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平成３０年度

新産業創出新技術先導研究プログラム



技術シーズ発掘

新産業創出新技術先導研
究プログラム

【新新プログラム】

エネルギー・環境新技術
先導研究プログラム

【エネ環プログラム】

他

ナショナルプロジェクト
（実施分野）

○新エネルギー ○省エネルギー

○電子・情報通信 ○蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ

○材料・ナノテクノロジー ○環境・省資源

○ロボット技術 ○新製造技術

○バイオテクノロジ－ 等

SIP等の府省連携プロジェクト、国際展開支援

含む

実用化促進

○ 戦略的省エネ
ルギー技術革新
プログラム

○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、等

（１）NEDOのミッション
■エネルギー・地球環境問題の解決
■産業技術力の強化

（２）NEDOにおける研究開発事業
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将来の国家プロジェクトに
繋がる有望な技術の原石を

発掘するための事業

NEDO事業における【新新プログラム】の位置づけ



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ ⅲ ）その他 技術シーズの発掘

[事業概念図]
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2030 年以降

ＮＥＤＯ先導研究プログラム（F/S段階） 国家プロジェクト段階 実用化開発段階

・国プロ化への予備的研究
・国プロ化検討
・外部発信、知財戦略等

○革新性・独創性、インパクトの大きいテーマ、ハイリスク・ハイリターンが期待できるテーマ
○新産業創出分野の研究開発
○規模：原則1年以内（最大2年間）、1億円程度以内/年（100%委託）

* 産学連携の例外
大学等のみによる小規模実
施（1年以内、2千万円上
限）。

将来の国家プロジェクトになり得る革新的な技術シーズの発掘

新産業創出新技術先導研究プログラムの概要

産業技術分野において、革新的技術により社会課題を解決し、産業競争力向上、新市場創出や生産性向上を
図り、新産業創出を目指して、原則2030年以降の実用化を見据えた革新的な技術・システムの先導研究を実施
し、創出された有望な技術・システムについて国家プロジェクト化等への道筋をつけることを目指す。

具体的には、先導研究で解決すべき技術課題・技術シーズについて広く情報収集（ＲＦＩ：Request for Information）
を行い、先導研究における研究開発課題を予め設定した上で、優れた研究開発テーマを公募。革新性・独創性
があり、将来的な波及効果が期待できる研究開発テーマを選定し、主に産学連携体制にて先導研究として実施。

また、関連する研究開発テーマを束ね、一体的に推進する枠組みとしてプログラム（研究開発領域）を設定し、
プログラムマネージャーを配置して研究開発テーマの指導・助言等を行う。

情
報
収
集

公
募
・審
査

先導研究
委託

課題
設定
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【新新プログラム】が重視しているもの

◆ プログラムの目標

産業技術分野において、革新的技術により社会課題を解決し、
産業競争力向上、新市場創出や生産性向上を図り、新産業創
出を目指して、原則２０３０年以降の実用化を見据えた革新
的な技術・システムの先導研究を実施

当該技術・システムの将来の国家プロジェクト等への道筋を
付与

◆ 提案の検討基準

・公募目的及び研究開発課題との整合性

・研究開発テーマの革新性・独創性

・研究開発成功時の波及効果・インパクト

・研究開発体制・計画の妥当性

・政策・長期ビジョンへの有効性 等
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平成３０年度【新新プログラム】公募において留意すべき点

◆ 今回公募対象となる研究開発テーマ

ＮＥＤＯは、今後解決すべき課題とその解決手法等について、情
報提供依頼（ＲＦＩ）を行い、これら提供された情報等を踏まえ、
優先して先導研究で実施すべき5つの研究開発課題（※）を設定。

※該当しないテーマは今回の応募対象になりませんのでご注意下さい。

◆ 先導研究の実施体制

先導研究の実施体制は産学連携としています。例外として、

大学等のみによる実施体制の提案も可能。

※上記例外は、将来的に産学連携となる研究開発体制の具体的な想定があり、
かつ、少なくとも現時点で連携先となる企業を模索する具体的な取組みが行
われていることが前提。



対象者 企業、大学等による産学連携体制
大学等のみ

（産学連携体制の例外※）

事業形態 委託（NEDO100％負担）

１テーマの規模 １億円程度以内／年・件 2千万円以内／件

１テーマの事業期間 原則1年（12か月）以内（最長2年） 1年（12か月）以内

対象技術分野 新産業創出に結びつく産業技術分野（研究開発課題を設定）

※：将来的に産学連携となる研究開発体制の具体的な想定があり、かつ、少なくとも現時点で連携先となる企業を模索する具体的な取り組みが行われていることを
前提とします。

（１）先導研究規模・期間等

【新新プログラム】の事業規模等
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年度 予算規模 採択実績

平成30年度
予算：5.0億円
（要求時）

(公募課題5件)

（２）事業実績（平成30年度新規事業）



7

１．事業概要
２．応募資格
３．提出期限及び提出先
４．応募方法
５．秘密の保持
６．委託予定先の決定
７．留意事項
８．不正行為の防止
９．公募説明会等の開催
10．問い合わせ先

⇒ 以下、留意点をご説明します。

平成３０年度【新新プログラム】公募要領

目 次



１-１. 事業目的 １-２. 事業目標

◆既存技術の延長とは異なる、
社会課題の解決を図り新たな需要創出と生産性革命
の実現に資する有望な技術シーズの発掘（ＦＳ研究）
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２０３０年以降の実用化
を見据えた革新的な技術・
システムに関する研究開発

技術ロードマップ
塗り替える飛び道具
（新技術）作り

◆将来創出された有望な技術・システムについて国家
プロジェクト化等への道筋をつけることが目標

公募要領 ２頁
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（１）先導研究は、国家プロジェクト化等の本格的な研
究開発に着手するために必要な予備的研究
（原理・機構の解明、材料探索、システム成立性検証等）

（２）研究開発テーマは革新性及び独創性が高いもの
で研究開発成功時にインパクトのあるもの

（３）研究開発実施体制は原則、企業及び大学等で構成
する産学連携

（４）国家プロジェクト化等に向けた検討
（目的、開発目標、技術課題、方法論、実施体制、開発スケジュール、
市場、ビジネスモデル等）

（５）プログラムマネージャー、経産省担当課・ＮＥ
ＤＯ担当事業部等との連携
（委員会等へのオブザーバ参加等）

１-３. 事業内容 公募要領 ２頁
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◆ 公募対象テーマ

別添１(17頁)の研究開発課題に該当する革新的・独創
的かつインパクトの高い研究開発テーマを募集します。

ハイリスクであるが、研究開発に成功した場合、
産業へインパクトを与えると期待できる
game-changing な技術・システムの提案を期待

ＮＥＤＯにおいて現在実施中又は実施予定の研究
開発プロジェクトと同一又は類似のテーマ、研究
内容については採択されないことがあります。

公募要領 2・17頁１-３（１）対象となる研究開発テーマ
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課題番号 研究開発課題

Ａ
ロボット普及拡大に向けた産業ロボット高度化や未活用
領域導入、異種ロボット連携等に資する開発

Ｂ
従来技術では実現できないセンシングを可能とするナノ
界面制御技術基盤の開発

Ｃ
高機能な生物システムを統合的に活用した超スマートデ
バイス実用化のための基盤技術開発

Ｄ
マイクロバイオームの産業利用に向けた、解析技術及び
革新的制御技術の開発

Ｅ
未利用生物資源を活用した低CO2・低環境負荷プロセス
での成分分離・高機能利用技術

公募要領 １７頁

公募の対象となる研究開発課題一覧表 （公募要領 別添１参照）

今回の公募では、下記に示した研究開発課題を設定しています。

全５課題

１-３（１）対象となる研究開発テーマ
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A ロボット普及拡大に向けた産業ロボット高度化や未活用領域導入、異種ロボット連携等に資する開発

説明・
例示

（産業ロボット高度化）
・超軽量材料、軽量・高効率の減速機、ケーブルレス通信・電力供給技術などの要素技術に加え、複数腕ロ
ボット治具レス生産ライン、高密度群ロボット・合体変形ロボットシステム、多腕ウェアラブルロボットシステ
ムなどのロボット高度化に係る技術。

（未活用領域導入）
・これまでロボットに使われたことのない革新的応用手法。例えば、梯子や足場等を自律で登り、建造物の
高速マッピング、その進捗状況の可視化、マッピングデータに基づく建造物の設計効率化技術等。

（異種ロボット連携）
・ロボットが連携するために、ロボットの種類を問わず通信できる言語、連携のアーキテクチャー、共存環境
情報の共有技術、さらに人とロボットの効果的な協調を実現するための連携手法等。

B 従来技術では実現できないセンシングを可能とするナノ界面制御技術基盤の開発

説明・
例示

・センサ材料のナノメートルスケールでの界面制御により、ノイズの原因となる様々なエネルギー損失やゆ
らぎ等を低減することで、微小な物理・化学量の検出を実現してセンサシステムのS/N比を飛躍的に向上
させる材料技術及び回路技術の統合的な開発

C 高機能な生物システムを統合的に活用した超スマートデバイス実用化のための基盤技術開発

説明・
例示

・生物の優れたセンサと情報処理系を統合的に活用した高感度・小型デバイスの基盤技術開発
・生物の遺伝システムの高密度な情報保存機能と複製・編集機能を利用した長寿命情報デバイスの基盤
技術開発

・生化学的な環境発電により、センシングとエネルギー生産を両立させた自立稼働型デバイスの基盤技術
開発

研究開発課題の説明と開発テーマの例示１

※例示は、あくまでも研究開発テーマの一例であり、各課題に沿った提案を広く公募します。
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D マイクロバイオームの産業利用に向けた、解析技術及び革新的制御技術の開発

説明・
例示

・マイクロバイオームの食品産業や環境産業等の利用に向けたオミクス情報（網羅的な生体情報）等に基づ
いた革新的制御技術に関する研究開発と実証研究

・マイクロバイオームの食品産業や環境産業等の利用に向けたオミクス情報（特にメタゲノム）の解析技術
の標準化、高度化に関する研究開発と実証研究

・マイクロバイオームの食品産業や環境産業等の利用に向けたデータ基盤の整備及びその産業活用に関
する研究

E 未利用生物資源を活用した低CO2・低環境負荷プロセスでの成分分離・高機能利用技術

説明・
例示

・非可食性バイオマスのリグニン、セルロース、ヘミセルロース等の成分を超高効率かつ高付加価値に成分
分離・利用する技術の開発

研究開発課題の説明と開発テーマの例示２

※例示は、あくまでも研究開発テーマの一例であり、各課題に沿った提案を広く公募します。
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◆ 研究開発の実施体制は、原則として、

企業、大学等による産学連携の体制であること

① 大学（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規
定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法（平成
１５年法律第１１２号）第２条第４項に規定する大学共同
利用機関）

② 国又は公設の試験研究機関
③ 独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うもの

「大学等」の定義

公募要領 ３頁１-３（２）研究開発の実施体制
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◆ 産学連携体制の例外

大学等のみの実施体制による提案を認めます。

＊あくまでも産業化（実用化）に向けての「産学連携
体制」を志向し、国プロ化を目指すことが大前提。

＊その中で、非常に優れた研究内容だが、現段階では
パートナー企業が見つからない場合に限る。

【公募要領３頁抜粋】
将来的に産学連携の体制となる具体的な研究開発構想を有するものの、
研究開発テーマを提案する時点で産学連携の体制を構成するに至ってい
ない場合、実施体制の例外として、大学等のみによる実施を認めます。
なお、この場合、将来的に産学連携となる研究開発体制の具体的な想定
があり、かつ、少なくとも現時点で連携先となる企業を模索する具体的
な取り組みが行われていることを前提とします。

公募要領 ３頁１-３（２）研究開発実施体制
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◆ 産学連携体制の例外（2）

大学等のみの実施体制による提案にあたっての留意事項

公募要領 ３頁１-３（２）研究開発実施体制

(1)委託費の上限（２千万円/件）、実施期間（１２ヶ月以内）。

(2)１機関のみ又は複数機関による連名提案のいずれも可能。
(3)必須記載項目：「I.6.産学連携体制に向けた具体的研究開発構想」

（※公募要領22頁参照）

(4)基礎研究を対象とするものではありません。

(5)大学等のみの提案を別枠で採択検討するものではありません。



◆ 実施期間・規模
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・規模は上限であり、予算額の目安ではありません。
研究内容に応じた予算規模で提案してください。

・採択審査の結果、採択条件を付す場合があります。

１-４. 研究開発テーマの実施期間・規模
１-５. 事業形態・NEDO負担率 公募要領 ３頁

◆ 事業形態・NEDO負担率

事業形態：委託 ＮＥＤＯ負担率：１００％

実施体制 実施期間 規模（金額／件）

民間企業+大学等

原則１年以内（ただしステージゲート
審査を通過したものに限り、最大２
年程度までの実施期間とする）

１億円程度以内

大学等 １年以内 ２千万円以内



＜提案書の申請方法の例＞
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連名申請

民間企業 大学等
ＮＥＤＯ

連名申請

民間企業 大学等

民間企業

民間企業 大学等

大学等

申請

再委託

申請

申請 再委託

民間企業

2.応募資格 公募要領 ３・４頁

ＮＥＤＯ

ＮＥＤＯ
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連名申請

大学等

大学等

大学等

申請

申請

ＮＥＤＯ

ＮＥＤＯ

※大学等のみの実施体制の場合

2.応募資格＜提案書の申請方法の例＞ 公募要領 ３・４頁
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民間企業ＮＥＤＯ

連名申請

民間企業

大学等

申請

申請

民間企業
申請

再委託

大学等 民間企業

連名申請

民間企業
申請 再委託

民間企業

民間企業

大学等
再委託

＜提案書申請不可の例＞2.応募資格

CASE1：大学等がない体制の場合

CASE2：大学等から再委託している場合

ＮＥＤＯ

ＮＥＤＯ

ＮＥＤＯ

公募要領 ３・４頁
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１．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。

２．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。

３．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。

４．原則として企業及び大学等で構成する産学連携の体制で実施し、各企業、大
学等の、それぞれの責任と役割が明確化されていること。ただし、将来的に
産学連携となる研究開発体制の具体的な想定があり、かつ、少なくとも現時
点で連携先となる企業を模索する具体的な取り組みが行われている場合には、
大学等のみによる応募も可能とする。

５．研究組合、公益法人等が代表して応募する場合は、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。

６．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部分を、国外企業
等との連携により実施することができる。

◆次の１．～６．までの条件等を満たす企業、大学等

2.応募資格 公募要領 ３・４頁
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《送付先》
〒２１２－８５５４
神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番

ミューザ川崎セントラルタワー ２０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

イノベーション推進部 フロンティアグループ宛

ＴＥＬ：０４４－５２０－５１７４

《申請書の受付期間》

郵送にてご提出をお願いします。

平成３０年４月１９日（木）正午必着。

※持参による受付は行いません。

※封筒に
『「新産業創出新技術先導研究プログラム（課題番号）」に係る提案書在中』
と朱書きのこと。

3.提出期限及び提出先 公募要領 ４頁
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【様式１】 提案書 表紙（実施機関発行書類） 正各１部（全機関分）

【様式２】 提案書 要約版 正１部、副６部

【様式３】 提案書 本文 正１部、副６部

【様式４】 利害関係の確認について 正１部

【様式５】 研究開発責任者研究経歴書 正１部、副６部

【様式６】 主要研究員研究経歴書 正１部、副６部

【様式７】 NEDO研究開発プロジェクトの実績調査票 正１部

【様式８】 提案書類受理票 正１部

【様式９】 提案者業種情報 正１部

情報項目ファイル(H30度公募用)を保存したCD-R 正１枚

e-Rad応募内容提案書 正１部

提案書受理票返送用封筒
（返送先宛名記入、82円切手貼付） １枚

直近の事業報告書及び財務諸表 正１部（大学等は不要）

会社案内 正１部（大学等は不要）

契約に対して疑義がある場合の書面 正１部、副１部※

国外企業との共同研究契約書の写し 写し１部※

4.応募方法（提案書類） 公募要領 ５・６・18頁

※該当する場合のみ

会社ＨＰのＵＲＬ記載の場合、パンフレット提出は不要
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（補足）提案書類提出時の注意事項１

ＣＤ-Ｒ

返信用
封筒

長型3号
120×235㎜

■提出書類の順序について

提案書受理票
【様式８】

先頭にして提出

【正本１部】

×６部

副本
要約版【様式２】
提案書本文【様式３】
研究開発責任者
研究経歴書【様式５】
主要研究員
研究経歴書【様式６】

【副本６部】

様式２、３、５、６の副本
を１セットとして６部提出

【正本１部】

提案書受理票【様式８】を除き、

様式１から順番に並べて正本
１部提出

表紙
【様式１】

印
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（補足）提案書類提出時の注意事項２

■情報項目ファイル(H30度公募用)について

☆「提案書参照箇所」や「記入に当たっての注意事項」を参考にご記入をお願いいたします。
☆自動処理しますので、セルや行を追加したり、削除したりしないでください。
☆自動処理でテキスト抽出するためのものですので、セルの高さや幅の都合で記入内容が全て画面に表示されていなくても結構です。
☆各記入項目には図表を含めないでください。
☆Microsoft-wordからコピーする際は、”形式を指定して貼り付け→テキスト”を指定してください。
☆囲み文字、ローマ数字、単位を表す文字、半角カタカナは使用しないでください。（例：①②③ⅠⅡⅢⅰⅱⅲ㍉㌔㎡ｷﾞｼﾞｭﾂ）
☆記入済みファイルを保存したＣＤ－Ｒには下記ラベルイメージの項目名と該当事項を記入したラベルを貼ってください（直接記入も可）。
受付番号はＮＥＤＯで記入します。

ラベル・イメージ

提案テーマ：○○○○の研究開発 　　Excelファイルの名称は

応募連絡先の機関名：○○株式会社 　　「応募連絡先の機関名.xls」としてください。

Ａ．提案書[要約版]【様式２】および利害関係の確認【様式４】の記入情報

【様式２】および【様式４】の該当項目の記入情報をそのまま転記してください。

No 項目 ↓↓申請者にご記入いただく欄はこの列です↓↓ 記入例
記入に当たっての

注意事項

（１） 受付番号 （←NEDOにて記入） （←NEDOにて記入） 記入不要

（２） 研究開発テーマ名（提案テーマ名） ○○○○の研究開発
提案書［表紙］［要約版］［本文］に記載した研究
開発テーマ名をそのまま記入

（３） 対象となる研究開発課題の［課題番号］ A1
別添１の研究開発課題一覧表の課題番号（半
角英数字2文字）を記入

（４） 対象となる研究開発課題の［課題名］ ○○○○の技術
別添１の研究開発課題一覧表の研究開発課題
の名称を記入

（５） 研究開発テーマの概要（要旨）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

提案書［要約版］の「１．研究開発テーマの概要
（要旨）」を転記してください。
図表は入れず、400字以内で記入してください。

（６） 応募連絡先の機関名（法人名） ○○株式会社 応募連絡先の機関名（法人名）を記入

（７） 連名提案する機関名（NEDOの委託先となる全機関） △△株式会社、△△大学
連名提案の場合に、応募連絡先以外の機関名
（企業名、大学名）を全角読点（「、」)で区切って
入力

（８） NEDOの再委託先（又は共同実施先）となる全機関 □□大学、※※株式会社
再委託先、共同実施先（企業名、大学名）を全
角読点（「、」)で区切って入力

（９） 研究開発テーマの実施期間（月） 12
研究開発期間を月数で記入。半角数字のみ（月
などを加えない）

（１０） 研究開発テーマの必要経費概算（総額）（単位：百万円） 100
研究開発期間を通じての必要経費概算（総額）
を百万円単位で記入。半角数字のみ（円や￥な
どを加えない）

（１１）
技術的なポイント
「利害関係の確認について」【様式４】から転記

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「利害関係の確認について」【様式４】の「技術的
なポイント」欄の内容を転記してください。

Ｂ．提案書[表紙]【様式１】の記載情報

B-1　応募連絡先（連名応募者では、連名応募の代表となる法人）の機関の情報を記入してください。（上記のＡ表（６）の機関について記入してください。）

No 項目 ↓↓申請者にご記入いただく欄はこの列です↓↓ 記入例
記入に当たっての

注意事項

（１） 応募連絡先の機関名（法人名） △△株式会社（又は、国立大学法人△△大学等）
応募連絡先の機関名（法人名）を記入、単独申
請する場合はそのまま機関名を記入

（２） 機関代表者の役職 代表取締役社長

（３） 機関代表者の氏名 △△○○

（４） 機関の郵便番号 123-4567 「〒」マークは不要、「-」を含め半角で記入

（５） 機関代表者の所在地 □□県○○市△△町1丁目2番3号
NEDOとの業務委託契約に記載する法人所在地
を正確に記入

（６） 所属機関のe-Rad研究機関コード 1234567890 半角数字で記入（10桁）

（７） 担当者（業務管理責任者等）の所属 ◇◇研究所■■■■開発室

（８） 担当者（業務管理責任者等）の役職 グループリーダー

（９） 担当者（業務管理責任者等）の氏名 ◇◇○○

（１０） 担当者（業務管理責任者等）の郵便番号 123-4567 「〒」マークは不要、「-」を含め半角で記入

（１１） 担当者管理責任者等）の住所 □□県○○市△△町1丁目2番3号 NEDOからの書類送付先となる住所を記入

（１２） 担当者（業務管理責任者等）の電話番号 012-345-6789 「-」を含め、半角で記入

（１３） 担当者（業務管理責任者等）のＦＡＸ番号 012-345-6789 「-」を含め、半角で記入

（１４） 担当者（業務管理責任者等）のEメールアドレス abc.def_ghi@pqr.co.jp 「@」を含め、半角で記入

（１５） 主要研究員の所属 ◇◇研究所■■■■開発室

（１６） 主要研究員の役職 参事

（１７） 主要研究員の氏名 ◇◇○○

（１８） 主要研究員のe-Rad研究員番号 12345678 半角数字で記入（8桁）

主要研究員のうち所属機関の研究者代表とな
る１名を選出して記入してください

新産業創出新技術先導研究プログラム　情報項目ファイル

NEDOと業務委託契約の調印者となる代表権を
有する者を記入

連絡先は研究開発テーマの問合せに応じられる
方（研究開発責任者、業務管理者、主要研究員
等）としてください。

提案テーマ

応募連絡先の機関名

記入後の情報項目ファイル

「応募連絡先の機関名.xls」を保存

☆CD-Rを提案書類とともに

NEDOに提出してください

各項目の情報は各様式書
類記載内容を転記して下
さい(内容が一致するよう
にお願いします)。



表紙（提案書類）【様式１】

連名提案の場合、
NEDOからの連絡の窓口となる
機関（法人）を
「応募連絡先の機関」
として定めてください。
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公募要領１９頁

① e-Radの応募情報登録と、
②「応募内容提案書」の出力が必要
です。

研究機関の登録がない場合は、
今すぐに登録してください。
（研究機関の登録に２週間以上かか
る場合があります）



提案書［本文］【様式３】
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Ⅰ．研究開発テーマに関する情報
１．研究開発テーマ名
２．対象となる研究開発課題
３．研究開発テーマ

３-１．研究開発テーマの概要（要旨）
３-２．研究開発テーマの目的及び内容
３-３．研究開発テーマの実施予定期間
３-４．研究開発テーマの必要経費概算

４．研究開発の全体構想及び実用化のインパクト
４-１．実用化に至るまでのシナリオ・構想
４-２．実用化イメージとインパクト

５．政策、長期ビジョンへの有効性
６．産学連携体制に向けた具体的研究開発構想(※大学等のみの提案に限る)

提案内容の説明にお
いては分かりやすく、
明確な記述に心がけ
てください。

◆「 ３．研究開発テーマ」は、本事業で実施する研究開発テーマに関
する内容を記述してください。

◆「４．研究開発の全体構想及び実用化のインパクト」は上記３．を踏
まえた、３－３の実施期間を含む研究開発の全体構想、実用化イン
パクト等を記述してください。

公募要領２１頁～



３－２．研究開発テーマの目的及び内容
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公募要領２１頁

下記、様式に記載の記入要領に従って作成してください。

３－２．研究開発テーマの目的及び内容
＊「２．対象となる研究開発課題」を解決するために、本事業で実施する研究開発テーマとして、どのよう
な革新的な技術・システムを創出するのかを論理的に記述してください。また実施する内容について、手
段・手法を詳細に記してください。
＊記述に当たっては、どのような点において「着想や解決手段がハイリスクであるが、ハイリターンが期待
できるインパクトの高いチャレンジであるのか」、「世界トップレベルの研究開発であるのか」などを分か
りやすく説明してください。また、従来技術の発想や方法と比較して、独創性及び革新性、並びにその優位
性を明確に示してください。
＊解決手段に関して、提案者自らが有する研究開発実績や経験も簡潔に記してください。

提案内容の“革新性・独創性”を評価・検討するための最重要項目
難易度が高い技術的課題や、新領域へのチャレンジなどにより、目

標とする特性値が従来延長線上にはないアウトプットとして期待で
きるかどうかを重要視します。



３-３．研究開発テーマの実施予定期間
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２年計画での提案の場合、当初契約締結時は、１年間の実施計画
を作成の上で締結し、２年目を実施する場合は、ステージゲート審
査を行った後、継続可と判断された場合に、変更契約を締結して２
年目を実施することになります。

提案時１年計画の案件はステージゲート審査対象となりません。
２年計画の提案の場合は、１年目及び２年目の計画を明確に様式３

に記載して下さい。

公募要領２１頁

３－３．研究開発テーマの実施予定期間 （いずれかの□を■に塗りつぶしてください）

□ １年以内（ ヶ月間）
□ ２年（１年を超えるもの）（ ヶ月間）
（１年を超える理由：）

＊研究開発テーマの実施期間は、原則１年以内とします。
研究の内容により、１年では十分な実験データの取得や解析が極めて困難である等の合理的な理

由を応募者が示したうえで、実施予定期間を２年を限度として提案することができます（大学等の
みによる提案の場合は、研究内容によらず実施予定期間も１年を限度とします）。

＊実施予定期間が１年を超える研究開発テーマについては、研究開始後概ね９か月経過した時点で
ＮＥＤＯがステージゲート審査を実施し、継続の可否を判断します。



４-２．実用化イメージとインパクト
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公募要領２２頁

下記、様式に記載の記入要領に従って作成してください。

４－２．実用化イメージとインパクト
＊「４－１．実用化に至るまでのシナリオ・構想」の記述のとおりに、成功裏に国家プロジェクト等の
本的な研究開発へ移行し、最終的な開発成果が得られた場合に、どのように社会に還元されるのかを、
実用化イメージとインパクト（新産業創出効果等）について、事業化も見据えて記述してください。
＊実用化イメージでは、効率、寿命等の技術目標を明示し、新産業創出効果等の記述では、実用化時の
市場規模（○○円／年）を示し、その根拠を定量的に記述してください（現状及び実用化時の市場規模
についてそれぞれ記述してください。また、市場におけるシェア推移の見通し、その根拠についても記
述してください）。

提案内容の“成功時のインパクト”を評価・検討するための最重要項目
「４－１．実用化に至るまでのシナリオ・構想」と併せて、画期的で飛躍

的な変化を伴う価値が創造され、提供されることにより、どのように社
会に還元されるのかの道筋が具体的、論理的で明確かどうかを重要
視します。



６．産学連携体制に向けた具体的研究開発構想
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公募要領２２頁

下記、様式に記載の記入要領に従って作成してください。

６．産学連携体制に向けた具体的研究開発構想（大学等のみによる提案に限る。）
注３）大学等のみによる提案の場合は必ず記載ください（産学連携による提案の場合は記載不要）。

＊将来的に産学連携となる研究開発体制の具体的な想定があり、かつ、少なくとも現時点で連携先となる
企業を模索する具体的な取り組みについて、以下の点を記述してください。
・今後研究開発を実施していくにあたり、産業界におけるどのような連携先（具体的予定先）を予定し、
産学連携による研究開発をどのように進めていくのか

・提案内容の研究開発、技術に関して、企業側、産業界にどのようなニーズ、期待する成果があるのか
・産学連携に向けた現時点での取組状況

＊また、企業等の具体的ニーズ、当該研究開発を要望（推奨）する文書等があれば併せてご提示ください。



(注）「大学等のみ」の体制で提
案する場合、想定される産学連
携の実施体制も可能な範囲で
追記してください。

提案書［本文］【様式３】
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Ⅱ．実施計画に関する情報
１．研究開発の内容
１-１．研究項目と実施機関

２．実施体制
２-１．研究開発責任者
２-２．管理者（連名申請の場合は、全ての機関について記入）
２-３．実施体制図
２-４．研究実施場所
２-５．研究開発責任者及び主要研究員の研究経歴書

３．当該技術又は関連技術の研究開発実績
３-１．当該提案に有効な研究開発実績
３-２．当該提案に使用する予定の現有設備･装置の保有状況

４．研究開発予算と研究員の年度展開及び予算の概算
５．類似の研究開発
６．契約に関する合意

“様式”の中の記入要領に従い
作成してください。

公募要領２３頁～



4. (4) e-Radへの登録について
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e-Radポータルサイト（http://www.e-rad.go.jp/）にアクセスし、
これに応募情報を入力の上、 「応募内容提案書」を出力し、
提案書類の一部として提出してください。

e-Rad＝府省共通研究開発管理システム

公募要領 7・8・9頁

※詳細は、e-Rad操作マニュアル、e-Radヘルプデスクで確認ください
（NEDOとは別組織です）

e-Radヘルプデスク TEL：0570-066-877（ナビダイヤル）
03-6631-0622 (直通)

・e-Radを使用するためには、所属研究機関及び研究者の登録が必要です。
・所属研究機関の登録手続きには、２週間以上かかる場合があります。
・複数機関で応募する場合には、機関ごとに全てe-Radへの所属機関及び
研究員の登録が必要です。



利害関係の確認【様式４】
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提案者と委員との利害関係の事
前確認に使用しますので、競合
関係が判断できるように技術的
なポイントを
問題ない範囲で記入してくださ
い。

利害関係者とお考えになる
者がいる場合には、別紙（３８
ページ）の記載欄に任意で記載
いただいても構いません。

大学の場合は学部学科、研究者
名も記載して下さい。

入力時は斜体解除・黒字で記入
して下さい。

公募要領37・38頁
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◆ 提案の検討基準

・公募目的及び研究開発課題との整合性

・研究開発テーマの革新性・独創性

・研究開発成功時のインパクト

・研究開発体制･計画の妥当性

・政策･長期ビジョンへの有効性 等

35

※研究開発テーマの革新性・独創性及びインパクトを重
視します。もちろん本事業での実施内容が最重要です。

６-２. 研究開発テーマの検討基準 公募要領 ９頁
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公
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公
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公募説明会

(川崎、仙台、大阪、名古屋）

公
募
締
切

H30年6月下旬(予定)5月下旬（予定)

提案書

６-５. スケジュール 公募要領 10頁

※ヒアリングは必要に応じて実施します。
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本事業は、「NEDO先導プログラムにおける知財マネジメント基
本方針」（別添９参照）を適用します。

（注）本方針は、「NEDOプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針（第４版）」（平
成２７年９月２５日）をベースとし、新産業創出分野で将来の国家プロジェクトに繋
がる技術の原石を発掘することを目的とした本事業の制度趣旨を勘案した上で、経済
産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」
（平成２７年５月）を踏まえ、別途、本事業用に策定したものです。
＜http://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/other_CA_00002.html＞

研究開発テーマへの参加者は、本方針に従い、原則として
事業開始（委託契約書の締結）までに、研究開発テーマご
とに参加者間で知的財産の取扱いについて合意（知財合意
書作成）する必要があります。（参考資料２）

知的財産マネジメントを適切に実施するために、知財運営
委員会等を整備する必要があります。

７．留意事項

（６）知財マネジメント
公募要領１1頁
別添９・参考資料２
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〒２１２－８５５４
神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番

ミューザ川崎セントラルタワー ２０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

イノベーション推進部 フロンティアグループ
（石川・古谷・戸田）

メールアドレス：enekan@nedo.go.jp
ＦＡＸ：０４４－５２０－５１７７
（TEL:044-520-5174）

１０. 問い合わせ先 公募要領１５・１６頁
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ご提案・ご応募を
お待ちしています。


