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事業全体の概要

研究開発の内容

本事業は、次世代の材料開発の基盤技術開発として材料開発と計算科学の融合・連携によっ
て革新的機能性材料の創成・開発を加速し、競争力の高い日本の素材産業の優位性を確保する
ことを目的としています。具体的には主に有機系材料を対象とした従来に無い材料設計シミュ
レーションの開発や人工知能を活用した材料開発支援等を、革新的な試作プロセス開発や評価
計測技術開発と共にナショナルプロジェクトとして推進しています。

革新的な材料開発基盤の構築により従来の材料開発と比較して試作回数・開発期間1/20の短
縮を目指します。

今回の追加公募においては、データマイニング等を活用して、技術文書から材料開発に必要
な情報を収集するための技術開発に関する提案を募集します。

超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクトでは主に有機系材料を対象としており、追加公
募においてもプロジェクトの親和性を鑑み、有機系材料を対象とした提案を想定しています。

＜公募要領より＞
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事業全体の概要

研究開発の内容

研究開発項目①計算機支援次世代ナノ構造設計基盤技術／材料データ構造化AIツール開発

特許・論文等のすでに公開されている材料データや、素材企業が保有する材料データから、
物質の物性情報（物質名・物性・数値およびそれらの関係性）やプロセスデータ等を抽出する
ことによりAIが機械学習できる状態（構造化）にするためのツール（構造化AIツール）開発を
行うとともに、ツールが出力する結果（抽出したデータ）の標準データフォーマット（物質名、
物性、数値等が整理されたデータセット）の設計を行うことを目的とします。
2021年度の最終目標は、論文・特許等の公開データに対する、材料データの構造化AIツールの
プロトタイプを作成することです。

プロトタイプの機能としては、
・物質の各種物性情報やプロセスデータ等が抽出できる
・抽出したデータを標準データフォーマットに落とし込める
・物質や物性情報、プロセスデータ等の追加が容易
等を想定しています。

＜公募要領より＞
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事業全体の概要

プロジェクトの規模

研究開発テーマ 「超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト」
（材料データ構造化AIツール開発）

平成３１年度予算 ３億円

事業費総額 ９億円（予定）

実施期間 2019年度から2021年度までの最長3年間
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事業全体の概要

提案にあたっての留意事項

研究開発テーマ 超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト」（研究対象の追加）
／計算機支援次世代ナノ構造設計基盤技術／材料データ構造化AIツール開発

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 へ応募内容提案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。
なお、e-Radへの登録に日数を要する場合がありますので、2週間以上の余裕をもって
登録手続きをしてください。

・提案書表紙には提案機関毎に「e-Radにおける研究機関コード（１０桁）」が必須です。

・別添３に記載する研究開発責任者、及び主要研究員のうち各所属研究機関の研究代表者は、
「e-Rad研究者番号（8桁）」が必須です。
※e-Rad 上の登録が期限に間に合わない場合、必ず事前にＮＥＤＯ担当部に相談すること。
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事業全体の概要

提案にあたっての留意事項

知財マネジメントについて
本プロジェクト（本事業）は、知財マネジメント基本方針を適用します。
了承の上、ご提案ください。
詳細は、公募要領・別添７を御覧ください。

データマネジメントについて
本プロジェクト（本事業）はデータマネジメント基本方針を適用します。
了承の上、ご提案ください。
詳細は、公募要領・別添８を御覧ください。

基本方針に記載の通り、採択後、原則としてプロジェクト開始（委託契約書の締結）までに
提案者の企業・大学等で「知財及びデータの取扱いについての合意書」を締結していただきます。
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事業全体の概要

提案にあたっての留意事項

安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処）
a.我が国では、我が国を含む国際的な平和及び安全の維持を目的に、外国為替及び外国貿易法

（昭和24 年法律第228 号）（以下「外為法」という。）に基づき輸出規制が行われています。
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があります。

b.貨物の輸出だけでなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を外国の者
（非居住者）に提供する場合等は、その提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、
設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品等の技術情報を、紙・メール・CD・USBメモリ等
の記録媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練等を通じた作業知識の提供
やセミナーでの技術支援等も含まれます。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ります。

c.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りますのでご留意ください。
経済産業省から指定のあった事業については委託契約締結時において、本委託事業により
外為法の輸出規制に当たる貨物・技術の輸出が予定されているか否かの確認及び、
輸出の意思がある場合は、管理体制の有無について確認を行います。
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事業の制度

応募資格

応募資格のある法人は、次の(1)～(7)までの条件、「基本計画」及び「平成31年度実施方針」に示された条件を満たす、単独
又は複数で受託を希望する企業や大学、研究機関等とします。

(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。
(3)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。
(4)技術研究組合、公益法人等が代表して応募する場合は、参画する各企業等が当該プロジェクトの研究開発成果の実用化・

事業化計画※の立案とその実現について十分な能力を有するとともに、応募する技術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。

(5)企業等が単独、若しくは複数の企業等が共同して実施する場合は、各企業等が当該プロジェクトの研究開発成果の実用化・
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おり、各企業等間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場合は、国外企業等との連携に
より実施することができる。

(7)研究開発の過程で作成されるツールが有機系材料開発に有効であるか検証・フィードバックできること。

※ここでいう、実用化・事業化計画には、当該研究開発に係る成果（構造化AIツールのプロトタイプ）を有機系材料開発に
適用し、改良に取り組むこと等を含めて記載してください。
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事業の制度

採択審査の基準

i. 提案内容が基本計画の目的、目標に合致しているか（不必要な部分はないか）
ii. 提案された方法に新規性、技術的優位性、構造化AIツールの機能に拡張性があるか
iii. 共同提案の場合、各者の提案が相互補完的であるか
iv. 提案内容・研究計画は実現可能か（技術的可能性、計画、中間目標の妥当性等）
v. 応募者は本研究開発を遂行するための高い能力を有するか

（関連分野の開発等の実績、再委託予定先等を含めた実施体制、優秀な研究者等の参加等）
vi. 当該研究開発に係る成果（構造化AIツールのプロトタイプ）を有機系材料開発に適用し、

改良に取り組む計画等が明確になっているか
vii. 研究開発の過程で作成されるツールが有機系材料開発に有効であるか検証・フィードバック

できる体制となっているか。
viii. ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等※を受けているか（詳細説明は後述）
ix. 総合評価

※女性活躍推進法に基づく認定企業(えるぼし認定企業)、
次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)、
若者雇用促進法に基づく認定企業（ユースエール認定企業）
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事業の制度

契約・助成審査委員会の選考基準

i.委託業務に関する提案書の内容が次の各号に適合していること。
1. 開発等の目標がＮＥＤＯの意図と合致していること。
2. 開発等の方法、内容等が優れていること。
3. 開発等の経済性が優れていること。

ii.当該開発等における委託予定先の遂行能力が次の各号に適合していること。
1. 関連分野の開発等に関する実績を有すること。
2. 当該開発等の行う体制が整っていること。

（再委託予定先等を含む。なお、国際共同研究体制をとる場合、そのメリットが明確であること。また、
特にＮＥＤＯの指定する相手国の研究開発支援機関の支援を受けようとしている（または既に受けている）
場合はその妥当性が確認できること。）

3. 当該開発等に必要な設備を有していること。
4. 経営基盤が確立していること。
5. 当該開発等に必要な研究者等を有していること。
6. 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。

なお、委託予定先の選考に当たってＮＥＤＯは、以下の点を考慮します。
1. 優れた提案者の開発等体制への組み込みに関すること。
2. 各開発等の開発等分担及び委託金額の適正化に関すること。
3. 競争的な開発等体制の整備に関すること。
4. 一般社団法人若しくは一般財団法人又は技術研究組合等を活用する場合における役割の明確化に関すること。
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委託事業への応募

提出期限、提出先

提出期限 平成31年5月20日（月）午後3時必着
※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、ウェブサイトにてお知らせいたします。

提出方法 郵送又は持参。 FAX又は電子メールによる提出は受け付けません。

提出先 〒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
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
材料･ナノテクノロジー部 担当者名 足利、三宅 宛

※郵送の場合は封筒に
『「超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト」（材料データ構造化AIツール開発）に係る提案書在中』
と朱書きのこと。

※持参の場合はミューザ川崎16階の「総合案内」の受付の指示に従うこと。

※応募資格を有しない者の提案書又は不備がある提案書は受理できません。
※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。
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委託事業への応募

提案書

提案書作成上の注意（公募要領 別添１：提案書）

表紙
・提案機関毎に提出ください。（社印、代表者印(代表取締役社長、学長、等)を押印）

再委託先は含みません。
・e-Radにおける研究機関コード（１０桁）を記載ください。

要約版
・１提案で１枚、提出ください。
・連絡先は、共同提案の場合、提案機関の代表機関としてください。

利害関係の確認について
・提案者名は、共同提案を行う場合 2-2. 管理者を併記していただき、

利害関係者とお考えになる者がいらっしゃる場合には、任意で御記載いただくことになっています。
共同で提案する他の事業者(取りまとめ企業等)に利害関係者を公開したくない場合には、
事業者ごとに封筒等に入れ、提案書と併せて提出願います。

13



委託事業への応募

提案書

提案書作成上の注意（公募要領 別添１：提案書）

1-1. 研究開発の内容
・研究開発プロジェクトの基本計画に沿って、提案する研究開発内容を極力具体的に記載してください。
・「１－２．研究開発の目標」を達成するために解決すべき技術的問題とそれを解決する手法について、

従来から一般的に行われている方法と比較する等して、わかりやすく説明してください。
・再委託先又は共同実施先の実施内容があれば、それぞれの役割分担を明確に説明してください。

なお、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。

1-2. 研究開発の目標
・〇〇〇〇年度の達成目標（性能、定量的な検討件数等）及び

〇〇〇〇年度の最終目標（性能、定量的な検討件数等）を
できるだけ具体的・定量的に記入してください。

・上記の達成目標（性能、定量的な特性等）及び最終目標（性能、定量的な特性等）については、
その設定理由も簡潔に説明してください。
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委託事業への応募

提案書

提案書作成上の注意（公募要領 別添１：提案書）

1-3. 研究開発成果の実用化・事業化の見込み （詳細説明は後述）
・研究開発成果が産業へ及ぼす波及効果、研究開発成果を実用化・事業化する計画＊、実用化・事業化時期、

提案者の実用化・事業化能力等につき、「研究開発成果の事業化計画書」（別添2）に記載してください。
（研究開発終了後には、ＮＥＤＯが実施する追跡調査・評価に御協力いただきます。）

＊ここでいう「実用化・事業化」計画とは、当該研究開発に係る成果（構造化AIツールのプロトタイプ）を
有機系材料開発に適用し、改良に取り組むこと等を含めて記載してください。
業務委託契約約款第27条の「事業化計画」も含むものとします。

なお、複数の事業者による共同提案の場合には、事業者ごとにそれぞれ記載願います。
また、共同で提案する他の事業者〈取りまとめ企業等〉に記載内容を公開したくない場合には、
事業者ごとに封筒等に入れ、提案書と併せて提出願います。

2-2. 管理者
共同提案の場合、各機関ごとに業務管理責任者（従事日誌管理など労務管理を行う方）、経理責任者を
記載ください。
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委託事業への応募

提案書

提案書作成上の注意（公募要領 別添１：提案書）

4-2. 予算の概算
「総括表」「委託先／研究分担先／分室総括表」に記載の「消費税及び地方消費税(10%)」は
全期間において10％として、算出してください。

6. 契約に関する合意
連名提案の場合は、
『「○○ ○○（代表者氏名）」、「○○ ○○（代表者氏名）」及び「○○ ○○（代表者氏名）」は、』
として、連名提案者全ての代表者からの合意を得てください。
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委託事業への応募

研究開発成果の事業化計画書

（公募要領 別添2：研究開発成果の事業化計画書）
今回の公募では、2021年度の最終目標を
「論文・特許等の公開データに対する、材料データの構造化AIツールのプロトタイプを作成すること」
としています。
プロトタイプの機能としては、
・物質の各種物性情報やプロセスデータ等が抽出できる
・抽出したデータを標準データフォーマットに落とし込める
・物質や物性情報、プロセスデータ等の追加が容易
等を想定しています。

このため、本研究開発に係る成果（構造化AIツールのプロトタイプ）を有機系材料開発に活用するためには、
更なる改良等が必要であると、考えています。
従って、
どの様に有機系材料開発に適用し、どの様に改良に取り組み、どの様に有機系材料開発に活用していくか、
と言った計画等を含めて記載してください。
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委託事業への応募

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について

（公募要領 別添４：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）

対象：提案書の実施体制に記載される委託先（再委託等は除く）全てを一覧表にまとめてください。
※提出時点を基準としてください。
※必要に応じて、適宜行を追加してください。
※証拠書類等の提出をお願いする可能性があります。

法人名 常時雇用する
労働者数

認定状況及び取得年月（認定が何も無い場合は無しとい記入）

○○株式会社 ○名 えるぼし認定１段階（〇年〇月〇日）
くるみん（新基準）

○○株式会社 ○名 えるぼし認定行動計画（〇年〇月〇日）
プラチナくるみん認定（〇年〇月〇日）

○○株式会社 無し

国研〇〇 ○名 えるぼし認定１段階（〇年〇月〇日）

○○大学 ○名 えるぼし認定１段階（〇年〇月〇日）
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委託事業への応募

提出書類 必要部数

＜必須＞

□ 別添1：提案書（表紙、要約版、利害関係の確認、本文） １０部（正1部、副９部）

□ 別添2：研究開発成果の事業化計画書 １０部（正1部、副９部）

□ 別添3：研究開発責任者研究経歴書及び主要研究員研究経歴書 １０部（正1部、副９部）

□ 別添4：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 １０部（正1部、副９部）

□ 別添5：NEDO研究開発プロジェクトの実績調査票 ※企業のみが対象 １部

□ 別添6：提案書類受理票 １部

□ e-Rad応募内容提案書 １部

□ 直近の事業報告書 ２部

□ 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）（3年分） ２部

＜必要に応じて＞

□ 会社案内（会社経歴、事業部、研究所等の組織等に関する説明書）
(材料･ナノテクノロジー部と過去1年以内に契約がある場合は不要）

２部

□ 契約書（案）についての疑義の内容を示す文書 ２部（正1部、副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は当該国外企業等と締結した共同研究
契約書の写し、若しくは当該国外企業との共同研究の意志を示す覚書の写し

１部
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委託事業への応募

公募スケジュール

2019年
4月12日（金） ： 公募開始
4月19日（金） ： 公募説明会（会場：大阪）
4月22日（月） ： 公募説明会（会場：川崎）
5月20日（月） ： 公募締め切り 午後3時必着

※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、ウェブサイトにてお知らせいたします。

6月7日（金）（予定） ： 採択審査委員会＠NEDO川崎
・外部有識者によるヒアリング審査を実施します。

必要に応じて来構いただき提案内容の説明をお願いする
場合があります。

・スケジュール等については別途連絡致します。
6月下旬（予定） ： 契約・助成審査委員会
7月上旬（予定） ： 委託先決定
7月上旬（予定） ： 公表
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委託事業への応募

問い合わせ先

本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、4月23日から5月20日（土日、祝日は除く）の間に限り
下記宛に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
材料･ナノテクノロジー部 足利、三宅（担当者名）
FAX：044-520-5223

21


