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担当者紹介

ＮＥＤＯ ＩｏＴ推進部

中山主査（PM）
大橋主査
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プロジェクト概要
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詳細は「基本計画」をご参照ください

プロジェクトの規模

プロジェクト名： 超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム
技術開発プロジェクト

研究開発の目的

【平成３０～３３年度 実施内容】
① 光エレクトロニクス実装基盤技術の開発

(ii) 革新的デバイス技術

＜ポイント＞ 光電子集積サーバの高性能化を可能とする各種要素技術の非連続
的な高速化・低消費電力化・小型化・低コスト化などの高性能化をもたらす挑戦性
の高い技術の研究開発

② 光エレクトロニクス実装システム化技術の開発
(i) システム化技術

(e) 光電子集積インターポーザのデバイス・実装技術開発
(f) 光電子集積インターポーザのシステム化技術開発

(ii) 国際標準化

＜ポイント＞ 光電子集積インターポーザの実現に必要な以下の技術の開発
・光素子を小型化、高速化、低消費電力化するための技術
・光信号の多重化及び多値化技術
・異種導波路を接続する技術や高集積コネクタ技術
・情報処理装置や情報通信機器及びそのシステムに適用するための技術
上記開発に加え、諸外国の開発動向を分析して国際標準化の推進

・クラウドコンピューティングの進展によって、データセンタ等での情報処理量が増

大し、それに伴う電力消費量も今後急増することが予想されています。このため、

ＩＴ機器等の高速化と低消費電力化を両立できる技術の実現が望まれています。

・本プロジェクトでは、ＩＴ機器の省電力化・高速化・小型化を目的に、省電力かつ高

速な光通信で電子素子間等を通信する集積光回路技術と電子回路技術が融合し

た新たな光エレクトロニクス技術を実現するための基盤技術を開発します。

・事業費総額 ２１５億円（予定）

・NEDO予算総額 ２１５億円（予定）

・実施期間 平成２４ ～ ３３年度（１０年間）

研究開発の内容

成果適用のイメージ

作成：平成３０年１月

平成３０年度実施プロジェクト概要



基本計画３．研究開発の実施期間と経緯

H24
2012

H25
2013

H26
2014

H27
2015

H28
2016

H29
2017

H30
2018

H31
2019

H32
2020

H33
2021

研究開発項目①
光エレクトロニクス実装
基盤技術の開発

研究開発項目②
光エレクトロニクス実装
システム化技術の開発

評価時期
中間
評価

中間
評価

中間
評価

事後
評価
（H34）

（ⅰ）実装基盤技術（光Ｉ／Ｏコア）

（ⅱ）革新デバイス技術

（ⅰ）システム化技術（光Ｉ／Ｏコア）

（ⅱ）国際標準化

（光電子集積インターポーザ）

(抜粋・まとめ）
事業期間として平成２４（2012）年度から平成３３（2021）年度（１０年間）を予定し、
６年間の実施者を公募した。
平成２９（2017）年度の中間評価において、プロジェクトの活動・成果が評価され、
それを踏まえ当初計画された計１０年間の事業として実施する。
以上の経緯と平成２９（2017）年度までの研究開発の成果を踏まえ、基本計画の
一部を見直して平成３３（2021）年度まで４年間の研究開発を継続する。
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公募関連資料
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公募関連資料

◆ 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3資料を指す）

－別添1：提案書作成上の注意、表紙、要約版、利害関係の確認書、本文（Word）

－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の研究経歴書の記入について

◆ 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：契約に係る情報の公表について

◆ 別添7：NEDOプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針

◆ 参考資料1：追跡調査・評価の概要

この公募に関連する情報は、NEDOのホームページから確認することができます。
公募について：http://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100040.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
各種マニュアル等：http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/itaku-gyomu_index.html
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公募要領
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公募要領２．事業概要 （1/3）

（１）事業の背景・目的

（４）事業期間
• プロジェクト全体の期間：

平成２４（2012）年度～平成３３（2021）年度の１０年間
• 本公募における業務委託期間

平成３０（2018）年度～平成３３（2021）年度 の４年間

• クラウドコンピューティングの進展によって、データセンタ等での情
報処理量が増大し、それに伴う電力消費量も今後急増することが
予想されています。このため、ＩＴ機器等の高速化と低消費電力化
を両立できる技術の実現が望まれています。

• 本プロジェクトでは、IT機器の省電力化・高速化・小型化を目的に、
省電力かつ高速な光通信で電子素子間等を通信する集積光回路
技術と電子回路技術が融合した新たな光エレクトロニクス技術を実
現するための基盤技術を開発します。
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（３）事業内容
研究開発項目① 光エレクトロニクス実装基盤技術の開発
（ⅱ）革新的デバイス技術のうち、

・革新的光源・光検出器技術
・革新的光変調器技術
・革新的光配線技術
・革新的光エレクトロニクス回路技術

研究開発項目② 光エレクトロニクス実装システム化技術の開発
（ⅰ） システム化技術
（e） 光電子集積インターポーザのデバイス・実装技術開発
（ｆ） 光電子集積インターポーザのシステム化技術開発

（ｆ－１）情報処理システム化技術
（ｆ－２）情報通信システム化技術

（ⅱ）国際標準化

必要に応じて調査、成果普及活動等を行うものとする。

公募要領２．事業概要 （2/3）
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（５）事業規模：
平成３０年度事業費 約 １、２８０百万円
事業総額（４年間 約 ５、１００百万円の予定）

（事業規模は、政府の方針あるいは予算の変更、市場や技術開発の
動向、本事業の進捗・成果等により変動する場合がある。）

公募要領２．事業概要 （3/3）
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公募要領３．応募要件 （1/2）

応募資格のある法人は、次の(1)～(7)までの条件、「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とします。

（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を有し、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。
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公募要領３．応募要件 （2/2）
（４）企業等が単独でプロジェクトに応募する場合は、当該プロジェクト

の研究開発成果の実用化・事業化計画の立案とその実現につい
て十分な能力を有していること。

（５）研究組合、公益法人等が代表して応募する場合は、参画する各
企業等が当該プロジェクトの研究開発成果の実用化・事業化計画
の立案とその実現について十分な能力を有するとともに、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）当該プロジェクトの全部又は一部を複数の企業等が共同して実
施する場合は、各企業等が当該プロジェクトの研究開発成果の実
用化・事業化計画の立案とその実現について十分な能力を有して
おり、各企業等間の責任と役割が明確化されていること。

（７）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場合は、国外企業等との連携により実施す
ることができる。
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公募要領４．提出期限、提出先

• 本公募要領に従って提案書１１部（正１部、副１０部）を作成し、郵送又は持参にて御提
出ください。FAX又は電子メールによる提出は受け付けません。

• 提出期限： 平成３０年３月６日（火）正午必着
• 応募状況等により、公募期間を延長する場合があります。公募期間を延長する場
合は、ウェブサイトにてお知らせいたします。

• メール配信サービスに御登録いただきますと、ウェブサイトに掲載された最新の公
募情報に関するお知らせを随時メールにてお送りいたします。
http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html

• 提出先：
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構IoT推進部 中山・大橋 宛
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー19階

※郵送の場合は封筒に『「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開
発」に係る提案書在中』と朱書きのこと。
※持参の場合はミューザ川崎16階の「総合案内」の受付の指示に従うこと。
※e-Rad上の登録が期限に間に合わない場合、必ず事前にＮＥＤＯ担当部に相談する
こと。
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公募要領５．応募方法

（１）提案書の作成に当たって
・ 提案書は日本語で作成してください。
・ 別添１、２、３に沿って作成し、別添５に従い１１部提出して下さい。
・ 研究開発項目①と②の全体提案を原則としますが、研究開発①（ⅱ）の小項目

の単独、研究開発②(i)の小項目の単独、あるいは複数の部分提案も受け付け
ます。

（２）提案書に添付する書類
・ 別添５を参照ください。
（３）提案書の受理及び提案書に不備があった場合
・ 応募資格を有しない者の提案書又は不備がある提案書は受理できません。
・ 別添５の「提案書類受理票」に会社名等御記入の上、送付（持参）してください。
・ 提出された提案書等は返却しません。
・ 提案書に不備があり、提出期限までに修正できない場合は、提案を無効とさせ

ていただきます。その場合は書類を返却します。
（４）府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への登録
• 応募に際し、併せてe-Radへ応募内容提案書を申請することが必要です。
• e-Radポータルサイト http://www.e-rad.go.jp/

※事前登録に２週間程度必要です。
※ 2/24（土）～27（火）の間、サービス一時停止期間が設定されています。
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公募要領６．秘密の保持

提案書は本研究開発の実施者選定にのみ用い、ＮＥＤＯで厳重に
管理します。

取得した個人情報は研究開発の実施体制の審査に利用しますが、
特定の個人を識別しない状態に加工した統計資料等に利用すること
があります。御提供いただいた個人情報は、上記の目的以外で利用
することはありません。（法令等により提供を求められた場合を除きま
す。）

なお、e-Radに登録された各情報（プロジェクト名、応募件名、研究
者名、所属研究機関名、予算額及び実施期間）及びこれらを集約した
情報は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平
成13年法律第140号）第5条第1号イに定める「公にすることが予定さ
れている情報」として取り扱われます。
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公募要領７．委託先の選定 (1)審査の方法

外部有識者による「採択審査委員会」 とＮＥＤＯ内の「契約・助成審査
委員会」の二段階で審査します。

採択審査委員会では、提案に対するヒアリング審査を実施する予定
です。提案者は、提案内容を簡潔に説明し、また採択審査委員の質
疑に対して回答してください。

契約・助成審査委員会では、採択審査委員会の結果を踏まえ、ＮＥＤ
Ｏが定める基準等に基づき最終的に実施者を決定します。必要に応
じてヒアリング審査や資料の追加等をお願いする場合があります。

※なお、委託先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関
する問い合わせには応じられませんのであらかじめ御了承ください。
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公募要領７．委託先の選定 (2)採択審査の基準（1/2）

i. 事業者の評価
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、知財管理、コンプライアンス遵守、他）。

3. 複数の実施者が参加する場合、各提案者が相互補完的に分担する
関係を有しているか。

ii. 実用化・事業化の評価
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。
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公募要領７．委託先の選定 (2)採択審査の基準（2/2）

iii. 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. 提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。

5. 平成２９年度までの研究開発の経緯及び成果を理解し、実施者に
対して不利益を発生させないよう配慮しているか。

iv. 総合評価
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公募要領７．委託先の選定 (2)契約助成委員会の選考基準（1/2）

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. 当該開発等の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が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。
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公募要領７．委託先の選定 (2)契約助成委員会の選考基準（2/2）

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体制等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。
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公募要領７．委託先の選定 (3)委託先の公表及び通知

a. 採択結果の公表等
採択した案件（実施者名、事業概要）はＮＥＤＯのウェブサイト等で
公開します。不採択とした案件については、その旨を不採択とした理
由とともに提案者へ通知します。

b. 採択審査員の氏名の公表について
採択審査員の氏名は、採択案件の公開時に公開します。

c. 附帯条件
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。
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公募要領７．スケジュール

平成３０年
２月 ５日： 公募開始
２月１４日： 公募説明会 NEDO本部（川崎）
３月 ６日正午： 提出期限
３月中旬（予定）： 採択審査委員会（外部有識者による審査）

（3/6午後以降に開催日を応募者に通知）
３月下旬（予定）： 契約・助成審査委員会（NEDO内の審査）
３月下～４月（予定）： 委託先決定
４月（予定）： 公表（プレスリリース）
４～５月ごろ（予定）： 契約
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公募要領８．留意事項 （1/3）

（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。
• 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）研究開発計画の見直しや中止

政府の方針や予算の変更、市場や技術開発の動向、本事業の進捗

や成果等、あるいはステージゲート方式の採用等により、研究開発の

途中段階で研究開発計画や実施内容の見直しや中止、あるいは契約

形態を変更する場合があります。

（６）NEDO研究開発プロジェクトの実績調査票の記入（別添４）
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公募要領８．留意事項 （2/3）

（７）追跡調査・評価
研究開発終了後、本研究成果についての追跡調査・評価に御協力い
ただく場合があります。追跡調査・評価については、添付の参考資料1
「追跡調査・評価の概要」を御覧ください。

（８）知財マネジメント
本プロジェクトは、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）を適用します。詳細は、別添7を御覧ください。

（９）標準化への対応
市場や技術の特性や、戦略・ビジネスモデルに合致すれば、技術開発
成果のＩＳＯ・ＩＥＣ等の国際標準化を積極的に取り組んで頂きます。

（１０）「国民との科学・技術対話」への対応
研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する活
動に関する直接経費の計上が可能です。本活動に係る支出の可否は、
研究活動自体への影響等も勘案して判断します。
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公募要領８．留意事項 （3/3）
（１１）公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応
研究費の全部又は一部の返還、最大10年間の応募制限等

（１２）研究活動の不正行為への対応
研究費の全部又は一部の返還、最大10年間の応募制限等
告発窓口：http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html

（１３）国立研究開発法人の契約に係る情報の公表（別添６）

（１４）安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処）
外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」）で規制されている貨物や
技術を輸出（提供）しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許
可を受ける必要があります。

（１５）検査及び報告の徴収について
契約約款で示す「検査及び報告の徴収」のほかに、新たに条件を付加
する場合があります。

26

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html


提案書等の作成
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提案書作成上の注意

1. 提案書は、記載例に従って記入してください
2. 用紙は、Ａ４版を利用し、左とじにしてください。
3. 提案書は、１１部（正１部、副１０部）を提出してください。
4. 提案書の下中央にページ番号を入れてください。
5. 各部は、左上をダブルクリップ等容易にはずれない方法で留め
てください。ステープラー留め、製本は行わないでください。

6. 青字で記載されている注意事項等を熟読してください。
7. 両面コピーは行わないでください。
8. 項目は、削除・追加しないでください（青字で書かれている注意
事項等は削除してください）。
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提案書 別添１：項目

 「表紙」
• 部分提案を行う場合のみ研究開発テーマ名を記入してください。
• 共同提案を行う場合、提案者の項目を併記してください。

 「要約版」
• 要約版の表はＡ４サイズ１枚にまとめてください。
• 研究開発概要、研究体制、期間及び予算規模の概要を説明する
Ａ４サイズ資料（図表等、計3枚以内）を添付してください。

 「利害関係の確認書」
• 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。

• 採択審査委員に事前に提供し、自らが利害関係者に当たるかどう
か判断を促すための情報を記載してください。

• 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を、問題
ない範囲で記載してください。

別添1 p.1～4
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提案書 別添１：本文
「本文」
1. 研究開発の内容及び目標

プロジェクトの基本計画に沿って、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。

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。

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。

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）、業務委託契約約款及び知財方針（別添7）
等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
提案書を提出していただきます。

別添1 p.5～16
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提案書 別添１：研究開発の内容および目標 （1/2）

１．研究開発の内容及び目標
１－１．研究開発の内容
「○○○○○の研究開発（△△△△△の研究開発）」 （○○株式会社）
基本計画、実施方針等に沿って、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。再委託先又は共同実施先の実施内容があれば、それぞれの役割分担を明確に説
明してください。
また、当該委託業務の全部又は一部について、技術研究組合等が代表して応募する
場合、参画する各企業等及び組合等のそれぞれの役割分担を明確に記載してください。

平成２９年度までに当プロジェクトで開発させた技術・成果とのつながりを示す場合は、
下記に示す平成２９年度中間評価時の説明資料または事業原簿の参照ページを記載く
ださい。
• 平成２９年度中間評価分科会 資料5 プロジェクトの概要説明資料（公開）http://ww

w.nedo.go.jp/content/100870403.pdf
• 平成２９年度中間評価分科会 資料7 事業原簿（公開）http://www.nedo.go.jp/conten

t/100870404.pdf

別添１ p.5～6
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提案書 別添１：研究開発の内容および目標 （2/2）

１－２．研究開発の目標
平成○○年度の中間目標（性能、定量的な検討件数等）及び平成○○年度の最終目
標（性能、定量的な検討件数等）を具体的に記入してください。

１－３．研究開発成果の実用化・事業化の見込み
研究開発成果が産業へ及ぼす波及効果、研究開発成果を実用化・事業化する計画、
実用化・事業化時期、提案者の実用化・事業化能力等につき、「研究開発成果の事業
化計画書」（別添２）に記載してください。

１－４．我が国の国民生活、経済、産業等への波及効果（略）
本プロジェクトの実施及び社会実装により、国民の利便性向上、雇用、輸出入、国内生
産の促進等、我が国の国民生活、経済、産業等への貢献について、背景となる状況説
明や数値データを含め、できるだけ具体的・定量的に説明してください。

別添１ p.5～6
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提案書 別添１：実施体制

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、次のような図にまとめてください。
共同提案者や再委託先を含めて役割が
分かるよう記入ください。

２－１． 研究開発責任者
２－２． 管理者

• 業務管理責任者
• 経理責任差
• 知財マネジメントの実施
体制の整備に係る責任者

２－３． 実施体制図
２－４． 実施場所

（参考） NEDOが指定する者をプロジェクトリーダーと
して研究開発を実施する。（平成３０年度実施方針）

別添１ p.6～9
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提案書 別添１：研究開発実績
別添１ p.9

３．当該技術又は関連技術の研究開発実績

３－１．当該提案に有用な研究開発実績
本研究開発若しくは本研究開発の円滑な遂行に資する研究開発の
実績（研究発表等を引用）及びその位置づけを説明してください。
携わる全ての研究機関（共同実施先及び再委託先を含む。）を対象
に、上記を説明してください。

３－２．当該提案に使用する予定の現有設備・装置等の保有状況
本研究開発を進めるに当たって必要と考えられる主な設備の中で、
応募者が保有する設備状況とその用途を記載してください。
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提案書 別添１：予算・研究員・年度展開・予算概算

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
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、その年度に投入される研究員の人数をまとめてください。

各開発項目における
年度予算と研究員数

別添１ p.9

単位：百万円
（ ）内は人数
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提案書 別添１：予算・研究員・年度展開・予算概算

４－２．予算の概算（総括表）
研究開発に必要な経費の概算額を総括してください。

研究開発に必要な経費の概算額を研究開発テーマごとに、業務委託費積算基準に定める経費項目に従って記載して下さい。
（積算基準： http://www.nedo.go.jp/content/100862497.pdf 参照）、（国研： http://www.nedo.go.jp/content/100862510.pdf 参照）
（ 大学等： http://www.nedo.go.jp/content/100779498.pdf 参照）

別添１ p.11～15

・総括表
・委託先／研究分担先／分室総括表
・再委託先／共同実施先総括表
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提案書 別添１：類似の研究開発

5. 類似の研究開発

5-1. 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
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。

5-2. 現に実施している自己資金による類似の研究開発
本研究開発を受託した後も並行して類似の自社研究を続ける場合に

は、その研究概要、目標（性能等）を明らかにしてください。また、受託
を希望している研究と類似する自社研究を明確に区別できることを説
明してください。
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提案書 別添１： 契約に関する合意

６．契約に関する合意

「○○ ○○（代表者氏名）」は、本研究開発テーマ「○○○○○の研
究開発」の実施に際して、NEDOより提示された契約書（案）、業務委託
契約約款及びＮＥＤＯプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針に
異存がないことを確認した上で提案書を提出します。

また、業務の実施においては、ＮＥＤＯが提示する事務処理マニュアル
に基づいて行います。

会社、法人としての代表者の氏名を記載ください。

連名提案の場合は、『「○○ ○○（代表者氏名）」、「○○ ○○（代表
者氏名）」及び「○○ ○○（代表者氏名）」は、』として、連名提案者全
ての代表者からの合意を得てください。

別添１ p.16
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提案書 別添２：研究開発成果の事業化計画書
プロジェクト期間終了後5年間までの実用化・事業化を目指し実施する
開発計画、投資計画、実用化・事業化能力等を記載してください。
（共同提案の場合、事業者ごとに記述してください。）

1. 実用化・事業化を行う製品・サービス等の概要
（１） 内容
（２） 用途（販売予定先）

2. 実用化・事業化への取組
（１） 実用化・事業化に向けた計画等
（２） 実用化・事業化を考えるに至った経緯（動機）
（３） 事業として成功すると考える理由
（４） 実用化・事業化計画に対する申請者内におけるコミットメント
の状況
（５） 実用化・事業化のスケジュール

3. 市場の動向・競争力
（１） 市場規模（現状と将来見通し）／産業・市場創出効果

39



提案書 別添３：研究開発責任者・主要研究員の研究経歴書
研究開発等実施体制の審査のために利用します。
全体提案の場合には、研究開発責任者について研究開発責任者候補研究経歴書（様
式1）を記入し提出ください。
本事業に関係する主要研究員について、主要研究員研究経歴書（様式2）を記入し提出
ください。
主要研究員とは、提案する事業の各研究開発項目の責任者、及び統括責任者となる登録研究員

を指す。

府省共通研究開発管理システム(e-Rad）に登録された研究機関コードと研究者番号が必要です。
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知財の運営・管理
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別添７： 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
✔委託契約書において定める事項
・日本版バイ・ドール規定の適用
・バイ・ドール調査の実施

✔PJ参加者間の合意書で定める事項
・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）
・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
✔未利用成果等の活用促進

※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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提出書類
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提出書類 別添5

□提案書 11部 （正1部 副10部）
※提案書は以下の別添1～3を指す。

□別添1 「提案書本体」 （表紙、要約版、利害関係確認書、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」 11部
□別添5 「提案書類受理票」 1部
□提案書の[要約版]及び概要説明資料の電子データ（CD-R等） 1部
□会社案内または学校案内 1部
□直近3年分の事業報告書 11部
□直近3年分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書） 11部
□e-Rad 応募内容提案書 11部
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その他
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その他

＜問合せ先＞
本事業の内容及び契約に関する質問等は公募説明会で受け付け
ます。 それ以降の問合せは、2月14日(水）から3月6日(火) までの
間に限り、下記宛にFAXにて受け付けます。
ただし、審査の経過等に関する問合せには応じられません。
現在の実施者に直接問い合わせをしないでください。

• 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 IoT
推進部 中山・大橋 宛 FAX: ０４４－５２０－５２１２
（注：停電のためFAX受信不可 2/17 14：00 ～ 2/18 20：00予定）

• 電子メールによる問合せも受付けます。アドレスは下記の通りで
す。
iot-hikari@ml.nedo.go.jp
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以上
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