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２．事業概要（１）

1

「低炭素技術による市場創出促進事業（実証事業）」
は、先駆性があり高付加価値化・最適化を図ることの
できるＩＣＴ等の先端技術・システムを利用して、費用
対効果が高く、排出削減量を定量化できる事業を実施
し、並行して当該技術・システムの相手国での普及に
際し適正な事業環境が整うために必要または有効な
制度や規制、規格等の整備支援を日本政府と連携し
て取り組むことで、我が国の低炭素技術・システムの
普及拡大を図るもの。

事業目的

各ページのタイトルは公募要領の見出しを示しています。



２．事業概要（２）
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事業スキーム

測定必要

低炭素技術による市場創出促進事業（実証事業） 

公

募

実証前調査
（原則、1年以内）

実証

（原則３年以内、開発・設置１年、運転２年）

採

択

MOU/

ID締結

基本契約

調査委託契約 実証委託契約

開発・設置 モニタリング２年間ＭＯＵ／ＩＤ合意形成

基
本
契
約
の
締
結

実
証
委
託
契
約
の
締
結

調
査
委
託
契
約
の
締
結

※事業化評価にて実証事業実施が妥

当と判断されると、実証委託契約締結に

向けた準備を進めます。また、並行して

ＭＯＵ／ＩＤ締結を行います。

事
業
化
評
価

定量化フォローアップ事業

（原則、２年以内）



２．事業概要（２）
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規模

期間

「実証前調査」：原則として、ＮＥＤＯ指定日から
平成３１年６月２８日（金）まで

「実証」 ：原則３年以内
（開発・設置１年、運転２年。案件毎の調整可）

「実証前調査」：１件あたり６０百万円以内、 最大３件
「実証」 ：１件あたり最大１,０００百万円以内

※「実証」に進むためには、外部有識者等による事業化評価において実証の
実現可能性と技術・システムの普及性が高く認められることが必要



２．事業概要（２） (仕様書「別紙１」）
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実証の体制



２．事業概要（２） (仕様書「別紙２」）
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基本業務分担（実証事業後の設備運用を日系企業が行う場合）

費用負担
日本側担当
（受託者）

相手国側担当
（協力企業等）

1 実証の全体計画 NEDO 主体的に実施 （協力・部分的に実施）

2 実証の基本計画 NEDO 主体的に実施 （協力・部分的に実施）

3 実証設備の詳細設計・製作・調達

3-1
相手国側で設計・製作・調達が困難な機器
（技術的に事業の核となる機器）

NEDO 主体的に実施 （協力・部分的に実施）

3-2 技術的に事業の核となる機器以外 NEDO 主体的に実施 （協力・部分的に実施）

4 実証設備（機器）の輸送

4-1
日本側提供機器の相手国港までの輸送、関
税負担

NEDO 主体的に実施 （協力・部分的に実施）

4-2
相手国港での機器受け取り、国内輸送・保
管

NEDO 主体的に実施 （協力・部分的に実施）

5 土木建築工事 NEDO 主体的に実施 （協力・部分的に実施）

6 実証設備の据付工事 NEDO 主体的に実施 （協力・部分的に実施）

7 試運転・実証試験運転 NEDO 主体的に実施 （協力・部分的に実施）

8 ＪＣＭの活用

8-1
合同委員会の認定を受けるため、ＪＣＭ制度
活用に関する書類の作成、申請、モニタリン
グ・報告等

NEDO 主体的に実施
日本側へ協力・部分的に実
施

8-2
ＭＲＶについて、相手国側が実施する事項に
ついて必要な助言・指導、制度活用に係る第
三者機関審査・検証等

NEDO 主体的に実施
日本側へ協力・部分的に実
施



２．事業概要（２） (仕様書「別紙２」）
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基本業務分担（実証事業後の設備運用を相手国側機関等が行う場合）

費用負担
日本側担当
（受託者）

相手国側担当
（協力企業等）

1 実証の全体計画 NEDO 主体的に実施 （協力・部分的に実施）

2 実証の基本計画 NEDO 主体的に実施 （協力・部分的に実施）

3 実証設備の詳細設計・製作・調達

3-1
相手国側で設計・製作・調達が困難な機
器（技術的に事業の核となる機器）

NEDO 主体的に実施 （協力・部分的に実施）

3-2 技術的に事業の核となる機器以外 相手国
（協力・部分的に実
施）

主体的に実施

4 実証設備（機器）の輸送

4-1
日本側提供機器の相手国港までの輸送、
関税負担

NEDO 主体的に実施 （協力・部分的に実施）

4-2
相手国港での機器受け取り、国内輸送・
保管

相手国
（協力・部分的に実
施）

主体的に実施

5 土木建築工事 相手国
日本側提供機器の設置
に必要な助言・指導

主体的に実施

6 実証設備の据付工事 相手国
日本側提供機器の据付
要領の提供等、必要な
助言・指導

主体的に実施

7 試運転・実証試験運転 相手国

日本側提供機器の試運
転要領の提供等、必要
な助言・指導、メンテ
ナンス

主体的に実施

8 ＪＣＭの活用

8-1
合同委員会の認定を受けるため、ＪＣＭ
制度活用に関する書類の作成、申請、モ
ニタリング・報告等

NEDO 主体的に実施
日本側へ協力・部分的
に実施

8-2
ＭＲＶについて、相手国側が実施する事
項について必要な助言・指導、制度活用
に係る第三者機関審査・検証等

NEDO 主体的に実施
日本側へ協力・部分的
に実施
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以下の要件を満たすものとする。
① 相手国で当該技術・システムを普及させるための

技術的な課題があり、その克服が必要なもの
② 当該技術・システムの普及を促進させる制度や規制、

規格の整備が必要又は有効であって、案件の実現が
それらに寄与するもの又は相手国に既にある制度等とあ
いまって普及の促進が期待できるもの

③ 我が国の貢献による温室効果ガス排出削減量を
「定量化」し得るもの

④ 日本の低炭素技術・システムの高付加価値化・最適化を
図り、その競争力を高めるもの
的確な普及戦略が無い事業は対象から除く

対象案件

２．事業概要（３）



２．事業概要（３）
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⑤ ①で示された技術課題を克服する有効な手段として、適正
な実証計画が作成されていること。

⑥ ＮＥＤＯの「国際実証におけるリスクマネジメントガイドライ
ン」（平成３０年３月１９日制定）（*2）に基づき、対象事業の
リスク対応計画に対する適切な検討がなされていること。

(*1)定量化とは、温室効果ガス排出削減効果（量）を計測・算定し数値化
すること及びその手法を特定・開発することを指す。
(*2)国際実証におけるリスクマネジメントガイドライン
http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100133.html

対象案件



２．事業概要（４）、（５）
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対象分野

対象国
タイ、インドネシア、ベトナム、インド、サウジアラビア、ＵＡＥをはじめと
する地球温暖化緩和策が必要と見込まれる国

※事業者の安全確保のため、外務省海外安全情報において、危険情報レベル２以
上に指定されている国・地域において事業を実施することは、原則として禁止とする。

地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収に寄与し、我が国が相手国
側と協力しながら、優位性を発揮し得るエネルギー起源の低炭素技術・
システムのうち、電力分野を対象とする。
なお、発電に関しては運用最適化、送配電については系統の安定化・
最適化に資する技術・システムを重視する。



①日本法人（登記法人）であること。ただし、以下の条件を満た
した場合は、日本法人と外国法人との共同提案も取り得る

i． 提案者たる日本法人の海外現地法人であること
提案者たる日本法人が議決権付株式の過半数を有すること。ただし、現地の法

制度等に照らし、提案者たる日本法人が議決権付株式の過半数の保有が困難な
事情がある場合は、当該事情を考慮して、ＮＥＤＯが適当と認める日本法人の海
外現地法人(*)であること。

ii． 日本法人との共同提案
日本法人との共同提案であり、幹事法人は日本法人であること。

iii． 国内代理人の選任
海外現地法人とＮＥＤＯの間の各種書類の授受、ＮＥＤＯの検査及び評価等へ

の対応のため、海外現地法人が共同提案者である日本法人を委託事業に係る
国内代理人として選任すること。また、海外現地法人は、国内代理人となる日本
法人の役員または従業員で、日本に住所を有する者に、当該海外現地法人の委
託事業の遂行に必要な権限と責任を与えること。

３．応募要領（１）
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応募資格



② 当該技術・システムについての事業実績を有し、かつ、実証
事業目標達成及び実証計画遂行に必要となる組織、人員
等を有していること。

③ 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。

④ ＮＥＤＯがプロジェクトを推進する上で必要とする措置を、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。

⑤ 企業等が単独で応募する場合は、当該実証事業の成果の
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。

３．応募要領（１）

11

応募資格



⑥ 当該実証事業の全部また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、各企業等間の役割と
責任の分担が明確化され、当該実証事業の成果の実用
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。

⑦ ＮＥＤＯ及び経済産業省所管補助金交付等の停止及び契
約に係る指名停止等の措置等に該当していないこと

３．応募要領（１）
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応募資格



５．委託先選定（２）
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• 提案内容が公募要領に示された条件に合致していること
応募資格、経営基盤、適正な経費等

• 我が国の優れた技術・システム等の活用が見込まれており、その普
及促進に資するものであること

• 対象とする技術・システムを軸として、的確かつ継続性のあるビジネ
スモデルが作成されていること

• 提案する実証事業が適切に設計されていること。
• 相手国において当該技術・システムに関連する政策との連携や制度

整備支援を日本政府と協力して取り組むことで、我が国の低炭素技
術・システムの普及拡大が期待できること

• 対象とする技術・システムによる温室効果ガス排出削減量を定量化
でき、実証事業または大規模普及後の排出削減効果が高いこと

• 当該技術・システムの関連分野に関する知見及び実績を有しており、
実証事業に必要な相手国での実施体制が構築されていること

審査基準
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５．審査方法 審査項目と審査ポイント

審査項目 審査のポイント

１）提案内容が公募要
領に示された条件
に合致しているこ
と。

① 提案者が応募資格を満足すること。
② 実証事業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。
③ ＮＥＤＯ、政府、関係機関の補助金交付等の停止及び契約に係る指名

停止等の措置を受けていないこと。
④ 実証事業対象国及び実証事業対象分野が公募要領で示す対象に含ま

れていること。
⑤ 日本政府及び関係機関による公的資金事業等で既に採択されているも

のと重複がないこと。
⑥ 実証事業を実施するために必要となる経費費目が妥当であり、適正に

見積もられていること。
⑦ ＮＥＤＯの「国際実証におけるリスクマネジメントガイドライン」に基づき、

対象ビジネスのリスク対応計画に対する適切な検討がなされていること。

２）我が国の優れた技
術・システムの活
用が見込まれてお
り、活用される日
本の技術・システ
ムの普及促進に
資するものである
こと。

① 相手国において日本の優れた技術・システムの優位性を引き出す活用
が見込まれること。提案された技術のスペックや効果、開発状況、導入
を検討している国・地域のニーズや現状、競合技術に対する競争力等
について、わかりやすく説明されていること。

② 相手国において当該技術・システムの広範な普及を図る場合において、
国内においては解決困難な技術課題があり、かつ実証事業によって解
決が可能なこと。

③ 想定される事業が実現した場合、活用される日本の技術・システムが広
く普及・促進することが見込まれること。
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５．審査方法 審査項目と審査ポイント

審査項目 審査のポイント

３）対象とする技術・シス
テムを軸として、的確
かつ継続性のあるビ
ジネスモデルが作成さ
れていること。

① 相手国の市場分析、競合分析等の上で、課題が明確にされており、

その課題解決のために実証事業が位置づけられていること。また、

その後の的確な普及戦略の検討がなされていること。

② 課題が解決されたと想定し、ビジネスの持続可能性及び適切な事

業収益性に係る定量的な検討が行われ、十分な事業収益性の確

保が見込まれること。

４）提案する実証事業が
適切に設計されてい
ること。

① 実証事業の実施場所・実施国において、新たな市場の創出や、
新たな需要の獲得（成熟した市場への後発的参入は除く）が見
込まれること。

② 相手国政府及び相手国パートナーとの協業で、実証事業を円滑
に推進する実施体制が構築されていること。

③ 実施方法（事業実施上の許認可取得等を含む。）が適切であり、
実施スケジュールが実現可能なこと。

④ 相手国側による必要資金の調達に問題がないこと。
⑤ 実証事業の成果を高めるために効果的な工夫がみられること。
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２．審査方法 審査項目と審査ポイント

審査項目 審査のポイント

５）相手国において当該
技術・システムに関
連する政策との連携
や制度整備支援を日
本政府と協力して取
り組むことで、我が国
の低炭素技術・シス
テムの普及拡大が期
待できること。

① 当該技術・システムの相手国での普及に際し適正な事業環境が整う
ために、関連する制度や規制、規格等を整備する必要が認められる
こと。

② 必要となる制度や規制、規格等に合理性があり、実現可能であると
考えられること。単なる規制緩和や相手国からの助成の実現を期待
するものではないこと。あるいは、当該制度等が既に存在しており活
用できること。

③ 実証事業と並行して関連政策との連携や制度整備支援を日本政府
と協力して取り組むことで、我が国の低炭素技術・システムの普及拡
大が期待できること。

６）対象とする技術・シス
テムによる温室効果
ガス排出削減量が定
量化でき、実証事業
または大規模普及後
に期待される排出削
減効果が高いこと。

① 本事業実施による温室効果ガス排出削減量を定量化する手法の開
発に係る合理的な検討が行われていること。

② ①の検討に基づき、実証事業期間中に定量化手法が開発できること。
③ ②の手法に基づき、実証事業における排出削減効果の定量化がで

きること。
④ 実証事業単体もしくは普及後※の排出削減効果が高いこと。

※ 普及時（後）の排出削減効果は具体的な普及計画・ビジネスモデルがある範囲につい
て評価します。 提案書への記載内容にご留意ください。
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２．審査方法 審査項目と審査ポイント

審査項目 審査のポイント

７）当該技術・システ
ムの関連分野に関
する知見及び実績
を有しており、実証
事業に必要な相手
国での実施体制が
構築されているこ
と。

① 実証事業実施に必要な専門的知見を有しており、かつ活用できる
体制となっていること。

② 提案者自身が実証事業を実施するために必要な体制を相手国で
構築し、人員を確保できていること。

③ 共同提案の場合は担当者毎の役割分担が明確となっていること。
④ 実証後の事業実施に必要な知見を有し、関連分野での事業経験

があること。
⑤ 実証事業に関する相手国の政府、関係自治体、実施機関等から

の実施希望及び支援意向があること。



３．応募要領（４）、（５）
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〒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１８Ｆ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
国際部地球環境対策推進室 公募事務局 宛

提出先

提出期限

平成３０年１０月２日（火） 正午必着
• 郵送または持参にて提出
• 提出期限を過ぎたものは無効



３．応募要領（２） 3)-0 提出書類
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・提出書類受理票／はがき
・提出書類チェックリスト
・提案書要約
・提案書
・実証事業積算内訳
・Study Summary
・提案要項
・個別事業におけるリスク対応計画
・最新の代表者事項証明書の写し（履歴事項証明書、現在事
項証明書でも可）

・直近３年分の事業報告書及び財務諸表の写し
※必要に応じて以下も併せて提出
・ 会社案内（会社経歴書等の組織に関する説明書）
・ 疑義文書（ＮＥＤＯ提示の契約書雛形に疑義ある場合のみ）

提出書類（正）
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・提案書要約
・提案書

・提案書要約 パワーポイントファイル形式
・提案書 ワードファイル形式
・Study Summary ワードファイル形式
・提案要項 エクセルファイル形式
・個別事業におけるリスク対応計画 エクセルファイル形式

提出書類（副）14部

ＣＤ－Ｒ等の不揮発性媒体にて１部

３．応募要領（２） 3)-0 提出書類



４．秘密の保持
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提案書

公文書等の管理に関する法律に基づく行政文書の管理に関するガ
イドラインに沿い定められた関係規程により、厳重な管理の下、一
定期間保存。この際、取得した個人情報については、法令等に基づ
く場合の提供を除き、研究開発の実施体制の審査のみに利用する
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
ることがある。



５．委託先選定（３）
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• 採択となった案件については、その旨を当該提案者に対し
て通知するとともに、委託予定先・委託テーマをＮＥＤＯ
ホームページで公表

• 採択先は実施計画書を作成しＮＥＤＯに提出。実施計画書
の内容を踏まえ、採択から原則２か月以内に委託契約及
び基本契約を締結

採択決定

公募期間

９／３ １０／２

審査期間

１１月下旬 ～１月下旬

公募開始 締切 採択決定 委託契約締結

６／２８

調査委託契約期間

委託契約終了

最大２か月遡り可能（あるいは採択通知日まで）

契約締結



５．委託先選定（３）
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留意事項

• 採択にあたって付帯条件がある場合（例：契約形態等）は
採択通知に明記し、３０日以内に条件が充足されない場合
は採択が失効されることがある。

• ＮＥＤＯと委託先との「調査委託契約締結」にあたっては、
当該調査の実施計画書の提出が必要。調査内容・調査工
程・調査費用については、採択後委託先と協議の上、変更
することがある。

• 実施計画書と提案書の内容に著しい不整合があった場合
は、採択を取り消すことがある。

• 十分な調査期間を確保するべく、調査委託契約締結手続
については採択通知から概ね２か月以内に完了させる。



６．留意事項

24

（８）公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応 ①

○本事業において、公的研究費の不正使用等が認められた場合
• 当該研究費について、全部又は一部を返還。
• 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（処分した日から最大6年間。）
• 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。
（原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降1～5年間。私的な流用が確

認された場合には、10年間。）
• 府省等他の資金配分機関との間で、不正使用等に関する措置及び当該対象

者等について情報協力。これにより、当該対象者及びその共謀研究者に対し
て、ＮＥＤＯだけでなくその他の研究資金への応募制限等上述と同様の措置
を講じられることがある。

• 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。



６．留意事項
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○「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。

体制整備等の実施状況について、報告を求められた場合、直ちに報告していた
だく必要がある。なお、当該年度において、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済みの場合は、その写しの提出で代用できる。

また、ＮＥＤＯ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
査を行う場合がある。
※1．「不正使用等指針」：経済産業省ウェブサイト
http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenky
u-fusei-shishin.html
※2．「補助金停止等機構達」： ＮＥＤＯウェブサイト
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html

（８）公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応 ②

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
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○本事業において、不正行為があると認められた場合
• 当該研究費について、全部又は一部を返還。
• 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（当該研究費を返還した年度の翌年度以降2～10年間。）
• 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。（原則、
当該研究費を返還した年度の翌年度以降1～3年間。私的な流用が確認され
た場合には、10年間。）

• 府省等他の資金配分機関との間で、不正使用等に関する措置及び当該対象
者等について情報協力を行う。これにより、当該対象者及びその共謀研究者
に対して、ＮＥＤＯだけでなくその他の研究資金への応募制限等上述と同様の
措置を講じられることがある。

• 不正行為に対する措置として、原則、措置の対象者の氏名・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。

（９）研究活動の不正行為への対応 ①



６．留意事項
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○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（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る。

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ること。

※3．研究不正指針： 経済産業省ウェブサイト
http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-
fusei-shishin.html

※4．研究不正機構達： ＮＥＤＯウェブサイト
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html

（９）研究活動の不正行為への対応 ②

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html


６．留意事項

28

○ＮＥＤＯにおける研究不正等の告発受付窓口
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
ウェブサイト：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
（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）

（９）研究活動の不正行為への対応 ③

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
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• 「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のウェブサイトで公表する場合があり、ご理解
とご協力のほどよろしくお願いいたします。

• 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いただ
きますので、ご了承願います。

（１０）国立研究開発法人の契約に係る情報の公表
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○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、原則外為法に基づく経済産業大臣の許可を受ける必要あり。
・貨物の輸出だけでなく技術提供も外為法の規制対象。
・技術提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品などの
技術情報を、紙・メール・CD・USBメモリなどの記録媒体で提供す
ること、技術指導や技能訓練等を通じた作業知識の提供、セミ
ナーでの技術支援も含まれる。

・外国からの留学生の受入れや、共同研究等の活動の中にも外為
法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があ
る。

・本委託事業を通じて取得した技術等を輸出（提供）しようとする場
合についても、規制対象となる場合がある。

（11）安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処） ①
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※安全保障貿易管理の詳細について
• 経済産業省：安全保障貿易管理（全般） http://www.meti.go.jp/policy/anpo/

（Q&A http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html）
• 経済産業省：安全保障貿易管理ハンドブック

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf
• 一般財団法人安全保障貿易センター http://www.cistec.or.jp/
• 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sono
ta_jishukanri03.pdf

（11）安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処） ②

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf
http://www.cistec.or.jp/
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf


７．問い合わせ先

32

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
国際部地球環境対策推進室
担当：小林、牧、坂田

ＴＥＬ：０４４－５２０－５１８５
ＦＡＸ：０４４－５２０－５１９６
Ｅ－ＭＡＩＬ：askjcm@ml.nedo.go.jp

mailto:askjcm@ml.nedo.go.jp

