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平成３０年度
エネルギー・環境新技術先導プログラム

【略称：エネ環】



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

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

技術シーズ発掘

エネルギー・環境新
技術先導プログラム
【エネ環】、他

（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【エネ環】の位置づけ



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ ⅲ ）その他 技術シーズの発掘

[事業概念図]
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エネ環先導プログラム（F/S段階） 国家プロジェクト段階 実用化開発段階

・国プロ化への予備的研究
・国プロ化検討
・外部発信、知財戦略等

○革新性・独創性、インパクトの大きいテーマ、ハイリスク・ハイリターンが期待できるテーマ
○省エネ・新エネ・ CO2削減等のエネルギー・環境分野の研究開発
○規模：原則1年以内（最大2年間）、1億円程度以内/年（100%委託）

* 産学連携の例外
大学等のみによる小規模実
施（1年以内、2千万円上
限）。

将来の国家プロジェクトになり得る革新的な技術シーズの発掘

エネルギー・環境新技術先導プログラムの概要

我が国がエネルギー・環境分野の中長期的な課題を解決していくため、原則2030年以降の実用化を見据えた
技術シーズ、特に既存技術の延長とは異なる飛躍的なエネルギー効率の向上や低炭素社会の実現に資する
有望な技術の原石を発掘し、将来の国家プロジェクトに繋げていくことを目指す。

具体的には、先導研究で解決すべき技術課題・技術シーズについて広く情報収集（ＲＦＩ：Request for Information）
を行い、先導研究における研究開発課題を予め設定した上で、優れた研究開発テーマを公募。革新性・独創性
があり、将来的な波及効果が期待できる研究開発テーマを選定し、主に産学連携体制にて先導研究として実施。

また、関連する研究開発テーマを束ね、一体的に推進する枠組みとしてプログラム（研究開発領域）を設定し、
プログラムマネージャーを配置して研究開発テーマの指導・助言等を行う。
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【エネ環】が重視しているもの

◆ プログラムの目標

エネルギー・環境分野の中長期的な課題を解決するため、
原則２０３０年以降の実用化を見据えた革新的な技術・
システムの先導研究を実施

当該技術・システムの将来の国家プロジェクト等への道
筋を付与

◆ 提案の検討基準

・公募目的及び研究開発課題との整合性

・研究開発テーマの革新性・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



5

平成３０年度【エネ環】公募において留意すべき点

◆ 今回公募対象となる研究開発テーマ
ＮＥＤＯは、今後、解決すべき課題とその解決手法等について、

情報提供依頼（ＲＦＩ）を行い、これら提供された情報等を踏まえ、
優先して先導研究で実施すべき２０の研究開発課題（※）を設定。

※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。

◆ 先導研究の実施体制
先導研究の実施体制は産学連携としています。例外として、

大学等のみによる実施体制の提案も可能。

※上記例外は、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組みが行
われていることが前提。



対象者 企業、大学等による産学連携体制
大学等のみ

（産学連携体制の例外※）

事業形態 委託（NEDO100％負担）

１テーマの規模 １億円程度以内／年・件 2千万円以内／件

１テーマの事業期間 原則1年（12か月）以内（最長2年） 1年（12か月）以内

対象技術分野 エネルギー・環境分野（研究開発課題を設定）

※：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ことを
前提とします。

平成26年度 予算 ：20.0億円 採択テーマ36件／応募172件（4.7倍）

平成27年度 予算 ：31.4億円
◆第1回公募（7/29~  8/31） 採択テーマ10件／応募53件（5.3倍）
◆第2回公募（9/25~10/26） 採択テーマ20件／応募73件（3.6倍）

平成28年度 予算 ：21.5億円 採択テーマ12件／応募52件（4.3倍）

平成29年度 予算 ：26.0億円 採択テーマ32件／応募110件（3.4倍）

平成30年度
予算 ：32.0億円

（要求時）
(公募課題20件)

（１）先導研究規模・期間等

（２）事業実績（平成29年度までに全１１０件採択）

【エネ環】の事業規模等
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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

⇒ 以下、留意点をご説明します

平成３０年度【エネ環】公募要領

目 次



１-１. 事業目的 １-２. 事業目標

◆ 既存技術の延長とは異なる、
飛躍的なエネルギー効率の向上や
低炭素社会の実現（2050年温室効果ガス半減等）
に資する有望な技術シーズの発掘（ＦＳ研究）
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２０３０年以降の実用化
を見据えた革新的な技術・
システムに関する研究開発

技術ロードマップ
塗り替える飛び道具
（新技術）作り

◆将来創出された有望な技術・システムについて国家
プロジェクトへの道筋をつけることが目標

公募要領 ２頁
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（１）先導研究は、国家プロジェクトの本格的な研
究開発に着手するために必要な予備的研究
（原理・機構の解明、材料探索、システム成立性検証等）

（２）研究開発テーマは革新性及び独創性が高いもの
で研究開発成功時にインパクトのあるもの。

（３）研究開発実施体制は原則、企業及び大学等で構成
する産学連携。

（４）国家プロジェクト化に向けた検討
（目的、開発目標、技術課題、方法論、実施体制、開発スケジュール、
市場、ビジネスモデル等）

（５）プログラムマネージャー、経産省担当課・ＮＥ
ＤＯ担当事業部等との連携
（委員会等へのオブザーバ参加等）

１-３. 事業内容 公募要領 ２頁
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◆ 公募対象テーマ

別添１(17-１8頁)の研究開発課題に該当する革新的・
独創的かつインパクトの高い研究開発テーマを募

集します。

ハイリスクであるが、コストの大幅な引下げや
飛躍的なエネルギー効率の向上を達成する、
game-changing な技術・システムの提案を期待

ＮＥＤＯにおいて現在実施中又は実施予定の研究開発
プロジェクトと同一又は類似のテーマ、研究内容につ
いては採択されないことがあります

公募要領 2・17・18頁１-３（１）対象となる研究開発テーマ
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課題番号 研究開発課題

Ａ．エネルギー変換・貯蔵システム領域

Ａ-１ テラワットPV社会を牽引する低コスト・長寿命・高効率な多接合化太陽電池の開発

Ａ-２ 高効率・高出力密度を達成する革新的な燃料電池の技術開発

Ａ-３
ニッケル水素蓄電池の原理を基に高い安全性を備え、リチウムイオン電池並の高いエネルギー密
度を達成する革新的蓄電池の開発

Ａ-４
高濃度電解液を適用し、現行リチウムイオン同等以上のエネルギー密度を有しながら、超高出入
力、超高耐久性を実現する革新的蓄電池の開発

Ｂ．革新生産プロセス領域

Ｂ-１ 生産活動により排出される反応性窒素の有用物質への転換に資する技術開発

Ｂ-２ 発熱反応と吸熱反応を組み合わせたCO2を原料利用する革新的基礎化学品製造技術

Ｂ-３ 天然ガスを活用した水素・化学品の革新製造プロセスの開発

Ｂ-４ 化学品製造プロセスにおける有機溶剤回収の革新的膜分離技術

公募要領 １７頁

公募の対象となる研究開発課題一覧表 （公募要領 別添１参照）

今回の公募では、下記に示した研究開発課題を設定しています。

全２０課題

１-３（１）対象となる研究開発テーマ



12

公募の対象となる研究開発課題一覧表 （公募要領 別添１参照）

公募要領 １７・１８頁１-３（１）対象となる研究開発テーマ

全２０課題

課題番号 研究開発課題名

Ｃ．次世代革新材料領域

Ｃ-１ 高い磁気熱量効果と安定性に優れた高性能磁気冷凍材料の創製

Ｃ-２ 広帯域の電波吸収材料の軽量化に関する開発

Ｃ-３ 超高強度鋼材の材料創製における熱制御に係る省エネプロセスの開発

Ｃ-４ ナノ炭素材料を用いた革新的な次世代超軽量・高強度部材の開発

Ｃ-５ レーザー光源デバイスの小型大出力化に寄与する革新的蛍光体の開発

Ｄ．先進機械システム・電源システム領域

Ｄ-１ 微細化に寄与する革新的半導体製造装置技術

Ｄ-２
海運、空運分野における大型輸送機の革新的ハイブリットエンジン及び電化技術に関するシステム開
発（燃料電池を除く）

Ｄ-３ 直流電源の普及を見据えた高効率電力変換制御装置の開発及び直流電源利用システムの開発
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公募の対象となる研究開発課題一覧表 （公募要領 別添１参照）

公募要領 １８頁１-３（１）対象となる研究開発テーマ

全２０課題

課題番号 研究開発課題名

Ｅ．熱利用・プロセスシミュレーション・計測機器領域

Ｅ-１ 革新的な熱伝達制御及び境界面設計技術開発

Ｅ-２ 産業排熱の有効活用を実現する革新的熱制御機器の技術開発

Ｅ-３ エネルギー機器開発に向けた極限条件対応計測技術開発

Ｅ-４ 積層造形プロセスに応用可能なリアルタイムＣＡＥの開発
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A-1 テラワットPV社会を牽引する低コスト・長寿命・高効率な多接合化太陽電池の開発

例示
・高効率、長寿命、かつ安価なプロセスで形成が可能なCIS（Cu-In-Se化合物）系薄膜材料を
用いたトップセル形成技術の開発

A-2 高効率・高出力密度を達成する革新的な燃料電池の技術開発

例示 ・120℃、0.85Vの作動条件に耐えうるPEFC用電極触媒及び電解質材料等に関する技術開発

A-3
ニッケル水素蓄電池の原理を基に高い安全性を備え、リチウムイオン電池並の高いエネル
ギー密度を達成する革新的蓄電池の開発

例示

・安全性の高い水溶液系電解液を用いたニッケル水素電池の原理をベースに、正極、電解質、
負極のすべてを新規に代替した高容量な革新的二次電池の開発

・移動度大なカチオン、アニオンの同時移動、高速レドックス反応を利用し、その反応電位を
制御することで水系電解液を使用可能とした高安全、高容量な革新的二次電池の開発

A-4
高濃度電解液を適用し、現行リチウムイオン同等以上のエネルギー密度を有しながら、超
高出入力、超高耐久性を実現する革新的蓄電池の開発

例示

・従来にない２種以上のアニオンの挿入反応に基づく、繰り返し充放電特性の向上と高濃度
電解液の応用による高エネルギー密度達成を図るポストリチウムイオン電池の開発

・次世代５V級正極と高容量負極に適合する分解しない溶媒和制御型電解液により、高耐久
性を実現する劣化しない革新的蓄電池の開発

研究開発課題と開発テーマの例示
Ａ．エネルギー変換・貯蔵システム領域

※例示は、あくまでも研究開発テーマの一例であり、各課題に沿った提案を広く公募します。
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B-1 生産活動により排出される反応性窒素の有用物質への転換に資する技術開発

例示
・排ガス、排水中の反応性窒素（NOｘや亜硝酸等）を有用物質へ高効率に転換する触媒等
の技術開発

・反応性窒素（NOｘや亜硝酸等）や生成有用物質の濃縮・分離技術の開発

B-2 発熱反応と吸熱反応を組み合わせたCO2を原料利用する革新的基礎化学品製造技術

例示

・高温固体型燃料電池反応（発熱）とドライリフォーミング反応 （吸熱）を一体化したシステ
ムの開発

・メタン部分酸化による合成ガス製造反応（発熱）モジュールとドライリフォーミング反応（吸
熱）を一体化したシステムの開発

B-3 天然ガスを活用した水素・化学品の革新製造プロセスの開発

例示 ・CO2を発生させないメタンの熱分解による水素製造技術の開発

B-4 化学品製造プロセスにおける有機溶剤回収の革新的膜分離技術

例示
・従来の蒸留法と異なり、分離膜により分子サイズ等を認識し相変化すること無く、2成分以
上からなる反応混合物等から1成分の有機溶剤を分離回収する技術の開発

研究開発課題と開発テーマの例示
B. 革新生産プロセス領域

※例示は、あくまでも研究開発テーマの一例であり、各課題に沿った提案を広く公募します。
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研究開発課題と開発テーマの例示
C. 次世代革新材料領域

C-1 高い磁気熱量効果と安定性に優れた高性能磁気冷凍材料の創製

例示
・従来の蒸気圧縮式と異なる低コスト・低重量な高性能磁気ヒートポンプを可能とするメタ磁
性材料の開発

・ヒートポンプに匹敵するCOPを有する、ネルンスト効果を活用した冷却技術の開発

C-2 広帯域の電波吸収材料の軽量化に関する開発

例示
・サブｋHzからGHｚ帯域までの超広帯域において優れた電波吸収を有する鉄基ナノ粒子部
材の開発

・広帯域化可能な構造を有するメタマテリアル型電波吸収体の開発

C-3 超高強度鋼材の材料創製における熱制御に係る省エネプロセスの開発

例示
・圧延製造に必要となる熱処理工程を極力少なくすることができる省エネ高強度鋼材と製造
プロセスの開発

・高強度鋼材創製の不純物除去における省エネ熱処理プロセスの開発

C-4 ナノ炭素材料を用いた革新的な次世代超軽量・高強度部材の開発

例示 ・引張強度10GPaを超える超軽量ナノ炭素材料の開発

C-5 レーザー光源デバイスの小型大出力化に寄与する革新的蛍光体の開発

例示
・大出力レーザーの照射が可能な耐熱性と放熱性に優れた単結晶蛍光体の開発
・優れた演色性の光源を実現する輝線発光蛍光体の開発

※例示は、あくまでも研究開発テーマの一例であり、各課題に沿った提案を広く公募します。
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研究開発課題と開発テーマの例示
D. 先進機械システム・電源システム領域

D-1 微細化に寄与する革新的半導体製造装置技術

例示
・材料の損傷と反応生成物の再付着を解消できるプラズマエッチング技術の開発
・プロセス微細化とスループット改善を両立する好単色性（低エネルギー分散）かつ大出力
の電子線源の開発

D-2
海運、空運分野における大型輸送機の革新的ハイブリットエンジン及び電化技術に関す
るシステム開発（燃料電池を除く）

例示

・従来型ガスタービンエンジンを上回る熱効率を実現する、大型輸送機向け複合サイクル発
電システムの開発

・大型輸送機の省エネ化と安定航行を可能にする、軽量、大出力かつ信頼性の高い電動機
と制御技術の開発

D-3
直流電源の普及を見据えた高効率電力変換制御装置の開発及び直流電源利用システム
の開発

例示

・電位差の大きい直流電力間の電力変換制御時の発熱による電力ロスを現状の20％以上
削減する電力変換装置の開発

・安価な水素製造と有機汚泥の80％以上減容化を両立し、風力発電や太陽光発電の余剰
電力を間欠的に活用するエネルギー収支良好な直流電源利用システムの開発

※例示は、あくまでも研究開発テーマの一例であり、各課題に沿った提案を広く公募します。
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E-1 革新的な熱伝達制御及び境界面設計技術開発

例示

・アルミナの表面改質のように多孔化することにより、核沸騰を促進して、境膜抵抗を大幅に
低減することで伝熱促進を向上させる技術開発

・流体抵抗や乱流拡散に伴う伝熱低下を大幅に改善する流体抵抗低減を実現させるための
流路設計に関する技術開発

E-2 産業排熱の有効活用を実現する革新的熱制御機器の技術開発

例示
・180℃以上の産業用高温ヒートポンプや、核生成・過冷却の制御が可能な潜熱利用システ
ムなど、産業熱の有効活用、熱融通に寄与する高度な熱制御機器の開発

E-3 エネルギー機器開発に向けた極限条件対応計測技術開発

例示
・高速製造ラインにおける全数検査に耐え得るX線インライン検査システム開発
・CFRP等軽量複合材料の製造における内部異物、欠陥のインライン計測を可能とする超高
速非破壊検査システムの開発

E-4 積層造形プロセスに応用可能なリアルタイムＣＡＥの開発

例示
・金属積層造形におけるリアルタイム補正・制御を目指したシステム開発
・リアルタイム解析を実現する金属溶融凝固・応力変形シミュレーションシステム開発

研究開発課題と開発テーマの例示
E. 熱利用・プロセスシミュレーション・計測機器領域

※例示は、あくまでも研究開発テーマの一例であり、各課題に沿った提案を広く公募します。
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◆ 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

公募要領 ３頁１-３（２）研究開発の実施体制
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◆ 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（実用化）に向けての「産学連携
体制」を志向し、国プロ化を目指すことが大前提。

＊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】
将来的に産学連携の体制となる具体的な研究開発構想を有するものの、
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、実施体制の例外として、大学等のみによる実施を認めます。
なお、この場合、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ことを前提とします。

公募要領 ３頁１-３（２）研究開発実施体制
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◆ 産学連携体制の例外（2）

大学等のみの実施体制による提案にあたっての留意事項

公募要領 ３頁１-３（２）研究開発実施体制

(1)委託費の上限（２千万円/件）、実施期間（１２ヶ月以内）。

(2)１機関のみ又は複数機関による連名提案のいずれも可能。
(3)必須記載項目：「I.6.産学連携体制に向けた具体的研究開発構想」

（※公募要領22頁参照）

(4)基礎研究を対象とするものではありません。

(5)大学等のみの提案を別枠で採択検討するものではありません。



◆ 実施期間・規模
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・規模は上限であり、予算額の目安ではありません
研究内容に応じた予算規模で提案してください

・採択審査の結果、採択条件を付す場合があります

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 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％

実施体制 実施期間 規模（金額／件）

民間企業+大学等

原則１年以内（ただしステージゲート
審査を通過したものに限り、最大２
年程度までの実施期間とする）

１億円程度以内

大学等 １年以内 ２千万円以内



＜提案書の申請方法の例＞
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連名申請

民間企業 大学等
ＮＥＤＯ

連名申請

民間企業 大学等

民間企業

民間企業 大学等

大学等

申請

再委託

申請

申請 再委託

民間企業

2.応募資格 公募要領 ３・４頁

ＮＥＤＯ

ＮＥＤＯ
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連名申請

大学等

大学等

大学等

申請

申請

ＮＥＤＯ

ＮＥＤＯ

※大学等のみの実施体制の場合

2.応募資格

＜提案書の申請方法の例＞

公募要領 ３・４頁
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民間企業ＮＥＤＯ

連名申請

民間企業

大学等

申請

申請

民間企業
申請

再委託

大学等 民間企業

連名申請

民間企業
申請 再委託

民間企業

民間企業

大学等
再委託

＜提案書申請不可の例＞2.応募資格

CASE1：大学等がない体制の場合

CASE2：大学等から再委託している場合

ＮＥＤＯ

ＮＥＤＯ

ＮＥＤＯ

公募要領 ３・４頁
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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

2.応募資格 公募要領 ３・４頁
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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》

郵送にてご提出をお願いします。

平成３０年３月５日（月）正午必着。

※持参による受付は行いません。

※封筒に「『エネルギー・環境新技術先導プログラム』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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【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１４部

【様式３】 提案書 本文 正１部、副１４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１４部

【様式６】 主要研究員研究経歴書 正１部、副１４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】 提案書類受理票 正１部

【様式９】 提案者業種情報 正１部

情報項目ファイル(H30度公募用)を保存したCD-R 正１枚

e-Rad応募内容提案書 正１部
提案書受理票返送用封筒

（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（大学等除く）

会社案内 正１部（大学等除く）

契約に対して疑義がある場合の書面 正１部、副１部※

国外企業との共同研究契約書の写し 写し１部※

4.応募方法（提案書類） 公募要領 ５・６・19頁

※該当する場合のみ



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。
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公募要領２０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）



提案書［本文］【様式３】
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Ⅰ．研究開発テーマに関する情報
１．提案テーマ名
２．対象となる研究開発課題
３．研究開発テーマ

３-１．研究開発テーマの概要（要旨）
３-２．研究開発テーマの目的及び内容
３-３．研究開発テーマの実施予定期間
３-４．研究開発テーマの必要経費概算

４．研究開発の全体構想及び実用化のインパクト
４-１．実用化に至るまでのシナリオ・構想
４-２．実用化イメージとインパクト

５．政策、長期ビジョンへの有効性
６．産学連携体制に向けた具体的研究開発構想(※大学等のみの提案に限る)

提案内容の説明にお
いては、わかりやすく、
明確な記述に心がけ
てください。

◆「 ３．研究開発テーマ」は、本事業で実施する研究開発テーマに関
する内容を記述してください。

◆「４．研究開発の全体構想及び実用化のインパクト」は上記３．を踏
まえた、３－３の実施期間を含む研究開発の全体構想、実用化イン
パクト等を記述してください。

公募要領２２頁～



３－２．研究開発テーマの目的及び内容
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公募要領２2頁

下記、様式に記載の記入要領に従って作成してください。

３－２．研究開発テーマの目的及び内容
＊「２．対象となる研究開発課題」を解決するために、本事業で実施する研究開発テーマとして、どのよう
な革新的な技術・システムを創出するのかを論理的に記述してください。また実施する内容について、手
段・手法を詳細に記してください。
＊記述に当たっては、どのような点において「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」、「世界トップレベルの研究開発であるのか」などを分か
りやすく説明してください。また、従来技術の発想や方法と比較して、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。
＊解決手段に関して、提案者自らが有する研究開発実績や経験も簡潔に記してください。

提案内容の“革新性・独創性”を評価・検討のための最重要項目
難易度が高い技術的課題や、新領域へのチャレンジなどにより、目
標とする特性値が従来延長線上にはないアウトプットが期待できる
かどうかを重要視します。



３-３．研究開発テーマの実施予定期間
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２年計画での提案が可能ですが、当初契約締結時は、１年間の実
施計画を作成の上で締結し、２年目を実施する場合は、ステージ
ゲート審査を行った後、継続可と判断された場合に、変更契約を締
結して２年目を実施することになります。
提案時1年計画の案件はステージゲート審査対象となりません。

公募要領２2頁

３－３．研究開発テーマの実施予定期間 （いずれかの□を■に塗りつぶしてください）

□ １年以内（ か月間）
□ ２年（１年を超えるもの）（ か月間）
（１年を超える理由：）

＊研究開発テーマの実施期間は、原則１年以内とします。
研究の内容により、１年では十分な実験データの取得や解析が極めて困難である等の合理的な理

由を応募者が示したうえで、実施予定期間を２年を限度として提案することができます（大学等の
みによる提案の場合は、研究内容によらず実施予定期間も１年を限度とします）。

＊実施予定期間が１年を超える研究開発テーマについては、研究開始後１０か月経過した時点でＮＥ
ＤＯがステージゲート審査を実施し、継続の可否を判断いたします。



４-２．実用化イメージとインパクト
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公募要領２3頁

下記、様式に記載の記入要領に従って作成してください。

４－２．実用化イメージとインパクト
＊「４－１．実用化に至るまでのシナリオ・構想」の記述の通りに、成功裏に国家プロジェクト等の本格
的な研究開発へ移行し、最終的な開発成果が得られた場合に、どのように社会に還元されるのかを、実用
化イメージとインパクト（産業・環境への波及効果等）について記述してください。
＊実用化時のゴールイメージでは、効率、寿命等の技術目標を明示し、産業・環境への波及効果等の記述
では、実用化時の経済的効果（効率向上、コスト削減等）、省エネルギー効果（原油換算＝〇〇ｋＬ／年）、
CO２削減効果（CO２排出削減量＝〇〇 ton-CO２／年）を概算して記述してください。
＊省エネルギー効果、CO２削減効果の記述では、当該技術実現による間接的な効果の記述も可とします。

提案内容の“成功時のインパクト”を評価・検討のための最重要項目
「４－１．実用化に至るまでのシナリオ・構想」と併せて、画期的で飛
躍的な変化を伴う価値が想像され、提供されることにより、どのよう
に社会に還元されるのかの道筋が具体的、論理的で明確かどうか
を重要視します。



６．産学連携体制に向けた具体的研究開発構想
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公募要領23・24頁

下記、様式に記載の記入要領に従って作成してください。

６．産学連携体制に向けた具体的研究開発構想（大学等のみによる提案に限る。）
注３）大学等のみによる提案の場合は必ず記載ください（産学連携による提案の場合は記載不要）。

＊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、以下の点を記述してください。
・今後研究開発を実施していくにあたり、産業界におけるどのような連携先（具体的予定先）を予定し、
産学連携による研究開発をどのように進めていくのか

・提案内容の研究開発、技術に関して、企業側、産業界にどのようなニーズ、期待する成果があるのか
・産学連携に向けた現時点での取組状況

＊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。



(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】
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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

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
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２５頁～



4. (4) e-Radへの登録について

36

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・9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。



利害関係の確認【様式４】
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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
者がある場合には、別紙
（４１ページ）の記載欄に
任意で記載いただいても構
いません。

公募要領40・41頁



38

◆ 提案の検討基準

・公募目的及び研究開発課題との整合性

・研究開発テーマの革新性・独創性

・研究開発成功時のインパクト

・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

38

※研究開発テーマの革新性・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



39

公
募
開
始

採
択
案
件
決
定
・
公
表

公募説明会

(川崎、仙台、名古屋、大阪、福岡）

公
募
締
切

H30年5月下旬(予定)４月上旬～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。



40

本事業は、「エネルギー・環境新技術先導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）本方針は、「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）」（平
成２７年９月２５日）をベースに、エネルギー・環境分野で将来の国家プロジェクト
に繋がる技術の原石を発掘することを目的とした本事業の制度趣旨を勘案した上で、
経済産業省の「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」（平成２７年５月）を踏まえ、別途、本事業用に策定したものです。
＜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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〒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
（野口・徳永・久手）

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

１０. 問い合わせ先 公募要領１６頁
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ご提案・ご応募を
お待ちしています。


