
国立研究開発法人 新エネルギー･産業技術総合開発機構

２０１９年３月

2019年度 公募説明会
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NEDO先導研究プログラム／

新技術先導研究プログラム



（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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NEDO事業における【新技術先導研究プログラム】の位置づけ

★エネ環・新新は、将来の国家プロジェクト等に
繋がる有望な技術の原石を発掘するための事業

技術シーズの
探索・創出

技術シーズの
発掘・育成

実用化促進

○ 戦略的省エネルギー技術革新
プログラム
○新エネルギー等のシーズ発
掘・事業化に向けた技術研究開
発事業（旧：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

国家プロジェクト等
技術シーズの実証

【実施分野】
○新エネルギー
○省エネルギー
○蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｼｽﾃﾑ
○電子・情報通信
○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
○バイオテクノロジ－ 等
SIP等の府省連携プロジェクト、
国際展開支援 含む

「新技術先導研究プログラム」
―エネルギー・環境新技術先導

研究プログラム【エネ環】

―新産業創出新技術先導研究
プログラム【新新】



■次世代プロジェクトシーズ発掘事業
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

ＮＥＤＯ先導研究プログラム／新技術先導研究プログラム
飛躍的なエネルギー効率向上や低炭素社会の実現に資する有望な技術、新産業創出に結びつく
産業技術の原石を発掘し、将来の国家プロジェクト等に繋げていく先導研究を推進します。

対象者 企業、大学等による産学連携体制 大学・公的研究機関のみ（産学連携体制の例外※1）

事業形態 委託（NEDO100％負担）

費用 原則5千万円以内 上限1億円以内／年・件 ※2 2千万円以内／件

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
＜公募ごとに研究開発

課題を設定＞

◆エネルギー・環境新技術先導研究プログラム（エネ環）：省エネルギー、新エネルギー、CO2削減等の
エネルギー・環境分野

◆新産業創出新技術先導研究プログラム（新新） ：新産業創出に結びつく産業技術分野

※1  産学連携体制の例外 ･･ 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。

※2  研究開発の内容により特に必要性が認められる場合に限り、上限1億円までの提案を認めます。また、技術開発の困難性等により、特に必要と認められる場合は、
事業の進捗状況を踏まえた上で、増額することがあります。

[事業概念図]

○独創性･革新性があり将来的な
波及効果が期待できる研究開発
テーマを広く募集し､主に産学連
携の体制で先導研究を実施

委託

（プログラムの設定）
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
を設定
プログラム内の研究開発テーマに関し
て、指導・助言等を行うプログラムマ
ネージャーを配置

※新新プログラムは必要に応じて実施

○ 省エネルギー、新エネルギー、CO2削減等に資するエネルギー・環境分野（エネ環）
○ 新産業創出に結びつく産業技術分野（新新）

国
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大学

大学

企業再委託

再委
託

研究開発
推進委員会

（委託事業者・有
識者等が進捗確認
等を実施）

革新的研究開発
シーズ技術の

原石発掘

2030 年以降

技術シーズの
探索・創出

【エネ環】,【新新】
技術シーズの育成

国家プロジェクト等
技術シーズの実証

実用化
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原則、産学連携で応募 原則1年以内 2030年以降

「ＮＥＤＯ先導研究プログラム／新技術先導研究プログラム
（旧：エネルギー・環境新技術先導プログラム）」予算額と公募情報

平成26年度 予算 ：20.0億円（内数） 公募 採択36件／応募172件（4.8倍）

平成27年度 予算 ：31.4億円（内数）
第1回公募 採択10件／応募53件（5.3倍）
第2回公募 採択20件／応募73件（3.6倍）

平成28年度 予算 ：21.5億円（内数） 公募 採択12件／応募52件（4.3倍）

平成29年度 予算 ：26.0億円（内数） 公募 採択32件／応募110件（3.4倍）

平成30年度
予算 ：30.2億円（内数）

5.0億円（内数）
◆エネルギー・環境新技術先導研究プログラム 採択27件／応募106件（3.9倍）
◆新産業創出新技術先導研究プログラム 採択12件／応募68件（5.7倍）

平成31年度
予算 ：37.4億円（内数）

7.9億円（内数）

（新技術先導研究プログラム）
◆エネルギー・環境新技術先導研究プログラム
◆新産業創出新技術先導研究プログラム
公募 2019年3月1日～2019年5月7日

（新技術先導研究プログラム）
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【新技術先導研究プログラム】が重視しているもの

◆ プログラムの目標
●省エネルギー、新エネルギー、CO2削減等に資するエネルギー・環境分野【エ
ネ環】及び新産業創出に結びつく産業技術分野【新新】の中長期的な課題を解決
していくために必要となる技術・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検討

◆ 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
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2019年度【新技術先導研究プログラム】
公募において留意すべき点 1/2

◆ 今回公募対象となる研究開発テーマ

公募要領「別添１」に記載された研究開発課題に即した研究開発テーマが、

今回の公募の対象となります。（詳細はp.12以降でご説明）

※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ください。

【研究開発課題数】

エネルギー・環境新技術先導研究プログラム：１９課題

新産業創出新技術先導研究プログラム ：２課題

◆ 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です。

※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。



◆受託業務の実施にあたって、原則ご対応いただく事項

① プログラムマネージャーによる各種助言・調整等に従うこと [エネ環・新新]

・プログラムの設定：[エネ環]原則設定 [新新]必要に応じて設定

②「研究開発推進委員会」を設置、運営すること [エネ環・新新]

・研究開発推進委員会：国家プロジェクト立ち上げ等を企画検討するための委員会。

③「プログラム推進会議」に参加すること [エネ環]

・プログラム推進会議：研究開発をより効果的に推進するために、

関連する複数の研究開発テーマの実施者を集め、

情報共有や意見交換をする場。

④ 別途ＮＥＤＯが実施する調査事業、

情報発信事業に協力すること [エネ環]

・ＮＥＤＯが委託する調査事業者が、資料提出及び

ヒアリングのお願いをさせていただきます。

・いずれの場合も各委託予定先の事情を十分に配慮し、

委託予定先の不利益とならないよう

柔軟に運営しますので、ご協力をお願いいたします。
7

2019年度【新技術先導研究プログラム】
公募において留意すべき点 2/2

委託

研究開発
推進委員会

企業 大学

研究開発テー
マ

研究開発
推進委員会

研究開発
推進委員会

委託

委託

●研究開発テーマへの助言
●プログラム推進会議の開催 等

プログラム
マネージャー

企業 大学

研究開発テーマ

大学

研究開発テーマ

プログラム運営のイメージ図[エネ環]
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各テーマの研究開発推進委員会は、個別テー
マごとに委員会を開催（年数回）

各テーマごとに研究開発推進委員会を設置し先導研究の情報共有、検討等行う。
委員会開催にあたっては、METI及びNEDOの関係部局のオブザーバ参加を要請する。

プログラム推進会議
（プログラムマネージャー

出席、年２回予定）

テーマ①
推進委員会
（個別開催）
委託先Ａ
委託先Ｂ
委託先Ｃ

テーマ②
推進委員会
（個別開催）
委託先Ｄ
委託先Ｅ

テーマ③
推進委員会
（個別開催）
委託先Ｇ
委託先Ｈ

テーマ④
推進委員会
（個別開催）
委託先Ｉ
委託先Ｊ

（１）プログラム設置のテーマ （２）プログラム設置無のテーマ

プログラム推進会議等のイメージ（国家プロジェクト立ち上げ等を企画検討するための委員会）

オブザーバ参加要請先
○METI担当課、原課
○NEDO担当部等

テーマ⑤
推進委員会
（個別開催）
委託先Ｋ
委託先Ｌ

・・ ・・

各テーマの研究開発推進委員会は、個別テーマご
とに委員会を開催（年数回）するとともに、プロ
グラム推進会議を開催（年２回予定）

①国家プロジェクト、実用化の企画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国家プロジェクト、実用化に向けた検討
（目的、目標、課題、方法論、体制、スケジュール、市場、ビジネスモデル等）
（国家プロジェクト化検討へのオブザーバ参加等）

国家プロジェクト化、実用化に向けた検討
（先導研究で実施いただくこと）
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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。

2019年度【新技術先導研究プログラム】公募要領

目 次
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１-１. 事業目的 １-２. 事業目標

◆既存技術の延長とは異なる有望な技術シーズの発掘（ＦＳ研究）

◆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（※）

◆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化

等への道筋をつけることが目標

【エネ環】の目的：省エネルギー、新エネルギー、CO2削減等に資するエネルギー・環境

分野の中長期的な課題を解決していくために必要となる技術シーズ、特に2030年を目途と

した持続可能なエネルギー供給を実現し、将来の国家プロジェクト等に繋げていくこと

【新新】の目的：新産業創出に結びつく産業技術分野の中長期的な課題を解決していくため

に必要となる技術シーズ、特に新産業創出による産業競争力の向上に有望な技術の原石を発

掘し、将来の国家プロジェクト等に繋げていくこと。

(※)
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（１）先導研究は、国家プロジェクト化等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体制

（４）国家プロジェクト化等に向けた検討
★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、METI担当課(※)・NEDO担当部等
との連携 (※)国家プロジェクト化する際に連携が必要となるMETI原課含む

★研究開発推進委員会等への参加等

１-３. 事業内容
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◆ 公募対象テーマ

別添１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。

１-３（１）対象となる研究開発テーマ

ハイリスクであるが、研究開発に成功した場合、産業へインパ
クトを与えると期待できるgame-changing な技術・システム
の提案を期待。

ＮＥＤＯ及びＮＥＤＯ以外の公的資金において、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。
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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）

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。

１-３（１）対象となる研究開発テーマ‐１

Ⅰ．エネルギー・環境新技術先導研究プログラム

課題番号 研究開発課題

Ａ《新エネルギー分野》

Ⅰ－Ａ1 太陽光エネルギーの有効利用率の大幅な増大を目的とした、低コストかつ高耐久で普及性の高い波長変換技術の開発

Ｂ《次世代エネルギーデバイス分野》

Ⅰ－Ｂ１
希少元素を用いない、あるいは希少元素の使用量を著しく減少させ、元素戦略上不安のない低コストかつ高効率を実現する水電解水素
製造技術の開発

Ⅰ－Ｂ２
400℃以下で高いイオン伝導率を有し、安定的に動作する固体電解質をベースとした、エネルギー変換効率、エネルギー出入力特性や蓄
エネルギー容量（コンパクト性）等に優れた革新的エネルギーデバイスの開発

Ｉ－Ｂ３
希少元素を用いない、あるいは希少元素の使用量を著しく減少させ、元素戦略上不安のない低コストかつ高容量・高出力を実現する革
新的二次電池技術の開発

Ⅰ－Ｂ４ 車載用蓄電池の二次利用を促進するための残存性能(State of Health)・充電状態（State of Charge）の短時間診断技術開発

Ｃ《画期的産業技術・デバイス分野》

Ⅰ－Ｃ１ 消費電力を1/10以下とする革新的な高速高信頼性メモリ技術及び高速高効率光伝送デバイス技術の研究開発

Ⅰ－Ｃ２ 従来法での計測不能領域を革新的手法により計測可能にする産業プロセス用センサー

Ⅰ－Ｃ３ 自律分散駆動機器の普及拡大に資する、室温付近での極小温度差を活用した小型発電技術

Ⅰ－Ｃ４
高出力（数百kW以上）と高密度を同時達成する磁気回路または磁石配列や冷却システムを高度化する航空機向け常電導大型電気モー
ター技術開発
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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）

１-３（１）対象となる研究開発テーマ‐ ２

Ｄ《高度リサイクル技術分野》

Ⅰ－Ｄ１ ベースメタルのリサイクル比率を向上させるための革新的な技術

Ⅰ－Ｄ２ 生産活動により排出されるNOx等窒素化合物からのアンモニア製造

Ⅰ－Ｄ３ プラスチック資源に関する高度循環技術開発

Ⅰ－Ｄ４ 炭酸塩など水素による還元反応を伴わずに安価・低エネルギー消費でCO2から直接化学品を製造する技術

Ｅ《次世代材料技術分野》

Ⅰ－Ｅ１ 海洋プラスチックごみ問題を解決する海洋分解性プラスチックの技術開発

Ⅰ－Ｅ２
航空分野における現行接合（機械的締結）以上の信頼性を達成する、熱硬化性CFRP（CF/エポキシ）と熱可塑性CFRP（CF/スーパーエン
プラ）等の異種複合材シームレス接合・最適成形技術の開発

Ｆ《革新的省エネ技術分野》

Ⅰ－Ｆ１
金属、半導体デバイス製造、強化ガラスの製造、大出力レーザーの冷却などに適用可能な高温伝熱面の冷却制御の大幅な省エネ化技術開発
及び現象解明

Ⅰ－Ｆ２ 大幅な低コスト・高耐久化を実現する熱交換技術の開発

Ⅰ－Ｆ３ 200℃以下の排熱を対象とした低コストで高性能な従来にない排熱活用・制御技術の開発

Ⅰ－Ｆ４ 産業用脱水・乾燥プロセスの省エネ化

Ⅰ．エネルギー・環境新技術先導研究プログラム
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１-３（１）対象となる研究開発テーマ‐ ３

Ⅱ．新産業創出新技術先導研究プログラム

課題番号 研究開発課題

Ⅱ－１ 産業用途向けに役立つ、電流密度耐性を持った機能性合金材料の実現に資する技術開発

Ⅱ－２ ロボットが利活用される産業の創出につながる、人と協働できる多能工ロボットやロボット相互連携のための革新的なロボット事業化技術の研究開発

Ⅰ．エネルギー・環境新技術先導研究プログラム ⇒19課題
Ⅱ．新産業創出新技術先導研究プログラム ⇒  2課題

全21課題の研究開発課題に該当する研究開発テーマを募集

■研究開発課題は、以下の２通りの手法により設定しています。

・ＲＦＩに基づく課題設定 [エネ環・新新]
：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)を実施し

研究開発課題を検討。

・ニーズ抽出に基づく課題設定 [エネ環のみ、予告にて先行公開]

：実用化の強化及びCO2削減のため、社会・産業のニーズを基に必要と思われる
研究開発課題や、これまでのプロジェクト等で解決できておらず実用化に
至っていない要因を研究開発課題として検討。

★研究開発課題I‐B4、C2、C3、D1、D2、D3、E1、F2、F3、F4が該当。
募集内容の詳細については、公募ページに掲載している「詳細資料」をご覧ください。

公募ページURL
https://www.nedo.g
o.jp/koubo/CA2_100
193.html



16

Ⅰ－Ａ1
太陽光エネルギーの有効利用率の大幅な増大を目的とした、低コストかつ高耐久で普及性の高い
波長変換技術の開発

説明・
例示

・太陽電池セルの感度スペクトルと太陽光スペクトルのミスマッチによる損失を改善し、太陽電池モジュールの光
電変換効率相対値５％以上の向上を実現するモジュール封止シート

・屋外使用での耐熱環境、紫外線照射環境における耐久性を格段に向上させ、コスト的に実用性が見通せる波長変
換材料の新規創成と光触媒による水素発生を相対値５％以上向上する応用技術の開発

Ⅰ－Ｂ
１

希少元素を用いない、あるいは希少元素の使用量を著しく減少させ、元素戦略上不安のない低コ
ストかつ高効率を実現する水電解水素製造技術の開発

説明・
例示

・高耐久性なアニオン導電性薄膜の創製と非金属触媒との界面構築によるアニオン膜型水電解システムの開発

Ⅰ－Ｂ
２

400℃以下で高いイオン伝導率を有し、安定的に動作する固体電解質をベースとした、エネル
ギー変換効率、エネルギー出入力特性や蓄エネルギー容量（コンパクト性）等に優れた革新的エ
ネルギーデバイスの開発

説明・
例示

・ヒドリドイオン（H-）の高速イオン導電を可能とするH-導電性固体電解質を用いた中低温領域作動型革新的発

電デバイスの開発
・硫化水素ガスの発生する恐れを克服した、あるいは抑制する技術を確立した硫化物系固体電解質を用いた超高速
充放電可能なリチウムイオン全固体電池デバイス

Ⅰ－Ｂ３
希少元素を用いない、あるいは希少元素の使用量を著しく減少させ、元素戦略上不安のない低コ
ストかつ高容量・高出力を実現する革新的二次電池技術の開発

説明・
例示

・ナトリウムイオン導電性酸化物電解質と電極活物質の界面抵抗の低減を実現し、高安全性と低コストを両立する
全固体ナトリウム二次電池の開発

研究開発課題の説明と開発テーマの例示‐１

※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。

Ⅰ．エネルギー・環境新技術先導研究プログラム
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Ⅰ－Ｂ4
車載用蓄電池の二次利用を促進するための残存性能(State of Health)・充電状態（State of 
Charge）の短時間診断技術開発

説明・
例示

・車載用のリチウムイオン電池の残存性能(State of Health)、充電状態（State of Charge）を、電池内部の劣化
現象を解明すると共に、膨大な過去の使用履歴データの解析に頼ることなく、市場取引時に、電池内部状態を科
学的根拠のもと正確かつできるだけエネルギーロスをなくしながら簡易に短時間（一時間程度以内）で診断でき
る技術（既存診断技術の科学的裏付けを含む）。

・全固体リチウムイオン電池のSOH、SOC診断を見据えた技術開発

Ⅰ－C１
消費電力を1/10以下とする革新的な高速高信頼性メモリ技術及び高速高効率光伝送デバイス技
術の研究開発

説明・
例示

・HDD、SSDを超える大記録容量を有しかつ消費電力を1/10以下とする特長を有する革新的な高速高信頼性メモ
リ技術の開発

・電力あたりのデータ伝送容量を１桁以上向上させかつ1レーン当り100Gbit/s以上の超高速伝送を可能とする光変
調技術の開発

Ⅰ－C２ 従来法での計測不能領域を革新的手法により計測可能にする産業プロセス用センサー

説明・
例示

・産業プロセスの電化促進に資する、これまで実用化されていない新たな方式を活用した計測技術（測定項目とし

ては、例えば、内部温度（実験的な推定式で可）、水分率、配管内蒸気流量、歪など）

Ⅰ－C３ 自律分散駆動機器の普及拡大に資する、室温付近での極小温度差を活用した小型発電技術

説明・
例示

・発電モジュールとして100μW/cm2以上の発電、かつ、発電デバイスとして100μW/cm3以上を、日常生活環境
での温度域・温度差等（20℃を中心とした室温域での5℃未満の温度差）で実現する技術開発

・ センサー、電源IC、発信モジュール等との一体化を行った自律駆動発信機器として上記エネルギー（体積）密度
を目指す技術開発

研究開発課題の説明と開発テーマの例示‐２

※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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Ⅰ－C４
高出力（数百kW以上）と高密度を同時達成する磁気回路または磁石配列や冷却システムを高度
化する航空機向け常電導大型電気モーター技術開発

説明・
例示

・航空機向けの超多極化モーターを実現する高度磁気配列技術開発や空冷・液冷を組み合わせた革新的冷却システ
ム開発

Ⅰ－D１ ベースメタルのリサイクル比率を向上させるための革新的な技術

説明・
例示

・低コストで、スクラップから効率よくリサイクル原料を分離・選別する革新的な技術
・低コスト、低エネルギーで不純物元素を除去できる革新的な技術（例：アルミニウムからの鉄、ケイ素の除去な
ど）

・不純物元素を含むリサイクル原料から、高機能材料を生成する技術（無害化技術）

Ⅰ－D２ 生産活動により排出されるNOx等窒素化合物からのアンモニア製造

説明・
例示

・窒素化合物（NOｘ、硝酸イオン類）からの高効率なアンモニア合成技術。ただし、必要とされる還元剤は、ア
ンモニア化する反応系内に含有される物質（例えば、排ガス中であれば、未燃の炭化水素や一酸化炭素など）を
積極的に利用する技術

・目的物であるNH3 が、反応系内で生成した直後からNOx の選択還元に消費されないような触媒系の設計
・ 原料となる窒素化合物（NOｘ、硝酸イオン類）と生成物の分離・濃縮技術の開発

Ⅰ－D３ プラスチック資源に関する高度循環技術開発

説明・
例示

・進歩の著しいAIによる画像認識やロボティクスを応用したプラスチックの物理選別に関する革新的要素技術及び
システムの開発

・物性低下した再生プラスチックをアップグレーディングするコンパウンドや熱処理等の革新的変成技術・加工技
術

・既存の大型施設（＋発電、石油精製、鉄鋼、セメント）での再利用を推進するための革新的技術開発（不純物除
去、耐ハロゲン触媒等）

研究開発課題の説明と開発テーマの例示‐３

※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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Ⅰ－D４
炭酸塩など水素による還元反応を伴わずに安価・低エネルギー消費でCO2から直接化学品を製造
する技術

説明・
例示

・安価で多量のアルカリ土類金属イオン源を確保し、新規炭酸塩固定化プロセスの開発を行う。また炭酸塩の一部
を有価なものとするため、炭酸塩の結晶制御、粒形制御等を検討する。

・CO2から機能化学品を高効率かつ直接的に製造可能な触媒及び反応システムを開発、さらにその削減効果の定量
評価手法を開発する。

Ⅰ－E１ 海洋プラスチックごみ問題を解決する海洋分解性プラスチックの技術開発

説明・
例示

・プラスチックが海洋環境で分解するメカニズムを解明した上で、現行のプラスチックの性能（プラスチック製品
として市場に投入可能な引張強度や柔軟性等を想定。ただし、プラスチック製品の用途は多種多様であるため、
その用途に適した性能であればよい。）に相当する材料特性を併せ持つ、海洋環境での分解（３０℃の海水にお
いて、６か月で９０％程度の分解性能を有するものを想定。ただし、これとは異なる海洋環境下による分解性能
を提案してもよい）に適したプラスチックの設計・合成技術

Ⅰ－E２
航空分野における現行接合（機械的締結）以上の信頼性を達成する、熱硬化性CFRP（CF/エポ
キシ）と熱可塑性CFRP（CF/スーパーエンプラ）等の異種複合材シームレス接合・最適成形技
術の開発

説明・
例示

・異種複合材接合部界面の制御技術開発や、繊維配向や繊維含有率を制御した最適構造成形シミュレーション技術
の開発

Ⅰ－F1
金属、半導体デバイス製造、強化ガラスの製造、大出力レーザーの冷却などに適用可能な高温伝
熱面の冷却制御の大幅な省エネ化技術開発及び現象解明

説明・
例示

・高強度金属材料を製造する際の冷却を大幅に省エネ化し、かつ目的に応じた物性の材料を創製する技術を開発す
る。

・水をはじめとする液体を用いた沸熱伝熱面の冷却制御による強化ガラス等の省エネ製造プロセスを開発する。

研究開発課題の説明と開発テーマの例示‐４

※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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Ⅰ－F2 大幅な低コスト・高耐久化を実現する熱交換技術の開発

説明・
例示

・燃料利用より熱交換をした方が安価となり得る、材料コストの安い素材（例えばフィラー入り樹脂やアルミニウ
ム等）で、酸性ガスにも適用でき、熱交換媒体中の不純物や熱交換器材料の浸食等によるスケール生成等を抑制
可能、かつ、従来の金属製プレート熱交換システムと同等程度の熱交換能力を有する200℃以下の低温排熱を対
象とした新しい熱交換システム

・1000℃の耐食ガスにも適用可能で、数百度の温度差や温度変化に耐え、ハステロイ等の熱交換機と同等以上の
性能を示す、熱交換システムの開発（セラミックス材料等）

・大幅な熱交換効率（省スペース、小動力）向上を見込める、熱交換機の最適化技術（デザイン、微細加工、接触
熱抵抗の低減、スケール対策など）

Ⅰ－F3 200℃以下の排熱を対象とした低コストで高性能な従来にない排熱活用・制御技術の開発

説明・
例示

・200℃以下の排熱を対象とした低コストで高性能な従来にない排熱活用技術の開発。例えば以下の通り。
・漏洩等の際の高い安全性、安定性、熱の取り出し速さ等の制御性などの条件を満たす、安価で蓄熱密度が高い蓄
熱材、蓄熱システム

・産業プロセスの低温排熱を利用可能で、従来にない革新的な小型高効率排熱発電技術
・LNG冷排熱を利用した従来以上に高効率で革新的な、吸気冷却技術、安価な低温用配管材や低温熱電発電デバイ
ス等

Ⅰ－F4 産業用脱水・乾燥プロセスの省エネ化

説明・
例示

・具体的な産業用乾燥工程に対応した電化技術を用いた革新的脱水・乾燥手法及びその周辺技術

研究開発課題の説明と開発テーマの例示‐5

※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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Ⅱ－１ 産業用途向けに役立つ、電流密度耐性を持った機能性合金材料の実現に資する技術開発

説明・
例示

・10nm世代以降の微細な領域において、電流密度耐性・耐熱性を持った機能性合金材料の開発 （銅自体の顕著な
抵抗上昇や、電流密度の増加に起因したエレクトロマイグレーションの抑制）

・極狭ピッチコネクタ導体材料実現に向けた大規模コンビナトリアル材料探索基盤技術開発

Ⅱ－2
ロボットが利活用される産業の創出につながる、人と協働できる多能工ロボットやロボット相互
連携のための革新的なロボット事業化技術の研究開発

説明・
例示

・ロボットの未活用領域への導入促進や飛躍的な生産性向上を目的に、多能工ロボットや人の機能拡張のための技術
開発、人とロボットの協働による製造工程の最適化検討、異種ロボット間、ロボット-機器間やクラウドとの連動な
どによる高度で統合的な生産システム構築のための事業化研究を実施する。例えば以下のような課題を想定。

・多能工ロボット等の活用による合理的に設計された人とロボットが協調する革新的な生産技術のための事業化研究
・ロボット・機器間連携やネットワークロボットを活用した最先端の自動化及び生産技術のための事業化研究
・人とロボットが最適に協働し、ロボットとネットワークが高度に連携した統合生産技術のための事業化研究

研究開発課題の説明と開発テーマの例示-6

※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。

Ⅱ．新産業創出新技術先導研究プログラム
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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

１-３（２）研究開発の実施体制

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
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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。

【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。

１-３（２）研究開発実施体制

＊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。
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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

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「別添2」【様式３】提案書本文 3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

◆ 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）

原則5千万円以内 上限1
億円以内／年・件

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

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

＜提案書の申請方法の例＞2.応募資格
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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

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

＜提案書の申請方法の例＞2. 応募資格
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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
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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

《提案書の受付期間》

郵送にてご提出をお願いします。※持参による受付は行いません。

2019年5月7日（火）正午必着。

※封筒に、以下のいずれかを朱書きのこと。
「エネルギー・環境新技術先導研究プログラム（課題番号）」に係る提案書在中
「新産業創出新技術先導研究プログラム（課題番号）」に係る提案書在中

3. 提出期限及び提出先
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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１０部

【様式３－１】 提案書 本文 正１部、副１０部

【様式３－２】 提案書 別紙 高額事業提案理由書 ※ 正１部、副１０部

【様式３－３】 提案書 別紙 高額設備備品補足説明書 ※ 正１部、副１０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１０部

【様式６】 主要研究員研究経歴書 正１部、副１０部

【様式７】
ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関す
る認定等の状況

正１部

【様式８】 NEDO研究開発プロジェクトの実績調査票 正１部

【様式９】 提案書類受理票 正１部

【様式１０】 提案者業種情報 正１部

4. 応募方法（提案書類）‐１

※該当する場合のみ
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情報項目ファイル(2019年度公募用)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
（長形３号、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
※会社HPのURL記載の場合、パンフレット提出は不要

正１部（大学等は不要）

会社案内
※会社HPのURL記載の場合、パンフレット提出は不要

正１部（大学等は不要）

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）‐２

※該当する場合のみ



4. (4) e-Radへの登録について
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e-Radポータルサイト（http://www.e-rad.go.jp/）にアクセスし、
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

※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ヘルプデスク TEL：0570-066-877 （ナビダイヤル）
03-6631-0622 （直通）

・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。



◆ 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

34

６-２. 研究開発テーマの検討基準

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。
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（補足）提案書類提出時の注意事項‐１

ＣＤ-Ｒ

返信用
封筒
（８２円
切手を
貼付）

長型3号
120×235㎜

◆提出書類の順序について

提案書受理票
【様式９】

先頭にして提出

【正本１部】

×１０部

副本
【様式２】
【様式３－１】
【様式３－２】
【様式３－３】
【様式５】
【様式６】

【副本１０部】

様式２、３－１、３－２、

３－３、５、６の副本を１
セットとして１０部提出

【正本１部】

提案書受理票【様式９】を除き、

様式１から順番に並べて正本
１部提出

表紙
【様式１】

印



☆「提案書参照箇所」や「記入に当たっての注意事項」を参考にご記入をお願いいたします。
☆自動処理しますので、セルや行を追加したり、削除したりしないでください。
☆自動処理でテキスト抽出するためのものですので、セルの高さや幅の都合で記入内容が全て画面に表示されていなくても結構です。
☆各記入項目には図表を含めないでください。
☆Microsoft-wordからコピーする際は、”形式を指定して貼り付け→テキスト”を指定してください。
☆囲み文字、ローマ数字、単位を表す文字、半角カタカナは使用しないでください。（例：①②③ⅠⅡⅢⅰⅱⅲ㍉㌔㎡ｷﾞｼﾞｭﾂ）
☆記入済みファイルを保存したＣＤ－Ｒには下記ラベルイメージの項目名と該当事項を記入したラベルを貼ってください（直接記入も可）。
受付番号はＮＥＤＯで記入します。

ラベル・イメージ

提案テーマ：○○○○の研究開発 　　Excelファイルの名称は

応募連絡先の機関名：○○株式会社 　　「応募連絡先の機関名.xls」としてください。

Ａ．提案書[要約版]【様式２】および利害関係の確認【様式４】の記入情報

【様式２】および【様式４】の該当項目の記入情報をそのまま転記してください。

No 項目 ↓↓申請者にご記入いただく欄はこの列です↓↓ 記入例
記入に当たっての

注意事項

（１） 受付番号 （←NEDOにて記入） （←NEDOにて記入） 記入不要

（２） 研究開発テーマ名（提案テーマ名） ○○○○の研究開発
提案書［表紙］［要約版］［本文］に記載した研究
開発テーマ名をそのまま記入

（３） 対象となる研究開発課題の［課題番号］ Ⅰ－Ａ１
別添１の研究開発課題一覧表の課題番号全角
で記入

（４） 対象となる研究開発課題の［課題名］ ○○○○の技術
別添１の研究開発課題一覧表の研究開発課題
の名称を記入

（５） 研究開発テーマの概要（要旨）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

提案書［要約版］の「１．研究開発テーマの概要
（要旨）」を転記してください。
図表は入れず、400字以内で記入してください。

（６） 応募連絡先の機関名（法人名） ○○株式会社 応募連絡先の機関名（法人名）を記入

（７） 連名提案する機関名（NEDOの委託先となる全機関） △△株式会社、△△大学
連名提案の場合に、応募連絡先以外の機関名
（企業名、大学名）を全角読点（「、」)で区切って
入力

（８） NEDOの再委託先（又は共同実施先）となる全機関 □□大学、※※株式会社
再委託先、共同実施先（企業名、大学名）を全
角読点（「、」)で区切って入力

（９） 研究開発テーマの実施期間（月） 12
研究開発期間を月数で記入。半角数字のみ（月
などを加えない）

（１０） 研究開発テーマの必要経費概算（総額）（単位：百万円） 100
研究開発期間を通じての必要経費概算（総額）
を百万円単位で記入。半角数字のみ（円や￥な
どを加えない）

（１１）
技術的なポイント
「利害関係の確認について」【様式４】から転記

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「利害関係の確認について」【様式４】の「技術的
なポイント」欄の内容を転記してください。

Ｂ．提案書[表紙]【様式１】及び[本文]【様式３】の記載情報

B-1　応募連絡先（連名応募者では、連名応募の代表となる法人）の機関の情報を記入してください。（上記のＡ表（６）の機関について記入してください。）

No 項目 ↓↓申請者にご記入いただく欄はこの列です↓↓ 記入例
記入に当たっての

注意事項

（１） 応募連絡先の機関名（法人名） △△株式会社（又は、国立大学法人△△大学等）
応募連絡先の機関名（法人名）を記入、単独申
請する場合はそのまま機関名を記入

（２） 応募連絡先の法人番号 1234567890123 半角数字で記入(13桁)

（３） 機関代表者の役職 代表取締役社長

（４） 機関代表者の氏名 △△○○

新技術先導研究プログラム（エネルギー・環境新技術先導研究プログラム・新産業創出新技術先導研究プログラム）　情報項目ファイル

NEDOと業務委託契約の調印者となる代表権を
有する者を記入

提案テーマ

応募連絡先の機関名

記入後の情報項目ファイル

「応募連絡先の機関名.xls」を保存

☆CD-Rを提案書類とともに

NEDOに提出してください
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◆ 情報項目ファイル(２０１９度公募用)について

各項目の情報は各様式書
類記載内容を転記してく
ださい(内容が一致するよ
うにお願いします)。

（補足）提案書類提出時の注意事項‐２



【様式１】 

□ 応募連絡先の機関 ／ □ 応募連絡先以外の機関 

連名で提案する場合は、連名して提案する機関の中からＮＥＤＯからの連絡窓口となる機関（応

募連絡先の機関）を定めてください。上記のいずれかの□を■に塗りつぶしてください。 

[表 紙] 

 

「ＮＥＤＯ先導研究プログラム／新技術先導研究プログラム」に対する提案書 

 

研究開発テーマ 

「○○○○の研究開発」 

 

 

 

                                                          （西暦）○○年○○月○○日 

 

 

機関名（法人名）  例 ○○○○株式会社、○○○○大学       印（法人印等）  

 

法人番号     例 1234567890123（13桁の番号）  

 

機関代表者名  例 代表取締役社長・○○○○、大学長・○○○○   印（役職印又はサイン） 

（企業の場合は代表取締役社長、大学等の場合は当該機関の長） 

 

所在地  ○○県○○市・・・・・  （郵便番号○○○－○○○○） 

 

担当者 

所 属 ○○○部〇〇〇課 

     役職名 ○○○○○課長 

     氏 名 ○○ ○○ 

     担当者所在地 ○○県○○市・・・・・・（郵便番号○○○－○○○○） 

     ＴＥＬ △△△△－△△－△△△△（代表） 内線 △△△△ 

     ＦＡＸ △△△△－△△－△△△△ 

     E-mail *****@********* 

 

  

 

 

※【様式１】は、連名して提案する場合、全機関各１枚作成し、提出してください。 

※ 担当者は本提案に関する問合わせに対応できる者（研究開発責任者、業務管理者、主要研究員等）と

してください。 

e-Radにおける研究機関コード（１０桁）                      

（提案書記入例） 

別添２ 

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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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］Ⅰ．研究開発テーマに関する情報

Ⅰ．研究開発テーマに関する情報
１．研究開発テーマ名
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)

提案内容は

分かりやすく、明確な記述

を心がけてください。

◆「 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。 38



提案書［本文］３－２．研究開発テーマの目的及び内容
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以下、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・検討するための最重要項目

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として期
待できるかどうかを重要視します。



提案書［本文］３－３．研究開発テーマの実施予定期間
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２年計画での提案の場合、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。
２年計画の提案の場合は、１年目及び２年目の計画を明確に様式３に

記載して下さい。

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（ ヶ月間）
□ ２年（１年を超えるもの）（ ヶ月間）
（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、研究開始後概ね９ヶ月経過した時点で
ＮＥＤＯがステージゲート審査を実施し、継続の可否を判断します。



提案書［本文］４－２．実用化イメージとインパクト
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以下、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」の記述のとおりに、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について、事業化も見据えて記述してください。
【エネルギー・環境新技術先導研究プログラム（エネルギー・環境分野）の場合】
実用化イメージでは、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インパクトを記述してください。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直接的な効果に加えて、間接的な効果の記述も可とします。
【新産業創出新技術先導研究プログラム（産業技術分野）の場合】
実用化イメージでは、効率、寿命等の技術目標を明示し、新産業創出効果等を記述してください。新産業創出効果等の記述では、
実用化時の市場規模（○○円／年）を示し、その根拠を定量的に記述してください（現状及び実用化時の市場規模についてそれ
ぞれ記述してください。また、市場におけるシェア推移の見通し、その根拠についても記述してください）。

提案内容の“成功時のインパクト”を評価・検討するための最重要項目

「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
変化を伴う価値が創造され、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。



提案書［本文］６．産学連携体制に向けた具体的研究開発構想
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以下、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４）大学等のみによる提案の場合は必ず記載してください（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組について、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当たり、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御提示ください。



(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］Ⅱ．実施計画に関する情報

43

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、全ての機関について記入）
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。



提案書[別紙]高額事業提案理由書【様式３－２】
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＊提案する研究開発事業の必要経費
総額が５千万円を超える場合、本様
式を提出してください。

【様式３－２】 

 [別紙] 

 ＊提案する研究開発事業の必要経費総額が５千万円を超える場合、本様式を提出してください。 

高額事業提案理由書 

研究開発テーマ名 「○○○○の研究開発」＊提案する研究開発テーマ名を記載。 

必要経費総額 ○○百万円 

研究開発機関 

委託先内訳金額 

１．〇〇〇〇株式会社           ○○百万円 

２．国立大学法人○○大学         ○○百万円 

３．学校法人○○○大学          ○○百万円 

４．国立研究開発法人○○○○○○研究所  ○○百万円 

 

＊「４－２．１年間の予算の概算 （１）総括表」金額を記入してください。 

【高額事業提案理由】 

＊研究開発事業の必要経費総額が５千万円を超えなければならない理由を記載してください。その

際５千万円以内だと、どこまで研究開発を行うことができ、必要増額分の費用があればさらにどこ

まで研究開発ができるのか明確に説明してください。 

また、必要に応じて線表や図表などを挿入してください。 

（注）理由書は１枚以内にまとめてください。線表や図表を用いる場合、１枚に収まらない場合は、

任意の様式を用いて別紙として添付してください。 

別添２ 

＜記載内容＞

＊研究開発事業の必要経費総額が５千万

円を超えなければならない理由

＊５千万円以内だと、どこまで研究開発

を行うことができ、必要増額分の費用が

あれば、さらにどこまで研究開発ができ

るのか明確に記載

＊必要に応じて線表や図表などを挿入

本様式は、採択審査において審査の参考と
させていただきます。原則5千万円以内(上
限1億以内)としておりますが、研究内容に
応じた、真に必要な額でご提案ください。



提案書[別紙]高額設備備品補足説明書【様式３－３】
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＊提案する研究開発事業で購入する設備
備品の単価が１件５百万円を超える場合、
その設備備品１件ごとに本様式を提出し
てください。

＜記載項目・内容＞ （抜粋）
＊理由：5百万円を超える設備の新規購入
が必要な理由、外注や他機関装置で対応
できない理由
＊導入予定時期：本設備の導入予定時期
及び導入予定時期が採択決定から6月経過
後になる場合はその理由も
＊使用計画：研究実施項目内容に照らし、
どのような活用方法、効果があるのか記
載
その他、発注予定先、積算額の妥当性等

【様式３－３】 

[別紙] 

 ＊提案する研究開発事業で購入する設備備品の単価が１件５百万円を超える場合、その設備備品１件

ごとに本様式を提出してください。 

高額設備備品補足説明書 

研究開発テーマ名 「○○○○の研究開発」＊提案する研究開発テーマ名を記載。 

研究開発機関名 国立大学法人○○大学（設備導入先） 

設備備品名・金額 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇装置   ○○百万円 

発注形態 

１．カタログ、パンフレット販売装置（オプション含む）等の発注 

２．詳細仕様書に基づく単品製作発注 

＊１．または２．のいずれかを選択。１の場合カタログ、パンフレットの

写しを添付してください。 

１．設備備品の 

  主要仕様 

＊箇条書きで主要必要仕様を簡潔に記載してください。 

２．必要な理由 ＊新規購入が必要な理由、外注や他機関装置拝借で対応できない理由を

簡潔に記載してください。 

３．設備備品の 

  導入予定時期 

＊採択決定が２０１９年７月下旬の場合の導入予定時期を記載してくだ

さい。導入予定時期が２０２０年２月以降になる場合はその理由も簡潔

に記してください。 

４．設備備品の 

  使用計画 

＊提案研究実施項目内容に照らし、どのように活用するのか、導入によ

りどのような効果があるのか、具体的かつやや詳細に記載してください。 

５．発注予定先 

  （候補） 

＊現時点で候補とする発注予定先を記してください。 

６．積算金額概算   

 の妥当性 

＊提案研究実施項目内容に照らし、オーバースペックでないか、積算の   

  金額の根拠を説明してください。 

（注）１枚以内にまとめてください。 

 

別添２ 

本様式は、採択審査において審査の参考とさ
せていただきます。研究内容に応じた、真に
必要な設備備品及び計画的な購入となるよう、
ご検討、ご提案ください。



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
者がいる場合には、別紙の記載
欄に任意で記載いただいても構
いません。

大学の場合は学部学科、研究者
名も記載して下さい。

入力時は斜体解除・黒字で記入
して下さい。

【様式４】 

別添３ 

 

利害関係の確認について 

 ＮＥＤＯは、研究開発テーマの決定に当たり大学・研究機関・企業等の外部専門家による先導研究案

件検討委員会を開催します。この委員会では公正な案件検討を行うことはもちろん、知り得た提案情

報についても案件検討以外の目的に利用することを禁じております。 

 さらに、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るところです

が、さらに委員本人にも事前に確認を求め、より公平・公正な案件検討の徹底を図ることといたして

おります。 

 そこで、提案者の皆様には、委員に事前提供する情報の記載をお願いいたします。本書類にていただ

いた「提案者名」、「研究開発テーマ」及び「技術的なポイント」を委員に提示し、自らが利害関係者、

とりわけ競合関係に当たるかどうか、の判断を促します。技術的なポイントについては、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。 

 また、ＮＥＤＯが委員を選定する上で、利害関係者とお考えになる者がいる場合には、別紙の記載欄

に任意で記載いただいても構いません。なお、委員から、利害関係の有無の判断がつかないとのコメ

ントがあった場合には、追加情報の提供をお願いする場合がございますので、ご協力をお願いいたし

ます。 

 

提案者名 

（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 ○○ ○○○○○○株式会社、○○○○大学 

※連名申請を行う場合は、全ての機関名（再委託先、共同実施先を含む）を記してください。 

 

提案テーマ名 

○○○○の研究開発 

 

 

技術的なポイント 

＊本紙の情報を受けた委員が提案者との競合関係を判断できるように、提案テーマの技術的なポ

イントを問題ない範囲で記入してください。 
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◆本事業は、
「NEDO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１０参照）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」（平成２７年９月２５日）
をベースとし、本事業の制度趣旨等を踏まえ、別途、本事業用に策定したものです。

◆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。

公募要領７．留意事項

（６）知財マネジメント
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◆本事業は、「ＮＥＤＯ先導研究プログラムにおけるデータマネジメント
に係る基本方針」（別添１１参照）を適用します。
（注）経済産業省から「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」（平成29

年12月）が公表されたのを受け、ＮＥＤＯでは「ＮＥＤＯプロジェクトにおけるデータマネジメン
トに係る基本方針」（平成30年3月）を策定。
＜http://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/other_CA_00003.html＞

「ＮＥＤＯ先導研究プロジェクトにおけるデータマネジメントに係る基本方針」は、上記の基本方針
をベースとして、「ＮＥＤＯ先導研究プログラム」用に策定したもので、本事業においても本基本
方針を適用します。

◆複数事業者が参加する研究開発テーマでは、研究開発データの管理と共
有化が重要です。また、研究開発データを第三者にも利活用させること
を検討することも必要です。

◆データマネジメント適用対象は、原則、平成３０年４月１日以降に新規
に公募を開始する委託研究開発に適用されます。

公募要領７．留意事項

（７）データマネジメント



50

〒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
（石川・本田・久手・古谷・須賀）

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

公募要領１０. 問い合わせ先



国立研究開発法人 新エネルギー･産業技術総合開発機構

ご提案・ご応募を

お待ちしています。


