
バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業／
地域自立システム化技術開発事業

公募説明会

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
新エネルギー部 バイオマスグループ

日時：平成30年9月14日（金）
会場：NEDO分室

大同生命霞が関ビル12階 （東京都千代田区霞が関1-4-2）
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事業概要
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全体スケジュール

2

年度

地域自立システム化
実証事業

導入要件・
技術指針の策定
に関する検討

地域自立システム化
技術開発事業

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

2回目 (5件採択)

導入要件・技術指針の最新情報を反映した更新

ＦＳ

ＦＳ
ＦＳ

策定

(株)富士クリーン
設計・建設

JFE環境サービス(株)＜旧(株)日本リサイクルマネジメント＞

昭和化学工業(株)

バンブーエナジー(株)

設計・建設

設計・建設

設計・建設

計画・発注

田島山業(株)

ＦＳ

ステージゲート審査
1回目 (6件採択)

3回目 6件採択（ＦＳのみ）

4回目 2件採択(ＦＳのみ）

ステージゲート
通過 ５件

郡山 福岡ワークショップ
仙台

名古屋NEDOフォーラム 技術相談/ヒアリング調査

札幌 岡山

木
質
系
バ
イ
オ
マ
ス

メタン発酵系バイオマス

ＦＳ

実証

Ver.3Ver.2Ver.1Ver.0

5回目 3件採択（ＦＳのみ）

公募

更新

ＦＳ 6回目

要素技術開発公募
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事業性評価（FS）

事業モデル 事業性評価(FS)事業者
メ
タ
ン
発
酵
系

木
質
系

①大規模の都市ごみ系複合処理

②中規模の工業団地系の処理

③小規模の農業残さ系の処理

⑤事業系の熱利用を主体にした
事業

⑥山間地における地域密着型の
事業

⑦工業団地における複合利用事業

⑧木質系小型ガス化

④大型 発電事業

・(株)大原鉄工/(株)いわむろバイオソリューション

・バンブーエナジー(株)/中外炉工業(株)

対象外

・(株)竹中工務店※

・(株)小桝屋/JAゆうき青森/東洋紡エンジニアリング(株)

・熊野原木市場協同組合 他5者

・(株)日本リサイクルマネジメント( ⇒ JFE環境サービス(株))

・サーフビバレッジ(株)・昭和化学工業(株)

・阿寒農業協同組合/北海道エア・ウォーター(株)※

・山陽チップ工業(株)/(株)EECL※

・長野森林組合※

・東海大学＆(株)東急リゾートサービス※

・北海道エア・ウォーター(株)※

・三昌物産(株)/三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)※

・(株)富士クリーン/栗田工業(株)

・バイオマス熱電併給(株)/Ｅ２リバイブ(株)

・田島山業(株)

・(株)日立製作所※
・智頭石油(株)

－

※ 事業性評価(FS)のみ(SG審査なし)

19件実施＋3件実施中

・智頭石油(株) ・坂井森林組合

・(株)インターファーム
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実証事業

事業
分類

事業内容 助成先

平
成
29
年
度
以
前
採
択

1
メタン
発酵系

地域から発生する多種類の混合系バイオマスを乾式メタン発酵
技術により生産したバイオマスエネルギーを周辺地域との連携
により利用拡大を促進するシステムの構築を目指す事業。

(株)富士クリーン

2 木質系
地域で利用可能なバイオマス資源を収集し、既存工場にて珪藻
土原料乾燥のエネルギーとして利用するとともに、その余剰熱
を利用する事業。

昭和化学工業（株）

3 木質系

岡山県倉敷市を中心とする広範囲な地域から発生する発電用
木質バイオマスとは競合しない夾雑物を含む建築廃材や低品
位の木質バイオマスを燃料とするボイラーにてコンビナート内へ
蒸気を供給する事業。

(株)日本リサイクルマネ
ジメント

↓
JFE環境サービス(株)

4 木質系
地域課題である竹を有効利用し、竹加工工場および、原料１次
処理工場にORCユニットによる高効率熱電併給を行う事業。

バンブーエナジー（株）

5 木質系
チッピングロータリー車を活用し、林地残材の現地チップ化を行
い、輸送することで効率的な木質バイオマス燃料化を検討し、
林地残材集材システムを構築、チップの安定供給を図る。

田島山業（株）

- 6
メタン
発酵系

堆肥化が困難な高・中水分の家畜ふん尿由来のバイオガスエネ
ルギーを利用した酪農地域自立システムの構築を目指す事業。

阿寒農業協同組合
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• 本事業への応募は、ＮＥＤＯへの書類提出に加え、府省共通研
究管理システム（e-Rad）への研究機関及び研究者代表者の登録、
応募基本情報の入力が必要です。

• e-Radで登録手続きを行わないと応募ができません。登録手続き
に２週間以上要する場合がありますので、余裕をもって登録手続
きをしてください。（提案書・申請書ご提出日には登録手続きを完
了して下さい。）

• ※本公募要領での研究者、研究機関は実施者、実施事業者を示
すものとします。

ご注意

ご注意

※研究開発は技術開発事業を指します。



1. 件名／2.事業概要

1. 件名：

公募要領（本文）p.1

6

2.（2） 事業内容

今回の技術開発事業では、FIT制度や補助金等に頼らない事業を念頭
においたシステム全体の効率を向上させることができる既存技術の改良
改善、原料の収集運搬技術、高効率化、高品質化、小型化、低コスト化
することでシステム全体の運用性が向上する技術開発を実施する。

具体的には、過去の事業性評価（ＦＳ）、実証事業の中で抽出された、
例えば以下の技術課題に関する要素技術開発事業を実施する。

バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業／
地域自立システム化技術開発事業



2.事業概要 公募要領（本文）p.1-2
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2.（2） 事業内容

（技術課題）
①木質（草本を含む）系の原料調達

• （大規模）竹林における伐採の高効率化
• 原料粉砕機・破砕機の耐久性向上
• 燃焼灰の肥料化技術の開発

②中小規模メタン発酵系のエネルギー変換
• ふん尿の堆肥化処理コストの低減
• 発酵槽における発酵効率向上
• 消化液の減容化
• 液肥の脱臭、濃縮技術の開発
• 排水処理装置の低コスト化
• 発酵熱回収技術の開発

③小規模の木質（草本を含む）系/メタン発酵系システム
• 小規模の分散型熱供給ユニット（システム）の低コスト化
• 小型エンジンの総合効率の向上



2.事業概要 公募要領（本文）p.2
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2.（2） 事業内容

以上の課題以外であっても、過去の事業性評価（ＦＳ）や実証事業にお
いて抽出された課題についても要素技術開発事業を実施する。

また、バイオマスエネルギー導入に係る技術指針・導入要件の改訂の
為に、ＮＥＤＯが指定した事業者より、要素技術開発事業についてヒアリ
ングを受けていただきます。（1テーマあたり年1回以上）



2.事業概要 公募要領（本文）p.2
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2.（3） 事業期間

ＮＥＤＯの指定する日から平成33年2月26日（金）まで
（複数年度交付決定）

2.（4） 事業規模

１テーマあたり事業期間・内容に応じて300百万円以内を想定し、数件
程度を採択予定。

平成30年度の事業規模：300百万円程度（ＮＥＤＯ負担分）
予算の範囲内で採択します。なお、助成金は審査の結果及び国の予

算の変更等により申請額から減額して交付することがあります。



2.事業概要 公募要領（本文）p.2
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2.（5） 事業スキーム図

2.（6） 交付規程について

本助成事業は「課題設定型産業技術開発費助成金交付規程」に沿っ
て実施します。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

事業者

助成(2/3以内)



3.応募要件 公募要領（本文）p.2
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3.（1） 助成対象事業者

助成事業者は、次の要件（課題設定型産業技術開発費助成金交
付規程第5条）を満たす、単独ないし複数で助成を希望する、本邦
の企業、大学等の研究機関であることが必要です。

i. 助成事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること
ii. 助成事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分

の調達に関し十分な経理的基礎を有すること。
iii. 助成事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び

処理能力を有すること。
iv. 当該助成事業者が遂行する助成事業が、別途定める基本計画を

達成するために十分に有効な研究開発を行うものであること。
v. 当該助成事業者が助成事業に係る企業化に対する具体的計画を

有し、その実施に必要な能力を有すること。



3.応募要件 公募要領（本文）p.2-3
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3.（2） 助成対象事業

助成事業として次の要件を満たすことが必要です。
i. 助成対象事業は、基本計画に定められている研究開発計画の内、

助成事業として定められている事業項目の実用化開発であるこ
と。

ii. 助成対象事業終了後、本事業の実施により、国内生産・雇用、
輸出、内外ライセンス収入、国内生産波及・誘発効果、国民の
利便性向上等、様々な形態を通じ、我が国の経済再生に如何に
貢献するかについて、バックデータも含め、具体的に説明を行
うこと。（我が国産業の競争力強化及び新規産業創出・新規起
業促進への貢献の大きな提案を優先的に採択します。）

iii. なお、当該助成事業終了後、追跡調査や特許等の取得状況及び
事業化状況調査（バイドールフォローアップ調査）に御協力い
ただく場合があります。

iv. 助成事業の事務処理については、ＮＥＤＯが提示する事務処理
マニュアルに基づき実施すること。



3.応募要件 公募要領（本文）p.3
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3.（3） 助成対象費用

助成の対象となる費用は、課題設定型産業技術開発費助成金交
付規程第6条に示すとおりです。

3.（4） 補助率、及び助成金の額

原則、以下の比率で助成する。
2/3以内助成



4.提出期限及び提出先 公募要領（本文）p.3
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4.（1） 提出期限、公募期間

提出期限：平成30年10月9日（火）正午時必着
公募期間：平成30年9月10日（月）から平成30年10月9日（火）

書類に不備等がある場合は審査対象となりませんので、「記入上の注
意」を熟読の上、注意して記入してください（申請書のフォーマットは変更
しないでください）。

※最終日は、混雑が予想されます。余裕を持ってお越し下さい。

本公募要領に従って、提案書7部（正1部、副6部）を作成し、
以下の提出期限までに郵送又は持参にてご提出ください。FAX又は
電子メールによる提出は受け付けません。

郵送の場合書留等
をご利用ください。



4.提出期限及び提出先 公募要領（本文）p.3
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4.（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

新エネルギー部 担当者名 森嶋、石川、中島、浅野 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18階

※郵送の場合は封筒に『「バイオマスエネルギーの地域自立システム化
実証事業／地域自立システム化技術開発事業」に係る提案書在中』
と朱書きください。

※持参の場合はミューザ川崎16階の「総合案内」で受付を行い、受付の
指示に従ってください。

※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
当部に相談してください。

もりしま いしかわ なかじま あさの



5.応募方法 公募要領（本文）p.4
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5.（1） 提出書類の作成について

i. 提案書のうち表紙、説明資料、プレゼン資料は別添1を御参照
ください。

ii. 提案書は日本語で作成してください。

iii. 提案書の提出部数は、7部（正1部、副6部）、及び電子ファイ
ル（CD-RまたはDVD-R）です。



5.応募方法 公募要領（本文）p.4
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5.（2） 提出に関する注意

• 提案書には次の資料又はこれに準ずるものを添付してください。
会社案内（会社経歴、事業部、研究所等の組織に関する説明書）1部

（提出先のNEDO部課と過去１年以内に契約がある場合は不要）
直近の事業報告書及び直近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） 1部
• 主任研究者の研究経歴書（詳細は別添2を参照ください）
• e-Rad応募内容提案書（詳細は(4)を参照ください）
• ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票（詳細は別添3を参照くださ

い）
• 利害関係の確認書（詳細は別添4を参照ください）
• 国外企業等と連携している、又はその予定がある場合は当該国外企業等と締

結した共同研究契約書の写し、又は当該外国外企業との共同研究の意志を示
す覚書の写し1部。
（注）連携している、又は連携しようとしている国外企業等がＮＥＤＯの指定する相手国の公的資金支援機
関（スペイン政府・産業技術開発センター（ＣＤＴＩ）が該当。）の支援を受けようとしている（又は既に
受けている）場合は、ＮＥＤＯが提供する交付申請書（英文様式）の写し、もしくは既に認証を取得してい
るのであれば交付決定書及び認定証（ラベル）の写し1部。詳細はＮＥＤＯウェブサイトにて御確認くださ
い。

ジャパン・スペイン・イノベーションプログラム（JSIP）
＜http://www.nedo.go.jp/activities/AT1_00469.html＞



5.応募方法 公募要領（本文）p.4
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5.（3）提案書類の受理及び提案書類に不備があった場合

• 応募要件に合わない提案者の提案書又は不備がある提案書は受
理できません。

• 提出された提案書を受理した際には提案書類受領を提案者にお
渡ししますので、あらかじめ受領票に会社名等ご記入の上、送
付（持参）してください。（詳細は別添5を参照ください）

• 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。



5.応募方法 公募要領（本文）p.4
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5.（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へ申請書を申請することが必要です。
連名の場合には、代表して一法人から登録を行ってください。詳
細はe-Radポータルサイトをご確認ください。

e-Radポータルサイト： http://www.e-rad.go.jp/

（e-Radの注意）

• 研究機関登録手続きに時間を要する場合がありますので、公募をお考えの方
は、早めに手続きされることをお奨めします。

• 応募内容提案書は代表して一法人からの登録となりますが、法人ごとにIDの
取得が必要となります。

• 「研究機関登録→事務代表者ログインID取得→研究者登録→研究者番号及び
ログインID・パスワード取得」までの手続きは、既にID等取得済みの場合、
改めて手続きする必要はありません。

• 今回の事業への申請に当たって、公募要領を入手し、電子申請を行い、登
録した「応募基本情報」をダウンロードし添付（一式：５ページ）して下
さい。



7.助成先の選定について 公募要領（本文）p.5
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7.（1）審査の方法について

• 外部有識者による採択審査委員会とＮＥＤＯ内に設置する契
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、助成金交付申請書（提案書）の内容につ
いて審査し、本事業の目的の達成に有効と認められる助成事業
者候補を選定します。

• 契約助成委員会では、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や資料の追加等をお願いする場合があ
ります。

• 助成事業者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ご了承くだ
さい。



7.助成先の選定について 公募要領（本文）p.5-6
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7.（2）審査基準 a.採択審査の基準
i. 事業者評価

• 助成事業を遂行する経験、技術的能力、ノウハウを有しているか。
• 財務能力を有しているか。（提案されている技術開発事業を実施可能か）
• 経理等事務管理、処理能力を有しているか。
• 技術開発事業を遂行できる体制であるか。

ii. 事業化評価（実用化評価）
• 新規性（新規な開発又は事業への取組）はあるか。
• 新たな市場創出効果などの工夫はされているか。
• どの程度の市場規模か。

iii. 企業化能力評価
• 実現性のある企業化計画であるか。
• 販路の確保が見込めるか。

iv. 技術評価
• 助成事業の目標を達成できる技術レベルであるか。（要素技術開発の目標を達成するために克服すべ

き課題とその問題を解決する手段が明確であり、今回の助成事業で達成できるレベルか。助成事業を
遂行する技術的な経験があるか。）

• 基となる研究開発を行っているか。
• 優位となる特許等を有しているか。

v. 社会的目標への対応の妥当性
• バイオマスの利用拡大に貢献する技術開発であるか。（バイオマスエネルギー導入に係る技術指針・

導入要件の改訂に資する要素を有しているか）
• 課題解決に貢献する技術開発であるか。
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7.（4）スケジュール

平成30年

公募期間： 9月10日（月）～10月9日（火）

公募説明会：9月14日（金）

審査期間： 10月下旬～11月中旬

平成31年

交付決定： 1月中旬（予定）
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(1)研究開発計画の変更について
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にて実施内容

の見直しや、研究開発を中止する場合があります。

(2)企業化状況報告書等の提出
採択された事業にあっては、助成事業完了後に企業化に努めていただく

とともに、5年後までの企業化状況報告書を毎年度提出していただきます。
また、助成事業の成果を踏まえた当該助成事業に係る事業化計画書等を

提出していただくことがあります。

(3)収益納付
当該助成事業の企業化等により、収益が生じたと認められたときは交付

した助成金の全部又は一部に相当する金額を納付していただくことがあり
ます。

(4)処分制限財産の取扱い
助成金執行の適正化の観点から、助成事業で取得した機械装置等の取得

財産には処分制限があります。（交付規程第16条）
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(5) 助成金交付申請書
採択決定後、助成金交付申請書を提出していただきます。

(6) 主任研究者研究経歴書
助成事業の遂行を管理し、各種文書の提出や研究員の従事日誌の確認等

を行う助成事業を遂行する際の責任者である主任研究者について、研究経
歴書に記載していただきます。詳細は別添2を御覧ください。

(7) ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票の記入
過去に実施したＮＥＤＯの研究開発プロジェクトの成果について調査票

に記載していただきます。詳細につきましては別添3を御覧ください。
なお、本調査は採択審査に活用しますので、必ず提出をお願いいたしま

す。

(8) 追跡調査・評価
助成事業終了後、追跡調査・評価に御協力いただく場合がございますの

で御協力をお願い申し上げます。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」を御覧願います。

また、特許等の取得状況及び事業化状況調査（バイドールフォローアッ
プ調査）についても、御協力をいただく場合がございます。
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(11) 交付決定の取り消し

(13) 公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応
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
部を返還していただきます。

(14) 研究活動の不正行為への対応

(15) 安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処）

詳しくは、公募要領（本文）p.7～12をご覧ください。
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事業の内容及び契約に関する質問等は説明会で受け付けます。
それ以降のお問い合わせは、9月10日（月）から9月21日（金）
の間に限り下記宛てにFAXにて受け付けます。ただし審査の経過等
に関するお問い合わせには応じられません。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
新エネルギー部 バイオマスグループ

（森嶋・石川・中島・浅野）

FAX：044-520-5276

もりしま いしかわ なかじま あさの
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システム全体でのコスト低減や運用効率化のために、実証事業
あるいは事業性評価（ＦＳ）で抽出された課題を解決するための
地域自立システム化技術開発事業を行います。

要素技術開発を実施するにふさわしい事業であるかの判断材料
として、説明資料とプレゼン資料を作成してください。

※研究開発テーマは100文字以内で記載してください。

地域自立システム化技術開発事業として提案される要素技術開
発の内容について、概要、全体システム構成等を、図表を用いて
わかりやすく記載してください。

説明資料の文量については、30頁程度としてください。
プレゼン資料については、10分程度の発表時間を目安に作成し

てください。
なお、詳細なデータを添付したい場合は、別添としてください。
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1.事業者の概要
事業者の概要を記載してください。設立、資本金、従業員数、

売上高・経常利益、現在の事業内容について、記載してください。

2.要素技術開発の概要
（1）背景、目的

御提案される要素技術開発について、「背景」、「目的」を記
載してください。

なお、「背景」には、過去のどのような事業性評価（ＦＳ）、
実証事業の中で抽出された技術課題か記載してください。

さらに、御提案いただく要素技術開発の技術課題を容易に推定
できるキーワードを３語程度記載してください。

例えば、「木質系・メタン発酵系」/「原料調達・エネルギー利
用・エネルギー変換・システム全体」/「○○（具体的な技術課
題）」）
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2.要素技術開発の概要
（2）背景、目的

御提案される要素技術開発について、システム全体を示す図上
に開発のポイント（ブレークスルーポイント）を記載ください。

御提案内容については、図を使い、境界を明確に記載してくだ
さい。更に、全体システム構成がわかるように記載してください。
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3.要素技術開発体制等
要素技術開実施体制等を記載してください。
（1）背景、目的
＜記載例＞
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3.要素技術開発体制等
要素技術開実施体制等を記載してください。
（2） 実施場所

実施場所が複数ある場合はすべて記載してください。

（3）主任研究員の氏名等
氏名、役職、所属を記載してください。

（4）他からの指導者又は協力者
指導者又は協力者の所属・役職・氏名を記載してください。
例）○○大学工学部△△工学科□□教授など。
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4.要素技術開発の内容等
（1）具体的ニーズと使用が予定される環境

（マーケットの現状及び将来の規模、競争環境）
具体的かつ簡潔に記載してください。

（2）要素技術開発の目標
要素技術開発の目標と現状の水準との対比を数値で記入

するなど、具体的かつ簡潔に記載してください。この目標が
妥当であることを提案者として説明してください。

なお、要素技術開発項目ごとに詳細について、図表を使用
して補足説明を記載してください。
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4.要素技術開発の内容等
（3）上記目標設定の理由

（国内外における技術動向の関連等についても説明）
具体的かつ簡潔に記載してください。

（4）要素技術開発の内容
（（2）の目標を達成するために必要な要素技術開発の内容

を説明。克服すべき課題とその問題を解決する手段、今回の
開発で達成できるレベル。）

要素技術開発で克服すべき課題とその問題を解決する手段、
今回の開発で達成できるレベルを、明確かつ簡潔にできるだ
け図表を使用してください。
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4.要素技術開発の内容等
（5）要素技術開発の独創性・新規性の根拠

事業化の基盤となる取得特許、ノウハウ等の内容を記載し
てください。また、国内・国外他における関連特許の取得状
況、内外における技術との相違及び内外における特許との関
連についても記載してください。

（6）他の補助金制度等による国内外の取組み状況
これまでに国、ＮＥＤＯ、地方自治体等からの委託又は補

助金交付を受けたことがある場合、あるいは現在申請中の場
合には、その概要を記載してください。記載内容としては、
実施機関の名称、制度名称、対象期間、交付金の額等を記載
してください。
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4.要素技術開発の内容等
（7） 要素技術開発終了後に期待される効果

一般的な期待される効果に加え、要素技術開発の実施に
より、国内生産・雇用、輸出、内外ライセンス収入、国内
生産波及・誘発効果、国民の利便性向上等、様々な形態に
通じ、我が国の経済再生に如何に貢献するかについて、
バックデータを含め、具体的に記載してください。（費用
対効果について可能な限り定量的に記載してください。）
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4.要素技術開発の内容等
（8）ＮＥＤＯが設定する基本計画を達成するための有効性

（定量的に記載）
バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業の基

本計画を達成するために実施する、研究開発テーマ名等の重
要度の高いものから順に記入し、各々について基本計画と研
究開発テーマとの関係を記入してください。

さらに、基本計画と研究開発テーマとの関係ならびに研究
開発テーマがもたらす、設定された目標の達成に対する有効
性について記載してください。有効性については、できるだ
け定量的に記載してください。また、必要等があれば図表等
を使用してください。

また、この開発した技術と既存技術（既存技術に同じ技術
がない場合には、類似技術）を比較して、どの程度その効率
が向上するかを、具体的な数値を記載してください。
例）対象となる既存技術：○○ 現在の能力:○○kW 新技術による能力:○○kW
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5.要素技術開発に係るスケジュール
御提案される要素技術開発について、スケジュールを記載くだ

さい。
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6.要素技術開発の予算
御提案される要素技術開発について、年度毎に予算を千円単位

で記載ください。
総額 平成30年度 平成31年度 平成32年度 備考

Ⅰ.機械装置費
１.土木・建築工事費 (助成対象) 千円
　　　　　　　　　　　　  (対象外) 千円
2. 機械装置等製作・購入費 (助成対象) 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　  (対象外) 千円
3.保守・改造修理費  (助成対象) 千円
　　　　　　　　　　　　  (対象外) 千円

千円
Ⅱ.労務費

1.研究員費 (助成対象) 千円
　　　　　　　 (対象外) 千円
2.補助員費 (助成対象) 千円
　　　　　　　 (対象外) 千円

Ⅲ.その他経費
1.消耗品費 千円
2.旅費 千円
3.外注費 千円
4.諸経費 千円

千円
Ⅳ.委託費・共同研究費

1.委託費・共同研究費 千円
千円

合計 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ) 千円

助成金予定額 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)の
　内対象額 × 2/3

千円

項目
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7.企業化計画
（1）イメージ図

企業化した場合のイメージについて図表を用いて記載くだ
さい。

図表には、原料の消費量や生成物（電力や熱）、副生物な
どのマテリアルバランス、エネルギーバランス、概略の事業
収支も記載してください。
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7.企業化計画
（2）要素技術開発を行う製品等の概要（内容、販売予定）

要素技術開発の成果が、当該製品・サービスへどのように
反映されるかを記載してください。また、当該製品・サービ
スの販売ルート、販売先等を記載してください。この販売先
以外の分野等で利用できる場合は、それについても記載して
ください。

（3）要素技術開発への取り組み
要素技術開発を考えるに至った経緯（動機）、基となる研

究開発の有無、事業として成功すると考えた理由を記載して
ください。
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7.企業化計画
（4）市場の動向・競争力（市場規模・産業創出効果）

プロジェクト開始時と終了時におけるプロジェクト(テー
マ)関連の市場競合状況、市場規模、市場シェアについての現
状認識を記載してください。

＜記載例＞
①本要素技術開発の国内外の競合状況

【ＰＪ開始時】 → 【ＰＪ終了時】
国内：競合無し ＬＤ
海外：ＲＡ ＤＨ

※ LD：Leading ／ DH：Dead Heat ／ RA：Run After

②国内の市場規模と市場シェア
【ＰＪ開始時】 → 【ＰＪ終了時】

0 １０億円/年
(５千万円×20箇所/年)
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7.企業化計画
（4）市場の動向・競争力（市場規模・産業創出効果）

また、販売開始後５年経過までの国内と海外の市場規模推
移（百万円）を示し、その根拠を記載してください。提案者
のみの市場シェアにこだわらず開発した製品の市場規模とし
て記載してください。

また、市場における申請者のシェアの推移を見通し、その
根拠を記述してください。

市場規模 申請者のシェア

例：１年目（Ｈ 年度） ○○百万円 ○○％
２年目（Ｈ 年度） ○○百万円 ○○％

～～
５年目（Ｈ 年度） ○○百万円 ○○％

市場規模算出の根拠：
シェア見通しの根拠：
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7.企業化計画
（5）売上の見通し

販売開始後５年経過までの売上と収益の見通しを記述して
ください。また、売上見通し設定の考え方について、どのよ
うな仕組で収益を得るのか、投資額など収益の算出根拠を含
め、収益計画を記述してください。

8.今後の事業展開について
今後の事業展開についての展望を記載ください。
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事業の遂行を管理し、各種文書の提出や研究員の従事日誌の確
認等を行う助成事業を遂行する際の責任者である主任研究者につ
いて、研究経歴を主任研究者研究経歴書（様式１）に記入し提出
してください。

なお、主任研究者は研究実施場所ごとに登録が必要です（共同
申請の場合、申請者ごとに最低1名は登録が必要です）。また研究
員が主任研究者を兼ねることも可能です。

【記入にあたっての注意点】
①研究開発経歴（現職含む）：

「過去の研究実績（参画プロジェクト）」については、自社独自のプロジェクト
のみならず過去に参画したNEDOプロジェクト等も含めて記載してください。また、
大学への派遣や他の企業／研究機関での勤務経験なども併せて記載してください。

②受賞歴、当該研究開発に関する最近５年間の主要論文、研究発表、特許等
（外国出願を含む）：
当該研究開発プロジェクトに関連する研究成果を記載してください。

研究成果を示すものとして、「論文（研究経歴又は専門分野における代表的な論文。
学会の査読の無いもの等も可）」、「研究発表（学会のみならずシンポジウム等で
の口頭発表等も可）」、「特許（外国出願を含む）」等がありますが、これに限定
しません。なお、共著者、共同発表者、又は共同発明者でも可です。
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調査結果については、ＮＥＤＯ内において、厳重な管理の下で
取り扱うこととしており、情報を外部に公表する場合には、統計
処理するなど企業名が特定されないよう細心の注意を払わせてい
ただきます。

なお、本調査は採択審査に活用しますので、必ず提出をお願い
いたします。

対象者

提案書の実施体制に含まれる全ての実施者（再委託先、共同実施先を含む）のうち、企業の
みが対象です。技術研究組合については、構成する全ての法人のうち企業のみが対象です。
なお、同一年度において同一法人当たり一回の御協力をお願いします。他のＮＥＤＯ事業公
募時に提出している場合は、調査票の提出済み欄にチェックして提出ください。

対象
プロジェクト

対象者が過去に実施したＮＥＤＯの研究開発プロジェクト（再委託先、共同実施先を含む）。
ただし、対象は、過去15年間（前身の特殊法人での案件を含む）のプロジェクト。
また、同一年度にＮＥＤＯへ企業化状況報告書を提出するもの、追跡調査にて御回答いただ
くものは除きます。（補足QA参照）

記入方法

調査票に記入してください。
対象が5件以上ある場合には、売上や成果の活用面で高く評価できるものから5件（1者当た
り）を対象者にて選定してください。
調査票は対象者ごと、プロジェクトごとに複製して利用ください。

提出方法 公募期限までに、対象者ごとにまとめて提出してください。

問合先及び提出先 提案書と同じ。

その他 記載いただいた内容に関して、問い合わせさせていただくことがあります。
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• 企業ごとに本票を複製して記入してください。
• 実施実績が多くある場合は、効果が大きい順に複数（最大５

種）お書きください。
• 提案書とは別にＮＥＤＯへ直接提出してもかまいません。

１．今回提案する
プロジェクト

○○プロジェクト

２．企業名 ○○株式会社

３．記載免除条件

＜下記に該当する場合チェックしてください。過去の実施実績欄の記載は不要です。＞
□ 過去15年間、ＮＥＤＯプロジェクト実施実績なし
□同一年度に既に他の公募にて提出済
（応募事業名：○○○技術開発 公募期間：平成○年○月○日～平成○年○月○日）

４．直近の報告

□ 類似の調査にて報告済（調査名：○○に関する調査）
□ 同一年度追跡調査にて報告済（※プロジェクト終了後6年以内）
（該当プロジェクト名：P00000 ○○技術開発）
□ 同一年度に企業化状況報告書（又は実用化状況報告書）にて報告済
（※特定の助成事業*1終了後6年以内、基盤技術研究促進事業終了後11年以内又は16年以

内）
（該当制度名：○○事業）

５．過去の
実施実績①

※過去15年以内に実施したＮＥＤＯプロジェクトの成果について記載してください。
詳細は別添3をご参照してください。
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（提案者名）（※共同提案を行う場合は、併記してください。大学や
公的研究機関の場合は、研究代表者について、大学又は大学院に所属
する研究者は、学科又は専攻まで所属を、公的研究機関に所属する研
究者は、部門やセンターまで所属を記載ください。）
○○株式会社
○○大学○○学部○○学科 教授 ○○ ○○
○○大学院○○研究科○○専攻 教授 ○○ ○○
○○研究所 ○○部門 部門長 ○○ ○○

（研究開発テーマ）
○○の研究開発

（技術的なポイント）

（利害関係者とお考えになる者がいらっしゃる場合には、任意で御記
載ください。）

別添4 利害関係の確認について 公募要領（別添4）
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提案書類と部数 公募要領（別添1）p.4

書類 部数 電子ファイル

表紙（別添１） ※複数提案の場合は各社 正１・副６部 ＣＤ－Ｒ
もしくは

ＤＶＤ－Ｒ
1枚で提出

Microsoft 
Office形式

PDF不可

説明資料（別添１） 正１・副６部

プレゼン資料 （別添１） 正１・副６部

主任研究者の研究経歴書（別添２） 正１・副６部

利害関係の確認書（別添４） 正１・副６部

会社案内（会社経歴、事業部、研究所等の組織に関する説明書）
（提出先のNEDO部課と過去１年以内に契約がある場合は不要）

法人ごとに1部

電子ファイル
の提出は
必要なし

直近の事業報告書及び直近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）

法人ごとに1部

NEDO研究開発プロジェクトの実績調査票（別添３） 法人ごとに1部

e-Rad応募内容提案書 代表して1部

国外企業等と連携している、又はその予定がある場合、それに関
する書類

一式
※必要に応じて

提案書類受理票（別添５） 代表して1部

※電子ファイル（ＣＤ－ＲもしくはＤＶＤ－Ｒ）を提出される際は、外観から団体名等が特定できる
ようご協力お願いいたします。（テプラなどで明示）
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その他 事務処理マニュアル（平成30年度版） Ⅱ．交付申請に係る事務手続き p.15
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その他 事務処理マニュアル（平成30年度版） ⅩⅣ．交付規則 p.172

※委託・共同研究を実施する場合には、あらかじめ
交付申請書に記載する必要があります。なお、委託
費・共同研究費は、原則として助成対象費用の額
の50％未満です。

※土地の購入はできません（助成事業費用対象
外） 。借用・リースは可能で、事業ごとの判断により
ます。
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その他 参考資料一覧

○バイオマスエネルギー地域自立システムの導入要件・技術指針
http://www.nedo.go.jp/library/biomass_shishin.html

○技術開発事業の場合：補助・助成事業の手続き：マニュアル
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_manual_manual.html

○事業性評価（ＦＳ）の場合：委託業務事務処理マニュアル（平成30年度版）
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual_jimushori_h30.html

○補助・助成事業と委託事業の違いについて（P2をご参照ください。）
http://www.nedo.go.jp/content/100878983.pdf

○成果報告書データベース
新規ユーザー登録していただければ、過去の事業性評価（ＦＳ）の成果報告書が

確認できます。
http://www.nedo.go.jp/library/database_index.html



ご応募、お待ちしております。
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2.（4） 事業規模 ※補足

平成30年度 平成31年度 平成32年度

Ａ社

……

事業者

Ｂ社

300百万円以内

300百万円

１テーマあたり事業期間・内容に応じて300百万円以内を想定し、数件程度を採択予定。

平成30年度の事業規模：300百万円程度（ＮＥＤＯ負担分）
予算の範囲内で採択します。なお、助成金は審査の結果及び国の予算の変更等により申請額

から減額して交付することがあります。


