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技術シーズ発掘

未踏チャレンジ２050

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【未踏チャレンジ２０５０】の位置づけ



未踏チャレンジ２０５０の概要

総合科学技術・イノベーション会議における「エネルギー・環境イノベー
ション戦略」に基づき、２０５０年頃を見据えた温室効果ガスの抜本的な
排出削減を実現する技術・システムについて、革新的な低炭素技術シー
ズを探索・創出し、主に産学連携の体制で先導研究を実施。次の研究
ステップへの発展、将来の国家プロジェクト及び社会普及に繋げていくこ
とを目的とする。

[未踏チャレンジ2050事業概念図]

大学

企業

大学

産学連携体制

委託

研究開発
推進委員会

（有識者・プロジェクト
メンバーで構成）

企業

再委託

大学・公的研究機関等は、
２０５０年頃の社会の将来
を担う若手研究員（40歳未
満）で構成

プログラムディレクター（ＰＤ）
プログラムオフィサー （ＰＯ）

2050年頃

社会普及

【未踏チャレンジ２０５０】
革新的な低炭素技術シーズを探索・創出

【エネ環プログラム 他】
要素研究 技術シーズ育成

国家プロジェクト：技術シーズ実証
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●Ｈ３０年度 公募対象分野

【ＣＯ２を有効活用し化学品を得る技術】として
１.Net Zero Emission（NZE）を実現するＣＯ２有効活用技術
２.Direct Air Capture（DAC）を実現する複合技術

の２分野を対象。
※上記２分野に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。

●上記分野に関して、２０５０年頃を見据えた温室効果ガス
の抜本的な排出削減を実現する革新的な技術・システムに
ついて「解決するべき技術課題」と「それを解決する研究
開発内容」を募集
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公募内容のポイント



《革新性及びインパクト重視》
●技術の新規性・革新性・独創性、及び技術がもたらす
インパクト、産業等への波及効果を重視

《実施体制》
●原則、企業、大学等による産学連携（※）
なお、大学等は４０歳未満の若手研究者

（平成３１年３月３１日時点）
※例外として、大学等のみによる提案も可

公募内容のポイント

産業界のニーズを踏まえた課題の解決を産学連携で
目指す！！
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他事業間との連携について

2050年の温室効果ガス削減に向けて、革新的な低炭
素技術について、ＮＥＤＯと国立研究開発法人科学
技術振興機構（ＪＳＴ）が連携して事業を推進。

NEDO JST

未来社会創造事業
「地球規模課題である低炭素

社会の実現」
主としてアカデミアを中心と
したボトルネック課題の解決
を推進

「未踏チャレンジ2050」

主として産学連携による産業界
のニーズを踏まえた課題の解決
を目指す
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目 次
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

平成３０年度 公募要領
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１-１. 事業目的
１-２. 事業目標

●温室効果ガスの抜本的な排出削減による低炭素社
会の実現に資する新規性・革新性・独創性がある
有望な技術シーズの発掘（ＦＳ研究）

２０５０年頃を見据えた
革新的な低炭素技術シーズを探索・創出

既存の技術ロードマップを塗り替える
飛び道具（新技術）作り

●将来の低炭素社会に資する技術シーズ萌芽を期待!!

公募要領２頁
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NEDOの取組み
・プログラムディレクター（PD）

事業全体を統括する
・プログラムオフィサー（PO）

専門的見地から助言等を行う
・経産省他府省、ＪＳＴとの連携

１-３. 事業内容 公募要領２・３頁
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民間企業 × 大学等

・産業界のニーズ、技術シ
ステムの必要性、重要性

・将来の技術を実用化する
パートナー

・新規性・独創性・革新
性の高い技術シーズ

・研究資源（設備、人材、
etc）

実用化／2050年頃
・温室効果ガスの抜本的削減
・成功時の大きな波及効果・インパクト

国家プロジェクト

【エネ環】他
（技術シーズ育成）

未踏チャレンジ2050

・シーズ技術の芽生え→育成へのステップアップ
（見えていない技術から見える技術へ、原理・機構
解明、材料探索、システム成立性検証、等）

・研究初期段階といえど、実用化を見据えた推進を
（産業界ニーズ、実用化課題抽出、コスト、等）

⇒大学等のみの場合、委託期間内に産学連携を目指す



今回の公募では、以下の研究分野が対象となります。

１-３.(１)対象となる研究分野
公募要領１７頁
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◆分野番号／研究分野
【CO2を有効活用し化学品を得る技術】

１. Net Zero Emission（NZE）を実現するCO2有効活用技術

(説明文)
CO2を原料とする化学品合成技術など社会全体のNZE（人為的
な排出量が、人為的な吸収量と等しい）を実現するためのCO2
有効活用技術を開発する。現在の膨大なCO2排出量を今世紀後
半には排出ゼロを達成するための量的な寄与を可能とする技
術で、投入エネルギーに対するCO2削減効果が十分に高いこと
も重要である。
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◆分野番号／研究分野
【CO2を有効活用し化学品を得る技術】

２. Direct Air Capture（DAC）を実現する複合技術

(説明文)

単なるCO2回収やCCSにとどまらず、CO2を吸収し、同時に有機

物等を合成する複合技術（化学、物理、バイオ等）を開発す

る。

Direct Air Captureとは、大気や工場排ガスなどCO2濃度が

比較的低い環境においてもCO2を回収し、活用することを実

現する技術。加えて、可能な限りエネルギー投入を抑えたシ

ステムとすることで、NZE社会の実現に資する。

公募要領１７頁

１-３.(１)対象となる研究分野
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Message from Program Director

ＮＥＤＯ未踏チャレンジ２０５０プログラムディレクター
一般財団法人持続性推進機構 理事長
国立大学法人東京大学 名誉教授

安井 至

「パリ協定が採択された2015年は人類の転換点であった」。2040年ごろには、ほぼ
すべての人はそう理解していることでしょう。すなわち、過去300年ほど継続した
「化石燃料文明」は今世紀後半のどこかで終焉を迎え、NZE（Net Zero Emission＝
CO2発生実質ゼロ)を実現しなければなりません。科学がこれほど明確に、人類が創出
すべき未来を提示したのは初めてのことです。
この300年、特に1950年以降の人類の化石燃料への依存度はきわめて高かったので、

脱化石燃料技術をほぼあらゆる分野で実現するための新しく多様なアイディアをでき
るだけ多く生み出すことが“ＮＥＤＯ未踏チャレンジ２０５０”の目的です。
歴史的に見て、おそらく人類最大のチャレンジである脱CO2化に有効なイノベー

ションの芽を生み出すことが、未踏チャレンジであることをご理解いただき、応募し
ていただきたい。現時点で分かっている問題の解決よりも、将来、出現が予測される
問題を想定し、その解決に結びつくようなイノベーションのタネの提案を期待してお
ります。



●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

１-３.(２)研究開発の実施体制 公募要領３頁
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１-３.(２)研究開発の実施体制

●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。

＊あくまでも産業化に向けての「産学連携体制」を志
向していることが前提。

＊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
組が行われている場合には、大学等のみによる提案も可能としま
す。ただし、ステージゲート審査では、最終年度までには具体的
な連携体制を確保するものとして、計画を提示して頂くことを前
提とします。

公募要領３頁
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●実施期間・規模

• ステージゲート審査の時期は、各案件の実施期間に応じて決定します。

• 産学連携状況含め提案内容により予算額を見直す場合があります。

• 採択審査の結果、採択条件を付す場合があります。

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％

実施期間 規模（／年・件）

最大5年（原則3～5年。研究開発の途中段階
でステージゲート審査を実施します。）

5百万円～2千万円
程度以内
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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
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研究実施期間（委託契約期間）は、3年・4年計画の提案は2年間、5年計画の提案は
3年間となります。 3年・4年計画の提案は約1年9ヶ月後、 5年計画の提案は約2年
9ヶ月後にステージゲート審査を行います。

実施期間

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

３
年
計
画

４
年
計
画

５
年
計
画

研究実施（３年契約） 研究実施（２年契約）

ステージゲート審査
（約2年9ヵ月後）

変更契約

ステージゲート審査
（約1年9ヵ月後）

変更契約

研究実施(２年契約) 研究実施(２年契約)

研究実施(２年契約)

ステージゲート審査
（約1年9ヵ月後）

変更契約

研究実施

採
択
・
業
務
委
託

公募要領３頁



２.応募資格

●実施体制の例（原則、産学連携）

※：大学・研究機関の登録研究員(研究開発責任者・主要研究員を含む)は
４０歳未満であることを条件とします（再委託先、共同実施先を含む）

注：国立研究開発法人から民間企業への再委託・共同実施は認められません

ＮＥＤＯ

申請

連名申請

大学等

ＮＥＤＯ

申請

大学等

再委託
共同実施

（国立研究開発法人は除く注）

民間企業

民間企業
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公募要領３・４頁



２.応募資格

※：大学・研究機関の登録研究員(研究開発責任者、主要研究員を含む)は
４０歳未満であることを条件とします（再委託先、共同実施先を含む）

●実施体制の例（例外：大学等のみの実施体制の場合）

連名申請

大学等

大学等

大学等
申請

申請

ＮＥＤＯ

ＮＥＤＯ

大学等大学等
申請

ＮＥＤＯ
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公募要領３・４頁

再委託
共同実施



２.応募資格

申請

＜提案書申請不可の例＞

CASE1：大学等がない体制の場合

CASE2：民間企業から大学等へ再委託している場合

民間企業ＮＥＤＯ

民間企業 大学等
申請

連名申請

民間企業
申請

民間企業

民間企業

ＮＥＤＯ

ＮＥＤＯ

18

公募要領３・４頁

再委託
共同実施

再委託
共同実施



１．当該技術又は関連技術の研究開発の実績を有し、かつ、研究開発の目標達成
及び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

公募要領４頁２.応募資格
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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》

平成３０年７月１２日（木）正午までに郵送もしくは特
定信書便で必着するよう送付ください。

※持参による受付は行いません。

※封筒に「『未踏チャレンジ２０５０』（課題番号）に係る提案書在中」と朱書き

３.提出期限及び提出先 公募要領４頁
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４.応募方法（提案書類） 公募要領５・18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８部

【様式３】 提案書 本文 正１部、副８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８部

【様式６】 主要研究員研究経歴書 正１部、副８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】 提案者業種情報 正１部

【様式９】 提案書類受理票 正１部

e-Rad応募内容提案書 正１部、副８部

情報項目ファイル（CD-R） 正１部

提案書受理票返送用長形３号封筒
（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※

国外企業との共同研究契約書の写し 写し１部※

※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

長形3号
120×235㎜
82円切手貼

■提出書類の順序について

提案書受理票
【様式９】

先頭にして提出

【正本１部】

×８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】
e-Rad応募内容

提案書

【副本８部】

様式２、３、５、６、e-Rad

応募内容提案書の副本
を１セットとして８部提出

【正本１部】

提案書受理票【様式９】を除き、

公募要領（Ｐ１８ページ）にあ
る順番に並べて正本１部提出

表紙
【様式１】

印

公募要領５・18頁
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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（未踏チャレンジ公募用）について

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。

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）

【様式１】 

□ 応募連絡先の機関 ／ □ 応募連絡先以外の機関 

連名で提案する場合は、連名して提案する機関の中からＮＥＤＯからの連絡窓口となる機関（応

募連絡先の機関）を定めてください。上記のいずれかの□を■に塗りつぶしてください。 

[表 紙] 

 

「未踏チャレンジ２０５０」に対する提案書 

 

研究開発テーマ名 

「○○○○の研究開発」 

 

                                                          平成○○年○○月○○日 

 

 

機関名（法人名）  例 ○○○○株式会社、○○○○大学       印  

 

 

機関代表者名  例 代表取締役社長・○○○○、大学長・○○○○   印（又はサイン） 

（企業の場合は代表取締役社長、大学等の場合は当該機関の長） 

 

所在地  ○○県○○市・・・・・  （郵便番号○○○－○○○○） 

 

担当者 

所 属 ○○○部〇〇〇課 

     役職名 ○○○○○課長 

     氏 名 ○○ ○○ 

     担当者所在地 ○○県○○市・・・・・・（郵便番号○○○－○○○○） 

     ＴＥＬ △△△△－△△－△△△△（代表） 内線 △△△△ 

     ＦＡＸ △△△△－△△－△△△△ 

     E-mail *****@********* 

 

  

 

 

 

e-Radにおける研究機関コード（１０桁）                      
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提案書[本文]
Ⅰ.２.解決すべき技術課題名とその課題を設定した理由

２．解決すべき技術課題名とその課題を設定した理由

例：「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」

＊技術課題名は６０字程度を目安として記載してください。

＊２０５０年頃を見据えた温室効果ガスの抜本的な排出削減を実現する革
新的な技術・システムについて、産業及び社会面も踏まえ、解決すべき
技術課題の概要、その課題解決の必要性・重要性（産業界のニーズ含
め）をご記入ください。

公募要領２１頁
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提案書[本文]
Ⅰ.３-２.研究開発テーマの目的及び内容

３－２．研究開発テーマの目的及び内容（詳細）

＊２０５０年頃を見据えた温室効果ガスの抜本的な排出削減を実現するた
め、どのような革新的な技術・システムを創出することが必要かつ重要
とされているのか、産業及び社会面も踏まえ、論理的に記述してくださ
い。

＊どのような具体的な技術課題があり、その課題を解決するためにはどの
ような研究開発を実施することが必要かつ重要とされているか、産業界
のニーズ含め論理的に記述してください。

＊研究開発内容は、具体的な手段・手順を詳細に記してください。

＊「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」等を記してください。

＊従来技術や競合する技術開発の発想や方法と比較して、新規性、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。

公募要領２１頁
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提案書[本文]
Ⅰ.３-３.研究開発テーマの実施予定期間

公募要領２１頁

３－３．研究開発テーマの実施予定期間

平成３０年１０月～平成○○年○月（〇年間）

＊最長５年間（平成３５年９月まで）の計画としてください。

＊契約期間は５年計画の場合は３年、４年未満の計画の場合は最長２年と
します。契約終了する３か月前を目安に、ステージゲート審査を実施し、
継続可否、計画の見直し等を審査したのち、変更契約を締結します。

＊国内外の情勢変化、日本国政府の予算又は方針の変更、ステージゲート
審査結果や進捗状況等により、研究開発の途中段階にて実施内容の見直
しや研究開発を中止する場合があります。
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提案書[本文]
Ⅰ.４-１.実用化に至るまでのシナリオ・構想

公募要領２１頁

＊本項目では、２０５０年頃の実用化を目指し、本事業実施後に、どのよ
うな国家プロジェクト等の本格的な研究開発に発展させ、抜本的な省エ
ネルギー技術等を実現していく計画であるかを示してください。飛躍的
なエネルギー効率の向上や低炭素社会を実現するための実用化に至るま
でのシナリオを、研究開発の長期的・全体的な構想とともに具体的な道
筋を示しながら、論理的に記述してください。

＊「３．研究開発テーマの内容」で取り上げていない、他の技術的に重要
な課題も提示の上、全体像について記述し、各課題の相互の関係を明確
にしながら、本事業で実施する内容の位置付けを明確かつ論理的に説明
してください。

＊上記の構想が、既存技術の延長でなく、従来の発想によらない革新的、
独創的な着眼点やアプローチであることを、既存技術との比較や優位性
を示しながら、わかりやすく説明してください。

４－１．実用化に至るまでのシナリオ・構想
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提案書[本文]
Ⅰ.６.研究開発における産学連携体制

公募要領２2頁

＊今後研究開発を実施していくにあたり、産学連携体制ではどのような研
究分担により研究開発を推進して最終的な開発成果を得ようとしている
のか、わかりやすく説明してください。

＊産学連携による提案内容の研究開発、技術が、企業側、産業界のどのよ
うなニーズに対して期待される成果が得られるのか、わかりやすく説明
してください。

＊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
り組みについて、記述してください。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。

６．研究開発における産学連携体制
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(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】

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）
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
２-６．登録研究員の情報（大学等のみ記載）

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
４－１．研究開発予算と研究員の年度展開
４－２．予算の概算
４－３．本事業において導入を予定している機器装置・備品

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～
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利害関係の確認【様式４】 公募要領39・40頁
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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。



４.(４)e-Radへの登録について

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。
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注）ＮＥＤＯ及び他府省（ＪＳＴ含む）で、現在実施中又は実施予定の研究開発
プログラムやプロジェクトと同一又は近似のテーマ、研究内容については採
択されないことがあります。



●提案の検討基準

・公募目的との整合性及び研究開発課題

の妥当性

・研究開発テーマの新規性・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

※研究開発テーマの新規性革新性・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
募
開
始

採
択
案
件
決
定
・
公
表

公募説明会

(川崎、大阪、名古屋、仙台）

公
募
締
切

９月下旬(予定)８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：必要に応じて実施します。
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●本事業は、「ＮＥＤＯ先導研究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）本事業は、「NEDOプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針」（平成２７年９
月２５日）をベースとして、「ＮＥＤＯ先導研究プログラム」用に策定したもので、
本事業においても本方針を適用します。
＜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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●本事業は、「ＮＥＤＯ先導研究プログラムにおけるデータ
マネジメントに係る基本方針」（別添１０参照）を適用しま
す。
（注）経済産業省から「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライ

ン」（平成29年12月）が公表されたのを受け、ＮＥＤＯでは「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」（平成30年3月）を策定。
＜http://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/other_CA_00003.html＞

「ＮＥＤＯ先導研究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」は、上
記の基本方針をベースとして、「ＮＥＤＯ先導研究プログラム」用に策定したもので、
本事業においても本基本方針を適用します。

●複数事業者が参加する研究開発テーマでは、研究開発データの管理と共
有化が重要です。また、研究開発データを第三者にも利活用させること
を検討することも必要です。

●データマネジメント適用対象は、原則、平成３０年４月１日以降に新規
に公募を開始する委託研究開発に適用されます。

７．留意事項

（７）データマネジメント
公募要領１1頁

別添１０
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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
（髙島、高橋、加藤）

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

１０.問い合わせ先 公募要領１５頁
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ご提案・ご応募を
お待ちしています。


