
平成２８年度「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業」 

公募要領 

 

 

公募受付締切日 

平成２８年５月３０日（月）必着 

郵送または特定信書便のみで受け付けます。 

 

【ご注意】府省共通研究開発管理システム(e-Rad)への事前登録について 

 

本事業への申請には、あらかじめ「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)」へ所属研究機関及び研究

代表者の登録を行っていただくとともに、応募情報の申請及び応募内容提案書の提出が必要です。 

 

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ので、十分余裕をもって実施して

ください。 

複数機関で申請する場合は、申請者及び全ての連名申請者について、機関毎に e-Rad へ研究代表者の

登録及び応募基本情報の申請をしてください。 

詳細は e-Rad ポータルサイトを参照して下さい。また不明な箇所は、e-Rad ヘルプデスクにお問い合わ

せください。 

 

◆e - R a d ポ ー タ ル サ イ ト：http://www.e-rad.go.jp/ 

 

◆e - R a d 利 用 可 能 時 間 帯：平日、休日ともに0:00～24:00 

（国民の祝日及び年末年始も、上記のとおり利用可能。ただし上記サービス時間内であっても、緊急の

メンテナンス等により、サービスを停止する場合があります。） 

   

◆e - R a d ヘ ル プ デ ス ク：Tel:0120-066-877 

（平日 9:00～18:00  ※国民の祝日及び年末年始を除く） 

 

 

  重要   

e-Rad による申請手続きを行わないと、本事業への申請が出来ませんので、ご注意ください。 

 

 

平成２８年４月 

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 
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平成２８年度「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業」に係る公募について 
（平成２８年４月８日） 

 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。）は、「福祉用具

の研究開発及び普及の促進に関する法律」（平成５年５月６日法律第３８号。以下「福祉用具法」という。）

に基づき、福祉用具を開発する事業者を対象として「課題設定型産業技術開発費助成金」を交付し、福

祉用具の実用化開発を推進しています。平成２８年度の助成事業者について、以下の要領で募集します。 

 
記 

1. 事業概要 
(１)背景 

高齢社会の急速な進展に伴い、心身の機能が低下し、日常生活を営む際に支障のある高齢者や

心身障害者の自立を促進するとともに、介護者の負担の軽減を実現する福祉用具の開発が強く求

められています。このような背景のもと、平成５年に制定された福祉用具法において本助成事業

が規定されています。 
福祉用具は、高齢者や心身障害者及び介護者がユーザーであり、使用用途や身体の障害度合い

が人によって異なるなどの理由により個別用具ごとのマーケットが小さく多品種少量生産とな

っています。このため、事業者にとっては総コストに占める開発コストの比率が高くなり、企業

活動の中で開発時のリスクが大きなウェイトを占めています。また、福祉用具メーカーの多くは

中小企業であり、経営基盤が脆弱な中で技術開発への投資が大きな負担となっています。したが

って、福祉用具の実用化を促進するためには、企業活動の中で大きなウェイトを占める開発時の

リスクを軽減することができる補助金での支援が必要とされております。 
 

(２)目的 
福祉用具の開発を行う企業等に対し助成金を交付することにより、福祉用具の実用化開発を推

進し、高齢者、心身障害者及び介護者の QOL を向上することを目的とします。 
 

(３)事業内容 
優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化開発を行う中小企業等に対し広く公募を行い、

助成事業者を選定し、課題設定型産業技術開発費助成金を交付します。 
 

(４)事業スキーム図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(5) 実績 

報告 

 

(1) 公募 (2) 申請 (3) 採択／不採択通知 (6) 助成金 

交付 

経 済 産 業 省 

ＮＥＤＯ 

中小企業（申請者） 

運営費交付金 

(4) 交付 

決定 
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(５)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。 
 

(６)助成要件 
a. 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、日本国内に登記されている中小企業（詳細はｆ．中小企業の定義

を参照）であることが必要です。なお、大企業については申請者としての本助成事業への参画は

できません。 
 

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. 研究開発の成果の企業化又は普及の促進を行い得る能力を有すること。 
v. 当該助成事業者が遂行する助成事業が、利用者のニーズに適合し、研究開発要素を有する

等福祉用具法第１条及び福祉用具法第７条第１号の規定に基づく助成金の目的に適合す

るものであること。 
 

b. 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. 研究開発の対象となる機器が「福祉用具」（※）であること、全く同一の機能、形態の製

品が存在しないという新規性、技術開発要素を有していること。 
ii. その事業が、利用者ニーズに適合し、研究開発要素を有する等、助成金交付の目的に適合

するものであること。 
iii. その福祉用具の実用化開発により、介護支援、自立支援、社会参加支援、身体代替機能の

向上等具体的な効用が期待され、かつ一定規模の市場が見込まれ、更にユーザーからみて

経済性に優れているものであること。 
iv. その事業が、他の補助金、助成金の交付を受けていないこと。 

 
    （※）「福祉用具」の定義：「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障の

ある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓

練のための用具並びに補装具をいう。 （福祉用具法 第２条より） 
なお、実施にあたっては、以下の対象分野、開発体制を重点とします。ただし、以下の分野

以外のものを排除するものではありません。 
(ア) 「少し不自由な高齢者」を対象とした福祉用具の研究開発 

今後、急増が予想される「少し不自由な高齢者」の身体機能の維持、要介護状態の

予防、自立支援対策等に役立つ福祉用具の開発。 
(イ) 高齢者及び障害者の QOL 向上を目指した福祉用具の研究開発 

高齢者や障害者にとって日常生活動作がより円滑になったり、就労が可能になった

りするなど QOL の向上に資する福祉用具の開発。 
(ウ) 高齢者及び障害者の社会参加を支える福祉用具の開発 

急速な高齢社会の進展に伴い、バリアフリーの推進など高齢者や障害者の積極的な

社会参加（ノーマライゼーション）を支援し、豊かさを実感できる社会の実現に資す

る福祉用具の開発。 
(エ) 利用者ニーズを的確に反映するため、ユーザー等との緊密な協力・実証体制に基づく

福祉用具の開発 
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介護・福祉施設等の法人ユーザー等との緊密な協力体制の下で、福祉用具に対する

利用者ニーズを深く拾い上げ、実証試験を経て、速やかな実用化導入が期待される体

制での福祉用具の開発。 
(オ) 高齢者及び障害者に加え、健常者の利便性にも考慮した共用品としての特性を有する

福祉用具の開発 
高齢者や障害者の利用者ニーズを主たる目的としつつ、健常者の利便性にも考慮し

た共用品としての側面が付与されることで、福祉用具としての普及が促進される福祉

用具の開発。 
 

c. 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。 

 
d. 助成率及び助成金の額 

i. 助成率 助成対象費用の３分の２以内です。ただし、発行済株式の総額又は出資の総額の

「２分の１以上が同一の大企業の所有に属する」又は「３分の２以上が複数の大企業の所

有に属する」事業者については助成対象費用の２分の１以内とします。 
※詳細は ｆ．中小企業の定義 を参照ください。 

ii. 助成金の額 １年間における助成金の額は２千万円以内とします。 
      （１件あたり最長３年間で６千万円以内です。） 

 
e. 助成対象期間 

助成対象期間は平成２８年度から３年以内とし、最長で平成３１年３月までの期間において任

意に設定可能です。 
終了予定年月日については、当該終了予定月の２０日までとしてください（土日祝日の場合

には翌営業日としてください）。 
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f. 中小企業の定義 

(ア) 「中小企業者」としての企業（中小企業基本法等に定められている「中小企業」の定義） 
次表に示す「資本金基準」又は「従業員基準」のいずれかを満たす企業です。 

主たる事業として 

営んでいる業種 

資本金基準 

（資本の額又は出資の総額） 

従業員基準 

（常時使用する従業員の数） 

（注１） 

製造業、建設業、運輸業及びそ

の他の業種（下記以外） 
３億円以下 ３００人以下 

 ゴム製品製造業（自動車又

は航空機用タイヤ及びチ

ューブ製造業並びに工業

用ベルト製造業を除く。） 

３億円以下 ９００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

サービス業（下記３業種を除く） ５千万円以下 １００人以下 

 ソフトウェア業又は情報

処理サービス業 
３億円以下 ３００人以下 

旅館業 ５千万円以下 ２００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

（注１）常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員（解雇予告不要

者）を含まない。 
（注２）ただし、本事業において、以下に該当する者の助成率は２分の１以内とする。 

・発行済株式の総数又は出資の総額の２分の１以上が同一の大企業（注３）の所

有に属している企業 
・発行済株式の総数又は出資の総額の３分の２以上が、複数の大企業（注３）の

所有に属している企業 
（注３）大企業とは、上の表のいずれかに該当する企業以外の者であって事業を営むも

のをいいます。ただし、以下に該当する者については、大企業として取扱わない

ものとします。 
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 
・廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する指定

支援機関（ベンチャー財団）と基本約定書を締結した者（特定ベンチャーキャ

ピタル） 
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 

 
(イ) 「中小企業者」としての組合等 

以下のいずれかに該当する組合等をいう。 
1. 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の３分の２以上が上記（ア）の

表の「中小企業者」としての企業又は企業組合若しくは協業組合であるもの 
2. 1.のほか、産業技術力強化法施行令第６条第１項第２号ハに規定する事業協同組合

等 
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2. 実施方法 
(１)事業の公募について 

a. 公募期間 
募集の期間は、平成２８年４月８日（金）から平成２８年５月３０日（月）までとします。本

助成金交付申請書（以下「助成金交付申請書」という。）は、郵送または特定信書便のみで受付

します（持参による受付は致しません）。 
 

助成金交付申請書の提出期限は平成２８年５月３０日（月）とします（必着）。 
※持参による受付は行いませんので、早めに送付してください。 

 
期限までに到着しなかった助成金交付申請書は、いかなる理由であろうとも無効とします。ま

た、書類に不備等がある場合は審査対象となりませんので、「提案書等の記入上の注意」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）。 
※やむを得ない事情により e-Rad への電子申請が期限に間に合わない場合、必ず事前にＮＥＤ

Ｏ担当部に相談してください。 
 

b. 申請書類送付先 
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
イノベーション推進部 プラットフォームグループ 
〒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２０階 
※封筒に「『平成２８年度課題解決型福祉用具実用化開発支援事業』に係る申請書在中」と

朱書きのこと。 
 

(２)交付申請について 
a. 申請書類について 

助成金を希望する事業者は、申請書様式を用いて助成金交付申請書一式（正１部（片面印刷）

及びその副本２０部（両面印刷））と、様式第１、添付資料１～５（Word、Excel 形式）、別添１

～３（Word 形式）、電子データ要旨情報の電子データ（Excel 形式）を保存したＣＤ－Ｒ及び申

請書受理確認書１部をＮＥＤＯ事務局（イノベーション推進部［上記申請書類送付先］）まで送

付してください。なお、申請書は添付書類を含め全てＡ４サイズとし、各部ごとに左上をクリッ

プ等で止めてください（ステープラー留め、製本は行わないでください）。 
申請書を受理した場合は、申請書受理確認書を各申請者に送付しますので、返送用にあて先を

明記し、８２円切手を貼付した「返送用定形封筒」と、「受理確認書」に必要事項を記載の上、

申請書と一緒に送付ください。 
助成金交付申請書及び記入上の注意事項は、ＮＥＤＯホームページ＜http://www.nedo.go.jp/＞

の公募情報からダウンロードできます。 
なお、送付された申請書類、添付資料等は返却致しません。 
 

b. 申請に関する注意 
２法人以上による連名申請も本助成事業では認めています。その場合、助成対象費用の５０％

以上の経費を代表申請者が計上する必要があります。その場合、申請書において、助成期間内及

び企業化におけるそれぞれの役割分担等を明確に記述してください。本助成事業では、大企業に

ついてはいかなる申請者としても参画はできません。また、ＮＰＯ法人等企業化能力のない者の

申請は公募の対象とはしませんので御注意ください。 
交付申請書に添付する積算表（添付資料４「助成事業に要する費用の額の算出基礎資料」）に

ついて、複数年度の開発が予定されている場合は年度ごとに作成し、添付してください。 
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c. 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への登録 
本事業への申請は、府省共通研究開発管理システム（e-Rad※）への申請手続きと、ＮＥ

ＤＯへの申請書類の提出の両方の手続きが必要となります。このe-Radによる申請手続きを

行わないと本事業への申請ができませんので、ご注意ください。 
 
（※）府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について 

各府省が所管する競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセスをオンライン化する府省横断的

なシステムです。 

「e-Rad」とは、府省共通研究開発管理システムの愛称で、Research and Development （科学技術のための研究開発）

の頭文字に、Electric（電子）の頭文字を冠したものです。「e-Rad」に関しては、下記のＵＲＬを参照してください。

システムの操作方法に関する問合せは、下記のヘルプデスクにて受け付けます。  

 
○ e-Rad ポータルサイト http://www.e-rad.go.jp/  
○ e-Rad 利用可能時間帯：平日、休日ともに0:00～24:00  
（国民の祝日及び年末年始も、上記のとおり利用可能。ただし上記サービス時間内であっても、 
緊急のメンテナンス等により、サービスを停止する場合があります。）  

○ e-Rad ヘルプデスク  
電話番号： 0120-066-877 （フリーダイヤル）  
受付時間：平日9:00～18:00 ※国民の祝日及び年末年始を除く  

○e-Rad研究機関向け操作マニュアル 
＜http://www.e-rad.go.jp/shozoku/manual/index.html＞ 

○e-Rad研究者向け操作マニュアル 
＜http://www.e-rad.go.jp/kenkyu/manual/index.html＞ 
 
【手続きの概略】 

以下、①～④の手続きのうち、①～②の手続は、既に所属研究機関及び研究代表者の登録を

終え、ＩＤを取得されている場合は不要です（③～④の手続きは必要です）。 
 

① 所属研究機関の登録  
申請にあたっては、応募時までにe-Radに研究者が登録されていることが必要になります。

研究者の所属機関で１名、e-Radに関する事務代表者を決めていただき、事務代表者はe-Rad
ポータルサイトより研究機関登録様式をダウンロードして、登録申請を行ってください。登

録手続き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。 
※［システム利用にあたっての事前準備のページ］をご覧ください。 
（http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html） 
② 研究者の登録  
研究代表者の登録を行い、研究者ＩＤ及びパスワードを取得してください。 

③ 応募基本情報の入力と「応募内容提案書」の出力 
e-Radポータルサイトへログインし、研究代表者が公募件名に対する応募情報を入力の上、

「応募内容提案書」を印刷してください（この印刷物はＮＥＤＯへの提出書類として必要

になります）。 
④ 応募情報の確認と登録 

応募情報ファイルの内容に不備がないことを確認してから「確認・実行」ボタンをクリッ

クし、登録を完了して下さい。「確認・実行」ボタンを押さないとe-Rad上での登録が完了

しません。 
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【注意事項】 
・ 申請書類をＮＥＤＯへ提出する際には、e-Radに登録されている必要があります。申請の前に十

分余裕をもってご準備いただき、提出締切日までに登録を完了するようお願いいたします。 
・ 提出締切日までにシステムの「受付状況一覧画面」の受付状況が「配分機関処理中」となって

いる必要があります。正しく操作しているにもかかわらず、提出締切日までに「配分機関処理

中」にならなかった場合は、e-Radのヘルプデスクまで連絡してください。 
・ 複数機関で申請する場合は、申請者及び全ての連名申請者について、機関毎にe-Radへ所属研究

機関及び研究代表者をご登録ください。登録後、研究代表者より応募情報の申請・提出を行っ

てください。 
 

(３)交付の決定について 
a. 交付の決定方法 

受付をした助成金交付申請書は、下記「3.審査について」に記載の審査方法により審査を行い、

助成事業者を決定します。この場合、申請書に係る事項に修正を加えて助成金の交付を決定する

場合があります。 
b. 採択結果の通知 

採択された事業については、ＮＥＤＯから申請者に通知します。不採択の場合も、評価結果を

添えてその旨を通知します。 
 

(４)助成事業開始までの手続について 
採択された助成事業者に対しては、助成事業開始に先立ち、事業説明会を開催しますので、参

加してください。 
 

(５)プレスリリース等について 
採択された事業に関しては、申請者の氏名、助成事業の名称及び助成事業の概要をＮＥＤＯの

ホームページに公表します。また、審査委員（評価者）の所属、氏名について、採択決定後にＮ

ＥＤＯのホームページに公表します。また、必要に応じてプレスリリースを行う場合があります。 
 

(６)年間スケジュール 
平成２８年 
公募期間： ４月８日（金）～５月３０日（月） 
公募説明会：４月１１日（月）【大阪会場】 

４月１４日（木）【仙台会場】 
４月１８日（月）【川崎会場】 
４月２０日（水）【大阪会場】 

審査期間： ６月上旬～７月中旬 
          ６月下旬～７月上旬頃にヒアリング（プレゼンテーション）審査を実施する場合

があります。 
  交付決定： ７月下旬 
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3. 審査について 
(１)審査方法 

審査は、a.審査委員会（書面審査と必要に応じてヒアリング）、b.契約・助成審査委員会を経

て、助成する事業者を選定し採択します。なお、ＮＥＤＯが申請案件と審査委員に利害関係があ

ると判断した場合、当該案件についての審査委員の評価は除外いたします。 
a. 審査委員会 

外部有識者で構成する審査委員会を開催し、採択候補とする申請案件を審査します。また、審

査委員会に先立ち書面審査を外部の有識者（介護、リハビリテーション等の専門家等を含む）に

より行います。助成事業者の審査は非公開で行われ、審査の経過に関するお問合せには応じられ

ませんので御了承ください。また、申請者に対して、必要に応じてヒアリング等を実施します。 
b. 契約・助成審査委員会 

ＮＥＤＯの役職員で構成する契約・助成審査委員会で、採択候補の案を審議し、採択する案件

を決定します。 
採択に至った場合でも、助成金の交付額は審査の結果及び予算等により申請額から減額して交

付決定することがあります。 
 

(２)審査事項 
a. 事業の要件及び事業者の要件に関する審査 
 「１．事業概要（６）助成要件 a.助成対象事業者、b.助成対象事業」に記載されている要件に

適合しているかを審査します。本要件に適合していないと判断された場合は、以下の審査対象と

ならない場合があります。 
b. 助成金の交付先決定に関する審査基準 

i. 助成金交付申請書の内容における助成事業者の遂行能力が次の各号に適合しているこ

と。 
1. 関連技術における事業の実績を有していること。 
2. 助成事業を行う人員、体制が整っていること。当該開発等に必要な設備を有してい

ること。 
3. 経営基盤が確立していること。 
4. 助成事業の実施に関して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。 
5. 病院や福祉施設等で実証試験を行える体制を有していること。 
6. 医療関係や福祉関係の専門家等の指導や助言が受けられる体制にあること。 

ii. 申請書に記載されている技術開発テーマについて、次の各号に適していること。 
1. 技術の新規性が認められるとともに、設定されている目標のレベルが高いこと。 
2. 本事業における目標値、技術課題及びそれに対する解決手段が明確であること。 
3. 研究計画に要する費用が適切であり、費用対効果が高いこと。 
4. 事業期間内に計画された技術課題が解決されることが明確であること。 

iii. 助成対象事業の事業化について、次の各号に適していること。 
1. 市場のニーズを具体的に把握しているとともに、それを実現する可能性が高いこと。 
2. 開発した製品・サービスが、競合製品等と比較して優位性が高いこと。 
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4. 留意事項 
(１)企業化報告書の提出等 

採択された事業にあっては、助成事業終了後５年間、企業化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。 
 

(２)収益納付について 
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。 
 

(３)処分制限財産の取り扱い 
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（取得価格が単価

50 万円以上（税抜き）の取得財産）には処分制限があります。 
 

(４)事業の中間評価について 
本事業は最長で３年間の計画とすることが可能となっておりますが、事業期間内においては中

間評価を予定しています。そのため、採択された場合、全期間についての交付決定を行わず、中

間評価の結果により、追加で申請をしていただくことがあります。 
 

(５)ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績及びその他補助金等の実績に関する調査について 
過去に実施したＮＥＤＯの研究開発プロジェクトの成果及びその他補助金等の実績について

調査票に記載していただきます。詳細につきましては交付申請書の別添１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、必ず送付をお願いいたします。 
 

(６)追跡調査・評価について 
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。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、御協力を頂く場合がございます。 
 

(７)「国民との科学・技術対話」への対応について 
なお、本事業を実施する事業者は、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく

説明する活動（以下、「国民との科学・技術対話」という）に関する費用の計上が可能です。本事

業において「国民との科学・技術の対話」の活動を行う場合は、その活動の内容及び必要な経費

を交付申請書に記載して提出してください。本活動に係る支出の可否の判断については、研究活

動自体への影響等も勘案して行います。 

  また、本活動を行った場合は、年度末の実績報告書等に活動実績を盛り込んで報告してくださ

い。本活動は中間評価・事後評価の対象となります。 

 

(８)本事業で得られた成果の発表の取り扱いについて 
 本事業で得られた成果、実用化、事業化の発表・公開については、交付規程第 9 条第 1 項二十一

号及び第 23 条第 2 項で事前に報告すること、発表内容に事業成果である旨記載することが義務づけ

られているため、以下の雛形に沿い、記載を行うものとします。 
  
 ① 本事業の成果、実用化・製品化に係る発表又は公開（取材対応、ニュースリリース、製品発

表等）を実施する際は事前に NEDO に報告を行うものとします。特に記者会見・ニュースリ

リースについては事前準備等を鑑み原則公開の 3 週間前に報告を行うものとします。 
 ② 報告の方法は、文書によるものの他、電子媒体（電子メール等）による通知を認めます。そ
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の際、NEDO からの受領の連絡をもって履行されたものとします。 
 ③ 公開内容について NEDO と事業者は内容を調整・合意のもと、協力して効果的な情報発信に

努めるものとします。 
 ④ 前項目に基づき発表又は公開する場合において、特段の理由がある場合を除き、記載例を参

考にしてその内容が NEDO 事業の成果として得られたものであることを明示します。なお、

その場合には、NEDO の了解を得て NEDO のシンボルマークを使用することができます。 
 

【成果の発表又は公開する場合の記載例】 
「この成果は、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）の事業に

おいて得られたものです。」 
 
【事業化等について発表又は公開する場合の記載例】 
「これは、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）の事業におい

て得られた成果を（一部）活用しています。」 
 

(９)交付決定の取消しについて 
申請内容の虚偽、助成金の重複受給等が判明した場合、交付決定後であっても交付決定を取消

し、助成金の返還を求めることがあります。 
 

（１０）公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応 
公的研究費の不正な使用及び不正な受給（以下「不正使用等」という。）については、「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。以下「不正使

用等指針」という。※１）及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する

機構達」（平成１６年４月１日１６年度機構達第１号。ＮＥＤＯ策定。以下「補助金停止等機構達」

という。※２）に基づき、当機構は資金配分機関として必要な措置を講じることとします。あわ

せて本事業の事業実施者も研究機関として必要な対応を行ってください。 
本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると認め

られた場合、以下の措置を講じます。  
※１．「不正使用等指針」についてはこちらを御参照ください：経済産業省ホームページ 
http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html 
※２．「補助金停止等機構達」についてはこちらを御覧ください：ＮＥＤＯホームページ 
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html 
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。 
ii. 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します。 

（補助金停止等機構達に基づき、処分した日から最大６年間の契約締結・補助金等交付の

停止の措置を行います。） 
iii. 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します。 
（不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の

翌年度以降１～５年間の応募を制限します。また、私的な流用が確認された場合には、１

０年間の応募を制限します。） 
iv. 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等につい

て情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に

対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、

府省等他の資金配分機関からＮＥＤＯに情報提供があった場合も同様の措置を講じること
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があります。他府省の研究資金において不正使用等があった場合にも i～iii の措置を講じる

ことがあります。 
v. 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

ついて公表します。 
 

b. 「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 
本事業の助成に当たり、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

必要です。体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、

直ちに報告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、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している場合は、この報告書の写しの提出をも

って代えることができます。 
また、当機構では、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

があります。 
 

（１１）研究活動の不正行為への対応 
研究活動の不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）については「研究活動の不正行為への対応に関

する指針」（平成１９年１２月２６日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。※３）及び

「研究活動の不正行為への対応に関する機構達」（平成２０年２月１日１９年度機構達第１７号。

ＮＥＤＯ策定。以下「研究不正機構達」という。※４）に基づき、当機構は資金配分機関として、

本事業の事業実施者は研究機関として必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口の

設置や本事業及び府省等他の研究事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の不

正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。 
※３．研究不正指針についてはこちらを御参照ください：経済産業省ホームページ 
http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html 
※４．研究不正機構達についてはこちらを御参照ください：ＮＥＤＯホームページ 
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html 
a. 本事業において不正行為があると認められた場合 

i. 当該研究費について、不正行為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

だくことがあります。 
ii. 不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します（応募制

限期間：不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌年度以降

２～１０年間）。 
iii. 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意

義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構の事業への翌

年度以降の応募を制限します（応募制限期間：責任の程度等により、原則、不正行為があ

ったと認定された年度の翌年度以降１～３年間）。 
iv. 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提

供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記 iii.により一定の責任があると

された者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が制限される場

合があります。また、府省等他の資金配分機関からＮＥＤＯに情報提供があった場合も同

様の措置を講じることがあります。 
v. ＮＥＤＯは不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者

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します。 
 

b. 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 
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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（当該不正行為

があったと認定された研究の論文等の内容について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ります。 
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

の設置に努めてください。 
 

（１２）ＮＥＤＯにおける研究不正等の告発受付窓口 
ＮＥＤＯにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び通

知先の窓口は以下のとおりです。 
 
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 検査・業務管理部 
〒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１６階 
ＴＥＬ：０４４－５２０－５１３１ 
ＦＡＸ：０４４－５２０－５１３３ 
電子メール：helpdesk-2@ml.nedo.go.jp 
ホームページ：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） 
 

（１３）秘密の保持 
送付された申請書は、助成事業者の審査のみに使用します。評価者には守秘義務がありますが、

申請者が申請書の一部について非公開の扱いを希望する場合は、該当する部分を交付申請書の

「添付資料５」に明示ください。ＮＥＤＯはその部分については評価者に開示しません。ただし、

この場合、評価者の判断材料が不足するために評価が低くなるおそれがありますので、御注意く

ださい。 
取得した個人情報については、研究開発等実施体制の審査のために利用します。また、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ります。御提供いただいた個人

情報は、上記の目的以外で利用することはありません（ただし、法令等により提供を求められた

場合を除きます）。 
なお、e-Rad に登録された各情報（プロジェクト名、応募件名、研究者名、所属研究機関名、

予算額及び実施期間）及びこれらを集約した情報は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に

関する法律」（平成１３年法律第１４０号）第５条第１号イに定める「公にすることが予定され

ている情報」として取り扱われます。 
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5. 問い合わせ先 
本事業の内容に関するお問い合わせは、５月２７日（金）までに限り、以下の連絡先まで平

日１０：００～１２：００及び１３：００～１７：００の間にご連絡ください。 
［連絡先］ 
〒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（ＮＥＤＯ） 
イノベーション推進部 プラットフォームグループ  
ＴＥＬ：０４４－５２０－５１７５ 
電子メール：fukushi@nedo.go.jp 

以上 
 


