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公募説明会資料 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
平成２４年度補正予算、『イノベーション実用化ベンチャー支援事業』に関する公募概要の説明を始めさせていただきます。説明は、「事業の目的と仕組み」、「応募要件」、「助成内容」、「審査について」、「申請の手続きと受付」の順で進めて参ります。



（１） 新規性・革新性の高い実用化開発であること 
 
（２） 事業期間終了後、概ね３～５年以内で実用化可能な計画を有すること 
 

  ・経済産業省所管の技術開発が対象となる 
   （ただし、原子力に関するものを除く） 
  ・実証段階にあっても、技術開発要素があるものは対象となる 
 

  ・創薬等で治験を実施する場合は第Ⅱ相まで 
  ・本事業における「実用化」とは、 
     販売またはライセンスアウトにより収入が発生すること 
  を指し 
     創薬等の技術開発で治験を伴う場合は、 
     計画した臨床試験が成功し、次のフェーズの試験に移行すること   
  をもって実用化とみなします 

2 

（応募要件） ☆対象となる技術課題  

公募要領ｐ４ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
つづいて、応募の対象となる技術に関してです。公募要領の４ページに記載がありますが、本事業は「実用化に向けた開発」に対して助成させていただくものです。事業期間の終了後、おおむね３～５年以内で実用化が計画されるものが対象となります。なお、助成対象となる技術開発の範囲としては、原子力に関する技術開発を除いた経済産業省が所管するものです。今回の助成は、実証段階のものも対象となります。その場合、必ず技術開発要素を含んでいただく必要があります。また、創薬の場合は、治験の第Ⅱ相までが対象になります。
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（１）日本に登記されている中小企業者等（法人格を有するものに限
る）であって、当該事業者が日本国内に本申請に係る主たる技術開
発のための拠点を有すること。 

（２）助成対象事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。 
（申請した事業者が主体となって、技術研究開発を行うこと） 

（３）助成対象事業を的確に遂行するために必要な費用のうち、自己負
担分の調達に関し充分な財務的基礎を有すること。 

（４）助成対象事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制
および処理能力を有すること。 

（５）助成対象事業終了後の実用化を達成するために必要な能力を有す
ること。 

（６）技術開発の成果を事業展開に結びつけるために必要な技術経営力 
      を有すること。 

 

（応募要件） ☆助成対象事業者の要件   

公募要領ｐ４ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続いて、応募対象となる事業者の要件に関してですが、特にご留意いただきたい点としては、（１）番に記載がありますとおり、申請時に法人格を有する民間企業で、日本に登記されているものが対象となります。また、日本国内に本事業の研究開発について主たる拠点を有していただく必要があります。（２）番、（３）番ですが、事業者が「技術的能力」および「財務的基礎」を有していることが要件となっております。こちらは採択審査の過程で特に確認をさせていただくこととなります。
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（応募要件）☆対象となる事業者の条件 
下表に示す「資本金基準」または「従業員基準」のいずれかを満たす企業であって
「みなし大企業」（後述）に該当しないもの※下表は公募要領中の説明内容要約 

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） 
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）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 

※中小企業者としての「組合等」も応募できます。詳しくは公募要領を確認してください 

公募要領ｐ４,５ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
つづいて、具体的な対象事業者の要件です。申請者は、表に示す「資本金基準」と「従業員基準」のいずれかを満たす必要があります。資本金については、中小企業基本法等で規定されている業種毎の資本金基準を超えた場合でも３億円以下であれば対象となり得ます。従業員については、業種ごとに異なりますが、例えば製造業ですと、従業員数が３００人以下ということになります。この、「資本金基準」と「従業員基準」のいずれかを満たすもののうち、「みなし大企業」に該当しないものが申請者となることができます。「みなし大企業」については、次のスライドで説明します。なお、中小企業者としての「組合等」も応募できますので、詳しくは公募要領を確認してください。



「みなし大企業」とは   
 前ページの「資本金基準」または「従業員基準」のいずれかを満たす企業であって、 
 ・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   
  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  
  の所有に属している企業 
 
 ※上記の「みなし大企業」は応募できませんが、 
 「みなし大企業」であっても以下の要件を満たす場合は応募可能です 
  申請書（添付資料１）  ２ 申請者の概要  に記載してください 
 
 ・試験研究費等が売上高の３％以上、又は研究者が２人以上かつ全従 
  業員数の１０％以上であること 
 ・未利用技術等、研究開発成果が事業化されていない技術を利用した  
  実用化開発を行うこと 
 ・申請時に上記要件を満たす根拠を提示すること 
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「みなし大企業」について 

公募要領ｐ４,５ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　「みなし大企業」とは、前ページの「資本金基準」「従業員基準」を満たすもののうち、①発行済株式総数又は出資総額の２分の１を１社の大企業が所有しているもの、又は、②発行済株式総数又は出資総額の３分の２を複数の大企業が所有しているものです。　「みなし大企業」は本事業に応募できませんが、「みなし大企業」であっても研究開発に重点を置くものは例外として応募が可能です。具体的には、前年又は前事業年度の試験研究費が売上高の３％以上、もしくは、研究者数が２人以上で従業員の１０％以上のものとなります。また、未利用技術を利用して実用化開発を行うことも要件となっております。「試験研究費」については、公募要領の５ページに記載されているホームページをご確認下さい。



平成２５年度公募事業概要 

助成対象となる技術 競争力強化のためのイノベーションを創出し、持続的な経
済成長の実現に資する新規性・革新性の高い実用化開発 

対象事業 事業終了後、概ね３～５年以内に実用化可能な技術開発 
対象事業者 中小事業者または中小企業者としての組合等 
申請者 １者による単独申請のみ受付 

対象期間 交付決定日（平成２６年４月下旬（予定））から 
 平成２７年２月２８日まで 

助成対象費用 
助成の対象となる費用は、当該技術開発に必要な経費のう

ちこの事業に専用として使用するものが対象 
※ 共同研究費は、助成金総額の５０％未満の範囲で申請

可能 

助成率 助成対象費用総額の２／３以内 
助成金 １５００万円～５億円 

公募要領ｐ６ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
採択の可否は５月中を予定しておりますので、研究開発期間は、平成２７年２月2８日までの約９ヶ月間の事業となります。助成の対象となる費用として、当該技術開発に必要な費用のうち、この事業に専用として使用するものが対象となります。汎用的に使える設備や備品、または、技術開発ではなく、商用生産に用いる設備等の購入はできません。さらに、本事業の交付決定前に締結された共同研究契約費や、事業開始の日の前に発注した設備、備品などの計上も行うことはできませんので、ご注意下さい。助成率は、対象費用の２／３以内となります。例えば、技術開発費3千万の対象費用を計上、検査させていただき、2千万円を助成させていただくことになります。よって、助成金の欄に、1,500万円以上、５億円以下と記載されていますが、助成率２／３として、2,250万円から、７億5千万円の事業規模を対象とします。助成対象事業者の自己負担を含む総事業規模が7億5千万円を超えるものでも問題とはなりませんが、あくまで助成金は5億円が上限となります。



助成対象費用（費目）  
申請事業者にて発生し、この事業に専用で使用する費用が対象です 
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経費区分 種別 対象 

Ⅰ．機械
装置等費 

１．土木・建
築工事費 

プラント等の建設に必要な土木工事及び運転管理棟等の建築工事並びにこれらに付帯する電気
工事等を行うのに必要な経費 

２．機械装置
等製作・購入
費 

助成事業に必要な機械装置、その他備品の製作、購入、改造等に要する経費 
 （対象となる装置の材料費、設計・製造外注費を含む） 

３．保守・改
造修理費 

助成事業で購入した装置等の保守および研究開発に使用するために必要となる装置の改造・修
理に要する費用 

Ⅱ．労務
費 

１．研究員費 技術開発職員、工員等の実用化開発に直接従事する助成事業者の従業員に対する人件費（ユー
ザニーズの調査、生産インフラの検討など本申請に係る技術開発成果の事業化を目的とした業
務を含む） ２．補助員費 

Ⅲ．その
他経費 

１．消耗品費 技術開発の実施に直接必要な資材、部品、消耗品費等の製作又は購入に要する経費 
（試作品製造に必要な経費を含む） 

２．旅費 技術開発を実施するために特に必要とする研究員の旅費、滞在費及び交通費 

３．外注費 技術開発の実施に必要なデータの分析及びソフトウエア、設計等の請負外注に係る経費 

４．諸経費 上記の１～３以外の経費で、助成事業の実施に特に必要と認められる経費 
技術開発を行うために直接必要な文献購入費、光熱水料、コンピュータ使用料、試作品運搬費
、学会参加費、特許出願費用（助成対象費用総額の１０％以内）等必要な経費 

Ⅳ．共同 
研究費 

共同研究費 
 

助成事業のうち、共同研究契約等に基づいて学術機関等が行う技術開発に必要な経費 
（「学術機関等共同研究費内訳」による費目別内訳の提示が必要です（年度毎、機関毎）    
年度末に使途明細を確認します。 尚、間接経費は直接経費の10％（大学は15％）を上限） 
上限値：交付決定時における助成金総額の50％未満 
（民間企業との共同研究費は対象外です） 

人件費 

（生産設備は 
対象外） 

公募要領ｐ７,８ ※消費税は助成対象外です 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次のスライドがスライド助成対象費用、助成金請求に計上できる費目となります。まず、スライドの欄外に書かれており、さきほどのスライドでもご説明しましたが、助成の対象となる費用として、当該技術開発に必要な費用のうち、この事業に専用として使用するものが対象となります。それを前提に、公募要領の７ページをご確認ください。（このページを読み上げる）機械設備等製作・購入費につきましては、税込50万円以上、耐用年数１年以上のものにつきましては、資産扱いとなり、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」（適化法）という法律に基づく、処分制限の対象となります。助成期間後に、設備を廃棄する場合、もしくは、技術開発の目的以外の用途（例えば商用生産）に用いる場合には、NEDOへの申請、許諾を得る必要があります。（つづき・・・）共同研究費については、助成金総額の50％未満とします。また、民間企業との共同研究費は対象外となります。ご注意ください。



※健康保険等級に基づく労務費単価の考え方については、下記 
 マニュアルの労務費の項目をご参照ください   
   http://www.nedo.go.jp/content/100527557.pdf 
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助成対象費用 （労務費） 
（申請書作成時の労務費積算方法） 

●下記により算定し、作業時間で助成対象費用
を計上することができます 
 
☆健康保険等級（健保等級）に基づく※NEDO労務
費単価一覧表の単価を乗じて算出します 
 
 
 
 
 
 
 
 ☆助成事業期間中は従事日誌を作成して 
 いただきます（NEDO所定の書式使用） 

公募要領ｐ７ 

（労務費単価一覧表） 

事業番号： 　

なし なし

主任研究者　所属：

氏名： 印 氏名： 徳川　家康 印

開始時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻

10/1 火

10/2 水 12:30 17:00 4:30

10/3 木 10:00 16:30 1:00 5:30

10/4 金 9:30 18:30 1:00 8:00

10/5 土

10/6 日

10/7 月 14:30 18:30 4:00

10/8 火 10:30 12:20 15:00 18:30 5:20

10/9 水 12:20 18:30 6:10

10/10 木 10:00 16:30 1:00 5:30

10/11 金 11:30 15:20 16:00 18:30 6:20

10/12 土

10/13 日

10/14 祝

10/15 火

10/16 水

平成２６年△月分 助成事業従事日誌
※下記業務以外のＮＥＤＯ業務従事： O以外の公的資金に係る業務への従事：

助成事業の名称： ●●●の開発

服部　半蔵

委託・共同研究項目：  

助成事業者名称： 株式会社●●●

従事者　所属： 株式会社●●● 株式会社●●●

日 曜日
従事時間帯(２４時間制で時刻入力) 除外する時間

数
従事した時間

数

具体的な研究内容、作業内容
※独自の休日を設定する場合は「休日」と入

力

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

何をどのように行った

か？助成事業に関わ

る内容であることが明

確になるように記載し

てください

※従事日誌は 
研究員、補助員 
全員分を毎月提出
してください 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
労務費について少し詳しく説明します。労務費は時給等の労務費単価及び従事時間に基づき算出します。本事業では、原則として、研究員が助成事業に直接従事する時間数に、健康保険等級（健保等級）に基づく労務費単価表の単価を乗じて算出します労務費計上においては、研究従事日誌を提出していただきます。



   NEDO 
② 応募要件に合致するか否かチェック    

 
       ＯＫ                 ④ 評価結果 
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採択審査 審査方法 

申請者 

① 交付申請 

   外部専門家による審査 
 

外部専門家：学識経験者、産業界経験者 
技術評価 

     事業化評価 等 
 
※外部専門家に関する情報をNEDOサイト上に公開する予定ですので 
 （平成26年2月上旬予定）、申請にあたり外部専門家との利害関係 
 をご確認ください 
※ 提出された申請書類は審査のため審査委員に送付を行ないます 
  審査終了後は全てNEDOが回収を行います 

契約・助成審査委員会 
助成対象事業および    
交付助成金額決定 

③ 

   採択事業者 
 ⑦ 採択事業名   
   評価委員 
   事業概要 

公表 

⑤ 採択／不採択通知   
⑥ 交付決定通知 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次のページは、採択審査、審査方法を示した図となります。①まず、交付申請です。本日は交付申請に関しての説明会を実施していますが、交付申請を提出いただく期日として、�平成26年3月3日（月）正午までに郵送もしくは宅配で到着したもの今回は送付のみ受け付けますので、直接持参されての受付は行っておりません。詳細は公募要領の16ページに記述されています。また、ぎりぎりに送付いただき、書類に不備があった場合には、受理できないことを理由に申請を受け付けられない恐れもあります。不備がないようにご準備下さい②次に公募要領に掲げている公募の要件を満たしているか、NEDOで確認いたします。これは、申請時に確認できるものもありますが、審査の途中でも、要件を満たしていないことが判明した申請については、審査を取りやめることがございます。③次に、外部専門家による審査をします。NEDOと守秘義務契約し、利害関係者以外の複数の審査員に審査を依頼し、評価をしていただきます。本事業が技術開発をテーマとして実用化開発でありますので、技術評価、事業化開発との２軸での審査を実施し、評価を行います。※外部専門家に関する情報をNEDOサイト上に公開する予定ですので　（平成26年2月上旬予定）、申請に当たり、外部専門家との利害関係をご確認ください。これは、52ページの提出書類の説明のページの添付資料5に関係します④次に、契約・助成審査委員会を実施し、⑤採択／不採択を決定し、⑥交付決定を通知します。4月頃に、交付決定通知を行う予定です。
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採択審査 審査事項 

審査基準

① 提案の実用化開発の基となる技術開発の成果が明確に示されている
提案の実用化開発のシーズについて基礎的な検討が十分行われていること

② 新規性のある技術で、国際的にみても目標設定のレベルが相当程度高いこと

③ 申請者（企業）が開発品に関する優位性のある特許及びノウハウを保有している
こと

④ 本事業における目標値、技術課題及び解決手段が明確であること

⑤ 研究計画に対する費用（助成金の使用計画）が適切であり、費用対効果が高く
助成規模に応じて効果（社会的必要性）が十分に期待できること

⑥ 予定期間内に計画された技術的課題が解決される可能性が高いこと

審査基準

①
当該開発成果の広汎な製品・サービスに利用の可能性が大きく、新規産業の開拓
等に貢献するものであること
市場規模を判断材料とし、その際に助成金額（全期間）を考慮

② 市場ニーズを具体的に把握（ユーザーとの接触、市場調査等）しているとともに
それを反映させた開発目標の設定がなされている

③ 市場ニーズを踏まえて、開発した製品・サービスが競合製品等と比較して優位
（性能・価格等）である。将来の市場において相当の占有率が期待できること。

④ 技術開発体制のみではなく、事業化をするために適切な体制となっていること

⑤
事業期間終了後、概ね3~5年以内に実用化が達成される可能性が高いことを示す
具体的かつ的確な事業化計画を提案し、予想されるリスク（市場変動・技術革新
等）などへの対策が盛り込まれていること。

事
業
化
評
価

項目

技
術
評
価

項目

新規市場創出効果

市場ニーズの把握

開発製品・サービスの優位性

事業化体制

事業化計画の信頼性

基となる技術開発の有無

特許・ノウハウの優位性

目標、課題、解決手段の明確性

技術の新規性及び目標設定レベルの程度

費用対効果

研究計画の妥当性

公募要領ｐ10,11 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（次のページは丁寧に説明）さきほど、技術評価と、事業化評価の２軸で評価を行うとご説明しましたが、スライドに採択審査、審査事項をまとめました。公募要領では、10ページをお開きください。（あまり読まない）
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助成事業の採択後 

＊採択された事業は、申請者の企業名、事業の名称および事業の概要を公表します 
  （不採択の場合は企業名、事業の名称共に公表されません） 
＊助成金の交付は、採択された事業者より、助成期間終了後提出していただく実績報

告書に基づく精算払いを原則とします。ただし、必要があると認められる場合は、
証拠資料により支払い実績が確認できる費用について概算払いを行います 

 
 
 
 
 
 

助成期間 

申
請
書
提
出 

採
択 

審
査 

事
業
年
度
末
実
績
報
告
書 

 
 

 
 

 

確
定
検
査 

▲ 

終
了
評
価 ▲ 

交付決定 

中
間
検
査 

H２６年２月 ４月 H２７年２月 

公募要領ｐ6,12 
※中間検査は、事業の進捗等に応じて実施時期を設定 

経
理
指
導 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次のスライドは採択後からのスケジュール感を示したものです。さきほどは、交付決定の通知をするまでのスケジュールをご説明いたしましたが、事業終了までのスケジュールです。助成期間内では、研究進捗のみならず、経理、その他の事務、研究進捗について、確認するための、現地調査・中間検査を実施します。図に示しております来年２月の箇所についてですが、２月2８日に実績報告書をご提出いただき、その後、日程調整の上、速やかに確定検査を受検いただきます。原則として、それから、精算払いを行うことになります。ただし、必要があると認められる場合は証拠資料を基に、助成期間中に概算払いがされることもあります。



申請手続きについて 

本事業への申請は、 

・ 府省共通研究開発管理システム（e-Rad) による申請 

・ ＮＥＤＯへの申請書類（提出書類一式及びＣＤ－Ｒ）の 

 両方が必要です。  
 

e-Rad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。（事前登録には２週間程度必要です。早めの登録をお願いします。） 

 

   【受付期間】 

平成２６年３月３日（月）正午 必着 
提出は郵送・宅配のみです。持込みでの申請は受け付けません。 

12 公募要領ｐ14～17 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次のページは、申請手続きについての注意事項です。申請には、・府省共通研究開発管理システム（e-Rad) による申請・ＮＥＤＯへの申請書類（提出書類一式及びＣＤ－Ｒ）の　両方が必要です。 E-RADの事前登録には、２週間程度の期間が必要です。申請を検討している事業者におかれましては、申請に如何を問わず、まず、申請いただくことをおすすめします。
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申請書類 
・ホームページ掲載の以下の申請書様式を用いて作成して下さい 
  
  ・Ｈ２５-１助成金交付申請書1【MS-Word】 
  ・Ｈ２５-１助成金交付申請書2【MS-Excel】  

 ◎作成法の詳細は公募要領の「申請書作成にあたって」を参照してください 
 
・押印する申請書正本（様式１）を１ページ目としてください 
    （表紙は不要） 

・正本１部（片面印刷）、写し１５部（両面印刷）を提出して 
 ください （電子ファイルでは受け付けていません） 

・申請内容を抜粋した情報項目ファイルをCD-Rで提出して 
 ください （情報項目ファイルは、ホームページ掲載の 
         Ｈ２５-１情報項目ファイル【MS-Excel】」を使用してください） 
・宛先を明記した返送用封筒（80円切手貼付け）申請書受理の確認書返送に使います   
公募要領ｐ16～ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
申請書類は、ここに示した専用の申請書様式と「申請書作成にあたって」を参考に作成して下さい。公募要領の３１ページからが「申請書作成にあたって」になります。提出書類について触れます。公募要領の３３ページに提出頂く書面セットの構成を示してあります。正本１部と、写し１５部を提出頂きます。電子ファイルでの提出はできません。その際に、正本を写しでは書面の構成が異なるところがありますので、ご注意下さい。詳しくは公募要領の３３ページをご覧下さい。　また、申請内容を抜粋して情報項目ファイルを作成し、CD-Rに収納して正本に添付の上提出して下さい。その際セルの削除や追加は一切行わないで下さい。提出時には全ての書面が揃っていることを確認させて戴きます。
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《送付先》 
〒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 
 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構   
 技術開発推進部  技術革新・実用化推進グループ 
イノベーション実用化ベンチャー支援事業 申請窓口 宛 
 
 ＴＥＬ：０４４－５２０－５１７５  
 
  

申請書受付 

《申請書の受付期間》 
  平成２６年３月３日（月）正午までに 

郵送もしくは宅配便で送付して下さい   
  ※持参による受付は行いません 

公募要領ｐ18～ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
申請書の提出方法は２種類あります。郵送による方法とNEDO川崎に直接ご持参頂く方法です。郵送の場合は、　３月１８日　月曜日の１７時までに必着でお送り下さい。　受付時間を過ぎた郵送での提出はお受けできません。　必ず申請書受理確認書の返送用封筒を同封して下さい。持参による受付は行っておりませんのでご注意ください
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●本事業内の重複申請 
 

 ・同一事業者が複数の申請をすることは可能ですが、採択されるテーマ 
  数について制限させていただくことがあります 
 

重複に関する留意点 

●重複助成の排除 
 

 ・同一のテーマについて、既に他の助成を受けている場合は申請できま 
  せん 
 
 ・同一のテーマについて、他の助成と同時に申請することは可能ですが 
  重複受給はできません（採択された場合はご相談ください） 
 
 ・「申請者」「共同研究先」のいずれかに所属する研究者等において 
   「不合理な重複」及び「過度の集中」が発生している場合は本助成 
  事業の対象とせず、採択を行いません 

公募要領ｐ19 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
応募に当たっての注意事項です。スライドに示している状況が発生している場合は、本助成の対象となりません。（以下、スライドを読み上げる）
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