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高効率・高速処理を可能とする
AIチップ・次世代コンピューティングの技術開発プロジェクト

②次世代コンピューティング技術の開発
公募説明会

◆ 公募担当者紹介
◆ プロジェクトの概要
◆ 今回の公募について

✔ 公募要領に関して
✔ 提案書等作成にあたっての注意事項

◆ 質疑応答
◆ その他連絡事項

－本日のプログラム－

(※)本公募説明会資料は、公募資料の一部を構成します。
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公募関連資料（WEB掲載資料）

◆ 基本計画
◆ 平成30年度実施方針
◆ 公募要領
◆ 提案書の様式（以下の4資料を指す）

－別添1-1： 提案書作成上の注意、表紙、要約版、本文（Word） *研究開発枠用

－別添1-2： 提案書作成上の注意、表紙、要約版、本文（Word） *探索型研究枠用

－別添2： 研究開発成果の事業化計画書 *探索型研究枠は不要

－別添3： 研究開発責任者候補および主要研究員候補の研究経歴書

－別添4： NEDO研究開発プロジェクトの実績調査票の記入について

◆ 別添5： 提案書類受理票

◆ 別添6： NEDOプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針

◆ 別添7： 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

◆ 別添8： 契約に係る情報の公表について

◆ 参考資料1： 追跡調査・評価の概要

(※)約款、マニュアル等については以下をご確認ください。

各種マニュアル等： http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/itaku-gyomu_index.html
契約約款： http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html
委託事業に係るマニュアル等： http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html

＜公募掲載URL＞http://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100063.html
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プロジェクトの概要
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高効率・高速処理を可能とするAIチップ・
次世代コンピューティングの技術開発

コンピューティング産業で先行する欧米に対し、我が国の競争
力強化と再興を目的とし、産学連携体制、さらには中小・ベン
チャーを組み込んだ体制で挑む。

【研究開発項目①】
革新的AIエッジコン
ピューティング技術の

開発

【研究開発項目②】
次世代コンピューティ
ング技術の開発

研究開発項目
① 革新的AIエッジコンピューティング技術の開発（新規）

② 次世代コンピューティング技術の開発（新規）

③ 高度なIoT社会を実現する横断的技術開発（既存）

IoT社会の到来により急増した情報の高度な利活用を促進
するには、ネットワークの末端（エッジ）で中心的な情報処
理を行うエッジコンピューティング等、従来のクラウド集約型か
ら処理の分散化を実現することが不可欠です。また、半導体
の開発指標たるムーアの法則の終焉が叫ばれ、既存技術の
延長は限界を迎えつつある中、著しく増加するデータの処理
電力を劇的に低減できるような新原理技術の実現が求めら
れています。

本プロジェクトでは、ポストムーア時代における我が国の社会
課題の解決、さらには情報産業の競争力強化と再興を目的
とし、エッジ等における超低消費電力AIコンピューティング技
術と新原理による次世代コンピューティング技術を対象とし、
ハードウェアのみならずソフトウェアやセキュリティ等を含め一体
的な開発を行います。

本公募対象



5

本事業の全体スケジュール

2019 2024FY2018 2020 2021 2022 2023 2025 2026 2027

【中期間の開発：３～５年間】
革新的AIエッジコンピューティング技術の開発

学術的には理論や現象は認められているが、実際に社会の中で
活用するには、要素技術の確立から進める必要があるもの。
最初の5年間は要素技術の開発を進め、残り最長5年間は、実

用化も見据えた開発を進める。
なお、社会課題については当初から活用シーンを見据える。

高度なIoT社会を実現する
横断的技術開発

IoT推進のための横断的な
技術開発事業（既存事業）

2020年度：
消費電力性能従来比10倍

2022年度：消費電力性能従従来比10倍

中間評価 中間評価事業見直し 事後評価

本公募対象（５年間の体制）

【長期間を見据えた開発：最長10年間】
次世代コンピューティング技術の開発

2027年度：消費電力性能従来比100倍
※今後開発を進めることで、更に性能が高まる領域。

※RFIや基本計画のパブコメを通じて
具体的な重点課題例を設定
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＜参考＞高効率・高速処理を可能とするAIチップ・
次世代コンピューティングの技術開発事業
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＜参考＞研究開発項目③：高度なIoT社会を実現する横断的技術開発
(旧：IoT推進のための横断的な技術開発事業）
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公募要領に関して

※本公募にて留意していただきたい点を中心に説明します
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背景・目的

これまでは1970年代から続くムーア則というメガトレンドに則り、半導体
の微細化によって「データ量の増大」と「消費エネルギーの増大」に対応し
てきました。しかしながら、ムーア則の終焉が叫ばれ、既存技術の延長に
よる課題解決アプローチは限界を迎えつつあります。

ポストムーア時代のコンピューティング技術として、既存技術の延長線
上にない技術を開発することで、高速化と低消費電力化を両立するコン
ピューティング技術、次世代データセンタ技術に関する研究開発を、社会
課題を見据えた上で実施します。

本公募では、「次世代コンピューティング技術の開発」の提案を
募集します。



公募する研究開発の枠組み
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研究開発枠 探索型研究枠

予算
年間5億円以内

（採択審査委員会の承認により最大8億円）

年間5千万円以内
（採択審査委員会の承認により最大1億円）

期間 5ヵ年度以内 5ヵ年度以内

備考

・ 既存技術の延長線上にはない技術
を開発することで、高速化と低消費
電力化を両立するポストムーア時代
の次世代コンピューティング技術、
次世代データセンタ技術を開発する
提案を募集

・ 単独提案を妨げるものではないが、
産学連携体制での提案を推奨

・ 大学等の単独提案は不可

・ 長期間の開発を行うに先立って、技
術開発の方向性や目標の確度を高
めること等を目的とし、本格的な開発
を行う前段階にあたる探索的な研究
を実施する提案を募集

・ 大学等の単独提案も可

留意事項： 事業期間が4ヵ年度以上となる場合は、2020年度に外部審査委員によるステージ
ゲート審査を行い、残りの事業期間の実施の可否、加速、縮小、実施体制の再構
築、実施形態の変更等を含めて審議し、事業運営に反映します。



重点課題例

その他、次世代コンピューティングへ寄与する重要な技術がありましたら、達成目標を考慮した上でご提案下
さい。国内において次世代のコンピューティング技術が確立するまでの間、海外装置を活用できる環境があ
る場合はその装置を使いこなすために必要なミドルウェア技術等で先行的に研究開発を進めておくことも可
とします。
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課 題 補 足

アニーリングマシンコン
ピューティング技術

従来型のコンピューティング技術では解くことが困難な組合せ最適化問題を解
くための量子アニーリングマシンの開発や、各種アニーリングマシン上で共通
的に動作するソフトウェア基盤技術等の確立に向けた研究開発。

ディスアグリゲーション型

次世代データセンタ技術

複数種類のプロセッサやメモリをネットワークで分離（ディスアグリゲーション）さ

せ、大容量データを効率的に処理可能とする、スケーラブルな分散ソフトウェア

技術、不揮発性を高度に利用したメモリシステム、それらの間を接続するス

ケーラブルな高速低電力データ伝送技術等の確立に向けた研究開発。

ニューロモーフィックコン

ピューティング技術

ヒトの脳神経モデルを模した信号処理プロセス等を組み込んだ電子回路構造

を用いる、高速化と低消費電力化を両立するコンピューティング技術について、

研究開発の方向性を定める。

確率モデルコンピューティ

ング技術

深層学習に多数の潜在変数を持つ確率モデリング等を融合させる、データ構

造やアルゴリズム、それらを実装するためのハードウェアアーキテクチャ等に関

するコンピューティング技術について、研究開発の方向性を定める。
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【公募要領】 3．応募要件 （4ページ）

3．応募要件

応募資格のある法人は、次の(1)～(7)の条件、「基本計画」及び「平
成30年度実施方針」に示された条件を満たす、単独又は複数で受託を
希望する企業等、大学等とし、産学連携体制を推奨します。但し、大学
等の単独提案は不可とします。

一方、「探索型研究枠」は大学等の単独提案も可とします。
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【公募要領】 7．（2）a.採択審査の基準 （7ページ）

ⅰ.事業者評価
1. 本研究開発を遂行するに十分な能力を有しているか（関連分野の開発等の実績があるか、本研究開発に必要な研究者等
を有しているか、再委託先等を含め本研究開発に必要な実施体制が整っているか）。

2. 本研究開発を遂行するに十分な経営基盤が確立しているか（財務体質、経理処理、他）。
3. 複数の実施者が参加する場合、各者が相互補完的に分担する関係を有しているか。

ⅱ.技術評価
1. 提案された研究開発内容が基本計画に合致しているか。
2. 提案された研究開発内容には適切な中間・最終目標が示され、実行可能な計画が示されているか。
3. 案された研究開発内容や方法に新規性があり、到達する技術レベルや達成時期等の面で優れているか。
4. 提案された研究開発内容は、費用規模や研究開発期間にふさわしい、あるいはそれ以上の成果が期待できるものか。

（次頁へ続く）

審査は、外部有識者で構成される審査委員により「採択審査委員会」
（8月中旬予定）で行います。また、必要に応じて提案者に対するヒアリン
グ等を実施します。
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【公募要領】 7．（2）a.採択審査の基準 （7ページ）

（前頁からの続き）

ⅲ．実用化・事業化の評価

「研究開発枠」

1.研究開発成果の実用化・事業化が具体的に計画され、実現可能と期待されるか。
2.開発される製品・サービスに新規性・成長性・先導性等があり、大きな産業・市場創出効果が期待されるか。
3.開発される技術、製品・サービスにより、我が国の国民生活や経済、産業等への波及効果が期待できるか。
4.市場での性能・品質・コスト等の競争に勝つための戦略が妥当であり、実践することで高いシェア獲得が可能か。

「探索型研究枠」

1.研究開発成果を次のステップに展開するための周辺技術との連携シナリオが妥当か。
2.研究開発が成功したときに大きな産業・市場創出効果が期待されるか。
3.研究開発が成功したときに我が国の国民生活や経済、産業等への波及効果が期待できるか。
4.研究開発が成功したときに市場での性能・品質・コスト等の競争に勝つための戦略が妥当か。

ⅳ．総合評価
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【公募要領】 7．（2）a.採択審査の基準 （8ページ）

【採択審査における加点】
今回の公募では、以下の条件を満足している場合に加点します。

 研究開発枠
産学連携体制が構築され、有機的な連携がなされている提案

 探索型研究枠
40歳以下（平成30年度末時点）の若手研究者が、研究開発責任者
もしくは主要研究者として含まれ、当該研究者の実績や将来性等を
加味した提案
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【公募要領】 7．（2） b. 契約・助成審査委員会の選考基準
（8ページ）

i. 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。

1. 開発等の目標がＮＥＤＯの意図と合致していること。

2. 開発等の方法、内容等が優れていること。

3. 開発等の経済性が優れていること。

ii. 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

1. 関連分野の開発等に関する実績を有すること。

2. 当該開発等を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。）

3. 当該開発等に必要な設備を有していること。

4. 経営基盤が確立していること。

5. 当該開発等に必要な研究者等を有していること。

6. 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。

なお、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。
①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。
②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。
③競争的な開発等体制の整備に関すること。
④一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。

採択審査委員会の結果を踏まえ、NEDOが定める基準等に基づき、
最終的に実施者を決定します。
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（1）契約
新規に業務委託契約を締結するときは、最新の業務委託契約約款を適用します。

また、委託業務の事務処理は、ＮＥＤＯが提示する事務処理マニュアルに基づき実施
していただきます。

【参考】
・委託事業の手続き：約款・様式 http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html
・委託事業の手続き：マニュアル http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html

（2）研究開発独立行政法人から民間企業への再委託

研究開発独立行政法人（国立研究開発法人）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。

（3）NEDO研究開発プロジェクトの実績調査票の記入（大学等は不要）

過去に実施したNEDOの研究開発プロジェクトの成果について調査票に記載して
いただきます。詳細は別添4を御覧ください。なお、本調査は採択審査に活用します
ので、必ず御提出をお願いいたします。

【公募要領】 8．留意事項 （9ページ～） 1/2
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（5）研究開発責任者候補研究経歴書及び主要研究員経歴書の記入

研究開発責任者及び実用化・事業化責任者候補と、「各事業項目の責任者となる登録
研究員」及び「各事業項目を超えて統括責任者となる登録研究員等」となる主要登録研究
員について、研究経歴書に記載していただきます。詳細は別添3を御覧ください。なお、「探
索型研究枠」は、実用化・事業化責任者の記載は不要です。

（8）知財マネジメント
・本プロジェクトは、知財マネジメント基本方針を適用します。詳細は、別添6を御覧ください。
・本プロジェクトでは、産業技術力強化法第19条（日本版バイ・ドール規定）が適用されます。
・本プロジェクトの成果である特許等について、「特許等の利用状況調査」（バイ・ドール調
査）に御協力をいただきます。

（9）データマネジメント

本プロジェクトはデータマネジメント基本方針のうち【委託者指定データを指定しない場合】
を適用します。詳細は、別添7を御覧ください。

（15）安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩対処）
委託契約締結時において、本委託事業により外為法の輸出規制に当たる貨物・技術の輸
出が予定されているか否かの確認及び、輸出の意思がある場合は、管理体制の有無につ
いて確認を行う場合があります。

【公募要領】 8．留意事項 （9ページ～） 2/2
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【その他】 取得財産について①

企業等の場合「業務委託契約標準契約書」 から

（取得財産の管理等）
第２０条 乙が委託業務を実施するために購入し、又は製造した取得財産（建物、構築物、機械装

置、車両運搬具、工具、器具又は備品をいう。）のうち、取得価額が５０万円以上かつ使用可
能期間が１年以上の取得財産の所有権は、乙が検収又は竣工の検査をした時をもって甲に
帰属するものとし、同時に甲は、甲に帰属した取得財産を乙が使用することを認めるものとする。
２ 取得価額が５０万円未満又は使用可能期間が１年未満の取得財産の所有権については、乙が
検収又は竣工の検査をした時をもって乙に帰属するものとする。
３ 乙は、取得財産を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、第１項に規定する甲に帰属
する取得財産について、乙が管理する期間は、乙が財産の検収又は竣
工の検査をした日から甲の指示に基づき甲が指定する相手先に引き渡す日までとする。
４ 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、標示票を貼付して管理しなければならな
い。

５ 乙は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た
場合は、この限りでない。
・・・
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【その他】 取得財産について②

（取得財産の譲渡）
第２０条の２ 甲は、第２０条第１項に規定する甲に帰属する取得財産及び甲が乙に 本委託業務
における使用を許諾した甲所有の財産（以下本条において「取得財産」 という。）を、委託業務の
完了後又は委託期間終了後（第９条に規定する継続申請に 基づき契約した場合は、その契約の

委託業務の完了後又は委託期間終了後。以下同じ。）、甲が提示する譲渡価格をもって乙に
譲渡し、乙はこれを譲り受けるものとする。
・・・
４ 譲渡価格は、取得価額から、取得価額に１００分の９０を乗じた額に１を法定耐 用年数で除した
値（小数点第四位以下切り上げ。ただし、平成１９年３月３１日以 前の取得財産については小数点
第四位以下切り捨て。）を乗じた額（以下「年償却 額」という。）に取得日から事業終了日までの期
間（以下「算定期間」という。）に おける通算経過年数を乗じて得られた額及び算定期間のうち１２
月に満たない月数（１月に満たない日数があるときは１月と算定する。以下「端数月数」という。）
を年償却額に乗じて１２で除した額（小数点以下四捨五入）を減算した額とする。 ただし、取得価
額に１００分の５を乗じた額を下回らない額とする。
【算定式】 譲渡価格＝取得価額－（年償却額×経過年数＋年償却額×端数月数÷１２）

≧取得価額×（５÷１００）
・・・

企業等の場合「業務委託契約標準契約書」 から
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【その他】 取得財産について③

大学等の場合「業務委託契約標準契約書」 から

（取得財産等の管理等）
第２０条 乙が委託業務を実施するために購入し、又は製造した取得財産（建物、構 築物、機械装
置、車両運搬具、工具、器具又は備品をいう。）の所有権は、乙が検収又は竣工の検査をした時

をもって乙に帰属するものとする。
２ 乙は、第１項に規定する乙に帰属する取得財産について、本契約が終了するまで取得財産を
善良な管理者の注意をもって管理するものとする。ただし、甲から貸与された甲が所有し、又は甲
が第三者から借用している財産（以下「貸与財産」という。）については、貸与された日から甲の指
示に基づき甲が指定する相手先に引き渡す日まで管理するものとする。
３ 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、標示票を貼付して管理しなければならな
い。

４ 乙は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認 を得た
場合は、この限りでない。
・・・
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今後のスケジュール

公募開始 ： 6月20日（水）

公募期間 ： 6月20日（水）～ 7月19日（木）正午
公募説明会 ： 6月29日(金) 川崎会場

審査期間 ： 7月下旬～8月中旬 （予定）

委託先決定 ： 8月下旬（予定）

公表 ： 8月下旬（予定）

契約 ： 10月頃（予定）

※ 本公募に関するお問合せは、 ai.comp@ml.nedo.go.jp へお願いします。

採択決定された事業者に対しては、開始に先立ち事業説明会、全体集合会議等を開催する予定です。
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提案書等作成にあたっての注意事項



24

提出書類（研究開発枠）

□ 提案書 13部 （正1部副12部）
※提案書は以下の別添1-1～4を指す。
□別添1-1 「提案書本体」 （提案書の表紙、要約版、本文）
□別添2 「研究開発成果の事業化計画書」
□別添3 「研究開発責任者候補及び主要研究員研究経歴書」
□別添4 「ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票」 （企業のみ対象）

□ 別添5 「提案書類受理票」 1部

□ 会社案内又はこれに準ずるもの （企業のみ対象） 1部

□ 直近3年分の事業報告書 （企業のみ対象） 1部

□ 直近3年分の財務諸表 （企業のみ対象） 13部

□ e-Rad 応募内容提案書 1部

□国外企業等との共同研究契約書（写）若しくは共同研究の意志を示す 1部
覚書（写） ＜該当する場合のみ＞

□ＮＥＤＯが提示した契約書（案）について疑義がある場合は、 2部
その内容を示す文書

契約、検査、事務処理関連の各種マニュアル：
ＮＥＤＯホームページを参照（http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/itaku-gyomu_index.html）



25

提出書類（探索型研究枠）

□ 提案書 13部 （正1部副12部）
※提案書は以下の別添1-1～4を指す。
□別添1-2 「提案書本体」 （提案書の表紙、要約版、本文）

□別添3 「研究開発責任者候補及び主要研究員研究経歴書」
□別添4 「ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票」 （企業のみ対象）

□ 別添5 「提案書類受理票」 1部

□ 会社案内又はこれに準ずるもの （企業のみ対象） 1部

□ 直近3年分の事業報告書 （企業のみ対象） 1部

□ 直近3年分の財務諸表 （企業のみ対象） 13部

□ e-Rad 応募内容提案書 1部

□国外企業等との共同研究契約書（写）若しくは共同研究の意志を示す 1部
覚書（写） ＜該当する場合のみ＞

□ＮＥＤＯが提示した契約書（案）について疑義がある場合は、 2部
その内容を示す文書

契約、検査、事務処理関連の各種マニュアル：
ＮＥＤＯホームページを参照（http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/itaku-gyomu_index.html）
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提出書類（共通）

• イタリック体（青字）で記載されている注意事項等をよく読んで記載してください。提出
時はイタリック体（青字）は削除してください。使用しない表も削除してください。

• 別添4 NEDO研究開発プロジェクトの実績調査票は、実施体制に含まれるすべての
実施者（再委託先、共同実施先を含む）のうち、企業の場合は必ず提出してください。
記載免除（過去15年間実施実績なし、同一年度に既に他の公募で提出済）の場合は、
チェックのみして提出してください。

1. 提案書

• 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を提出してください。
その他は不要です。

• 大学等の場合は提出は不要です。

2. 財務諸表

• 正本（1部）は片面印刷し、左上をダブルクリップ等で留めてください。
• 副本(12部）は両面印刷し、別添2, 3, 4, 財務諸表を合わせて、部単位にまとめてス
テープラー留めで作成してください。ファイルにとじる、製本等は行わないでください。

• 電子媒体(CD-R)には、提案書要約版、本文、研究開発成果の事業化計画はWordで、
提案書表紙は押印版をpdfで格納して提出してください。

3. 提出
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提案書等（別添1-1：提案書の様式）

■別添1-1：提案書の様式
「表紙」、「要約版」、「利害関係の確認について」、「本文」 について
提案書作成上の注意（P1）に従い、作成してください。

「表紙」
・提案する研究開発テーマ名を記入
・共同提案を行う場合、提案者の項目を複数併記
・代表者は企業の場合は、代表取締役社長としてください。

「要約版」
要約版は１枚以内にまとめてください。

「利害関係の確認について」
採択審査委員の選定段階で、ＮＥＤＯは利害関係者を排除すべく細心の注意を払ってい
ます。さらに採択審査委員本人にも事前に確認を求め、より公平・公正な審査の徹底を
図っています。利害関係（特に競合関係）を特定することが可能と考える技術的なポイント
及び具体的な利害関係者とお考えになる者（任意）を問題ない範囲で記載いただけますよ
うお願いいたします。

別添1-1 p.3～8
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提案書等（別添1-1：提案書の様式）

１．研究開発の内容及び目標
プロジェクトの研究開発計画に沿って、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。
提案する研究開発が解決しようとする社会課題に対し、提案する研究開発体制において
どう開発を進めていくのか、全体計画を記載して下さい。連名提案の場合は、全体計画の
中で各者の役割と関連性を記載して下さい。

２．実施体制
本研究開発を受託した時の実施体制について、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。

３．当該技術又は関連技術の研究開発実績
本研究開発の円滑な遂行に資する関連研究開発の実績及びその位置づけ等を、関連資
料を引用して記載し、説明してください。

別添1-1 p.9～
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提案書等（別添1-1：提案書の様式）

４．研究開発予算と研究員の年度展開及び予算の概算
何の研究開発項目をどのような手順で行い、どの程度の経費が必要であるか一覧表にまと
めて下さい。
再委託経費は全体の50%未満となります。再委託費・外注費については、必要性及び金額
の妥当性を精査してください（研究開発要素がある業務を外注することはできません）。
年度内の事業費用の総額が5億円を超える場合（探索型研究枠の場合は5千万円を超える
場合）、には、別欄にその根拠を記載してください。

５．類似の研究開発
現に実施あるいは応募している公的資金による類似の研究開発がある場合には、その制
度、研究開発テーマ及び内容を説明してください。

６．契約に関する合意
ＮＥＤＯより提示された契約書（案）に記載された条件に基づいて契約することに異存がない
ことを確認した上で提案書を提出してもらいます。疑義がある場合は、その疑義の内容を記
述した文書を作成のうえ、提案書に添付してください。

別添1-1 p.9～
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本プロジェクトの知財マネジメント基本方針

■NEDOプロジェクトにおける知
財マネジメント基本方針
１．知財マネジメント方針
✔日本版バイ・ドール規定の適用
✔知財マネジメントの実施体制の整備
（知財合意書/知財運営委員会）
✔合意書にて定める
・秘密保持
・ＦＩＰの帰属、実施
・知的財産権の実施許諾
・不実施補償
・ＦＩＰの移転先への義務の承継 等

２．未利用成果等の有効活用

✔バイドール調査の実施

※日本版バイ・ドール規定（産業技術力強化法第19条） → 原則、知財権は国プロ参加者に帰属
※ＦＩＰ：フォアグランドＩＰ

■知財運営委員会
・知財運営委員会運営規則

■知財合意書
・基本方針に従って各研究テーマ毎
に知財取扱の合意書を作成、参加
者間で合意する。
・基本方針に記載の無い項目
については参加者間で必要
に応じて定める。

※原則、契約までに合意書
を作成、NEDO確認
（合意書の雛形を用意します）
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本事業への申請は
・ 府省共通研究開発管理システム（e-Rad) による申請
・ ＮＥＤＯへの申請

の両方が必要です

e-Radシステムによる申請は事前に研究機関及び研究者の登録が
必要です。再委託先も含め、すべての機関での登録（研究機関、研究
者）が必要です。
海外の機関の場合は事前にNEDO担当者にご相談ください。
（事前登録に２週間程度必要です。早めの登録をお願いします）
※e-Radによる申請手続きを行わないと
本事業への申請ができませんので、充分留意してください

e-Radポータルサイト ＜http://www.e-rad.go.jp/＞

締切間際はe-Radが混雑するため、登録できない場合があります。時間
的余裕を十分取って手続きをしてください。

e-Radへの申請手続き
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e-Radへの申請手続き①

e-Rad
システム運用担当

申請者

e-Rad
システム

（１）
登録申請
（郵送）

（２）
電子証明書
（メール）

（３）
ログイン情報
通知書
（メール）

（５）
研究代表者ID
とパスワード

（７）
申請書
印刷

（４）
電子証明書
インポート

（６）
公募
申請書
作成
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e-Radへの申請手続き②

応募事業を間違えないように
ご注意ください。

【配分機関名】

国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構

注）e-Radシステムでは「独立行政法人」

と表示されています。

【公募名】

「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・

次世代コンピューティングの技術開発／【研

究開発項目②】次世代コンピューティング技

術の開発」に係る公募について
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データマネジメント①

平成３０年度よりデータマネジメントが開始されます。

•複数の事業者が参加するプロジェクトでは、プロジェクト内での研
究開発データの管理と共有化、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重要です。

•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プロジェクトです。
よって本プロジェクトも適用対象です。

参考:
経済産業省ホームページに背景やガイドライン等、詳細が公表されています。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171227001/20171227001.html
経済産業省ガイドライン

http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171227001/20171227001-1.pdf
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・「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」に内容
が記載されています。

（１） データ合意書の作成 （採択後～契約時）
データ管理体制の整備、秘密保持等

（２） データマネジメントプランの提出 （採択後～契約時）
（３） 取得データのメタデータ（索引情報）の提出 （プロジェクト実施中）

・経済産業省ガイドラインにデータ合意書の作成例が掲載されています。

・ＮＥＤＯホームページにデータマネジメントプランの届出書等の様式を掲
示しました。詳細はこちらをご覧ください。
http://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/other_CA_00003.html

また、採択後に別途説明会を予定しています。

データマネジメント②


