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【ご注意】  

本事業へのご提案には、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）による申請を完了させ

た上で、ＮＥＤＯ技術開発機構への提案書類（提出書類一式）の提出が必要です。当該

システムの使用にあたっては、事前に研究機関及び研究者の登録が必要です。 ※e-Rad

による申請手続きを行わないと、本事業への提案ができませんので、充分ご留意くださ

い。 提案代表者の方が、全機関のデータを入力してください。 
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（健康安心イノベーションプログラム） 

「基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発／橋渡し促進技術開発」 

に係る公募について（平成２２年度新規公募） 

 

１．はじめに 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という）では、経済産業省か

らの交付金をもとに「健康安心イノベーションプログラム」の一環として、平成１９年度より「橋渡し

促進技術開発」を実施しております。本公募において、平成２２年度から新規に開始する研究開発テー

マについて、ベンチャー企業※から募集いたしますので、下記の要領によりご応募ください。 

 

※ 本事業における「ベンチャー企業」とは、革新的な医薬品等の開発を目指す意欲ある企業であって、以下の両条件を

みたすものをいう。 

（１）中小企業基本法による中小企業のうち、従業員数に関する条件にあてはまるもの 

（２）設立から２０年未満 

 

【事業の概要】 

近年、少子高齢化が進む中、がん、糖尿病、および認知症等の成人性疾患等に関する新たな医療技術

の開発が望まれており、その実現のためには進展著しい医療分野の多様な要素技術や研究成果を、創薬

や、これを支援する解析ツール、診断技術、医療機器等の開発に応用することが必要です。そのために

は、迅速な実用化に向け、民間企業と臨床研究機関が一体となって研究開発を行うことが重要です。 

そこで、本技術開発事業では、現場のニーズを掘り起こし、多様な技術分野の研究成果を円滑に医療

現場に届けるために、臨床研究成果の開発へのフィードバックを重視しながら、これまで実現できなか

った治療・診断効果を発揮する医療技術、特に、患者の負担軽減（QOL 向上、低侵襲化、及び治療期間の

短縮等）や医師・看護師等、医療従事者の負担軽減（操作性向上等）に資する技術の汎用化を実現する、

新たな医療技術・システムを開発します。また、医療の高度化、個別化に対応した安全性の向上及び医

療技術等の実用化の加速を実現する評価技術を開発します。これらの開発により、科学技術の進歩に応

じた医療技術の迅速な実用化・普及を図ります。 

実施に当たっては、ベンチャー企業と臨床研究機関の有機的な連携をもって研究開発を進め、これに

より、臨床研究機関の拠点化の促進や機能の充実を通じた我が国の臨床研究基盤の強化に繋げます。 

本技術開発事業を通じて、臨床研究機関の機能、民間企業と臨床研究機関の連携体制、評価手法等が

充実することにより、自律的かつ持続的なイノベーションと研究成果の社会還元が促進されることを期

待致します。 

 

【公募する研究開発テーマ】 

「基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発／橋渡し促進技術開発」基本計画に合致するととも

に、臨床研究機関の拠点化の促進や機能の充実を通じた我が国の臨床研究基盤の強化に繋げる事項を対

象として、(1)に掲げる技術分野において、(2)に掲げる研究開発フェーズに合致する提案を募集致しま

す。なお、各研究開発テーマの具体的な開発目標及び実施計画の詳細については、採択する研究開発テ

ーマが決定した後に、提案者との間で協議の上、実施計画書等に定めるものとします。 

本研究開発は、実用化まで長期間を要するハイリスクな「基盤的技術」に対して、産学官の複数事業

者が互いのノウハウ等を持ちより協調して実施する事業であり、委託事業として実施します。 

 

(1) 技術分野 

 今回は、下記の技術分野についての募集を行いますが、＜バイオ医薬品※、細胞・組織加工品、異分野

技術融合を活用した研究開発、診断と一体的に開発する医薬品＞に該当する場合は、審査時に高く評価

します。（詳細は７．(２)審査基準をご覧ください。） 

※バイオ医薬品とは、生物機能を利用して生産した高分子医薬品、生体分子に関する知見を利用した核酸医薬品等をい
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う。 

 ① 創薬技術 

新規コンセプトによる治療薬で、副作用の制御、個人・病態の特性に配慮した治療を可能とする分子

標的薬、新規DDS（ドラッグ・デリバリー・システム）、従来にない高い効果が期待されるワクチン等の

新たな創薬技術・システム及びそれらを支援する創薬支援技術や当該創薬技術・システムの有効性、安

全性、品質等の評価技術。 

② 再生・細胞医療技術 

新たな疾患治療、患者のQOL 向上等を可能とする、再生・細胞医療等技術・システムや当該再生・細

胞医療技術・システムの有効性、安全性、品質等の評価技術 

 

(2) 研究開発フェーズ 

 一定の基礎研究が終了している新たな医療技術・システムについて、事業期間内に探索的臨床研究※を

実施する段階のものを募集します。なお、薬事法に基づく治験については、委託事業終了後２年程度で

開始を目指すものとし、事業期間内での実施は事業対象外とします。 

また、海外で承認済のものや適用拡大を目指すもの、申請時点でヒト臨床研究の段階にあるものにつ

いても対象外とします。 

※探索的な臨床研究とは、基礎研究の成果である新規医療技術の有効性を探るための臨床研究をいいます。 

 

【実施期間及び規模】 

(1) 事業期間及び委託額  

事業期間は、平成２２年度～平成２４年度までの３年間を上限とします。 

委託額は、一件につき年間１億円程度を上限とします。 

(2) 平成２２年度事業規模 

  平成２２年度新規公募分 一般会計 ３００百万円 

  （注）事業規模については、変動があり得ます。 

(3) 研究開発テーマ採択予定件数 

 予算の範囲内で採択します。技術分野毎の採択予定件数は定めておりません。 

 

２．応募資格 

次の１）～７）までの条件を満たす、企業、研究組合、公益法人、大学等の研究機関が応募資格

のある法人となります。 
１）本公募要領７．(5) ⑤の事項を満たす橋渡し研究拠点等において探索的臨床研究が実施される   

と共に、ベンチャー企業と臨床研究者並びに多様な分野の研究者が密接に連携して研究開発を  

行う体制を構築・運営できること。 

２） 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。 
３）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、資金及び設備等の充分な管理  

能力を有していること。 
４）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。 
５）ベンチャー企業が単独で臨床研究機関と連携しプロジェクトに応募する場合は、ベンチャー企  

業が当該プロジェクトの研究開発成果の実用化計画の立案とその実現について充分な能力を有   
していること。 

６）ベンチャー企業が他の企業と連携して実施する場合は、各企業が当該プロジェクトの研究開発 
成果の実用化計画の立案とその実現について充分な能力を有しており、各企業間の責任と役割  
が明確化されていること。 

７）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、国外企業等（大学、研究 



 5

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。 
 

 

３．応募方法 

応募にあたっては、公募要領に従って提案書を作成し、e-Rad による応募申請を行うとともに、提案書

５部（正１部（片面印刷）、副４部（正のコピー、両面印刷））、ＣＤ－Ｒ１部（提案書の pdf ファイルを

記録）を公募期間内（平成２２年５月１９日（水）～ 平成２２年６月２１日（月）１２：００迄）に郵

送又は持参にてご提出ください。提案書は日本語にて記載されていることといたします。なお、FAX 及び

電子メールによる提出は受け付けません。また、提出された書類は返却いたしません。提案書の副は技

術面等の審査を行うため、外部有識者である審査員にそのまま送付します。なお、審査員には守秘義務

を課しています。 

 

・提出期限：平成２２年６月２１日（月）１２：００必着（郵送・宅配便等含む） 

※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、

ＮＥＤＯホームページでお知らせします。 

・送 付 先： 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

  バイオテクノロジー・医療技術開発部 佐野 宛 

〒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 19 階 

 

※提案書の用紙はＡ４版（正：片面印刷、副：両面印刷）を利用し、用紙左端から 12mm のマ

ージンにて２穴を空け、一式ごとに大型クリップ等ではずれないように止めてください。ホ

チキス（ステープラー）等での綴じ込みや製本等による固定をしないでください。提案書は

カラー、白黒を問いません。 

※提案書提出の際は、封筒に“「橋渡し促進技術開発」に係る提案書在中”と朱書きの上、ご提出く

ださい。 

※ご持参の場合は、土・日・祝日を除く１０：００から１７：３０（最終日は１２：００まで）の間

に、ミューザ川崎セントラルタワー16 階「総合案内」にて、受付の指示に従ってください。 

 

４．提案書について 

(1) 提案書の作成について 

応募者は以下の提案方式および提案の分類に従い、該当する技術分野・研究開発フェーズについて

提案書を作成してください。複数の研究分野にまたがる場合は、主要となる分野で分類ください。 

提案書の記載様式は別添１に従ってください。別添等の公募に係る資料は、ＮＥＤＯホームペー

ジの公募情報に掲載してあります。必要に応じてダウンロードしてご使用ください。 

提案内容・実施内容の記述においては、どこまでが自分たちの技術であり、それを元に何を研究開

発するのか等について可能な限り明確に具体的に記載してください。 

 

①提案方式 

本事業への提案方式は、複数の提案者による共同提案となります。提案代表者はベンチャー企業に

限定されます。また橋渡し研究拠点等との共同提案が必要です。 

 

共同提案とは； 

・複数の者が、共同研究契約等を締結して提案事業を行うことを予定し、連名で提案を行うことを

指します。この際、複数者のいずれかが、事業の一部を共同実施及び再委託する場合を含みます。 
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再委託、共同実施とは； 

・再委託とは、提案者（委託先）が委託業務の一部について第三者に委託することを指します。 

・共同実施とは、提案者（委託先）が委託業務の一部について第三者と共同して実施することを指

します。 

 

②提案の分類 

本技術開発事業への提案方式は、技術分野・研究開発フェーズによって分類します。本公募要領の

“１．はじめに 【公募する研究開発テーマ】”を参照してください。 

＜技術分野＞ 

・創薬技術 

・再生・細胞医療技術 

＜研究開発フェーズ＞ 

・橋渡し研究 

 

(2)提案書に添付する書類 

①別添２に従って研究開発責任者候補の研究経歴書を、別添３に従って主要研究員候補の研

究経歴書を作成し添付してください。（主要研究員候補とは、提案する事業の各機関の責任者、

及び統括責任者となる登録研究員のことを指します。） 

  ②次の資料又はこれに準ずるものを添付してください。 

・会社経歴書（再委託先、共同実施先を含む）１部 

（大学、公的研究機関の場合は大学案内等、これに代わるもの。なお、提出先であるＮＥ

ＤＯバイオテクノロジー・医療技術開発部と過去 1 年以内に契約がある場合は不要。） 

・最近の営業報告書（1 年分）（再委託先、共同実施先を含む）1 部 

・当該技術に関する事業部、研究所等の組織等に関する説明書 1 部 

・ＮＥＤＯから提示される業務委託契約書（案）（ＮＥＤＯホームページの「業務委託契約標

準契約書」参照）に合意することが委託先選定の要件となりますが、業務委託契約書（案）

について疑義がある場合は、その内容を示す文書 2 部（正 1 部、副 1 部）を添付してくだ

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。 

・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ＮＥＤＯが提供す

る国際共同研究に関する内容等の申請書（英語様式）1 部。（指定国の公的支援機関、申請

書（英語様式）ともＮＥＤＯホームページ上に別掲） 

  ③提案書受理票（別添４）１部 

④特に高く評価する項目に関する記述（別添５） １部 

  ⑤募集要項に記載のベンチャー企業に該当することの説明（別添６） １部 

  ⑥ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票（様式１）（該当の機関については様式２） １部 

  ⑦e-Rad 応募基本情報のプリントアウト １部 

 

(3)提案書の受理等 

・提出された提案書を受理した場合は、提案書類受理票（提案者控）を別添４に記載された提出担

当者に通知（１枚）いたします。必要に応じ、受理された旨共同提案者にご連絡ください。 

・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。その場合には書類を返却いたします。 
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５．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、あらかじめ e-Rad へ応募基本情報を申請することが必要です。連名の場合には、

代表提案者が全機関の登録を行う必要があります。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/ 

 

概略の手続きを以下に示します。 

a. 所属研究機関の登録とログイン ID の取得 

申請に当たっては、まず応募時までに研究開発責任者候補および主要研究員候補の所属す

る各研究機関（所属研究機関）が e-Rad に登録されていることが必要となります。所属研

究機関で 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（事務分担者を設ける場合は、

事務分担者申請も併せて）行ってください。登録手続きに 2週間以上かかる場合があります

ので、余裕をもって行ってください。登録されると、ログイン用 ID（11 桁）、所属研究機関

用 ID（10 桁）、パスワード及び電子証明が発行されます。詳細は e-Rad ポータルサイトの「シ

ステム利用に当たっての事前準備」 を参照してください。 

e-Rad 研究者向けページ システム利用に当たっての事前準備 

http://www.e-Rad.go.jp/kenkyu/system/index.html 

 

b. 研究開発責任者候補および主要研究員候補のログイン用ID（11桁）、申請用研究者番号（8桁）の

取得 

前記a.で登録した所属研究機関の事務代表者が、電子証明の格納されたPCを用いてログインし、

研究開発責任者候補または主要研究員候補をe-Radに登録して、ログイン用ID（11桁）及び申請

用研究者番号（8 桁）とパスワードを取得します。詳細は e-Rad の所属研究機関向け操作マニュ

アルを参照してください。 

所属研究機関用マニュアル(共通）第1.22 版 

http://www.e-rad.go.jp/shozoku/manual/index.html 

 

c. 応募基本情報の入力・プリントアウト・提出 

提案代表者がe-Rad 上で、受付中の公募の一覧を確認して応募基本情報を入力します。入力した

e-Rad 応募基本情報は PDF ファイルとしてダウンロードできますので、該当ファイルを全ページ

プリントアウトし、申請書（正）とともにＮＥＤＯへ提出してください。詳細は、e-Rad 研究者

向けページ及び操作マニュアルを参照してください。 

e-Radの研究者向けページ http://www.e-rad.go.jp/kenkyu/index.html 

研究者用マニュアル（共通）第 1.23 版 

http://www.e-rad.go.jp/kenkyu/manual/index.html 

 

６．秘密の保持 

提案書は本研究開発の実施者選定のためにのみ用い、ＮＥＤＯで厳重に管理します。なお、国

際共同研究を実施している、又は実施しようとしている相手国研究者がＮＥＤＯの指定する守秘

義務条項含む協定を締結している国外の公的資金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、国際共同研究に関する内容等の申請書（英語様式）に記された内容が

国際共同研究の認定審査のために相手国の公的支援機関へ渡ることを承知の上記載ください。更

に、取得した個人情報は研究開発の実施体制の審査に利用しますが、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。ご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。（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、
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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。 

 

７．研究開発テーマとその委託先の選定について 

(1)審査の方法  

 審査は、外部有識者による事前審査（書面審査（一次審査）およびヒアリング審査（二次審査））と、

ＮＥＤＯ内に設置される契約・助成審査委員会において行われます。なお、ヒアリング審査は書

面審査結果を踏まえて選定された提案を対象に行います。 

 契約・助成審査委員会では、事前審査の結果を踏まえ、ＮＥＤＯが定める基準等により審査を

行い、最終的に採択テーマが決定されます。必要に応じて資料の追加等をお願いする場合もあり

ます。 

なお、研究開発テーマとその委託先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問

い合わせには応じないことと致しますので予めご了承ください。また、提出された提案書等は、返

却できません。 

 

(2)審査基準 

①提案内容に対する事前審査 

本研究開発事業では、本公募要領の【公募する研究開発テーマ】に掲げる技術分野・研究開発フェー

ズに対する提案に対し、別紙１に記載する審査票により、提案内容に関して事前審査を行います。提案

書の中で、各項目に該当する記載を明確に行うことを推奨いたします。 

 

②契約・助成審査委員会における審査項目 

研究開発テーマの提案内容とその委託予定先に関して、以下のA,B項目の各号に関しての審査を行い、

さらに項目 Cの各号を考慮して研究開発テーマとその委託先の選定を行います。 

 

A 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。 

B 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) 当該開発等を行う体制が整っていること（再委託先、共同実施相手先等を含む）。 

 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。 

C 委託予定先の選考にあたって考慮する事項 

①開発項目の分担及び委託金額の適正化に関すること。 

②公益法人、技術研究組合等を活用する場合における役割の明確化や、それらの体制に関するこ

と。 

③競争的な開発体制の整備に関すること。 

④その他主管部長が重要と判断すること。 

 

(3)研究開発テーマと委託先の決定及び通知について 

①採択結果の公表等について 

採択された研究開発テーマ名・提案者名・研究開発概要については、ＮＥＤＯのホームページ
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等で公表します。不採択となった案件については、当該提案者に対し、不採択となった旨を不採

択理由とともに通知します。 

②事前審査員の氏名の公表について 

事前審査員の氏名については、上記採択結果の公表時にあわせて公表します。 

③附帯条件 

採択に当たって附帯条件がある場合（例：応募者が提案した再委託・共同実施は認められない

等の契約形態や、提案された研究開発内容の絞り込み等）は通知文に明記することがあります。 

 

(4)公募スケジュール 

平成２２年５月１９日（水）・・・・・ 公募開始 

５月２４日（月）・・・・・ 公募説明会（大阪）※要事前予約 

      ５月２５日（火）・・・・・ 公募説明会（川崎）※要事前予約 

      ６月 ２日（水）・・・・・ 事前相談終了 

  ６月２１日（月）・・・・・ 公募〆切 

  ７月（予定）・・・・・・・ 書面審査及びヒアリング審査 

      ８月上旬（予定）・・・・・ 契約・助成審査委員会、委託先決定 

        ８月上旬（予定）・・・・・ 採択通知（ＮＥＤＯホームページでの発表） 

９月頃（予定）・・・・・・ 契約 

 

※ＮＥＤＯホームページ（公募情報のページ）より、事前予約の手続をお願いいたしま

す。 

 

(5)その他の留意事項 

① 提案者は、ＮＥＤＯが提示する委託契約書（案）及び業務委託契約約款に合意することが委託先と

して選定されることの要件となります。また、契約締結に伴う実施計画書の作成・提出、契約締結後に

提出する各種申請・届出手続き及びその他情報共有においては、ＮＥＤＯポータルを利用して行うこと

になります。ＮＥＤＯポータルについては以下のサイトを御確認ください。 
http://www.nedo.go.jp/portal/index.html 

② 採択された企業等とＮＥＤＯの間での契約に当っては、当該研究開発成果の実用化に向けた計画（事

業化計画書）を提出していただく場合があります。事業化計画書を提出していただいた場合で、業務委

託契約約款第 27 条第 2 項又は共同研究契約約款第 29 条第 2 項に該当する事象が生じた場合には、速

やかにＮＥＤＯに変更内容を提出していただくこととなります。 
③ 研究開発終了後、追跡調査・評価に御協力頂く場合があります。追跡調査・評価については、添付

の参考資料「追跡調査・評価の概要」をご覧ください。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。 
④ 研究開発にあたっての研究倫理に関する留意点について 

 各府省が定める法律・省令・倫理指針等を遵守してください。これらの法律・省令・指針等の遵守状

況について調査を行うことがありますので、予めご了解ください。また、これらの法令等に違反して研

究事業を実施した場合は、採択の取消しを行うことがあります。 

・ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成１５年６月１８

日法律第９７号） 

・ ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成 20 年 12 月 1 日一部改正 文部科学省・厚生

労働省・経済産業省告示第１号） 

・ 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成 9年 3月 27 日 厚生省令第２８号） 

・ 手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について（平成 10 年 12 月 16 日 厚生科

学審議会答申） 

・ 疫学研究に関する倫理指針（平成 20 年 12 月 1 日一部改正 文部科学省・厚生労働省告示第１号） 
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・ 遺伝子治療臨床研究に関する指針（平成 20 年 12 月 1 日一部改正 文部科学省・厚生労働省告示第

２号） 

・ 臨床研究に関する倫理指針（平成 20 年 7 月 31 日 厚生労働省告示第４１５号） 

・ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針（平成１８年厚生労働省告示 第４２５号 平成１８年７

月３日） 

・ 動物の愛護及び管理に関する法律（平成 18 年 6 月 2 日 法律第 50 号）、実験動物の飼養及び保管

並びに苦痛の軽減に関する基準（平成１８年４月２８日環境省告示第８８号）、動物の殺処分方法

に関する指針（平成１９年１１月１２日環境省告示第１０５号） 

・ 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成 18 年 6 月 1 日 文部科学省告示第

７１号）、厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針（平成１８

年６月１日厚生労働省通知）又は農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関

する基本指針（平成１８年６月１日 農林水産省通知） 

・ ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針（平成１９年３月

１日総合科学技術会議） 

・ 経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン（平成１６

年経済産業省告示第４３５号） 

・ 研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める

省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件（平成１６年文部科学省告示第７号） 

・ その他必要な法律・省令・倫理指針等 

 

⑤ 橋渡し研究拠点等が満たしていることが期待される事項 

探索的臨床研究を適切に行うために必要な施設並びに実施体制が構築され、民間企業等と一体的に

研究開発を推進するための施設及び体制が構築されているとともに、探索的な臨床研究及び治験につ

いて一定の実績を有する主導的な機関を橋渡し研究拠点等といたします。 

・例えば、以下の機能等を有する又は有する見込みであることが望まれます。 

a) 民間企業等との共同研究スペース等、円滑に民間企業と連携するための施設及び体制（関連規

定等）が整備されている。 

b) 創薬技術についてＧＭＰ（Good Manufacturing Practice）準拠又は同等の施設で製造した製剤

の調達及び受け入れが可能である。 

c) 倫理審査委員会又はこれと同等の組織を有し、臨床研究に対して積極的かつ透明性の高い運営

を実施している。 

d) 臨床研究を管理、モニタリングする当該研究実施者とは独立した監査部門又は監査機能を有し

ている。 

e) 臨床研究に関する有害事象等に対し、迅速かつ適切に対応できる体制が構築されている。 

f) 臨床研究の結果を解析・評価・報告する能力を有している。 

g) 臨床プロトコル作成などの臨床研究の支援機能等を有している。 

h) 円滑、且つ適切に患者をリクルート出来る実施体制を構築している。 

・研究拠点の例：文部科学省及び厚生労働省が実施する次の事業により整備される拠点 

「橋渡し研究支援形成プログラム」文部科学省研究振興局研究振興戦略官付 

「臨床研究基盤整備推進研究」厚生労働省医政局研究開発振興課 

「治験拠点病院活性化事業」厚生労働省医政局研究開発振興課 

・独自の活動により上記の事項を満たす体制整備がなされている橋渡し研究拠点等も積極的に活用で

きます。 

 

８．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
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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ご参照ください：経済産業省ホームページ 

http://www.meti.go.jp/press/20081203006/20081203006.html 
※2．「補助金停止等機構達」についてはこちらをご覧ください： 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く

ことがあります。 
ii. 「不正な使用」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、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 2～5 年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があ

ったと認定した日から最大 6 年間の補助金交付等の停止の措置を行います。） 
iii. 「不正な受給」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、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、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降 5 年間の応募

を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認定した日から最大 6
年間の補助金交付等の停止の措置を行います。）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があります。 
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

があります。 
v. 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。 
 

b. 「不正使用等指針」に基づく体制整備等の実施状況報告等について 
  本事業の契約に当たり、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。 
 

９．研究活動の不正行為への対応 
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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ご参照ください： 経済産業省ホームページ 

http://www.meti.go.jp/press/20071226002/20071226002.html 
※4．研究不正機構達についてはこちらをご参照ください： 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 
  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。 
 
１０．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。 
独立行政法人新エネルギー・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 
電話番号： 044-520-5131 
FAX 番号： 044-520-5133 
電子メール：helpdesk-2@nedo.go.jp 
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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） 
 
１１．説明会の開催 

下記のとおり説明会を開催し、当該委託業務及び提案公募に係る内容、契約に係る手続き、提案書類

等を説明しますので、応募を予定される方は可能な限り出席してください。なお、説明会は日本語で行

います。応募にあたり説明会への出席は義務ではありません。 

 

＜説明会（大阪会場）＞ 

・日時： 平成 22 年 5 月 24 日（月） 

第一回 13:00～14:00  第二回 15:00～16:00  (内容は同一です) 

・場所：  〒530-0001  大阪市北区梅田 3丁目 3番 10 号 梅田ダイビル 16 階 

ＮＥＤＯ関西支部・会議室 

 

＜説明会（川崎会場）＞ 

・日時： 平成 22 年 5 月 25 日（火） 

第一回 13:00～14:00  第二回 14:30～15:30  (内容は同一です) 

・場所： 〒210-0007  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23 階 

       ＮＥＤＯ川崎本部・2302、2303 会議室 

 

 

※ご出席には事前予約が必要です。下記のＮＥＤＯホームページ（公募情報のページ）より、手続

をお願いいたします。 

https://app3.infoc.nedo.go.jp/gyouji/events/EK/nedoevent.2010-05-12.9423523003/ 

 

１２．問い合わせ先 

 本事業の内容及び契約に関する質問等に関しては、事前相談および説明会で受け付けます。説明会を

除く事前相談のお問い合わせに関しては、記録として残しておくために、平成２２年６月２日（水）１

７：００までの期間に限り、下記あて電子メール又はFAXにて（日本語のみ）受け付けます。但し、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。 

 

問い合わせ先： ＮＥＤＯ バイオテクノロジー・医療技術開発部 

担当：佐野・林・古川 

メールアドレス ： nedotr＠nedo.go.jp 

FAX : ０４４－５２０－５２３３ 

 



１３．別紙１  審査票 

Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 - 　

大
項
目

基
礎
項
目

加
点

基礎点 加点

基
礎
項
目

加
点

A 基本項目

○

提案代表者は、ベン
チャー企業である
※ベンチャーの定義は、
下記欄外【Ａ】に記載

ー
○
・
×

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○

橋渡し研究拠点等との共
同提案である
※橋渡し研究拠点等につ
いては、下記欄外【Ｂ】に
記載

ー
○
・
×

提案内容が本事業の基本計
画の目的・目標に合致してい
るか
※本事業の基本計画は、ＮＥ
ＤＯホームページよりダウン
ロード可能

1 ○
・基本計画に示された目
的・目標に合致している

ー
○
・
×

1.1 10 －

・臨床研究拠点との連携が不可欠な研究であって、国
の関与がないと実施が著しく困難な研究開発は良
・新規医療技術のfirst-in-human研究を実施する研究
開発であれば良
・波及性のある基盤的医療技術として、他の疾患等に
広く応用可能な技術であれば良

1.2 10 －
・臨床開発のための規制・基準が無い、もしくは未整備
であり、新規医療技術として規制・基準を整備するに
値すると考えられるものは良

1.3 10 －

・現在の治療法を一新するような技術的インパクトを持
てば良
・治療法の無い疾患治療を可能とするインパクトを持
てば良

1.4 5 －
・新たな市場や雇用を創出する可能性があれば良
・現在の医療産業の活性化に貢献する可能性があれ
ば良

提案された方法の優位性・妥
当性

2 ○
・提案された方法に一定
の優位性・妥当性がある

－
○
・
×

2.1 5 －

・動物実験等で有効性と安全性を確認しているか等、
ヒト臨床研究を実施するに十分な科学的妥当性が証
明されていれば良
・その結果が査読付き論文等で公表されており、科学
的根拠があれば良
・国内外の他の研究と比較して優位性があれば良

2.2 5 －

・橋渡し研究フェーズにあり、１年程度以内にＩＲＢ申請
し、事業２年度目もしくは３年度目当初にヒト探索的臨
床研究が開始できる計画であり、その妥当性があれば
良

提案者の研究遂行能力 3 ○
・提案者の研究遂行能力
は計画を実施するのに十
分である

－
○
・
×

3.1 5 －

・参加する主要研究者の実績が十分であり、その他の
研究者も含めた研究体制に妥当性があれば良
・これまでに申請または取得している特許のカバーす
る領域が、事業性を考えたときに有効であれば良

3.2 5 －
・本事業を進めるために十分な研究施設、設備を有し
ていれば良（本事業にて最小限の整備を追加すれば
実施可能であること）

必要な研究施設を有しているか。

提案内容の科学的妥当性、優位
性

橋渡し研究の要件である、一定の
基礎研究は終了しているか。

－

結果

コメント中
項
目

ー

－

提案内容に関する技術蓄積があ
るか（研究実績を持つ人材の確
保、特許の保有状況等）。

｢橋渡し促進技術開発｣で実施する
必要性、妥当性はあるか

制度的障害の克服に資する可能
性はあるか

提案された新規医療技術が対象と
する疾患は、医療上の重要性があ
り、医療産業、医療現場へのイン
パクトを持つ、国が関与する妥当
な領域であるか。

市場創出効果、市場規模、社会的
目標達成への有効性（社会目標達
成評価）等、国民生活や経済社会
への波及効果はあるか

提案が条件に合致している
か

0 ー

評価項目 評価点 評価基準
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研究計画（研究体制を含む）
の妥当性

4 ○
・研究計画（研究体制を含
む）に一定の妥当性があ
る

－
○
・
×

　

　

　

　

　

　

　

　

　

4.1 5 －
・提案内容が新規医療技術の探索的臨床研究に向け
た妥当な計画となっていれば良

4.2 5 －

・ベンチャー企業と橋渡し研究拠点等との連携に妥当
性があれば良
・ベンチャー企業と橋渡し研究拠点等以外の参加機関
がある場合には、それらの連携体制が妥当であれば
良
・十分な被験者のリクルートが見込める橋渡し研究機
関等となっていれば良

4.3 5 －
・提案書に書かれた積算の妥当性があれば良
・予算全体に対して人件費、備品、外注費等で不用に
高額と考えられるものがなければ良

実用化計画の妥当性 5 ○
・実用化計画に一定の妥
当性がある

－
○
・
×

5.1 10 －

・事業目標を達成した場合、実施期間終了後２年程度
で治験を開始出来る可能性を認められれば良
・提案の医療技術実用化に向けた、大手企業等との連
携体制が考慮されていれば良

B 高く評価する項目 　 　

特に高く評価する項目に合致
するか

6 20 ー

・下記の４項目のいずれかに合致すれば各５点ずつ加
点
１．バイオ医薬品
　　※バイオ医薬品については、下記欄外【Ｃ】に記載
２．細胞・組織加工品
３．異分野技術融合（微細技術、機能性高分子等）を
活用した研究開発
４．診断と一体的に開発する医薬品

0 100 0

【評価点について】
・基礎項目等、「○・×」による評価を行う項目について
１つでも×がついた提案は、不採択とする。
・5点または10点満点で評価を行う項目については、1
点刻みで評価する。
・20点満点で評価を行う項目（「特に高く評価する項目
に合致するか」については、4項目の各々について各5
点満点とし、1点刻みで採点を行う。

　

【Ａ】本事業における「ベンチャー企業」とは、革新的な医薬品等の開発を目指す意欲ある企業であって、以下の
条件をみたすものをいう。
（１）中小企業基本法による中小企業のうち、従業員数に関する条件にあてはまるもの
（２）設立から２０年未満

【Ｂ】橋渡し研究拠点等としての基準は次のa)～h)
a)民間企業等との共同研究スペース等、円滑に民間企業と連携するための施設及び体制（関連規定等）が整備
されているか
b)創薬技術についてＧＭＰ（Good Manufacturing Practice）準拠又は同等の施設で製造した製剤の調達及び受
け入れが可能であるか
c)倫理審査委員会又はこれと同等の組織を有し、臨床研究に対して積極的かつ透明性の高い運営を実施して
いるか
d)臨床研究を管理、モニタリングする当該研究実施者とは独立した監査部門又は監査機能を有しているか
e)臨床研究に関する有害事象等に対し、迅速かつ適切に対応できる体制が構築されているか
f)臨床研究の結果を解析・評価・報告する能力を有しているか
g)臨床プロトコル作成などの臨床研究の支援機能等を有しているか
h)円滑、且つ適切に患者をリクルート出来る実施体制を構築しているか

具体的には次の４カテゴリー
１．「橋渡し研究支援形成プログラム」（文部科学省）拠点
２．「臨床研究基盤整備推進研究」（厚生労働省）拠点
３．「治験拠点病院活性化事業」（厚生労働省）拠点
４．独自の活動により上記の３事業に係わる拠点以外で、a)～h)の事項を満たす体制整備がなされている病院
等

【Ｃ】バイオ医薬品とは
　生物機能を利用して生産した高分子医薬品、生体分子に関する知見を利用した核酸医薬品等をいう。

－

　

－

研究開発課題が適切に抽出され、
設定した課題の克服に向け科学
的に妥当なアプローチが取られ
た、目標の達成が見込まれる、妥
当な研究計画となっているか。

橋渡し研究拠点等との連携等、計
画を実現するための適切な連携体
制が組み立てられているか。

実施内容に見合った予算規模であ
るか。

－

研究開発テーマの実施期間終了
後の実用化へ向けた取り組みの
妥当性。

 
１３．添付資料一覧 

(1)「橋渡し促進技術開発」基本計画 

(2)「橋渡し促進技術開発」平成２２年度実施方針 

(3) 業務委託費積算基準(企業用、大学用) 

(4) 業務委託標準契約書(企業用、大学用) 

(5) 「基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発」の主な応募要件 

(参考資料) 追跡調査・評価の概要 

以上の資料はＮＥＤＯホームページの公募情報からダウンロードできます。

（http://www.nedo.go.jp/） 
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http://www.nedo.go.jp/
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１４．別添書類  

別添１  提案書の様式 

別添２  研究開発責任者候補 研究経歴書 

別添３  主要研究員候補 研究経歴書 

別添４  提案書受理票 

別添５  特に高く評価する項目に関する記述 

別添６  募集要項に記載のベンチャー企業に該当することの説明 

別添７  提案書チェックリスト 

別添８  ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票 （様式１,２） 

以上の書類についてはＮＥＤＯホームページの公募情報からダウンロードできます。

（http://www.nedo.go.jp/）  

 

 

http://www.nedo.go.jp/
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                             提 案 書 の 様 式 
 
 
１．提案書は、次頁以下の記載例に従って、日本語にて記載してください。 
 
２．用紙は、Ａ４版を利用し、用紙左端から12mmのマージンにて２穴を空け、一式ごとに大型ク

リップ等ではずれないように止めてください。ホチキス（ステープラー）等での綴じ込みや

製本等による固定をしないでください。左とじにしてください。 
 
３．提案書は、印刷物５部（正１部（片面印刷）、副４部（正のコピー、両面印刷））、ＣＤ－Ｒ

１枚(提案書をpdf形式で保存したファイルを保存）を提出してください。印刷物はカラー、白

黒を問いません。 
 
４．提案書の下中央に通しページを入れてください。 
 
★．評価委員が、評価項目（大項目０～５、中項目１．１～５．１【別紙１参照】）のいずれについて深

い関係のある記載がなされている部分かを容易に判別できるように、提案書の記載においては関連する

大項目・中項目番号を明示して、提案内容を記載して下さい。
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 (記 載 例) 
[表 紙] 

全機関が公印を押した１枚物表紙を提出してください。ただし、コピーした同一書式に各機関が押印

した別々の表紙部一式をもって、１枚物表紙に代えることができます。各機関の印として、法人等の

印と代表者の役職印が必要ですのでご注意下さい。青色文字の説明部は削除して完成させてください。 

 

（健康安心イノベーションプログラム）に係る 

「基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発/橋渡し促進技術開発」 

に対する提案書 

 

研究開発テーマ 「○○○○○の研究開発」 

 

技術分野； ○○技術 

研究開発フェーズ； 橋渡し研究 

 

平成○○年○○月○○日 

（提出日を記載） 

［提案者名］ 

提案者名に関する注意事項： 

企業の場合は代表取締役社長、大学の場合は学長等、ＮＥＤＯとの契約権限を有する者 

少なくとも代表提案者（ベンチャー企業）および橋渡し研究拠点等の２者が必要 

 

法人名  （ベンチャー企業）○○○○○株式会社            法人印 

代表者名 ○ ○  ○ ○  役職印（又はサイン） 

所在地  ○○県○○市・・・・・  （郵便番号○○○－○○○○） 

 

法人名  橋渡し研究拠点等の名称          法人印 

代表者名 ○ ○  ○ ○  役職印（又はサイン） 

所在地  ○○県○○市・・・・・  （郵便番号○○○－○○○○） 

 

法人名  国立大学法人○○大学           法人印 

代表者名 ○ ○  ○ ○  役職印（又はサイン） 

所在地  ○○県○○市・・・・・  （郵便番号○○○－○○○○） 

 

（提案全体に対する代表連絡先を１名記載してください。本公募に係る諸連絡は本欄記載の方

のみに対して行いますので、必要に応じて提案メンバーに周知してください。） 

連絡先  法人名 ○○○○○株式会社 

所 属 ○○○部 △△△課 

     役職名 ○○○○○部長 

     氏 名 ○○ ○○ 

     所在地 ○○県○○市・・・・・・（郵便番号○○○－○○○○） 

         ※ 連絡先が所在地と異なる場合は、連絡先所在地を記載 

     ＴＥＬ △△△△－△△－△△△△（代表） 内線 △△△△ 

     ＦＡＸ △△△△－△△－△△△△ 

     e-mail *****@********* 

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

別添１ 
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橋渡し促進技術開発委託事業提案書［要約版］ 

研究開発テー

マ名称 

○○○○○の研究開発 

技術分野 □創薬技術 □再生・細胞医療技術 (いずれかを選択) 

研究開発フェ

ーズ 
■橋渡し研究 (橋渡し研究のみ) 

１．研究開発 

の概要 

提案書１－１及び１－２の内容を簡潔に記載してください。 

２．研究期間 

及び予算規模（

８．の線表に

書き込んだ予

算と同一額の

こと） 

・研究開発期間：平成２２年度～平成○○年度（○年間） 

・予算総額：○○○百万円 

・平成２２年度  ○○○百万円 

・平成○○年度  ○○○百万円 

・平成○○年度  ○○○百万円 

３．連絡先 

(提案書の表

紙に記載の連

絡先と同一の

こと) 

住所：（〒＊＊＊-＊＊＊＊） 

名称： 

連絡先：担当者所属 

職名・担当者氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

Ｅメールアドレス： 

（注）要約版は１枚以内にまとめてください。内容理解を助ける資料（図表等）は必要に応じて参考資

料として添付してください。



事業実施体制図（要約版への添付用。本文３－１．と同一物の再掲） 

 

（例 示） 

 

「○○○○○の研究開発」 実施体制 

 

 

 

                           

委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再委託 または 

    共同実施 

 

 

 

 

 

 

 

（注）全機関について、研究実施場所、実施項目を記載すること。 

ＮＥＤＯ

○○研究所 
・研究実施場所： 
○○センター 

（北海道） 
・研究項目：○○評価技術

 

○○大学 
・研究実施場所： 
 ○○医学部（京都） 
・研究項目： 
○○技術の開発 
△△の臨床研究 

（橋渡し拠点） 

○○株式会社 
・研究実施場所： 
○○センター（大阪） 

・研究項目： 
○○技術実証 

（バイオベンチャー） 

○○大学（茨城県） 
△△技術 
○○大学（東京都） 
＊＊技術 

指示・協議 

研究開発責任者 
・所属       
・役職名      
・氏名       
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［本 文］ 

（注）本文に枚数制限はございません。 

 

技術開発事業名：「基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発/橋渡し促進技術開発」 

 

研究開発テーマ：「○○○○○の研究開発」 

技術分野、研究開発フェーズ：○○技術、橋渡し研究 

（○○株式会社、○○大学、○○研究所、・・・・） 

 

該当する技術分野（創薬技術／再生・細胞医療技術）、研究開発フェーズ（橋渡し研究のみ）を明記く

ださい。技術分野が複数の分野にまたがる場合は主要な技術分野を選択、記入ください。 

提案者を含めて、全ての実施機関名（委託先、再委託先、共同実施先）を記載してください。 

 

１．研究開発計画の細目 

１－１．研究開発の目的および目標 

｢橋渡し促進技術開発｣で実施する必要性・妥当性について概説ください。そして、制度的障害の克服

に資する可能性、提案された新規医療技術が対象とする疾患は医療上の重要性があり医療産業・医療現

場へのインパクトを持つ国が関与する妥当な領域であるか、また市場創出効果・市場規模・社会的目標

達成への有効性（社会目標達成評価）等の国民生活や経済社会への波及効果について説明ください。 

また、提案する研究開発テーマについて、平成○○年度の最終目標（性能、定量的な検討件数等）

を具体的に記入してください（「△△△△が可能なこと。」、「○○○○式であること。」、「△

△△△については○○以上であること。」、「○○個以上について△△する。」等、あるいはその

他、可能な限り具体的かつ定量的な表現により記載）。上記の最終目標（性能、定量的な特性等）

については、その設定理由や根拠についても簡潔に説明してください。 

 

１－２．研究概要 

 

 

 

１－３．研究内容 

当該研究開発テーマについて、提案する研究開発の内容について具体的に説明してください。記載に

際して、１－１の目的を達成するために解決すべき技術的問題を整理し、これを解決する手法について

課題毎に研究開発項目として整理し、従来から一般的に行われている方法（従来技術等）と比較するな

どして、わかりやすく説明してください。特に提案技術の科学的妥当性、優位性が確立されているかに

ついて記述ください。研究開発独立行政法人または公益法人が応募する場合には、提案するテーマの技

術分野において、技術的な優位性を有することを提案書に明記して下さい。 

研究開発フェーズに応じて、本公募要領の７.研究開発テーマとその委託先の選定について(2)審

査基準 ①提案内容に対する事前審査に示しました項目に付き説明し、次の内容についても説明くださ

い。 

橋渡し研究： 一定の基礎研究は終了しているか。 

 

 参画する各企業等のそれぞれの役割分担を明確に記載してください。例えば、役割分担を記載する場

合には、下記事例のように、研究内容の後に分担企業名等を付記して、研究開発項目毎に記載ください。

また、再委託先又は共同実施先がある時は、それぞれの役割分担を、委託を行う機関の研究概要の

項目の中で明確に説明してください。なお、研究開発独立研究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無いものを除く）は、原則として認めておりませ
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ん。 

 

（記載例） 

 ①「○○○○○の研究開発（△△△△△の研究開発）」 （○○株式会社   ） 

［研 究 開 発 の 内 容］ 

 

 ②「○○○○○の研究開発（□□□□□の研究開発）」 （□□株式会社   ） 

［研 究 開 発 の 内 容］ 

 

③「○○○○○の研究開発（□□□□□の研究開発）」 （□□株式会社   ） 

［研 究 開 発 の 内 容］ 

 

④・・・ 

 

１－４．研究計画の妥当性 

１－４－１．計画の妥当性および当該提案に関する有用な研究開発実績 

研究開発テーマに沿って、提案する技術（方式又は方法）に関する国内外の状況、その中での応

募者の本研究開発テーマもしくは本研究開発テーマの円滑な遂行に資する関連研究開発の実績及

びその位置づけ等を、研究発表等を引用して記載し、提案内容を遂行できる能力を有していること

を、携わるすべての研究機関（委託先、再委託先および共同実施先）について記載してください。 

提案された方法に新規性・独創性（国内外で知的財産権の権利化が可能で、優位性が明確であ

る等）があり、研究開発課題が適切に抽出され、設定した課題の克服に向けて科学的に妥当なアプ

ローチが取られており、提案を実施するうえで必要な技術蓄積があるか（研究実績を持つ人材の確

保、特許の保有状況等）、必要な研究施設を有し、目標の達成が見込まれる妥当な研究計画となっ

ているかについて記載してください。 

また橋渡し研究拠点等※との連携等の計画を実現するための適切な連携体制が組み立てられているか、ま

た実施内容に見合った予算規模であるか記述ください。 
※：本公募要領 ７．(5) ⑤ 橋渡し研究拠点が満たしていることが期待される事項 参照 

 

１－４－２．当該提案に使用する予定の現有設備・装置等の保有状況 

当該研究開発テーマを進めるに当たって必要と考えられる主な設備の中で、提案者が保有する設

備状況とその用途を記載してください。 

（例 示） 

設 備 名 称 
内    容 

（使用目的、仕様等を記入ください） 

  

  

 

 

 

 

２．事業期間 

 平成２２年度 から 平成○○年度 まで （○○年度間：原則として最終年度は２月まで） 

 

 

 



３．事業実施体制 

３－１．事業実施体制図 

 当該研究開発テーマを受託した時の事業実施体制について、次のような図にまとめてください。それ

ぞれの共同提案者の役割が分かるよう記入ください。 

 

（例 示） 

 

「○○○○○の研究開発」 実施体制 

 
 

 

 

                           

委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再委託 または 

    共同実施 

 

 

 

 

 

 

 

（注）全機関について、研究実施場所、実施項目を記載すること。 

ＮＥＤＯ

○○研究所 
・研究実施場所： 
○○センター 

（北海道） 
・研究項目：○○評価技術

 

○○大学 
・研究実施場所： 
 ○○医学部（京都） 
・研究項目： 
○○技術の開発 
△△の臨床研究 

（橋渡し拠点） 

○○株式会社 
・研究実施場所： 
○○センター（大阪） 

・研究項目： 
○○技術実証 

（バイオベンチャー） 

○○大学（茨城県） 
△△技術 
○○大学（東京都） 
＊＊技術 

研究開発責任者 
・所属       
・役職名      
・氏名       

指示・協議 
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３－２．研究実施場所 

提案された研究開発テーマを実施する場所とその選定した理由を記載してください。 

 

（記載例） 

○○研究所 

選定理由 ：□□□□□ 

 

○○大学     

選定理由 ：□□□□□ 

 

○○株式会社 

選定理由 ：□□□□□ 

 

（再委託） 

○○大学     

選定理由 ：□□□□□ 

 

○○大学     

選定理由 ：□□□□□ 

 

（共同実施） 

○○大学     

選定理由 ：□□□□□ 

 

○○大学     

選定理由 ：□□□□□ 

 

（一部本邦外で実施する場合、その理由を記述してください） 

 

３－３．研究開発責任者候補（プロジェクトリーダー：提案全体に対して 1名） 

  研究開発責任者： 所属・役職          氏名 ○○ ○○ 

           電話 **-****-****（内線）  ＦＡＸ **-****-**** 

 

３－４．管理責任者（各実施機関ごと） 

  業務管理責任者： 所属 ○○○○○部○○課    氏名 ○○ ○○ 

           電話 **-****-****（内線）  ＦＡＸ **-****-**** 

  経理責任者  ： 所属 ○○○○○部○○課    氏名 ○○ ○○ 

           電話 **-****-****（内線）  ＦＡＸ **-****-*** 

 

  業務管理責任者： 所属 ○○○○○部○○課    氏名 ○○ ○○ 

           電話 **-****-****（内線）  ＦＡＸ **-****-**** 

  経理責任者  ： 所属 ○○○○○部○○課    氏名 ○○ ○○ 

           電話 **-****-****（内線）  ＦＡＸ **-****-*** 

 

  業務管理責任者： 所属 ○○○○○部○○課    氏名 ○○ ○○ 

           電話 **-****-****（内線）  ＦＡＸ **-****-**** 
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  経理責任者  ： 所属 ○○○○○部○○課    氏名 ○○ ○○ 

           電話 **-****-****（内線）  ＦＡＸ **-****-*** 

 

 ＊業務管理責任者とは、ＮＥＤＯ委託業務を遂行する際の責任者です。委託業務の遂行を管理し、各

種文書の提出や登録研究員の従事日誌の確認等を行います。 

＊経理責任者とは、ＮＥＤＯ委託費の使い方を管理する責任者です。経費発生調書の記載、発生経費

に係る証拠書類の整理等を行います。 

 
４．類似の研究開発 

４－１．現に実施あるいは応募している公的資金による類似の研究開発 

現に実施あるいは応募している公的資金による類似の研究開発がある場合には、その制度、研究

開発テーマを記述し、その内容が提案と重複がないことを説明してください。 

 

４－２．現に実施又はこれから実施予定の自己資金により並行して実施する研究開発 

当該研究開発テーマを受託した後も並行して類似の自社研究を続ける場合には、その研究概要・目標

（性能等）を明らかにしてください。また、受託を希望している研究と類似する自社研究を明確に区別

できることを説明してください。 

 

 

５．研究開発成果の実用化の見込み 

当該研究開発テーマの委託業務から得られる研究開発成果が産業界へ及ぼす波及効果及び研究開発成

果を国内外それぞれにおいて実用化する計画（※）、実用化時期、実用化能力について記載してください。 
なお、研究開発終了後、追跡調査・評価や、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)に御協力頂く場合があります。 
 

※ ここでの「実用化」には、業務委託契約約款第２７条及び共同研究契約約款第２９条の「事業化

計画」も含むものとします。 

「事業化計画」については、 

① 公募の際の提案書に、その時点での事業化計画を記載していただきます。 

② 本提案が採択された際に、提案時に記載した内容から変更があった場合には、ＮＥＤＯの本プロ

ジェクト担当部に変更内容を提出していただくことになります。 

③ どのような変更を行う場合、ＮＥＤＯに説明する必要があるか、別途ＮＥＤＯと協議していただ

く場合があります。 

 

６． 我が国の経済再生への貢献 

当該研究開発テーマの実施により、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、具体的に説明してください。 

＊：上記の基礎となる主要なバックデータ（背景、数値等） 

 

７． 研究開発責任者候補の研究経歴書並びに主要研究員候補の研究経歴書 

 別添２および別添３を参照 

研究開発責任者候補について、「研究開発責任者 研究経歴書」（別添２）に所定事項を記入し

提出してください。 

委託事業者をはじめ、再委託研究機関、共同実施機関等本事業に関係する主要研究員候補（各機関ごと

に１名）について、研究経歴を「主要研究員 研究経歴書」（別添３）に記入し提出してください。なお、



主要研究員とは、提案する事業の各研究機関の責任者、及び統括責任者となる登録研究員のことを

指します。 

 

 

８．研究開発予算と研究員の年度展開 

提案される研究開発テーマを進めるためには、いかなる研究開発項目をどのような手順で行い、

どの程度の経費が必要となるかを全期間に渡り以下のような一覧表にまとめてください。 

なお、参考のため、研究計画スケジュールを表す線の下の（ ）内には、その年度に投入される

研究員の人数を記入してください。 

 

（例 示： １－３．に記載した研究開発項目名と合わせること） 

単位：百万円 

（ ）内は人数 

研究開発項目 22年度 23年度 24年度 計 

 

１．○○○○の研究開発 

 

１－１．○○○○の調査 

 

 

１－２．○○○○の開発 

 

 

 

２．△△△△の研究開発 

 

２－１．××××の研究 

 

 

２－２．××××の研究 

 

 

 
 
 
＊＊＊ 
（＊） 
 
＊＊＊ 
（＊） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
＊＊＊ 
（＊） 
 
 
 
 
＊＊＊ 
（＊） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
＊＊＊ 
（＊） 
 
 
 
 
＊＊＊ 
（＊） 
 
＊＊＊ 
（＊） 

 
 
 
＊＊＊ 
（＊） 
 
＊＊＊ 
（＊） 
 
 
 
 
＊＊＊ 
（＊） 
 
＊＊＊ 
（＊） 

合  計 

（本欄に記載の額を、各年度

における研究開発予算と見な

します。） 

＊＊＊ 

（＊） 

＊＊＊ 

（＊） 

＊＊＊ 

（＊） 

＊＊＊ 

（＊） 

（注１） 消費税は、研究開発項目毎に内税で計上してください。また、日本国以外に本社

又は研究所を置く外国企業等において、その属する国の消費税相当額がある場合にも

研究開発項目毎に含めて計上してください。 

（注２） 提案に当たっての参考として、研究開発期間３年間の総事業費は、平成２２年度

当初予算○○億円（上限１億円程度）×３年間が一つの目安として想定されますが、

提案者が基本計画に沿ってプロジェクトを遂行するために必要な研究開発費を計上し

てください。なお、予算規模は社会・経済状況・研究開発費の確保状況等によって変

動し得ることもあり、総事業費規模についてはＮＥＤＯが確約するものではありませ

ん。 
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な

９．初年度予算の概算 
 研究開発に必要な経費の概算額を機関ごとに、委託費積算基準（http://www.nedo.go.jp/itaku

-gyomu/index.html参照）に定める経費項目に従って、記載してください。 

お、該当機関については、業務委託契約約款第５条の２（革新的技術特区の採択課題における運

用方策の適用）の適用対象となり、経費について総合的かつ効率的な運用を行うことができます。 

 

（機関） 

項   目   （例） 積算内訳 

Ⅰ．機械装置等費 （注：千円単位）           **,***

１．土木・建築工事費 **,*** 

 ２．機械装置等製作・購入費 
 (1)○○装置 

**,*** 

**,*** 

 ３．保守費・改造修理費 **,*** 

Ⅱ．労務費 （注：千円単位）           **,***

 １．研究員費 *,*** 

 ２．補助員費 **,*** 

Ⅲ．その他経費 （注：千円単位）           **,***

 １．消耗品費 **,*** 

２．旅費 *,*** 

 ３．外注費 

  (1)○○○○ 

**,*** 

**,*** 

 ４．諸経費 **,*** 

Ⅳ．間接経費（注１） **,*** 

Ⅴ．再委託費・共同実施費（注２）

  (1)○○大学 

  (2)○○大学 

（注：千円単位）           **,***

**,*** 

**,*** 

    総  経  費（注３） **,***,*** 

    消 費 税 額（注４） （注：円単位）                    *,***,***

    総     額 （注：円単位）                  ***,***,***

・・・（機関数の分、並べてください） 

（注１） 間接経費は、中小企業等及び大学は１５％、その他は１０％とし、Ⅰ～Ⅲの経費総額に

対して算定してください。 

（注２） 大学等との共同実施費は「Ⅴ．再委託費・共同実施費」に計上してください。 

（注３） 総経費は、Ⅰ～Ⅴの各項目の消費税を除いた額の総額を記載してください。 

（注４） 応募者が免税業者の場合は、仕入課税額を消費税額欄に記載してください。免税業者で

あることを明記して下さい。 
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１１．契約書に関する合意 

 

「○○ ○○（提案者氏名）」「○○ ○○（提案者氏名）」「○○ ○○（提案者氏名）」は、

本研究開発テーマ「○○○○○の研究開発（研究開発提案名）」の契約に際して、ＮＥＤＯより提

示された契約書（案）に記載された条件に基づいて契約することに異存がないことを確認したうえ

で提案書を提出します。  

 

 ＮＥＤＯより提示された業務委託契約標準契約書（案）に記載された条件に基づいて委託契約するこ

とに異存がない場合は、上記の文章を記載してください。業務委託契約標準契約書（案）の内容に要望が

ある場合は、提案書提出時に「業務委託契約書についての要望内容」（様式自由）を提出ください。なお、

機構から提示された業務委託契約標準契約書の内容に要望がない場合、前記「業務委託契約書についての

要望内容」を提出する必要はありません。 



年 ～ 年
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

年 月 主催者名 表彰制度名称 受賞名称 備考

論文 発行年 月 主な著者１ 著者２ 著者３ 表題 論文雑誌名 巻（Vol.） 号 備考

研究発表 発表年 月 主催者名 イベント名 発表者 備考

特許等 出願年 月 日 出願番号 登録番号 備考

その他 年 月 タイトル

　役職名

所属

最終学歴

学位

性別（男：１、　女：２）

所属機関の研究者代表
（該当：１　非該当：２）

所属研究機関のe-Rad研究機関コード（10桁）
(所属研究機関の研究代表者は必須。)

・ 研究開発等実施体制の審査のために利用されます。
・ 「所属機関の研究者代表」の情報の一部（氏名、所属、生年月日、性別）が、事業名及び契約・助成金額等の情報と併せて、府省共通研究開発管理システムへ提供
　及び政府研究開発データベース作成のために利用されます。
・　府省共通研究開発管理システム及び政府研究開発データベースに提供された各情報（プロジェクト名、契約件名、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。
・ 特定の個人を識別しない状態に加工した統計資料の作成又は学術研究の目的のため等に利用することがあります。
・ ご提供いただいた個人情報は、上記の利用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。

本研究開発プロジェクトにおける役割

研究開発経歴（西暦　※現職含む）
研究開発内容

受賞歴（西暦　※年月）
受賞件名

発明等の名称

発表タイトル

当該研究開発に関連する最近5年間の成果等（各主要なもの10件以下）

e-Rad 研究者番号(8桁)　（所属研究機関の研究代表
者は必須。代表者以外は不明または保有していない

場合は省略可）

フリガナ

氏名

生年月日（西暦）

部署名

学位取得年（西暦）

自由記述

研究開発責任者・サブプロジェクトリーダー候補  研究経歴書

別添２

 

 29



年 ～ 年
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

年 月 主催者名 表彰制度名称 受賞名称 備考

論文 発行年 月 主な著者１ 著者２ 著者３ 表題 論文雑誌名 巻（Vol.） 号 備考

研究発表 発表年 月 主催者名 イベント名 発表者 備考

特許等 出願年 月 日 出願番号 登録番号 備考

その他 年 月 タイトル

e-Rad 研究者番号(8桁)　（所属研究機関の研究代表
者は必須。代表者以外は不明または保有していない

場合は省略可）

フリガナ

氏名

生年月日（西暦）

部署名

学位取得年（西暦）

自由記述

主要研究員候補  研究経歴書

・ 研究開発等実施体制の審査のために利用されます。
・ 「所属機関の研究者代表」の情報の一部（氏名、所属、生年月日、性別）が、事業名及び契約・助成金額等の情報と併せて、府省共通研究開発管理システムへ提供
　及び政府研究開発データベース作成のために利用されます。
・　府省共通研究開発管理システム及び政府研究開発データベースに提供された各情報（プロジェクト名、契約件名、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。
・ 特定の個人を識別しない状態に加工した統計資料の作成又は学術研究の目的のため等に利用することがあります。
・ ご提供いただいた個人情報は、上記の利用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。

本研究開発プロジェクトにおける役割

研究開発経歴（西暦　※現職含む）
研究開発内容

受賞歴（西暦　※年月）
受賞件名

発明等の名称

発表タイトル

当該研究開発に関連する最近5年間の成果等（各主要なもの10件以下）

　役職名

所属

最終学歴

学位

性別（男：１、　女：２）

所属機関の研究者代表
（該当：１　非該当：２）

所属研究機関のe-Rad研究機関コード（10桁）
(所属研究機関の研究代表者は必須。)

別添３
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別添４ 

提案書類受理票（ＮＥＤＯ控） 

 

提案書類受理番号           

 

｢橋渡し促進技術開発｣に対する提案書 

 

研究開発テーマ名 

 「○○○技術開発」 

平成２２年  月  日 

提案者名：○○○○○株式会社（ベンチャー企業） 

代表者名：代表役取締役社長 ○○ ○○ 

所 在 地：〒   ○○県○○市…… 

 

担当者：所属 ○○部○○課 

    役職 ○○○○部（課）長 

    氏名         印 

     TEL          

FAX 
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-----------切り取り-----------         -----------切り取り----------- 

 

割  印 

 

提案書類受理票（提案者控） 

 

提案書類受理番号           

 

｢橋渡し促進技術開発｣に対する提案書 

 

研究開発テーマ名 

「○○○研究開発」 

平成２２年  月  日 

会社名 ○○○○ 

 

担当者名  ○○○○              殿 

 

         貴殿から提出された提案書類を受理いたしました。 

 

                                   独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 

(氏名:                    印  ) 

 



別添５  
 
 

特に高く評価する項目に関する記述 

４つの加点項目について該当の有無をチェックして下さい。 

有の場合には数行で説明を行い、提案書での代表的該当ページを記載してください。 

該当の 

有無 
有りの場合は説明 

提案書

の該当

ページ 

項目 

１．バイオ医薬品 
バイオ医薬品とは、生物機能を利用して

した高分子医薬品、生体分子に関する知

利用した核酸医薬品等をいう 
□有 

□無 
  

２．細胞・組織加工品 

□有 

□無 
  

３．異分野技術融合 

（微細技術、機能性 

高分子等）を活用した 

研究開発 
□有 

□無 
  

４．バイオマーカー等 

による診断と一体的に 

開発する医薬品 

□有 

□無 
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別添６  
公募要項に記載のベンチャー企業に該当することの説明 

 

必要があれば説明 
会社案内等の該

当ページ 
項目 

１．人数 

 

○○名 

  

２．設立からの年数 

 

□□年 
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別添７  

 
 

提案書チェックリスト 

提案書（正）：片面印刷 

表紙には、全提案者の押印があること。 
１部 □ 

□ 提案書（副）：両面印刷 ４部 

□ 提案書のＣＤ－Ｒ １枚 

□ 研究開発責任者候補並びに主要研究員候補の研究経歴書 提案書と同数

□ 提案受理票 １部 

会社経歴書（再委託先、共同実施先を含む） 

※ＮＥＤＯ バイオ・医療部と過去 1年以内に契約がある場合は不要 
１部 □ 

□ 最近の営業報告書（１年分）（再委託先、共同実施先を含む） １部 

□ 組織等に関する説明書（組織図等を用いて、参加部署を示してください。） １部 

□ 特に高く評価する項目に関する記述 1 部 

□ 募集要項に記載のベンチャー企業に該当することの説明 １部 

ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票（様式１） 
全提案者 

各１部 
□ 

ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票（様式２） 

該当の機関分

のみ 

【各社厳封】

□ 

□ e-Rad応募の基本情報のプリントアウト １部 
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別添８ 提案者各位 
 

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 
 

 

－ ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票の記入について － 

 
（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）では、研究開発プロジェクトの実施につい

て、その成果を把握するとともに研究マネジメント改善や技術開発戦略への反映を図りたいと考えてお

り、本調査を実施いたします。下記のとおり提出下さいますようお願いいたします。 
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、統計処理するなど機関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、本調査は審査基準とは関係ありませんが、必ず提出をお願いいたします。 

 
記 

 

提案書の実施体制に含まれる全ての実施者（共同研究先、再委託先を含む）。

技術研究組合については、構成する全ての法人が対象です。 
なお、同一年度において同一法人あたり一回の提出をお願いします。他の

公募時に提出している場合は、調査票（その２）の提出は必要ありません。

対象者 

対象者が過去に実施したＮＥＤＯの研究開発プロジェクト（共同研究及び

再委託としての実施を含む）。 
ただし、対象となるプロジェクトは、平成７年度以降（過去１５年間）に

開始したもの。（前身の特殊法人での案件を含む） 
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

にてご回答いただくものは除きます。（補足Ｑ＆Ａ参照） 

対象プロジェ

クト 

調査票（その１）および調査票（その２）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者あたり）を対象者にて選定してください。 
調査票（その１）は対象者ごとに、調査票（その２）はプロジェクトごと

に複製して利用ください。 

記入方法 

公募期限までに、対象者毎にまとめて提出してください。 
なお、調査票の提出が公募期限に間に合わない場合でも、調査票（その１）

は公募期限内でのご提出をお願いいたします。 
調査票（その２）の提出については、厳封としてご提出をお願いいたしま

す。必要に応じて個別に調整させていただきます。 

提出方法 

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、問合せさせていただくことがあります。 

 
以上 
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様式１  
ＮＥＤＯプロジェクト実施実績 調査票（その１） 

 

今回提案する 
プロジェクト名称 

 

実施事業者名  

調査票（その２）の

提出 

該当する項目にチェック 
□ 提出する 

後日提出分 □あり □なし 
 
□ 提出しない（理由：□ 実績なし  □ 既に他の公募にて提出済み） 
 

この調査に関する

問い合わせ先 

□調査票（その２）記入先へ連絡 
□それ以外 

所属 
氏名 
電話 
e-Mail： 
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様式２  
ＮＥＤＯプロジェクト実施実績 調査票（その２） 

今回提案する 
プロジェクト名称 

 

実施事業者  

過去に実施した 
プロジェクト名称 

 

実施期間  
委託又は助

成額（実績）
［千円］

成果の活用状況  

成果が活用されて

いる製品名 
 

上記、製品売上額 
［直近５年間］ 

 

その他 
（社会的便益） 
 波及効果 

CO2削減効果 
雇用創出 
など 

 

この項目に関する

問い合わせ先 
所属 
氏名 
電話 
e-Mail： 

備考  

※過去に実施したＮＥＤＯの研究開発プロジェクトがある場合は、その成果の活用状況等の実績を記入してください。 

※プロジェクト、実施者ごとに本票を複製して記入してください。 

※企業以外の方につきましては、貴法人内で把握している範囲で記載をお願いします。 
※本票の記載事項は審査基準とは関係ありません。 
※御回答いただきました情報は、厳重な管理の下で取り扱うこととし、情報を外部に公表する場合には、統計処理するな

ど機関名等が特定されないよういたします。 



（記入例） 
ＮＥＤＯプロジェクト実施実績 調査票（その２） 

今回提案する 
プロジェクト名称 

○○○プロジェクト 

実施事業者 ○○○○会社 

過去に実施した 
プロジェクト名称 

○○事業 

平成○○年～平成○○年 
委託又は助

成額（実績）
○○，○○○［千円］実施期間 

成果の活用状況 ※自社での利用だけでなく、知財の活用など間接的な利用を含めて、具体的に記

入してください。 
 
当該事業で開発した○○○技術を、△△△製品の×××として活用している。 
当該事業で開発した○○○技術を利用して△△△の製造をしている。 
当該事業で取得した○○に関する特許を他社にライセンス供与している。 

※当該製品に、ＮＥＤＯで開発した技術成果が活用されているもの。 成果が活用されて

いる製品名 

上記、製品売上額 
［直近５年間］ 

平成２１年 ＊＊＊［百万円］ 
平成２０年 ＊＊＊［百万円］ 
平成１９年 ＊＊＊［百万円］ 
平成１８年 ＊＊＊［百万円］ 
平成１７年 ＊＊＊［百万円］ 

その他 
（社会的便益） 
 波及効果 

CO2削減効果 
雇用創出 
など 

※波及効果、CO2削減効果、雇用創出など、その他の便益を具体的に記入してく

ださい。 
 
○○により、省エネ化が可能となり、△△トンCO2／年の削減効果を上げている。

所属 ○○○○事業部 
氏名 ○○○○ 
電話 ○○○－○○○－○○○○ 
e-Mail： 

この項目に関する

問い合わせ先 

備考  

※精ちな額でなく、売上規模が

分かるおおよそで構いません
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「ＮＥＤＯプロジェクト実績調査票」に関する補足 Q＆A 
 
Ｑ．対象者は 
Ａ．対象は、提案書の実施体制に含まれる全ての実施者とします。 
  再委託先、共同研究者も含みます。 
  技術研究組合の場合は、構成する企業・大学等の全ての法人を対象とします。 
  公益法人は、法人自身のみを対象とします。 
  なお、同一年度において一対象者あたり一回の提出をお願いしており、他の公募時に提出している

場合は必要ありません。 
 
Ｑ．対象となる過去に実施したＮＥＤＯの研究開発プロジェクトとは 
Ａ．対象は、平成 7 年以降（15 年前）に開始して既に終了したＮＥＤＯの研究開発プロジェクトにおい

て、ＮＥＤＯと直接の契約者だけではなく、共同研究者、再委託先として参加した者も対象として含み

ます。（導入普及事業・モデル事業・実証事業は対象外） 
  対象者のうち、企業や公益法人は部署単位ではなく法人単位で、大学法人は、研究室単位での実績

を回答ください。 
案件が 5 件以上ある場合は、売上や成果の活用面で効果が高いものを、対象者にて 5 件を選定してくだ

さい。 
  また、同一年度にＮＥＤＯへ企業化状況報告書を提出いただくもの、追跡調査にてご回答いただい

ているものは除きます。 
具体的には、以下の 2 点に該当するものは、回答が不要です。 
①追跡調査の対象事業 
・平成 16 年以降に終了したプロジェクト型事業 
②企業化状況報告書（または実用化状況報告書）にて、同一年度に報告いただくもの 
・基盤技術研究促進事業 
※以下の事業のうち、平成 16 年度以降に終了したもの 
・福祉用具実用化開発推進事業 
・産業技術実用化開発助成事業 
・国民の健康寿命延伸に資する医療機器・生活支援機器等の実用化開発 
・大学発事業創出実用化研究開発事業 
・課題設定型産業技術開発費助成金交付規程を適用する事業のうち助成を受けている方 
 （ご参考）平成 21 年 4 月 課題設定型産業技術開発費助成事業一覧 
 http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei/manual/h21_kadai_itiran.pdf 
 
Ｑ．プロジェクト名称について 
Ａ．同一製品に、複数のＮＥＤＯプロジェクトの成果が活用されている場合には、「プロジェクト名称」

欄には、ＮＥＤＯからの資金が大きいプロジェクトについて記入し、その他のプロジェクトについては、

プロジェクト名称を備考欄に記入してください。 
 
Ｑ．自らが実施したプロジェクトが分からないときは 
Ａ．自らが把握している範囲で回答をお願いするものです。 
 
Ｑ．企業以外の対象者の製品名、製品売上額欄へのご回答について 
Ａ．自ら製造、販売を行わない対象者は、把握されている範囲で、ご回答ください。 
 
Ｑ．成果の活用状況について 
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Ａ．ＮＥＤＯプロジェクトの「どのような成果」が、「どのような製品（下記参照）」に、「どのような形

で使われているか（成果が使われている部品やプロセス等）」を記入してください。 
ＮＥＤＯ成果の自ら製造している製品への直接的な活用だけではなく、知財のライセンシングなど、間

接的な利用についてもご記入ください。 
 
Ｑ．成果が活用されている製品名について 
Ａ．自ら製造している製品に活用されている場合は、その製品名を記入してください。 
  他社の製品に活用されている場合は、その製品名を記入してください。ただし、製造者からの了解

が得られない場合は、品種名でも構いません（例：液晶テレビ、冷蔵庫等） 
 
Ｑ．「成果が活用されている製品」の考え方について 
Ａ．ＮＥＤＯプロジェクトの成果が何らかの形で活用されている最終製品（社会的・経済的効果を産み

出す物品・サービス等）とします。但し、自らが最終製品を製造していなかったり、使用される最終製

品が多岐にわたる等の理由で、成果の活用状況の把握が困難な場合には、部材等の中間財でも結構です。 
 
Ｑ．製品売上額の考え方 
Ａ．「成果が活用されている製品」の売上額を記載して下さい。なお、売上額については、売上規模が分

かる大よその値で構いません。また、国内売上のみであるか、もしくは海外売上を含むものであるのか

について、その区別をご記入ください。 
 
Ｑ．調査票のご提出方法について 
Ａ．公募期限までに、ご提出ください。 
ご提出にあたっては、実施者間での情報流出を防止す観点から、対象者ごとに個別に提出いただくか、

又は、対象者ごとに封書のうえ提案書と一緒にご提出ください。 
 
Ｑ．調査票のご提出が間に合わないときは 
Ａ．成果の活用状況の調査に時間を要する等により、提案書の期限に間に合わない場合は、提案書のご

提出を優先ください。 
公募期間内で把握できたものをご提出いただき、未提出分については個別に調整のうえ後日、ご提出い

ただくものとします。 
 
Ｑ．調査結果について 
Ａ．厳重な管理の下で取り扱います。 
情報を外部に公表する場合には、統計処理するなど機関名等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。 
 
 



公募要領 正誤表 

 

１）公募要領 p.6： 4.-(2)-④ 

 （誤）「加点事項に関する記述（別添５）」 

（正）「特に高く評価する項目に関する記述（別添５）」 

 

２）公募要領 p.15： 13.-(3),(4) 

 （誤）「国公立大学用」 

（正）「大学用」 

 

３）公募要領 p.34： チェックリスト（別添７）の際下段に 1行追加 

 （追加）「□  e-Rad 応募基本情報のプリントアウト  １部」 

 


