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我が国企業等のオープンイノベーションの促進

日本国企業等（企業の参画は必須。
研究所、大学等の参加も可）

相手国企業等（企業の参画は必須。
研究所、大学等の参加も可）

新規技術の創出 ＋ 国際市場の獲得

企画、公募（採択、評価、
資金支援等の検討）

共同事業検討、応募、
事業実施

本事業では、我が国の高い技術力の海外市場への展開の推進、経済成長促進及び産業競争力強化の早
期実現を目的として、最先端の技術を持つ国内外の企業による国際共同研究プロジェクト等に対し、
NEDOが海外の技術開発マネジメント機関等とともに「コファンド形式」等により資金支援を行います。
これにより、オープンイノベーションを推進し、我が国企業のイノベーション創出の促進と新規市場

の獲得を目指します。

イスラエル

フランス

ドイツ

公募 採択
提案

公募 採択
提案

共同研究推進

二国間協力推進

１－１. 事業目的・概要

日本
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調印式の様子
世耕経済産業大臣、NEDO古川理事長(当時)、Zypriesドイツ連邦経済エネルギー大臣(当時)による覚書署名(2017年３月19日)

１－２. 背景・経緯（日・独二国間関係）

• 2015年3月の日独首脳会談において、日独間で製造業におけるIoT/インダスト
リー4.0協力を推進していくことに合意。

• 2016年4月に、経済産業省とドイツ連邦経済エネルギー省(BMWi)との間で、サ
イバーセキュリティや国際標準、研究開発等での連携を進める次官級の共同声
明に署名。

• 2017年3月にドイツ・ハノーバーで開催された「国際情報通信技術見本市
（CeBIT2017）」の会場にて、これまでの進捗の確認と今後の協力を深化させ
る「ハノーバー宣言」を、閣僚級で署名。

• 加えて、経済産業省、ＮＥＤＯ、BMWiと「研究・開発及びイノベーションに
関わる相互協力に係る共同声明」を締結（下記写真）。

• 上記合意に基づき、ＮＥＤＯとBMWiは、平成29年度より「国際研究開発／コ
ファンド事業／日本－ドイツ研究開発協力事業」を開始。
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公募開始（6月27日）

審査

公募開始（8月1日）

合同審査

提案書提出締切（9月26日）
（共通フォーム(・自国フォーム)）

審査

ドイツ側 日本側

１－３．公募スケジュール

提案書提出締切（9月27日）
（共通フォーム・自国フォーム）

公募予告開始（6月15日）

平成３1年3月以降

助成金交付決定、事業開始
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１－4．事業内容（１）

（１）対象となる技術分野
新エネルギー、省エネルギー、スマートコミュニティ、環境、ロボッ

ト・ＡＩ、ＩｏＴ、材料・ナノテクノロジー等

（２）研究開発の実施体制
以下3者全てで組成されるプロジェクトコンソーシアム
〔1〕技術組合等の組合又は中小企業が2社以上含まれる企業グループ
〔2〕研究機関等（大学、研究所等）
〔3〕研究成果が共有される中小企業5社以上が含まれる企業グループ

なお、NEDOは〔1〕及び〔2〕（〔2〕については〔1〕の委託先等と
して体制に加わること）に対して資金援助を行い、〔3〕は資金援助の対
象外とします。（〔3〕は研究開発成果の共有のみで、〔1〕及び〔2〕と
共同研究開発は実施いたしません。）

本公募への提案内容は、ドイツ側の同様のプロジェクトコンソーシアム
と共同で実施する内容であり、ドイツ側のコンソーシアムがAiFに提出す
る提案に適合する必要があります。
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(３）事業スキーム図

１－4．事業内容（２）

ＮＥＤＯ ＡｉＦ

〔1〕
技術組合等の組合又は中小企業が2社

以上含まれる企業グループ
〔1〕

技術組合等の組合又は中小企業が2社
以上含まれる企業グループ

〔2〕
研究機関等

（大学、研究所等）

〔3〕
研究成果が共有される中小企業5社
以上が含まれる企業グループ

調整・協議

助成／支援 助成／支援

共同研究契約等

日本側 ドイツ側(※)

委託等

〔2〕
研究機関等

（大学、研究所等）

〔3〕
研究成果が共有される中小企業5社
以上が含まれる企業グループ

(※) ドイツ側の応募要件の詳細については、CORNETのHP等をご覧いただき、
必要に応じてCORNETの公募担当者へお問い合わせください。
・CORNET 公募概要掲載ページ
< https://www.cornet.online/calls-for-proposals/current-calls/ > 7

https://www.cornet.online/calls-for-proposals/current-calls/


１－４．事業内容（３）

(４)事業期間
日本側は、原則として平成３１年度～平成3２年度（平成３３年２月末）

までの２年度の期間を助成します。

(５)事業規模（NEDO負担額・事業者負担額の双方を含む）
 平成31年度：上限5,000万円
 平成32年度：上限5,000万円

*助成比率
大企業 ： １／２助成
中小・ベンチャー企業： ２／３助成
例）大企業が平成31年度に事業規模を5,000万円で申請した
場合、NEDO負担額が2,500万円、企業負担額が2,500万円

(６)採択件数
2件程度（予定）
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２－１．応募要件（１）

（１）助成対象事業者 （「課題設定型産業技術開発費助成金交付規程」第５条）

i. 助成事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
ii. 助成事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十

分な経理的基礎を有すること。
iii. 助成事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有す

ること。
iv. 当該助成事業者が遂行する助成事業が、別途定める基本計画を達成するために

十分に有効な研究開発を行うものであること。
v. 当該助成事業者が助成事業に係る企業化に対する具体的計画を有し、その実施

に必要な能力を有すること。
vi. 当該助成事業者が助成事業を国際連携による共同研究案件として実施すること

を目指しているものであって、連携する国外の企業等（助成対象事業者には含
まない）と共同研究にかかる契約・協定等を締結すること（又は連携の具体的
予定を示すこと）ができること。また、知的財産権の取り扱いを適切に交渉、
管理する能力を有すること。

vii. 当該助成事業の全部又は一部を複数の企業が共同して実施する場合は、各企業
が当該事業の研究開発成果の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、各企業間の責任と役割が明確化されていること。

viii. 日本国内に研究開発拠点を有していること。
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２－１．応募要件（２）

（２）助成対象事業

i. 助成事業が、公募要領の「3.事業概要(3)①」で対象とした技術分野
における実用化開発を行うものであること。

ii. 助成事業終了後直ちに実用化を目指す上での開発計画、投資計画、実
用化能力の説明を行うこと。

iii. 助成事業終了後、本事業の実施により、国内生産・雇用、輸出、内外
ライセンス収入、国内生産波及・誘発効果、国民の利便性向上等、
様々な形態を通じ、我が国の経済に如何に貢献するかについて、バッ
クデータも含め、具体的に説明すること。

iv. 当該助成事業終了後、追跡調査や特許等の取得状況調査にご協力いた
だく場合があります。

v. 助成事業の事務処理については、ＮＥＤＯが提示する事務処理マニュ
アルに基づき実施すること（公募要領の3.(8) 「補助・助成事業の手
続き：交付規程・様式」を参照）。
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２－１．応募要件（３）

（３）助成対象費用
（ 「課題設定型産業技術開発費助成金交付規程」第６条）

（別記）

＊ ドイツ企業等の費用は、NEDOの助成の対象とはなりません。
＊ 「Ⅳ. 委託費・共同研究費」を計上する場合は、助成対象費用の

総額の50%未満であることが必要です。

項 目

Ⅰ．機械装置等費

１．土木・建築工事費

２．機械装置等製作・購入費

３．保守・改造修理費

Ⅱ．労務費

１．研究員費

２．補助員費

項 目

Ⅲ．その他経費

１．消耗品費

２．旅費

３．外注費

４．諸経費

Ⅳ．委託費・共同研究費

11



２－２．応募書類一覧

・No.13提案書類受理票で提出書類の不足がないか確認した上で、提出してください。
・CORNETへの提出資料はドイツ側コンソーシアムと確認の上、ドイツ側の公募要領に従って提出して下さい。

No. 書類名 資料（様式） 提出部数

1 提案書 別添1 8部（正1部、副7部）

2 事業成果の広報活動について 別添2 1部

3 非公開とする申請内容 別添3 1部

4 研究経歴書 別添4 8部

5 ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票 別添5 8部

6 利害関係の確認について 別添6 1部

7 費用積算表（年度毎） 別紙1 8部

8
日独共通提出フォーム一式
（Proposal Application Form等）

参考資料2 8部（正1部、副7部）

9 会社概要（パンフレット等） 指定なし 8部

10
直近3年分の事業報告書及び財務諸表
（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）

指定なし 8部

11 e-Rad応募基本情報 PDFファイル 1部（全頁の写し）

12
電子媒体（No.1 別添1（Word）、No.7 別紙1（Excel）、No. 8 別紙2（PDF）
が対象）

CD-R 1枚

13 提案書類受理票 別添7 1部
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２－３．提出期限、提出方法

（１）提出期限
平成30年9月27日（木）12:00必着（正午：日本時間）
※ドイツAiF側への提出期限は、平30年9月26日(水) 12:00（正午：
中央ヨーロッパ時間）となりますので、ご留意ください。

（２）提出先
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）
－国際部「国際研究開発／コファンド事業／日本－ドイツ研究開発協
力事業（CORNET）」事務局宛

※郵送の場合は、封筒に『「国際研究開発／コファンド事業／日本－
ドイツ研究開発協力事業」に係る提案書在中』と朱書きのこと。

※対面提出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。

※日独共通提出フォーム（一式）（No.8）」は、CORNET側の公募要
領に従って提出すること。
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３－１．助成先の選定方法（１）

（１）審査の方法について

• 日本側は、①外部有識者による採択審査委員会と②NEDO内に設置
する契約・助成審査委員会の二段階で審査を実施。

• 採択審査委員会では、提案書の内容について審査し、本事業の目的
の達成に有効と認められる助成事業者候補を選定します。（必要に
応じて資料の追加・プレゼンテーションの実施等をお願いする場合
があります）

• 契約・助成審査委員会では、採択審査委員会の結果を踏まえ、ＮＥ
ＤＯが定める基準等に基づき、実施者を決定します。

• 最終的に、両国それぞれの審査結果を基に、採択結果を最終決定し
ます。

• 助成事業者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ご了承ください。
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３－１．助成先の選定方法（２）

（２）採択審査委員会（日本）の審査基準
採択審査基準 審査細目 重 み

付け

１．研究開発内容の研究目標・計画

(1) 研究開発内容の新規性、技術の優位性
・ 提案された共同研究開発内容に新規性があり、技術的に優れ

ているか。
・ 研究開発要素があるか（単なる既存部品・ソフトウェアの組

み込みではなく、研究開発・技術要素が明らかか）。

4

(2) 研究目標・計画の妥当性
・ 研究開発目標は、適切かつ定量的に設定され、目標を達成す

るための研究計画は実現可能か（研究期間、予算額、技術的
可能性）。

3

２．国際共同研究の必要性、有効性及び実施体制

(3) 国際共同研究の必要性、有効性
・ 日本企業と相手国企業とで共同で実施することにより、国内

研究機関等のみの連携よりも、両者にとってメリットがある
ことが明確か（シナジー効果によりプロジェクトが生み出す
成果の質が向上する、実用化・事業化までの期間の短縮が期
待される等）。

・ 日本企業と相手国企業の優れた技術を掛け合わせた相互補完
的な国際共同研究開発となっているか。

4

(4) 国際共同研究の実施体制の妥当性
・ 共同実施体制は妥当であるか（日本企業と相手国企業との明

確な役割分担とバランスが確保されているか）
・ 日本及び相手国側の参加者（委託先も含む）は、本研究開発

を遂行するための能力を有するか（関連分野の研究開発の実
績、優秀な研究者等の参加等）

・ 共同実施体制の知財の管理・運営は妥当か。

3

３．事業化・実用化計画、リスク対策

(5) 事業化・実用化の実現可能性
・ 提案内容は、事業化・実用化による国際市場の獲得の可能性

（国際競争力）を有し、成果の普及による経済・社会的な波
及効果が見込めるか。

4

(6) 事業化・実用化におけるリスク対策
・ 提案内容の事業化・実用化計画において、想定されるリスク

（競合他社、技術変革、周辺特許、市場変動等）を分析し、
その対策の検討がなされているか。

2
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３－１．助成先の選定方法（３）

（３）契約・助成審査委員会における選考基準

i. 提案書の内容が次の各号に適合していること。
1. 助成事業の目標がＮＥＤＯの意図と合致していること。
2. 助成事業の方法、内容等が優れていること。
3. 助成事業の経済性が優れていること。

ii. 助成事業における助成事業者の遂行能力が次の各号に適合していること。
1. 関連分野における事業の実績を有していること。
2. 助成事業を行う人員、体制が整っていること。（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が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（又は既に受けている）場合はその妥当性が確認
できること。）当該開発等に必要な設備を有していること。

3. 助成事業の実施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. 助成事業の実施に関して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。
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３－２．採択結果の公表及び通知

（１）通知時期・方法
• 平成31年３月中下旬以降、採択結果を通知します。
• 採択された事業については、ＮＥＤＯから申請者に通知します。
• 不採択の場合も、審査結果を添えてその旨を通知します。
• 採択された事業に関しては、申請者の企業名、助成事業の名称及び助成
事業の概要等をＮＥＤＯのホームページに公表します。

（２）その他
• 採択審査委員の所属、氏名について、採択決定後にＮＥＤＯのホーム
ページに公表します。

• 必要に応じてニュースリリースを行う場合があります。採択事業者が採
択に係るニュースリリース等を実施する場合は事前にＮＥＤＯ国際部ま
でご相談ください。
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４．留意事項

（１）共同研究契約について
• 提案事業の実施にあたっては、事業の開始前までに提案に沿って速やか
に必要な共同研究契約を締結してください。

• なお、共同研究契約には、ドイツ側パートナー企業等との知的財産権の
取り扱いについても言及するようにして下さい。

• ドイツ側の体制に研究機関が含まれている場合、ドイツ側の研究機関の
研究開発成果は、他のパートナーの許可を得ることなく公表してよい
ルールがあるので、知的財産権の取り扱いを合意する際にご留意下さい。

（２）報告書の提出
• 助成事業が完了した際には、事業全体の期間にわたる報告書を提出して
いただきます。

（３）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へ応募基本情報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ポータルサイトをご確認ください。＜http://www.e-
rad.go.jp/＞

• 登録手続きに2週間以上かかる場合がありますので、ご注意下さい。 18



４．留意事項

（４）企業化状況報告書等の提出 （規程第２４条）
• 採択された事業にあっては、助成事業完了後に企業化に努めていただく
とともに、5年後までの「企業化状況報告書」を毎年度提出していただ
きます。

• また、助成事業の成果を踏まえた当該助成事業に係る「事業化計画書」
等を提出していただくことがあります。

（５）収益納付 （規程第２５条）
• 当該助成事業の企業化等により、収益が生じたと認められたときは交付

した助成金の全部又は一部に相当する金額を納付していただくことがあ
ります。

• 対象期間：事業完了年度の翌年度以降5年間。
• 収益納付額 ＝ 助成事業に関わる当該年度収益額 × 助成金寄与度

（６）処分制限財産の取り扱い（規程第１６条）
• 助成金執行の適正化の観点から、助成事業で取得した機械装置等の取得
財産には処分制限があります。

19



４．留意事項

（７）共同研究の中止・終了等の場合の通知
• 相手国企業と共同研究の実施ができなくなることが判明した場合は、速
やかにNEDOに対して、共同研究契約の終了予定日又は解除予定日及び
その理由等と共に通知してください。

• その通知結果をもとにNEDOにて、本助成事業の期間短縮、中止等を決
定できるものとします。

（８）相手国側実施機関による資金支援の終了等
• 相手国企業が相手国側実施機関から資金支援を受けることができなく
なった又は資金支援を受けていない（自主的な取り下げ・取りやめも含
む）ことが判明した場合は、速やかにNEDOまで当該状況が発生した理
由と共に通知して下さい。

• その場合、原則として、その時点で日本側の助成も終了することにしま
す。

20



項目 内容

支援機関
The German Federation of Industrial Research Associations （AiF）
資金枠組みはBMWi（連邦経済エネルギー省）で、AiFは実施機関。

支援プログラム CORNET (Collective Research Network)

支援対象先

以下3つのグループで構成されるプロジェクトコンソーシアム
〔1〕技術組合等の組合又は中小企業が2社以上含まれる企業グループ
〔2〕研究機関等
〔3〕研究成果が共有される中小企業5社以上が含まれる企業グループ

実施期間 最長2年間

研究テーマ
「未競争領域」
特定の企業の利益に繋がる研究では無く、参加する複数企業がその成果を共有できるもの。

対象技術 限定なし

公募情報

・CORNETホームページ
https://www.cornet.online/

・CORNET公募情報
https://www.cornet.online/calls-for-proposals/current-calls/

５．参考情報 ドイツによる支援制度概要
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6．問い合わせ先

NEDO助成事業に係る運用の詳細は、以下をご参照ください。
 課題設定型産業技術開発費助成金交付規程（及び各種様式）
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_koufukitei_koufukitei.html

 課題設定型産業技術開発費助成事業 事務処理マニュアル
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_manual_manual.html

• 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
 国際部「国際研究開発／コファンド事業／日本－ドイツ
研究開発協力事業（CORNET）」事務局

 E-mail: international@ml.nedo.go.jp
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