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１．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

（１）研究開発関連業務（１）研究開発関連業務



研究開発関連業務の概要（平成２３年度）

｢イノベーション推進事業｣

技術シーズの育成事業技術シーズの育成事業
〈2626億円〉

ナショナルプロジェクトナショナルプロジェクト
〈〈956956億円億円〉〉

実用化・企業化促進事業実用化・企業化促進事業
〈〈186186億円億円〉〉

①健康・医療基盤技術
②生物機能を活用した生産・処理・再資
源化 プロセス技術

ライフサイエンス分野ライフサイエンス分野〈44億円〉

情報通信分野情報通信分野〈96億円〉

①ナノテクノロジー
②革新的部材創成技術

ナノテクノロジー・材料分野ナノテクノロジー・材料分野〈27億円〉

エネルギー分野エネルギー分野〈674億円〉

１．(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
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｢産業技術研究助成事業
（若手研究グラント）｣

（ライフサイエンス分野、

情報通信分野、環境分
野、ナノテクノロジー分野
等）

｢SBIR技術革新事業｣

「省エネルギー革新技術
開発事業」

「新エネルギーベンチャー
技術革新事業」 等

①高度情報通信機器・デバイス基盤関
連技術

情報通信分野情報通信分野〈96億円〉

①新製造技術
②ロボット技術

新製造技術分野新製造技術分野〈38億円〉①フロン対策技術
② 3R関連技術
③民間航空機基盤技術 等

環境分野環境分野〈38億円〉

①燃料電池・水素エネルギー利用技術
②新エネルギー技術
③省エネルギー技術
④環境調和型エネルギー技術

674

「基盤技術研究促進事業」 等

境界分野・融合分野境界分野・融合分野〈39億円〉

(注) 金額は平成２３年度政府予算要求におけるもの。

（大学シーズ
と企業ニーズ
のマッチング

等）

連携 連携

（優れた成果
に係る開発の
ステップアッ

プ等）



積極的に海外機関とのさまざまな分野で連携を強化

フランスグランドリヨン共同体、ミャンマー地方エネルギー開発委員会、アメリカハワイ州政府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、イギリス、ミャンマー、カンボジア、タイ等の諸国において、新たな連携の可能性を模索。

＜米国＞＜米国＞
①① ハワイ州政府とスマ－トコミュニティ分野に関する協力協定を締結ハワイ州政府とスマ－トコミュニティ分野に関する協力協定を締結

②② ニューメキシコ州にてスマートグリッドの実証事業を実施ニューメキシコ州にてスマートグリッドの実証事業を実施

③③ ニューヨーク州立大学研究財団と協力協定を締結ニューヨーク州立大学研究財団と協力協定を締結

＜アセアン＞＜アセアン＞

＜中国＞＜中国＞
①① 中国国家発展改革委員会、北京市発展改革委員会とのとの新交通情報シス

テム実証実験の共同発表会を開催

１．(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ﾞの高度化を適切に実施する
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＜インド＞＜インド＞
①① ２２年３月に合意したデリー・ム２２年３月に合意したデリー・ム

ンバイ間産業大動脈構想（ＤＭＩンバイ間産業大動脈構想（ＤＭＩ
Ｃ）において「スマートコミュニＣ）において「スマートコミュニ
ティ」の共同開発に基づき、メガティ」の共同開発に基づき、メガ
ソーラーＰＪのＦＳを実施ソーラーＰＪのＦＳを実施

＜アセアン＞＜アセアン＞

①① ミャンマー：ミャンマー：

地方エネルギー開発委員会と再地方エネルギー開発委員会と再
生可能エネルギー、省エネルギー、生可能エネルギー、省エネルギー、
環境分野における包括的協力協環境分野における包括的協力協
定を締結定を締結

②② カンボジア：カンボジア：

鉱工業エネルギー省とバイオマス鉱工業エネルギー省とバイオマス
利用に関する協力協定を締結利用に関する協力協定を締結

③③ シンガポール：シンガポール：

・・国家研究基金（ＮＲＦ）とのエネル国家研究基金（ＮＲＦ）とのエネル
ギー・環境技術、産業技術での研究ギー・環境技術、産業技術での研究
開発協力を推進開発協力を推進

・経済開発庁（ＥＤＢ）と省エネビル事・経済開発庁（ＥＤＢ）と省エネビル事
業を推進業を推進

④④ タイ：タイ：

・・科学技術開発庁科学技術開発庁（ＮＳＴＤＡ）とエネ（ＮＳＴＤＡ）とエネ
ルギー・環境技術及び産業技術に関ルギー・環境技術及び産業技術に関
する包括協力協定を締結する包括協力協定を締結

・・工業省と工業団地全体の省エネ工業省と工業団地全体の省エネ
ルギーへの取り組みに関する共同ルギーへの取り組みに関する共同
声明を声明を発表発表

＜欧州＞＜欧州＞

①① フランス：フランス：

・グランドリヨン共同体とスマ－トコ・グランドリヨン共同体とスマ－トコ
ミュニティ分野に関する協力協定をミュニティ分野に関する協力協定を
締結締結

・起業支援・イノベーション振興機構・起業支援・イノベーション振興機構
（ＯＳＥＯ）と（ＯＳＥＯ）と日仏企業等のイノベー日仏企業等のイノベー
ション促進の協力事業を推進ション促進の協力事業を推進

②② イギリス：イギリス：

エネルギー技術研究所（ＥＴＩ）とエネルギー技術研究所（ＥＴＩ）と
のスマ－トコミュニティ分野に関のスマ－トコミュニティ分野に関
する包括協力協定する包括協力協定

③③ ポーランド：ポーランド：

環境省とクリーンエネルギー、環境省とクリーンエネルギー、
エネルギー効率化、スマートグエネルギー効率化、スマートグ
リッド等の分野における協力可リッド等の分野における協力可
能性に関する協定を締結能性に関する協定を締結

④④ ポルトガル：ポルトガル：

経済雇用省とエネルギー技術経済雇用省とエネルギー技術
に関する広範な協力関係の構に関する広範な協力関係の構
築を目指す協定を締結築を目指す協定を締結

＜中東・北アフリカ＞＜中東・北アフリカ＞

①① サウジアラビア：サウジアラビア：
サウジアラビア工業用地公団（ＭＯＤＯＮ）と省サウジアラビア工業用地公団（ＭＯＤＯＮ）と省
エネ型排水再生システム実証事業に関する協エネ型排水再生システム実証事業に関する協
力協定を締結力協定を締結

②② 国際再生可能エネルギー機関（ＩＲＥＮＡ）国際再生可能エネルギー機関（ＩＲＥＮＡ）：：
ＮＥＤＯ職員の出向。再生可能エネルギー分野ＮＥＤＯ職員の出向。再生可能エネルギー分野
での連携を目指す協定を締結での連携を目指す協定を締結

③③ トルコ：トルコ：
省エネビル事業のＦＳを実施省エネビル事業のＦＳを実施
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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６００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」を策定。

「技術戦略マップ２０１１」の策定に当たって、ＮＥＤＯは、計４３回の策定ワーキンググループの開催により、

１．(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）

・８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」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

「技術戦略マップ２０１１」の策定に当たって、ＮＥＤＯは、計４３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８分野を対象にローリング（見直し）を実施。

平成２３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。
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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

２４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。

・リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業
・IT融合による新社会システムの開発・実証プロジェクト

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。

・JACI フロンティア・連携委員会（2012/1/11）
・JACI 戦略委員会（2012/2/17）

・・・ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｽﾃｲﾅﾌﾞﾙｹﾐｽﾄﾘｰ分野



【従前の取組に対する主な指摘とその改善に向けた取組】

現場主義の実践と運営への反映

経済産業省産業技術環境局と連携して、我が国の研究開発投資額の多い企業のうち１９社に対してCTO等

へインタビューを実施した。また日々のマネジメントとして部長職以上が約３５０件程度の現場の訪問を指揮。
得られた情報を基に、次年度のマネジメントの改善、プロジェクト戦略策定を図った。

１．(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

ＣＴＯインタビューにおける指摘事項及びコメント 改善の取組（今後の方向を含む）

• 現状はプロジェクトの成果やその後の状況が第三者からは分 •これまで、NEDOプロジェクトの成果については、象徴的な上
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• 現状はプロジェクトの成果やその後の状況が第三者からは分
からない。国プロ終了後の状況なども見えるようになると、参
画していない企業も納得でき、国としても望ましいのではない
か。

•これまで、NEDOプロジェクトの成果については、象徴的な上
市・製品化事例について、実用化ドキュメント（40件※24年4月
時点）としてHP等により広く発信してきたところ。今後は、プロ
ジェクト終了後の状況を公表するべく準備中。

• 目標変更を長期的な観点や事業化の観点で見て、柔軟に対
応してほしい。研究の途中で、当初とは別の方式の方が事業
化の可能性が高いことに気づく場合があるが、目標設定が硬
直的だと、目標達成だけが目的となり、意義の乏しい研究に
なりかねない。

•中間評価において、外部有識者による技術開発の進捗及び
方向性を確認し、目標変更や開発内容の変更を柔軟に行って
いる。外部環境の変化が激しい昨今、通常のマネジメントにお
いても絶えず目標等を見直し、柔軟に対応していく。

• 大きなプロジェクトであれば、まず１、２年間かけて１０年、２０
年先のことを徹底的に研究する必要があるが、現状は、そこ
が安易。

•必要に応じて、本プロジェクトに入る前に、先導研究によって
課題を抽出し、実現可能性、目標及び技術開発課題の明確
化を行っている。また、技術術戦略マップのローリング（見直
し）を通じて、10年、20年先の技術動向について検討している
ところ。先導研究をなるべく多くのプロジェクトで実施するよう
取り組む。



ＮＥＤＯ研究開発マネジメントガイドライン

• 平成２３年度には、中間評価、事後評価、追跡調査の結果等より得られたマネジメントの教訓を活かし、今後
のマネジメントの高度化を図るため、８プロジェクトの事例について検証し、新たなマネジメントの知見とし
「NEDO研究開発マネジメントガイドライン」へ拡充（第５版発行）。

• また、プロジェクトの立案段階から終了後に至る各フェーズにおけるマネジメント上のチェック項目について纏
めた「アクションチェックリスト」を新規作成。

• 同ガイドライン及びチェックリストが機構内でより一層活用されるよう、職員向け研修において１０回の説明会
を行い、機構内の普及活動を実施。

１．(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
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◆「研究開発マネジメントガイドライン」及び「アクションチェックリスト」策定の目的

• 高度な研究開発マネジメント機能の維持・向上（ＮＥＤＯミッションの遂行）

• 新たな知見・反省の体系的な蓄積と共有（弛まない改善に向けた議論の土台）

• ＮＥＤＯの人材構成の特性への対応（出向者の即戦力醸成とノウハウの集約）

新たな取組

「アクションチェックリスト」を作成し、プロジェクトの事前評価の改善から、
終了後の追跡調査まで幅広く活用



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１９年度の１２０件を上回らないよう、平成２３年度は、７１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

１．(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） ヒト幹細胞産業応用促進基盤技術開発

プロジェクト開始当初は主にiPS細胞の創薬応用を目指し、iPS細胞の作製及び

評価技術、創薬スクリーニングシステムの開発を実施。しかし、内外の研究開発動
向等を勘案し、平成23年度から全てのヒト幹細胞（ＥＳ細胞、Ｍｕｓｅ細胞、間葉系

幹細胞、等）を研究開発対象に追加。さらに、各対象細胞種の実施者を一同に集
めた研究開発推進委員会を開催し、横断的な情報共有や課題抽出を実施するこ
とで、ヒト幹細胞の評価基盤技術の確立及び標準化原案作成を目指す。
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企画型の研究開発事業の立案段階においては、費用対効果分析を実施すると共に、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：企画型の研究開発事業）
「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」
●費用対効果の観点での事前評価を実施

案件採択時において費用対効果分析実施を徹底

１．(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

●費用対効果の観点での事前評価を実施

（例：テーマ設定・公募型実証事業）
「省エネルギー革新技術開発事業」
●事業化シナリオや経済的波及効果等を評価
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・書面審査において、「事業化のシナリオは妥当か（事業化時期、能力、経済性、等）」、「関連分野への技術的波及効果及び経済的波及効果が期待
できるか（新規産業創出、産業の競争力強化、経済活性化、等）」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。

・「リサイクル分野の市場規模は2005年時点の総額16兆円から、2020年には約２倍の総額33兆円に拡大すると考えられている。新興国を中心に需
要の急成長が予測されるが、特に中国をはじめとするアジア圏の市場の規模の拡大が注目される。」

「リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業」
●基本計画のアウトカム目標の明確化を実施

・「本プロジェクトで開発した電池及び各種アプリケーションにより「次世代自動車戦略2010」の全体戦略で謳われている2020年における次世代自
動車の新車販売台数に占める割合最大50％という目標に貢献すると共に、建機、鉄道等幅広い分野での電池市場開拓を行う。これによって、運輸
部門、産業部門、民生部門等様々な分野でエネルギー利用効率向上が図られ、2020年のCO2排出量25％削減に資する。また、本プロジェクトの対
象分野は、電池分野を中心に材料分野、システム分野、各アプリケーション分野等多岐にわたり、これらの分野における若手工学技術者の育成が
促進できる。」


