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【回答】 

1 応募 

1.1 海外で研究開発をしたいが応募できますか？ 

i. 公募要領 3.応募要件の(7)に、応募要件として「本邦の企業等で日本国内に研究開発拠点を既

に有しているか、設立する予定があること」と規定し、さらに国外企業等との連携ができるケ

ースが規定されています。この規定に従う必要があります。 

ii. 海外市場を狙ったり、海外から人材を集めて研究開発する事は問題ありません。 

iii. 単なる外注先やソフトウェア・データ等の調達先は、国外でも可能です。例えば、ソフトウェ

ア受託開発企業に、研究開発要素のない作業を発注する場合（研究開発の成果としての知的財

産権を発注先が保有しない場合）、その発注先は研究開発拠点ではなく、外注先となります。外

注先が海外にあることは問題ありません。 

 

1.2 再委託・共同実施や連名契約になるケース教えてください。 

i. NEDO委託契約制度のご紹介をご参照ください。 

ii. 研究開発を、NEDO の委託先からさらに他に委託する場合は、4～5 ページの②再委託か③共同

実施に該当します。 

②再委託と③共同実施の違いは次の通りです。 

②再委託は、「受託業務の一部（右下）」の全部を再委託先が実施し、委託先は「受託業務の本

体（左下）」だけを実施します。 

③共同実施は、「受託業務の一部（右下）」の一部を共同実施先が実施し、委託先は「受託業務

の本体（左下）」と「受託業務の一部（右下）」の一部の両方を実施します。 

iii. 複数者で分担して NEDOの委託業務を行う場合は、連名契約 6ページ⑤連名契約となります。 

iv. ②③の場合は、研究開発費は NEDOから全て一旦委託先に支払われます。一方、再委託先・共同

実施先への検査の義務は委託先が負います。⑤連名契約の場合は、研究開発費は NEDO から各

委託先に支払われ、NEDOが各委託先への検査を行います。ただし、代表委託先を設定した場合

は、代表委託先が他の委託先の検査を行います。 

v. 再委託・共同実施・連名契約等、複数者が研究開発を行う場合は、応募の際に提案者として記

載していただく必要があります。 

vi. 再委託・共同実施・連名契約等、複数者が研究開発を行う場合は、知財とデータマネジメント

に関する合意を契約までに行っていただく必要があります（応募時には必要ありません）。知

財とデータマネジメントに関する合意については、「別添 2：平成 30 年度「次世代人工知能・

ロボット中核技術開発／次世代人工知能技術分野」（調査研究）における知財マネジメント基

本方針」「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」「別添 3：

NEDOプロジェクトにおけるデータマネジメントに係る基本方針」をご参照ください。 

 

1.3 提携先も e-Rad登録が必要ですか？ 

i. 提携先が研究開発を行う場合は、再委託・共同実施・連名契約等のどれかに該当し、e-Rad 研

究者登録が必要です。提携先が外注先やサービス・製品の調達先である場合は、そこで行われ

るのは研究開発ではなく、再委託・共同実施・連名契約等に該当しませんので、e-Rad 登録は

不要です。 

http://www.nedo.go.jp/content/100878084.pdf
http://www.nedo.go.jp/library/pamphlets/AE_201705_itaku.html
http://www.nedo.go.jp/content/100877634.pdf
http://www.nedo.go.jp/content/100877634.pdf
http://www.nedo.go.jp/content/100877634.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150515002/20150515002.html
http://www.nedo.go.jp/content/100877635.pdf
http://www.nedo.go.jp/content/100877635.pdf
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1.4 個人で起業するが、いつまでに会社ができている必要がありますか？ 

i. 法人と NEDOとの契約になりますので、採択時点で法人が設立されているようにしてください。

その時点で法人が設立されていないと、契約を進める事ができません。 

ii. 応募時の Web入力フォームでは、法人番号欄は「設立予定」と記述し、他の法人情報欄には起

業者個人の情報を記入してください。 

 

1.5 複数件の応募をすることはできますか？ 

i. 応募件数に制限はありませんので、何件応募していただいても構いません。同一の申込者が複

数件採択されることも、制限していません。ただし、審査員は、同一応募者からの提案を、個

別に判断するのではなく、複数案件を総合的に見て判断します。例えば、A 社の提案１と提案

２の両方が優れていて、それぞれを単独で見た場合はどちらも採択すべきと判断した場合であ

っても、A 社には２件同時に実施するほどの経営資源がないと審査員が判断した場合は、どち

らか１件に経営資源を集中すべきとの審査結果になる場合があります。 

 

1.6 費用総額（見込）は、どういう金額を記入すればいいですか？ 

i. 実際に必要とする研究開発費用を見積もって記入してください。その際、本公募では委託費上

限額を設定しておりますので、留意の上で調査研究費用の総額をご記入ください。 

 

1.7 中小企業者の定義を教えてください。 

i. 公募要領 3.応募要件の※1「中小企業者の定義」をご参照ください。この定義に当てはまれば、

応募に際しては中小企業者の扱いとなります。 

ii. 中小企業庁 FAQ「中小企業の定義について」Q7にある「みなし大企業」の規定は、応募に際し

ては適用しません。大企業の子会社であっても、公募要領の定義に当てはまれば、中小企業者

として応募できます。（ただし、契約段階での間接経費率の算定では、みなし大企業の規定を適

用しますので、みなし大企業に該当する場合は、間接経費率が低い契約となります） 

iii. 技術研究組合等の組合は中小企業者に含まれません。 

iv. 中小企業者であるかどうかは、法人単位で見ます。従業員数に子会社従業員は含みません。 

 

1.8 民間企業から国立研究開発法人への再委託・共同実施はできますか？ 

i. 可能です。逆に、国立研究開発法人から民間企業への再委託・共同実施はできません。 

 

1.9 e-Rad登録が公募期限に間に合わないのですが 

i. やむを得ず間に合わない場合は、NEDOへの提案書の提出については、e-Rad研究者番号欄を「申

請中」として一旦ご提出ください。 

ii. e-Rad 番号登録が完了次第、NEDO に e-Rad 研究者番号を提出し、e-Rad システムに提案書を登

録してください。この場合の NEDO への e-Rad 研究者番号提出方法は、応募後に個別にご案内

します。 

http://www.nedo.go.jp/content/100878084.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q7
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1.10 公募要領 3.応募要件の委託対象事業(3)の医薬品等の開発とは、どういう場合ですか？ 

i. この法律で認証等が義務付けられている医薬品や医療機器等の開発を、本公募の委託事業の委

託期間内に、研究開発費の直接の使途とすることができません。 

ii. ただし、「健康、医療・介護」は人工知能技術戦略の３つの重点分野の一つですので、上記条件

にさえ当てはまらなけらば、「健康、医療・介護」分野の提案は問題ありませんし、むしろアピ

ールできるポイントです。 

 

1.11 Web入力フォーム以外で提案書を送ってもいいですか？ 

i. 応募の受け付けは Web入力フォームだけです。他の方法（持参・郵送・e-Mail等）での応募は

一切受け付けません。 

ii. 送信ボタンを押した後、受付番号が表示されるまでを、期限内に完了させてください。入力・

アップロード等の操作の途中で期限が来て完了できなかった場合は、受け付けません。 

iii. 通信トラフィック状況等により、入力やアップロードに時間がかかる場合があります。特に

期限直前は混雑する可能性がありますので、余裕をもって提出してください。 

 

1.12 NEDOに送付する書類は、提案書だけですか？ 

i. 応募時点では、提案書と、Web入力フォームへの入力のみです。 

ii. 応募後の各段階で、必要に応じて様々な追加資料を提出していただきます。 

 

1.13 スピンアウト予定ですが応募できますか？ 

i. 応募できます。応募要件の「ベンチャー企業等の起業を予定している場合」に該当します。 

ii. 採択時点で、スピンアウトによる会社が設立されている必要があります。 

iii. スピンアウト予定であることに関して、提案書に記述するとともに、二次審査でもプレゼンテ

ーションで説明してください。 

 

1.14 研究開発項目①～③全てに該当する必要がありますか？ 

i. 全てである必要はありません。いずれかに該当することが必要です。 

 

1.15 重点３分野の複数に該当するのですが、どれを選んで応募すればいいですか？ 

i. 最も適切な分野を選択してください。 

ii. 一つの提案で、分野は一つだけしか選ぶことができません。 

iii. 選んだ分野に沿った提案内容をご検討ください。 

 

1.16 人工知能の定義はありますか？ 

i. この公募としては定義していません。 

ii. 応募内容のどこが人工知能技術であると提案者が考えるかは、提案の中で明確にしてください。 

 

1.17 開発期間が長期ですが対象になりますか？ 

i. 「別添 1：提案書」の記述項目で、「調査研究の内容」が本委託事業の対象です。この内容の実

http://www.nedo.go.jp/content/100878084.pdf
http://www.nedo.go.jp/content/100877633.docx
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施が平成 31 年度末までに完了する必要があります。一方、「査研究後のシナリオ」の内容は、

本委託事業そのものではありませんので、長期にわたるものであっても構いません。研究計画

の段階は明確に区別して記述していただき、本委託事業の研究開発費は、前者の部分を算定し

てください。 

 

2 審査 

2.1 審査員はどういう人ですか？ 

i. 採択結果と併せて委員名を公表しますが、それまでは非公表です。 

 

2.2 一次審査通過者の社名は公表されますか？ 

i. 公表しません。公表するのは応募番号のみです。 

 

2.3 二次審査の場所はどこですか？ 

i. 二次審査は非公開で行われます。場所は一次審査通過者に通知します。 

 

2.4 二次審査に協力関係にある他社を連れて行っていいですか？ 

i. 審査でアピールするために必要と提案者が考えるのであれば、問題ありません。 

ii. 審査基準ⅲに「ステークホルダーとの間の親密な共創関係」という項目がありますので、積極

的にアピールしてください。 

iii. ただし、二次審査会場への来場者の上限人数を設定する予定ですので、人数の調整はしてくだ

さい。 

 

2.5 二次審査の実技では、何を見せればいいですか？ 

i. 何らかの実際のデモを見せる事で、審査基準に照らし合わせて提案内容や提案者が優れている

ことをアピールしてください。これから開発するものを見せる事はできませんので、例えば実

力をアピールするために、これまでの開発実績を見せる等の工夫もしてください。 

ii. 持ち込みが難しいデモであれば、ビデオ中継等もご検討ください。 

 

2.6 応募時点で既に事業化しているものは評価されますか？ 

i. 審査基準ⅰの新規性という観点があります。既に事業化が完了しているサービスや製品そのも

ので、人工知能技術の利活用の分野や方法が既存のままであるような提案は、新規性があると

は評価されません。 

ii. 審査基準ⅱの公的資金を投入する意義という観点があります。顧客からの売上だけで研究開発

資金が十分まかなえるような提案は、公的資金を投入する意義があるとは評価されません。 

 

2.7 世界初で世界トップの技術を保有しているものの、具体的な利活用がイメージできないのですが、

評価されますか？ 

i. 審査基準ⅰの新規性・独自性は、あくまで人工知能技術の「利活用」に関してです。単に世界

初の技術だとか、技術水準が世界一高いだけで、具体的な利活用に結びつかない提案は、本公

募においては、新規性・独自性があるとは評価されません。 
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ii. 一方、利活用の分野または方法に新規性・独自性があれば、既存技術の利活用であっても評価

されます。 

 

2.8 会社の規模が小さいのですが、能力があると評価されますか？ 

i. 審査基準ⅲの「高い能力」とは、会社の規模を問うものではありません。 

ii. 「変化に俊敏に対応する」「現実の利活用現場に密着した」「未知の利活用ニーズに果敢にチャ

レンジできる」といった、審査基準に明記されている観点で、高い能力をアピールしてくださ

い。 

 

2.9 中小企業者であるベンチャー企業なのですが、大企業と連携して提案する必要はありますか？ 

i. 単独の提案でも構いません。 

ii. 連携した提案の場合は、審査基準ⅲの「ステークホルダーとの間の親密な共創関係」という観

点で評価対象となりますので、積極的にアピールしてください。 

iii. 連携の形態としては、提案者に入れても入れなくても構いません。ベンチャー1 社だけが提案

者であっても、提案内容に大企業との連携が入っていれば、審査基準ⅲにより評価されます。 

 

3 契約・検査 

3.1 成果発表や検査は毎年度行われますか？  

i. 毎年度、検査を行います。成果発表は、期間終了時に行う予定です。 

 

3.2 知財や開発成果はどこに帰属しますか？  

i. 原則として受託者に帰属します。詳細は「別添 2：平成 30年度「次世代人工知能・ロボット中

核技術開発／次世代人工知能技術分野」（調査研究）における知財マネジメント基本方針」「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」をご参照ください。 

 

3.3 認められる費用、認められない費用は何ですか？ 

i. 研究開発費である必要があり、広告宣伝費等は認められません。 

ii. この公募案件の研究開発にのみ使われた費用である必要があります。詳細は「委託業務処理マ

ニュアル」の「Ⅱ. 6. 委託費積算基準」をご参照ください。他の目的と共用の設備等は原則認

められません。 

 

3.4 費用は一旦立替える必要がありますか？ 

i. 一旦立替えていただいて後払いとなります。ただし、四半期ごとの概算払いの制度もあります。 

 

3.5 費用は何％出ますか？ 

i. この公募は委託事業であって、研究開発費用は上限内で NEDOが 100％負担します。 

 

http://www.nedo.go.jp/content/100877634.pdf
http://www.nedo.go.jp/content/100877634.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150515002/20150515002.html
http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150515002/20150515002.html
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual_jimushori_h30.html
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual_jimushori_h30.html
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/gaisan.html

