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平成 18 年度実施方針 

研究開発推進部 
        

1. 件名 
国際共同研究助成事業（NEDO グラント） 

 
2. 根拠法 
  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成 14 年法律第 145 号） 
第 15 条第 1 項第 3 号 

 
3. 背景及び目的 
産業技術、地球環境及びエネルギー分野に関する研究については、必ずしも我が国は他

の先進諸国に比較して優位にあるとは言えない状況にある。また、近年においては、情報・

バイオ等の分野に代表されるように、国際的に優れた技術シーズに投資することによって、

我が国の研究者が 先端の研究に参画し、優れた知的財産を得る機会が生まれるなど我が

国の産業競争力が拡大することが可能である。 

こうした中、優れた研究を支援することにより、成果の実用化を通じて調和のとれた経

済発展を実現することは重要である。 
このため、優れた研究を行う国際共同研究チーム（以下｢研究チーム｣という。）に対し

て研究費を助成することにより、産業技術の国際的なレベルの向上及び新規産業創出のた

めの基盤形成を図り、もって我が国の産業技術力の強化に資することを目的として実施す

る。 
 
4. 事業内容 
4.1 事業概要 

将来の産業創出に資する基礎的・基盤的な研究開発、将来の産業技術の向上に寄与し、

国際規格の策定につながる研究開発、石油代替エネルギーの製造・利用及び地球環境の保

全・改善に資する産業技術の実用的な研究開発を行う研究チームからの優れた各分野の研

究開発テーマに対し、助成金を交付する。 



 
4.2 事業方針 

＜助成要件＞ 
（1）対象事業者 

以下の要件をすべて満たすことのできる研究チームを、助成の対象とする。 
(a) 研究チームは、提案する研究開発内容を適切に実施する能力を持つ研究者で構成されて

いること。また、単に各研究者が分担して研究を行うだけでなく、研究者が相互に密接

に連携し、「共同研究チーム」としての活動を行い、共同研究の有効性の生かせる研究

チームであること。 
(b) 研究チームの構成者は、原則として研究機関に所属し、研究計画の遂行及び研究活動に

係る会計管理に関して責任を持てる人物であること。 
(c) 研究チームを構成する研究者は、原則として 4 名以上であること。 
(d) 研究チームを構成する研究者の国籍は、日本を含む 2 か国以上であること。 
(e) 研究チームを構成する研究者の所属機関（共同研究を実施する研究機関）は、日本を含

む複数国に存在していること。 
(f) 研究チームを構成する研究者の中から研究代表者を定めること。研究代表者は、所属す

る研究機関の所在地及び研究の実施場所が日本国内であること、又は日本国籍を有する

こと。研究代表者は、研究チームを代表して研究計画の作成、実施に当たり、中心的役

割を果たす人物を選定すること。 
(g) 研究チームを構成する研究者の中から会計担当者を定めること。会計担当者は、研究チ

ーム内の会計事務を行うため、会計担当者の所属する研究機関の所在地及び研究の実施

場所は日本国内とし、会計については、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 技術開発機構」という。）とのコミュニケーションを日本語で行う

ことのできる者を選定すること。 
 
（2）対象研究開発テーマ 

  下記の各分野の優れた研究開発テーマを対象とし、助成する。 
助成対象分野 対象とする研究テーマ 

産業技術分野 将来の産業創出に資する、ナノテクノロジー・材料、情報通信及びラ

イフサイエンス等の基礎的・基盤的な研究テーマ。 
国際標準創成分野 産業技術の向上に寄与する国際規格の策定に必要な研究テーマ。 
エネルギー分野 石油代替エネルギーの製造又は利用（発電、電力負荷低減、有効利用

等）に関する産業技術の実用化研究テーマ。 
地球環境分野 地球環境の保全及び改善に資する産業技術の実用化研究テーマ。 
 



 
（3）審査項目 

評価の項目 評価の観点 
①研究の目的及び意

義の妥当性・有効性 
・国際共同研究助成事業の目的・意義に合致すること及び国際共同

研究としての妥当性、有効性が認められること。 
②研究の新規性・独創

性・先導性 
・研究開発の内容が、新規性、独創性又は先導性の点で優れている

こと。 
③研究目標、研究計画

の妥当性 
・研究目標が、具体的かつ明確に設定されており、高い水準である

こと。 
・研究計画（研究予算を含む。）が目標達成の観点で実現性が高い

こと。 
④研究実施体制の妥

当性 
・研究実施体制（研究者、研究機関、設備を含む。）が優れ、かつ、

有効な国際共同研究体制が組まれていること。 
⑤産業技術への寄与

度（国際規格策定の可

能性を含む。） 

・産業界のニーズがあり、将来の産業創出又は産業技術の進展に高

い波及効果が見込まれること。かつ、将来の国際規格の策定につな

がる可能性が認められること（国際標準創成分野）。 
 
＜助成条件＞ 

①研究開発テーマの実施期間 
 3 年を限度とする。（必要に応じて延長する場合がある。） 
 
②研究開発テーマの規模・助成率 
 ⅰ）助成額 

7,000 万円以内／3 年間 
5,000 万円以内／2 年間 
3,000 万円以内／1 年間 
ただし、特に必要と認められるテーマについて上記の額を超えて助成する場合がある。 

ⅱ）助成率 
定額助成 

 
③採択予定件数 
継続予定: 18 件 
新規採択予定: 採択予定件数は定めず、新規採択分予算に応じ、提案内容の優れている

ものを採択する。 
 



 
④本年度事業規模 
 １８３百万円（一般: ６０百万円、石特: １２２百万円） 
 事業規模については、変動があり得る。 
 
4.3 これまでの事業実施状況 
（1）実績額推移（単位: 百万円） 

 平成14年度 
平成15年度

上期 
平成15年度

下期 
平成16年度 平成17年度 

一般会計 584 138 6 112 240 
石特会計 375 338 65 401 32 
電特会計 130 65 - - - 

合計 1,089 541 71 513 272 
 
（2）応募件数及び採択件数の推移 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 
分野 

応募 採択 応募 採択 応募 採択 応募 採択 
一般会計 68 5 33 2 124 5 199 12 
石特会計 32 5 23 1 87 1 - - 
電特会計 13 3 - - - - - - 

合計 113 13 56 3 211 6 199 12 
 
5. 事業の実施方針 
5.1 実施体制（別紙参照） 

 
5.2 公募 

（1）掲載する媒体 

NEDO 技術開発機構ホームページに公募案内を掲載する。 
 
（2）公募開始前の事前周知 

公募開始の 1 か月前に NEDO 技術開発機構ホームページで行う。 
 
（3）公募時期・公募回数 

新規採択分の予算の状況に応じて公募が行える状況であれば適宜公募を行う。 



 
（4）公募期間 

30 日以上とする。 
 
（5）公募説明会 

NEDO技術開発機構本部で開催するほか、必要に応じ可能な限り地方でも開催する。 
 
5.3 採択方法 

（1）審査方法 

外部有識者による事前書面評価及び提案審査委員会を経て、契約・助成審査委員会によ

り決定する。 

事前書面評価の実施候補者は公募時に公表し、提案審査委員は採択結果公表時に公表す

る。 

 
（2）公募締切りから採択決定までの審査等の期間 

120 日以内とする。 
 
（3）採択結果の通知 

採択結果については、NEDO 技術開発機構から研究代表者に通知する。 
なお、不採択の場合は、その明確な理由を添えて通知する。 

 

（4）採択の公表 

採択された場合は、研究テーマ名、研究代表者の氏名、所属機関、部署、役職、研究開

発の概要等を公表する。 



 
5.4 研究開発テーマ評価に関する事項 

（1）評価項目・基準 

①中間評価 
評価項目 評価内容 

研究の進捗状況、成果（目

標達成度） 
・新規性・独創性・革新性・有用性のある成果が得られつつあ

り、計画に記載の目標達成に向け着実に進歩しているか、又は

計画変更がある場合には適切になされているか。 
今後の見通し、展開 ・残りの研究期間の研究計画、研究終了後の研究成果の応用・

実用化について、具体的な計画、明確な見通しがあるか。 
研究助成の効果、意義及

び科学技術的、産業技術

的寄与度 

・国際共同研究の趣旨に沿い、国際的に交流・研究が進み、国

際共同研究助成の効果、意義が認められるか。 
・研究の内容、成果が科学技術及び産業技術の国際的レベル向

上又は新規産業創出等へ貢献できるか。 
 
②事後評価 

評価項目 評価内容 
目標の達成度 ・申請書に記載された目標は、どの程度果たされているか。 

・得られた成果は、目標値をクリアしているか。 
成果発表の質・量 ・論文・学会発表・特許出願・知的財産等の質・量は十分か。

・成果には、新規性・独創性・革新性があるか。 
・産業技術の創出・向上に有用な内容が含まれているか。 

産業技術の国際的向上、

又は新規産業創出への貢

献度 

・国際的な産業技術水準の向上が認められるか。 
・石油代替エネルギー・省エネルギーに寄与するか、地球環境

の保全・改善に資するか、又は新規産業の基盤となり得るか。

・新たな技術領域を開拓することにつながるか。 
・関連分野への波及効果が認められるか、あるいは期待できる

か。 
国際共同研究の意義 ・国際共同研究の主旨に沿って研究が進められたか。 

・国際共同研究チームとしての活動は十分であったか。 
・国際交流の進展に寄与したか。 
・国際的な共同研究として有効であったか。 

 

（2）評価実施時期 

①中間評価 
研究開始後 2 年目の研究テーマについて、外部有識者による書面評価を行う。 



なお、中間評価の結果によっては、計画の見直しを求める場合及び 3 年目の助成を行わ

ない場合などがある。 
 

②事後評価 
研究開発期間終了後に外部有識者による書面評価を行う。 

 
6. その他重要事項 
6.1 制度評価 

NEDO 技術開発機構は、政策的観点から見た制度の意義、目標達成度、将来の産業への

波及効果、効果的な制度運営などの観点から、外部有識者による制度の中間評価を平成 18
年度に実施する。その評価結果を踏まえ、必要に応じて本制度の拡充・縮小・中止など見

直しを迅速に行う。また、本制度終了後には、事後評価を実施する。 
 
6.2 今後の本制度のあり方に関する検討等 

平成 17 年度から産業技術（基礎研究）分野、エネルギー分野及び地球環境分野の新規採

択分の予算要求が認められず、継続事業が終わる平成 19 年度からは国際標準創成分野のみ

となり、大幅に縮小する。 
そこで、NEDO 技術開発機構において実施すべき、新しい国際共同研究事業のあり方を

検討するため、国内及び海外における公的資金を活用した国際共同研究制度の実態調査を

行っている。その結果等を踏まえ、平成 19 年度からの新規制度の創設等、今後の本制度の

あり方等の検討を早急に行う。 
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