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研究開発テーマ：「鋼板と樹脂材料の革新的接合技術及び信頼性評価技術の開発」

（開会 １０：００）

1． NEDO担当者紹介

2． 事業概要・公募テーマについて

3． 公募要領・提案書に関する諸注意

4． データマネジメントについて

5． e-Radによる申請手続き・実績調査について

6． 質疑応答 １０：４０ ～

（終了 １１：００～１１：３０）

「革新的新構造材料等研究開発」公募説明会 進行予定

＜平成30年度新規事業＞
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今後の予定 等

・以降のお問い合わせ
１０月１０日（水）の１２時までFAXにてお受けいたします。
ただし、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。
（FAX番号は公募要領に記載されております）

・申請書・提案書の提出期限
１０月１１日（木）‘正午’必着です。郵送の場合は、時刻までに到着するよう
ご注意ください。また、提出書類が到着したかはFAXなどでご確認ください。

・公募期間延長について
本公募では、提出締切り時において、１組のみの応募であった場合、１０日
間、公募期間延長をします。延長のお知らせは、同日中にＮＥＤＯホーム
ページ中本公募のページに掲載致します。
（延長時には提案者へ個別にご連絡致します）

・採択審査委員会の予定
１１月１日（木）に有識者による採択審査委員会を実施する予定です。その
際に、ご提案内容のプレゼンテーションをお願い致します。
（詳細は提案者へ個別にご連絡致します）



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

2018/9/20

「革新的新構造材料等研究開発」
（研究対象の追加）に係る公募(2018年度)

研究開発テーマ

「鋼板と樹脂材料の革新的接合技術

及び信頼性評価技術の開発」
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本公募の元となる事業について

プロジェクト名：「革新的新構造材料等研究開発」
2013年度スタートの10年プロジェクト(2013年度は経済産業省の直執行)

目的： 輸送機器（自動車）の抜本的軽量化を行い、エネルギー消費、CO2
排出量削減及び、部素材/ユーザー産業の国際競争力強化

輸送機器の抜本的軽量化（半減）

構造材料の開発
鋼材、Al、Mg、Ti、CF、CFRP

マルチマテリアル設計技術開発
接合・接着

・高強度⇒材料使用量減らす。
・高延性⇒安く作る。
・信頼性⇒新しい材料を使ってもらう。
（疲労特性、不燃性、耐食性、耐衝撃性等）

・部位ごとの最適材料・形状設計
・同種/異種材料の、組合せに応じた

最適接合/接着手法提案

エネルギー消費、CO2排出量削減
部素材/ユーザー産業の国際競争力強化
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革新的材料開発

社会実装

技術開発
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接合・接着技術、マルチマテリアル設計技術

本公募の元となる事業における開発技術と社会実装先

鉄道 航空機

本田技研工業株式会社 HPより 九州旅客鉄道株式会社 HPより 日本航空株式会社 HPより 三菱重工業株式会社 HPより
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本公募の元となる事業の研究開発実施体制
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●国内年間ＣＯ２排出総量は約１２億トン。うち運輸部門は約１７％（約２億１０００万トン）を排出。
●自動車は運輸部門の８６％を占め、日本全体の１５％を排出している。

自動車の燃費改善技術は非常に社会的影響が大きい

本公募の元となる事業の背景

事業実施の背景
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輸送機器の燃費向上に向けた部素材開発の方向性

１．各部素材を適材適所に使うマルチマテリアル化による最適設計・
軽量化推進が国際的なトレンド。

２．部材の特性向上に加え、マルチマテリアル化に伴う異種部素材の
接合技術が重要に。

出典：国土交通省

自動車重量と燃費の関係

燃費向上には車体軽量化が有効

１００ｋｇの軽量化で１～１．６km/L
の燃費改善効果

車体重量[kg] 

燃費
[km/L]

輸送機器軽量化の効果とその手法
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研究開発テーマ：

「鋼板と樹脂材料の革新的接合技術及び信頼性評価技術の開発」

– 自動車の軽量化に資する、鋼板（超高強度鋼板等）と樹脂材料

（炭素繊維強化プラスチック等）の接合技術とその信頼性に関する

「接合性評価」「強度評価」等の研究開発を行う。

– 既存の研究開発テーマの軽量素材開発、異種材料接合・接着技

術開発、マルチマテリアル設計技術開発（CAE）とも連携して開発を

行う。

実施期間は、平成30 年度から平成34 年度までの5 年間ですが、当

初契約期間は平成30 年度から平成32 年度の3 年間。

平成30 年度の事業規模は0.5 億円以内、平成31 年度以降は0.9 億
円/年程度を予定。

（事業規模は、審査の結果及び政府予算の変更等により提案額から減額して委託
することがあります。）

本公募の事業内容
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以上
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公募要領について – 諸注意

公募要領だけでなく基本計画、実施方針の内容も
確認ください。

（略）

公募のページ
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公募要領について – 諸注意

（１）事業期間、事業規模（p2）
実施期間は5年間ですが、当初契約期間は3年間です。
総事業規模は、平成30年度予算＋平成31年度予算ｘ４を目安とし、必要な研究開発費を計
上して下さい。

（２）応募資格（p2）
公募要領に記載の応募資格を満たすこと。
既存の研究開発テーマおよびその実施者と連携して研究開発を実施できること。

（３）提出期限 （p2）
平成30年10月11日（木）正午 必着（郵送の場合は、FAX等で受領確認を行ってください）
※公募期間を延長する場合があります。NEDOホームページにてお知らせいたします。

（４）応募方法 （p3）
提案書及び添付する書類の提出部数に留意をお願いします。
応募資格を有しない者の提案書類及び不備がある提案書類は審査対象外となります。
提案書類受理票にレ点を入れて、ご確認をお願いします。
提案書類受理票には研究開発成果の事業化計画書の記載がありませんが、提案書の一部という
扱いですので忘れないでください。

NEDOの契約書（案）（業務委託契約標準契約書および本プロジェクトに適用される特別
約款）に合意することが採択の要件となります。
最新版の業務委託契約標準約款はNEDOのＨＰでご確認ください（公募のページにリンクがあります）。
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公募要領について – 諸注意

（５）審査について（p4 7.(1)(2)）
採択審査は、審査基準に基づいて、二段階で行います。
・採択審査委員会（外部有識者からなる委員会、採択決定後、メンバーは公表します）
採択審査委員に対してプレゼンテーション（２０分程度）を行っていただく予定です。

・契約・助成審査委員会（NEDO内部委員会）
委託事業者を決定します。

審査基準

既存の研究開発テーマおよびその実施者との連携が考慮されているかも審査項目です。.

（６）審査について 委託先の公表及び通知（p5 7.(3)）
附帯条件 を付すことがあります。

・採択に当たって条件（提案した再委託は認めない、他の機関との共同研究とすること、再委託研究と
しての参加とすること、 NEDO負担率の変更等）を付す場合があります。
なお、契約書に添付する実施計画書を作成する際に、附帯条件を反映する必要があることにご留意
ください。附帯条件が反映されていないとNEDOが判断する場合は、採択を取り消す場合もあります
のでご注意ください。

（７）本プロジェクトにおける知財マネジメント基本方針（p7 8.(8)、別添6）
原則契約締結までに、知財マネジメント基本方針の3.に沿った内容で知財合意書を作成いただきます。
また、知財マネジメントの適切な実施のため、知財運営委員会を設置いただきます（3.(1)）。
合併や分割、親会社・子会社間でのＩＰの移転もＮＥＤＯの事前承認の対象となります（2.(3)）。
不実施機関のＩＰの保有（3.(6)）、及び不実施補償の取扱い（3.(7)）に関して、「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）」から変更しています。
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公募要領について – 諸注意

（８）データマネジメントについて（p7 8.(9)、別添7）
本事業はデータマネジメントに係る基本方針を適用します。.
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（１）必要部数

１０部（正１部、副９部）を提出してください。

下中央にページを入れてください。

（２）表紙

研究開発テーマ
提案を行う研究開発テーマ名を記載して下さい。

提案者
共同提案を行う場合は、併記してください。e-Radにおける研究機関コードを記載して下さい。

（３）要約版

１枚以内にまとめてください。

研究期間及び予算規模は公募要領を参照してください。

提案書について – 諸注意
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（４）本文

研究開発プロジェクト名の下に、提案する研究開発テーマ名を記載して下さい。

研究開発成果の実用化・事業化の見込みを「研究開発成果の事業化計画書」（別添２）に
記載して提出してください（提案書の一部です）。

研究開発予算と研究員の年度展開
（ ）内に記載する人数は人役・工数（人・年）で記載して下さい。

予算の概算
うちＮＥＤＯ負担は１／１（全額ＮＥＤＯ負担）で記載して下さい。

提案書について – 諸注意
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毎年度の外部有識者による技術検討委員会等での評価により、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。

ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票（別添４）
対象：今回公募する研究開発テーマに係る企業。企業ごとに作成。
ＮＥＤＯに直接提出しても構いません。

提案書類受理票
提案する研究開発テーマ名を記載して下さい。

その他– 諸注意
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今後のスケジュール

平成30年
10月10日：本事業に関する問い合わせ締切り

（FAXのみ、12時まで）

10月11日：公募締切り予定（公募書類は１２時までに必着）
（場合によっては、10日間延長）

11月初旬：採択審査委員会開催予定（11月1日予定）
提案書に対する事前質問に対応をお願いします。

11月中旬：契約・助成委員会開催予定

11月下旬：委託先決定予定

平成31年
1月ころ：契約締結（知財合意書、データ合意書の作成終了）



データマネジメント

平成３０年度よりデータマネジメントが開始されました。

・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。
本プロジェクトも適用対象です。
・目的等の詳細は下記をご覧ください。

経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171227001/20171227001.html

NEDO データマネジメントに係る基本方針
今回の公募案内をご覧ください



・採択後の作業
１．データ合意書の作成 （採択後～契約時）
２．データマネジメント実施体制の整備
３．データマネジメントプランの提出 （採択後～契約時）
４．取得データのメタデータ（索引情報）の提出 （プロジェクト中～）

・ＮＥＤＯホームページに合意書のひな形、データマネジメントプランの
様式等を掲示しました。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、採択後の説明会で別途説明することを予定しています。
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データマネジメント


