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「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト/センシング技術・イメージング

技術・非破壊検査装置開発の実証実験による実用性能等の検討」に係る公募について 

（平成 30 年 6 月 8 日） 

 

  国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」という。）は、下記調査事業

の実施者を一般に広く募集致しますので、本調査について受託を希望する方は、本要領に従い御応募下

さい。 

 

１． 件名 

「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト/センシング技術・イメージ

ング技術・非破壊検査装置開発の実証実験による実用性能等の検討」 

 

２． 調査内容／事業の概要 

橋・トンネル等社会インフラや石油プラント等産業インフラは、今後、建設後 50 年を経過するもの

が加速度的に増加する等、それらの老朽化に対する十分な資金と高度な維持管理の専門知識を有す

る人材の不足が大きな社会課題となっています。そのため、既存インフラの状態に応じて効果的か

つ効率的な維持管理・更新等を図る必要がある。 

このため NEDO では、平成 26 年度から「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発

プロジェクト」において、的確かつ迅速にインフラの状態を把握できるモニタリング技術（センサ

開発、イメージング技術、高度計測評価技術）、及び非破壊検査技術等の開発を行ってきた。 

これまでの実績としては、平成 29 年度末までに、インフラ状態モニタリング用センサシステム開

発としてインフラ構造物及びその構成部材の状態を常時・継続的・網羅的に把握するセンサシステ

ム開発及びそのセンサシステムを用いたセンサネットワークシステムの構築と実証実験を行ってき

た。 

また、イメージング技術を用いたインフラ状態モニタリングシステム開発として、完全自動によ

り取得データからひび割れ等を判別できるデータ処理手法、撮影時の画像ボケや位置ずれを補正で

き平面のみならず、奥行き（3D）もわかる画像解析手法を開発し、実証してきた。 

さらにインフラ維持管理用非破壊検査装置開発として、インフラ構造物の中で、人間の立入りが

困難な箇所へ移動するロボットに搭載可能な、小型の非破壊検査装置の開発と実証実験を行ってき

た。 

これらを開発してきた事業者(以下、「事業者」という。）は当事業の 4 年目の最終年度に当たる

平成 30 年度においても自らが設定するサイトにおいて合計 8 テーマのモニタリング技術を対象と

した実証実験を実施し、これら 8 テーマの技術がインフラ維持管理の現場で役に立つシステムとし

て完成度を高め、早期に実用化できるように推進する事業年度となる。 

 

本調査事業では、実証実験を通じて評価員から指摘をいただき、インフラ維持管理点検現場での

実用性能、バックヤードでの維持管理点検データ管理及び維持管理計画への適応性等を実証実験結

果報告書として纏めることで、関係各省庁と技術の有用性に対するビジョンを共有し、さらに技術

シンポジウムの開催、技術紹介小冊子の作成などを通して、インフラ点検業者などの最終ユーザー

へこれらの技術の有用性を浸透させるとともに、事業者の企業化に向けた支援に繋げることを目的

とする。 

 

インフラ状態モニタリング用センサシステム開発、非破壊検査技術の各開発コンソーシアムは実

用性能を発揮して技術の有用性をアピールできる実証実験現場を自ら選定し、使用許可等の必要な

許認可を取得の上実証実験を進めることになっている。 
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本調査事業では、各開発コンソーシアムが行う実証実験のスケジュールと概略内容を把握し、 

NEDO の承認のもとに評価項目を策定する。 

さらに実証実験に際しては、実験スケジュールに合わせて各技術委員のスケジュール調整を行い、

各実証実験現場にて技術委員による評価を実施する。 

実証実験後に各事業者が取得した点検結果を取り纏め、実験結果報告書を作成し NEDO へ報告する。 

さらに各コンソーシアムの開発成果をコンテンツとして取り纏め、技術紹介小冊子を作成する。 

また、平成 30 年度事業終了時に各事業者が講演するシンポジウムを NEDO 主催として開催、運営

し、公開情報として広く発信して事業者の企業化を支援する。 

 

３． 応募要領 

（１）応募資格 

次の a.から c.までの全ての条件を満たすことのできる、単独又は複数で受託を希望する企業等

とします。  

a. 当該技術又は関連技術についての調査／事業実績を有し、かつ、調査／事業目標の達成及

び調査／事業計画の遂行に必要な組織、人員を有していること。 

b. 当該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、資金等について十分

な管理能力を有していること。 

c. NEDO が業務／事業を推進する上で必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有してい

ること。  

 

（２）応募方法  

a. 応募者は本要領に従い提案書類を作成し、「5.提案書類の提出期限及び提出先」に基づいて

御提出下さい。なお、FAX 及び E-mail での提案書類の提出は受け付けられません。 

b. 次の公募関連書類がダウンロードできますので、ご参照下さい。 

・仕様書（PDF） 

・提案書類（WORD） 

・調査委託契約書（案）（本公募用に特別に掲載しない場合は、「調査委託契約標準契約書」

を指します。） 

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/h30_3yakkan_chousa.html 

・契約に係る情報の公表について（PDF） 

 

（３）説明会の開催 

当該公募の内容、契約に係る手続き、提出する書類等についての説明会を次の日程により開催

致します。応募にあたっては公募説明会の出席は義務ではありません。なお、説明は日本語で行

います。出席希望の企業等は、社名、出席者氏名、出席者の連絡先（TEL、FAX 番号及び E-mail

アドレス）を平成 30 年 6 月 22 日（金）17 時までに「6.問い合わせ先」の E-mail までご連絡下

さい（様式は問いません）。 

 

＜説明会の日時、会場＞ 

【川崎会場】 

日時 ： 平成 30 年 6 月 15 日（金）13 時 30 分～15 時 00 分 

会場 ： 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 2101 会議室 

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 21 階 

※本公募要領、仕様書、提案書類を印刷してご持参下さい。 
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【大阪会場】 

日時 ： 平成 30 年 6 月 25 日（月）13 時 30 分～15 時 00 分 

会場 ： 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 関西支部 会議室 

大阪府大阪市北区梅田 3 丁目 3 番 10 号 梅田ダイビル 6 階 

※本公募要領、仕様書、提案書類を印刷してご持参下さい。 

 

４． 審査等 

（１）審査 

以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。なお、審査の経過等に関するお問い合わせに

は応じられませんので御了承願います。  

 

（２）審査基準  

a. 調査の目標が NEDO の意図と合致していること。 

b. 調査の方法、内容等が優れていること。 

c. 調査の経済性が優れていること。 

d. 関連分野の調査等に関する実績を有すること。 

e. 当該調査を行う体制が整っていること。 

f. 経営基盤が確立していること。 

g. 当該調査等に必要な研究員等を有していること。 

h. 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すること。 

 

（３）その他留意事項 

○公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応 

  公的研究費の不正な使用及び不正な受給（以下「不正使用等」という。）については、「公的研

究費の不正な使用等の対応に関する指針」（平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策定。以下「不正使

用等指針」という。※1）及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する

機構達」（平成 16 年 4 月 1 日 16 年度機構達第 1 号。NEDO 策定。以下「補助金停止等機構達」

という。※2）に基づき、当機構は資金配分機関として必要な措置を講じることとします。併せ

て本事業の事業実施者も研究機関として必要な対応を行って下さい。 

  本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると認

められた場合、以下の措置を講じます。  

※1．「不正使用等指針」についてはこちらを御参照下さい：経済産業省ホームページ 

＜http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-hotline.htm 

へリンク＞ 

※2．「補助金停止等機構達」についてはこちらを御覧下さい： NEDO ホームページ 

＜http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html へリンク＞ 

 

a.  本事業において公的研究費の不正使用等があると認められた場合 

i. 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還して頂きます。 

ii. 不正使用等を行った事業者等に対し、当機構との契約締結や補助金等の交付を停止します。 

（補助金停止等機構達に基づき、処分した日から最大 6 年間の契約締結・補助金等交付の

停止の措置を行います。） 

iii. 不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者（善管注意義務に違反した者を含む。

以下同じ。）に対し、当機構の事業への応募を制限します。 

（不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-hotline.htm
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
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翌年度以降 1～5 年間の応募を制限します。また、私的な流用が確認された場合には、10

年間の応募を制限します。） 

iv. 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等につい

て情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に

対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、

府省等他の資金配分機関から NEDO に情報提供があった場合も同様の措置を講じること

があります。他府省の研究資金において不正使用等があった場合にも i～iii の措置を講じ

ることがあります。 

v. 不正使用等の行為に対する措置として、原則、事業者名（研究者名）及び不正の内容等に

ついて公表します。 

 

b.  「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」（平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策定）

に基づく体制整備等の実施状況報告等について 

  本事業の契約に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体制の整備が必

要です。 

  体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直ちに報

告するようにして下さい。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の研究資金への応

募等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの提出をもって代えるこ

とができます。 

  また、当機構では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う場合が

あります。 

c.   交付にあたっての条件について 

 交付規定第 9 条の他に、新たに条件を付加する場合があります。 

 

○研究活動の不正行為への対応 

  研究活動の不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）については「研究活動の不正行為への対応に関

する指針」（平成 19 年 12 月 26 日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。※3）及び

「研究活動の不正行為への対応に関する機構達」（平成 20 年 2 月 1 日 19 年度機構達第 17 号。

NEDO 策定。以下「研究不正機構達」という。※4）に基づき、当機構は資金配分機関として、

本事業の事業実施者は研究機関として必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口

の設置や本事業及び府省等他の研究事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動

の不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。 

※3．研究不正指針についてはこちらを御参照下さい： 経済産業省ホームページ 

＜http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-hotline.htm 

へリンク＞ 

※4．研究不正機構達についてはこちらを御参照下さい： NEDO ホームページ 

＜http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html へリンク＞ 

 

a.  本事業において不正行為があると認められた場合 

i. 当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還して頂く

ことがあります。 

ii. 不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。 

（応募制限期間：不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌

年度以降 2～10 年間） 

iii. 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-hotline.htm
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
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義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構の事業への翌

年度以降の応募を制限します。 

（応募制限期間：責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年

度以降 1～3 年間） 

iv. 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提

供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記 iii により一定の責任があると

された者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が制限される場

合があります。また、府省等他の資金配分機関から NEDO に情報提供があった場合も同様

の措置を講じることがあります。 

v. NEDO は不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の

氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金額、研究

内容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書などについて公表します。 

 

b.  過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合 

  国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者（当該不正行為が

あったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。）

については、研究不正指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。 

  なお、本事業の事業実施者は、研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備や受付窓口の

設置に努めて下さい。 

 

○NEDO における研究不正等の告発受付窓口 

NEDO における公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び通

知先の窓口は以下のとおりです。 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 検査・業務管理部 

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 

電話番号： 044-520-5131 

FAX 番号： 044-520-5133 

電子メール：helpdesk-2@ml.nedo.go.jp 

ホームページ： 研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等に関する告発受付窓口 

＜http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html へリンク＞ 

（電話による受付時間は、平日：9 時 30 分～12 時 00 分、13 時 00 分～18 時 00 分） 

 

○独立行政法人の契約に係る情報の公表 

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）に基づき、

採択決定後、ＮＥＤＯとの関係に係る情報をＮＥＤＯのホームページで公表することがございま

す。御理解と御協力のほどよろしくお願い致します。 

なお、案件への応募をもって同意されたものとみなさせて頂きますので、御了知願います。 

 

５． 提案書類の提出期限及び提出先  

本公募要領に従って提案書 10 部（正 1 部、写 9 部）を作成し、以下の提出期限までに郵送にて

ご提出下さい。FAX 又は電子メールによる提出は受付け致しません。 

（１）提出期限  

平成３０年７月９日（月）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、NEDO

ホームページにてお知らせ致します。 

mailto:helpdesk-2@ml.nedo.go.jp
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
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 なお、メール配信サービスに御登録頂きますと、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致します。是非、ご登録頂き、ご活用下さい。 

メール配信サービスの御登録： http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html 

 

（２）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  

ロボット・ＡＩ部 川上、森口、竹内、安川 

〒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  

※封筒に『「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト/センシング

技術・イメージング技術・非破壊検査装置開発の実証実験による実用性能等の検討」に係る提

案書在中』と朱書きのこと 

 

６． 問い合わせ先 

本公募に関するお問い合わせは、下記まで E-mail にてお願いします。 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

ロボット・ＡＩ部  川上、森口、竹内、安川 

E-mail：infra-robot@nedo.go.jp 

http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html

