
クリーンエネルギー分野における革新的技術の国際共同研究開発事業
(2020年度–2025年度)             

本事業の公募に提案するにあたり、以下について事前に日本側提案者より海外共同研究先に説明し、ご理解を頂くよう
お願い致します。

■EOI (Expression of Interest)
海外共同研究先の本国際共同研究事業への参加意思を確認するため、海外共同研究先の署名入りのEOIを提案書
に添付する必要があります。

■国際共同研究契約
本事業の採択日から5か月以内に、日本側委託先とその海外共同研究先との間で国際共同研究契約を締結する必要
があります。 日本側委託先には業務委託契約に定める本事業の知財マネジメント基本方針遵守義務及びバイドール条
項遵守義務がありますので、国際共同研究契約には、その義務の履行を海外共同研究先が妨げない旨の規定が必要と
なります。特に必要となる規定を参考情報に示します。

<参考情報>
「クリーンエネルギー分野における革新的技術の国際共同研究開発事業」における知財マネジメント基本方針

５．海外共同研究先との国際共同研究
受託者は、本プロジェクトに関して海外共同研究先と共有の知的財産権を取得する場合、NEDOの業務委託契約約款第５章第３節の規定の適用に支障を与えないよ

うにしなければならない。

日本版バイ・ドール制度（産業技術力強化法第１7条）
政府資金を供与して行う委託研究開発に係る知的財産権については、受託者が適用の為の条件を遵守することにより１００％受託者に帰属させる
ことを可能とする制度。NEDO業務委託契約約款では以下のような内容で規定される。（詳細内容は業務委託契約標準契約書 第31条(知的財
産権の帰属)3項及び４項を参照のこと。https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html）
委託先は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 研究成果が得られた場合にはNEDOに報告すること。
二 NEDOが公共の利益のために必要がある場合に、当該知的財産権を無償でNEDOに実施許諾すること。
三 当該知的財産権を相当期間利用していない場合に、国の要請に基づいて第三者に当該知的財産権を実施許諾すること。
四 当該知的財産権の移転又は当該知的財産権を利用する権利の設定・移転の承諾にあたって、あらかじめ国の承認を受けること。
五 NEDOが実施する知的財産権の利用状況調査（バイ・ドール調査）に対して回答すること

各号のいずれかを満たさず、かつ、満たしていないことに正当な理由がないとNEDOが認める場合には、当該知的財産権を無償でNEDOに譲渡しなければならない。

2022年度公募（補足説明）



NEDO: Research and Development Program for Promoting Innovative Clean Energy 
Technologies Through International Collaboration (FY2020–FY2025)             

A Japanese applicant (or a Japanese entrustee, after its application should be selected by NEDO) must
inform and make understood a foreign research partner following conditions under this program.

■EOI (Expression of Interest)
A Japanese applicant must attach the EOI with a signature of a foreign research partner when a Japanese
applicant submit a proposal for this program.

■International Joint Research Contract
A Japanese entrustee, who are awarded by NEDO for this program, must conclude an international joint
research contract with a foreign research partner listed in the EOI within 5 months from the date of award.
In the international joint research contract, parties must agree to cooperate with Japanese entrustee's
obligations under the funding agreement with NEDO including Japanese Bayh-Dole system clause and the
basic policy for intellectual property (hereinafter “IP”) management of this program.

<References>
Basic policy for IP management of this program

(Article 5) If an entrustee obtained a joint IP with a foreign research partner under this program, the entrustee must ensure that it and
the foreign research partner shall comply with the provisions of IP (Chapter 5, Section 3 of funding agreement with NEDO).

Japanese Bayh-Dole system (Article 17 of the Industrial Technology Enhancement Law)
Japanese Bayh-Dole system is applied under this program. A Japanese entrustee(s) can obtain IP rights created under
this program subject to the obedience of the following conditions.
(i) Report to NEDO when research results are obtained.
(ii) To license the IP rights to NEDO free of charge when NEDO needs it for the public good.
(iii) To license the IP right to a third party upon a request of the government of Japan if the IP right has not been used for a considerable
period of time
(iv) Obtain the approval of NEDO in advance for the transfer of the IP right or the establishment / transfer of the right to use the IP right.
(v) Response to the usage survey (Bayh-Dole Survey) conducted by NEDO regarding IP Rights


