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経済のグローバル化による市場・企業間の競争環境が厳しさを増す中で、顧客ニーズの多様化、
製品ライフサイクルの短期化など、製品・サービスに対する要求は高まる一方、グローバル市場に
おける競争に勝つための研究開発にかけられるコスト・時間・人的資源は縮小傾向にあります。

一企業ひいては日本経済の競争力の維持と持続的な成長にとって、継続的なイノベーションの創
出は不可欠ですが、自社または自国資源に依存したやり方や考え方だけで現在のグローバル市
場の変化のスピードに対応し、優位なポジションを獲得・維持するには限界があり、従来のネット
ワークを超えて、グローバルな技術・知識・人材を活用せざるを得ない時代といっても過言ではあ
りません。
このような経営環境の変化を背景として、NEDOは2015年より日本企業の国際共同研究開発を
支援する「国際研究開発／コファンド事業」を実施しています。

事業の背景
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海外企業との共同研究開発の実施

市場獲得・拡大のためのイノベーションの加速化

自社・自国資源のみに依存した製品開発の限界



日本企業のオープンイノベーション促進

革新的技術の創出、国内外の市場獲得・拡大

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

日本企業が、優れた技術を持つ外国企業と共同で実施する国際研究開発プロジェクトに
対し、NEDOと相手国のファンディング機関が並行して、それぞれ自国企業の研究開発費
用の一部を助成します（いわゆる「コファンド形式」）。これにより、日本企業の国際
オープンイノベーションを後押しし、国内外の新規市場獲得のための技術革新の加速化を
目指します。

イスラエル

フランス

ドイツ

共同研究推進

二国間協力推進

事業目的
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日本

公募・採択・助成

提案・実施・報告

公募・採択・支援

提案・実施・報告
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）



概要

審査フロー

•日本側提案者はNEDOへ、相手国（イスラエル・フランス・ドイツ）側提案者は各国ファンディング機関へ申請書を提出。

•その後、NEDOと各国ファンディング機関による各国での審査を経て、合同審査委員会を開催し、最終的に採択案件を決定。

支援内容

• 事業規模：総額1億円／件（上限）

• 事業期間：原則、交付決定から24か月以内。最長2021年2月末まで（予定）

• 助成対象：研究開発費の一部をNEDOが助成（補助率：中小・ベンチャーは2/3, 大企業は1/2）

• 対象事業：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の共同研究開発事業

日本側企業等（企業の参画は必須。
研究所、大学等の参加も可）

相手国側企業等（企業の参画は必須。
研究所、大学等の参加も可）

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

イスラエル

フランス

ドイツ

共同研究推進

二国間協力推進
日本

事業概要

公募・採択・助成

提案・実施・報告

公募・採択・支援

提案・実施・報告



No テーマ名 実施先 実施期間 実施形態

イスラエル

1
光学マイクロフォンを利用したヘッドセットを用いた高騒音
下でも使用可能な音声認識システムの研究開発

株式会社フュートレック
株式会社ＡＴＲーＴｒｅｋ 平成２７～２９年度 委託

2 サイバー・フィジカル統合セキュリティ基盤の研究開発 日本電気株式会社 平成２７～２９年度 委託

3
スマート社会実現に向けたIoT用光アクセスプラットフォー
ムの研究開発

沖電気工業株式会社 平成２７～２８年度 委託

4
パブリックセーフティ向け自立分散型LTE無線通信システム
の研究開発

日本無線株式会社 平成２８～２９年度 委託

5
車載表示機器における対象物追尾ＡＲ表示トラッキング技術
の研究開発

株式会社リコー 平成２８～２９年度 委託

6 スマートピンチバルブの研究開発 旭有機材株式会社 平成２９～３１年度 助成

7
公共・自営安心安全LTEモバイルエッジコンピューティング、
サイバーセキュリティシステムの研究開発

日本無線株式会社 平成３０～３１年度 助成

これまでの採択テーマ 一覧
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No テーマ名 実施先 実施期間 実施形態

フランス

8 蛍光ナノイメージングを用いた創薬支援システムの開発 コニカミノルタ株式会社 平成２７～２９年度 委託

9 ライダー用可視・紫外レーザ光源の研究開発 株式会社オキサイド 平成２７～２９年度 委託

10
半導体検査装置用266nm高出力ピコ秒パルスファイバレーザ
光源システムの実用化開発

株式会社オキサイド 平成２９～３１年度 助成

ドイツ

11
非周期分極反転波長変換デバイスによるライフサイエンス用
実時間デュアル光コムスペクトロスコピーシステムの実用開
発

株式会社オキサイド 平成２９～３１年度 助成

12
形状記憶ポリマー3Dプリントステントを有するステントグラ
フトの開発

キョーラク株式会社 平成２９～３１年度 助成

13
CFRTP高圧パイプ用 高機能TPUDテープシステムとATLシ
ステムにおけるAI品質評価／データ解析システムの研究開発

丸八株式会社 平成３０～３１年度 助成

14 低熱膨張高強度セラミックコンポジットの開発
スーパーレジン工業

株式会社
平成３０～３１年度 助成
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これまでの採択テーマ 一覧



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）実施内容及び実施体制
• 本事業は、日本企業と相手国企業の共同研究開発を対象とします。
• NEDOは、日本国内に研究開発拠点を有している単独ないし複数の日本

企業等（大学、研究機関を含む提案も可。ただし、必ず企業が代表申請
者となり、大学・研究機関は委託・共同研究として参画すること。）を
支援します。

• 研究開発に参加する両国企業間に資本関係がある場合、原則として、申
請することはできません。

• 日本企業による本公募への提案内容は、相手国企業が相手国側で提案す
る内容と同一である必要があります。

ＮＥＤＯ 相手国側実施機関

日本企業日本企業
（ＮＥＤＯ助成事業者） 相手国側実施事業者

調整・協議

助成／支援 助成/支援

共同研究契約等

日本側 相手国側
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（３）実施内容及び実施体制

• 提案時点においては、相手国企業との共同研究契約等が必ずし
も締結されている必要はありません。ただし、提案事業の実施
にあたっては、原則、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等（特に知的財産権の取り扱いについ
て）を締結する必要があります。

• 提案書、役割分担、共同研究契約書等の相手国企業との調整は、
提案者が提案前までに自ら行う必要があります。

• 相手国側の応募要件等については、相手国実施機関のホーム
ページ等をご覧頂き、必要に応じて公募担当者への問い合わせ
を行って下さい。

事業内容（２）
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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

相手国企業側の費用は、NEDOの助成の対象とはなりません。（相手国
のファンディング機関の支援制度により助成を受けます）
「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
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イスラエル

フランス

ドイツ

日本

公募予告／公募開始 公募開始

提案書提出締切
（共通フォーム・自国フォーム）

提案書提出締切
（共通フォーム・自国フォーム）

採択審査 採択審査

合同審査委員会

事業開始

公募実施～採択までの流れ

助成先の審査・採択
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採択審査基準

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

(2) 研究目標・計画の妥当性

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

(4) 国際共同研究の実施体制の妥当性

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

(6) 事業化・実用化におけるリスク対策

採択審査委員会（日本）の審査基準
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助成先の審査・採択



公募 応募件数 採択件数

フランス（H26年度公募） 5 2

フランス（H29年度公募） 4 １

イスラエル（H26年度公募） 7 3

イスラエル（H27年度公募） 5 2

イスラエル（H28年度公募） 2 0

イスラエル（H29年度公募） 3 １

ドイツ（H29年度公募） 8 ２

フランス（H30年度公募） 3 0

ドイツ（H30年度公募） 4 2

イスラエル（H30年度公募） 2 1

合計 43 14

参考情報

応募件数・採択件数
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問い合わせ先

• 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」事務局
E-mail: international@ml.nedo.go.jp
TEL：044-520-5190 FAX：044-520-5193
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対象３カ国企業の先端技術を取り込んで、
オープンイノベーションを加速・推進！

NEDO コファンド事業概要
http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100088.html
相談窓口（随時対応）
http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100075.html

※次回公募は平成31年（2019年）1月開始
を予定しております。



海外研究者招へい事業について

（国際研究協力ジャパントラスト事業）

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）



ジャパントラスト事業の仕組み

申請

審査・採択

海外研究者を日本に招へい、共同研究開発（30～360日間）

海外研究者
（全ての国・
地域が対象）

国内の民間企業
（日本法人）
【受入機関】

NEDO

渡航費・滞在費等を
助成

（研究費は対象外）

助成費目 支給内容または金額

渡航費 日本への往復航空券、交通費

支度料 12.4万円

滞在費 1.7万円または2.2万円/日（クラスによる）

保険料 招へい期間中の保険費用

国内出張
旅費

実費支給：【上限】25万円または30万円/年
（クラスによる）

※受入機関は研究者の帰国前にNEDOに成果報告を行う。
※研究者のクラス認定は審議委員会で決定する。



１．事業趣旨
日本国内において民間が実施する鉱工業基盤技術*の研究を支援すること、ま
た、当該分野における国際研究協力を積極的に推進し、世界の科学技術の進
歩及び経済の発展に寄与することを目的として、鉱工業基盤技術に関する試験
研究に携わる海外研究者を日本へ招へいするものです。

２．事業概要

鉱工業基盤技術*の研究のため、海外から来日する研究者を受け入れて共同
研究を実施する国内の民間企業をNEDOが募集し、採択された招へい事業に
対して、その費用の一部を補助するものです。

*「鉱工業基盤技術」とは、鉱業及び工業技術のうち経済産業省の所掌に係る
もの。



項目 内容

応募者

（受入機関）

国内の民間企業（民間企業とは、国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法
人、特別認可法人、公設試験研究機関及び大学等学術研究機関以外の者を
いいます）

招へい者要件

受入機関において、一定期間（360日以内）研究することが可能である者
優れた研究業績を有する研究者、又は高度な専門知識を有する者（大学
教授、又はそれに準ずる職位にある研究者、専門知識を有する者など）

招へい研究者の所属機関が、招へい研究者が来日できる旨の確約書を
提出できること

招へい期間 30日～360日（年度を超えることも可）

招へい枠 原則1機関1名の受入で、年度合計3名程度を予定します。

招へい者の成果物 帰国時までに、研究報告書（概要、本文）を作成、受入機関に提出頂きます。

受入機関の成果物 帰国時までに、研究成果報告書（概要、本文）を作成、NEDOに提出頂きます。

３．募集要項（主要な項目）



４．支給内容

クラスA: 優れた研究業績を有する研究者、又は高度な専門的知識を有する者
(たとえば大学教授、又はそれに準ずる職位にある研究者など)

クラスB: クラスＡ以外の研究者、又は相応な専門的知識を有する者

※クラスの認定は合同審議委員会で決定します。

海外研究者招へい事業の問合わせ先
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 内海、水口

電話：044-520-5190 FAX：044-520-5193 email：international@ml.nedo.go.jp

項目 支給額・内容

渡航費 日本への往復航空券、自国内空港と受入先間の往復交通費

支度料 12.4万円

滞在費 クラスA: 2.2万円/日、クラスB: 1.7万円/日

保険料 招へい期間中の保険費用

国内出張旅費 実費支給（上限）クラスA: 30万円/年、クラスB: 25万円/年
但し滞在日数が180日未満の場合はA：20万円/年、B：15万円/年



ご清聴ありがとうございました

20


