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１．制度の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

日米首脳合意に基づき、経済産業省と米国エネルギー省が策定し
た「日米クリーンエネルギー技術アクションプラン」のうち、基礎科学
及び再生可能エネルギー技術分野において、効率的な研究施設の
相互利用、研究情報の交換等を通じた共同研究プロジェクトを実施
する（日米クリーン・エネルギー技術研究協力事業）。 
また、標準化が必要な先端技術分野においては、日米のそれぞれ
の強みを活かしつつ、優れた技術の標準化及びその技術の普及を
図る日米先端技術標準化研究協力を行う（日米先端技術標準化研
究協力事業）。 

平成２２年度～平成２６年度 

３６．０億円 
 平成２２年度：４．０億円 平成２３年度：６．０億円 平成２４年度：６．０億円  
 平成２５年度：１０．０億円 平成２６年度：１０．０億円 

（独）産業技術総合研究所 
（一社）電子情報技術産業協会（日米先端技術標準化研究協力事業のみ） 
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独立行政法人 
産業技術総合 

研究所 

経済産業省 

一般社団法人 
電子情報技術 

産業協会 
独立行政法人産業技術総合研究所 

日米ｸﾘｰﾝ・ｴﾈﾙｷﾞｰ技術協力事業 日米先端技術標準化研究協力事業 

［米国国立研究所］ 
ﾌﾞﾙｯｸﾍﾌﾞﾝ国立研究所(BNL)、ｻﾝﾃﾞｨｱ国立研究所(SNL)、ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚｰ国立研究所(LBNL)、 
ｱﾙｺﾞﾝﾇ国立研究所(ANL)、ﾛｽｱﾗﾓｽ国立研究所(LANL)、国立ｴﾈﾙｷﾞｰ技術研究所(NETL)、 
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ国立研究所(LLNL)、ﾊﾟｼﾌｨｯｸ・ﾉｰｽｳｪｽﾄ国立研究所(PNNL)、 
国立再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所(NREL)、ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立研究所(ORNL)、 
ｻﾊﾞﾝﾅﾘﾊﾞｰ国立研究所(SRNL)、国立標準技術研究所(NIST) 

研究協力 標準化協力 

１．制度の概要（事業概観図） 
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2009年11月に日本国経済産業省と米国エネルギー省（DOE）間で合

意した日米クリーン・エネルギー技術アクションプランに記載されている
5分野のうち、「基礎科学」分野および「その他の再生可能エネルギー

技術」分野を対象とし、米国エネルギー省傘下の国立研究機関等と共
同研究開発を実施する。  
「基礎科学」分野：①人工光合成、②太陽光から水素を生成する色素
増感太陽電池、③ナノテクノロジーを利用した革新的エネルギー貯蔵
または変換デバイス、④燃料電池、⑤エネルギー関連材料の計算科学、
⑥その他 
「その他の再生可能エネルギー技術」分野：①先進バイオ燃料のた
めの生物化学的および熱化学的変換プロセスの研究開発、②その他 

①ナノテクノロジー分野、②環境・エネルギー分野及び③バイオテクノロ
ジー分野の３分野の計測・評価技術について、米国のNISTと協力しつ

つ、国際標準化に必要な検証、データ収集等を行い、研究成果を基礎
とし、関連する工業会や国内標準化団体等、産業界と密接な連携を取
りながら国際標準化に取り組む。 

①日米ク
リーン・エネ
ルギー技術
協力事業 

②日米先端
技術標準化
研究協力事
業 

１．制度の概要（本事業を構成する２事業） 
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２．目的・政策的位置付け 

目  標 

日米クリーン・エネルギー技術アクションプランのうち、非競争的な分野及び先端
技術分野にかかる標準分野における日米の研究協力関係の強化、並びに当該
技術の確立と普及を目指す。 
①日米クリーン・エネルギー技術協力事業 
   優れたクリーン・エネルギー技術を持つ我が国研究機関と米国研究機関と

の密接な連携の下で、これら技術開発のための国際共同研究プロジェクトを
実施し、日米間におけるクリーン・エネルギー技術の迅速な確立を推進する。  

②日米先端技術標準化研究協力事業 
   エネルギー環境技術分野をはじめとする先端技術において、日米研究機関

間の協力による研究及び標準化活動を推進することを目標としている。 

政策的位
置づけ 

  2009年日米首脳会談以来３回に渡り日米首脳間で確認された日米クリーン・

エネルギー技術協力に関する合意のファクトシート＜協力を強化する当面の共同
取組分野＞に基づき、日・米間で作成したクリーンエネルギー技術アクションプラ
ンであり、また、国際標準化戦略目標に従ったプログラムである。 
  また、2010年に閣議決定された新成長戦略において、強い経済を実現するた

めの７戦略分野の中の、グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦
略および科学・技術・情報通信立国戦略と密接に関連するプログラムである。 

研究対象
領域 

①日米クリーン・エネルギー技術協力事業： 
      基礎科学分野、その他の再生可能エネルギー技術分野 
②日米先端技術標準化協力事業： 
    ナノテクノロジー分野、環境・エネルギー分野及びバイオテクノロジー分野 

名  称 日米エネルギー環境技術研究・標準化協力事業研究開発制度 
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３．目標（日米クリーン・エネルギー技術協力事業） 

 
目標・指標 

 
妥当性・設定理由・根拠等 

(1)日米アクションプランで指定されている 
  研究開発項目に基づいて、米国国立研 
  究所との共同研究体制を新たに構築し、 
  先端クリーン・エネルギー技術の迅速な 
  確立・普及を推進することを目標とする。 
(2)このため米国との効果的な研究協力体 
  制の構築状況や、研究者と共同で発表 
  した研究論文、米国研究所への日本人 
  研究者の派遣実績、共同で取得した知 
  財等を指標として成果を総合的に判断 
  する。 
 

 本事業では、アクションプランに記
載された研究開発項目を日米共同
で体制を構築し、実施することが求
められている。アクションプランに記
載された研究テーマはクリーン・エネ
ルギーに関する基礎研究が主目的
であり、人工光合成技術やバイオマ
ス燃料の利活用技術等、エネルギー
の創成技術から利用技術までの多
岐にわたる。 
 これら成果が得られるまでに長期
間を要し、かつ、多岐に渡る個別の
基礎研究の遂行が目的である本事
業では、日米との効果的な協力体制
の構築に加え、研究論文、特許出
願、研究者の派遣実績などを総合的
に判断することが妥当である。 
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３．目標（日米先端技術標準化研究協力事業） 

 
目標・指標 

 
妥当性・設定理由・根拠等 

本事業は、エネルギー環境技術分野をは
じめとする先端技術において、日米研究機
関間の協力による研究及び標準化活動を
推進することを目標としている。 
目標達成度を測定・判断するため、以下の
指標が設定されている。 
 
活動指標及び活動実績（アウトプット） 
  ： 実施テーマ数 
成果目標及び成果実績（アウトカム） 
   ： 国際標準化提案件数 
 
また、国際標準化提案に至るまでには、研
究開発等の過程を経ることから、論文数・
口頭発表数を考慮する。 

 本事業は、エネルギー環境技術分
野をはじめとする先端技術において、
日米研究機関間の協力による研究
及び標準化活動を推進することを目
標としていることから、研究及び標準
化活動がどのくらい行われたかという
実施テーマ数を活動指標として設定
し、その成果として行われる国際標
準化提案件数を成果目標として設定
している。 
 国際的な合意プロセスを完了して
新標準を発効させるまでには多国間
の利害を調整するなど、長期間を要
することから、国際標準化提案件数
を成果目標としていることは妥当であ
る。 
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４．成果・目標の達成度（日米クリーン・エネルギー技術協力事業）（１） 

①日米アクションプランで指定されている研究開発項目に基づいて、米国
国立研究所との共同研究体制を新たに構築し、先端クリーン・エネルギー
技術の迅速な確立・普及を推進すること。 
②このため米国との効果的な研究協力体制の構築状況や、研究者と共同
で発表した研究論文、米国研究所への日本人研究者の派遣実績、共同で
取得した知財等を指標として成果を総合的に判断する。 

平成22年 平成23年 総計 

学会発表・講演 50 74 124 

誌上発表 14 41 55 

特許出願・・・AIST単独 
      ・・・日米共同出願 

0 
0 

7 
1（仮） 

7 
1（仮） 

研究者米国滞在（1カ月以上） 9 13 22 

主要業績 （全25テーマの合計） 

（追加業績） 
○日米特許共同出願に先駆けて、日米が同じ立場のShort form CRADA締結に尽力 
○日米ワークショップを毎年開催 

研究者米国滞在 総計  185名、研究者招聘数 ２３名 (H24年8月現在) 

目標・指標 達成度 

順調に
進行 
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長期滞在 1件 

（H24年現在） 

研究分野 将来展開 連携 
(滞在実績) 

人工光合成 
３テーマ 

太陽電池 
３テーマ 

ナノテクノロジー 
５テーマ 

燃料電池 
３テーマ 

再生可能 
エネルギー 

５テーマ 

バイオ燃料６
テーマ 

長期滞在 ３件 
H25予定 1件 

 

長期滞在 ５件 
H25予定 ２件 

長期滞在 2件 
H25予定 １件 

長期滞在 ９件 
H25予定 ３件 

長期滞在 ２件 

成果状況 
（論文、特許、等） 

Short form 
CRADA締結状況 

締結案件１ 

協議案件１ 

9 

協議案件１ 

評価対象 特記すべき成果と期待できる展開 

実
用
化
検
討 

連
携
強
化 

４．成果・目標の達成度（日米クリーン・エネルギー技術協力事業）（２） 

協議案件１ 

協議案件１ 

協議案件１ 

セルロース等 バイオマス バイオ燃料 

エネルギー統合システム 

木質系バイオマス利用 

人工光合成

太陽電池
ナノテクノロジー

電
力
網

燃料電池

再生可能エネルギー
(貯蔵/輸送)

水
素
社
会

論文、書籍 １３ 
特願     ４ 
国際特許  １ 

論文 ２ 

論文 １７ 
特願 ４ 

論文 ５ 

論文 ８ 
特願 ２ 

論文     １０ 
国際標準化 １ 



４．成果、目標の達成度（日米先端技術標準化研究協力事業） 

 
目標・指標 

 
成  果 

 
達成度 

本事業は、エネルギー環境技術分野を
はじめとする先端技術において、日米研
究機関間の協力による研究及び標準化
活動を推進することを目標としている。 
目標達成度を測定・判断するため、以下
の指標が設定されている。 
 
活動指標及び活動実績（アウトプット） 
  ： 実施テーマ数 
成果目標及び成果実績（アウトカム） 
   ： 国際標準化提案件数 
 
また、国際標準化提案に至るまでには、
研究開発等の過程を経ることから、論文
数・口頭発表数を考慮する。 

実施テーマ数：８件 
国際標準化提案件数：２件 
 ・ナノテク（薄膜膜厚計測） 
 ・環境エネルギー（３Ｄ） 
 
 
 
 
既に２件の国際標準化提案が
行われ、研究成果について論
文・口頭発表も行われており、
今後の国際標準化提案件数も
増加する見込みである。 

順調に 
進行 

論文数 
（査読付） 口頭発表数 

２１（７） ４９ 
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５．事業化・波及効果（日米クリーン・エネルギー技術協力事業） 
事業で生じたあるいは期待できる波及効果（実施研究者の声） 

○論文では（国際会議等だけでは）又は知っていたが、具体的に顔を合わせることで、
互いの人間的な信頼関係が大きく向上した。 

○連携先は世界的に見てもアクティビティの高い研究グループであったため、人的ネッ
トワークが格段に広がり、米国内の研究開発動向なども詳しくなった。 

○国際的な視野・感覚の拡大、国際交流に対する苦手意識の払拭 

○異分野の研究者との連携により視野を広けることも期待できる。 

○新たな研究分野の開拓・米国の知財と研究資金に関する考え方など、日本との違い
を具体的に知ることとなり、今後の海外展開において、非常に良い経験を得た。 

○新規基盤技術の確立 

○企業との共同研究や技術供与 

○新事業創出 

○国際標準 
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５．事業化・波及効果（日米先端技術標準化研究協力事業） 
事業で生じたあるいは期待できる波及効果（実施研究者の声） 

○国際的な研究動向が把握でき、また日米間の国際協力体制が強化され、人的交流が
促進される。 

○NISTとの研究協力を通じ、米国における産業界との連携体制の構築の方法、研究の

進め方、標準化対応に関する取り組み方を知ることができ、その情報を今後の研究開
発、産業界との連携等に活用できる。 

○当該技術領域における若手研究者の育成 

○デバイスの高機能化や歩留まりの向上を実現 

○新たな標準物質の開発や実用測定装置の普及 

○寸法基準として規格に適合した候補物質が民間企業によって実用化・販売 

○計測機器の計測信頼性向上 

○CNT評価法確立、品質保証 

○教育、医療、可視化技術、遠隔操作等、多くの分野に３Ｄが普及 

○遺伝子検査の適用範囲、市場規模の拡大 
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６．マネジメント・体制等 

チームの構成例（ナノテクノロジー分野） 

マネージメント 研究アドバイザー

事業運営 研究課題選定
米国との仲介 ・米国とのつながり
予算管理 ･テーマの重要性
ワークショップ 共同研究 ・研究ポテンシャル
報告書

進捗確認
・米国との連携状況
・研究成果

環境・エネルギー分野研究総括

イノベーション推進部国際部長

各研究実施者

米国国立研究所

環境・エネルギー分野副研究総括

環境・エネルギー分野研究企画室長

本事業実施期間：5年間 
単年度契約で行われる。 

公
募経済産業省

実施者 申
請

審
査

採
択

委
託
契
約

委
託
契
約

進
捗
報
告
・
相
談

助
言

実
績
報
告

確
定
検
査

委
託
契
約

委
託
契
約

進
捗
報
告
・
相
談

助
言

実
績
報
告

確
定
検
査

初年度 次年度以降

事業実施 事業実施

【独立行政法人産業技術総合研究所】

計測標準研究部門長 ナノ材料計測科
副研究部門長 材料物性科

長さ計測科

副理事長 活性種計測技術
理事 研究グループ

高度化ナノチューブ
研究グループ

【NIST】

Material Measurement
Laboratory　所長

Office of International Process Measurement
& Academic Affairs 部長 Division

Physical Measurement Mechanical Metrology
　Laboratory　所長 Division

理事長

計測フロンティア研究部門長

ナノチューブ応用研究センター長

Ceramics Division

所長

連携推進委員会
産総研メンバー
NISTメンバー

NIST所長

【独立行政法人産業技術総合研究所】 

日米クリーン・エネルギー技術協力事業 日米先端技術標準化研究協力事業 

理事長 
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環境・エネルギー分野研究総括 理事 



７．評価 

座長 

委員 

井上 剛良 
  東京工業大学 大学院理工学研究科 機械物理工学専

攻 教授 
大西 洋 
  神戸大学 大学院理学研究科 化学専攻 教授 
近藤 昭彦 
  神戸大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 教授 
津本 浩平 
  東京大学 医科学研究所 疾患プロテオミクスラボラト

リー 教授 
藤田 俊弘 
  IDEC株式会社 常務執行取締役 技術戦略本部 IDEC

グループC.T.O 

７－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

日米エネルギー環境技術研究・標準化協力事業研究開発制度中間
評価検討会 

小久見 善八 
 京都大学 産学官連携本部 特任教授 
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７－２．総合評価（コメント） 

○クリーン・エネルギー技術並びに標準化はグローバルに大きく取り上げられており、我が
国の今後の発展にとって重要な分野である。この分野で米国と共同することは国益にかな
っており、国として取り組むべき分野である。 

 
○日米クリーン・エネルギー技術協力事業については、日米という世界を先導する両国の
戦略的共同研究体制が研究所間交流を中心に適切に構築でき、日米共同論文、口頭発
表、派遣人数、招聘人数ともに増加しており、順調に事業が遂行されていると判断できる。
組織的な、協力関係の構築、そしてその結果として世界をリードする成果を生み出す仕組
み作りは、それ自体で極めて重要な試みであり評価できる。Short form CRADAは、要と
なる極めて重要なポイントである。 

 
○日米先端技術標準化研究協力事業については、すでに国際標準化提案2件が実行され

ていること、さらに、論文投稿、口頭発表が行われ、今後の国際標準化提案件数も増える
ものと予想できることから、順調に遂行されていると思われる。 

 
○なお、日米で始めることは妥当であるが、欧州とも共同・連携を考えることが望まれる。米
国側の研究費獲得が難しい、日本からの派遣数に対して米国からの招聘数が少ないとい
うことなどは克服が望まれる。 

 
○また、研究者に対しても、時間軸を意識した研究成果の蓄積を要請していくべきであり、
研究項目を選定した上でトップダウン的なマネジメントの有効性を検討してみて欲しい。         
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、制度中間評価において、評点法による 評価
を実施した。 

７－３．評点結果 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発マネージメント・体制・賃金・費用対効果等の妥当性 
    ３点：非常に重要または非常によい ２点：重要またはよい １点：概ね妥当  ０点：妥当でない 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
 （中間評価の場合） 

３点：事業は優れており、より積
極的に推進すべきである。 

２点：事業は良好であり、継続
すべきである。 

１点：事業は継続して良いが、
大幅に見直す必要がある。 

０点：事業を中止することが望
ましい。 
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８．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

○クリーン・エネルギー関連技術は、実用に近いよう
に思える分野でも基礎的な研究がその発展・実用化
にとって不可欠なものが多い。ここで取り上げられた
各テーマを、日米で息長く続けるとともに、分野・テー
マを選べば、競争的分野でも連携・協力が互恵の成
果を得る分野もあると考える。その共同研究の達成度、
成果、貢献度については、論文発表数やIF（Impact 
Factor）だけで判断するのではない、別の方法を考え
てもらいたい。効率的かつ戦略的な「体制作り」が強く
期待されるところであり、経済活性化と生活安定に将
来結びつくシナリオを納税者（国民と企業）に提示する
よう展開を図って欲しい。 
 
○日米先端技術標準化研究協力事業は、各テーマに
おける国際標準化提案までのロードマップやスケ
ジュール等を示すことも検討して欲しい。特に、バイオ
テクノロジー分野は、他の分野に比べて、基礎研究と
実用化研究の間の「死の谷」が深いため、両者をつな
ぐ研究に国が積極的に関与することが強く期待される。 
 
○さらに、両事業に共通して、共同研究相手として、欧
州、アジア諸国等も視野に入れることが望まれる。 

○本事業において形成された日米国研間協力体制を今
後も維持できるよう、残りの研究期間においても、先方と
の関係の維持・発展に努める。また、本事業は、競争分
野での協力を対象としないため、本事業の枠内で競争
分野での共同研究を行うことは困難であるが、当該事業
後において、本事業で培った関係を生かした競争分野も
含めた協力の展開を検討したい。 
論文発表数等以外の達成度、成果、貢献度に関する評
価方法については、本事業内で確立することは困難で
あるものの、今後事業終了後までに各テーマに係る事
業化に向けたシナリオを作成し、そのシナリオ実現に向
けた貢献度などを評価することを検討したい。 
 
○日米先端技術標準化研究協力事業において、各テー
マのロードマップやスケジュール等を検討及び確認し、
より着実に成果を出すべく事業を行うこととする。また、
引き続き事業の進捗を確認し、適時マイルストーンの見
直し等を行っていく。バイオテクノロジー分野については、
国際標準化機構（ISO）に新たな技術専門委員会（TC）
が設置されたことから、本事業の成果を活かすべく適切
に対応していくこととしたい。 
 
○予算の範囲内において、共同研究対象を米国以外の
研究機関にも拡大することとしたい。 
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