
公募要領
基本スキーム
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資料２



＜応募書類受付期間＞
H30/2/5(月)～H30/3/13(火)正午
（郵送を含め必着）

＜NEDO本部へ持参の場合＞
土曜・日曜・祝日を除く
10:00～12:00、13:30～17:00
最終日は正午まで

公募に関する問い合わせ
shouene@nedo.go.jp まで
(電子メールでお願いします )
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＜目次＞
公募要領は時系列順に記載されています
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基本スキーム
テーマ設定型



＜本事業の目的＞
現行の「省エネルギー技術戦略」に掲げる
技術開発を強力に推進

＜対象となる技術開発＞
「省エネ法」に定めるエネルギーの
国内使用量の削減が見込まれる技術開発

Ｐ１
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Ｐ２

＜対象技術と採択の優先順位＞

１．「特定技術開発課題」の解決を
明確に目指した提案
＜添付資料２参照＞

２．上記以外で、現行の「省エネル
ギー技術戦略」に定める
「重要技術」に係る提案
＜添付資料１参照＞

３．上記１、２以外
Ｐ３
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Ｐ４

＜技術開発フェーズ＞
・技術開発フェーズは左記の３種類
・提案内容や開発段階に応じて、
技術開発フェーズを選択し応募
・インキュベーションは実用化・実証と
組み合わせての提案とすること
（次ページ参照）
・実施期間（予定）

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ 平成３１年３月末
または 平成３２年３月末

実用化・実証
２年事業 平成３２年２月末
３年事業 平成３３年２月末
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基本スキーム

＜助成率について＞
中堅・中小（ベンチャー）企業でなく、
連名提案者、委託先又は共同研究先が
ない場合は、助成率が変わる
実用化：１／２、 実証：１／３



Ｐ５
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基本スキーム

＜中小企業の定義＞



Ｐ６

＜応募のタイプと開発期間＞
・フェーズの組み合わせにより６タイプ
（Ａ～Ｆ）の提案が可能
・提案内容に合致するタイプを選択
・特定技術開発課題の解決を目指す提案は、
インキュベーションからの開始は不可

＜フェーズの移行、継続の判断＞
・複数の技術開発フェーズの場合、
各フェーズ終了時点でステージゲート審査
を実施、次フェーズ移行を判断
・３年事業を行う場合は、２年目終了時に
中間評価を行い、その評価結果に基づいて
継続の可否を判断
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Ｐ７

省エネルギー効果量の計算方法・算出例
「添付資料４ （Ｐ４５-４７）」 参照
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＜必要とされる省エネルギー効果量＞
・２０３０年時点で、１０万ｋL/年以上
※原油換算値
費用対効果の観点からも審査を実施
例：実用化開発フェーズ
３億（年間上限額）／年度 ＝ １０万ｋL
１．５億（年間上限額）／年度＝ ５万ｋL
※インキュベーションは対象外

基本スキーム



Ｐ８

＜実施体制の要件＞
・全フェーズに企業が含まれていること
・技術開発責任者を設置すること
・本助成事業は事業化を目指しているため
国立研究開発法人及び大学等から
民間企業への委託は原則不可

課題設定型産業技術開発費助成金交付
規程に基づき実施

＜対象事業者の要件＞
①～⑥の全ての条件を満たす、原則、
日本国内に研究開発拠点を有する法人
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Ｐ９

＜技術開発費に関する注意事項＞
・委託費と共同研究費の合計額は、
年間技術開発費総額の５０％未満
・学術機関等と共同研究を実施する場合、
共同研究費は定額助成となる

※定額助成とは（学術機関等との共研）
・年間開発費総額の１／３又は５千万円の
いずれか低い額を上限額とし、ＮＥＤＯが
１００％負担

・上限額を超える分は定率助成
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Ｐ１０

＜e-Radへの応募基本情報の入力と申請＞
・連名提案の場合でもe-Radへの申請は１件
・[実行]ボタンを押すことで申請が完結
（必ず実施してください）

＜注意＞
・研究機関の登録手続きに２週間以上かかる
場合がある
⇒応募予定の方は早めに登録してください

＜応募について＞
・「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)」
への登録・申請が必要

- 所属研究機関の登録
- 研究代表者（主任研究者）の登録
- 応募基本情報の入力と申請

連名提案の場合、各々の提案者が所属する
研究機関のe-Rad登録が必要
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Ｐ１１

受付期間
３月１３日（火）正午まで
＊修正が必要な場合もあるので、
提出はお早めに
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基本スキーム

３月１２日(月)、１３日（火）は別会場
にて公募受付いたします



Ｐ１２

e-Rad上での作成データのプリントアウトを
忘れずに

＜応募書類について＞
・様式１～６、９、１０は正１部、副２部が必要
・複数の提案者がいる場合
様式１、７は提案者毎に作成
様式８は、体制内全法人毎に作成
様式10は、体制内全法人をまとめて記載
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Ｐ１３
・提案書は、必ず今回の公募の様式を
使用ください
・Ａ４判縦長（横書き）

＜作成上の注意＞
・様式４（提案書本文）は、20ページ以内
（21ページ以降は審査の対象外）
・様式６（経歴書）
大学および国立研究開発法人等は、
研究体制に入る予定の研究者全員分
を作成

全ての書類を左綴じクリップ止め
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Ｐ１４

＜作成上の注意＞
・様式８（ＮＥＤＯプロジェクト実績報告）
・様式９（利害関係確認書）

ご協力ください

16

CD-R

提案書と共にＤＶＤ-Ｒを提出
様式２、様式３： Excel 
様式４ ： Word 

DVD-R

基本スキーム



提案者1 提案者2 提案者3

返送先

<採択結果送付用>

返送先

返送先

返送先

返送先

角形2号(A4判が入る大きさ) 

※提案書提出後に返送先(住所、担当者等)

に変更が生じた場合は再提出願います

※提案者別に返送を希望する場合、
2通×提案者数に相当する封筒を用意

Ｐ１５

応募書類に不備がある場合
提出期限までに修正していただきます

「返送用封筒」を用意

応募方法の説明（終わり）

提案者ごとに「応募書類受理票」を作成

<受理票返送用>
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＜返送用の書類・封筒の準備＞

連名提案の場合



＜審査について＞
・応募タイプＡ、Ｂ、Ｃはプレゼンテーション
審査を行いません
・応募タイプＤ、Ｅ、Ｆはプレゼンテーション
審査を実施
・日時、場所等はＮＥＤＯ事務局より
連絡します

Ｐ１６

＜審査の基準＞
・左記の基準に従い審査

＜重要＞
提案書は、この項目ごとに
わかりやすく作成してください
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Ｐ１７

３月１３日公募締切

外部有識者による

採択審査委員会
４月(予定) 

採択結果はこの後、webでも公開

＜審査の日程＞

採択不採択

決定および通知
５月(予定) 

事業開始 ６月 (予定) 
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Ｐ１８

＜採択された場合＞
・交付申請書を提出
・注意

-採択決定後、提案者の判断で
実施体制を変更することは
特別な理由がある場合を除き不可

-提案時の総額を超えた申請も不可

＜NEDOとの面談＞
交付決定・中間評価・ステージゲート・
事後評価等のタイミングで、事業者様
の代表取締役等から、直接ヒアリング
をさせていただくことがあります

＜採択テーマの公開＞
採択テーマの概要については原則公開
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Ｐ１９

＜次の技術開発フェーズに
進むための評価＞

・複数の技術開発フェーズで採択された
場合、技術開発フェーズ終了時に
ステージゲート審査を実施。
審査結果に基づき、
次のフェーズに進むか否かを決定
・ ３年事業の場合、２年目終了前に
中間評価を実施。
評価結果に基づき、３年目の継続の
可否を判断
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＜交付の条件について＞
・交付規程９条の他に、新たに条件を
付加する可能性があります



希望者には面談も受け付けます
面談を希望の場合、事前に申込みを
お願いします
（公募締切の前日まで）

Ｐ２２

技術開発終了後、
・追跡調査・評価にご協力頂く場合
があります
（＜添付資料７＞参照）

事業終了後、事後評価があります
ご協力をお願いします
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Ｐ４２

１．処分制限：交付規程 第１６条
・取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円
以上の機械および重要な器具その他の財産
が対象（耐用年数内）
・期間は、昭和５３年通商産業省告示第３６０号
を準用する

[内容]
助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、
交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする
場合には、あらかじめ当機構の承認を受ける
必要がある

２．収益納付：交付規程 第２５条
・助成事業者に相当の収益が生じたと認めたと
きは、助成事業者に対して交付した助成金の
全部又は一部に相当する金額の納付を命ず
ることができる
・期間は、助成事業の完了年度の翌年度以降
５年間とする
※実用化開発フェーズ、テーマ設定型は８年間

３．企業化状況報告書：交付規程 第２４条
・助成事業者に助成事業の完了年度の翌年度
以降５年間、当該助成事業に係る過去１年間
の企業化状況について、報告書を提出させる
ものとする
※実用化開発フェーズ、テーマ設定型は８年間

＜添付資料３＞ 「助成事業」の主な項目のポイント
※テーマ設定型は添付資料２
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計算に用いる数字は客観的データを基に
使用してください。また、市場の規模や占有
率の予測は根拠を明記してください。

指標Ｂ：２０ＸＸ年時点の市場導入量
市場導入量＝その時点でのストック

指標Ａ：単位当たりの省エネルギー効果量
⇒本技術開発による成果物１つ当たりの
エネルギー削減量

＜添付資料４＞ 省エネルギー効果量の計算方法と算出例
※テーマ設定型は添付資料３

Ｐ４４
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原油への換算は、
発熱量１MJを原油２．５８×１０－５kL
としてください。

基本スキーム
テーマ設定型



Ｐ４５、４６
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計算例Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを参考に、省エネルギー
効果の算出根拠を明示してください。

基本スキーム
テーマ設定型



Ｐ４７、４８

26

機器の消費電力を熱量換算する場合は、
電力受電端発熱量を使用してください。

基本スキーム
テーマ設定型



公募要領
テーマ設定型事業者連携スキーム

※基本スキームとの相違点のみ
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Ｐ１
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＜目的＞
業界の共通課題及び異業種に跨る課題の
解決に繋げる革新定な技術開発や新技術
に関する統一的な評価手法の開発など
複数事業者が連携・協力して取り組むテー
マを設定・助成

テーマ設定型



Ｐ２
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＜公募対象＞
「重要技術」のうち、「公募の対象とな
る技術開発課題」に関する提案

※本スキームでは「特定技術開発課題」は
設定しておりません

テーマ設定型



Ｐ４、５
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＜事業期間中の審査＞
・４年以上の事業期間の場合、３年目終了
前に「中間評価」を実施
・原則、毎年度末に「技術委員会」を実施

＜必要とされる省エネルギー効果量＞
・２０３０年時点で１０万ｋＬ／年以上

※本スキームでは費用対効果の考え方は
導入しておりません。

テーマ設定型



Ｐ６、７

＜実施体制の要件＞
・事業期間内に２社以上の企業が助成先
として参画すること
・開発成果の普及を促す取組を主導する
組織・団体等を実施体制に含めること
・技術開発責任者を設置すること
・本助成事業は事業化を目指している
ため、国立研究開発法人および大学等
から民間企業への委託は、原則認めない
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