界共用データ基盤の開発
国内外のプラットフォーム構築やプラットフォーム間

の連携をするための業界共用データ基盤の開発。開発に
あたっては、リアルタイム性、ブロックチェーンの活用
等、技術的に高度な仕組みを追求。また、データの標準
化や互換性向上に向けた取組を行い、種々のデータを保
有する複数企業間でのデータ収集や利活用に向けたプ
ラットフォームの構築を目指す。

ケースA：業界横断型AIシステムの開発
SaaS(Software as a Service)型のような複数社

が利用可能な業界横断型AIシステムの開発。開発
にあたっては、革新的な技術やビジネスモデルで
世界に新しい価値を提供することが可能であり、
かつ、短期間での急成長が期待できるソリュー
ションを目指す。

ケースC：業界横断型AIシステムと業界共用データ基盤の連携開発（ケースA+B）
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AIシステム

利活用されるデータ量の拡大
協調領域の拡大

最先端のAI技術を用いた
AIシステムの創出AI・データの好循環

他業界データPF

海外データPF

リアルデータ
(A社)

リアルデータ
(B社)

データ共用プラットフォーム

・・・

●事業ページは
こちら



対象者 中小企業、みなし大企業、中堅企業

事業形態
助成（NEDO負担率は以下のとおり）

・中小企業（みなし大企業除く） 助成対象費用の3分の2
・みなし大企業、中堅企業 助成対象費用の2分の1

助成金額

Ａ枠 中小企業者（みなし大企業除く） 助成額：3,300万円以内/年間
みなし大企業、中堅企業 助成額：2,500万円以内/年間

Ｂ枠 中小企業者（みなし大企業除く） 助成額：6,600万円以内/年間
みなし大企業、中堅企業 助成額：5,000万円以内/年間

事業期間 2年間

概要

・IoT社会の進展に伴い膨大な情報を効率的に処理するため、エッジ側での情報処理が重要視されており、
特にエッジ側でAIを効率的、省エネルギーに動作させるためのAIチップの開発が望まれています。

・日本には、AIの知見とともに新たなビジネスを創出させるイノベーションの種を持つ中小企業等が存在
しているものの、実用化に向けた研究開発では高額な設計ツール等が必要であり、これがビジネス化に向
けた高いハードルになっています。

・そこで本事業では、研究開発費を助成するとともに、大学や研究機関等を通じて、設計・評価・検証に
用いる専用の設計ツール等、開発環境も提供し、エッジコンピューティング実現のためのAIチップの開発
をサポートします。

・なお、本事業ではチップの試作は必須ではありませんが、試作した場合はその費用も助成可能金額の範
囲内で支援します。

AIチップに関するアイデアを実用化するための、論理設計・回路設計等の設計及びシミュレーター・エミュ
レーター等による有効性の評価・検証を支援します。また、大学や研究機関等を通じて、設計・評価・検証
に用いる専用の設計ツール等、開発環境も提供します。

AIチップのアイデアを支援

AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業
～AIチップに関するアイディア実用化に向けた開発～

■研究開発成果の実用化･事業化支援事業

⑧
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本支援事業の対象項目

●事業ページはこちら

平成30年度（2018年度） 予算：2億円 公募（7/23～9/3） 採択5件／応募13件（2.6倍）
2019年度 予算：3億円 公募（2/18～3/18） 採択4件／応募13件（3.5倍）

2020年度 予算：4.6億円
第1回公募（2/13～3/13） 採択3件／応募5件（1.7倍）
第2回公募 10月中旬公募開始予定



対象国企業の先端技術を取り込んで、オープンイノベーションを加速・推進！

国際研究開発／コファンド事業（2020年度対象国：イスラエル、フランス、
ドイツ、スペイン、チェコ、イギリス、カナダ）

■研究開発成果の実用化･事業化支援事業

⑨
日本企業が、優れた技術を持つ外国企業と共同で実施する国際研究開発プロジェクトに対し、NEDOと相手国のファンディン
グ機関が並行して、それぞれ自国企業の研究開発費用の一部を助成します（いわゆる「コファンド形式」）。これにより、日
本企業の国際的なオープンイノベーションを加速し、技術革新による国内外の新規市場獲得を目指します。

対象者 日本国内に研究開発拠点を有する単独ないし複数の日本企業等（企業規模は問わない）

応募要件 対象国のパートナー企業との共同提案であること、相互補完的な研究開発要素を有すること、等

事業形態 助成（NEDO負担率：助成対象費用に対し、中小企業は2/3、その他は1/2）

事業規模 総額最大1億円／件

助成金額 総事業費に上記の助成率をかけた金額

事業期間 採択年度中の交付決定日から24カ月以内

対象技術
NEDOが所掌する新エネルギー、省エネルギー、スマートコミュニティ、環境、

ロボット・AI、IoT、材料・ナノテクノロジー等の分野

公募実施～採択までの流れ

公募予告／公募開始 公募予告／公募開始

提案書提出締め切り
（共通フォーム・自国フォーム）

提案書提出締め切り
（共通フォーム・自国フォーム）

採択審査 採択審査

合同審査委員会

採択決定

※2020年度公募の詳細につきましては下記の相談窓口までお問い合わせください。また、対象国以外のニーズについてもお気軽にご相談ください。

コファンド事業相談窓口（随時対応）http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100075.html

相手国
実施機関

これまでの採択件数一覧

対象国 回数/年度 応募件数 採択件数

フランス 第１回/2015年度 5 2

第２回/2017年度 4 １

第３回/2018年度 3 0

第４回/2019年度 1 0

第５回/2019年度 1 0

イスラエル 第１回/2015年度 7 3

第２回/2016年度 5 2

第３回/2016年度 2 0

第４回/2017年度 3 １

第５回/2018年度 3 1

第６回/2019年度 1 1

第７回/2019年度 1 1

ドイツ
ZIM

第１回/2017年度 8 2

第２回/2018年度 4 2

第３回/2019年度 4 1

ドイツ
CORNET

第１回/2017年度 1 0

第２回/2018年度 0 0

第３回/2019年度 2 2

スペイン 第１回/2019年度 2 0

チェコ 第１回/2019年度 2 2

合計 59 21
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人工衛星等の宇宙用部品・コンポーネントの研究開発を支援

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）

■研究開発成果の実用化･事業化支援事業

⑩

潜在的技術を有する中小・スタートアップ等の保有する技術シーズを活用し、人工衛星等の宇宙用部品・コ
ンポーネントの開発に係る研究開発の一部を支援。宇宙機器産業の裾野を広げるとともに、人工衛星等の高
信頼性・低コスト化を実現し、宇宙機器産業の競争力強化を目指す。

対象者 潜在的技術を有する中小・スタートアップ等※

※中堅企業、組合等を含む（みなし大企業は除く）

事業形態 助成（NEDO負担率：助成対象費用の3分の2以内）

助成金額 1件1年間あたり2,000万円以内

事業期間 1件あたり3年以内

対象技術 人工衛星等の宇宙用部品・コンポーネント開発に関わる技術

平成30年度（2018年度） 予算：0.9億円 公募（3/8～4/16）採択6件／応募11件（1.8倍）
2019年度 予算：0.9億円 公募なし
2020年度 予算：0.7億円 公募（5/14～6/26）採択3件／応募5件（1.7倍）

「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）」予算額と公募情報

想定される技術分野[例] 事業概念図

バス／ミッション系機器等
✶ 推進系（スラスタ等）
✶ 姿勢制御系（角度センサ等）
✶ 通信系（送受信機等）
✶ 電源／バッテリー系
✶ 構造・熱制御系
✶ 映像系（カメラ、レンズ等）
✶ その他、人工衛星等の宇宙用

部品・コンポーネント全般
出典：東京大学

17

Memo



開発成果の継続的なマッチング機会をNEDOホームページで提供

マッチング スペース①

NEDOホームページにNEDO事業に取り組まれた事業者（希望者）の情報発信だけでなく、
NEDO事業への応募に向けた相談や支援を希望される方向けの情報、さらにNEDO事業に
関係した方向けのマッチングサービスをご提供しています。

NEDOマッチングスペース：http://www.nedo.go.jp/library/matching/index.html

■マッチング支援事業

【事業者の皆様】
NEDO事業への取り組みで

得られた成果を

活用・販売・提供

【事業者の皆様】
NEDO事業への取り組みで

得られた成果を

活用・販売・提供

【ユーザーの皆様】
自社の事業推進に向け
NEDO成果物や技術を

利用・購入・提携

【ユーザーの皆様】
自社の事業推進に向け
NEDO成果物や技術を

利用・購入・提携

情報のご登録（無料） 希望のご連絡

NEDOがマッチングの場をご提供
企業 大学・研究機関

等

技術提供・提携・連携の橋渡し

企業 大学・研究機関
等

各分野別の個別技術情報や、
支援機関等の情報を検索！

※NEDOのメールマガジン“DAILY NEDO”で新規登録サンプルをPRします。

橋渡し支援窓口担当者 登録一覧

https://www.nedo.go.jp/library/matching/region.html

橋渡し支援窓口担当者とは、「橋渡し研究機関」の相談窓口とな
る産学連携コーディネーター、URAなどの方を任意で登録してい
ます。NEDO事業にご関心をお持ちの方、応募をご検討されている
方は、まずお近くの橋渡し支援窓口担当者にご相談ください。

NEDO事業成果情報一覧

https://www.nedo.go.jp/library/matching/list.html

NEDO事業に取り組まれた事業者（希望者）の情報を、分野別に
キャッチコピーと概要を掲載しています。詳細情報をクリックし
ていただくと、A4サイズにまとめた資料を閲覧いただけます。
掲載情報は、フリーキーワードでも検索いただけます。

NEDOベンチャークラブ
イノベーション推進部の事業をご活用いただきました中堅・中小・スタートアップおよびそ
の関係者の皆様をメンバーとしまして、「NEDOベンチャークラブ」を創設し、NEDO事業
終了後の技術開発成果の事業化を支援させていただくとともに、メンバー間の交流の場を設
けることにより、新たな技術シーズやニーズとの出会いの創出を支援します。（工事中）
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金融機関へ推薦し、出資や融資につなげてビジネス展開を後押し

金融マッチング②

■マッチング支援事業

・中堅・中小・スタートアップに対する事業化支援の一環として、金融機関との仲立ちを行うことによる
連携支援を実施。

・資金需要のあるNEDO事業実施者を、株式会社INCJや日本政策金融公庫（JFC）等へ紹介。
出資や融資につなぎ、ビジネス展開を後押しする取り組みを実施。

事例1：株式会社ユニバーサルビュー
ピンホールコンタクトレンズの商品イメージ

事例2：Kyoto Robotics株式会社
TVS3.0のビジョンヘッドの写真例

（参考）金融マッチングによる事業化、製品化のイメージ

融資

出資

VB

助成等 紹介

■マッチング支援事業
米国展開を目指す技術系スタートアップ支援プログラム

Silicon Valley Immersion Program ③

世界で勝負する起業家が世界中から集まり、またそれを支える非常に厚いエコシステムが存在するシリコンバレーにおいて、そ
のインナーサークルと連携しながら、世界に羽ばたこうとしている日本の起業家の方々をご支援し、世界に通用するビジネスを
生み出していきたいというのが本プログラムの狙いです。

【NEDOシリコンバレー事務所】https://www.nedosvo.org/sv-immersion-program

プログラム内容 •国内研修 (約4日間)：Web上とNEDO本部にて米国展開のためのビジネスモデルとピッチ研修
•シリコンバレー研修（約1週間）：企業訪問、投資家との面談、ビジネスエキスパートによるメンタリ
ング、現地投資家、大企業、スタートアップなど約200名の聴衆を集めるイベントにてピッチ登壇など

支援対象 •環境・エネルギー、電子・情報通信、IoT、バイオ・ヘルスケア、医療機器、機械システム、航空宇宙、
ロボット、材料・ナノテクノロジー等の「技術」を活用するスタートアップ

支援要件 •米国においてもしくはグローバルに事業展開を目指している技術系スタートアップであること
•英語でのプレゼンテーション、コミュニケーションが可能であること(※研修講師、NEDOとの事前面
談を実施)
•NEDOの設定する国内研修及びシリコンバレー研修に原則として全日参加できること
•反社会的勢力またはそれに関わる者との関与がないこと
（※事前面談の結果を元に研修スタートアップを審査･選定します。）
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