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独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
新エネルギー・産業技術業務方法書 新旧対照表（案）

変更後 変更前

平成15年10月１日 平成15年10月１日
15度新エネ総第1001004号 15度新エネ総第1001004号

一部改正 平成16年６月２日16度新エネ総第0602001号 一部改正 平成16年６月２日16度新エネ総第0602001号
一部改正 平成18年３月22日17度新エネ総第0217004号 一部改正 平成18年３月22日17度新エネ総第0217004号
一部改正 平成19年８月６日19度新エネ総第0806002号 一部改正 平成19年８月６日19度新エネ総第0806002号
一部改正 平成20年３月31日19度新エネ総第0229002号 一部改正 平成20年３月31日19度新エネ総第0229002号
一部改正 平成21年７月１日21度新エネ総第0622001号 一部改正 平成21年７月１日21度新エネ総第0622001号
一部改正 平成23年●月●日23度新エネ総第*******号

第１条（略） 第１条（略）

（業務運営の基本方針） （業務運営の基本方針）

第２条 機構は、民間の能力を活用して行う非化石エネルギー、可燃性 第２条 機構は、民間の能力を活用して行う石油代替エネルギーに関する

天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネルギー使用合理化のための 技術及びエネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業技術の研究開

技術並びに鉱工業技術の研究開発、民間において行われる研究開発の 発、民間において行われる研究開発の促進並びにこれら技術の利用の促

促進並びにこれら技術の利用の促進等の業務の公共的重要性にかんが 進等の業務の公共的重要性にかんがみ、その業務の効率的かつ効果的な

み、その業務の効率的かつ効果的な運営を期するものとする。 運営を期するものとする。

２ （略） ２ （略）

（非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネ （石油代替エネルギー技術及びエネルギー使用合理化技術開発業務の方法）

ルギー使用合理化技術開発業務の方法）

第３条 機構は、機構法第15条第１項第１号に規定する業務（同法第15 第３条 機構は、機構法第15条第１項第１号に規定する業務（同法第15条

条第１項第１号イ及びロに規定する技術（原子力に係るものを除く。 第１項第１号イ及びロに規定する技術（原子力に係るものを除く。以下

以下「非化石エネルギー技術」という。）、同号ハに規定する技術（以 「石油代替エネルギー技術」という。）及び同号ハに規定する技術（以

下「可燃性天然ガス及び石炭利用技術」という。）並びに同号ニに規定 下「エネルギー使用合理化技術」という。）に係る開発）については次

する技術（以下「エネルギー使用合理化技術」という。）に係る開発） のとおり実施する。

については、次のとおり実施する。

一～五 （略） 一～五 （略）

六 業務を効率的に進めるため、第19条に定める基準に合致する場合 六 業務を効率的に進めるため、第18条に定める基準に合致する場合は、
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は、可能な限り公募その他の競争的手法を活用して、第20条の規定 可能な限り公募その他の競争的手法を活用して、第19条の規定により

により最も適当な者を選定し、委託により実施すること。 最も適切と認められる者を選定し、委託により実施すること。

七～十（略） 七～十 （略）

（鉱工業技術に関する研究開発業務の方法） （鉱工業技術に関する研究開発業務の方法）

第４条 前条の規定（第２号から第９号までに掲げる部分に限る。）は、 第４条 前条の規定（第２号から第９号までに掲げる部分に限る。）は、

機構法第15条第１項第２号に規定する業務（鉱工業技術に関する研究 機構法第第15条第１項第２号に規定する業務（鉱工業技術に関する研究

開発）について準用する。 開発）について準用する。

第５条（略） 第５条（略）

（技術の有効性の海外実証業務の方法） （技術の有効性の海外実証業務の方法）

第６条 機構は、機構法第15条第１項第４号に規定する業務（非化石エ 第６条 機構は、機構法第15条第１項第４号に規定する業務（石油代替エ

ネルギー技術、可燃性天然ガス及び石炭利用技術並びにエネルギー使用 ネルギー技術及びエネルギー使用合理化技術の有効性の海外における実

合理化技術の有効性の海外における実証）については、次のとおり実施 証）については、次のとおり実施する。

する。

一 当該技術の普及を図ることが我が国への非化石エネルギー、可燃 一 当該技術の普及を図ることが我が国への石油代替エネルギーの安定

性天然ガス及び石炭の安定的な供給の確保のために特に必要である地 的な供給の確保のために特に必要である地域において実証すること。

域において実証すること。

二 業務を効率的に進めるため、第19条に定める基準に合致する場合 二 業務を効率的に進めるため、第18条に定める基準に合致する場合は、

は、第20条の規定により最も適切と認められる者に委託して実施する 第19条の規定により最も適切と認められる者に委託して実施するこ

こと。 と。

（可燃性天然ガス及び石炭利用技術並びにエネルギー使用合理化技術 （エネルギー使用合理化技術導入業務の方法）

導入業務の方法）

第７条 機構は、機構法第15条第１項第５号に規定する業務（可燃性天 第７条 機構は、機構法第15条第１項第５号に規定する業務（エネルギー

然ガス及び石炭利用技術並びにエネルギー使用合理化技術であってそ 使用合理化技術であってその普及を図ることが特に必要なものの導入に

の普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるため 要する資金に充てるための補助金の交付）については、次のとおり実施

の補助金の交付）については、次のとおり実施する。 する。

一～三 （略） 一～三 （略）

（可燃性天然ガス及び石炭利用高度化並びにエネルギー使用合理化に関 （エネルギー使用合理化に関する情報収集及び提供並びに技術指導業務の

する情報収集及び提供並びに技術指導業務の方法） 方法）

第８条 機構は、機構法第15条第１項第６号に規定する業務（可燃性天 第８条 機構は、機構法第15条第１項第６号に規定する業務（エネルギー

然ガス及び石炭の利用の高度化並びにエネルギー使用合理化に関する情 使用合理化に関する情報の収集及び提供並びに指導）については、次の
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報の収集及び提供並びに指導）については、次のとおり実施する。 とおり実施する。

一 情報の収集に当たっては、国内外の可燃性天然ガス及び石炭の利 一 情報の収集に当たっては、国内外のエネルギー使用合理化に関する

用の高度化並びにエネルギー使用合理化に関する情報を収集するとと 情報を収集するとともに、その分析に努めること。

もに、その分析に努めること。

二 情報の提供に当たっては、収集し分析した情報を整理し、可燃性 二 情報の提供に当たっては、収集し分析した情報を整理し、エネルギ

天然ガス及び石炭の利用の高度化並びにエネルギー使用合理化を行お ー使用合理化を行おうとする者に適切な情報の提供及び助言を行うと

うとする者に適切な情報の提供及び助言を行うとともに、国民一般に ともに、国民一般にも広く情報を提供すること。

も広く情報を提供すること。 三 エネルギー使用合理化を行おうとする者のニーズ及びエネルギー使

三 可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化並びにエネルギー使用合 用合理化に有効な技術の動向を踏まえ、エネルギーの使用の合理化の

理化を行おうとする者のニーズ及び可燃性天然ガス及び石炭の利用の ための技術に関する指導を適切に行うこと。

高度化並びにエネルギー使用合理化に有効な技術の動向を踏まえ、可

燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化並びにエネルギーの使用の合理

化のための技術に関する指導を適切に行うこと。

（石炭に関する業務の方法） （新設）

第９条 機構は、機構法第15条第1項第7号イに規定する業務（海外におけ

る石炭の探鉱又は海外における石炭資源の開発に必要な調査に要する資

金に充てるための補助金の交付）については、補助金の交付は、必要な

資金の金額の３分の２以内とする。

２ 機構は、機構法第15条第1項第7号ロに規定する業務（海外における石

炭の探鉱に必要な地質構造の調査その他の石炭の安定的な供給の確保に

資する情報の収集及び提供並びに石炭の生産に必要な技術に関する指

導）については、次のとおり実施する。

一 地質構造の調査にあっては、民間企業のみではリスクが高い地域に

おいて、民間企業の調査、開発等の活動を誘導する基礎的調査を行う。

二 第８条第1号及び第2号の規定は、石炭の安定的な供給の確保に資す

る情報の収集及び提供について準用する。この場合において、第８条

第1号及び第2号中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化並びにエ

ネルギー使用合理化」とあるのは「石炭の安定的な供給の確保」と読

み替えるものとする。

三 技術の指導にあっては、我が国の炭鉱技術の移転のため、炭鉱等を

活用した研修等を実施する。

（技術者養成・研修業務の方法） （技術者養成・研修業務の方法）

第10条 機構は、機構法第15条第1項第８号に規定する業務（鉱工業技術 第９条 機構は、機構法第15条第1項第７号に規定する業務（鉱工業技術
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に係る技術者の養成及び資質の向上を図るための研修）については、 に係る技術者の養成及び資質の向上を図るための研修）については、当

当該業務の実施が我が国の産業技術力の強化に資するよう配慮して実 該業務の実施が我が国の産業技術力の強化に資するよう配慮して実施す

施する。 る。

（技術経営力の強化に関する助言業務の方法） （技術経営力の強化に関する助言業務の方法）

第11条 機構は、機構法第15条第1項第９号に規定する業務（技術経営力 第10条 機構は、機構法第15条第1項第８号に規定する業務（技術経営力

の強化に関する助言）については、当該業務の実施が我が国の事業者 の強化に関する助言）については、当該業務の実施が我が国の事業者の

の経営における研究開発の成果の活用の促進に資するよう、これまで 経営における研究開発の成果の活用の促進に資するよう、これまでの研

の研究開発事業を通じて機構に蓄積された研究開発マネジメントに関 究開発事業を通じて機構に蓄積された研究開発マネジメントに関する知

する知見、各界有識者とのネットワークなどを最大限活用し、また対 見、各界有識者とのネットワークなどを最大限活用し、また対外的な発

外的な発信に考慮しつつ実施する。 信に考慮しつつ実施する。

（附帯業務の方法） （附帯業務の方法）

第12条 機構は、機構法第15条第１項第10号に規定する附帯業務につい 第11条 機構は、機構法第15条第１項第９号に規定する附帯業務について

ては、同法第15条第１項第１号から第９号までに規定する業務を効率 は、同法第15条第１項第１号から第８号までに規定する業務を効率的か

的かつ効果的に実施するために必要な調査及び情報の収集並びに当該 つ効果的に実施するために必要な調査及び情報の収集並びに当該業務に

業務に係る成果の普及並びに情報の提供その他附帯して必要となる関 係る成果の普及並びに情報の提供その他附帯して必要となる関連業務を

連業務を実施する。 実施する。

（非化石エネルギー開発及び導入の促進業務の方法） （石油代替エネルギー開発及び導入の促進業務の方法）

第13条 第７条の規定は、機構法第15条第１項第11号に規定する非化石 第12条 第７条の規定は、機構法第15条第１項第10号に規定する石油代替

エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和55年法律第71号。 エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和55年法律第71号。

以下「非化石エネルギー法」という。）第11条第１号に規定する業務（非 以下「石油代替エネルギー法」という。）第11条第１号に規定する業務

化石エネルギー技術であって、その普及を図ることが特に必要なものの （石油代替エネルギー技術であって、その普及を図ることが特に必要な

導入に要する資金に充てるための補助金の交付）について準用する。 ものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付）について準用す

る。

２ 第８条の規定は、非化石エネルギー法第11条第２号に規定する業務 ２ 第８条の規定は、石油代替エネルギー法第11条第２号に規定する業務

（非化石エネルギーに関する情報の収集及び提供並びに非化石エネル （石油代替エネルギーに関する情報の収集及び提供並びに石油代替エネ

ギー技術に関する指導）について準用する。この場合において、第８条 ルギー技術に関する指導）について準用する。この場合において、第８

各号中「可燃性天然ガス及び石炭利用高度化並びにエネルギー使用合理 条各号中「エネルギー使用合理化」とあるのは「石油代替エネルギーの

化」とあるのは「非化石エネルギーの開発及び導入」と読み替えるもの 開発及び導入」と読み替えるものとする。

とする。

３ 機構は、非化石エネルギー法第11条第３号に規定する業務（地熱に ３ 機構は、石油代替エネルギー法第11条第３号に規定する業務（地熱に

関する地質構造等の調査）について、都市計画区域等において地熱調 関する地質構造等の調査）について、都市計画区域等において地熱調査

査の用に供する施設を整備する場合に当たっては、当該施設を都市計 の用に供する施設を整備する場合に当たっては、当該施設を都市計画そ
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画その他市街地の整備の見地から適当なものとする。 の他市街地の整備の見地から適当なものとする。

４ 機構は、石油代替エネルギー法第11条第４号に規定する業務（海外に

おける石炭の探鉱又は海外における石炭資源の開発に必要な調査に要す

る資金に充てるための補助金の交付）については、補助金の交付は必要

な資金の金額の３分の２以内とする。

５ 機構は、石油代替エネルギー法第11条第５号に規定する業務（海外に

おける石炭の探鉱に必要な地質構造の調査及び石炭の生産に必要な技術

に関する指導）については、地質構造の調査にあっては、民間企業のみ

ではリスクが高い地域において、民間企業の調査及び開発等の活動を誘

導する基礎的調査を行うとともに、技術の指導にあっては、我が国の炭

鉱技術の移転のため、炭鉱等を活用した研修等を実施する。

４ 第12条の規定は、非化石エネルギー法第11条第４号に規定する附帯 ６ 第11条の規定は、石油代替エネルギー法第11条第６号に規定する附帯

業務について準用する。 業務について準用する。

（鉱工業基盤技術試験研究業務の方法） （鉱工業基盤技術試験研究業務の方法）

第14条 機構は、機構法第15条第１項第12号に規定する基盤技術研究円 第13条 機構は、機構法第15条第１項第11号に規定する基盤技術研究円

滑化法（昭和60年法律第65号。以下「基盤法」という。）第11条第１号 滑化法（昭和60年法律第65号。以下「基盤法」という。）第11条第１号

に規定する業務（鉱工業基盤技術に関する試験研究業務（以下「鉱工 に規定する業務（鉱工業基盤技術に関する試験研究業務（以下「鉱工

業基盤技術試験研究業務」という。））については、以下の方法で実施 業基盤技術試験研究業務」という。））については、以下の方法で実施

する。 する。

一～五（略） 一～五（略）

２～４（略） ２～４（略）

５ 第12条の規定は、基盤法第11条第５号に規定する附帯業務について ５ 第11条の規定は、基盤法第11条第５号に規定する附帯業務について

準用する。 準用する。

（福祉用具技術研究開発業務の方法） （福祉用具技術研究開発業務の方法）

第15条 機構は、機構法第15条第１項第13号に規定する福祉用具の研究 第14条 機構は、機構法第15条第１項第12号に規定する福祉用具の研究

開発及び普及の促進に関する法律（平成５年法律第38号。以下「福祉 開発及び普及の促進に関する法律（平成５年法律第38号。以下「福祉

用具法」という。）第20条第１号に規定する業務（産業技術の実用化 用具法」という。）第20条第１号に規定する業務（産業技術の実用化

に関する研究開発であって、福祉用具に係る技術の向上に資するもの に関する研究開発であって、福祉用具に係る技術の向上に資するもの

の助成）については、補助金の交付は研究開発に必要な資金の金額の の助成）については、補助金の交付は研究開発に必要な資金の金額の

３分の２以内とする。 ３分の２以内とする。

２（略） ２（略）

３ 第12条の規定は、福祉用具法第20条第３号に規定する附帯業務につ ３ 第11条の規定は、福祉用具法第20条第３号に規定する附帯業務につ
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いて準用する。 いて準用する。

（新エネルギー利用等促進業務の方法） （新エネルギー利用等促進業務の方法）

第16条 機構は、機構法第15条第１項第14号に規定する新エネルギー利 第15条 機構は、機構法第15条第１項第13号に規定する新エネルギー利

用等の促進に関する特別措置法（平成９年法律第37号。以下「新エネ 用等の促進に関する特別措置法（平成９年法律第37号。以下「新エネ

ルギー法」という。）第10条第１号に規定する業務（新エネルギー利用 ルギー法」という。）第10条第１号に規定する業務（新エネルギー利用

等に必要な資金に係る債務保証）については、次のとおり実施する。 等に必要な資金に係る債務保証）については、次のとおり実施する。

一～三（略） 一～三（略）

２ 第12条の規定は、新エネルギー法第10条第２号に規定する附帯業務 ２ 第11条の規定は、新エネルギー法第10条第２号に規定する附帯業務

について準用する。 について準用する。

第17条～第18条（略） 第16条～第17条（略）

（業務委託の基準） （業務委託の基準）

第19条 機構は、機構法第15条第１項第１号、第２号、第４号及び第８ 第18条 機構は、機構法第15条第１項第１号、第２号、第４号及び第７

号に規定する業務の一部を機構以外の者に委託することにより効率的 号に規定する業務の一部を機構以外の者に委託することにより効率的

に当該業務を遂行することができると認められ、かつ、委託すること に当該業務を遂行することができると認められ、かつ、委託すること

によりすぐれた成果が得られることが十分期待される場合には、当該 によりすぐれた成果が得られることが十分期待される場合には、当該

業務を委託するものとする。 業務を委託するものとする。

第20条（略） 第19条（略）

第21条 １～２（略） 第20条 １～２（略）

３ 受託に係る基準を定めている国立大学法人、公立大学、国公立の研 ３ 受託に係る基準を定めている国立大学法人、公立大学、国公立の研

究機関若しくは独立行政法人（地方独立行政法人を含む。以下同じ。） 究機関若しくは独立行政法人（地方独立行政法人を含む。以下同じ。）

に業務を委託する場合又はこれらに受託者が第27条により機構の承認 に業務を委託する場合又はこれらに受託者が第26条により機構の承認

を受けて再委託する場合においては、当該基準に基づいて第１項の契 を受けて再委託する場合においては、当該基準に基づいて第１項の契

約を行うことができる。 約を行うことができる。

第22条～第27条（略） 第21条～第27条（略）

（試験研究業務の委託方法等） （試験研究業務の委託方法等）

第28条 機構は、機構法第15条第１項第12号に規定する鉱工業基盤技術 第27条 機構は、機構法第15条第１項第11号に規定する鉱工業基盤技術

試験研究業務を委託するに当たっては、研究課題を広く政府等以外の 試験研究業務を委託するに当たっては、研究課題を広く政府等以外の

者から公募し、外部有識者による事前評価に基づき課題を選定し、こ 者から公募し、外部有識者による事前評価に基づき課題を選定し、こ
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れを提案者に委託して行うものとする。 れを提案者に委託して行うものとする。

２（略）

第29条（略） 第28条（略）

（準用） （準用）

第30条 第22条（同条第２項ただし書の規定を除く。）及び第23条から第 第29条 第21条（同条第２項ただし書の規定を除く。）及び第22条から第

27条までの規定は、鉱工業基盤技術試験研究業務について準用する。 26条までの規定は、鉱工業基盤技術試験研究業務について準用する。

（金融関連業務の委託） （金融関連業務の委託）

第31条 機構は、次の各号に掲げる場合には、受託しようとする者と委 第30条 機構は、次の各号に掲げる場合には、受託しようとする者と委

託契約を締結するものとする。 託契約を締結するものとする。

一 金融機関及び債権回収会社に対し、機構法第15条第１項第14号に 一 金融機関及び債権回収会社に対し、機構法第15条第１項第13号に

規定する業務の一部を委託しようとする場合 規定する業務の一部を委託しようとする場合

二（略） 二（略）

２～３（略） ２～３（略）

第32条（略） 第31条（略）

（準用） （準用）

第33条 第21条第３項及び第22条から第27条までの規定は、前条第１項 第32条 第20条第３項及び第21条から第26条までの規定は、前条第１項

に規定する業務委託について準用する。 に規定する業務委託について準用する。

第34条～第36条（略） 第33条～第35条（略）

（助成等の基準） （助成等の基準）

第37条 機構は、機構法第15条第１項第３号、第５号、第７号イ、第11 第36条 機構は、機構法第15条第１項第３号、第５号、第10号（石油代

号（非化石エネルギー法第11条第１号に係る部分に限る。）及び第13号 替エネルギー法第11条第１号及び第４号に係る部分に限る。）及び第12

（福祉用具法第20条第１号に係る部分に限る。）の規定により補助金又 号（福祉用具法第20条第１号に係る部分に限る。）の規定により補助金

は助成金を交付しようとするときは、あらかじめ交付のための規程を 又は助成金を交付しようとするときは、あらかじめ交付のための規程

定めるものとする。 を定めるものとする。

第38条～第45条（略） 第37条～第44条（略）
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附 則（平成23年●月●日23度新エネ総企第*******号）

この業務方法書は、経済産業大臣の認可を受けた日（平成23年●月●日）

から施行する。


