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2020年度 国際研究開発／コファンド事業
（対象国：イスラエル・フランス・ドイツ・スペイン・チェコ・イギリス・カナダ）

概要

•日本側提案者はNEDOへ、相手国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と相手国側のファンディング機関が各国それぞれ審査を行い、自国企業の採択候補を決定。
•NEDOと対象7カ国のファンディング機関が合同でコンセンサスミーティングを開催し各国の審査結果を基に採択案件を決定。

• 事業規模：日本企業側の助成対象費用は1億円を上限とする（助成対象費用に以下の補助率をかける）
• 事業期間：原則、2020年度内の交付決定日から24カ月以内
• 助成対象：助成対象費用（機械装置費、労務費、等）の一部をNEDOが助成

（補助率：中小企業は2/3、その他（大企業含む）1/2）
• 対象事業：ＮＥＤＯが所掌するあらゆる産業技術分野（原子力と創薬は除く、ただし創薬支援技術は可）の研究開発事業

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）

共同研究開発の検討、
応募、実施

公募 採択
提案

公募 採択
提案

共同研究推進

国際協力推進
日本

対象５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
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

コファンド事業概要 相談窓口（随時対応）
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2020年度公募対象国

相手国

【EUREKA GlobalStars】
（多国間共同公募方式）



Applicants from Japan are required to submit proposals to NEDO.
Applicants from partner countries are required to submit proposals to their respective funding agency.
Respective funding agency evaluates national proposals and make selections.
NEDO and all partner countries hold consensus meeting to confirm approved projects based on national selections.

NEDO support for Japanese companies
Grant funding: two-thirds of overall project costs for startups and SMEs/one-half for others (including large companies)
Project scale: maximum of  100 million yen per project on Japan side
Project period: maximum of 24 months from the date of funding approval.
Target areas: any field of industrial technology which NEDO covers, except for nuclear technologies and pharmaceutical 
technologies.

Support for Israeli, French, German, Spanish, Czech, UK and Canadian companies from respective funding agencies
Please contact your country’s funding agency for further information.

Japanese companies* Companies* 
in partner countries

- Call for proposals (CFP)
- Evaluation
- Funding distribution

- Application
- Implementation

Joint R&D
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Japan

For more information, please email us at: 
international@ml.nedo.go.jp

CFP Proposal Selection

*Research institutes and/or universities may also participate in a project group led by a company.

CFP Proposal Selection
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【EUREKA GlobalStars】
（Multilateral Call for Proposal）


