
 

2020 年 2 月 13 日   

独立行政法人 

中小企業基盤整備機構 

 

News Release 
 

JVA2020 最終ノミネート者を発表！ 

新たな賞「科学技術政策担当大臣賞」を追加！ 
開催日：2020年 2月 25日(火曜)  場所：虎ノ門ヒルズフォーラム 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（略称：中小機構、理事長：豊永厚志、所在地：東京都港区）

は、有望なベンチャー起業家を表彰する「Japan Venture Awards （略称：JVA）2020」の最終ノミネート

者を別紙のとおり決定しました。 

 2月 25日に行われる表彰式では、最終ノミネート者の中か

ら、経済産業大臣賞をはじめ、各賞の受賞者を発表します。ま

た、JVA事業開始から 20年目を迎える今回、新たな賞として、

科学技術イノベーションの発展に貢献する起業家を対象にし

た「科学技術政策担当大臣賞」を創設しました。 

 

■JVA表彰内容（※2 月 25日の表彰式にて発表） 

 ●経済産業大臣賞 1名 

事業内容、活動実績、経営者の資質や社会的な評価（貢献度）などを総合的に評価の上、他の企業

の模範として相応しい極めて優秀な経営者 

●科学技術政策担当大臣賞 1名 （※新設） 

社会的な課題の解決に向けて、革新性に優れた科学技術等を基に、将来の社会や産業にイノベーシ

ョンを起こす可能性を持つ、他の企業の模範として相応しい極めて優秀な経営者 

●中小企業庁長官賞 最大 2名 

事業内容、活動実績、経営者の資質などを総合的に評価して、特に優秀な経営者 

 ●中小機構理事長賞 最大 3名 

上記以外の優秀な事例のうち、公的支援策等を有効活用した模範的な事例となる経営者 

●JVA審査委員会特別賞 数名程度 

 ●ベンチャーキャピタリスト奨励賞 2名 

 

また、本賞とは別に、JVA2020 応募者（ノミネート者を除く）の中で、創業 5 年以内で、将来更なる活

躍が期待されるベンチャー経営者を対象にした、「JVCA（一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協

会）特別奨励賞」の表彰も行います。 

 併せて、これまで中小機構のベンチャー支援事業の推進に貢献していただいた方々に感謝の意を表し

て「功労感謝状」の贈呈を行います。 

 

その他、起業家や起業に関心を持つ方々を対象にしたイベント・展示も同時開催します。イベントの詳細

及び参加申し込み方法については、下記ウェブサイトをご覧ください。（参加費無料） 

URL：https://j-venture.smrj.go.jp 

昨年度表彰式の集合写真 

https://j-venture.smrj.go.jp/


■表彰式イベント開催概要 

主   催:独立行政法人中小企業基盤整備機構 

開催場所:虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区虎ノ門 1-23-3虎ノ門ヒルズ森タワー5F） 

開催日時:2020年 2月 25日(火曜) 13：15～18：30 （開場 12：45） ※表彰式 15：35～ 

 

■JVA とは 

 JVAは、革新的かつ潜在成長力の高い事業や、社会的課題の解決に資する事業を行う、志の高いベ

ンチャー企業の経営者を称える表彰制度です。有望なベンチャー起業家を経営者のロールモデルとして

広く社会に周知し、次世代経営者の育成を図ることを目的として、2000年から開催しています。 

2000年の開始以来、株式会社ユーグレナの出雲充氏（JVA2012 経済産業大臣賞）、Global Mobility 

Service株式会社の中島徳至氏（JVA2019中小企業庁長官賞）、Sansan株式会社の寺田親弘氏

（JVA2010審査委員会特別賞）など、昨今注目されているベンチャー起業家を数多く表彰しています。 

 

 
＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 

 中小機構は、日本の中小企業政策の総合的かつ中核的な実施機関として、全国の中小企業・小規模事業

者への支援をトータルで行う経済産業省所管の独立行政法人です。生産性向上や事業承継など様々な課題

を抱える中小企業に対して、創業、販路開拓、海外展開、人材育成、事業引継ぎ、その他経営面での助言、情

報提供及び震災復興支援や共済制度、ファンドを通じた資金提供など多様な支援を実施しています。 

 

 ＜本件に関するお問い合わせ先＞  

独立行政法人 中小企業基盤整備機構   

創業・ベンチャー支援部 創業・ベンチャー支援課（担当者：江村、竹内、中澤） 

住所：東京都港区虎ノ門 3-5-1虎ノ門 37森ビル  

電話：03－6459-0732 （ダイヤルイン） 

 

 

  



【経済産業大臣賞、科学技術政策担当大臣賞、中小企業庁長官賞、中小機構理

事長賞、ＪＶＡ審査委員会特別賞 候補】 （※五十音順） 

東 志保 氏 株式会社 Lily Medtech  代表取締役 

（会社所在地：東京都文京区 URL: https://www.lilymedtech.com/） 

東京大学医学系研究科での研究成果を基に、リング型超音波振動子を用いた革新的な乳房用

超音波画像診断装置の開発、事業化 

今西 良光 氏  株式会社 Emotion Tech 代表取締役 

（会社所在地：東京都千代田区 URL: https://www.emotion-tech.co.jp/) 

企業や自治体が消費者に対して提供する「顧客体験」や、職場で働く従業員に対して提供する

「従業員体験」における価値を調査・分析するクラウドシステムの提供 

今林 広樹 氏 EAGLYS 株式会社 代表取締役社長 

 （会社所在地：東京都渋谷区 URL: https://eaglys.co.jp/） 

データを暗号化したまま集積・分析・AI 処理できる秘密計算プラットフォーム DataArmor®の研究

開発・提供を通じて、企業機密データのクラウド移行と安全なデータ連携・活用を促進 

岡田 光信 氏 株式会社アストロスケールホールディングス 創業者兼 CEO 

 （会社所在地：東京都墨田区 URL: https://astroscale.com/） 

宇宙機の安全航行の確保を目指し、スペースデブリ（宇宙ごみ）の除去・軌道上サービスを提供 

桜庭 喜行 氏 Varinos株式会社 代表取締役 

 (会社所在地：東京都品川区 URL：https://www.varinos.com/) 

DNA 解析技術を活用したゲノム検査を開発し、臨床検査サービスとして全国の医療機関に提供。

子宮内細菌バランスを調べる「子宮内フローラ検査」を世界で初めて実用化 

角田 望 氏 株式会社 LegalForce 代表取締役 CEO 

  (会社所在地：東京都千代田区 URL: https://www.legalforce.co.jp/) 

法律業務に関するソフトウェアの研究・開発・運営・保守 

JVA2020受賞候補者（ノミネート者）等 一覧 

（別紙） 

https://www.lilymedtech.com/
https://www.emotion-tech.co.jp/
https://eaglys.co.jp/
https://astroscale.com/
https://www.varinos.com/
https://www.legalforce.co.jp/


藤原 健真 氏 株式会社 HACARUS 代表取締役 CEO 

       (会社所在地：京都市中京区 URL: https://hacarus.com/ja/) 

少量のデータからの特徴量抽出に優れ、解釈性の高いスパースモデリング技術を利用した産業

向けエッジ AI と医療向け診断・治療支援 AIの開発・提供 

 

古川 卓司 氏 株式会社ビードットメディカル 代表取締役社長 

       (会社所在地：東京都江戸川区 URL: https://bdotmed.co.jp/index.html) 

放射線総合医学研究所で培った経験を基に粒子線がん治療装置に関する技術コンサルティン

グ業務、さらに超小型ハイスループット陽子線がん治療装置の開発 

 

【ベンチャーキャピタリスト奨励賞】 （※五十音順） 

 

小沼 晴義 氏 株式会社ジャフコ プリンシパル 

            

三澤 宏之 氏 みやこキャピタル株式会社 取締役 パートナー 

            

 

【JVCA 特別奨励賞】 

 

島田 寛基 氏 LAPRAS 株式会社 代表取締役 

（会社所在地：東京都渋谷区 URL：https://corp.lapras.com/） 

企業向け採用サービス「LAPRAS SCOUT」及び「LAPRAS」の運営 

 

https://hacarus.com/ja/
https://bdotmed.co.jp/index.html
https://corp.lapras.com/


参加のお申し込みは公式HPから▶ https://j-venture.smrj.go.jp/ベンチャーアワード

クロージング・キーノート　16:30～17:15
石灰石を主原料にした紙や
プラスチックに代わる新素材「LIMEX」の可能性

パネルディスカッション　13:45～14:30
次世代を代表するベンチャー企業を創出するために、
ベンチャーキャピタリストに求められる役割とは？ 

山﨑 敦義 氏代表取締役 CEO　
株式会社TBM

野内 　敦 氏株式会社オプトベンチャーズ 代表取締役

1973年、大阪府岸和田市生まれ。中学卒業後
に大工となり、20歳で中古車販売業を起業。
2011年、株式会社TBMを設立。日経スペシャ
ル「カンブリア宮殿」10周年500回記念番組
に登場。2019年、ユニコーン企業に成長。EY 
Entrepreneur Of The Year 2019 Japan、
Exceptional Growth部門「大賞」を受賞。
〈JVA2016東日本大震災復興賞〉 谷本 有香 氏Forbes JAPAN 副編集長 兼 チーフコミュニケーションディレクター モデレーター

参加
無料

クロストーク　13:15～13:45
2020年 ～メルカリ流 倍速経営の組織づくり～（仮題）

時代を塗り替える
起業家、発表

「JAPAN VENTURE AWARDS」は、志の高いベンチャー企業の経営者を称える表彰制度です。
将来有望なベンチャーキャピタリストの表彰も併せて行います。

2020.2.25 Tue. 東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5階

【開演】13:15～ 〈表彰式 15:35～〉
【会場】虎ノ門ヒルズフォーラム

手嶋 浩己 氏XTech Ventures 共同創業者兼 ジェネラルパートナー

小泉 文明 氏取締役President（会長）株式会社メルカリ
原  隆 氏日経ビジネス副編集長株式会社日経BP

https://j-venture.smrj.go.jp/


第 1 部

13:15～13:45

14:30～15:20

13:45～14:30

15:35～16:30

16:30～17:15

17:25～18:25

JVA2020 受賞候補者ショートスピーチ

15:30～15:35 主催者挨拶

モデレーター

休憩（10分）

休憩（10分）

第 2 部

マッチングラウンジ・名刺交換

表彰式

JVA2020受賞者を含むベンチャー企業、
創業支援者（金融機関やVC、エンジェル投資家、支援機関等）、大企業等、幅広い参加者が集う交流の場です。
※JVA2020受賞者の展示も予定。

2020年、東京オリンピックイヤーにふさわしく、日本のベ
ンチャー企業がグローバルに存在感を示していくために、
必要なものは何か？日本初のユニコーンであるメルカリ会
長の小泉氏と日経ビジネス副編集長の原氏をお迎えして、
対談形式でトークを展開。

クロストーク

【主催】 独立行政法人中小企業基盤整備機構 （担当：創業・ベンチャー支援部 創業・ベンチャー支援課）

TEL 03-3292-5088    E-mail  jva2020＠operation-desk.jpお問い合わせ JVA2020運営事務局
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-10 ADEXビル6F 

●経済産業大臣賞 ●中小企業庁長官賞 ●中小機構理事長賞
●JVA審査委員会特別賞 ●JVCA特別奨励賞
●ベンチャーキャピタリスト奨励賞（将来有望なベンチャーキャピタリストの表彰）

小泉 文明  氏
取締役President（会長）
株式会社メルカリ

山﨑 敦義  氏
代表取締役 CEO
株式会社TBM

原  隆  氏
日経ビジネス副編集長
株式会社日経BP

次世代を代表するベンチャー企業を創出するために、
ベンチャーキャピタリストに求められる役割とは？
JVA2019ベンチャーキャピタリスト奨励賞受賞
者で、メルカリへの投資実績を持つ手嶋氏、ラ
クスルへの投資実績を持つ野内氏の2名をパネ
リストに迎え、次世代を代表するベンチャー企
業を創出するために、ベンチャーキャピタリスト
が担う役割等をテーマにお話を頂戴します。

パネルディスカッション

2020年  ～メルカリ流 倍速経営の組織づくり～（仮題）

石灰石を主原料にした紙や
プラスチックに代わる新素材「LIMEX」の可能性
TBM社は、日本のものづくりの技術を活かし、循環型社会に向けた仕組みづ
くりや価値観の形成に挑戦している。サステナビリティの領域で世界のトッ
ププレーヤーを目指すその姿とは。

クロージング・キーノート

野内 敦  氏
代表取締役

株式会社
オプトベンチャーズ 

谷本 有香  氏

副編集長 兼
チーフコミュニケーション
ディレクター

Forbes JAPAN

手嶋 浩己  氏

XTech Ventures

PROGRAM

共同創業者
兼ジェネラルパートナー　


