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戦略的基盤技術高度化支援事業
（通称サポイン）

で毎年公募されており、例年 100 件超の案件が採
３年間で上限 9,750 万円の大型補助金

択されている。これまで、2,000 件を超える研究開
発プロジェクトが支援の対象となってきた。

戦略的基盤技術高度化支援事業
（通称サポイン＝

この制度の最大の特徴は、事業実施期間が最長

Supporting Industry の略）
は、精密加工や立体造

３年間で設定されていること。革新的な技術の開

形、表面処理など、
「中小企業のものづくり基盤技

発から製品化には時間がかかることを踏まえての

術の高度化に関する法律（通称ものづくり 12 分

措置だと思われる。３年間の合計補助上限額は

野）」で定められた特定分野の向上につながる事業

9,750 万円、補助率は 2/3 で、機械装置費だけでな

に対して、研究開発から販路開拓までの取組みを

く開発にかかる人件費から販路開拓にかかる費用

総合的に支援する制度だ
（表１）
。近年は当初予算

まで手厚い支援を受けられる。

表１ 「戦略的基盤技術高度化支援事業」の制度概要
制度名称

概要・目的

補助率

と共同体を構築してから申請する点がある。共同

12 の技術分野を対象として中小企業が研究機関

体のパートナーとしては、前後工程の中小企業や

と連携して行う、製品化につながる可能性の高
い研究開発、試作品開発や販路開拓への取組を
支援
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小規模事業者、納入先の大企業、大学や公設試験
場などの研究機関などが考えられる。そして、共
同体のいずれか１団体が「事業実施機関」、いわゆ

補助事業当たり 単年度 4,500 万円以下
２年度の合計で、7,500 万円以下
３年度の合計で、9,750 万円以下
（中小企業者が受け取る補助金額が補助金総額の
2/3 以上であること）

る幹事企業となって、補助金にかかわる事務手続

2/3 以内
※ A 機関及び B 機関は定額。
（ただし、これらが
事業管理機関として共同体に参加している場合
に限る）
※課税所得 15 億円以上の中小企業等は 1/2 以内
※同一機関が複数の補助率を適用することは認
められない

の説明だけでなく採択に向けた改善点のアドバイ

⑴物品費……設備備品費、消耗品費
⑵人件費……人件費
（研究員費・管理員費等）
、
謝金
補助対象経費 ⑶旅費
⑷その他……外注費、知財関連経費、マーケテ
ィング調査費等
⑸委託費 ⑹間接経費
公募時期

ない制度になっており、他の企業や研究機関など

戦略的基盤技術高度化支援事業
（サポイン）

補助事業機関 ２年度または３年度

補助金額

もう１つの特徴として、企業単独では申請でき

21 年は 2/26 〜 4/22。22 年も同時期の見込み

きを担当することになる。
また、申請の前に各地の経済産業局に相談でき
るのもポイントだ。申請検討中の段階でも、制度
スなども受けられるので、早めに相談を始めるの
がおすすめだ。
サポイン申請の手順
サポインの申請フローはほかの補助金とは異な
るので、まずは手順を確認しよう。
【サポイン事業申請の流れ】
①研究開発計画の作成
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②実施体制の構築

要件に合えば申請したい補助金

続いて、代表者となる事業管理機関が「府省共

③電子申請「e-Rad」利用登録

通研究管理システム e-Rad」に事前登録する必要

④申請書類の作成

がある。J グランツでは申請できないので注意が

⑤電子申請で書類を提出

必要だ。その後申請書類が準備できたら、e-Rad
上で電子申請を行えば申請は完了。例年、締切か

最初に取り組むのは、申請の対象となる研究開

ら２カ月ほどで採択発表されている。

発計画の作成だ。研究開発計画は必ず「ものづく
り 12 分野」のいずれかの技術分野に該当している

サポインの審査内容

必要があるので、下記のサイトを参考にして申請
予定の分野を確認し、計画の立案に取り組もう。
研究開発計画の方向性がある程度まとまったと
ころで、地域の経済産業局に内容を相談し、計画

サポインの制度が目指すのは補助金の交付では
なく「成果」であり、特に研究面、技術の新規性、
事業化面が重視される審査内容となっている。

を具体化させていこう。
中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/
shishin.html

【審査基準】
Ⅰ．技術面からの審査項目
①技術の新規性、独創性及び革新性
②研究開発目標値の妥当性

続いて取り組むべきは、実施体制の構築である。
自社だけでは申請できないこの制度では、
「誰と組
むか」が大切になってくる。特に「事業管理機関」
は、補助金を受けて取り組む研究開発計画の運営

③目標達成のための課題と解決方法及びその具体的実施
内容
④研究開発の波及効果
Ⅱ．事業化面からの審査項目

管理、共同体構成員の調整、研究開発などの普及

①目標を達成するための経営的基礎力

を主体的に行う、という大変大きな役割を担う。

②事業化計画の妥当性

３年間で１億円近いお金の経費処理だけでなく、

③事業化による経済効果

補助金の交付を受けるまでの立て替え払いも発生

Ⅲ．政策面からの審査項目

し、事務作業もお金の負担も大きい。ここを請け

①産業政策との整合性

負うことができる企業や団体が見つからずに申請

②中小企業政策との整合性

を断念するケースも多いと聞く。
しかし、具体的な探し方さえ知っていればそれ

サポインは日本のものづくりの「競争力強化」

ほど難しくない。探し方のコツは、まず過去のサ

と「新たな事業の創出」を目指す経済産業省肝い

ポインの採択案件リストから、近隣で複数の案件

りの制度。３年にわたる手厚い支援内容には、実

の事業管理機関を兼務している公的機関を探すこ

現に向けた経済産業省の並々ならぬ意気込みが感

と。このような機関は事業実施機関を引き受ける

じられる。実際、サポインの採択を受けた企業は

にあたっての事業の「目利き力」と採択後の「事

生産性や品質の向上、新技術や新製品などの成果

務処理能力」を持っており、申請から事業実施を

が出ているので、研究開発テーマがある企業はぜ

スムーズに進めるノウハウを有していると思われ

ひチャレンジしてほしい。なお、制度の公式サイ

るので、申請予定の内容に近い案件の実施機関を

ト「サポインマッチナビ」では、申請に関する情

探してみよう。また、サポインマッチナビのサイ

報から卒業企業の技術まで、サポインにまつわる

トにも「事業管理機関を探す」というコンテンツ

あらゆる情報が紹介されている。

がある。2021 年９月現在で 128 の機関が登録され
ており、キーワードや地域、実績のある技術分野
で検索することができるので活用していきたい。
工場管理 2021／11 別冊

サポインマッチナビ
https://www.chusho.meti.go.jp/sapoin/index.php
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ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金

の内容が含まれている。
複数の企業が連携する取組みを支援
【ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業】（ 25 . 4 億

2019 年から当初予算で始まったこの制度は「も

円・新規）

のづくり補助金」と混同されやすいが、
「連携」が

複数の中小企業等が連携することで新たな付加価値の創造

キーワードになっているところがポイントだ。

等を図る製品・サービス開発や、新分野展開や業態転換等

2021 年には「ものづくり・商業・サービス高度

の「事業再構築」に取り組むプロジェクトを支援

連携促進補助金」という名称で、
「企業間連携型」
「サプライチェーン効率化型」の２類型で公募され、

また、同時に公表された事業概要資料
（図１）
に

１次公募では 16 件、37 者の応募に対して８件、18

は、事業イメージとして「⑴ものづくり補助金」

者が採択されている。予算額も応募も少ないが、

「⑵事業再構築補助金」と２事業が示されている。

採択率は 50％、交付額は１者最大 2,000 万円で穴

そのうち⑴ものづくり補助金の事業イメージが

場の補助金といえる
（表２）
。
そして、2021 年８月 31 日付で公表された経済産
業省の資料「令和４年度 中小企業・小規模事業者

2021 年に公募された「高度連携〜」事業と類似し
ており、来年はこの制度がマイナーチェンジされ
て公募されると思われる。

関係の概算要求のポイント」には、当初予算で次
本命はデジタル化・効率化を図る取組み
表２ 高度連携ものづくり補助金の制度概要（2021年実績）
制度名称

ものづくり・商業・サービス高度連携促進補
助金

概要・目的

複数の中小企業・小規模事業者等が連携して
生産性向上に資する革新的サービス開発・試
作品開発・生産プロセスの改善を行う取組を
支援

では、制度の対象となりうる取組み内容を知る
ために、2021 年２次公募の説明資料から想定して
いる活用事例を見ていこう。
【企業間連携型の例】
ものづくり中小企業が連携し、顧客の引き合い情報・作

企業間連携型：100 〜 2,000 万円/者

業進捗・設計情報
（CAD/CAM データ）を共有し、顧客に対

補助金額

サプライチェーン効率化型：100 〜 1,000 万円
/者

して迅速に見積り・納期を通知するシステムを構築。

補助率

1/2 〜 2/3

補助対象経費

機械装置・システム構築費、技術導入費、専
門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、
原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

公募時期

21 年は １ 次公募 5/12 〜 7/7,2 次公募 8/2 〜
9/17。22 年も同時期の見込み
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➡突発的なトラブルへの対応や作業進捗の「見える化」、
設計時間の短縮が可能となることで、顧客の引き合い増加
及びコスト圧縮。
【サプライチェーン効率化型の例】
従来は業界各社が独自仕様で受発注システムの導入を進
め、業務効率化を目指していた。だが、下請中小企業側で
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要件に合えば申請したい補助金

図１ 2022 年公募見込みの制度概要資料

は発注先ごとに異なるシステムに個々に対応することがで

プ内でのデータ共通化のほか、前工程や後工程を

きず、作業効率が悪化した上に、結果としてファクスや帳

担う企業と縦軸でシステムを共通化するような取

票による受発注が多数残っていた。

組みでも高い効果が見込めることだろう。

➡大企業主導により、中小企業共通 EDI を活用し、発注

また、サプライチェーン効率化型では大企業が

側システムと中小企業向け業務アプリをデータ変換・接続

幹事企業を務めることも可能で、この場合は幹事

することで、サプライチェーン全体の受発注をデジタル化

企業が策定した事業計画書のひな形を用いて、参

した。発注側はファクスなどのアナログ作業がデジタル化

加企業は同様の内容で申請することができる。連

でき、受注側も業務の共通化・デジタル化により効率向上。

携体の組み方さえうまくクリアできれば、申請の
ハードルはほかの補助金よりも高くはないので、

このように、複数の企業が連携してデータ活用

要件に該当する企業は申請を検討してみよう。

やシステムの共通化などに取り組むケースが想定

なお、この補助金でも 2021 年は「ものづくり補

されており、審査で高評価を受けやすいものと思

助金」と同様の賃上げ要件が設定され、未達の場

われる。

合の返還規定も設けられているので、申請時から
採択後まで注意を継続していただきたい。
申請のポイント

企業間連携型では、
「連携体は
（中略）
２〜５者に
より構成すること」となっているので、身近な取

令和３年度ものづくり・商業・サービス高度連携促進補
助金
https://www.nttdata-strategy.com/r 3 tousyomonohojo/

引先や仲間と一緒に取り組むのがよさそうだ。取
引先とのシステム連携、同業の中小企業のグルー
工場管理 2021／11 別冊
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