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国際研究開発／コファンド事業

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）

共同研究開発の検討、
応募、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、日本企業の国際的な
オープンイノベーションを加速し、技術革新による国内外の新規市場獲得を目指します。

共同研究推進

二国間協力推進

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）

イスラエル

フランス

ドイツ

スペイン

チェコ



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

採択決定

◆公募～採択までの流れ

2

イスラエル

フランス

ドイツ

スペイン

チェコ



項目 内容

事業形態 コファンド型（相手国は相手国ファンディング機関により支援）

実施形式

助成事業
補助率：中小企業・ベンチャー２／３、その他１／２
助成対象費用：機械装置費等（※）、労務費、その他経費、委託費・共同研究費

（※）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。

実施期間

原則、２０１９年度中の交付決定日から24カ月間以内
（ただし、採択決定後の交付決定は、現時点では最長2021年3月末まで。2021年度まで事業計
画が及ぶ採択案件の2021年4月以降の事業費に対する交付決定は、関連する2021年度政府予算
の状況に応じて追加で行う予定）

総事業規模 1億円を上限（各年度あたり5,000万円を上限）

収益納付

当該助成事業の事業化、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
全部また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。
なお、収益納付を求める期間は助成事業終了の翌年度以降５年間とします。

収益納付額算定式 ＝ 助成事業に関わる当該年度収益額 × 助成金寄与度

知的財産権
助成先に帰属
（なお、採択決定後、知的財産権の取り扱いについて規程した共同研究契約を相手国企業等と
締結していただきます。）

研究実施場所 日本及び相手国

応募者要件

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、必ず企業が代表提案者となり、大学、研究機関は
企業からの委託先または共同申請者として参画をすること）
（なお、相手国提案者は相手国機関の制度によります。）

対象技術
NEDOが所掌する新エネルギー、省エネルギー、スマートコミュニティ、環境、ロボット・Ａ
Ｉ、ＩｏＴ、材料・ナノテクノロジー等
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◆支援内容



No テーマ名 実施者 実施期間

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

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

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

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

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

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２９～３０年度

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
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◆過去の採択テーマ一覧



No テーマ名 実施者 実施期間

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

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

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

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

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３０～３１年度

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

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
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◆過去の採択テーマ一覧



◆応募件数・採択件数

対象国/事業 回数/年度 応募件数 採択件数

フランス 第１回/H27年度 5 2

第２回/H29年度 4 １

第３回/H30年度 3 1

イスラエル 第１回/H27年度 7 3

第２回/H28年度 5 2

第３回/H28年度 2 0

第４回/H29年度 3 １

第５回/H30年度 3 1

ドイツ/ZIM 第１回/H29年度 8 2

第２回/H30年度 4 2

ドイツ/CORNET 第１回/H29年度 1 0

第２回/H30年度 0 0

合計 45 15
(内１件辞退)
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参考資料
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①イスラエル

相手国の支援内容

項目 内容

支援機関
イスラエル・イノベーション庁
Israel Innovation Authority (IIA)
【旧イスラエル産業技術開発センター（MATIMOP）】

実施形式
助成事業（補助率：最大５０％まで。実際の補助率は、国の毎年の予算規模、イス
ラエル側提案者の他の補助金の受給状況、企業規模等を勘案し、審査により設定さ
れる）

実施期間 最長2年。1年単位でイスラエル側企業より交付申請し、承認される必要がある。

交付条件

収益納付条件あり
・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（最低３％）
・事業化されなかった場合は、返納の必要はない。

応募者要件 提案者（イスラエル側）は企業のみ（企業から大学等への委託は可）

公式URL https://innovationisrael.org.il/en/program/japan-israel-rd-cooperation-program
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②フランス

相手国の支援内容

項目 内容

支援機関
フランス公的投資銀行
Bpifrance

目的 産業化・商業化を目指すイノベーション技術開発の支援

対象 従業員数2,000名以下、且つ従業員数2,000名以上の企業グループに属していない企業

支援条件

・Avance récupérable 又は Prêt à Taux Zéro pour l’Innovation (PTZI)
・支援率は25％～65％
・支援条件はプログラム進捗状況、リスク、企業の財務状況等により異なる
・支援はプロジェクトの金額、期間、工程等により、一回払い若しくは複数回払い
・仏企業と日本企業間の共同開発契約の提出が条件

対象技術
具体的な商業化プランを有する商品、プロセス、イノベーティブなサービスに向けた研究
開発

公式URL https://www.bpifrance.fr/
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③ドイツ

相手国の支援内容

項目 内容

支援機関
ドイツ産業研究協会連合
The German Federation of Industrial Research Associations （AiF）
【資金枠組みは連邦経済エネルギー省（BMWi）で、AiFは実施機関】

支援プログラ
ム

The Central SME Innovation Programme
(「ZIMプログラム」: 中小企業支援向けの 研究開発支援事業）

支援対象先 中小企業、研究機関

実施形式
総事業費の55%が助成上限比率（380,000ユーロ／1社）
研究所の場合は100%の助成 （190,000ユーロ／1研究機関）

実施期間 最長２年間

応募者要件
ドイツ企業１社が必ず含まれることが条件。研究機関等が体制に加わることは可。
また、他国の企業や研究機関等が体制に含まれることは可能だが、ドイツ・日本側から
は当該企業・研究機関等へ資金援助は成されない。

対象技術 限定なし

公式URL https://www.aif.de/en/central-innovation-programme-sme.html
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③ドイツ

相手国の支援内容

項目 内容

支援機関
ドイツ産業研究協会連合
The German Federation of Industrial Research Associations （AiF）
【資金枠組みは連邦経済エネルギー省（BMWi）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含まれる複数企業グループ
〔2〕大学を含む研究機関
〔3〕研究成果が共有される5社以上の中小企業

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

公式URL

・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/
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④スペイン王国

相手国の支援内容

項目 内容

支援機関
スペイン政府・産業技術開発センター
Centro para el Desarrollo Technologico Industrial (CDTI)

目的 産業化・商業化を目指すイノベーション技術開発の支援（技術成熟度レベル3～7）

対象 企業（研究機関、大学等は、自己資金で若しくはSub-contractorとして参加可）

事業期間 2年間

事業費率 スペイン側事業費比率は日西事業費総額の30％以上70％以内であること

支援条件

・支援率：総事業費の85％、但し175,000ユーロ以内
・融資+助成の組み合わせ
・返済期間は2年又は3年の猶予期間を含む7年又は10年
・助成額は融資額の33％以内

対象技術
エネルギー、環境、スマートテクノロジー（IoT、AI、ビッグデータ等）、
先進生産技術、材料、ナノテク、生命科学、バイオ、医療（但しNEDOがカバーで
きる領域に限る）

公式URL https://www.cdti.es/
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⑤チェコ

相手国の支援内容

項目 内容

支援機関
チェコ技術庁
Technology Agency of the Czech Republic (TACR)

プログラム名 DELTA2

対象技術
すべての研究分野が対象だが、以下は除く。
・純粋な防衛プロジェクト
・臨床研究活動を優位とした医学研究プロジェクト

応募者要件
企業であればその規模に関わらず応募することができる。大学や研究機関も最低ひ
とつの企業が応募者に含まれていれば応募できるが、企業が応募者の代表である必
要がある。

プロジェクト期間 最短1年、最長３年

支援条件
• 支援率は最大74%
• 支援開始は翌年1月1日より。プロジェクトは1月1日より6月30日の間に開始さ

れる必要がある。

審査基準

• プロジェクトの有用性と国際協業という視点からみたDELTA2プログラムの目標
に対する貢献

• チームの専門知識とプロジェクトの結果を事業に移すための計画
• プロジェクトの実現性と潜在リスク

公式URL
https://www.tacr.cz/index.php/en/9-uncategorised/1670-information-on-
the-1st-call-for-proposals-under-the-delta-2-programme.html



～強化される国家レベルでの協力関係～
• ネタニヤフ首相の訪日（2014年５月）、安倍総理のイスラエル訪問（2015年１月）の成果

として「包括的パートナーシップの構築」に合意し、現在も発展中。
• 安倍総理のイスラエル再訪（2018年5月）にて、二国間関係の進展・拡大を評価。

政治・安全保障
・首脳・閣僚級・高級事務

レベルの交流活性化
・国家安全保障間、防衛当

局間の交流活発化

サイバー協力
・サイバーセキュリティ

協力の必要性の確認
・日イスラエル・サイバー

協議の開催（2018年
11月に第4回を実施）

共同研究協力
・産業分野の共同研究
開発の促進

・宇宙を含む先進科学
技術やイノベ－ション
分野での協力

地域安定化
・中東和平実現への協力
・「平和と繁栄の回廊」

イニシアティブ

投資環境の整備
・投資協定締結への合意
（2017年に署名・発効）

国別の背景情報

①イスラエル
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NEDO古川理事長（当時）とMATIMOP
ヒバート所長による覚書署名

茂木経済産業大臣（当時）とベネット
経済大臣（当時）による覚書署名

～産業Ｒ&Ｄ分野の「コファンド事業」をイスラエルと開始～

 2014年5月のネタニヤフ首相訪日時に、茂木経済産業大臣（当時）と産業R&D分野の協力を検
討していくことで合意。

 2014年7月6日、茂木大臣（当時）がイスラエルを訪問し、ベネット経済大臣（当時）と協力
覚書を締結。

 同日、NEDOとイスラエル産業技術開発センター（MATIMOP）は「日イスラエル企業の研究
開発協力のための覚書」を締結。

 これらの合意に基づき、NEDOとMATIMOPは2015年より「国際研究開発／コファンド事業」
日本-イスラエル研究協力開発事業を開始。

 2018年2月にNEDOとIIA（MATIMOPの後継機関）は協力覚書（更新版）に署名。

①イスラエル

国別の背景情報

15
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 日仏共同声明では、NEDOとBpifrance間の共同支援プロジェクトの強化、
日仏両国のスタートアップ支援や、産総研とフランス国立科学研究セン
ター間の研究協力の強化、G20及びG7会合に向けた二国間対話の開催等
について、協力して取り組んでいくことに合意。

 2018年7月、フランスを訪問した武藤経済産業副大臣（当時）は、経済
産業省とフランス経済財務省及び首相府デジタル官房との間で、イノ
ベーション・デジタル分野での協力を進める旨の共同声明を発表。

～強化される国家レベルでの協力関係～

②フランス

国別の背景情報

 2013年6月のフランソワ・オランド大統領（当時）と安倍総理大臣による
日仏首脳会談において、両国は安全保障・成長・イノベーション・文化を振
興するための「特別なパートナーシップ(partenariat d’exception)」 関係
にあることを確認。

 日仏共同声明は以下の点にも言及。
『エネルギー及び持続可能な開発は、二国間協力における２つの重要な分
野である。 両首脳は、エネルギー政策に関する深く掘り下げた対話の継
続を奨励するとともに、エネルギー効率、再生可能エネルギーの開発及び
環境保護に関して両国の関心が一致していることに留意する。両首脳は、
特にスマートシティーの分野における両国の企業間パートナーシップを推
進するため、産業協力に関する議論を拡大することを確認する』
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③ドイツ

 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（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の3者が「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年度より日本-ドイツ研究協力開発事業
（コファンド事業）を開始。（ドイツ側の実施機関はAiF）

～IoT、インダストリー4.0分野等の協力～

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による覚書署名

（2017年３月19日）

国別の背景情報
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④スペイン王国

～「戦略的パートナーシップ」に格上げされた日本・スペイン関係～

国別の背景情報

 2008年12月 NEDOはスペイン政府産業技術開発センター
（CDTI）と、日西両国企業等のイノベーション促進のため
協力することに合意、協力協定を締結し、Japan Spain 
Innovation Programme （JSIP） を開始。

 2019年6月 JSIP に基づき、両国の企業等の技術開発、イノベーションにおいて、戦略的重
要性のある分野で日西企業間の連携が促進されることを目指し、日西両国の企業等による研
究開発協力事業（コファンド事業）の公募を開始。

 2012年～2015年にかけてJSIPの枠組みの中でスペイン・
マラガで実施したEVスマートインフラ構築の実証事業は、
スペイン政府からも高く評価され、2017年に国賓として来
日したフェリペ6世国王に対し、NEDO古川理事長（当時）
が事業成果のプレゼンテーションを実施。

 2018年10月 スペインを訪問した安倍首相とサンチェス首
相が共同声明を発表、その中で、日・スペイン関係を「戦略
的パートナーシップ」に格上げし、科学技術、研究・イノ
ベーション、知識・経験の共有などの幅広い分野にける協力
を引き続き促進することを確認。

出典：外務省ホームページ
（ https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/we/es/page6_000204.html）
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⑤チェコ共和国

～自動車産業を中心にした工業国の利を生かし新たなイノベーションを～

国別の背景情報

◆ 経済産業大臣がチェコ工科大学を訪問 (2017/8/21)

世耕経済産業大臣は、チェコ工科大学情報・ロボティクス・サイバネティクス研究所（CIIRC）を
訪問し、2016年8月にチェコ政府が策定したチェコ版Industry4.0の「Prumysl4.0（プルーミス
ル4.0）」の中核推進組織として、産業用ロボットや工作機械等を備え、テストベッド（試験用プ
ラットフォーム）の機能を持つ同研究所の取組状況等について意見交換を行いました。

© 2015 Czech technical university in Prague

Developed and provided by Computing and information centre

◆ チェコ技術庁と協力に向けた情報交換に関する基本協定書を締結 (2016/6/17)

NEDOは2016年6月17日、チェコ技術庁（TA CR：Technology Agency of the Czech 
Republic）と情報交換のための基本協定書（MOU)を締結しました。締結式は、駐日チェコ大
使臨席のもと東京のチェコ共和国大使館で行われ、NEDOの古川理事長（当時）とTA CRの
ペトル・オチコ理事長（当時）がMOUに署名。エネルギー・環境及び産業技術などの分野から今
後の協力可能性を模索するために情報交換を行うことに合意しました。

NEDOとTA CRは、両者間の連係をさらに深めるために2019年6月にMOUを改定し、両国の
企業等による研究開発協力事業（コファンド事業）の公募を開始することで合意しました。

◆ 日・チェコ首脳会談 (2019/4/25)

安倍晋三内閣総理大臣はバビシュ・チェコ共和国首相と首脳会談を行い、安倍総理より，チェコ
は自由，民主主義，法の支配といった基本的価値を共有する重要なパートナーであり，幅広い
分野で二国間の関係が活発化していることは喜ばしいと述べた上で，両首脳は，即位の礼や東
京五輪などの機会を活用して首脳間の相互往来を活発化させていくことで合意しました。また，
両首脳は，日EU・EPA発効を機に，両国の経済関係を一層発展させていくことで一致しました。

出典：外務省ホームページ
（ https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/c_see/cz/page1_000787.html ）

◆ 基本協定書を改定 (2019/6/12)


