
「省エネ製品開発の加速化に向けた
複合計測分析システム研究開発事業」

～公募説明会～

ミューザ川崎セントラルタワー 16Ｆ 1601会議室
平成３０年２月１３日（火）

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
材料・ナノテクノロジー部

注）詳細は公募要領等のホームページ掲載資料をご確認ください
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１．事業全体の概要

２．事業の制度

３．委託事業への応募

（提案書作成にあたってのご説明）



１．事業全体の概要

研究開発の目的

先端材料の研究開発では、超精密な計測
分析技術が求められるだけでなく、部素材の
サブミクロンレベルの局所領域における各種
計測データを取得し、それらと部素材の機能
とを詳細に比較検討するニーズが高まって
おります。

このようなニーズに対応するため、部素材
のサブミクロンレベルの局所領域における各
種計測分析機器のデータを統合し、AI等によ
る高度な解析を可能とする基盤技術の開発
を行います。

これらを実現するための具体的な基盤技術
として、複合計測分析システムの開発に注目
し、産学官が協調・連携して取り組み、これら
を技術の核として新しい計測分析機器の開
発に応用していきます。

●プロジェクトマネージャー ＮＥＤＯ 材料・ナノテクノロジー部 大滝 篤史

共通試料ﾎﾙﾀﾞｰ
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１．事業全体の概要

複合計測分析システムの開発

4

電顕 質量
分析

赤外
分光

核磁気
共鳴

紫外
分光

X線
回折

計測分析情報による複雑課題の解析 “群盲象を評す”

サイバー空間で統合解析

研究開発課題例

 共通のデータフォーマットを用いた個別装置のバーチャル統合

 ビッグデータ解析による総合的なデータ解析手法の確立
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１．事業全体の概要

研究開発スケジュール

（定期的な）技術推進委員会
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１．事業全体の概要

研究開発の内容；中間目標、最終目標について

【中間目標（平成32年度）】
 電子顕微鏡観察や顕微分光分析、顕微質量分析等、複数の機器にお
いて同一試料の観察位置をサブミクロン以下の精度で合わせこむ技
術を確立する。

 各種計測分析機器データフォーマットの統一を図り、ビューア（各種観
測データを表示できるソフトウエア）を開発する。

【最終目標（平成34年度）】
 中間目標で確立したフォーマットの計測分析データを読み込み、各種
複合部素材の構造と物性の相関を迅速に解明し、開発を加速させるソ
フトウエアプラットフォームを確立。部素材研究開発の高度化・効率化
等の解決に有効であることを検証する。
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 研究開発テーマ 「複合計測分析システムの開発」

 平成３０年度予算 ２９５百万円程度

 事業費総額 １５億円（予定）

 NEDO予算総額 １５億円（予定）

 実施期間 平成３０～３４年度（５年間）

プロジェクトの規模

注）事業規模については変動があり得ます。

１．事業全体の概要
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提案にあたっての注意事項

 研究開発テーマ 「複合計測分析システムの開発」 （副題）
本プロジェクトは基本計画において研究開発テーマを設定しておりますので、必
要に応じて（ ）内に研究開発の範囲を示す副題を記入してください（任意）。
また、連名提案で役割分担を記載する場合には、下記事例のように、副題の後
に分担企業等を付記していただくのも一つの方法です。
① 「△△△△△の開発」（○○株式会社）
［研 究 開 発 の 内 容］

② 「×××××の開発」（□□株式会社）
［研 究 開 発 の 内 容］

 部分提案
部分提案は認められません。

 知財マネジメントについて
本プロジェクトは、NEDO・知財マネジメント基本方針を適用します。詳細は、公募
要領・別添７をご確認ください。

 標準化への対応について
技術開発成果のＩＳＯ・ＩＥＣ等の国際標準化に取り組んでいただきます。

１．事業全体の概要
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１．事業全体の概要

２．事業の制度

３．委託事業への応募
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２．事業の制度

委託制度

委託

事業の主体 NEDO

事業の実施者 受託者

取得資産の帰属 NEDO（*1）

事業成果の帰属 受託者（*2）

支払対象額 仕様達成に向けて要した経費実績額

収益納付 なし

*1 取得価格50万円未満（消費税込）、又は使用可能期間が1年未満の取得財産は受託者に帰属し
ます。ただし、受託者が大学、国立研究開発法人等の場合には、原則として取得財産の所有権は全
て受託者に帰属します。（詳しくは、「業務委託契約約款」をご参照ください。）
*2 産業技術力強化法第19条によります。（日本版バイ・ドール条項）

●再委託等費の上限額
「再委託及び共同実施の額は、原則として委託先との契約金額の５０％未満とすること。」（業
務委託費積算基準より抜粋）

●独立行政法人から民間企業への再委託
独立行政法人から民間企業への再委託又は共同実施（再委託先又は共同実施先へ資金の流
れがないものを除く。）は、原則認めておりません。



再委託共同研究
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２．事業の制度

実施体制の構成例（単独提案）

再委託等費の上限額

研究開発責任者候補
・所属
・役職名
・氏名

○○大学（つくば）
・研究項目：
○○大学（つくば）
・研究項目：

指示・協議

○○株式会社
・研究実施場所：
○○センター（大阪）
・研究項目：
○○技術実証

○○○研究所
・研究実施場所：
□□□センター（川崎）
・研究項目：
△△△△△の開発
・研究項目：○○評価技術

委託

ＮＥＤＯ

年間
再委託

年間
共同
研究費

年間
技術
開発費
総額



再委託
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２．事業の制度

実施体制の構成例（共同提案）

研究開発責任者候補
・所属
・役職名
・氏名

指示・協議

ＮＥＤＯ

△△△研究所
・研究実施場所：
△△△センター（川崎）
・研究項目：
△△の開発

○○株式会社
・研究実施場所：
○○センター（大阪）
・研究項目：
○○技術実証

□□大学（つくば）

・研究項目：□□技術

××株式会社
・研究実施場所：
××センター（大阪）
・研究項目：
××技術実証

共同研究

委託
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２．事業の制度

 当該技術又は関連技術の研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標達成及び研究計画
遂行に必要となる組織、人員等を有していること。

 委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤があり、かつ、資金及び設備等の十分な
管理能力を有していること。

 ＮＥＤＯがプロジェクトを推進する上で必要となる措置を委託契約に基づき適切に遂行できる
体制を有していること。

 当該プロジェクトの全部又は一部を複数の企業等が共同して実施する場合は、各企業等が
当該プロジェクトの研究開発成果の実用化・事業化計画の立案とその実現について十分な
能力を有しており、各企業等間の責任と役割が明確化されていること。

 研究組合、公益法人等が代表して応募する場合は、参画する各企業等が当該プロジェクトの
研究開発成果の実用化・事業化計画の立案とその実現について十分な能力を有するととも
に、応募する研究組合等とそこに参画する企業等の責任と役割が明確化されていること。

 大学等が単独でプロジェクトに応募する場合は、当該プロジェクトの研究開発成果をどのよう
な形で実用化・事業化に結び付けるかが明確化されていること。

 本邦の企業等で日本国内に研究開発拠点を有していること。なお、国外の企業等（大学、研
究機関を含む）の特別な研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観点から
国外企業等との連携が必要な場合は、国外企業等との連携により実施することができる。

応募資格 （募集要領 P2)
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公募スケジュール

２月 ５ 日（月） 公募開始

２月１３日（火） 公募説明会

３月 ６日（火）正午 公募締切

※ 応募状況により、公募期間を延長する場合があります。公募
期間を延長する場合は、NEDOホームページにてお知らせし
ます。

３月３０日（予定） 採択審査委員会

※ 必要に応じてヒアリングや資料の追加等をお願いする場合
があります。

※ 委託先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関
する問い合わせには応じられませんのであらかじめご了承く
ださい。

４月上旬(予定) 契約・助成審査委員会

４月下旬(予定) 委託先決定

５月上旬(予定) 契約

２．事業の制度
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２．事業の制度

 提案内容が基本計画の目的、目標に合致しているか（不必要な部分はないか）

 提案された方法に新規性があり、技術的に優れているか

 共同提案の場合、各者の提案が相互補完的であるか

 提案内容・研究計画は実現可能か（技術的可能性、計画、中間目標の妥当性等）

 応募者は本研究開発を遂行するための高い能力を有するか（関連分野の開発等の
実績、再委託予定先等を含めた実施体制、優秀な研究者等の参加等）。

 応募者が当該研究開発を行うことにより国民生活や経済社会への波及効果は期待
できるか（企業の場合、成果の実用化・事業化が見込まれるか。大学や公的研究開
発機関等で、自らが実用化・事業化を行わない場合には、どの様な形で製品・サー
ビスが実用化・事業化されることを想定しているか。）

 総合評価

採択審査委員会の選考基準 （募集要領 P6)
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２．事業の制度

 委託業務に関する提案書の内容が次の各号に適合していること。
i. 開発等の目標がＮＥＤＯの意図と合致していること。
ii. 開発等の方法、内容等が優れていること。
iii. 開発等の経済性が優れていること。

 当該開発等における委託予定先の遂行能力が次の各号に適合していること。
i. 関連分野の開発等に関する実績を有すること。
ii. 当該開発等の行う体制が整っていること。

（再委託予定先等を含む。なお、国際共同研究体制をとる場合、そのメリットが明確であること。
また、特にＮＥＤＯの指定する相手国の研究開発支援機関の支援を受けようとしている（また
は既に受けている）場合はその妥当性が確認できること。）

iii. 当該開発等に必要な設備を有していること。
iv. 経営基盤が確立していること。
v. 当該開発等に必要な研究者等を有していること。
vi. 委託業務管理上ＮＥＤＯの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。

 委託予定先の選考に当たってＮＥＤＯは、以下の点を考慮します。
i. 優れた部分提案者の開発等体制への組み込みに関すること。
ii. 各開発等の開発等分担及び委託金額の適正化に関すること。
iii. 競争的な開発等体制の整備に関すること。

iv. 一般社団法人若しくは一般財団法人又は技術研究組合等を活用する場合における役割の
明確化に関すること。

契約・助成審査委員会の選考基準（募集要領 P6)
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１．事業全体の概要

２．事業の制度

３．委託事業への応募
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３．委託事業への応募（提案書様式）

■ [要約版] 研究開発の概要を簡潔に記載してください。（別添１ P3)



３．委託事業への応募（提案書様式）

■ [本文] １－１．研究開発の内容 （別添１ P5)
「複合計測分析システムの開発」 （○○株式会社、△△株式会社、××大学…）

研究開発プロジェクトの基本計画に沿って、提案する研究開発内容を極力具体的に記
載してください。また、記載にあたっては、以下の点にご留意下さい。

 「１－２．研究開発の目標」を達成する上で想定される技術的な課題とそれを解決
する手法

 競合企業・技術の状況、提案する技術の優位性・新規性

 開発する技術のオープンクローズ戦略

 国際標準化等の対応方針（実施計画、体制など）

19



■ [本文] １－２．研究開発の目標 （別添１ P5)
記載にあたっては、以下の点にご留意下さい。
 平成３２年度の中間目標（性能、定量的な検討件数等）及び平成３４年度の最終

目標（性能、定量的な検討件数等）を具体的に記入してください。

 上記目標設定理由を簡潔に説明してください。

 役割分担を設定される場合は、分担ごとに目標を記載してください。
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３．委託事業への応募（提案書様式）

■ [本文] １－３．研究開発成果の実用化・事業化の見込み （別添１ P6)
研究開発成果を実用化・事業化する計画＊、実用化・事業化時期、提案者の実用化・事
業化能力等につき、「研究開発成果の事業化計画書」（別添４）に記載してください。
記載にあたっては、以下の注意事項をご確認ください。
 複数の事業者による共同提案の場合には、事業者ごとにそれぞれ記載願います。

 共同で提案する他の事業者〈取りまとめ企業等〉に記載内容を公開したくない場
合には、事業者ごとに封筒等に入れ、提案書と併せて提出願います。

 共同提案やコンソーシアム等で研究開発を進める場合であって、将来の実用化・
事業化に向けた取組を共に進める場合は、それぞれがどの様な計画に基づき実
用化・事業化につなげていくのかを明確にした上で、まとめて記載し提出しても構
いません。また、この場合には、どの様に連携し実用化・事業化を進めるのか、そ
の全体構想を記載してください。
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３．委託事業への応募（提案書様式）

■ [参考] 「研究開発成果の事業化計画書」（別添４）
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３．委託事業への応募（提案書様式）

■[本文] １－４．我が国の経済再生への貢献 （別添１ P6)
本プロジェクトの実施により、国内生産・雇用、輸出、内外ライセンス収入、国内生産波
及・誘発効果、国民の利便性向上等、様々な形態を通じ、我が国の経済再生にいかに貢
献するかについて、バックデータ＊も含め、具体的に説明してください。
＊：上記の基礎となる主要なバックデータ（背景、数値等）
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３．委託事業への応募（提案書様式）

■[本文] ２．実施体制 （別添１ P6)
本研究開発を受託した時の実施体制について、図にまとめてください。共同提案の場合、
他の共同提案先を含めて役割が分かるよう記入ください。

２－１．研究開発責任者候補
研究開発責任者候補： 所属・役職 氏名 ○○ ○○

電話 **-****-****（内線） ＦＡＸ **-****-****

２－２．管理者
業務管理責任者： 所属 ○○○○○部○○課 氏名 ○○ ○○

電話 **-****-****（内線） ＦＡＸ **-****-****
経理責任者 ： 所属 ○○○○○部○○課 氏名 ○○ ○○

電話 **-****-****（内線） ＦＡＸ **-****-***
（注）
 「研究開発責任者候補」とは、プロジェクトをより効率的かつ効果的に遂行するためにＮ
ＥＤＯが指名又は委嘱するプロジェクトリーダの候補者です。候補者の提案がない場合、
記入は不要です。

 「業務管理責任者」とは、ＮＥＤＯ委託業務を遂行する際の責任者です。委託業務の遂
行を管理し、登録研究員従事日誌の確認等を行います。研究実施場所毎に登録が必
要です。

 「経理責任者」とは、ＮＥＤＯ委託費の使い方を管理する責任者です。発生経費に係る
証拠書類の整理等を行います。主たる研究実施場所に登録が必要です。
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３．委託事業への応募（提案書様式）

■[本文] ２－４．研究実施場所 （別添１ P9)
提案された研究開発を実施する場所とその選定した理由を記載してください。

（記載例）
○○○研究所
実施場所：□□□センター
選定理由 ：☓☓☓☓☓
（一部本邦外で実施する場合、その理由を記述してください。）

■[本文] ２－５．研究開発責任者候補研究経歴書及び主要研究員研究経歴書
（別添１ P9)

提案された研究開発を実施する場所とその選定した理由を記載してください。

 研究開発責任者候補について、研究開発責任者候補研究経歴書（別添２）に記入
し提出してください。（研究開発責任者候補とは、プロジェクトをより効率的かつ効
果的に遂行するためにＮＥＤＯが指名又は委嘱するプロジェクトリーダの候補者で
す。候補者の提案がない場合、記入は不要です。）

 委託事業者をはじめ、再委託研究機関等本事業に関係する主要研究員について、
研究経歴を主要研究員研究経歴書（別添３）に記入し提出してください。（主要研究
員とは、提案する事業の各研究開発項目の責任者、及び統括責任者となる登録
研究員です。）



提出書類 必要部数
＜必須＞
□１．提案書
□２．研究開発責任者候補研究経歴書及び主要研究員経歴書
□３．研究開発成果の事業化計画書
□４．ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票（企業のみ）
□５．提案書類受理票
□６．直近の決算報告書（3年分）
□７．e-Rad応募内容提案書 注1

8部（正1部、副7部）
8部（正1部、副7部）
8部（正1部、副7部）
1部
1部
1部
1部

＜必要な場合＞
□８．契約書（案）についての疑義の内容を示す文書
□９．会社概要等
（材料・ナノテクノロジー部と過去1年以内に契約がある場合は不要）
□１０．国外企業等との連携に関する書類

1部
1部

1部
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３．委託事業への応募

提出期限・提出先

提出期限 平成30年3月6日（火）正午 ＊応募状況等により、公募期間延長の場合あり

提出方法 郵送又は持参 ＊FAXまたは電子メールによる提出は不可

提出先 〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー19階
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
材料・ナノテクノロジー部 ナノテクグループ（大滝、足利）宛

注1） NEDO提案書提出に先立ち、e-Radに応募内容提案書を申請してください。
ﾛｸﾞｲﾝIDを取得していない場合、取得手続きに1～2週間要しますので、ご注意ください。
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本事業の内容及び契約に関する質問等は、2月14日から3月5日（土日、祝日は

除く）の間に限り、下記宛のFAXにて受け付けます。

＊審査の経過等に関するお問い合わせには応じられません。

（お問い合せ先）

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

材料・ナノテクノロジー部 ナノテクグループ（大滝、足利）

FAX：044-520-5223

問い合わせ先

３．委託事業への応募
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