
1
©2016 Appirio. All Rights Reserved 1

応募ご検討者様向け

TC3株式会社事業ご紹介資料

Apr. 1, 2019 
TC3株式会社 Topcoder事業部
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TC3株式会社 会社案内

会社概要

企業名 ：TC3株式会社

オフィス住所 ：東京都千代田区大手町

設立年月日 ：2016年9月9日

資本金 ：500万円

役員 ：代表取締役 須藤 義人

事業内容 ：日本市場でのTopcoderサービスの提供

　 　コンピュータープログラムソフトおよびソフト

　　　　　　　  ウェアの販売、保守並びにこれらに関する市場

　 調査情報技術に関するコンサルティング業

　　　　　　　   　　　前各号に付帯関連する一切の業務

サービス概要

1. Topcoder事業 ：グローバルコミュニティ活用に関する

　 　　　　 コンサルティング

　　　　  　アルゴリズム・UI/UX・ソフトウェア

　 　　　 　開発プロジェクトの設計・実施

2. リーン開発事業 ：リーン開発・アジャイル システム開発

　　　　　　　　　　　手法・基盤導入のコンサルティング

　　　　    上記開発プロジェクトに必要となる開発

　 　　　   ツール・環境の開発及び提供

© TC3 K.K.
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お客様のデジタルサービスの実現の為に

TC3株式会社お客様

TC3の技術コンサルティングとTopcoderのグローバルのテクノロジストの参加するコンテストによって、
デジタルの時代に求められるサービス開発の支援を致します。

Topcoderコミュニティ

日本の大手企業
・行政機関様

デジタルサービス開発
コンサルティング＆

実装支援

140万人以上のメンバーが登録する
グローバル・テクノロジスト・コミュニティ
（グローバルITサービス大手のWipro Ltdが保有・運営）

リーン開発支援

データサイエンス
プロジェクト支援

最新技術・高難度課題をテーマとした
コンテストの開催

デジタルサービスを
クイックに作りたい・

検証したい

ビッグデータを活用した
サービスを作りたい・

検証したい

© TC3 K.K.
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2. リーンでクイックな
開発が可能だから

1. 最先端テクノロジー
を扱えるから

3. オープンイノベーションを
数多く起こしているから

TC3/Topcoderとパートナーシップを組む3つの理由

© TC3 K.K.
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TC3の技術コンサルティングとTopcoderのグローバルのテクノロジストの参加するコンテストによって、
デジタルの時代に求められるサービスを提供します。

デジタルサービス戦略と開発のコンサルティング、そして実装

TC3のデジタルサービス開発
コンサルティング

お客様の課題・ニーズ

Topcoderコミュニティの

コンテスト

デジタルサービスを
クイックに作りたい・

検証したい

ビッグデータを活用した
サービスを作りたい・

検証したい

アルゴリズミスト

ディベロッパー

UI/UX デザイナー

アルゴリズムコンテスト

開発コンテスト

UI/UXコンテスト

ソフトウェア
リーン開発領域

データサイエンス
領域

DevOps導入支援(CICD)

マイクロサービス開発

MVP開発

UI/UX開発

AIエンジン開発

機械学習・深層学習

組み合わせ最適化

量子アニーリング

TC3のプロダクト

GigOps Platform
深層学習・量子

アニーリング領域

© TC3 K.K.
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TC3のアーキテクト・エンジニアとコミュニティに所属するコパイロットが協力し、
プロジェクト計画策定、実施・運営、参加者とのコミュニケーションを行います。

お客様
コミュニティ
アーキテクト

(Project Manager)

コパイロット
（Contest Manager）

レビューボード

コンテスト参加者

TC3のプロジェクト・マネジメント・システム

計画支援

コンテスト実施

参加者との窓口

技術支援提供

プロジェクト管理

コンテスト管理

課題・要件提示

意思決定

成果物の最終確認

© TC3 K.K.
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① ご要望のヒアリング

実現されたいことは

何でしょうか？

② プロジェクトの”原子化”

プロジェクトを小さなユニットに

切り分けてコンテストを実施します。

③ コンテスト - ”競争”

各コンテストに必要なスキルを持つ

メンバーが競い勝者を決定します。

④ 納品

勝者のIPとソースコードは

お客様に移転します。

TC3のプロジェクト・マネジメント・システム

TC3はお客様のご要望を短期間のコンテスト単位に切り分け、
その分野で最もスキルのあるメンバーが参加可能な形式でプロジェクトを進行します。

© TC3 K.K.
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適切なリソースを見つける事の
難しいブロックチェーン技術を利
用して、プロトタイプ開発を行い
たい。

お客様の実現されたいご要望

ご要望内容についてのディス
カッションをTC3と実施。

妥当性検証＆”原子化”準備

レスポンシブWebサイトデザイン
・コンテスト

プロジェクトの”原子化”

レスポンシブWebサイト
デザイン・コンテスト

1/5開始 → 1/14終了

1位：$1,800
2位：$   500
--------------------------
登録者：53名
成果物：  7件
--------------------------
7つの成果物を比較

コンテストの実施 賞金支払とIP移転

UIプロトタイプ開発コンテスト

Node.jsコーディング・コンテスト

（12のコンテストに原子化）

賞金 成果物
IP

© TC3 K.K.

お客様の提示される課題を複数のコンテストに切り分け（原子化）、各コンテストにて競争をさせる点が、
Topcoderのプロジェクト品質を担保するユニークな特徴です。

日本のお客様との取り組み - ソフトバンク株式会社様
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国際募金プラットフォームサービス”DONATIONS（ドネーションズ）”の
スマートフォン向けWebアプリケーション画面サンプル（英語納品版）

日本のお客様との取り組み - ソフトバンク株式会社様
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日刊工業新聞 2面での紹介

『行政のデジタル化加速』

〜 記事抜粋 〜
『開発手法に行政システム向けではま

だ珍しいアジャイル型を採用した。

（中略）

詳細仕様を決めてからプロジェクトを走

らせる従来の開発方法では多様なアイ

デアを試しにくく思い切ったアイデアよ

りも無難さが先に立った”お役所的”な
仕上がりになりがちだ。このため、　　

アジャイル開発支援などを展開するIT
ベンチャーのTC3(東京都千代田区)と
組み、システム化を進めている。』 [ 2019年1月22日 日刊工業新聞 ]

© TC3 K.K.
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Topcoderは、日本でのプレミア・パートナーの

TC3と協力の上、日本の大手ICT

企業である富士通と量子コンピューティング技

術のコンテスト・シリーズを開催しています。

チームメンバーの再教育をする

代わりに、ギグワーカーの専門

スキルをオンデマンドに活用しよう

John Winsor Contributor

CMO Netword

Forbes.com Leadership欄での紹介

2019年2月20日

© TC3 K.K.
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ご紹介は以上となります。

ご質問・ご応募を心よりお待ちいたしております。

TC3株式会社 Topcoder事業部

東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル Finolab

Email: info@tc3.co.jp

Url: www.tc3.co.jp


