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NEDO中長期計画での国際実証の位置づけ

NEDO第4期中長期計画では、国際実証事業を以下のとおり位置
付けている。

＜第４期中長期計画（2018年度～2022年度）＞

「エネルギー分野における新市場の創出と、国際展開の強化による成長戦略の実
現に向け、我が国の再生可能エネルギー、蓄電池、水素等のエネルギーシステム
分野の国際展開を進展させるため、各国の政策、規制環境等を踏まえ、日本の
優れた技術を核に、相手国政府・企業と共同で海外実証事業を行う。」

「他国への温室効果ガス削減技術等の普及等の国際的な取組を通じて、実現
した温室効果ガス排出削減・吸収を国際貢献として示していくとともに、我が国の
削減目標の達成にも資するよう二国間オフセット・クレジット制度（ＪＣＭ）を活
用していく。具体的には我が国の優れた低炭素技術・システムの有効性を最大限
に引き出すプロジェクトの可能性調査や、我が国の貢献による温室効果ガス削減
効果を測定・報告・検証（ＭＲＶ）するための手法開発及び削減量の定量化
事業を行う。」
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エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業

EV行動範囲拡大実証（米国）

蓄電池の送電・配電併用運転実証
（米国）

大規模ハブリッド蓄電池システム実
証（ドイツ）

10分間充電運行による大型EV
バス実証（マレーシア）

余剰バガス原料からの省エネ型セルロー
ス糖製造システム実証（タイ）

可搬型蓄電池シェアリング実証
（インドネシア）

３E+S （安定供給、経済性、環境適合、安全性）の実現に資する我が国の先
進的技術の海外実証を通じて実証技術の普及に結び付け、さらに、制度的に先行し
ている海外のエネルギー市場での実証を通じて、日本への成果の還元を目指す。これ
らの取組を通じて、我が国のエネルギー関連産業の普及展開、国内外のエネルギー転
換・脱炭素化、我が国のエネルギーセキュリティに貢献することを目的としている。



最近の主な実証事業

インド
● 大規模太陽光発電システム
● スマートグリッド
● 製鉄所エネルギーセンター
● グリーンホスピタル

米州

● 蓄電池実証(アメリカ)
● EV充電所（アメリカ)
● 省エネビル (アメリカ)
● 蓄電インバーター(カナダ)

● 排水再生システム(サウジアラビア)
● 海水淡水化（サウジアラビア）
● 海水淡水化・水再利用(南アフリカ)

欧州・ロシア

● スマートコミュニティ(ドイツ)
● 蓄電池システム（ドイツ）
● 直流送電システム (イタリア)
● 交通信号システム (ロシア)
● 風力発電システム（ロシア）
● デマンドレスポンス (ポルトガル)
● コジェネレーションシステム(ウズベキスタン)
● スマートコミュニティ (スロベニア)
● スマートグリッド(ポーランド)

北東アジア

ASEAN

● バイオエタノール(中国)
● 省エネビル(中国)
● エネルギーマネジメントシステ
ム（中国）

● 産業廃棄物発電(ベトナム) 
● セルロース糖製造システム(タイ)
● EVバス(マレーシア)
● 新公共交通システム(フィリピン)
● 可搬型蓄電池シェアリング（インドネシア）
● 圧縮天然ガス（CNG)車(インドネシア）

中東・アフリカ

４
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事業の進め方

• 相手国のエネルギー事情、関連
政策、ビジネス環境等の調査

• 実証要素・成果目標・普及可
能性の検討

• 実証設備の仕様
• 実証研究の詳細計画
• 実証研究後の事業計画
• 相手国企業等との交渉

• 実証機器・システム
の製造・輸送・設置

• 実証運転

公
募

①
実証要件
適合性等
調査

採択審査
（外部有識者）

②
実証前
調査

③
実証研究

ステージゲート審査
（外部有識者）

事業化評価
（外部有識者）

継続的な
実証研究、
ビジネス展開

事後評価
（外部有識者）

④
フォロー
アップ

普及状況調査
（追跡調査）

• 見学会・セミナー・展
示会の開催・参加

• 人材育成、専門家
派遣 等

• 本事業は、①実証要件適合性等調査、②実証前調査、③実証研究、④フォローアップによって
構成。①の終了時に競争選抜（ステージゲート審査）を行い、実証研究候補として有望と認めら
れた場合は、②に移行。②の終了時には個々の事業毎に事業化評価を行い、実証研究の実現
可能性及び技術の普及可能性が十分認められた場合は、③に移行。また、実証成果の普及活
動をNEDOが支援する必要がある、かつ有効と認められる場合は、④を実施することがある。

• 今後は、毎年3～４月頃に①の公募を定期的に実施予定。



各フェーズの予算規模、実施期間、NEDO負担対象経費

対象フェーズ 実施形態 NEDO予算規模（／件） 実施期間
NEDO負担
対象経費

①実証要件適
合性等調査

委託
(NEDO負担
率100％)

１事業あたり2000万円以
内

1年以内
(NEDOが指定する日か
ら2021年3月末まで)

労務費、その他経
費（機械装置等
費は対象外）

②実証前調査
原則

助成事業

１事業あたり4000万円程
度（実施者負担分含む）
助成率：大企業 1/2
中堅・中小・ベンチャー 2/3

原則
1年以内

労務費、その他経
費（機械装置等
費は対象外）、
委託費・共同研
究費

③実証研究
原則

助成事業

１事業あたり原則40億円
以内（実施者負担分含
む）
助成率：大企業 1/2
中堅・中小・ベンチャー 2/3

原則
3年以内

機械装置等費、
労務費、その他経
費、委託費・共同
研究費

④フォローアップ
原則

助成事業

１事業あたり2000万円以
内（実施者負担分含む）
助成率：大企業 1/2
中堅・中小・ベンチャー 2/3

原則
1年以内

労務費、その他経
費（機械装置等
費は対象外）、
委託費・共同研
究費
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対象技術分野
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＜エネルギー創出＞
①厳しい自然環境のため再生可能エネルギーの普及が遅れている地域での導入
を可能とする技術

＜エネルギー需給適応＞
②次世代の系統監視・制御技術
③分散型エネルギー資源を統合してポジワット（創エネ／需要創出）・ネガワット
取引等を促進する技術

④競争力あるエネルギー変換技術

＜エネルギー消費＞
⑤エネルギー消費行動の変容を促す省エネルギーサービス技術
⑥エネルギー消費・ロスの多い産業において大幅な省エネルギー化を達成する技術

＜横断分野＞
⑦エネルギーの地産地消モデルの競争力を高める技術



① 助成先企業は、相手国企業との間で契約文書（以下、仮にＰＡ(Project Agreement)
という）を締結。実証研究の実施に係る詳細や権利義務関係を規定する。

② NEDOは、相手国政府機関と合意文書（以下、仮にＭＯＵ(Memorandum of 
Understanding)という）を締結。主に実証研究の実施及び普及のために必要な相手国政
府機関の協力事項を規定する。

③ 助成先企業とNEDOの間は、助成金交付規程に基づき規定される。（委託の場合は、委託
契約約款等に基づき規定）

日本

NEDO

助成先企業

③助成

②合意文書(MOU)

①契約文書(PA)

政府・関係機関

相手国企業

監督・協力・支援

相手国

実証研究における協力体制

8※ 委託事業の場合でも、同様の協力体制に基づき実施。



【海外現地法人の応募要件（１）～（３）】（概要）

 NEDO助成事業への応募者は本邦企業（日本に登記する法人）が原則。
 ただし、本助成事業については、実証研究後の普及ビジネス展開等に鑑み、海外現地法人と
の連携が重要であることから、一定の要件（以下（１）～（３））を満たす場合には、日本
法人とその海外現地法人との連名による提案も取り得るものとする。

NEDO

日本企業
外国法人

（１）共同申請者たる日本法人が議
決権付株式の過半数を有する海外現
地法人であること。
但し、現地の法制度等に照らし、申請
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。

（２）日本法人と共同申請
であること

（３）共同申請者である日本法人を
助成事業に係る国内代理人として選
任すること

代理人

海外現地法人（日系現地法人）との共同申請
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実施中及び終了の実証事業(2019年12月時点) / JCM実証事業含む

●

●

ラオス：
○省エネデータセンター

●
●

●

モンゴル：
○省エネ送電システム

ベトナム：
○グリーンホスピタル
○低炭素ホテル
○省エネ漁灯

インドネシア：
◎CO2フリー水素エネシステム
○石油精製プラント最適化
○動力プラント最適化
○携帯電話基地局省エネ化

タイ：
◎発電事業資産効率化

◎送電系統電圧最適制御

●

海外において我が国の低炭素技術・システムを実証し、併せてGHG排出削減量の定量評価を実
施する事業。また、相手国の制度整備をMETIとNEDOが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。これをもってパリ協定における目標達成に貢献する。

民間主導による低炭素技術普及促進事業

◎：実証前調査中、○：事業終了 10



事業①実証前調査

（原則、1年以内）

②実証事業

（原則３年以内、開発・設置１年、運転２年）

MOU/
IA締結

調査委託契約 実証委託契約

開発・設置 モニタリング１年以上ＭＯＵ／ＩＡ合意形成

採
択

公
募

③定量化
フォローアップ事業

（原則、２年以内）

モニタリング２年間

(1) 実施形態

委託事業（NEDO負担率: 100％）

(2) 事業概要

① 実証前調査
 [実施期間] 原則、NEDOが指定する日から1年以内。
 [実施規模] 60百万円以内／1件

② 実証事業
 [実施期間] 原則3年以内（開発・設置1年、実証2年）
 [実施規模] 1,000百万円以内／1件

③ 定量化フォローアップ事業
 [実施期間] 原則2年以内
 [実施規模] 50百万円以内／1件 (※一部費用のみNEDOで負担) 

事業スキーム

普及

11

調査委託契約
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(3) 対象国

ＪＣＭパートナー国（17か国）及び地球温暖化緩和策として以下の対象分野に関
する実証事業が有効な国。

※モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリ
カ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ、フィリピン

(4) 対象分野 (2019年度公募時点)

• 各分野におけるICT等を用いた効率化・最適化に資する低炭素技術・システム
• 産業分野における先端技術等を用いた省エネ化に資する低炭素技術・システム
• 発電・送配電分野における高度化制御等により最適化・安定化等に資する低炭
素技術・システム

(5) 温室効果ガス排出削減効果の定量化に関する取組

• 地球温暖化対策として、温室効果ガス排出削減における我が国の貢献を定量化

する。JCMパートナー国についてはクレジット化を図る。

事業スキーム（つづき）



公募スケジュール（予定）
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※スケジュールについては、諸般の事情
により変更することがあります。

② 民間主導による低炭素技術普及促進事業（実証前調査）

① エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業

（実証要件適合性等調査）

2019年度 2020年度

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①
国際
エネ
実証

②
低炭
素技
術実
証

実証前調査公募（1回目） 実証前調査公募（2回目）

実証要件適合性等調査公募
（1回目）

実証要件適合性等調査公募
（2回目）

ステージゲート審査（1回目） ステージゲート審査（2回目）

※矢印の期間には、公募期間及び審査期間を含みます。



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（NEDO）

お問い合わせ先① : エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業

NEDO国際部

公募担当 坂、西田、野畑 E-mail: international@ml.nedo.go.jp

TEL:044-520-5190

お問い合わせ先② : 民間主導による低炭素技術普及促進事業

NEDO国際部 地球環境対策推進室

公募担当 若林、牧、坂田、鈴木(悠)

E-mail: askjcm@ml.nedo.go.jp

TEL:044-520-5185
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