
積極的に海外機関とのさまざまな分野で連携を強化

シンガポール国家研究基金（ＮＲＦ）、ドイツ連邦教育研究省（ＢＭＢＦ）、フランスＯＳＥＯ等と国際連携促進のための新たな協定を締結。

技術開発の高度化、日本の市場拡大の２つの観点から政策当局と連携し分野別、国別の戦略的な事業展開を推進、関連産業競争力を強化。既存
の連携体制を強化するとともに、米国、フランス、スペイン、ドイツ、ＵＡＥ、タイ、シンガポール等の重点国において、新たな連携の可能性を模索。

＜米国＞
① NM州にてスマートグリッドの実証事業を開始

② 省エネビルの事業立ち上げ

③ アルゴンヌ研究所との蓄電池分野の情報交換協定を締結

④ ハワイ‐沖縄のクリーンエネルギー協力の基づき、離島型スマートグリッド
実証事業ＦＳを開始

⑤ 世界銀行と環境・エネルギー分野での協力で合意（２２年１０月）

＜インド＞
① ２２年３月に合意したＤＭＩＣ（デリー・

ムンバイ間産業大動脈）構想におい
て「スマートコミュニティ」の共同開発に
基づき、メガソーラーＰＪのＦＳを開始

＜アセアン＞

① シンガポール：
・ＮＲＦ（国家研究基金）とのエネル
ギー・環境技術、産業技術での研
究開発協力に合意（２２年１１月）

・ＥＤＢ（経済開発庁）との都市ソ
リューション・スマートコミュニティ分
野での協力に合意（２２年11月）

② タイ：
・工業省と環境・省エネ分野での協
力に合意（２２年１２月）

・科学技術開発庁（ＮＳＴＤＡ）との
バイオ医療、機械、エネルギー分
野での協力を検討

③ ベトナム

・天然資源省（ＭＯＮＲＥ）との科学
技術、環境分野での協力を促進/

・商工省（ＭＯＩＴ）との再生可能エ
ネルギー、省エネルギー、スマート
コミュニティ分野での協力に合意
（２３年１月）

＜中国＞

① 中国科学院とのエネルギー・環境問題についての協力関係を構築
② 国家発展改革委員会（能源局）とのエネルギー利用、環境保全対策

で協力を推進

＜欧州＞

① ＥＣ：
次世代ＰＶシステムについて共同公
募を実施。蓄電池等における研究協
力を推進

② フランス：

・ＡＤＥＭＥとのスマートグリッド、エネ
ルギー貯蔵、ポジティブ・エナジー・ビ
ルディング分野の共同研究を推進

・ＯＳＥＯと日仏企業等のイノベーショ
ン促進の協力で合意（２２年９月）

③ スペイン：

・ＣＤＴＩ（政府産業技術開発センター）
とスマートグリット協力、技術開発協
力で合意（２２年９月）

④ ドイツ：

・ＢＭＢＦ（教育・研究省）と蓄電池分
野の協力で合意（２２年９月）

・ＮＯＷ（水素・燃料電池研究開発機
構）と協力関係を推進（２２年５月）

＜中東・北アフリカ＞

① マスダール：
太陽エネルギー技術の共同事業に
合意（２３年１月）更に、ＺＥＢ、ス
マートメータ等の共同事業を検討

② IRENA：

職員の出向。共同キャパシティ・ビル
ディング、ナレッジマネージメント等の
協力を検討

③ トルコ：
トルコ共和国政府と省エネルギー・
新エネルギー分野での共同事業の
協力に合意（２２年１１月）

④ モロッコ：
エネルギー・鉱山・水利・環境省と太
陽エネルギー分野での協力に合意
（２２年１２月）

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-1)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （全般にかかる事項）

１ 全般において研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に実施する

B- 36



技術戦略マップの更新

【技術戦略マップの更新】

ＮＥＤＯは、経済産業省、産業界等との連携の下、総勢約５／／名の産学官の専門家の英知を結集して、

研究開発プロジェクト戦略の基本となる「技術戦略マップ１／００」を策定。

「技術戦略マップ１／００」の策定に当たって、ＮＥＤＯは、計５７回の策定ワーキンググループの開催によ

り、最新の技術動向や市場動向、研究開発成果をもとに０６分野を対象にローリング＇見直し（を実施。

平成１１年度は技術の進展や社会環境の変化に応じた各分野の改訂及び拡充を実施。

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-1)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （全般にかかる事項）

・０６分野を対象にローリング＇見直し（を実施して「技術戦略マップ１／００」を策定。

・新規プロジェクトの企画・立案、プロジェクト運営、技術評価活動等のツールとして、ＮＥＤＯの研

究開発マネジメントへ幅広く活用。

１ 全般において研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に実施する
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活用事例 具体例

技術戦略マップの研
究開発マネジメント
への活用

１２年度新規プロジェクト立案の際に、プ
ロジェクトの位置付けの確認や技術目標
等の検討資料として活用。

・ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発
・高効率ノンフロン型空調機器技術の開発

等

ＮＥＤＯの提案公募事業の公募時及び
テーマ選定における採択審査において活
用。

・「イノベーション推進事業」では、採択時の申請書において技術戦略
マップ上の位置付けを明確化し、採択審査時の参考として使用。

関係者とのコミュニ
ケーションツールとし
ての活用

各種学会等が主催するシンポジウム等に
おいて、各分野の技術戦略マップを紹
介・解説するとともに、専門家や国民の
方々等と意見交換を実施。

・「CEATEC JAPAN 2010」＇2010/10/5-2010/10/9（・・・半導体、ｽﾄﾚｰ
ｼﾞﾒﾓﾘ、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨ 各分野
・「JCII科学技術戦略推進会議」＇2010/9/9（・・・ｸﾞﾘｰﾝ・サステイナブル
ケミストリー分野 等



効率的かつ効果的な研究開発業務の実施に資するため、事業の再編整理を行った。また、機構の実施プロ
ジェクト数については、平成０８年度の０１／件を上回らないよう、平成１１年度は、０／３件に重点化した。

プロジェクトの重点化

２ 研究開発の企画段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に実施する

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-2)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （企画段階）

■効率的な運用と相乗効果が期待できる類似分野の事業について整理・統合。

＇例（新機能創出ガラスの加工技術開発プロジェクト

フェムト秒レーザーを利用してガラス内部を一括加工する「三次元光デバイス高効率製造技術＇ＰＬ京都大学 平尾
氏（」とモールド技術を用いてガラス表面を微細加工する「次世代光波制御材料・素子化技術＇ＰＬ北海道大学 西井
氏（」は新機能ガラス創出による産業競争力強化と言う観点から事業を大括り化することで、相互連携を視野に入れ
効率的に事業を推進。

■グリーンイノベーション、ライフイノベーション等に資する既存事業を強化するとともに、新規事業は厳
選して立案し、事業予算の重点化を実施。

＇例（固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発＇既存事業の強化（

自動車用の固体高分子形燃料電池＇ＰＥＦＣ（の中核である「電解質膜・電極接合体＇ＭＥＡ（」の高性能化を目指し

て設置した渡辺政廣教授をＰＬとする山梨大学集中研の事業に対し、ＭＥＡの低コスト化に資する複数の基盤技術開
発テーマを追加すると共に、実用化技術開発テーマ、更には革新的な技術シーズを開拓する次世代技術開発テーマ
を一体化し、ＰＥＦＣの本格商用化に要求される技術を総合的に推進する事業として再構築。＇１０年度１／億円から１
１年度４０億円に大幅増額して強力に事業を推進。（
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企画型の研究開発事業の立案段階においては、費用対効果や戦略的にプロジェクトのアウトプット、アウト
カム目標を明確にし、パブコメ募集などを通じて有識者の知見を可能な限り活用した計画策定を実施した。

また、テーマ公募型研究開発事業の案件採択時においては、審査項目に経済性の観点を織り込み、費用
対効果分析を実施する取組を推進した。

＇例９企画型の研究開発事業（
「地域水素供給インフラ技術・社会実証」

・費用対効果の観点での事前評価、基本計画のアウトカム目標の明確化を実施

案件採択時において費用対効果分析実施を徹底

＇例９テーマ設定・公募型実証事業（
「戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業(次世代技術開発)」

・研究費用の適正さと導入・普及促進効果を評価

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-2)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （企画段階）

事前評価＇提案評価（において「研究予算の適正さ」と「バイオ燃料導入・普及促進効果。社会や他の技術へ
の波及効果」を評価基準とすることにより、事業普及の蓋然性を評価するにあたり費用対効果の高い案件が
採択できるようにした。

２ 研究開発の企画段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に実施する

「2010 年に㈱富士経済が実施した燃料電池・水素分野の市場調査結果によると、2025年の市場規模の予
測は ＇中略（ 上記①～⑤に示した5 品目の国内市場規模の合計で約1.2 兆円/年となり、我が国の経済効
果への期待は大きく、本事業はその一翼を担うものである。」
「 １／０４年にＦＣＶの一般ユーザーへの普及が開始されることが見込まれ、その後に普及拡大されれば、１
／１４年には約３／／万トン．年のＣＯ１削減効果、５兆円の市場規模が期待される。」
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新たなプレーヤー、技術シーズの発掘

ＮＥＤＯ職員自らも積極的にシーズ発掘に協力、実施。また、イノベーション・オフィサー＇Ｉ・Ｏ（、産業技術コ
ンダクター、新技術調査委員、ＮＥＤＯフェローによる現場での活躍などにより、優良案件の発掘及び育成を引
き続き積極的に実施。

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-2)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （企画段階）

２ 研究開発の企画段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に実施する

各種イベント・展示会への出展 例９イノベーション・ジャパン
大学と産業界が持つ技術シーズとニーズの発見・出会いを目的とした国内最大級のマッチングイベント。平成０５年度から毎年開催。
ＮＥＤＯおよびＪＳＴが共同で主催することにより、両機関が有する研究開発テーマの情報を共有可能。

大学や企業への訪問
大学・企業等を訪問し、個別相談等を実施。I・Oや産業技術コンダクターに加え、新技術調査委員を活用することにより、
地方の大学・企業等の情報も収集。 I・O等による訪問件数はのべ０２２／件 。

・イノベーションオフィサー ・・・ Ｈ０８年度～、２名(ＮＥＤＯ北海道、関西、九州支部)

・産業技術コンダクター ・・・ Ｈ１０年度～、４名(大学・ＴＬＯ等の受け入れ機関へ派遣)

・新技術調査委員 ・・・ Ｈ０６年度～、１４名(外部の優れた専門家をＮＥＤＯが委員委嘱し、幅広い分野のシーズ情報を収集)

経済産業局との連携
★全国の地方経済局が主催する制度説明会に参加
★具体的シーズ案件について、共同で協議

公募説明会・個別相談会
各事業の公募ごとに公募説明会、個別相談会を開催。潜在している技術シーズを応募へ促進。
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ＮＥＤＯ内における連携
★審査段階での優良案件の相談
★優良案件のプロジェクトへの移行協議実施



中間評価の実施と結果、その反映

１－主要な反映実施例 ＇注（一つのプロジェクトで複数の反映を施した場合がある。

０－実施件数の推移

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-3)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （実施段階）

３ 研究開発の実施段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う

ＦＹ０４ ＦＹ０５ ＦＹ０６ ＦＹ０７ ＦＹ０８ ＦＹ１／ ＦＹ１０ ＦＹ１１

①テーマの一部を加速し実施 １ ０２ ２ １ １ １ ５ ／

②概ね、現行どおり実施 ０１ ０１ ０ ０ ３ ０４ ０２ ４

③計画を一部変更し実施
０４

４ ３ ４ ２ ２ ８ ８

④テーマの一部を中止 ０ ０ ／ ０ ／ ０ ０

⑤中止または抜本的な改善 １ １ ／ ／ ０ １ ／ ／

中間評価結果を反映した件数 １８ １８ ５ ５ ０／ １１ １４ ０４

プロジェクト名 中間評価の主なポイント 中間評価結果の反映＇概要（ 反映の類型

立体構造新機能集積回路
(ドリームチップ)技術開発
(平成１／年度～

平成１３年度)

三次元集積化技術は、微細化に代わる高集積化技術として重要であ
り、特筆すべき成果が得られている。ただし、全体のプロセスフローを
具体的に想定した上で、事業化に必要なTSV＇Si貫通電極（と積層接

合周りの要素技術の確立を優先に、資源を集中すべきである。

実用化開発を行うメーカの想定を明確にした上で、デバイ
ス実用化を考慮して研究開発項目を見直し、三次元集積
化プロセス要素技術に重点を置いた実施体制・予算
配分とする。

テーマの
一部を
中止して
実施

革新的太陽光発電技術研
究開発＇革新型太陽電池
国際研究拠点整備事業（
＇平成１／年度～

平成１５年度（

世界に通用する技術、今後の発展が期待できる技術が着実に育成さ
れている。しかしながら、実用化に向けての道筋がやや不明確である
点も見受けられるため、量産性、低コスト化、資源問題の観点を明確
化にして、個別テーマの見極めによる選択と予算の集中が必要
である。

委員会等を活用して実用化に対する筋道をより明確にした
上で、戦略を策定して参りたい。また、量産性、低コスト化、
資源問題の観点も踏まえた上で、２グループのチーム体
制を見直すとともに、個別のサブテーマを整理し、サ
ブテーマ数を６２から４４に絞り込み、選択と集中を
図っていく。

概ね現行
通り実施

水素製造・輸送・貯蔵シス
テム等技術開発
(平成１／年度～

平成１３年度)

水素製造、輸送・貯蔵の実用化、普及のための技術開発において着
実に成果を上げているが、本プロジェクトは、非常に広範な内容を含
んでいるので、強力なリーダーシップを持ったプロジェクトリー
ダーを設置することが望ましい。

基礎的分野から実用的分野までを広く包含する本プロ
ジェクトの内容に精通し、強力なリーダーシップを発
揮するＰＬを設置する。また、他のプロジェクトと連携を深
め、さらに効果的な成果を得るため、水素事業に関連する
ＰＬ連絡会等の課題共有化の場を新たに設ける。

基本計画
を一部
変更して
実施
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平成１１年度に中間評価を予定した対象プロジェクト０５件を全て着実に実施。
評価結果は、個別研究テーマ毎に精査した上で、計画の一部変更を行うなど、確実に反映。



２. (１)研究開発関連業務 (ｱ-3)研究開発マネジメントの高度化（実施段階）

３ 研究開発の実施段階においてマネジメントの高度化を適切に行う

次世代半導体材料・プロセス基盤＇MIRAI（プロジェクト「EUV光源高信頼化技術開発」 【加速要件ⅰ＋ⅳ】
EUV光源の信頼性向上の大きな課題は集光ミラーの汚染防止であるが、基礎実験により水素ラジカルクリーニングと磁

場ミティゲーションを組み合わせることで解決できうること実証した。この成果を、加速資金を投入して量産機におけるクリー
ニング模擬試験やプロト機での実証運転試験を実施する。これにより、メンテナンスフリーの集光ミラーを実現する。
省水型･環境調和型水循環プロジェクト/水循環要素技術開発 【加速要件ⅳ】

シンガポール公益事業庁＇Public Utilities Board（長官より、水問題を解決するための新規技術開発・導入等の共同研究
の打診があった。PUBでの実証研究は、近隣の東南アジア・中東地域への成果普及等の高い効果が見込める為、この機
会を生かし、加速により、高濃度COD廃水及びフッ酸含有廃水を処理するパイロットプラントを設置し実証研究を行う。

プロジェクトの加速制度の状況

平成１１年度の加速要件の内訳 ＇注０（ 加速要件
ⅰ（目覚ましい技術的成果を上げ、年度内に更なる追加配分を行い、加速的に

研究を進捗させることにより、当該技術分野における国際競争上の優位性
が確立できることが期待されるもの。

ⅱ（国際的に注目される新たな発見や研究動向に対応するもので「手遅れ」に
ならぬよう、早急に研究内容の修正や追加を行うもの。

ⅲ（適切な規模の追加的研究により、極めて重要な基本特許や国際標準の確
立が有望なもの。

ⅳ（研究開発環境の変化や社会的な要請により、緊急に研究開発に取り組む
必要性が発生したもの。

注1 加速要件は1件に対し複数付けられる場合があり、加速案件の総数と異なる。

加速要件ⅰ
54

加速要件ⅱ
13

加速要件ⅲ
7

加速要件ⅳ
18

数値は件数

主な加速案件の実績

目覚ましい成果を挙げている事業等に対して、ヒアリングを行い資金を迅速に投入する加速制度を適用。
平成22年度は、６３件の加速を行った。これらの加速資金を投入した事業については、実用化・製品化割合
の向上、時期の短縮等の顕著な成果が創出されつつある。＇Ｂ-３２参照（
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加速資金投入の内容

製品化の状況

省エネルギーフロン代替物質合成技術開発＜ヨウ化トリフルオロメタン＇CF3I（の合成技術開発＞＇平成０３年～０８年（

特異な触媒存在下で、世界初のCF3I合成技術を確立。当初は消火剤としての
利用のみが想定されていたが、NEDOの発案による用途開発で、半導体エッチ
ング用ガス用途としての可能性が見いだされ、機能の見極めのために平成０５
年に加速資金を投入した。

平成１１年に、オゾン層への影響や温暖化効果が極めて小さい、オイルタンク用
消火剤を上市した。 加えて、エッチングガスとして複数の研究機関にサンプルを
提供中。さらに、電力機器絶縁ガス用、ダストブロワー用不燃ガス用途としても展
開する可能性を有している。エッチングガス、消火剤、その他代替フロン、合成原
料などの用途全体の使用量は年間数百ｔ、金額で数十億円規模が期待される。

２. (１)研究開発関連業務 (ｱ-3)研究開発マネジメントの高度化（実施段階）

３ 研究開発の実施段階においてマネジメントの高度化を適切に行う

加速資金の投入と製品化及び上市状況(具体的事例（

プロジェクトの加速資金の投入と成果進展状況

中止

317

中止

15

研究段階

199

研究段階

37

研究開発段階

232

研究開発段階

42

製品化

96

製品化段階

20

上市

80

上市

13

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

・加速資金を投入した事業は、一般的な事業
＇追跡調査結果（に比べ、製品化段階以上に
達している事業の割合が多い。 ＇注０（

・加速資金は、対象事業が優良案件であり、
投入のタイミングが良いことから、実用化を促
進していると考えられる。

・加速資金を投入した事業は、事業終了後も
継続的に研究開発を実施しており、中止の割
合が非常に尐ない。

加速投入事業
H16からH20年度

終了事業

追跡調査結果
H16からH20年度

終了事業

数値は企業数

26%

19%

＇注０（平成21年度及び平成22年度の追跡調査結果よ
り集計。 追跡調査は事業終了後5年間、参画した実施
者に対し隔年度で実施しており、今回は平成16から20
年度に終了した事業について集計。
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２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-3)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （実施段階）

事業実施者の採択にあたっては、十分な審査期間を確保する一方、事業区分ごとに公募締切から採択決
定までの期間目標を設定。その結果、各事業で定められた期間内に概ね採択を完了。

公募締切から採択決定までの期間について

事業区分ごとの公募締切から採択決定までの期間と実績
■ ナショナルプロジェクト９原則３４日以内

■ 実用化・企業化促進事業９原則６／日以内

■ 技術シーズの育成事業９原則８／日以内

■ 新エネ・省エネ関連業務「実証」「導入普及業務」９原則５／日以内

ナショナルプロジェクトでは、期間内で採択決定を行った事業は５２件中４０件
＇期間を超えた０１件の背景としては、条件付き採択等による実施内容・技術要件・研究体制などの調整及び慎重な審査
に時間を要したことによるもの。（

実用化・企業化促進事業では、公募を行った事業８件全て期間内で採択決定を行った。

技術シーズの育成事業＇若手研究者への助成事業（では、新たな公募はなかった。

新エネ・省エネ関連業務の実証・導入普及事業では、期間内で採択決定を行った事業は４１件中４０件
＇期間を超えた０件の背景としては、新基準の導入により審査に時間を要したことによるもの。（

３ 研究開発の実施段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う
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３ 研究開発の実施段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う



不正行為に対する取り組み

○ＮＥＤＯにおける研究不正等の告発受付窓口 

ＮＥＤＯにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び

通知先の窓口は以下のとおりです。 

 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 検査・業務管理部 

〒２１２－８５５４ 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 

電話番号 ：０４４－５２０－５１３１ 

ＦＡＸ番号：０４４－５２０－５１３３ 

電子メール：helpdesk-2@nedo.go.jp 

ホームページ：http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html 

（電話による受付時間は、平日：9時30分～12時00分、13時00分～18時00分です。） 

不正を行った事業者に対しては、新たな委託契
約及び補助金交付決定を最大５年間停止＇研
究上の不正については最大０／年間停止（

不正事業者に対しては、引き続き不正金額の返還、契約等停止措置及び処分内容の全件公表。

また、事業者による不正行為の告発受付窓口を一元化し、受付窓口の公募資料への掲載やホームページ
画面に告発方法等を表示することで、不正行為に対する牽制の取組を実施。

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-3)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （実施段階）

３ 研究開発の実施段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う
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ＮＥＤＯホームページ

公募要領マニュアル＇抜粋（

不正事業者への厳罰措置



契約・検査制度や制度改善の取組内容についての事業者説明会を５月・８月・０／月・１月の年３回、全国６
箇所で開催して、のべ０＋４７７名の参加があり、多くの事業者へ取組内容を周知。

また、契約・検査の制度面・手続き面について、不断の業務改善を実施するとともに、その取組に対して事
業者アンケートを実施。目標値の７割を大幅に上回る８５％の肯定的回答を得た。

制度面・手続き面の改善に係る説明会、アンケートの実施

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-3)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （実施段階）

３ 研究開発の実施段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う
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３ 研究開発の実施段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う

事業者説明会の実施

ＮＥＤＯ事業に参画する事業者向けの説明会を５月・８月・０／月及び１月＇全国６箇所９川崎<2月は東京>、名古屋、大阪、福岡、広島<9
月除く>、札幌<6・10月除く>、仙台<6・10月除く>（の計３回開催

参加者のべ０＋４７７名＇５月９１５５名、８月９１７８名、０／月９０２４名、１月９７８７名（

総合的評価 ９ 満足している ８５％
【平成１１年度に取り組んだ主な業務改善】

大学向け契約制度・手続き面の抜本的改正＇大学用経費項目の新設、人件費の実費計上、流用制限の緩和等（

ＮＥＤＯ指定の「自主点検リスト」が全て遵守されている事業実施者への受検負担の軽減措置＇年度末検査は原則書面検査とし、中間の
現地検査は原則年０回に軽減（ ほか

ＮＥＤＯ事業に係る研究員及び補助員の労務費について、ＮＥＤＯ労務費単価を直近の諸指標に照らして改定

ＮＥＤＯ指定の経理報告書類＇月別項目別明細表（について、事業実施者が自社等で利用している様式でも利用可能

ＮＥＤＯ研究費の経理処理に係るマニュアル＇冊子（について、ＮＥＤＯホームページ上から知りたい情報を検索可能とする「委託マニュア
ル等検索システム」を本格運用

研究開発関連業務の業務改善の取組に対する事業者アンケートの結果

平成１２年度に実施する「契約・検査制度の改善」について

＇注（事業者説明会＇平成１２年１月実施（におけるアンケート結果から。回答数は６１３件。



委託事業における日本版バイドール条項の適用率を100％とし、年度計画目標を達成。

日本版バイドール条項を適用した特許の活用状況等について調査を行い、これらの情報を基に、
さらなるプロジェクトマネジメントの高度化に向け知財マネジメント基本方針を12月に公表した。

また、日本版バイドール条項を適用した特許の活用状況をより効率的に集約し、ＮＥＤＯのマネジ

メントに反映させることを目的に、バイドール調査の調査方法や調査項目について見直しを行うと

ともに、システムの再構築に向け検討を行った。

日本版バイドールの適用と状況調査

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-3)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （実施段階）

３ 研究開発の実施段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う
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●契約単位毎の活用状況確認→特許単位毎の活用状況確認

●契約単位毎に調査票を発送→企業単位毎に調査票を発送

●3段階の選択式による活用状況確認→8段階の選択式による活用状況確認

個々の成果をより細かく把握！

調査結果を基にしたマネジメントへの反映をしやすく！

確実な調査票の回収と、調査先およびNEDOの作業負担を軽減！

バイドール調査の見直し項目



２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-3)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （実施段階）

公募に関する問い合わせや、各種制度を初めて利用する方、または利用の仕方がわからない方等への助

言やサービスを一層向上させるため、「NEDOお客様デスク」＇フリーコール窓口（にて電話やホームページを

通じた相談に対応＇相談件数は１１年度１＋６３０件、１１８件．月（。

さらにＩＰ電話や携帯電話からの問い合わせにも対応できるよう準備中。＇１／００年４月末導入（

NEDOお客様デスクについて

３ 研究開発の実施段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う

問い合わせの多い質問はＱ＆Ａにしてホームページへ掲載。
導入補助等は必要に応じて、ＮＥＤＯ以外の他機関の公募スキームも案内。

主な相談者
①ＮＥＤＯかどうかわからないが公的支援 を受けたい
②ＮＥＤＯの制度や情報サービスを利用 したいが利用方
法がわからない
③個別制度に対して応募相談をしたい
④報道されていたＮＥＤＯの研究成果を 活用したい
⑤ＮＥＤＯに対する意見・苦情
⑥その他利用希望者の問い合わせ
⑦資料請求＇パンフレット等（
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追跡調査結果

プロジェクト終了年度別の事業の継続率＇プロジェクト単位（

０－平成１１年度において、追跡調査の結果として把握される継続事業＇ＮＥＤＯ事業終了後において事業実施

者がＮＥＤＯ事業の成果を活用して実施する研究開発等の活動をいう。（の比率は、０／／％であった

＇目標９中期計画期間中に８／％以上（＇下図参照（。

１－平成１１年度は、平成０５、０７、１／、１０年度に終了した８３プロジェクト＇５７０機関（の追跡調査を実施した

＇年度計画９８／プロジェクトを達成（。

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-4)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （評価段階）

４ 研究開発の評価段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う
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２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-4)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （評価段階）

追跡調査結果

４ 研究開発の評価段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う

NEDOプロジェクトによる
実用化前倒し効果とその理由

NEDOプロジェクトにより得られた追加的な効果＇性能、品質、コスト（

NEDOプロジェクト成果からの
派生技術．技術転用

NEDOプロジェクトの効果は、

製品の「性能向上」、「品質向

上」に大きく貢献していること

がわかる。

上市・製品化企業の28%、継続企業の

24%、継続後中止企業の28%がNEDOプ

ロジェクト成果を新製品の開発や新規研

究開発テーマ＇企画（の設定に活用してい

ることが判明。NEDOプロジェクトは、企業

における他用途にも応用が利く基盤技術

力の向上につながっていることがわかる。
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製品＇技術（の

性能向上

製品＇技術（の

品質向上

製品＇技術（の

コスト削減

著しく効果があった かなり効果があった 尐し効果があった 全く効果がなかった

上市・製品化に到達した企業の67%が実用化時期の前倒しに有

効だったと回答。前倒し理由は「同じプロジェクトに原料メーカー

が参加し、連携を保って開発できた」、「基礎開発、実用化試験の

両面を並行的に進められた」、「プロジェクトメンバーと技術的な議

論を重ねながら検討項目の質的向上を図れた」、「先端評価装置

での材料評価をタイムリーに実施できた」など。NEDOプロジェクト

での他機関との連携などによるシナジー効果が特に現れている。



追跡調査で得られた実用化事例

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-4)研究開発マネジメントの高度化 （評価段階）

４ 研究開発の評価段階においてマネジメントの高度化を適切に行う

新規エポキシ剤製造法を開発し、従来の家電製品に使用されている電子材料(液晶テレビ、携帯電話等)に対して10万時間の長期連続な絶縁性

能を有する世界初の優れた新規材料を開発・実用化に成功した。本技術はハロゲンなどの有害な化学物質等を使用しないため、廃液処理やダイオ

キシン発生等の環境課題を解決した。さらに、省エネ＇従来の消費電力を10%削減（及び容易なリサイクルが実現できる。次世代エレクトロニクス製

品の高性能化を支える、クリーンかつ資源の有効活用が可能な革新的生産プロセス技術として発展できると期待されている。

＜NEDOマネジントの効果＞
・ 高性能触媒及び大量生産プロセスの開発等、目覚ましい成果が得られたことから、目標値(コスト低減、原料転換等（をより高く再設定し、加速財源

の投入などにより、早期の実用化を実現した。

・ 開発された革新的生産プロセス技術をベースに、様々な機能性材料を開発する新たな産学連携の大型プロジェクト※の企画・立案に繋げた。
）（関連プロジェクト９「有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発(H16～18)」、「グリーンサスティナブルプロセス基盤技術開発(H21～23) 」

高信頼性絶縁保護膜樹脂の開発(昭和電工株式会社、産総研)

次期PJへ展開NEDOプロジェクトの技術成果 プロジェクト終了後の実用化状況

・野依氏＇ノーベル賞（らが開発した基盤技術＇新
規 触媒（をもとにプロジェクトがスタート。
・有害化学物質を用いずに、過酸化水素で新規

エポキシ＇レジスト材料（製造法を世界で初め
て工業化。生成物は水と製品のみ。

・新規熱硬化性樹脂の開発により、加工プロセス
のシンプル化を実現。

・製品名９熱硬化型ソルダーレジスト。全世界の市場占有率９ 30%

・上市時期９ ・上市時期９ 2009年～生産 2013年～他用途に展開し
本格生産100億/年目指す。

・受賞等９ 「化学・バイオつくば賞」(2008年)、 「産学官連携功労者
表彰(日本経済団体連合会会長賞)」(2010年)、特許＇国内
29件 海外11件（、国内外の学術雑誌多数

①電気絶縁性を活かし、半導体
封止材、低VOCエポキシ塗料
への用途拡大

②グリーンサステナブルケミストリ
ー(GSC)プロジェクト
への拡大。

優れた電気絶縁特性＇既存製品の約100倍の絶縁性能（と低反り性
を合わせもつ。

COF用熱硬化レジスト

COF＇Chip On Film（

IC

絶縁保護膜

大画面TV

絶縁材料(エポキシ剤フィルム)

が組み込まれた製品例

本触媒
による新規製品等

＊

新規硬化剤

高性能樹脂

過酸化水素酸化
＇塩素フリー化（

エポキシモノマー

共重合

新規触媒

・多官能性
材料

高耐熱電子材料

高耐熱絶縁材料

・易加水分解
性材料

液晶光学材料

香料・医薬品原料

植物プラスチック

高機能界面活性剤

次世代接着材料

樹脂改質剤

自動車用部品

・高分子量
材料

・難酸化性
性材料

基
盤
技
術
の
拡
大
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２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-4)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （評価段階）

ＮＥＤＯ成果の多面的把握・一元的管理＇アウトカムデータベース（

これまで、「追跡調査」及び「企業化状況報告書」により、NEDOプロジェクト終了後の成果及び市場化状況の調

査を行って来たが、平成22年度には新たに、公募段階における「NEDO実績」調査を実施。さらに、平成23年度

には、「委託によるテーマ公募型事業の追跡調査」を全件実施し、これらNEDO成果の多面的把握を踏まえ、

NEDO成果の一元的な管理を実現するアウトカムデータベースを構築し、NEDO成果の効果的な発信に資する。

４ 研究開発の評価段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う
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２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-5)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （社会への貢献）

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-4)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （評価段階）

開発成果の新用途展開事業＇サンプルマッチング（

● NEDO事業により得られた成果物＇サンプル（をNEDOのホームページ上で公開し、企業
＇ユーザー（とのマッチングの場を提供することにより、製品化・実用化を加速させる取り組み。

● 81サンプルが公開され、2011年3月までに８件の照会があり、うち２件では、サンプル提供ま
で行われた。現在、製品化・実用化に向けたサンプル試験が行われている。

＜サンプル一覧画面＞

サンプルの登録件数
うち協議中 うちサンプル提供開始 うち終了

件数 ７０件 ５件 ２件 ／件

ステージ

＜開発成果の新用途展開事業＇サンプルマッチング（状況 ＞平成１２年２月末 ＜サンプル例＞

サンプルNo.1001009

メタン精製装置とメタン貯蔵装置が一体となった
バイオガス有効利用システム。
バイオガスから都市ガス並みの高純度のメタンを
回収、精製が可能。

４ 研究開発の評価段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う
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２. （１）研究開発関連業務 （ｱｰ4）研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化（評価段階）

４ 研究開発の評価段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う

制度面で研究開発の実用化を阻害する課題を収集・整理し、関係機関に働きかけ．働き
かける仕組みの構築を推進。

成果の実用化に向けた取組 ＇実用化阻害に対する働きかけ（＇その1（

６／ＭＰａ級水素ステーション建設に関する規制見直し

17m
11.3m

8m

H2

17m
11.3m

8m

H2

H2H2

6m

６／ＭＰａ級水素ステーションの建設にお
ける規制見直しに向け、関係各機関との
連携に努め、必要となるデータを水素社会
構築共通基盤整備事業にて取得した。

ＮＥＤＯの指導の下、規制見直しに関す
る各種委員会及びＷＧを設置し、取得
データの検討を進めた。その結果、＇財（石
油産業活性化センターより一般則改正案、
同例示基準案を原子力安全・保安院に提
出し、経産省より平成１１年０１月７日付け
で、同例示基準４５の１として保安物件と
の設備距離の縮小＇民家等９００－２ｍ、学
校・病院等０６ｍ→５ｍ（が採用された。

遠隔距離の縮小

適時・適地で安全で
安価な水素を提供できる
水素供給インフラ整備

将来の姿
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成果の実用化に向けた取組 ＇実用化阻害に対する働きかけ（＇その2（

生活支援ロボット安全検証センターを設立
安全技術の構築と国際標準提案に向けて、安全性試験を本格スタート

ロボット技術は産業分野のみならず、介護・福祉、家事、安全・安心等の生活分野への適用が期待されて
いる。しかし、生活支援ロボットの安全性技術に関する規格等が未整備で残留リスクが高く、実用化が進ん
でいない。そこで、生活支援ロボットの安全性基準及び評価手法の確立並びに国際標準提案を向けて、平
成22年12月に、18の試験装置を備えた「安全検証センター」を設立し、安全性試験を本格的に開始した。

生活支援ロボットの早期実用化と日本初の国際規格提案を推進する。

開発項目①安全性検
証手法の研究開発

リスクアセス
メント

安全性試験

・移動作業型（操縦が中心）

・移動作業型（自律が中心）

・人間装着型
・搭乗型

密接な
連携

生活支援ロボットの
安全性検証手法の研究開発

安全技術を導入した
生活支援ロボットの開発

適合性評価

安全技術を搭載した
ロボットを市場に供給

（１）生活支援ロボットの対人安全性
基準の確立
・リスクアセスメント手法の開発
・機械・電気安全、機能安全等ロボットの
安全性試験評価方法の開発

（２）生活支援ロボットの安全性基準に
関する適合性評価手法の研究開発
・基準を満たしているかどうかを評価する
手法の開発

（１）生活支援ロボットの安全技術の開発
・リスクアセスメントの実施

（２）生活支援ロボットの安全性検証
・安全性試験
・実証試験

対人安全性基準の確立、
安全性認証の実施、

我が国発基準の世界への普及

NEDOマネジメ
ントが必要

プロジェクト推進方針

ＥＭＣ試験装置

２. （１）研究開発関連業務 （ｱｰ4）研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化（評価段階）
４ 研究開発の評価段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う4 研究開発の評価段階においてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化を適切に行う

B- 55



研究開発と標準化との一体的な推進

国際市場の獲得・新規開拓を図る上で国際標準の果たす役割が重要性を増す中、ＮＥＤＯの研究開発成果
を国際的に普及させるため、ＮＥＤＯは研究開発と国際標準を一体として推進。１１年度は、１６件のプロジェク
ト基本計画に標準化について記載＇１１年度計画９２／件程度（し、また、循環社会構築型光触媒産業創成プロ
ジェクト等、プロジェクトの成果に係る国際標準案を作成し、０８件について提案＇１１年度計画９０／件程度（す
るなど、研究開発成果を普及させるための国際標準化の取組を強化。

また、研究開発マネジメントにおいてプロジェクト成果普及を図るための「標準化マネジメントガイドライン」の
策定、職員向けに国際標準化戦略にかかるセミナーの実施等、マネジメント面での取組も併せて行った。

プロジェクト名 プロジェクト中の標準化の実施状況

次世代自動車用高性能蓄電システム技術
開発

自動車用リチウムイオン電池試験方法として、セル．パック．システム
試験に次いで、電池セル寸法に関する新規提案を日・独がそれぞれ行
い、統合調整をおこなっている。次世代電池も管轄するため、技術の進
歩を妨げず、国際競争力強化のために、充電・輸送システム規格ととも
に、優位となるように進めている。

次世代半導体材料・プロセス基盤＇ＭＩＲＡＩ（
プロジェクト

情報通信機器の高機能化、省電力化対応のLSIシステムの実現のため、
超微細加工・集積化が可能な半導体デバイス・プロセスの開発を行っ
ている。極端紫外線＇EUV９Extreme Ultra Violet（露光システムの「マス
クの固定方法」に関する規格をSEMIに提案した。

標準化と研究開発を一体として取り組むプロジェクトの例

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-5)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （社会への貢献）

５ 研究開発に関連して社会への貢献、成果の広報・情報発信を適切に実施する
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＜機能材料分野＞＜蓄電池分野＞

本事業により、極端紫外線＇EUV９Extreme Ultra Violet（露光シ
ステムのマスクキャリアに関する規格をSEMIに提案した。今後、
投票・承認を経て、 EUVマスクに対して、パーティクルフリーで保
管・運搬が正確に行える保護ケース＇ポッド（の機械的仕様を標
準化することで、 EUV 露光システムの導入・普及に資すること
が期待される。

次世代半導体材料・プロセス基盤(ＭＩＲＡＩ)プロジェクトのうち、
「次世代マスク基盤技術開発＇平成18～22年度（」 において、情
報通信機器の高機能化、省電力化対応のLSIシステムの実現
のため、超微細加工・集積化が可能な半導体デバイス・プロセ
スの開発を行っている。

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-5)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （社会への貢献）

高機能・低電力化に向けた半導体デバイス
加工用マスク高品位化の規格をSEMI＇米
国半導体製造装置材料協会（に提案。

研究開発に係る成果の標準化に向けた活動の事例

自動車用リチウムイオン電池セル寸法に
関する規格をIEC/JWG69Li＇電気自動
車（に日・独から新規提案、審議中。

５ 研究開発に関連して社会への貢献、成果の広報・情報発信を適切に実施する

本事業により、セル．パック．システムの試験方法に次いで、電
池セル寸法に関する規格を、Ｈ１１年０１月、IEC/TC21/JWG69Li

＇電機自動車（に日本が提案、ドイツがISOに提案し、統合化を
審議中である。今後、次世代電池の基盤となることが期待され
る。

「次世代自動車用高性能蓄電システム技術開発」 ＇H19～21年（
において、次世代自動車の普及と国際競争力で優位性確保の
ため、試験方法、及び充電カプラや輸送基準に関する国際標準
の策定を行っている。
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２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
●広報アドバイザーからの専門的な視点を取り入れ、より効果的な広報活動を実施。

●新聞、雑誌等における記事掲載やＴＶ放映の増加を目指し、プレスリリース＇７８件（を行う一
方、記者説明会＇１４件（を前年＇０８件（より増やすなど、より積極的な報道対応を実施。

積極的な広報活動＇０（ 報道対応

「レアアースを使わない新構造
ハイブリッド自動車用モータを開発」
(平成22年9月)

全国紙5件、業界紙・専門紙等53件、
WEB28件、テレビ＇NHKおはよう日本他（

＜記者説明会の例＞

「トラック・バス等大型車の燃費向上と
変速ショック軽減を両立できる変速システム
を開発」 (平成22年8月)

全国紙1件、業界紙・専門紙3件、WEB26件

＜プレスリリースの例＞

「仏リヨンにおけるスマートコミュニティ
実証事業のFS調査開始で合意
～日仏スマートコミュニティ共同プロ
ジェクト～」 (平成22年10月)

全国紙2件、業界紙・専門紙14件、
WEB5件

２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-5)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （社会への貢献）

5 研究開発に関連して社会への貢献、成果の広報・情報発信を適切に実施する5 研究開発に関連して社会への貢献、成果の広報・情報発信を適切に実施する
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２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-5)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （社会への貢献）

５ 研究開発に関連して社会への貢献、成果の広報・情報発信を適切に実施する

平成22年度主要成果＇具体例（ ＜ナノテクノロジー・材料分野＞

プレスリリース後、新聞、雑誌含めて０３件以上に掲載。その他、内外から相当数の問い合わせあり。外部評価

ＮＥＤＯプロジェクトで目標としている磁力25kOeの実現を目指すとともに、この方法による磁石の量産化に向けても検討。

今後の展開

成果のポイント

ハイブリッド自動車や省エネ型エアコン等、我が国が強みを有する製品に幅広く使われているネオジム磁石は、非常に強力だが
熱に弱く、ジスプロシウム＇Ｄｙ（の添加による耐熱性向上が不可欠。
Ｄｙの価格は高騰しているほか、入手困難になりつつあり、その使用量低減技術が必要。

『希尐金属代替プロジェクト』の一環としてＤｙの使用量を低減させる技術の開発に取り組み、ネオジム焼結磁石の結晶粒子のサ
イズを微細化＇平均粒径1.1 μm（。保磁力を向上＇20 kOe＇ｷﾛｴﾙｽﾃｯﾄﾞ（（させ、Ｄｙ使用量を約40％削減することに成功。

高性能磁石向けジスプロシウム＇Ｄｙ（の使用量３割削減に成功

図 焼結磁石の保磁力と最大エネルギー積との関係
図 ジスプロシウムを40%低減した

Nd-Fe-Bの原料粉末
図 ジスプロシウムを40%低減した

超高性能磁石

1.1um, 20kOe
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２．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-5)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （社会への貢献）

５ 研究開発に関連して社会への貢献、成果の広報・情報発信を適切に実施する

平成22年度主要成果＇具体例（ ＜バイオテクノロジー・医療分野＞

「筋肉などに成長 新たな幹細胞＇日経（」ほか、平成22年4月20日＇月（記事露出９日本経済新聞、朝日新聞、読売
新聞、産経新聞、毎日新聞。平成22年4月20日＇月（ Webのみの露出９東京新聞、時事通信社、共同通信

外部評価

組織修復・再生に果たすMuse細胞の役割、由来する組織によるMuse細胞の性質の違いの有無、分離抽出・培養プロセスの改
良など、治療用の細胞源として確立していくために必要となる様々な研究の着実な推進。

細胞治療、Muse細胞誘導因子を用いた治療など、実用化イメージを明確にもった開発の推進。

今後の展開

成果のポイント

新たな「ヒト多能性幹細胞＇Muse細胞（」を発見
―ES細胞、iPS細胞に次ぐ第三の多能性幹細胞―

ES細胞、iPS細胞に次ぐ第三の多能性幹細胞を、皮膚や骨髄などの成人ヒト間葉系組織から新たに発見、その効率的な分離・抽
出方法の確立に成功。Muse細胞(Multilineage-differentiating Stress Enduring Cell)と命名。

Muse細胞はそもそも生体中に存在するものであるため、多能性を持たせるための
遺伝子導入などの特殊な操作は必要とせず、ガン化の危険性が極めて低いことが
示唆されている。

マウスの血中に投与したMuse細胞が、損傷を受けた部位に自然に生着し、その組織
特有の細胞に分化することを確認。 組織修復に寄与する可能性が示唆された。

ES細胞＇8週（

Muse細胞
＇半年（

免疫不全マウス精巣への移植

正常精巣
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