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【ご注意】 
 
本事業への応募は、ＮＥＤＯへの提案書類提出に加え、府省共通

研究管理システム（e-Rad）への研究機関及び研究者の登録、応募

基本情報の入力が必要です。 
 
※e-Rad による登録手続きを行わないと本事業への応募ができま

せんので、十分留意ください。所属機関の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。 
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「太陽光発電システム効率向上・維持管理技術開発プロジェクト」に係る公募について 

（平成２６年１１月２０日） 

 

  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。）は、平成２６年度か

ら平成３０年度まで「太陽光発電システム効率向上・維持管理技術開発プロジェクト」を実施します。

このプロジェクトへの参加を希望される方は、本要領に従い御応募ください。 

 

1. 件名 

「太陽光発電システム効率向上・維持管理技術開発プロジェクト」 

 

2. 事業概要 

(1)背景 

日本では平成２４年７月から開始した固定価格買取制度（ＦｉＴ）により、太陽光発電の普及拡大

が進みつつあります。一方で、太陽光発電の発電コストは他の電源に比べて割高とされ、この発電コ

スト低減が必要とされています。 

近年、太陽電池モジュール価格の低下によりシステムコストに占める太陽電池モジュールの割合は

下がってきましたが、逆にＢＯＳ（Balance of system：周辺機器、工事を含む）の割合が高くなっ

ており、このＢＯＳコストを下げることが発電コスト低減における重要な課題となっています。 

また、ＦｉＴ開始後、従来にも増して太陽光発電事業の事業性が注目されるようになり、初期の導

入コストだけでなく、発電システムとしての長期信頼性の確保や、維持・管理費の削減に対する関心

が高まっています。 

 

(2)目的 

本プロジェクトでは、太陽電池以外のＢＯＳや維持管理の分野を対象に、発電システムとしての効

率向上とＢＯＳ・維持管理費の削減に資する技術開発を行い、発電コストを着実に低減することを目

的とします。 

 

(3)事業内容 

目標達成のために、下記の３つの研究開発項目について、開発もしくは調査を実施します。 

・研究開発項目(Ⅰ)「太陽光発電システム効率向上技術の開発」 

・研究開発項目(Ⅱ)「太陽光発電システム維持管理技術の開発」 

・研究開発項目(Ⅲ)「太陽光発電システム技術開発動向調査」 

 

＊応募者は、いずれかの研究開発項目を選択して応募、もしくは、複数の研究開発項目に応募するこ

ととします。また、審査の結果、複数応募いただいた研究開発項目のうち一部のみの採択とするこ

とや、応募いただいた研究開発項目とは異なる研究開発項目での採択とする場合があります。 

 

 

(Ⅰ)「太陽光発電システム効率向上技術の開発」 

① システム効率向上 

パワーコンディショナや架台等の周辺機器の高機能化や、追尾・反射・冷却等の機能付加によ

り発電量を増加させる技術開発 

② ＢＯＳコスト低減 

周辺機器のコスト低減や、基礎・架台・取付等の施工に係わる部分で部品点数の削減や施工時
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間の短縮など、ＢＯＳコスト全体の低減に寄与する技術開発を実施する。 

＊ ①、②の何れか、又は両方の開発に応募することができます。 

 

【中間目標】（平成２８年度末） 

① システム効率向上:システム効率を従来方式と比べて１０％以上向上する技術を開発する。 

② ＢＯＳコスト低減:ＢＯＳコスト全体を１０％以上低減する技術を開発する。 

＊ 発電コストに換算して、２円／ｋＷｈ以上の削減効果があること。（①又は②単独で、もしく

は①と②を合わせた効果として） 

 

【最終目標】（平成３０年度末） 

必要に応じて上記開発技術について実証試験を行い、開発技術の有効性を実証する。 

 

(Ⅱ)「太陽光発電システム維持管理技術の開発」 

発電機器・設備の健全性の自動診断や故障の回避、自動修復など、発電システムの劣化予防や

長寿命化、人件費の削減等に寄与するモニタリングシステムやメンテナンス技術を開発し、発電

コストを低減する。 

 

【中間目標】（平成２８年度末） 

発電量の低下を防ぎつつ維持管理費を３０％以上削減する発電コスト低減技術を開発する。 

＊発電コストに換算して、１円／ｋＷｈ以上の削減効果があること。 

 

【最終目標】（平成３０年度末） 

必要に応じて上記開発技術について実証試験を行い、開発技術の有効性を実証する。 

 

(Ⅲ)「太陽光発電システム技術開発動向調査」 

太陽光発電システムが長期に亘り安定した運転を続けていくためには、システム技術の向上と、

導入後の維持管理費も含めたトータルでのコスト低減を図ることが重要である。 

そのため、国内外の太陽光発電システムに関わる市場動向や技術開発動向、政策等について最

新情報を把握する。また、今後、太陽光発電が導入されていく社会環境を考慮し、強化や新たな

取り組みが必要な開発要素と、発電コスト低減の妨げとなる要因等を抽出する。 

 

【中間目標】（平成２８年度末） 

・太陽光発電システムに関わる市場、技術、政策等の動向を纏めると共に、特に、ＢＯＳ及び

維持管理面に関する市場規模、構造、シェア、コスト等を明らかにする。 

・システムコスト低減や、信頼性・安全性向上のための技術開発要素、及び太陽光発電システ

ムが普及していく上での課題と、その解決策等を纏める。 

 

【最終目標】（平成３０年度末） 

・必要に応じて動向調査を継続して纏めると共に、本プロジェクトへのフィードバック情報を

纏める。 

 

(4)発電コストの試算  

発電コストは下記の式に従って試算することとします。 
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  発電コスト［円/kWh］＝ 建設費［円］＋運用費用［円］＋廃棄処理費用［円］ 

                 運転年数内総発電量［kWh］ 

 

＊建設費：モジュール等機器費用、工事費用、系統接続費用、土地造成費等 

＊運用費：修繕費・諸費、人件費、一般管理費、土地賃借料等 

 

上記の計算式を用いて、太陽光発電システムの総発電量と、部材、メンテナンス費用、設置土地代

など普及時の発電コストのシミュレーションをおこない、現行技術での発電コスト（「メガソーラー」

や「ルーフトップ」）との対比により、本プロジェクト後の発電コスト予測が出来ていることが必要

です。 

 

(5)実証試験の実施 

システム効率向上、ＢＯＳや維持管理費の低減等、開発する技術の有効性を検証するため、必要に

応じて実証試験を実施し、新たな課題等が出てきた場合は、その対策も行って下さい。 

また、実証試験では発電システムでの効果が効率的に検証できるような試験方法、評価基準等を計

画して下さい。なお、提案者単独での実施が困難な場合は、協力が得られるパートナーを実施体制に

組入れて応募して下さい。 

 

(6)事業形態、事業規模 

本事業の研究開発項目(Ⅰ)、(Ⅱ)の開発に関しては、ＮＥＤＯとの共同研究事業です。また、事業

費のＮＥＤＯ負担率は２／３です。 

  予算規模については、1提案あたり1,500万円～15,000万円／年（ＮＥＤＯ負担額1,000万円～10,000

万円／年）を目安とします。 

 

また、研究開発項目(Ⅲ)の調査に関してはＮＥＤＯからの委託事業で、ＮＥＤＯ負担率は１００％

です。 

予算額については、1提案あたり 1,500 万円／年（ＮＥＤＯ負担額 1,500 万円／年）を目安とします。） 

 

(7)事業期間 

研究開発項目(Ⅰ)「太陽光発電システム効率向上技術の開発］： 

  平成２６年度から平成３０年度まで。 

  

研究開発項目(Ⅱ)「太陽光発電システム維持管理技術の開発」： 

  平成２６年度から平成３０年度まで。 

 

＊研究開発項目(Ⅰ)、(Ⅱ)については１年や２年の短期間の提案でも構いません。 

 

研究開発項目(Ⅲ)「太陽光発電システム技術開発動向調査」： 

平成２６年度から平成３０年度まで。 

 

 

(8)注意事項 

    ①  ＮＥＤＯ事業で購入した資産について 

    約款に基づき、事業終了後、ＮＥＤＯに所有権が帰属している資産（当事業においては 
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ＮＥＤＯ負担率である２／３相当）部分については原則、有償で譲り受けていただきます。 

（有償譲渡） 

    ※有償譲渡価格は、事業終了日時点の残存簿価となります。 

② 系統連系の可否について 

本事業では、実証評価を進めるにあたり必要であれば系統連系をして頂いても構いません。 

ただし、系統への接続費用の事業費への計上は認めておりません。 

③ 固定価格買取制度（ＦｉＴ）について 

ＦｉＴの設備認定の申請については、実証期間中及び財産のＮＥＤＯ保有分に関する有償譲渡が

完了するまでの間は、固定価格買取制度の適用（設備認定を含む）を受けないで下さい。ただし、

ＮＥＤＯ保有分の財産の有償譲渡が完了した後、当該事業で設置した施設に対して、当機構から

固定価格買取制度の適用（設備認定を含む）に関する特段の制限を設けてはおりません。 

その他、事業終了後の取り扱いに関する問合せ事項等ありましたら、経済産業省資源エネルギ

ー庁へお問い合わせ下さい。   

④ 系統接続した場合の売電収入について 

事業期間中の売電収入については、ＮＥＤＯにその収入の２／３を戻して頂きます。 

なお、本事業で発電した電力を売電せず、自家消費として無償で使用して頂くことについては

問題ありません。 

⑤ 事業期間中での本事業で開発した技術の販売について 

「研究開発成果の事業化計画書」のスケジュールを前倒しして、開発技術を販売する場合は、予 

めＮＥＤＯへご相談下さい。 

  

3. 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２６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) 企業等が単独でプロジェクトに応募する場合は、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いること。 

(5) 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) 当該プロジェクトの全部又は一部を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。 

(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。 

 

4. 提出期限及び提出先 

本公募要領に従って提案書を作成し、以下の提出期限までに郵送又は持参にて御提出ください。FAX
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又は電子メールによる提出は受け付けません。 

(1) 提出期限： 平成２６年１２月２４日（水）正午必着 

※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、機構ホームページにてお知らせいたします。 

※メール配信サービス（http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html）に御登録頂き

ますと、ウェブサイトに掲載された最新の公募情報に関するお知らせを随時メール

にてお送りいたします。ぜひ御登録頂き、御活用ください。 

(2) 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18 階 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

新エネルギー部 太陽光発電グループ 宛 

 

      ※郵送の場合は封筒に『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。 

※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。 

 

5. 応募方法 

(1) 提案書の作成に当たって 
・ 提案書のうち表紙、要約版、本文の記載様式は別添１を御参照ください。別添２に従って主

要研究者候補の研究経歴書（主要研究者候補とは、提案書の各研究開発項目の責任者又は統
括責任者となる登録研究員です。）を、別添３に従って研究開発成果の事業化計画書を作成
してください。 

・ 提案書は日本語で作成してください。 
・ 提案書の提出部数は、計７部（正１、副６部）です。 

 
(2) 提案書類について 

提出頂く書類は、下記の内容になります。 

・提案書（表紙・要約版・説明資料･利害関係・本文） 【別添 1a】：計７部（正：1部、副 6部） 
  （研究開発項目(Ⅰ)、(Ⅱ)用） 
・提案書（表紙・要約版・利害関係・本文）       【別添 1b】：計７部（正：1部、副 6部） 
  （研究開発項目(Ⅲ)用） 
・主要研究員研究経歴書               【別添 2】：計７部（正：1部、副 6部） 

（研究開発項目(Ⅰ)、(Ⅱ)の提案者のみ） 
・研究開発成果の事業化計画書            【別添 3】：計７部（正：1部、副 6部） 
  （研究開発項目(Ⅰ)、(Ⅱ)の提案者のみ） 
・ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票の記入 【様式 1】：計１部 
について（研究開発項目(Ⅰ)、(Ⅱ)の提案者のみ） 

      ・提案書類受理票                  【別添 5】：計 1部 

・契約に係る情報の公表について           【別添 6】：（同意）※提出不要 
・会社経歴書                          ：計１部 
・最近の営業報告書（３年分）                 ：計 1部 
・e-Rad 応募内容提案書                      ：計 1部    
・共同研究契約書（案）又は調査委託契約書（案）に       ：計１部 

ついて疑義がある場合は、その内容を示す文書 

＊提出する書類は、箱ファイル、紙ファイル等を使用せず、１式ずつダブルクリップ止めで封筒

等に入れて提出ください。 

 

(3) 提案書の受理及び提案書に不備があった場合 

・ 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。 

・ 提出された提案書を受理した際には提案書類受理票を提案者にお渡ししますので、あらかじ
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め別添 5 の「提案書類受理票」に会社名等御記入の上、送付（持参）してください。 

・ 提出された提案書等は返却しません。 

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。その場合は書類を返却します。 

 

(4) 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。詳細は、e-Rad ポータルサイトを御確認ください。 

e-Rad ポータルサイト ＜ http://www.e-rad.go.jp/ ＞ 

 

概略の手続きを以下の a～d 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代表者（＝主要研究員）の所属する研究機関（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。 

 

b. 研究代表者（＝主要研究員）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、研究代表者を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。 

 

c. 公募要領及び申請様式のダウンロードと申請書の作成 

e-Rad 上で、受付中の公募の一覧を確認し、必要情報を入力して応募します。なお、公募要

領や申請様式等はＮＥＤＯの公募ホームページからダウンロードが可能です。 

 

d. 応募方法 

前記c.で入力したe-Rad応募内容提案書はPDFファイルで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。 

 

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。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。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。（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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7. 委託・共同研究先の選定について 

(1) 審査の方法について 

外部有識者による事前審査とＮＥＤＯ内の契約・助成審査委員会の２段階で審査します。 

事前審査では、ＮＥＤＯが指定する日時・場所で、提案内容について説明を頂くことがあります。 

契約・助成審査委員会では、事前審査の結果を踏まえ、ＮＥＤＯが定める基準等に基づき、最終

的に実施者を決定します。必要に応じて資料の追加等をお願いする場合があります。 

なお、委託・共同研究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

応じられませんのであらかじめ御了承ください。 

 

(2) 審査基準 

a. 事前審査の基準 

(Ⅰ)「太陽光発電システム効率向上技術の開発」、及び(Ⅱ)「太陽光発電システム維持管理技術

の開発」の審査基準 

ⅰ．提案内容は、NEDO が定める基本計画の目的、目標に合致しているか（不必要な部分

はないか） 

ⅱ．提案された技術は新規性があり、技術的に優れているか 

ⅲ．設定する目標値は、発電コスト低減に十分に効果のあるものか。 

ⅳ．実証試験では、試験方法、評価基準等が明確になっており、効率的に検証ができる計

画・体制となっているか 

ⅴ．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） 

ⅵ．事業化計画は、実現性のある内容となっているか。 

ⅶ．応募者は本研究開発を遂行するための高い能力（関連分野+-の開発等の実績、再委託予

定先・共同研究相手先等を含めた実施体制等）を有しているか（共同提案の場合、各

者の提案が相互補完的であるか）。 

ⅷ．総合評価 

 

     (Ⅲ)「太陽光発電システム技術開発動向調査」の審査基準 

ⅰ．調査の目標が NEDO の意図と合致していること。 

ⅱ．調査の方法、内容等が優れていること。 

ⅲ．調査の経済性が優れていること。 

ⅳ．関連分野の調査等に関する実績を有すること。 

ⅴ．当該調査を行う体制が整っていること。 

ⅵ．経営基盤が確立していること。 

ⅶ．当該調査等に必要な研究員等を有していること。 

ⅷ．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すること 

ⅸ．総合評価 

 

b. 契約・助成審査委員会の選考基準 

委託予定先は、次の基準により選考するものとする。 

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。 
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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、共同研究相手先等を含む。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。 

iii. 委託予定先の選考に当たって考慮すべき事項 

1. 優れた部分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。 

5. その他主管部長（監事室長を含む）が重要と判断すること。 

 

(3) 委託先の公表及び通知について 

a. 採択結果の公表等について 

採択された案件（実施者名、事業概要）はＮＥＤＯのホームページ等で公開します。不採択

となった案件については、その旨を不採択となった理由とともに提案者へ通知します。 

b. 事前審査員の氏名の公表について 

事前審査員の氏名は、採択案件の公開時に公開します。 

c. 附帯条件 

採択に当たって条件（提案した再委託は認めない、他の機関との共同研究とすること、再委

託研究としての参加とすること、ＮＥＤＯ負担率の変更等）を付す場合があります。 

 

(4) スケジュール 

平成２６年 

１１月２０日   ： 公募開始 

１２月 １、２日 ： 公募説明会（大阪、川崎） 

１２月 ３日～１２月１８日：個別相談会 

１２月２４日（正午） ： 公募締切り 

１月 中（予定）： 事前審査（外部有識者による審査） 

１月 下旬（予定）： 契約・助成審査委員会 

１月 下旬（予定）： 委託先決定 

２月 上旬（予定）： 公表（プレスリリース） 

 

8. 留意事項 

(1) 契約について 

提案者は、ＮＥＤＯが提示する共同研究契約書（案）及び共同研究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、共同研究業務の事務処理については、Ｎ
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ＥＤＯが提示する事務処理マニュアルに基づき実施することとなります。 

※研究開発項目（Ⅰ）、（Ⅱ）で提案する場合 

 

提案者は、ＮＥＤＯが提示する調査委託契約書（案）及び調査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、調査委託業務の事務処理については、Ｎ

ＥＤＯが提示する事務処理マニュアルに基づき実施することとなります。 

※研究開発項目（Ⅲ）で提案する場合 

 

(2) 研究開発独立行政法人から民間企業への再委託について 

研究開発独立行政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。 

 

(3) 事業化計画書について 

提案時に提出いただく「研究開発成果の事業化計画書(別添４)」については、契約締結後、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。 

 

(4) ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票の記入について 

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別添 4 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、必ず御提出をお願いいたします。 

 

(5) 追跡調査・評価について 

研究開発終了後、本研究成果についての追跡調査・評価に御協力いただく場合があります。追

跡調査・評価については、添付の参考資料１「追跡調査・評価の概要」を御覧ください。 

 

(6) 知財マネジメントについて 

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、御協力を

頂きます。 

 

(7) 「国民との科学・技術対話」への対応について 

 

なお、本事業を受託する事業者は、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）に関する直接経費の計上が可能です。

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

経費を提案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。 

  なお、本事業以外で自主的に本活動に取り組むことは妨げませんが、間接経費を活用して本活

動を行った場合は実績報告書への記載等（本活動に係る事項のみで結構です）によりＮＥＤＯに

報告してください。 

【参考】 

平成２２年６月１９日総合科学技術会議 
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「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取組方針） 

＜http://www8.cao.go.jp/cstp/output/sonota.html＞ 

 

(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、ＮＥＤＯ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。併

せて本事業の共同研究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-hotline.htm へリンク＞ 

※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 へリンク＞ 

 

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、ＮＥＤＯ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、ＮＥＤＯ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、個人の利益を得るための私的な流用が確

認された場合には、10 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

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
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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、ＮＥＤＯ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 

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。ＮＥ

ＤＯ策定。以下「研究不正機構達」という。※4）に基づき、ＮＥＤＯ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-hotline.htm へリンク＞ 

※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 へリンク＞ 

 

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、ＮＥＤＯ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、ＮＥＤＯ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、本事業の共同研究者は、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。 
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(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@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 へリンク＞ 

（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）独立行政法人の契約に係る情報の公表 

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）に基づき、

採択決定後、別添７のとおり、ＮＥＤＯとの関係に係る情報をＮＥＤＯのホームページで公表す

ることがございます。御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。 

なお、案件への応募をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。 

 

9. 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。 

また、説明会に参加される場合は、ＮＥＤＯのホームページ上で事前登録をお願いします。 

   

①日時：平成 26 年 12 月 1 日（月） 13 時 30 分～15 時 00 分 

場所：独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ関西支部）  

大阪市北区梅田 3-3-10 梅田ダイビル６F 会議室 

 

②日時：平成 26 年 12 月 2 日（火） 13 時 30 分～15 時 00 分 

場所：独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ本部） 

      川崎市幸区大宮町 1310 ミューザ川崎セントラルタワービル 23Ｆ 2302 会議室 

 

※上記①、②の会議室のスペースの関係で、一度に収容が困難な場合は同日の 16:00～17:30 

 で追加説明会を開催いたします。事前登録いただいても追加説明会への参加に時間変更を 

 お願いする場合がありますので、予めご了承ください。 

 

⑨個別相談会 

   期間：平成 26 年 12 月 3 日（水）～12 月 18 日（木） 

場所：独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ本部） 

      川崎市幸区大宮町 1310 ミューザ川崎セントラルタワービル 

 

10．問い合わせ先 

本事業の内容及び契約に関する質問等は、下記あてに E-mail にて受け付けます。また、個別相談会

もご利用下さい。個別相談会の期間は、１２月３日から１２月１８日で、下記あてに E-mail にてお申

し込み下さい。 
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また、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。 

 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

新エネルギー部 太陽光発電グループ 宛 

E-mail：pvgroup@ml.nedo.go.jp 

 

関連資料 

  基本計画 

  平成 26 年度実施方針 Ver.2 

1.別添 1a 提案書(表紙・要約版・利害関係について・本文)（研究開発項目(Ⅰ)､(Ⅱ)用） 

2.別添 1b 提案書(表紙・要約版・利害関係について・本文)（研究開発項目(Ⅲ)用） 

3.別添 2 主要研究員研究経歴書 

4.別添 3 研究開発成果の事業化計画書（研究開発項目(Ⅰ)､(Ⅱ)用） 

5.別添 4 ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票の記入について 

6.別添 5 提案書類受理票 

7.別添 6 契約に係る情報の公表について 

参考資料 1 追跡調査・評価の概要 

参考資料 2 共同研究契約標準契約書（究開発項目(Ⅰ)､(Ⅱ)用） 

参考資料 3 調査委託契約標準契約書（研究開発項目(Ⅲ)用）                                          


