
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（ ＜新エネルギー分野＞

日本経済新聞、毎日新聞など外部評価

集光時における変換効率３４％以上の達成および低コスト化に向けたさらなる技術開発の推進により、大手電力会社の火力発
電所や原子力発電所並みの発電コスト＇６円．ｋＷｈ（を目指す。

今後の展開

成果のポイント

太陽電池セルで世界最高変換効率３１－０％を達成

太陽光をレンズや鏡を使って小面積の太陽電池に集光することで、
高い変換効率が実現可能。

小面積で済むことから、尐ない材料で高効率に発電することができるメリットがあり、
実用化に向け、さらなる変換効率の向上とコスト低減に向けた研究開発が
進められている。

「革新的太陽光発電技術研究開発」の一環として、１／４／年という
長期的視野に立ち、Ⅲ，Ⅴ族系材料を用いた
高集光多接合太陽電池の開発を進めた結果、
集光時のセル変換効率で世界最高の３１－０％を達成。

（参考）集光型太陽電池

化合物３接合型太陽電池（シャープ株式会社）
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●NEDOの成果をわかりやすく、時宜にかなったテーマで広報誌「FocusNEDO」を年４回発行。

●ウェブサイトでは、海外展開やイベントなど、NEDOの活動全般を広く多くの方に知っていただ
くため、日本語・英語で「最近の動き」 ＇年間０１２件（を随時更新し、高頻度で情報発信を実施。
また、利用者がより使いやすいサイトを目指した全面リニューアルを実施＇平成23年4月リリース（。

積極的な広報活動＇１（ パンフレット、ウェブサイトの制作

＜ウェブサイト例＞
＜広報誌「FocusNEDO」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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●来場者０万人以上の展示会＇１５件（を含む、０／１件の国内外のイベント(国際会議、成果報告
会、セミナー･シンポジウム（等において、取り組みや成果を積極的に発信。

●次世代を担う子供たちへ、エネルギー・環境、産業技術への理解と関心を促進するべく、科学技
術館等において積極的な情報発信をするほか、小中学生向けのイベント等普及啓発を２回実施。

積極的な広報活動＇２（ イベント、子ども向け啓発活動

＜子ども向け啓発活動の例＞＜イベントの例＞

2010年４月に、中国で初の国際博覧会
として開催された上海万博で、NEDOは
日本館に特別協力を実施。エネルギー・
環境技術に加え、ステージでは家庭や
オフィスで人を支えるロボットを紹介。

World Future Energy Summit 2011

＇UAE, アブダビ（
＇出展、展示会来場者数９26,000人（

中東、北アフリカ地域にスマートコミュニ
ティ関連技術をアピール。IEA事務局長

らも来訪。場内で国際再生可能エネル
ギー機関(IRENA)事務局長、アブダビ未
来エネルギー公社(Masdar)CEOと会談。

■新エネ・太陽電池工作
コンクール

太陽電池を小・中学校の教育現場に
提供し、太陽電池を利用した工作物
の制作を通じて、エネルギー・環境問
題に対する理解と関心を促すことを目
的とした第22回「新エネ・太陽電池工
作コンクール 」を実施。22年度は、受

賞作品の紹介および表彰をエコプロ
ダクツ展の中で実施。

■科学技術館での常設展示

科学技術館NEDO常設展示室を継
続。燃料電池自動車デモをはじめ子
どもたちに楽しみながら科学を学べ
る場所として好評。
＇１１年度来場者９約５／万人（

平成22年度経済産
業大臣賞受賞作品

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

上海万博＇中国、上海（
＇日本館への総来場者数９541万人（
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マネジメント関連学会での発表
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マネジメント能力向上を図るため、プロジェクトマネジメント手法、評価の分析手法、技術動向の把握
手法等に関して、研究開発マネジメント関連学会等にて２０本の発表等を行った。

【実績】

年度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

発表数 21 27 23 25 29 22 27

○ＮＥＤＯプロジェクト終了後における実用化・事業化の成功・中止要因に関する考察 ＇研究・技術計画学会（

NEDOプロジェクト参加企業の上市・製品化率向上のため、終了プロジェクトの追跡調査の結果、上市・製品化段階又は中断・中止と
なった企業に対して実施したアンケート及びヒアリングからその要因を分析

○我が国におけるサービスロボットの事業化に関する一考察＇研究・技術計画学会（

先行的に市場拡大が図られている家庭用の掃除ロボットに関する企業インタビューをもとに、各企業の開発及び事業モデルを検証し、
今後、市場拡大が期待されるサービスロボットの事業化について考察

○Origin of bimodal distribution in historical data of patent publication ＇The 5th International Project Management Conference（

新エネルギー技術分野＇燃料電池・太陽電池・二次電池（と産業技術分野＇インクジェットプリンター・携帯電話等（の特許の動向から、そ
れぞれの分野の特性を明らかにし、各分野の特性を踏まえたプロジェクトマネジメントについて考察

【平成１１年度の主な発表】

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



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

主要成果＇受賞一覧（

○産学官連携功労者表彰

平成22年度産学官連携推進会議＇平成22年6月京都開催（において、ＮＥＤＯプロジェクト参画者が最高位の内閣総
理大臣賞を含む5件の産学連携功労者表彰を受賞。

○科学技術政策担当大臣賞

脳腫瘍の完全摘出技術の開発

関連するNEDO事業名９医療福祉機器技術研究開発プロジェクト用総合評価研究ラボシステム開発事業＇1998-99（

産業技術研究助成事業＇2000-04（

村垣善浩 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 先端工学外科学分野 准教授
渡部滋 株式会社日立メディコ メディカル IT システム本部 本部長

南部恭二郎 東芝メディカルシステムズ株式会社 研究開発センター 戦略開発部 主査

○内閣総理大臣賞

世界に先駆け「エネファーム」を製品化

関連するNEDO事業名９固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発＇2005-07（

定置用燃料電池大規模実証事業＇2005-09（

水素社会構築共通基盤整備事業＇2005-09（

永田裕二 東芝燃料電池システム株式会社 技師長

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム 「エネファーム」
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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

○総務大臣賞

「ネットワーク触覚インターフェイス」の実用化
関連するNEDO事業名９次世代ロボット実用化プロジェクト＇2004-05（

川﨑晴久 岐阜大学工学部 人間情報システム工学科 教授

石榑康彦 株式会社丸富精工 開発設計課 課長

松村雅人 イー・バレイ株式会社 取締役

○日本経済団体連合会会長賞

電気絶縁性と柔軟性を両立させた超長寿命絶縁材料の開発
関連するNEDO事業名９有害化学物質リスク削減基盤字術研究開発(2004-06)

グリーンサスティナブルプロセス基盤技術開発(2009-11)

独立行政法人産業技術総合研究所主幹研究員佐藤一彦
独立行政法人産業技術総合研究所つくばセンター次長島田広道

昭和電工株式会社コーポレートフェロー内田博

○文部科学大臣賞

｢超ハイブリッド材料｣の開発
関連するNEDO事業名９超ハイブリッド材料技術開発＇2008-11（

阿尻雅文 東北大学 原子分子材料科学高等研究機構 教授

市川和義 財団法人化学技術戦略推進機構 研究開発事業部 技術部長

山内幸彦 独立行政法人産業技術総合研究所 計測フロンティア研究部門 副研究部門長

主要成果＇受賞一覧（

スクリーン上の恐竜の
皮膚の感覚を擬似的

に体験できる触覚
インターフェイス
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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

○その他表彰 平成22年度に各種メディア・団体が行った産業技術関係の表彰においても、

NEDOの研究成果が受賞。

○グリーンITアワード2010 経済産業大臣賞 ＇グリーンIT推進協議会（

「IT機器の大幅な省電力に貢献する量子ドットを用いた半導体レーザ」

株式会社ＱＤレーザ、富士通株式会社、東京大学
関連するNEDO事業名９フォトニックネットワーク技術の研究開発

○第13回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞 経済産業大臣賞＇日刊工業新聞社（

「スーパーマーケット向けノンフロン冷凍機システムの開発 ―ＣＯ１冷媒直膨式―」

三洋電機株式会社
関連するNEDO事業名９ノンフロン型省エネ冷凍空調システム開発

○第13回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞 環境大臣賞＇日刊工業新聞社（

「住宅用吹き付け硬質ウレタンフォームの『ノンフロン化宣言』」
日本ウレタン工業協会

関連するNEDO事業名９革新的ノンフロン系断熱材技術開発プロジェクト

主要成果＇受賞一覧（
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追跡調査結果の多方面への情報発信

追跡調査で得られたNEDOプロジェクトの成果の広がり＇アウトカム（をウェブサイト、ワークショップ、学会等で
積極的に情報発信した。特に、14件の上市事例については、取材を行い、開発ストーリー等をNEDOウェブサイ
ト上で「NEDOプロジェクト実用化ドキュメント シリーズ3」として一般向けにわかりやすく公開した。

B- 68http://www.nedo.go.jp/hyoukabu/jyoushi/index.html

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

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 (ｱｰ5)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （社会への貢献）

NEDOナショナルプロジェクトの費用対効果＇NEDOインサイド製品調査（①

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

ＮＥＤＯプロジェクトの成果で実用化したもののうち、主要２／品目について、１／０／年～１／１／年までの費用
対効果に対する試算を実施した。ＮＥＤＯプロジェクトの国費支出累計は約３＋１５１億円であったのに対し、売
上予測累計は約４５兆円と試算され、投入額を上回る税収が推計された。

【前提】
ＮＥＤＯナショナルプロジェクトで開発された成果で実用化したもののうち、企業等へのアンケート・ヒアリングにより、売

上高が把握できた主要２／品目を基に、機械的試算を行った。
＇当該２／品目の１／０／年～１／１／年の売上予測累計は約４４－８兆円＇詳細は次ページ参照（（

【費用対効果の分析】
＇０（研究開発費の投入に対する税収試算＇１／０／年～１／１／年の累計（

○主要２／品目に対するＮＥＤＯナショナルプロジェクトの国費支出額累計は約３＋１５１億円
○法人所得課税９約４４－８兆円×２－５５％＇税引前利益率（×３／－５８％＇法人実効税率（＝約７＋２１４億円
※税引前利益率は、財務省「法人企業統計」より、製造業における税引前当期純利益を売上高で除したもの ＇１／／３～１／／７年度実績

の平均値（。

＇１（雇用創出効果＇１／０／年～１／１／年の累計（
○約４４－８兆円×０２－２７％＇売上高人件費率（÷３８８万円＇平均収入（＝約０４／万人
※売上高人件費率は、財務省「法人企業統計」より製造業の値を算出したもの＇１／／３～１／／７年度実績の平均値（。

平均収入は、国税庁「民間給与実態調査」より製造業＇化学工業、金属機械工業、繊維工業、その他の製造業を 合計（の平均給与額
を算出したもの＇１／／３～１／／７年実績の平均値（ 。

＇２（環境、産業競争力に資する社会的便益
○CO2の削減効果が大きい11製品により、直近単年合計で年間3,815万㌧-CO2/年の削減に寄与。2020年度における

単年度合計では、18,745万㌧- CO2/年まで拡大。
○グリーンイノベーションに貢献 ＇例（光触媒、真空断熱材、エコセメント、複写機の待機時電力など
○産業競争力強化に貢献 ＇例（ブルーレイ関連製品、垂直磁気記録型ハードディスク、ナノイーなど

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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NEDOナショナルプロジェクトの費用対効果＇NEDOインサイド製品調査（②

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

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

＜算出根拠＞

製品30品目についての企業からの回答より。

但し、回答が得られなかった製品については、

次のﾃﾞｰﾀを使用。

①業界団体の公表ﾃﾞｰﾀ

②公的機関、民間調査機関の公表ﾃﾞｰﾀ

③さらに不足するﾃﾞｰﾀについては、上記の取

得ﾃﾞｰﾀから補完計算して適用＇予測のみ（

＜計算方法＞

NEDO投入費用 単年度

＝「関連NEDOﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの総額」．「事業期間」

売上実績 単年度

＝「対象製品の2005～2009年度＇5年間（の

合計額」．5年

又は、 単年分のみの回答はその額

将来の売上予測

=「売上予測＇2020年（」をもとに、2010年～

2020年の売上を、NEDOが単純累積試算

NEDO投入費用 売上実績 将来の売上予測
＇2010～2020年の

累計（
＇単位９億円（

単年度
平均

累積 2009年度
2005～2009年度
＇４年間（の累積

太陽光発電 58 1,735 5,000 12,869 151,250

風力発電 4 85 1,096 1,096 19,890

エコキュート 12 154 1,500 5,278 24,000

燃料電池＇エネファーム（ 49 880 189 189 15,945

高性能工業炉 11 80 61 700 1,650

低公害ディーゼル車 6 42 97 485 2,860

水処理 ＇膜分離システム等（ 15 88 66 66 17,268

ブルーレイ関連製品＇ディスク/レ
コーダー/プレイヤー（

12 61 3,463 4,516 122,633

その他 161 1,128 9,558 24,447 203,759

合計 328 4,262 21,030 49,646 558,995

微結晶タンデム太陽電池

大面積化と発電効率向上によ
り、低コスト化を実現

液中燃焼炉

HCFC-22の製造時に発生する
HFC-23(3%副生)を分解

家庭用燃料電池コージェネ
レーションシステム

エネファーム

撮影時間の短縮＇従来の1/10から
1/5以下（
等で検査の患者負担低減と緊急
医療への貢献 Aquilion ONETM

4次元Ｘ線CT装置

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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潜在的な供給リスクに府省連携で対応具体的なマネジメント上の仕組みと工夫①

２．(1) 研究開発関連業務 (ｲ-1)研究開発の実施 （ナショナルプロジェクト）

６ ナショナルプロジェクトを適切に実施する

「希尐金属代替材料開発プロジェクト」では、プロジェクト開始前にリスク調査や需要予測研究シー
ズ調査、市場動向等の各種調査を実施。プロジェクト開始前に顕在化していなかった鉱種の潜在的
な供給リスクを把握し、文部科学省/ＪＳＴの「元素戦略プロジェクト」との府省連携により、シーズ技術

の確立と実用化に対応し、市場の変化・要求を先取った。また、定期的にリスク調査を実施すること
により、新たに供給リスクが顕在化した鉱種についても先取りした研究開発を実施。

事業概要 府省連携

文部科学省/JST
「元素戦略プロジェクト」

経産省/NEDO
「希尐金属代替材料
開発プロジェクト」

●研究開発に関する連携
・公募の合同実施
・公募内容の共有と提案の相互確認
・プロジェクトの受け渡し

●シンポジウムの共催
・プロジェクトの内容紹介と成果報告
・問題意識と趣旨の出席者との共有

実用化を主眼 基盤技術創生を主眼

４つの評価軸

供給＇可採年数（

需要

価格＇伸長率（

一国集中度

リサイクル率

＊

２つの政策評価軸

カントリーリスク

我が国の産業
競争力への影響

代替・使用量削減
技術の有無

調査＇評価内容（
調査と研究開発テーマ

リスク調査
で選定した
鉱種をプロ
ジェクトで
研究開発
する鉱種と
して採用。

調
査
時
点
で
リ
ス
ク
の
認
め
ら
れ
た
鉱
種
を
選
定
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「橋渡し研究．マイクロドーズ(MD)臨床試験を活用した革新的創薬技術開発」では、NEDOが、開発
技術のユーザーとなる製薬企業・臨床機関・測定CRO＇受託臨床試験機関（の各コンソーシアムを組
み込んだ実用化推進体制を構築。加えて研究開発への要望等を得るため、下記ユーザーフォーラム
を定期的に開催。これにより、超微量投与で薬物動態・薬効を予測するMD臨床試験注（の創薬基盤技
術として世界初の実用化に向け、成果の検証を実施。

具体的なマネジメント上の仕組みと工夫②

非標識薬物を用いた試験の他、国内で初めて放射性同位体を用いたMD

臨床試験、及びPET＇ポジトロン断層法（を用いたMD臨床試験を合計28件
実施し、ヒト体内における薬物動態予測の実用化に成功。

ユーザーを組み込んだ実用化推進体制
ユーザーフォーラム

事業スキーム・事業内容 産学連携によるユーザーフォーラム
NEDO

＇社（医薬品開発支援機構

積水メディカル＇株（
アドメリサーチ＇株（

東京大学
摂南大学

他
０７の国公立研究機関

製薬企業
コンソーシアム

12社

臨床機関
コンソーシアム

7機関

測定CRO

コンソーシアム
5社

ユーザーフォーラム委託

共同実施

注（マイクロドーズ臨床試験９ 体内動態を評価することを目的とし、医薬品臨
床開発の第Ⅰ相臨床試験の前段階で、人体に薬物の薬理作用や副作用な
ど生体への影響が無いと理論上考えられる極微量の薬物を投与する試験

協力・支援

守秘義務下、
成果の開示

・活用
PET-MD

試験の事例

製薬企業、臨床機関、測定CROコンソーシアムからの
要望・助言により、実用化に向けた検証とともに、国内
でのMD臨床試験実施体制の構築を強力にサポート。

第7回フォーラムではユーザー18社から45名が参加
し、技術開発成果および今後の活用について、開発側・
ユーザー側双方のニーズを踏まえ活発な議論が展開。

２．(1) 研究開発関連業務 (ｲ-1)研究開発の実施 （ナショナルプロジェクト）

６ ナショナルプロジェクトを適切に実施する
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「戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト」では、事業最終年度に成果報告会の開
催に加え、各拠点にて開発されたロボットの実証試験をユーザーの下で実施した。

また、実施者と連携したメディアへの情報展開を行うことで、多くのメディアに取り上げら
れ、実配備に結び付くよう、ユーザーへ効率的な情報発信を行った。

具体的なマネジメント上の仕組みと工夫

２．(1) 研究開発関連業務 (ｲ-1)研究開発の実施 （ナショナルプロジェクト）

６ ナショナルプロジェクトを適切に実施する

ロボット実証試験を実施

2011年3月、病院や消防など、ロボット導入が想定される対象の現場にて実証
試験を行うことにより、再評価・改良を行い、ロボットの導入普及を促進。

2010年9月、開発中のレスキューロボットを、実
践配備に向けた機材検証のために神戸市消防
局に無償で貸与(2011年3月、神戸市消防局に
て配備済み)。

レスキューロボットを搬送する消防隊員

ユーザーへの効率的な情報発信

災害現場で被害状況を把握するロボット 双腕で効率的に建材を分解するロボット
実証試験後、東日本大震災の被災地(石巻市)でも稼働
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国民の声を反映したプロジェクト立案＇NEDO POST)

NEDOのＷｅｂページを活用してパブリックコメントを求めるNEDO POSTを実施し、プロジェクト立案に反映。平成１１年度の
NEDO POSTでは、全ての新規プロジェクト等１１件についてＮＥＤＯ ＰＯＳＴを実施した。この結果、３４件のコメントが寄せられ、
その内容や反映結果を全て公開した。

基
本
計
画
案

事
前
評
価
書

概
要
書

NEDO POST 1 NEDO POST 2
事
前
評
価
書

概
要
書

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

基
本
計
画プロジェクト戦略の検討新規プロジェクトの立案 プロジェクト基本計画策定

NEDO POST 3
概
要
書

意見募集

意見反映 意見反映 意見反映

○プロジェクトの事前評価プロセスとNEDO POST ０～２

ＭＥＴＩ概算要求決定
＇8月末（

意見募集 意見募集

＇関連するイベント（

△ △

政府予算原案決定
＇12月末（

NEDOでは、新規プロジェクトを実施するに当たり、産業競争力強化やエネルギー・環境問題の解決に貢献する観点から、費用対効果を質的
または数量化して事前評価を実施し、プロジェクトが経済全体への波及効果という公共・公益性の観点において社会へ還元すべきであることにも
留意し、事前評価書と基本計画を策定している。NEDO POSTは、これらの事前評価書と基本計画等に対するコメントを広く一般に募集するもの
である。

○パブリックコメントの反映例

２．(1) 研究開発関連業務 (ｲ-1)研究開発の実施 （ナショナルプロジェクト）

６ ナショナルプロジェクトを適切に実施する

プロジェクト名 意見の反映例

グリーンセンサ・ネットワークシステム技
術開発プロジェクト

室内照明下において一定出力以上の電力供給が可能な発電・蓄電一体型デバイスの開発を達成目標
としていたが、無線センサ端末の使用場所は室内照明下に限られないため、室内照明のない場所にお
いても利用可能なデバイスの開発も進めるよう基本計画を修正。

環境・医療分野の国際研究開発・実証
プロジェクト．アジアにおける先進的な
資源循環システム国際研究開発・実証

下水汚泥の減容化・再資源化のためには、対象国の実状に合わせた技術を適用すべき、との指摘を受
けたため、石炭消費量の削減効果を共通の目標とすることで、当該国の政策動向、現地ニーズ等を反映
した技術を対象とできるようにした。
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事後評価結果

事後評価結果の推移
＇事後評価実施プロジェクト件数のうち、「合格」「優良」の件数（

＇注（合格基準９３つの評点が全て０－／以上、かつ、「研究成果」及び「実用化見通し」の評点の合計が２－／以上＇→「合格」（、３－／以上＇→「優良」（。

２．(1) 研究開発関連業務 (ｲ-1)研究開発の実施 （ナショナルプロジェクト）

＇参考．第一期中期計画中の事後評価結果（

１１年度実施の事後評価結果の評点分布
＇20件全て合格（

６ ナショナルプロジェクトを適切に実施する

プロジェクト終了年度

＇黒枠内は合格範囲を示す（

ナショナルプロジェクトにおいては、機構外部の専門家等を活用した事後評価を、全件確実に行い、

合格１／件＇０／／％（、優良８件＇３４％（の結果を得た。＇第二期中期計画期間における目標値は合格７／％、
優良５／％（。
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事後評価結果

◆「２つの研究開発項目に沿って世界的水準の研究が進められ、世界的に見ても非常に優れた基礎研究と独創
的な基盤ツール＇構想予測技術、高感度検出技術など（が数多く生み出された」（機能性RNAプロジェクト）

◆「デバイス関連技術開発は世界的に見ても十分に高い水準の成果を上げ、かつ、遺伝子導入技術、時系列測
定技術、パスウェイ解析技術などは国際的にみても新規性・有用性の高い技術で、世界最高水準にあると考え
られる。」＇細胞アレイ等による遺伝子機能の解析技術開発（

◆「成果は世界最高水準に近いものが得られており、一部では世界をリードする水準の技術もある。研究成果、
とりわけマンモPET装置や高解像度PET装置は、市場の拡大につながるものと考えられる。 」＇悪性腫瘍等治
療支援分子イメージング機器研究開発プロジェクト（ 【写真１】などの14プロジェクト

平成１１年度に実施した１／件の事後評価から、全てのプロジェクトにおいて世界初又は世界最高レベル等
の顕著な成果が評価結果から認められた。また、実用化・事業化の見通しが特に明確であるものも明らかに
なった。評価結果から抽出した知見や教訓はマネジメントガイドラインへの蓄積、今後のマネジメントへの活用
を図っている。

２．(1) 研究開発関連業務 (ｲ-1)研究開発の実施 （ナショナルプロジェクト）

◆「固体高分子形燃料電池＇PEFC（ システムの安全性検証及び性能試験方法の標準化を完了し、世界に先
駆けて2009年5月エネファームを商用化した」＇水素社会構築共通基盤整備事業（【写真１】

◆「開発した無害化処理設備の一つが、平成１１年０／月０３日に環境大臣の認定＇国内２件目（を受け、実
際にアスベスト含有保温材の処理を開始した。」＇アスベスト含有建材等安全回収・処理等技術開発（

◆ 「本プロジェクト成果を元にパナソニック電工と出光興産の共同出資で有機ELパネルの生産・販売事業
会社が4月に設立された。」＇有機発光機構を用いた高効率照明技術の開発（ などの9プロジェクト

●世界初又は世界最高水準等の成果が認められたもの

●プロジェクト期間内でのサンプル提供、プロトタイプ完成、製品化等、実用化・事業化の見通しが特に明確であるもの

【写真０】乳がん用
マンモPET試作機

【写真１】エネファーム(PEFC)

６ ナショナルプロジェクトを適切に実施する
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研究開発関連業務に係る特許出願実績について

我が国の産業競争力強化を実現するという観点のもと、真に重要な技術分野において研究開発事業を展開してきたこと

により、プロジェクト実施者の特許に対するモチベーションを高めた結果、特許出願件数は着実に目標を達成しつつある。

１０６７＇国内（

７２３＇海外（

１／～１０年度実績

４／／／＇国内（

０／／／＇海外（

第１期中期目標
＇平成１／～１３年度（

５／／８件＇国内（

１０７１件＇海外（

第０期中期目標

期間実績
＇平成０４年０／月～

０８年度の累計（

４／／／件＇国内（

０／／／件＇海外（

第０期中期目標
＇平成０４～０８年度（

特許出願数

各種数値目標の達成状況

※特許出願数は、特許出願時点の年度で集計。各年度の実績については、最終集計数値ではないため今後増加する。

平成１０年度の場合、集計時点＇平成１１年４月中旪（では、７６２件＇国内（・１５６件＇海外（であったが、その後時間の経
過とともに集計値は増大し、平成１２年３月０１日現在では０＋／１２件＇国内（、２３８件＇海外（となっている。

２．(1) 研究開発関連業務 (ｲ-1)研究開発の実施 （ナショナルプロジェクト）

 ＮＥＤＯ職員及びプロジェクト実施者に対し、知的財産の重要性や知的財産権制度に関する研修を行い、生まれた研究

成果に対して知的財産権による保護強化及び活用促進を促した。

 また、０／／％日本版バイドール条項を適用し、その活用状況等を把握するととともに、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公表した。

６ ナショナルプロジェクトを適切に実施する

３８８＇国内（

０４２＇海外（

１１年度実績
＇現在集計中※ （
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適切な業務運営について

•産学官による基盤的技術開発、安全性基準や市場性のない特定環境技術開発、国際共同研究・実証以外
は１１年度から引き続き国費負担を１．２上限になるよう基本計画等に明記した。

•事業仕分け等を踏まえ、１２年度以降、経済産業省で直接執行を実施する等の１３事業＇予算要求ベース（
について、事業期間の連続性の確保や研究開発資産の取扱い等の留意点を経済産業省及び実施者と整
理・調整し、スムーズな事業移管が行われるよう調整に努めた。

•東日本大震災の影響を考慮して、公募中であった事業＇５件（の公募期間延長や省エネルギー革新技術開
発事業等の提案公募事業において即効的に電力需給対策に資する技術テーマを追加設定する等の対応を
行った。

■プロジェクトの実施に関連する震災対応

・公募中であった事業＇５件（の公募期間の延長。

・提案公募事業で震災対応関連技術のテーマ枠を追加し、復旧復興に向けた技術開発を支援＇平成１２年２
月１８日公募開始（。

・事業で使用予定の特殊仕様装置＇例９大型の取水・送水ポンプ（を緊急的に福島第一原発へ転用決定。
＇事業計画を一部遅らせ、装置は別途作製することとした。（

・被災地域に関連する事業で１１年度に終了予定であった事業の一部延長。

・震災による事業計画の遅延等状況の確認。研究員の安否と研究開発資産の被害状況を把握するとともに、
早急に復旧するためプロジェクト事業費から研究資産の修繕費等の早期拠出を決定。

２．(1) 研究開発関連業務 (ｲ-1)研究開発の実施 （ナショナルプロジェクト）

６ ナショナルプロジェクトを適切に実施する
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実用化達成率・事後評価結果①

７ 実用化・企業化促進事業を適切に実施する

２．(1) 研究開発関連業務 (ｲ-2)研究開発の実施 （実用化・企業化促進事業）

平成15年度から平成19年度終了案件の実用化達成率

第１期中期計画
事業終了後、２年以上経過した時点での実用化達成率を１４％以上とする。また、特にイノベーションの実現に資するものと

して実施する事業については、機構外部の専門家・有識者を活用した事後評価において、技術的成果、実用化見通し等を評
価項目とし、別途公表される計算式に基づき５割以上が「順調」との評価を得るとともに、同評価により得られた知見を基に、
技術経営力の強化に関する助言業務の観点も踏まえ、事業実施者に対してアドバイスを行う。

事業名 実用化達成率 テーマ数

イノベーション推進事業＇産業技術実用化開発助成事業（ 32.3% 78件．241件

イノベーション推進事業＇大学発事業創出実用化研究開発事業（ 24.8% 67件．270件

福祉用具実用化開発推進事業 45.2% 14件．31件

エネルギー使用合理化技術戦略的開発 44.1% 30件．68件

国民の健康寿命延伸に資する医療機器・生活支援機器等の実用化開発 53.8% 7件．13件

合計 31.5% 196件．623件

「実用化・企業化促進事業」において、平成０４年から０８年度終了案件の実用化達成率は、２０－４％。イノ
ベーション推進事業の平成１０年度終了事業者のうち、７２－５％＇４０件．５０件（が実用化見通し「順調」との
事後評価結果を得た。
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２．(1) 研究開発関連業務 (ｲ-2)研究開発の実施 （実用化・企業化促進事業）

７ 実用化・企業化促進事業を適切に実施する

実用化達成率・事後評価結果②

１１年度における取組

事後評価結果
イノベーション推進事業については、機構外部の専門

家・有識者を活用し、終了事業者に対して、技術的成果、
実用化見通し等を評価項目とした事後評価を実施した結
果、７２－５％が「順調」との評価を得た。

技術経営・マネジメント

イノベーション推進事業においては、企業経営自己評
価レポートを１／／件の申請者全員から提出させ、審査の
際に申請者による知的資産経営のプレゼンテーションを
実施。

さらに、技術開発段階以降の事業化を促進するため、
事業者からの要望に応じて技術経営力の強化に関する
支援を実施。

事業名 順調率
テーマ

数

イノベーション推進事業＇産業技術実用化開
発助成事業（

80.6%
25件．
31件

イノベーション推進事業＇大学発事業創出実
用化研究開発事業（

86.7%
26件．
30件

合計 83.6%
51件．
61件

平成０８年度 大学発事業創出実用化研究開発事業
助成事業者名９日信工業株式会社
助成事業名 ９MWCNTゴムセルレーションナノアロイの創成と

応用開発

成果事例
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• ゴム中のカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）の立体構造最適
化により、分散性を飛躍的に改善し、革新的な耐熱性、耐
圧性および耐久性を実現した。その開発材料（ＣＭＲＡ）
を用いたＯ-ＲＩＮＧ部品は、超過酷用途の石油探査機に
適用され、平成22年6月より生産を開始している。

• 今後、ＣＭＲＡ材料は、航空宇宙分野などの耐熱性や耐圧
性が求められる過酷用途への適用が見込まれ、更なる過酷
用途分野に進出する予定である。

セルレーションによる
補強メカニズム

適用O-RING

センサー

ワイヤー
ライン



連携事例 ナショナルプロジェクトから実用化研究開発
＇省エネルギー革新技術開発事業．高耐圧SiCデバイスを用いた高効率小型電力変換器システムの研究開発（

２．(1) 研究開発関連業務 (ｲ-2)研究開発の実施 （実用化・企業化促進事業）

７ 実用化・企業化促進事業を適切に実施する

パワーエレクトロニクスイン
バータ基盤技術開発

産総研、素子協、三菱電機
2006～2008

先導研究

革新的省エネダイオードの
研究開発

産総研、東芝

2003～2005

実証研究

高耐圧SiCデバイスを用い
た高効率小型電力変換器
システム技術の研究開発

東芝
2009～

【期待される省エネ効果】
2015年 7.6万kL/年 ※国内鉄道車両の約０／％に適用されたと仮定

2030年 30.4万kL/年 ※国内鉄道車両の約２４％に適用されたと仮定

・高耐圧・大電流・低損失のSiCダイオードを開発し、また、鉄道車両駆動システ
ムである永久磁石モータ駆動システムの高効率化、小型化、軽量化を可能と
する電力変換器システムの開発を実施中。

・この小型電力変換器を搭載した永久磁石モータ駆動システムの適用により、
鉄道駆動システムの１／％の省エネルギー効果が期待される。

・中間評価では、今後、実用モジュール製作に入るなど事業化に向けて着実に
進捗している点が高く評価された。

’13年度～

駆動システム

’09年度 ’10年上期 ’10年下期

基礎検討
＇3インチウエハ

ＴＥＧ試作（

試作設備導入
＇4インチ（

素子試作
＇4インチ（

’11年度～

モジュール
製作

試作現車評価、実用化

省エネルギー革新技術開発事業におけるSiCインバータ開発の流れ

＜ナショナルプロジェクト＞

2011年2月 ナノテク展に出展

＜省エネルギー革新技術開発事業＞
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２．(1) 研究開発関連業務 (ｲ-3)研究開発の実施 （技術シーズの育成事業）

８ 技術シーズの育成事業を適切に実施する

産業技術研究助成事業＇若手研究グラント（

・産業技術力強化及び若手産業技術研究人材育成の観点から、大学・研究機関等の若手研究者の産業
応用を意図した研究開発を助成。

・若手研究グラントにおいて、研究開発成果を産業応用化、実用化に結びつけるための支援を実施。具
体的には、研究成果のプレスリリース＇４件（、優れた産業技術シーズや実用化開発の成果を広く産業界
に告知することにより、産業界のニーズを把握するとともに、ビジネスパートナー、ユーザーとの連携強化
を促進。
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若手研究グラント広報支援事業の一環として
「若手研究グラント技術公開説明会」を開催

若手研究グラント助成研究者の研究テーマを企業向けにポス
ター展示し、研究者と企業のマッチングを実施。

・出展数９０４件＇ 個別面談成立数９０１件（
・企業からの参加者人数９３２名＇２／社（
・各テーマに対して個別に説明を行った人数＇累計（９７５名

１１年度は４件のプレス記者発表を実施。
共同プレス記者発表を行った成果のうち、新聞・雑誌の

掲載が多かった例
京都大学／小森 雅晴 氏 ３８紙（内web：２６件）
旭川医科大学／水上 裕輔 氏 ３５紙（内web：１３件）
東北大学／冨重 圭一 氏 ５紙

記者会見風景（NEDO・京都大学、NEDO・旭川医科大学）



査読済み論文数

２．(1) 研究開発関連業務 (ｲ-3)研究開発の実施 （技術シーズの育成事業）

８ 技術シーズの育成事業を適切に実施する

平成１／年度 平成１０年度 平成１１年度 合計

査読済み論文数 ６２８ 本 ５１／本 ７３７本 １１／６本

予算＇百万円（ ３＋６６８ ３＋３３４ ２＋／８１ ０１＋２０５

＇参考（第1期中期目標期間の実績 ４本．億円

０－１１年度査読済み論文数 ７３７本 ＇平成１１年度予算９２＋／８１百万円 １７本．億円（

１－掲載論文例、掲載雑誌等
◆テーマ名 高性能カーボンナノチューブ薄膜トランジスタの開発

研究代表者 大野 雄高＇名古屋大学（
論文名 Flexible high-performance carbon nanotube integrated circuits

掲載誌 nature nanotechnology ＇Ｉ．Ｆ９26.3（

◆テーマ名 腫瘍血管リモデリング誘導による新規難治がん克服技術の研究開発
研究代表者 水上 裕輔＇旫川医科大学（
論文名 Transplanting Normal Vascular Proangiogenic Cells to Tumor-Bearing Mice Triggers Vascular Remodeling and Reduced Hypoxia in Tumors

掲載誌 Cancer Research ＇Ｉ．Ｆ９7.5（

◆テーマ名 グリセリンの化学品・燃料への変換プロセス用触媒の開発
研究代表者 冨重 圭一＇東北大学（
論文名 Direct hydrogenolysis of glycerol into 1,3-propanediol over rhenium-modified iridium catalyst

掲載誌 Journal of Catalysis ＇Ｉ．Ｆ９5.2（

＜中期計画＞

「技術シーズの育成事業」においては、事業の実施に基づく査読済み研究論文の予算当たりの発表数を、技術分野ごとの特徴その他適当

な条件を加味した上で、第1期中期目標期間と同等以上とする。また、これらの研究成果が、どのような社会的インパクトを与えたかをシミュ

レートするモデル及び指標に関する検討を進める。
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２．(1) 研究開発関連業務 (ｲ-3)研究開発の実施 （技術シーズの育成事業）

８ 技術シーズの育成事業を適切に実施する

平成０５年度第０回採択 産業技術研究助成事業＇若手研究グラント（
袋布 昌幹 氏＇富山高等専門学校（

フッ素との特異な反応性を有するバイオミメティックナノ表面材料開発による、持続的資源循環ソリュー
ションの構築

若手研究グラントから実用化・企業化促進事業への切れ目のない支援を実施

平成１９年度採択 イノベーション実用化助成事業
（大学発事業創出実用化研究開発事業（ ）

【事業者／テーマ】
チヨダウーテ株式会社／環境浄化に適したリン酸カルシウム

の製造技術と応用技術の構築

【概要】
富山高等専門学校・袋布准教授が産業技術研究助成事業において得た、バイオミメティックナノ表面反応によ

る環境中フッ素除去技術に関する研究成果を大学発シーズとして用い、石膏ボードのメーカーであるチヨダウー
テ(株)とともに廃石膏を土壌、汚泥等の固化剤として利用する技術の実用化を目指す。

フッ素は先端産業において広く利用されているが、それに伴う排水、土壌汚染が問題となっている。また廃石
膏にはそれ自体にフッ素化合物などの不純物が含まれており、そのまま固化剤として用いた場合には環境汚染を
引き起こす可能性がある。事業者らはリン酸カルシウムの一種を表面処理してフッ素との反応性を高めたものを
混合することによって、フッ素化合物のみならず環境中の微量な重金属も不溶化させる技術を確立した。

連携事例 若手研究グラントから実用化研究開発＇イノベーション推進事業（
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建設汚泥の再資源化 固化剤イメージ



第２期科学技術基本計画に則り、民間企業や大学等において中核的人材として活躍し、イノベーションの実
現に貢献する若手研究者を養成。平成１１年度は約1,７00人の若手研究者を養成。

※各年度において、新規に採択された研究開発事業及び産業技術フェローシップ事業等の実施者のうち、40歳未満の人数をカウント。
＇平成１１年度新規採択事業の研究者総数は4,849 人（

【参考】第２期科学技術基本計画＇抜粋（

第3章 科学技術システム改革 1－人材の育成、確保、活躍の促進

日本の科学技術の将来や国際競争力の維持・強化は、我が国に育まれ、活躍する「人」の力如何にかかっており、新しい時代に的確に
対応する機関において若手研究者や女性研究者、さらには外国人研究者、優れた高齢研究者などの多様多才な個々人が意欲と能力を発
揮できる環境を形成するとともに、初等中等教育段階から研究者育成まで一貫した総合的な人材育成施策を講じ、尐子高齢化が進展する
中で、人材の質と量を確保する。

産業技術の中核的人材の養成

２．(1) 研究開発関連業務 (ｳ)人材養成

９ 産業技術人材育成を適切に実施する
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第０期中期目標期間の実績 第2期中期目標期間の実績

H15FY H16FY H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY

合計 860 1,002 1,829 1,449 1,074 1,948 1,722 1,751

ナショナルプロジェクト等 596 736 1,505 1,192 922 1,708 1,555 1,743

産業技術フェローシップ事業 56 14 40 76 10 10 15 8

産業技術研究助成事業 208 252 284 181 96 115 129 -

その他 ， ， ， ， 46 115 23 -

総計 6,214

＇人（



２．(1) 研究開発関連業務 (ｳ)人材養成

産業技術フェローシップ事業

★技術シーズを迅速に実用化・事業化につなげていくことが出来る優れた若手人材を育成する事業。
★座学研修と産学連携機関等(以下、受入機関)におけるカリキュラムに沿ったOJTを組み合わせて実施。
★ＮＥＤＯが企画する体系的な研修＇０～１年目の養成者を対象（やＮＥＤＯ担当者が受入機関への訪問等を

実施することで、きめ細かな養成状況の確認・指導等を行い、効果的な人材育成を推進。
★ １１年度の養成人員は７名。
★ １１年度は、これまで修得した知識と経験を基盤とした受入機関によるＯＪＴを通した実践的能力の修得を

重点的に実施。
★１１年度までに若手技術移転人材０５１名を養成。その多くが大学の産学連携部門やＴＬＯ等で活躍中。
★１１年度に修了した７名すべてが本事業の養成目的に合致した業務に従事。
★産業技術フェローシップ事業は１１年度で終了。
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９ 産業技術人材育成を適切に実施する

１１年度に７名が養成修了し、全員が産学官連携推進
関連業務に従事

養成終了後、７名すべてが大学において、本事業の養成目的に合致した業務に
従事している。

受入機関＇大学・ＴＬＯ（での活動実績が評価された

【就職先】
・秋田大学産学連携推進機構 産学連携コーディネーター
・東京工業大学産学連携推進本部 産学連携コーディネーター
・岐阜大学産官学融合本部 特任助教
・三重大学社会連携研究センター 研究員 等

【就職先の部門】
・産学連携部門・・・・・・・・ ５名
・人材育成部門・・・・・・・・ １名

(追跡評価等より)



技術経営力の強化に関する助言業務

○技術経営力の強化に関する助言の実績

助言先事業者９ＮＥＤＯの委託先、助成先となった中小企業・ ベンチャー企業等９１０事業者

助言実施回数９のべ１１回 ◆助言を実施したアドバイザーの数９のべ１８人 ◆助言を実施した職員の数９ のべ１６人

【主な助言内容】
○経営

計画的な営業プランを構築するための事業化戦略等
○開発

産学連携等による外部開発力の活用、事業化の観点を強く持った開発
等

○知財
将来にわたり強みを維持するための知財戦略策定、先行・類似技術調
査、特許抵触調査、外国出願の費用対効果、商標登録によるブランドの
確立等

○市場
市場調査、顧客調査、マクロ的な視点での市場把握の方法と分類等

○その他
製造物責任等の国内とは異なる法規制への対応＇海外進出関係（等

２２年度の取組・実績 管理・運営に関する助言内容

２．(1) 研究開発関連業務 (ｴ)技術経営

１０ 技術経営力の強化に関する助言を適切に行う

研究開発の成果を事業化に結びつけるため、研究委託・助成先の中小企業、ベンチャー企業等に対し、ＮＥＤＯ職員と技術
経営アドバイザー＇技術経営の専門家・公認会計士・弁理士等を委嘱。以下「アドバイザー」という。（が、技術経営力の強化
に関する助言を実施。＇１０事業者、のべ１１回（

【助言の効果】
※助言実施先事業者から寄せられた助言の効果。

・研究開発における技術経営について意識が芽生
えた。

・経営者の意識が向上した。

・中長期計画の作成の準備が出来た。

・知財戦略が明確になった。

・会社運営に関する知識の習得ができた。
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職員のマネジメント能力向上

２．(1) 研究開発関連業務 (ｴ)技術経営

１０ 技術経営力の強化に関する助言を適切に行う

・イノベーション論、戦略的技術開発支援マネジメント等に関する研修「プロジェクトマネジメント研修＇０コー

ス９計０／テーマ（」を職員に対して実施し、技術経営力等の能力を強化。

・研究開発マネジメントを研究開発現場で実践させるため、研究開発現場に１名派遣するとともに、大学に

おける技術経営学、工学等の博士号の取得を行わせるため４名を派遣する等、当該業務実施に必要な

知識・技能の獲得に資する能力開発制度を充実。

プロジェクトマネジメント研修

研究管理業務等の職員派遣・能力向上

○アンケート結果では、７割以上が実務へ適応できる内容と回答

【内容】 ・イノベーション論 ・社会・経済予測、技術予測

・科学技術政策・産業政策 ・事業戦略・技術戦略

・ファイナンス ・リスクマネジメント

・R＆D＇基礎（ ・R＆D＇実践（ 等
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○研究開発現場に派遣＇０名（

東京大学先端科学技術研究センター＇内閣府最先端研究開発支援プログラム 有機系太陽電池の開発プロジェクト（

○学位取得に向けた派遣

東京大学大学院博士課程＇２名（、東京工業大学大学院博士課程＇０名（



・ＮＥＤＯの研究開発マネジメント等の成果を広く情報発信するため、公開講座「グリーンイノベーションに向け
て日本が取るべき戦略とは」を一般向けに開催＇２回（。「水循環システム」、「希尐金属＇レアメタル（」及び
「スマートコミュニティ」をテーマとして、ＮＥＤＯの部長職クラスがその知見を約０４／名の聴講者に情報発信。

２．(1) 研究開発関連業務 (ｴ)技術経営

１０ 技術経営力の強化に関する助言を適切に行う

公開講座「グリーンイノベーションに向けて日本が取るべき戦略とは」

技術経営力強化に資する取組

概要 講義名

水循環システムの国
際展開について

成長著しい国際水ビジネス市場における我が国産業界の
産業競争力強化・国際展開支援に資する取り組み事例とし
て、省水型・環境調和型水循環プロジェクトにおける成果等
を紹介

希尐金属＇レアメタル（
の代替材料開発にお
けるNEDOの取り組み
について

「産業のビタミン」とも呼ばれるレアメタルの代替材料開発や
使用量低減技術開発について、NEDOに期待される役割や
取り組み、これまでの開発成果や今後の展開を概説

NEDOのスマートコ
ミュニティに関する取り
組みについて

持続可能な次世代社会の構築に向けて注目を集めるス
マートコミュニティ分野について、世界各国の現状、NEDO
の国家プロジェクトの取り組み及び今後の方針を概説

【参加者数】 約０４／人

【アンケート結果】

受講者の８４％以上が講義
内容に満足
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２．(1) 研究開発関連業務 (ｴ)技術経営

１０ 技術経営力の強化に関する助言を適切に行う

マネジメント関連学会での発表
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マネジメント能力向上を図るため、プロジェクトマネジメント手法、評価の分析手法、技術動向の把握
手法等に関して、研究開発マネジメント関連学会等にて２０本の発表等を行った。

【実績】

年度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

発表数 21 27 23 25 29 22 27

○ＮＥＤＯプロジェクト終了後における実用化・事業化の成功・中止要因に関する考察 ＇研究・技術計画学会（

NEDOプロジェクト参加企業の上市・製品化率向上のため、終了プロジェクトの追跡調査の結果、上市・製品化段階又は中断・中止と
なった企業に対して実施したアンケート及びヒアリングからその要因を分析

○我が国におけるサービスロボットの事業化に関する一考察＇研究・技術計画学会（

先行的に市場拡大が図られている家庭用の掃除ロボットに関する企業インタビューをもとに、各企業の開発及び事業モデルを検証し、
今後、市場拡大が期待されるサービスロボットの事業化について考察

○Origin of bimodal distribution in historical data of patent publication ＇The 5th International Project Management Conference（

新エネルギー技術分野＇燃料電池・太陽電池・二次電池（と産業技術分野＇インクジェットプリンター・携帯電話等（の特許の動向から、そ
れぞれの分野の特性を明らかにし、各分野の特性を踏まえたプロジェクトマネジメントについて考察

【平成１１年度の主な発表】

再掲


