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ＩｏＴ推進部

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第２期
フィジカル空間デジタルデータ処理基盤

「Society 5.0の実現による高度なIoTソリューションを我が国の地域で活性
化・浸透させ、新たな産業創出を行うための事前調査」

公募説明会

◆ SIPの概要（内閣府）
◆ 公募プログラムの概要（内閣府）
◆ 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

◆ 連絡事項

(※)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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公募関連資料（WEB掲載資料）

◆ 科学技術イノベーション創造推進費に関する基本方針

◆ 戦略的イノベーション創造プログラム運用指針

◆ 研究開発計画「フィジカル空間デジタルデータ処理基盤」

◆ 仕様書

◆ 公募要領

◆ 提案書の様式
－別紙１：提案書作成上の注意、表紙、要約版、本文（Word）、

－別紙２：提案書類受理票

◆ 契約に係る情報の公表について

(※)約款、マニュアル等については以下をご確認ください。

契約約款： http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/h30_3yakkan_chousa.html
委託事業に係るマニュアル等： http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual_jimushori_h30.html

＜公募掲載URL＞http://www.nedo.go.jp/koubo



平成30年度公募する項目
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研究開発・事前調査項目 内容

研究
サブテーマI．

A
IoTソリューション開発のための
共通プラットフォーム技術

研究
サブテーマII．

B
超低消費電力IoTデバイス・
革新的センサ技術

研究
サブテーマIII．

C-1
Society 5.0実現の為の
社会実装技術

C-2
Society 5.0の実現によ
る高度なIoTソリューショ
ンを我が国の地域で活
性化・浸透させ、新たな
産業創出を行うための事
前調査

・産学官を中心とした共同事業体を設置し、我が国における社会
課題を解決するため、地域が強みを持つ技術の開発・実装がで
きる研究開発プログラム設計の基本的考え方や枠組み、要件等
を検討し、報告書のとりまとめを行う。

・検討は、例えばバイオ・農業や、エネルギー・環境、健康・医療
など、地域の社会課題におけるモデルケースを選定して実施する。



提案いただく「事前調査」の内容について
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・ 仕様書 の ２．目的、 ３．内容 に適合する提案を募集します。

・ 検討を行うにあたっては、類似の取組を進める海外事例を参考にするとともに、幅広い観点（例
えば、地方創生、大学改革、事業化戦略等）から政策提言を行う事も視野にいれてまとめるこ
とをお願いします。

・ 具体的な地域に根差した課題を元に検討を行い、解決するための技術や研究開発体制、実
用化に向けての考え方などを報告書に盛り込み、実施を検討する際の実施計画案といえる程度
までまとめることとし、一般論による抽象的な調査報告は不可とします。

・ 本調査研究は、産学官等の連携にて行うこと、複数の地域の公共団体等にまたがる広域な範
囲の社会課題や対策を検討することが望まれます。

・ 本公募の調査内容詳細については、「フィジカル空間デジタルデータ処理基盤」の研究開発計画
を参照してください。
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事業期間および事業規模

事業期間

• NEDOが指定する日から平成31年3月15 日まで
• 仕様書に示すように、期間内に報告書を提出していただきます。

事業規模
・ 2000万円以内/件

＊複数件の提案の採択を予定しています
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【公募要領】 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、単独ないし複数で受託を希望する大
学、企業等とします。産学官等の連携での応募を推奨いたします。

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となる組織、人員等を有していること。

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が調査／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。
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【公募要領】 採択審査の基準

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していること。

i. 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第2期の要件に見合っている提案であること。

審査は、外部有識者で構成される審査委員による「採択審査委員会」
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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戦略的イノベーション創造プログラム第2期の要件として以下の項目が求められています。提案内容・研
究計画は当該項目を考慮して作成ください。

① Society5.0の実現を目指すもの。

② 生産性革命が必要な分野に重点を置いていること。

③ 単なる研究開発だけではなく社会変革をもたらすものであること。

④ 社会的課題の解決や日本経済・産業競争力にとって重要な分野

⑤ 事業化、実用化、社会実装に向けた出口戦略が明確（５年後の事業化等の内容が明確）

⑥ 知財戦略、国際標準化、規制改革等の制度面の出口戦略を有していること。

⑦ 府省連携が不可欠な分野横断的な取り組みであること。

⑧ 基礎研究から事業化・実用化までを見据えた一気通貫の研究開発

⑨「協調領域」を設定し「競争領域」と峻別して推進（オープン・クローズ戦略を有していること。）

⑩ 産学官連携体制の構築、研究開発の成果を参加企業が実用化・事業化につなげる仕組みや

マッチングファンドの要素をビルトイン

戦略的イノベーション創造プログラム第2期の要件

（戦略的イノベーション創造プログラム運用指針(20180719改正) より）
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（1）契約

新規に調査委託契約を締結するときは、最新の調査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】
・調査委託契約標準契約書（約款、様式、別表及び積算基準）
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/h30_3yakkan_chousa.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。

その他留意事項
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提案書等作成にあたっての注意事項
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提出書類

□ 提案書（提案書の表紙、要約、本文） 11部（正1部 写10部）

□ 「提案書類受理票」（別紙2） 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） 11部

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

□ 電子媒体(CD-R) 以下については電子媒体でも提出してください。
提案書（提案書の表紙、要約、本文）、事業報告書、財務諸表 1式
※提案書(押印済み)、事業報告書、財務諸表はpdf形式で、提案書の要約及び本文はMS-Word形式で格
納してください。

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）

• 正本（1部）は片面印刷、写本(10部）は両面印刷でお願いします。

• 正本は左上をダブルクリップ等で留めてください。写本は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。

・ 会社案内又はこれに準ずるもの、直近3年分の営業報告書については、大学等の
場合は提出不要です。

• 財務諸表は貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書のみを提出してくださ
い。その他は不要です。大学等の場合は提出不要です。

• 電子媒体(CD-R)には、提案書表紙は押印版をｐｄｆで、「利害関係の確認について」、
「提案書要約」、「提案書本文」はMS-Word形式で格納して提出してください。

• 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。使用しない表等も削除してください。
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提案書等（別紙1：提案書の様式）

提案書の様式
「表紙」、「提案書要約」、「利害関係の確認について」、「提案書本文」 に
ついて
記載例に従って作成してください。

「表紙」
・共同提案を行う場合、提案者ごとに併記してください。
・企業の場合、代表者は、代表取締役社長としてください。

「提案書要約」
提案書要約は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。
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2.～6．提案事業の概要/目標/提案方式・方法/課題/実績
プロジェクトの研究開発計画に沿って、提案する調査内容を極力具体的に記載してくだ
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。

7．調査計画
当該調査をどのような手順で行い、どの程度の経費が必要となるかを一覧表にまとめて
ください。また（ ）内には投入研究員数を記載してください。

8．調査体制

（１）調査体制図
当該調査に対してどういう分担で体制を組み、進めていくのかを記載して下さい。連名提案（再委
託先含む）の場合は、各者の役割と関連性を記載して下さい。

（２）統轄責任者、業務管理者等情報一覧
当該調査を受託したときの各組織内の統括責任者、業務管理者及び経理管理者ついて記載して
ください。共同提案の場合や再委託を行う場合は、まとめて示してください。

（３）業務管理者及び実施者の調査に関する業務実績について
当該調査分野に関する業務実績について記載ください。

提出書類（別紙1：提案書の様式）
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９．平成30年度の必要概算経費
・当該調査に必要な経費の概算額を以下調査委託費積算基準に定める経費項目
に従って記載してください。
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/h30_3yakkan_chousa.html

再委託経費は全体の50%未満となります。再委託に関しては、「再委託理由及びその
内容」に、合理的理由等を記載してください。
また外注費についても、必要性及び金額の妥当性を精査してください。

１０．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いただきます。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。

提出書類（別紙1：提案書の様式）
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今後のスケジュール

公募開始 ： 8月28日

公募期間 ： 8月28日～ 9月20日（木）正午
審査期間 ： 9月下旬～10月中旬 （予定）

委託先決定 ： 10月下旬以降

公表 ： 11月上旬以降

契約 ： 11月下旬頃 (予定)

※ 本公募に関するお問合せは、 sip-phys@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。

• 提案書を持参する場合のご注意 朝、夜など担当者不在の場合もございます。

• 書類不備の修正をお願いすることがあり、日時に余裕をもって持参ください。

• 郵送等の場合、発送日でなくNEDOの受領日が期限前である必要があります。また書類不備も想定
されますので、日時に余裕をもって送付ください。
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• 提案書の提出期限： 9月20日（木）正午必着

• 郵送、宅配の場合は、刻限までに到着するよう充分にご注意ください。
物流機関の遅延による場合でも、期限を過ぎた提案書は受領致しかねます
ので、ご承知おき下さい。

• 持参いただく場合はミューザ川崎16階の「総合案内」の受付までお越しくだ
さい。受付にて案内があります。

• 提出書類に不備があると受領できません。チェックリストを活用し、修正に必
要な期間の余裕をもって準備・提出いただくよう、お願いします。

• 問い合わせ窓口： 電子メールにてお願いいたします。 内容により回答ま
で時間がかかる場合もございます。

sip-phys@ml.nedo.go.jp


