■マッチング支援事業
イノベーションを創出する起業家支援拠点

④ Kawasaki-NEDO Innovation Center (K-NIC)
K-NICは、NEDO、川崎市、公益財団法人川崎市産業振興財団の三者連携により、研究開発型スタートアップと起業家
の発掘から支援までをワンストップで行う起業家支援拠点です。
成長分野における独自技術の事業化を目指す起業家、
新分野に進出するスタートアップを対象に、各分野の専
門家によるアドバイスをはじめ、投資家向けのピッチイベン
トや、メンバー会員同士の交流会などさまざまな支援メ
ニューを実施します。
〒212-8551 川崎市幸区大宮町1310番
ミューザ川崎セントラルタワー5階
（※JR川崎駅西口からペデストリアンデッキで直結）
TEL:044-201-7020
施設営業時間 13時～21時（最終受付20時）
休業日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12/29~1/4）、ビル休館日
※ただし、土日祝にイベントが開催される場合がございます。
※臨時休業日などがある場合は、HP「NEWS」にてお知らせいたします。

メンバー会員募集中！

以下の条件に該当する方を対象にメンバー会員登録をいたします。
・起業したいと考えている方
・スタートアップとして起業準備又は起業直後の方
・第２創業を目指す方
・起業家等との交流を希望する方（事業会社、金融機関、投資家等）
※ご来館にあたり事前にHPにございます「登録用紙」をダウンロードいただき、内容をご
記入の上、ご持参いただきますとスムーズにご案内ができます！

最新情報は、
公式ホームページや
Facebookにて
随時更新！
＜“K-NIC”で検索を！＞
！！スマホ対応！！

https://k-nic.jp/

■マッチング支援事業
マッチング会を開催し、商談の機会を提供

⑤ ビジネスマッチング
イノベーション・ジャパン
2019.8.29-8.30

東京ビッグサイト

NEDOが支援する中小・スタートアップ事業者から約100社が出展し開発技術・製品
等をPR。例年の来場者は約2万人、マッチングスペースでは100件を超える個別商談
が行われるイベント。

イノベーションリーダーズサミット
2019.10.28-29

虎の門ヒルズ

大企業約100社と、VCなどが推薦する優良な中小・スタートアップ約500社が参加。
NEDOが推薦する中小・スタートアップも多数出展。クローズドな場での商談が行われ
る精度の高いマッチングイベント。

ＮＥＤＯベンチャービジネスマッチング会
2019.12.12

東京

2019.12.18 大阪

新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業等を終了したスタート
アップ・中小企業の紹介及びビジネスマッチングを図る事を目的として開催。『燃料電
池・蓄電池』『太陽光発電』『バイオマス』『風力発電その他未利用エネルギー』分野
の事業者が技術紹介･プレゼンテーションを実施。

上記以外にも事業者の展示会出展をサポート
バリアフリー展 （2020.4.16-18 大阪）、国際福祉機器展（2020.10.21-23 東京）
シーズ・ニーズマッチング交流会2019
（2019.12.17-18大阪、2020.1.14-15福岡、2020.2.12-13東京）
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■マッチング支援事業
宇宙ビジネス・アイデアと投資家・事業会社とのマッチングの機会を提供

⑥ 宇宙ビジネスマッチング・プラットフォーム（S-Matching）
NEDOは、内閣府、経済産業省、JAXAと共に、宇宙分野の新たなビジネス・アイデアを有する個人・企業等と投資家・
事業会社とのマッチングを円滑化する「宇宙ビジネス投資マッチング・プラットフォーム（S-Matching）」を創設
本ウェブサイトを通じて、マッチングの機会を提供することで、宇宙産業競争力の底上げに貢献

S-Matching専用のWEBサイト

https://s-matching.jp/

■マッチング支援事業
宇宙ビジネス事業者と宇宙ビジネス専門人材とのマッチングの機会を提供

⑦ 宇宙ビジネス専門人材プラットフォーム（S-Expert）
NEDOは、内閣府、経済産業省と共に、宇宙関連分野等において求人情報を有する「宇宙ビジネス事業者(起業家)」
と、専門的見地を有する「宇宙ビジネス専門人材」とのマッチングを円滑化する「宇宙ビジネス専門人材プラットフォーム
（S-Expert）」を創設
本ウェブサイトを通じて、マッチングの機会を提供することで、宇宙産業競争力の底上げに貢献

S-Expert専用のWEBサイト

https://s-expert.jp/
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オープンイノベーション・
ベンチャー創造協議会

https://www.joic.jp/index.html

・民間事業者の「オープンイノベーション」の取組を推進するとともに、「ベンチャー宣言」を
実現することにより、我が国産業のイノベーションの創出及び競争力の強化に寄与することを
目的として設立。
・NEDOイノベーション推進部が事務局を務め、事務局長はNEDO副理事長が担当する。
■設立:2017年3月1日 ■会員数1,668＜内訳：企業会員1,026社、大学等の賛助会員642（2020年6月1日）＞

オープンイノベー
ションの動向把握

オープンイノベー
ション白書の作成

大企業

大学・研究機関

オープンイノベーション・
ベンチャー創造協議会

中堅・中小・スター
トアップ

アーリーステージ
の企業等

大学・研究機関等
との交流の促進

政策提言活動など
の啓発・普及活動

会員間におけるオープンイノベーションの推進事例の共有

主催イベント

◎JOICセミナー
◎ワークショップ
◎NEDOピッチ

大規模なセミナーを、これまでに12回（他のイベントと連携を9回）実施済
少人数でのワークショップを、これまでに計20回実施済
スタートアップによるショートプレゼン会を原則毎月第4火曜日開催
これまでに33回実施済

◎NEDOドリームピッチ

各種展示会等でのショートプレゼンテーションを開催

最新情報は、
公式ホームページにて
随時更新！
＜“JOIC”で検索を！＞
！！スマホ対応！！

オープンイノベーション白書 第三版の発行

https://www.joic.jp/index.html

「オープンイノベーションを理解するためにイノベーションを正しく理解する」という観点からイ
ノベーションの本質に立ち返り整理を進めました。マクロ・ミクロの視点でイノベーションの歴史
を整理し、世界や日本の市況から要因を分析することで、日本においてもイノベーションを創出し
やすくする方策を検討し、未来への提言を示しました。令和2年5月29日に第三版を発行しました。
＜NEDO及びJOICのHPにてPDFファイルを掲載中＞
https://www.joic.jp/joic_members/open_innovation_hakusyo

NEDOチャンネル（You Tube）

第16回NEDOピッチから、NEDOチャンネル（YouTube）にて各登壇ベン
チャーのプレゼンの様子を公開中。
＜You Tube “NEDO チャンネル”で検索＞
https://www.youtube.com/channel/UCd4OTUB8A9PIdNs-vxF5t8g

22

<参考>

◎NEDOホームページ「研究開発型スタートアップ・中小企業向け支援
メニュー」ページから、当資料の最新版PDFをダウンロードいただけます。
NEDOトップページ中央上の
「事業紹介」タブから
「研究開発型スタートアップ・
中小企業向け支援メニュー」
をクリック。

※本ページ下部の「各支援プロ
グラムのご案内」に「事業内
容」「公募情報（予告、公募、
決定」を集約しています。

【各事業詳細資料】
各事業をクリックいただくと、
詳細説明資料や公募時期を
ご確認いただけます。

【当説明資料】
「スタートアップ・中小
企業向け支援事業の紹
介」「テーマ公募事業一
覧」から当説明資料をご
覧いただけます。

◎NEDOトップページ「実施者募集（公募）」タブから、最新の公募情報（基
本計画・実施方針・公募要領）一覧をご確認いただけます。
NEDOトップページ上部の「実施
者募集（公募）」をクリック！
→「分野別情報一覧」
→「分野横断的公募事業」
→「公募一覧」

公募情報は（１）予告掲載日･（２）公募開始日･
（３）公募締切日･（４）結果 ごとに掲載します。

NEDOの公式Twitterにご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載された最新の公募情報に関する
お知らせを、随時Twitterにてお送りいたします。
行政運営の効率化を目的とした「電子政府構築計画」に基づき、NEDOの事業※への申請（応募）に当たっては、
事前に府省共通研究開発管理システム（e-Rad）に登録を行い、 e-RadへのログインIDとパスワードの取得をした
上で、電子申請をしていただくことが必須となります。
※ 対象事業については、各事業の公募予告ページにその旨記載しますので御確認下さい。
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人、制度が寄り添う支援を目指して
NEDOは、皆様の優れたアイデア･技術を活かして、
ともに日本の未来を創るイノベーションを起こしたいと考えております。
ぜひNEDOのテーマ公募事業にご応募ください。

NEDOは、産学官一体で産業技術力の強化とエネルギー･地球環境問題の解決を目指しています。
NEDOは、全国の民間企業、大学及び公的研究機関等の持つ様々な技術シーズや技術開発能力を活用し、事業化に結び付ける
ことが、世界における日本の競争力強化の鍵だと考えています。
NEDOは、産業技術分野、エネルギー・地球環境分野において、創造的で独創的な研究開発に取り組む方々のために、シーズ
発掘から実用化まで様々なフェーズで幅広い支援を行っています。また、各種マッチングイベントにもご参加いただけます。
皆様のご提案からイノベーションを起こすためにも、ぜひ積極的にご応募ください。
NEDO公募事業についてのご質問やご意見はNEDOテーマ公募事業担当がしっかり対応いたしますので、お気軽にお問合せく
ださい。
NEDOテーマ公募事業担当 一同

●研究開発型スタートアップ・中小企業向け支援メニュー」ページ

本部：〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番ミューザ川崎セントラルタワー（総合受付16Ｆ）

■イノベーション推進部

TEL：044-520-5170 FAX：044-520-5177
E-mail：inv-caravan@nedo.go.jp

■省エネルギー部

TEL：044-520-5180 FAX：044-520-5186

■IoT推進部

TEL：044-520-5211 FAX：044-520-5212

■国際部

TEL：044-520-5190

FAX：044-520-5193

関西支部：〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 ナレッジキャピタル タワーC 9F

TEL：06-4965-2130 FAX：06-4965-2131

＜当資料に関するお問い合わせ先＞
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）
イノベーション推進部 総括グループ TEL：044-520-5170 FAX：044-520-5177

E-mail：inv-caravan@nedo.go.jp

【お断り】当資料は2020年8月3日時点の資料です。諸事情等により記載内容に変更が生じる可能性がございます。

ＮＥＤＯ

２０２０年度

テーマ公募事業一覧

事 業 名 称
NEW

先
導
研
究
支
援

対象技術分野

目的指向型の創造的な基礎又は応用研究を行う若手研究者を発

次世代のイノベーションを担う人材の育成、
我が国における新産業の創出に貢献

掘、支援することにより、次世代のイノベーションを担う人材を育
産業技術分野
成するとともに、若手研究者と企業との共同研究等の形成を促進
エネルギー・環境分野 し、我が国における新産業の創出に貢献することを目的として、産

官民による若手研究者発掘支援事業

将来の国家プロジェクトになり
得る革新的なシーズの発掘

新技術先導研究プログラム

業技術分野及びエネルギー・環境分野の研究開発を助成します。

飛躍的なエネルギー効率の向上や低炭素社会の実現に資する
有望な技術の原石を発掘し、将来の国家プロジェクト等に繋げ
ていく先導研究を推進します。

エネルギー・環境
新技術先導研究プログラム

エネルギー･環境

新産業創出
新技術先導研究プログラム

新産業創出に結び 新産業創出に結びつく将来有望な技術シーズを発掘し、先導
研究を実施することにより有望な技術に育成して、将来の国家
つく産業技術分野
プロジェクトに繋げていくことを目的とします。

従来の発想によらない革新的な低炭素技術シーズを探索・創出

未踏チャレンジ２０５０

エネルギー･環境

エネルギー・環境分野において、原則として産学連携に取り
組む企業及び大学・研究機関等を対象に、2050 年を見据えた
温室効果ガスの排出削減を実施する革新的な技術・システムに
ついて、解決すべき技術課題とそれを解決する研究開発の提案
を募集します
技術シーズの事業化やそのプロセスに関心を有する国内の大学・

大学、研究機関、スタートアップの起業家の育成支援

研究開発型スタートアップ支援事業/ＴＣＰ
ＮＥＤＯ Technology Commercialization Program

新規性・革新性の 研究機関等に在籍する研究員、大学院生、学部生であって、将来起
高い技術・分野横断 業することを視野に入れている方を対象に、ビジネスプラン作成

事業化支援人材の伴走支援による起業支援

新規性・革新性の 研究機関等や企業等に属する者、又は事業化前の法人）に対し、事
業化支援人材（カタライザー）による指導・助言の機会提供など、
高い技術・分野横断 研究開発型スタートアップを立ち上げるための活動を支援しま

のための研修と、プラン発表の機会を提供します。

技術シーズを活用した事業構想を有する起業家候補人材（個人、

NEDO Entrepreneurs Program（NEP）

す。

ベンチャーキャピタル等と連携してシード期のスタートアップを支援

支
援

事業内容

研究開発型スタートアップ支援事業/ＳＴＳ
シード期の研究開発型スタートアップ
（Seed-stage Technology-based Startups）に対する事業化支援
事業会社・VC・研究機関等と連携した事業化支援

具体的な技術シーズを活用した事業構想を持ち、NEDO が認定し
新規性・革新性の
たベンチャーキャピタル等が出資を行うシード期の研究開発型ス
高い技術・分野横断 タートアップに対して、事業化のための助成を行います。

新規性・革新性の
提案時から数年で継続的な売り上げをたてる具体的な計画があ
高い技術・分野横断 る研究開発型スタートアップ（PCA）を支援。

研究開発型スタートアップ支援事業/ＰＣＡ
Product Commercialization Alliance

v

再生可能エネルギー分野の事業化を目指した技術開発を支援

新エネルギー等のシーズ発掘・
事業化に向けた技術研究開発事業

（旧：ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業）

省エネルギー技術の研究開発を支援

戦略的省エネルギー
技術革新プログラム

実
用
化
開
発
支
援

基本スキーム

テーマ設定型
事業者連携スキーム
福祉用具の実用化を支援

本事業は、技術の事業化までのステップや事業化計画の進捗状況
に合わせて、6 つのフェーズ（社会課題解決枠フェーズ A 及び B､
新市場開拓枠フェーズα及びβ、フェーズ C、フェーズ D）を設け、
再生可能エネルギー等 中小・スタートアップによる再生可能エネルギー普及に資する事業
のご提案を公募・選定し、事業化を見据えた技術開発支援を行いま
す。また、
「イノベーション・コースト構想」の推進につながる技術開
発や実用化・実証研究については支援を強化します。

省エネルギー
（2030 年時点
で 10 万 KL /年
以上の省エネ効
果

福祉用具

課題解決型福祉用具実用化開発支援事業

「省エネルギー技術戦略」で掲げる重要技術を中心として、
２０３０年に高い省エネルギー効果が見込まれる
省エネルギー技術について、技術開発を支援します。

健康の増進、心身の機能が低下した高齢者や障害者のＱＯＬ向上
に資する技術の確立を目指して、福祉用具の実用化開発を行う中小
企業に対して助成を行うと同時に、福祉機器のニーズ調査や研究開
発に必要な情報の収集・分析・提供を実施します。

AIシステムの開発と共用データ基盤の開発を支援

Connected
Industries
重点 5 分野

Connected Industries 重点 5 分野を中心に業界横断型 AI システ
ムの開発と業界共用データ基盤の開発を行う。

人工衛星等の宇宙用部品・コンポーネントの研究開発を支援

人工衛星等の宇宙
用部品等

人工衛星等の高信頼性・低コスト化を実現し、宇宙機器産業の競
争力強化を目指す支援を実施します。

Connected Industries推進のための
協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業
ベンチャー企業等による宇宙用部品・コンポーネント開発助成
AIチップのアイデアを支援
AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業

ネットワーク／
コンピューティング

AI チップに関するアイデアを実用化するための、論理設計・回路設計等
の設計及びシミュレーター・エミュレーター等による有効性の評価・検
証を支援します。また、大学や研究機関等を通じて、設計・評価・検証に
用いる専用の設計ツール等、開発環境も提供します。

対象国企業の先端技術を取り込んで、国際的な
オープンイノベーションを加速・推進
国際研究開発／コファンド事業

新規性・革新性の
高い技術・分野横断

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。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。

２５

対象者等

一件あたりの助成・委託規模
＜共同研究＞
1 テーマあたり 3,000 万円以内／年（予定）
＜マッチングサポート＞
1 テーマあたり 500 万円以内／年（予定）

大学等の
若手研究者

委託:１億円程度以内／年

原則企業･大学等に
よる産学連携体制

※1:産学連携体制の例外:
大学・公的研究機関のみ
委託：2,000 万円以内／件

※2
原則企業･大学等に 委託：2000 万円程度以内／件／年
よる産学連携体制
企業･大学等の個人

事業期間

＜マッチングサポート＞

タイプ B（法人）原則 3,000
万円以内／件

社会課題解決枠

中小企業等

新市場開拓枠

フェーズA 8/10 以内
助成：1,000 万円以内
フェーズB 8/10 以内
助成：5,000 万円以内
フェーズα 2/3 以内助
成：1,000 万円以内
フェーズβ 2/3 以内助
成：５,000 万円以内

2020/6/23～2020/8/17

過去データ無し

2019/7/19

2019/12/26～2020/2/28

2020 年度：採択 29 件／応募 60 件

※1
１年以内

2019/7/19

2019/12/26～2020/2/28

2020 年度：採択 5 件／応募 37 件

最大５年

2020/2/14

2020/4/24～6/30
2020 年度：採択 8 件／応募 40 件
※2 大学・研究機関は４０歳未満の若手研究者

(2019/5/7)

2019 年度
2019/6/7～2019/9/5
2020 年度は連携イベント等を通じた応募になります。

6 ヶ月以内
1 年以内

１年程度
（本公募時
詳細公開）

2/3 以内助成：
全期間で 2.5 億円以内
（本公募時詳細公開）

2019/12/25

原則１年以内
（最長２年）

シード期の研究
2/3 以内助成：
1.5 年以内
開発型スタートアップ 全期間で 7,000 万円以内若しくは 2 若しくは
企業
億円以内
2 年以内
研究開発型
スタートアップ

公募期間（予定を含む）, 参考サイト, 備考(過去採択率等）

最大2年予定

―

助成：タイプ A（個人/法人）
原則 500 万円未満／件

助成率
100％

()内は2019 年度

<共同研究>
最大5年予定

人材育成プログラム

事業構想を有する
起業家候補人材

公募予告日

第 1 回公募：
2020/1/27
第 2 回公募：
2020/9/8
第 1 回公募：
2019/12/26
第 2 回公募：
2020/4/23
第 3 回公募：
2020/9/1

2020/4/28～5/28

2020 年度（第1 回）

2020/10/8～11/20

2020 年度（第2 回）

採択16 件／応募38 件

2020/1/27～2020/2/27

2020 年度（第1 回）
：採択6 件／応募18 件

2020/5/26～2020/7/15

2020 年度（第2 回）
：採択6 件／応募21 件

2020/10/9～2020/12/3

2020/2/19

2020/3/19～2020/5/20

第 1 回公募：
2020/2/7

第 1 回公募：
2020/3/18～2020/5/15

第 2 回公募：
2020/8/6

第 2 回公募：
2020/9/10～2020/10/9

2019/12/24

2020/2/6～2020/3/16
2020 年度：採択 7 件／応募 34 件
※3 NEDO 負担率＋実施者負担額
※4 通常２年または３年。事業終了は 2 月または 3 月の予定
別フェーズと組み合わせる場合、事業期間１年でも可能。
3 年の場合、2 年終了時に継続可否審査

2019/12/24

(2019/7/18～2019/8/23
（前回データ 18 年度: 採択 2 件／ 応募4 件）
<<備考>> ‘19 年事業に対する RFI 提出期限 ～‘19/1/5

1 年間以内
1.5 年間以
内
1 年間以内
2 年間以内

フェーズC 2/3 以内助成：5,000 万円以内 2 年間以内
2/3 以内助成： 3 億円以内
3 年間以内
（大企業は1/2 以内）
インキュベーション研究開発フェーズ
2/3 以内助成：2000 万円/件･年 ※3 2 年以内

2020 年度：採択 20 件/応募 35 件

フェーズD

企業･大学等
実用化開発フェーズ
(企業必須､大学
2/3or1/2 以内助成:3 億円/件･年 ※3
単独の提案は不可)
実証開発フェーズ
1/2or1/3 以内助成:10 億円/件･年※3
２社以上の企業の参画
開発成果の普及を促す体
制であること。

中小企業等
A

スタートアップ
大企業
大企業
B,C 中小・中堅
スタートアップ・
大企業・中堅中小

2/3 以内助成：10 億円/件･年

(NEDO 助成費＋実施者負担額)

２/３以内助成：
年間 2,000 万円以内

※6

1 億円／年 3 分の 2 以内助成
2 分の 1 以内助成
大企業：2 分の 1 以内助成
中小・中堅：3 分の 2 以内助成

※７
※７

3 分の 2 以内助成

※７

中小・スタートアップ等 ２/３以内助成： 年間 2,000 万円以内
1 回目公募

中小企業

２/３以内 助成：年間 5,000 万円以内

中小企業者（みなし
A 枠 助成額：3,300 万円以内
大企業除く）助成率
B 枠 助成額：6,600 万円以内
中小企業、2/3 以内

2 回目公募
みなし大企業、中堅企業 みなし大企業、中堅
企業 助成率1/2 以
内

企業規模不問

A 枠 助成額：2,500 万円以内
B 枠 助成額：5,000 万円以内

中小企業 2/3、その他 1/2 助成：
最大１億円／件

3 年以内 ※4
3 年以内 ※4
5 年以内
３年以内

2020/2/7

2020/3/12～2020/5/19
2020 年度：採択 4 件／応募 15 件
※6 大企業の出資比率が一定比率以上の事業者は１/２以内助成
2020/6/12～2020/7/13

3 年以内

※8

2020/4/3

2020/2/25

2020/5/14～2020/6/26

２年

2020/1/6

2020/2/13～2020/3/13

2年

2020／7／30

３年以内

最長 2 年

2020/4/6

２６

採択 5 件／応募 26 件

※7 ケース B：1 億円／年、ケース C：3 億円／年
※8 交付決定日から 2022 年度 2 月末迄の 3 年以内
ケース A,C については 2 年以上
2020 年度：採択 3 件／応募 5 件
2020 年度：採択 3 件/応募 5 件

2020／10／26～2020／11／24

2020年度
2020/6/8～2020/9/10(イスラエル)
2020/6/8～2020/9/10(フランス)
2020/6/8～2020/9/10 (ドイツ)
2020/6/8～2020/9/10 (スペイン)
2020/6/8～2020/9/10 (チェコ)
2020/6/8～2020/9/10 (イギリス)
2020/6/8～2020/9/10 (カナダ)

