福島再生可能エネルギー研究所
「被災地企業のシーズ支援プログラム」に係る
平成 29 年度公募要領

申請締切: 平成２９年１月３１日

注意：本公募は、平成 29 年度予算の国会成立を前提としていること
から、予算成立前の審査においては採択予定者の決定であり、
採択の決定は平成 29 年度予算成立後となります。

平成 29 年 1 月 6 日

国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という。
）では、福島再生可能エネ
ルギー研究所「被災地企業のシーズ支援プログラム（以下「本事業」という。）
」の平成 29 年
度公募を以下の通り行います。
１．事業の目的
平成 26 年 4 月に福島県郡山市内に開所した産総研福島再生可能エネルギー研究所などを
活用し、東日本大震災により甚大な被害を受けた福島県、宮城県、岩手県の 3 県に所在する
企業が開発した再生可能エネルギーに関連した技術やノウハウ（以下「シーズ」という。
）
の事業化を、産総研が試作品の評価などを通じて技術的に支援します。その成果の移転によ
り、被災地域における新たな産業の創出を目指します。
被災地（福島県・宮城県・
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※産総研の技術支援は無償ですが、
支援に必要な素材や試作品の提供
に係る費用は、場合によりご負担い
ただきます。

被災地域における新たな産業の創出
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事業スキーム

２．応募要領
（１）募集課題
福島県、宮城県、岩手県の 3 県に所在する企業が、市場において新規性・優位性を持つ
自社で開発したシーズをもとに、再生可能エネルギー関連分野における販路開拓や事業化を
目指す課題であり、福島再生可能エネルギー研究所などの能力により対応（シーズの優位
性・信頼性などを示す客観的な結果を提供することなど）が可能な課題を募集します。
以下に示した課題は例示であり、関連する技術を広く対象とします。
【太陽光発電分野】(施工法を除く)
○太陽電池の製造や製造に必要な材料などに関して、省エネ、コスト減、高効率化などの
効果が期待できるもの
○太陽光発電の特性を評価するために必要な装置などに関するもの
○太陽光発電の発電量のモニタリングや故障個所を診断する装置や技術に関するもの
【風力発電分野】
○風力発電を設置するための風況測定やアセスメントに関するもの
○風力発電の性能向上に資する技術や普及のための障害を削減するもの
【地熱地中熱分野】
○地熱発電の開発に資する、地熱貯留層のモニタリングに関わる技術などに関するもの
○地中熱利用に関わる熱交換井の高度化に関するもの
【蓄エネルギー分野】
○再生可能エネルギーの導入量を高められる蓄エネルギーに関するもの

○再生可能エネルギーの導入量を高められる水素を用いたエネルギー設備に関するもの
○再生可能エネルギーの導入量を高められる蓄熱や熱利用設備に関するもの
【再生可能エネルギー管理分野】
○再生可能エネルギー、蓄エネルギー、熱電併給設備などを含むシステムに関して、省エ
ネ、コスト減、高効率化などの効果が期待でき、再生可能エネルギーの導入量増大が期
待できるもの
○再生可能エネルギー起源の電力を系統に連系するために必要な設備に関するもの
（注意：以下に示すような課題は審査対象となりませんのでご注意ください）
〇シーズが確認できないもの
〇実施期間内（採択決定日から平成 30 年 3 月 31 日まで）に終了の見込みがないもの
○自社が開発したシーズではなく、外部のシーズを評価するもの
○アイデアのみで試作品などがなく、産総研がシーズを評価できないもの
〇ビジネスプランのみで、申請企業が事業化などに必要な技術・知見などを有しないもの
〇製品に対する一般的な規格試験のみで、産総研による技術的支援を伴わないもの
〇その他、福島再生可能エネルギー研究所などの能力で対応できないもの
（２）実施体制
産総研と採択企業が共同研究契約を締結し、研究を通して技術支援を実施します。必要が
あれば、他の企業や大学など（国公立大学、国公私立高等専門学校など）および公的研究機
関（国立試験研究機関、独立行政法人研究機関、特殊法人研究機関、公設試験研究機関など）
を加えることが可能です。
（３）実施期間
採択日から平成 30 年 3 月 31 日まで
（４）応募資格
研究拠点または生産拠点が被災地（福島県、宮城県、岩手県の 3 県）に所在する企業（＊）
で、産総研が公募する課題に関連したシーズを有し、シーズに対する支援により技術や製品
の優位性や信頼性を実証して、販路開拓または事業化を目指す企業に限ります。なお、シー
ズ確認のためシーズを示す具体的な製品・試作品などの提供を求める場合があります。
＊被災地（福島県、宮城県、岩手県の 3 県）へ進出する具体的な計画を持ち、本事業の
研究成果を基にした事業を展開することで、復興地域において将来の経済波及効果が
期待される企業を含みます。
（５）共同研究契約の締結
採択決定後概ね 1 ヶ月以内に産総研の規程に則り共同研究契約を締結していただきます。
産総研研究者と合意した実施内容案あるいは審査委員会による付帯条件に基づき、申請内容
からの変更・修正を行う場合があります。
※契約条項は、下記産総研 Web ページでご確認ください。
http://www.fukushima.aist.go.jp/seeds/keiyakujoko_h29.pdf
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３．応募方法
本事業の応募から採択までの流れを図 2 に示します。企業からの申請を受理後、産総研
のコーディネート担当による産総研研究者とのマッチング、実施内容案（研究計画書）の策
定、研究計画書に基づく課題の審査が行われます。

実施内容案の確定（締切：２月中旬）
企業、コーディネート担当、産総研研究者との合意に基づく

審査委員会

採択通知（４月上旬）

図２

被災地 （福島県、宮城県、岩手県）
の企業

産総研研究者とのマッチング

※同県進出等予定企業を含む。

産学官コーディネート担当による調整

再生可能エネルギーに関連したシーズ

産 総 研

シーズ支援の申請（締切：１月 31 日）

採択までの流れ

（１）シーズ支援申請書について
本公募要領の末尾に示す応募様式により、シーズ支援申請書を作成してください。申請書
にはシーズの概要、産総研に依頼したい支援内容などを分かり易く記載してください。
※本公募要領による応募様式（MS-Word 形式）
は下記産総研 Web ページに掲載します。
URL：http://www.fukushima.aist.go.jp/seeds/koubo.html
（２）申請書類の提出期限及び提出先
申請書類一式は、A4 版に印刷したもの（下記部数）と、シーズ支援申請書の電子ファイ
ルを CD-R に格納したものを、提出期限までに提出先に郵送（もしくは直接持参）してくだ
さい。なお、提出された書類は返却いたしませんので、ご了承ください。
●申請書類一式
・シーズ支援申請書

：2 部 (うち一部はコピー可)

・企業経歴書

：2 部

・直近の営業報告書（1 年分）

：2 部

・シーズ支援申請書の電子ファイル（ＣＤ-Ｒ）
：1 枚
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●提出先：
国立研究開発法人産業技術総合研究所
福島再生可能エネルギー研究所 産学官連携推進室
〒963-0298 福島県郡山市待池台 2-2-9
電話: 024-963-0813

Fax: 024-963-0824

e-mail: fukuseihyo-ml@aist.go.jp

●申請書類一式 提出期限: 平成 29 年 1 月 31 日
（３）申請書の受理及び申請書に不備があった場合の措置
申請書を受理した場合は、申請書受理票を申請者に発行いたします。なお、応募資格を有
しない者の申請を含め、申請書に不備があった場合には受理いたしません。
（４）コーディネート担当による産総研研究者とのマッチング
申請書の内容を受け、コーディネート担当が、産総研研究者とのマッチングを行います。
ただし、申請書の内容によっては、産総研研究者とのマッチングが成立しないこともありま
す。この場合は審査対象となりませんのでご了承ください。マッチングが不成立の際は 3
月上旬までに産総研からご連絡いたします。
（５）実施内容案の確定
マッチングされた産総研研究者及びコーディネート担当と共に実施内容案を確定して頂
き、
実施内容に基づく研究計画書を 2 月中旬に産総研研究者が事務局宛に提出します。なお、
研究計画書は実施期間内に終了する内容、スケジュールで作成いただきます。
（６）秘密の保持
申請書類一式は本事業の採択審査のためにのみ用い、産総研において厳重に管理・破棄い
たします。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（た
だし、法令などにより提供を求められた場合を除きます）。
４．審査について
（１）審査の方法
審査は、産総研に設置される課題審査委員会が、後述の審査基準（4. (2)）に基づいて行
います。審査の過程においてヒアリングが必要となった課題については、研究計画書の作成
者（産総研研究者、申請企業など）からのヒアリングを実施します。その場合の、日時・場
所などは事務局から通知します。また、研究計画書の内容確認のため、必要に応じて資料の
追加提出、シーズを示す具体的な製品・試作品の提供などをお願いする場合もあります。
なお、審査は非公開で行われ、審査の経過など、審査状況に関する問い合わせには応じら
れませんのでご了承下さい。
（２）審査基準
審査は、下記の観点から行います。
１．課題（含むシーズ）が、市場における新規性・優位性を有するか。
２．課題が、事業化に適切なビジネスプランを有するか。
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３．申請企業が、課題の実用化に必要な支援課題（産総研の支援内容を含む)を適切に設
定しているか。
４．課題の事業化により、被災地域における新産業・雇用の創出効果が期待できるか。
５．申請企業が、課題の事業化に向け、適切な計画と予算を有するか。
６．申請企業が、シーズを有し、課題実施に係る技術力を有するか。
（３）審査結果の通知について
採択課題の決定後、申請企業及び産総研研究者に対して採択または不採択の結果を通知し
ます。また、採択に当たって付帯条件がある場合は採択通知文に明記します。なお、審査内
容などに関する照会には応じられません。
（４）採択結果の公表
採択課題については、課題概要、企業名などを産総研ホームページで公表します。
（５）スケジュール（予定）
平成 29 年 1 月 6 日

：公募開始

平成 29 年 1 月 31 日

：申請締切日

平成 29 年 2 月 中旬 ：実施内容案（研究計画書）確定
平成 29 年 3 月上・中旬：審査委員会
平成 29 年 4 月 上旬 ：審査結果通知
※なお本公募は、平成 29 年度予算の国会成立を前提としていることから、予算成立前の審
査においては採択予定者の決定であり、
採択の決定は平成 29 年度予算成立後となります。
５．事業化の調査及び普及活動について
技術支援終了後 5 年間は、製品化・事業化の進捗状況、販売実績などについてのフォロー
アップ調査を行います。また、採択決定から技術支援終了後 5 年間は、当所が実施する普及
活動にご協力をお願いします。
６．問い合わせ
本公募では、説明会は開催致しません。本事業の内容などに関する質問などに関しては、
電話、メール、ファックスにより、下記にて受け付けます（連絡先を必ず明示して下さい）
。
なお、審査の経過、他の申請に関する事項などについてはお答えできません。
●問い合わせ先（事業事務局）
国立研究開発法人産業技術総合研究所
福島再生可能エネルギー研究所 産学官連携推進室

担当：濱尾、池西、福田

〒963-0298 福島県郡山市待池台 2-2-9
電話：024-963-0813

Fax：024-963-0824

e-mail：fukuseihyo-ml@aist.go.jp
以上
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