
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。

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

各種イベント・展示会への出展 例：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１６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。
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大学や企業への訪問
大学・企業等を訪問するなどして個別相談を実施。イノベーション・オフィサーや産業技術コンダクターに加え、新技術調査委員

も活用することにより、地方の大学・企業等の情報も収集。イノベーション・オフィサー等によるシーズ発掘活動件数はのべ８５０件 。
・イノベーションオフィサー（Ｈ１９年度～） ・・・ ３名(ＮＥＤＯ北海道、関西、九州支部)
・産業技術コンダクター（Ｈ２１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（Ｈ１７年度～） ・・・ ２３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。



中間評価の実施と結果、その反映

１．実施件数の推移

１．(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

平成２３年度に中間評価を予定した対象プロジェクト１０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。

年度 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23

テーマの一部を加速し実施 ２ 13 ３ ２ ２ ２ ６ ０ １

概ね現行どおり実施 12 12 １ １ ４ 15 13 ５ ７

基本計画を一部変更し実施
15

５ ４ ５ ３ ３ ９ 10 ２

テーマの一部を中止 １ １ ０ １ ０ １ １ ０

中止または抜本的な改善 ２ ２ ０ ０ １ ２ ０ ０ ０

中間評価を実施した総件数 29 29 ６ ６ 10 22 25 16 10
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（
Ｙ
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X+Y=3

２．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。

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

革新型蓄電池先端科学基
礎研究事業
(平成21年度～平成27年度)

先端の解析ツールを活用したリチウムイオン蓄電池の高性能化研究は、従
来の経験的な手法に頼る手法に比べ効率的であり、加速的手法として高く
評価できる。ただし、革新型電池の諸特性を左右する正負極物質・電解質に

取り組むグループがなく、充実させる必要がある。材料メーカーも含めた参
画企業の追加を検討して欲しい。

正負極物質・電解質の研究分野への取り組みを強
化するため、新材料の探査・研究を目的とした追
加公募等を検討し、サテライトの増加や材料メー
カーも含めた研究グループの追加を検討する。

基本計
画を一
部変更
して実
施

ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙｹﾐｶﾙﾌﾟﾛｾ
ｽ基盤技術開発/触媒を用
いる革新的ﾅﾌｻ分解ﾌﾟﾛｾｽ
基盤技術開発
(平成21年度～平成25年度)

産学官連携のもとで、基礎から実用化までのきめ細やかな検討が行われて
おり、現在主流のﾅﾌｻの熱分解技術を凌駕する革新技術に繋がると期待さ
れる。事前に設定された数値目標に向かって着実に進捗しており、実用化を
促進するため、最重要課題である触媒寿命の向上に注力し、研究を加速
することが望ましい。

触媒劣化のメカニズムを解明するために必要な、
分析・評価技術などを導入し、触媒寿命の早期向
上を図ることにより研究を加速し、実用化を促進す
る。

テーマ
の一部
を加速
し実施

次世代照明等の実現に向
けた窒化物半導体等基盤
技術開発／次世代高効率・
高品質照明の基盤技術開
発
(平成21年度～平成25年度)

GaN基板を用いたLEDについては、性能とコストの点で、さまざまな基板を用
いたLEDに対して、どのような優位性があるのかを明確にしないといけない。
現在主流のサファイヤ基板を用いたLEDの進化も早いことから、本事業の成
果の市場的な価値を明確に消費者に訴えるための方策を考えておく必要が
ある。

LED分野でのGaN基板とサファイヤ基板等の比較
整理を行い、GaN基板の優位性を明確にした上で
電流値の目標値追加等、GaN基板の優位性を活
かす事業に必要な目標の見直しを行う。また、
CEATEC等を利用したニーズ調査や次世代照明を
用いた実証実験を行い、利用者への浸透を図る。

基本計
画を一
部変更
して実
施

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
研究開発成果（Ｘ）
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１．(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）

プロジェクトの技術開発・成果の促進の状況

○革新型蓄電池先端科学基礎研究事業
リチウムイオン電池の内部におけるリチウムイオンの直接観察に世界で初めて成功。これを踏まえ、空間分解能を更
に向上させた電子顕微鏡（STEM）を導入により、電解質と電極の界面原子配列を直接観察し、原子レベルでの電気反

主な案件

目覚ましい成果を挙げている事業等に対して資金を迅速に投入（平成２３年度実績３８件）。これら
追加資金を投入した事業では、技術開発の促進により、実用化・事業化割合の向上や時期の短
縮等の顕著な成果が創出されつつある。

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

に向上させた電子顕微鏡（STEM）を導入により、電解質と電極の界面原子配列を直接観察し、原子レベルでの電気反
応メカニズムの解明に取り組む。
○次世代パワーエレクトロニクス技術開発
従来のシリコンの代わりに、低損失かつ高耐電圧であるシリコンカーバイド(SiC)を用いたパワーデバイス・インバー
ターの開発を行い、小型インバーターで当初目標を上回る出力密度を達成。海外勢の状況を踏まえ、より出力密度の
高いSiC変換器の設計・製造技術の確立を目指す。
○グリーンネットワーク・システム技術研究開発プロジェクト（グリーンＩＴプロジェクト）
東日本大震災による電力需給の逼迫に伴い、一層の省エネやピークカット対応が必要となるところ、これらエネルギー
制約がある中でも最大限のパファーマンスの発揮が可能なグリーンデータセンタの開発を強力に推進。
○後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発
各種ガンに対しＤＮＡヒストン修飾解析を行い、新たな創薬標的分子を発見。ヒストン修飾の解析感度の向上のため、
高精度測定装置（質量分析計）等を導入し、大幅な効率化を図った。これにより、新規創薬標的の探索と同定、検証技
術開発の加速を目指す。
○アスベスト含有廃棄物の無害化実証プラントの改良
ＮＥＤＯプロジェクトで開発した技術について、東日本大震災の被災現場に適合した技術改良を実施。
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１．(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）

プロジェクトへの資金の追加投入と成果進展状況 ・資金を追加投入した事業は、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１）

・追加資金は、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。

・資金を追加投入した事業は、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
合が非常に少ない。

（注１）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

非継続
121

非継続
207

中止
127

中止
106

研究段階
144

研究
58

開発段階
180

開発段階
109

製品化
91

製品化
54

上市
68

上市
48

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

追加投入事業
H16からH21年度

終了事業

追加投入なしの事業
H16からH21年度

終了事業

数値は企業数

22%

18%

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

資金の追加投入の内容

製品化の状況と期待される効果

次世代ロボット共通基盤開発プロジェクト（平成１７年～１９年）

本プロジェクトで試作した画像認識用モジュールを元に、画像認識
用デバイスを搭載したステレオビジョンモジュールの製品化に成功し、
販売中。本モジュールを搭載することにより、ロボットの視覚認識能力が
向上して広い範囲でロボットがサービスを提供することが可能となり、少
子高齢化や要介護者の増加への課題解決や、犯罪・災害・医療など将
来の不安要素軽減社会への実現に寄与することが期待できる。
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資金の追加投入と製品化及び上市状況(具体的事例）

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。

＜画像認識用デバイス及びモジュールの開発＞
認識処理において、従来アーキテクチャ比3倍の処理を可能とするデバ

イスの設計を完了。プロセスルールを180nmから130nmに微細化すること
により、さらなる小型・高速（5倍）・省電力化を図ることを目的に、H18年度
に加速資金を投入した。資金投入により、上市・製品化時期が著しく早ま
り、製品の性能品質の向上、コスト削減に寄与した。

製品名） ステレオビジョンモジュール画像認識用デバイス

ステレオビジョ
ンモジュールに
よる画像認識
処理例

3次元計測：50msコーナー検出：14ms

組み込み



１．(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：原則４５日以内ナショナルプロジェクト：原則４５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３２件中２６件
（期間を超えた６件には、海外との調整に要した案件（２件）、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
調整に時間を要した案件（３件）及び震災の影響で、審査に時間を要した案件（１件）がある。）

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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■■ 実用化・企業化促進事業：原則７０日以内実用化・企業化促進事業：原則７０日以内

■■ 技術シーズの育成事業：原則９０日以内技術シーズの育成事業：原則９０日以内

■■ 新エネ・省エネ関連業務「実証」「導入普及業務」：原則６０日以内新エネ・省エネ関連業務「実証」「導入普及業務」：原則６０日以内

調整に時間を要した案件（３件）及び震災の影響で、審査に時間を要した案件（１件）がある。）

実用化・企業化促進事業では、公募を行った事業１１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、公募を行った事業１件について、期間内で採
択決定を行った。

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４０件中３８件
（期間を超えた２件には、海外との調整に要した案件及び研究体制の調整に時間を要した案件がある。）



不正行為に対する取り組み

交付決定取消、契約解除等
不正金額の返還（加算金・利息の徴収）

不正事業者に対しては、不正金額の返還、契約等停止措置及び処分内容を全件公表。

事業者の不正行為に係る告発受付窓口を一元化し、公募資料やホームページ等に告発方法を掲示するとと
もに、適正な経費執行を促すリーフレットを配付し、不正行為に対する牽制の取組を実施。

平成２３年度は、事業者向け説明会（全国主要都市７箇所で開催）の中で、不正事業者への措置内容や実
際の処分事例を紹介。

１．(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

ホームページ

不正事業者への厳罰措置不正事業者への厳罰措置 告発受付窓口の掲示／リーフレット配付告発受付窓口の掲示／リーフレット配付

リーフレット

不正金額の返還（加算金・利息の徴収）

補助金交付、契約停止（経理不正は最大６年間最大６年間、研
究不正は最大１０年間停止最大１０年間停止）

不正事案の公表（ＮＥＤＯホームページ掲載、プレスリ
リース）
不正事案の刑事告訴
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○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。）

事業者説明会で処分事例紹介事業者説明会で処分事例紹介

■事業者説明会（全国主要都市７箇所で開催）

「適正な執行／不正行為に対する措置について」
事例１：機械装置等の虚偽報告・架空発注

事例２：実態の認められない研究活動
事例３：旅費・労務費の過大請求
事例４：機械装置の過大請求
事例５：架空請求による預け金

公募要領
＜抜粋＞



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６月・９月・１０月・２月の年４回、全国７
箇所で開催して、のべ１，４６７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８割を大幅に上回る９７％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

１．(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

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６月・９月・１０月及び２月（全国７箇所：川崎<2月は東京>、大阪、名古屋<9月除く> 、福
岡<9月除く> 、広島<6・10月除く> 、札幌<6・10月除く>、仙台<9・10月除く>）の計４回開催
参加者のべ１，４６７名（６月：３６９名、９月：１７６名、１０月：９１名、２月：８３１名）
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参加者のべ１，４６７名（６月：３６９名、９月：１７６名、１０月：９１名、２月：８３１名）

総合的評価 ： 満足している ９７％
【平成２３年度に取り組んだ主な業務改善】

 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

 事務負担の軽減のために、労務費を計上しない登録研究員の従事状況報告の様式の廃止

 委託研究の成果に係る産業財産権等に関する全ての報告が、知的財産部門の長でもできるよう、報告の委任範囲を拡大

 共同研究事業で取得した共有取得財産の譲渡価額を「引き取り時点の残存価額」から「事業終了時の残存価額」に改正し、条件を付し

た上で、研究事業終了後、引き渡しまでの間、共同研究先が取得財産を使用することを認めることを明文化

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２４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２４年２月実施）におけるアンケート結果から。回答数は７４６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。

バイドール条項が適用された知的財産の活用状況をより的確に把握するために特許情報管理シ
ステムとの連携を図った。バイドール調査により得られたデータを公表するとともに、プロジェクト
から発生した知財について、ＮＥＤＯによる活用状況把握・有効活用の推進に資する取組を強化
した。さらに、公表している知財マネジメント基本方針の内容向上に向けて調査や検討委員会を
実施した。

日本版バイドールの適用と状況調査

１．(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

●特許管理業務とバイドール調査業務についてシステムを連動
→効率的な調査準備が可能となり、作業時間が軽減が期待される。
相互の情報照合が可能となり、情報の精度管理向上が期待される。
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システム間連携の実現

●特許単位毎に具体的な選択肢設定を行った調査を実施
→より詳細な活用状況の把握が可能となった。
NEDOプロジェクトにおける効果的な知財マネジメントを進めるために、
調査結果について特許庁等と意見交換を行い、ツールの整備に活用した。

バイドール調査結果の活用



１．(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」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２３年度２，７６３件）
また、２３年６月から、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有料の電話番号を追加。

（お客様デスクへの電話相談件数のうち、約１／４に相当）
さらに、英語版ホームページに開設した問い合わせサイトも活用し、国内外問わず相談に対応。

（相談件数は２３年度２４８件）

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

主な相談者
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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。

導入補助は窓口変更をホームページでお知らせの上、他機関
をご案内。

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
④ＮＥＤＯの研究成果を活用したい
⑤資料請求（パンフレット等）
⑥ＮＥＤＯに対する意見・苦情
⑦その他利用希望者の問い合わせ

↑ 日本語版ホームページ
の問い合わせサイト
（お客様デスク）

↓ 英語版ホームページの
問い合わせサイト（inquary）



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プロジェクト成果からの
技術的な波及効果

NEDOプロジェクトに参加した企業の63％が

プロジェクト成果からの技術的な波及効果も

得られていることが判明。波及効果の適用

実用化に至った企業の69%が実用化時期の前倒しに有効で

あったと回答。理由として「異分野での開発に、開発段階から

他機関と一体的に取組めた」、「研究開発のスピードアップを図

継続事業の比率

平成23年度は、平成17、19、21、22年度に終了した101プロジェクト（761機関）について追跡調査を実施した。結果、プロジェ

クトの成果を活用して実施される研究開発等の継続事業の比率は99%であった。（目標：中期計画期間中に90%以上）

8%
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31%

4%
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コスト

削減

品質

向上

性能

向上

実用化

前倒し

著しく効果あり 効果あり 効果なし・無回答 低下した

得られていることが判明。波及効果の適用

先としては、新規製品への組み込みが52％、

次いで既存製品への展開が31％であった。
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他機関と一体的に取組めた」、「研究開発のスピードアップを図

ることができた」、「ユーザー企業へのサンプル提供がスムー

ズに行われた」、「ニーズを速やかに反映することができた」等、

他機関との連携によるシナジー効果が特に現れている。


