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沿革： 昭和５５年、「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」の施行により設立
平成１５年１０月１日、独立行政法人化

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の概要
＜根拠法：新エネルギー・産業技術総合開発機構法 （平成１４年法律第１４５号）＞

組織・人員組織・人員 役員９名、職員８４９名 （平成２４年４月1日現在）

本部

監事

副理事長

理事長

理事

総務企画部
人事部
検査・業務管理部
資産管理部

経理部
システム業務部
評価部

産業技術本部
技術開発推進部
電子・材料・ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ部
ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞ 医療技術部

役員役員 （平成２４年６月４日現在）

役 職 氏 名 前 職 等

理事長 古川 一夫

副理事長 羽藤 秀雄 消費者庁審議官（H23.7.16当省より現役出向）

和坂 貞雄

トヨタ自動車(株)車両材料技術部バイオマス技術開発
室ＳＳＥ

三井石炭液化(株)本店技術部副部長
NEDO環境技術開発部長

植田 文雄

(株)日立製作所執行役社長
(株)日立製作所特別顧問
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エネルギー・環境本部
省エネルギー部
新エネルギー部
国際部
スマートコミュニティ部
環境部
京都メカニズム事業推進部

ﾊ ｲｵﾃｸﾉﾛｼ ｰ・医療技術部
支部（北海道・関西・九州）

海外事務所（ﾜｼﾝﾄﾝ､ｼﾘｺﾝﾊﾞ
ﾚｰ、ﾊﾞﾝｺｸ､北京､欧州､ﾆｭｰﾃﾞ
ﾘｰ）

海外事務所

（非常勤）
(株)東芝顧問、(株)東芝機械監査役（非常勤）

理事

渡邊 宏 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課長
(H22.7.31付 当省より現役出向）

倉田 健児 独立行政法人産業技術総合研究所企画本部副本部
長(H24.6.4付 当省より現役出向）

藤井 哲哉

渡辺 通春
監事

NEDO環境技術開発部長

元木 英一 ＮＥＤＯ検査・業務管理部長

東京ガス(株)監査部長(H21.4退任)
東京ガス(株)リビング企画部

（単位：百万円）

項目 １６ＦＹ １７ＦＹ １８ＦＹ １９ＦＹ ２０ＦＹ ２１ＦＹ ２２ＦＹ ２３ＦＹ ２４ＦＹ

交付金 172,747 172,240 163,520 154,858 145,428 141,484 132,359 128,706 121,891

補助金 62,051 55,067 54,469 48,483 51,587 39,357 29,544 3,123 309

委託費 4,910 80 5,545 12,996 30,842 43,322 42,824 16,336 7,958

産投出資金 10,400 10,300 5,500 200 5,000 10,500 5,000 1,200 500

合計 250,108 237,687 229,035 216,538 232,858 234,663 209,727 149,365 130,659

ＮＥＤＯ予算の推移（年度別当初予算）



○ 国の戦略に基づき、成長戦略上の重点分野に
係る産業技術政策や環境・エネルギー政策を、技
術開発の面から具体的に実行する「政策実施機
関」。
－個々のプロジェクト予算要求額を積み上げ交付金の
要求額を確定

○ 技術的専門家集団と研究者ネットワークを総合
的に活用したマネジメントにより、中立・公平に、産

○ 新成長戦略等に基づき、グリーン・ライフに係る技
術開発プロジェクト等を決定し、ＮＥＤＯの運営費交付
金全体の中で、個々のプロジェクト毎に「積み上げ方
式」をベースに予算を要求・確保。

○ また、プロジェクトの必要性等については、毎年行
政レビューシート等で、個々にチェックを受ける。

国・政策当局
ＮＥＤＯの役割・機能

ＮＥＤＯＮＥＤＯの果たす役割・機能の果たす役割・機能

的に活用したマネジメントにより、中立 公平に、産
学官から最適なメンバーを組み合わせるなど、効
果的に研究開発プロジェクトを評価・管理。
－国内企業の事業部単位、各大学・独法の個別研究者
単位での強み・弱みを把握し、最適な組み合わせを
実現。そのため、5000名の外部有識者ネットワークを
活用し、プロジェクト参加者の選定や事業評価等に活
用。

○ 海外の公的研究機関等と共同事業を実施（京都
メカニズムクレジット取得を含む）している他、研究
開発プロジェクトの海外展開のための実証事業等
の実施の際に、相手国政府等との調整・ＭＯＵの
締結等を行う。 3

制度整備
（情報・データ提供、標準化、

政策提案）

技術開発
（実用化・事業化）

事業実証
（産業・市場創造）

政策に従って技術開発プロジェクトを具体化、実行。

ＮＥＤＯ



海外政府・機関との連携

○ ＮＥＤＯは、海外でスマートコミュニティ等の実証事業を実施し、国内メンバーのマ
ネジメントを実施するだけではなく、公的立場を活かして、相手国政府・政府機関等
と、権利関係の整理や役割分担などについて調整。
○ 既に３０カ国以上の政府機関と１８０本以上のMOUを締結し、豊富な実績・経験を有する。
○ 最近では、米国エネルギー省、ＵＡＥ、スイス、オーストラリア等から共同実証研究
等の様々な協力依頼がある。

○中東
ラスアルハイマで水循環実証事業を実施
～工業団地排水の高度水処理実証～

○インド
ニムラナ工業団地での大規模太陽光発
電システム等を利用した技術実証事業Ｆ
／Ｓを実施

○米国
ニューメキシコ州政府およびロスアラモ
ス、サンディア国立研究所等とスマート
グリッド実証事業を実施
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・事業期間：平成２１～２４年度
・事業費 ：６．６億円
・中東を中心とした新興地域では、急激な都市化
にインフラ整備が追いつかず、慢性的な水不足、
排水処理施設の不足とそれに伴う生活環境の悪
化等が社会問題になっており、水の再利用技術
のニーズが急増。本事業により、同様の問題を抱
える他地域への事業展開が期待される。
・事業実施者（ＮＥＤＯからの委託先）
海外水循環ソリューション技術研究組合

・共同実施機関：ラスアルハイマ首長国投資庁

・事業期間：平成２２～２３年度
・事業費 ：０．３億円
・日印間で重点的なインフラ整備が合意されて
いるデリー・ムンバイ産業間大動脈（ＤＭＩＣ）地
域に立地するニムラナ工業団地にて、太陽光
発電設備を工業団地に導入し、既設のディーゼ
ル発電機と組み合わせたマイクログリッドを構
成することで、高品質の電力供給を行う技術実
証事業に関するＦ／Ｓ調査を実施。本事業によ
り、高品質な電力供給が課題となっている同国
内の他地域への事業展開が期待される。
・事業実施者（ＮＥＤＯからの委託先）
(株)日立製作所等
・協力機関：インド新・再生エネルギー省、デリ
ー・ムンバイ産業大動脈開発公社

・事業期間：平成２１～２５年度
・事業費 ：平成２３年度 １０．０億円
・本実証研究は、日本の技術を用い、住宅エリ
アや商業ビル等の実フィールドで大規模なスマ
ートグリッドを実証するもので、太陽光発電の出
力変動制御、高速PLCの導入、リアルタイムプ
ライシングの実証などを行う。柔軟に電力価格
の設定が行える米国の特定地域における実証
研究等を通じ、我が国のスマートグリッド技術の
確立を図るとともに、日本の技術の海外展開や
、スマートグリッドに関する様々な国際標準化
の作業に貢献するものである。

・事業実施者（ＮＥＤＯからの委託先）
(株)東芝、京セラ(株) 、清水建設(株)等の電
機、重工業、商社等各種企業
・共同実施機関
サンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究
所、ニューメキシコ電力会社等



国名 機関名 事業概要
予算規模

＜日本円※＞
職員数

フランス ADEME（フランス 環境・エネルギー管
理庁）
Agence de l'Environment et de la
Maitrise de ｌ'Energie

エネルギー、環境政策に発展をもたらし、雇
用や新たな企業の創出が見込まれるものを
中心に、研究開発向け補助金の支出、開発
融資等を実施。

6.4億ユーロ（2009
年度）

＜703億円＞

820名
（うち技術職359名）

イギリス EPSRC(工学・自然科学研究会議）
Engineering and Physical Sciences
Research Council

エンジニアリング、物理科学の分野で質の
高い基礎研究、応用研究及び関連する研究
者の育成の促進及び支援を実施。

7.1憶ポンド

＜884億円＞

約340名

フィンランド TEKES（フィンランド技術庁）
The Finnish Funding Agency for
Technology and Innovation

科学技術関係のプログラムを決定し、大学
や研究機関との共同の取組みや一般企業
による研究開発に対し、中小企業向け補助

5.4億ユーロ

＜593億円＞

288名
（うち、専門性をもつもの
約150名、理系出身者

（参考）海外のエネルギー・産業技術振興のための研究マネジメント機関の例

金、大企業向け低利融資等を実施。 58％）

米国 ARPA-E（エネルギー先端研究計画
局）
Advanced Research Projects Agency-
Energy

エネルギー技術に関し、長期間を要しハイリ
スクの技術開発における障害を取り除くた
めのエネルギー技術開発への資金供給を
実施。

4億ドル(2009年補
正）

＜309億円＞
3億ドル（2011年要
求）

＜232億円＞

約１００名

韓国 KETEP(エネルギー技術評価院）
Korea Institute of Energy Technology
Evaluation & Planning

広領域のエネルギー関連技術開発プログラ
ムを企画、実施及び管理するとともに、研究
者や大学、民間企業等の支援を実施。

6億400万ドル(2009
年度）

＜466億円＞

120名
（契約職含む）78名
（契約職除く）
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※H23.9.1の為替レートで換算
出典：ＮＥＤＯ調べ



独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成２２年１２月閣議決定）と対応状況

②ナショナルプロジェクト
・一者への資金配分の徹底的な見直し
・産総研との関係見直し
・研究開発マネジメント機能がいかせる事業
への重点化 等

・グリーン、ライフ分野を中心にナショプロの重点化
（22年度100超→24年度65程度）
・ＮＥＤＯマネジメント機能がいかされない一者による事業は
実施しない
・産総研向け支出を精査し、23年度は21年度比、56億円削減
・ナショナルプロジェクト事業は22年度1138億円を24年度予算
額1041億円（97億円縮減）

講ずべき措置内容 措置状況（平成24年7月１日現在）

①技術シーズ育成事業
・研究開発関連事務の事業の重点か ・平成24年度以降の新規採択は行わないこととした。

額1041億円（97億円縮減）

③新エネ・省エネ導入補助
単純な普及支援は、廃止又は他の民間団体へ移管

エネルギー使用合理化事業者支援事業等の単純な普及支援
は、平成22年度でＮＥＤＯ事業から廃止

④不要財産の国庫返納
平成２２年度に２０７億円を国庫返納
平成２３年度に６億円を国庫返納及び

白金台研修センターを現物納付
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④石炭関連業務（資源開発、経過業務）
JOCMECへの移管の検討

業務移管することを決定し、関係法令を改正中
（24年2月10日国会提出済み）

⑤取引関係の見直し
民間からの出向者数の見直し

平成23年度から2カ年連続で抑制 6



ＮＥＤＯの予算額と人員の推移（直近３年間）
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ＮＥＤＯ予算の見直し状況

○ ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）における研究開発プロジェクトについては、独立行政法人改革

等の流れの中で、いわゆる「提案公募事業」の多くが廃止され、予算要求時からきめ細かく国主導で管理するもの国主導で管理するもの

に概ね移行に概ね移行しつつある。

事業仕分けを踏まえ平成２３年度から
見直した主な事業

ＮＥＤＯの予算構成の変化

事業名
平成２２年度
予算額

平成２３年度からの
見直し状況

事業仕分け等
以前

見直し後の
状況

エネルギー使用合理化事業者支援
補助金

２４０．１億円 直執行に移行

イノベーション実用化助成事業 ５７．６億円
平成24年度は
新規採択廃止

産業技術研究助成事業 ３０．９億円
平成24年度から
新規採択廃止

中小・水力地熱開発費補助金 １９．５億円 直執行に移行

代替フロン等排出削減先導技術
実証支援事業

９．６億円 直執行に移行

地域新エネルギー・省エネルギー
ビジョン策定等事業

５．１億円 廃止

温室効果ガス排出削減支援事業
費補助金

３．８億円 廃止

５３％
（１１０６億円）

７％
（１５０億円）

１３％
（２６８億円）

７５％
（９７６億円）

２７％
（５７３億円）

ナショナル
プロジェクト

テーマ公募

導入補助

その他

１１％
（１５０億円）

１４％
（１８１億円）

＋２２％

＋４％

▲１３％

▲１３％

２０９７億円
（平成２２年度）

１３０７億円
（平成２４年度）
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２２ｆｙ ２３ｆｙ ２４ｆｙ

プロジェクト数 １０４ ７１ ６４

２．グリーンイノベーション／ライフイノベーション分野に大幅に重点化

１．プロジェクト件数を大括り・重点化

○ＮＥＤＯプロジェクト数について、２２年度１０４から２４年度は６４に大括り・重点化。

○ナショナルプロジェクト（研究開発）は、グリーンイノベーション・ライフイノベーションの割合を２３年度
で２２年度比１６％増加させ、グリーンイノベーション・ライフイノベーション分野に重点化を図った。

（単位：件数）

ＮＥＤＯプロジェクトの見直し状況
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ｸﾞﾘｰﾝ（６４６）

ﾗｲﾌ（４７）

その他の産業分野
（５８）

ｸﾞﾘｰﾝ（６６１）

ﾗｲﾌ（９８）

平成２３年度予算

グリーンイノベー
ション・ライフ

イノベーションの
割合

７６％

平成２２年度予算

１,００３億円 ７５１億円（▲２５２億円）

その他の産業分野
（２４４）

グリーンイノベー
ション・ライフイノ
ベーションの割合

９７％

＋１６％ ｸﾞﾘｰﾝ（６５７）

ﾗｲﾌ（４６）

その他の産業分野（２１）

平成２４年度予算

７２４億円（▲２７億円）

＋５％

※（ ）は予算額（億円単位）。

高度な研究開発
（グリーンイノベー
ション等の重点分
野）に集中



○FTAAPの構築を含む経済連携の推進
○パッケージ型インフラ海外展開支援（「ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｲﾝﾌﾗ海外展開促
進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」に基づく面的支援強化、ﾌﾟﾚｲﾔｰの競争力強化、公的ﾌｧ
ｲﾅﾝｽ支援）
○新興国の中間層など世界の成長市場の開拓、クールジャパン推進（ｲﾝ
ﾌﾗ・制度整備による成長拠点開発、現地政府への働きかけ・情報提供の
強化、国際標準化、消費財産業とｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ産業の相乗効果の発揮・ｸﾘｴ
ｲﾃｨﾌﾞ産業を通じた地域の活性化・国際的発信）
○ヒト、モノ、カネの受入拡大とアジア拠点化の推進（「ｱｼﾞｱ拠点化・
対日投資促進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の実施 法人実効税率の引下げ ﾎﾟｲﾝﾄ制）

○FTAAPの構築を含む経済連携の推進
○パッケージ型インフラ海外展開支援（「ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｲﾝﾌﾗ海外展開促
進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」に基づく面的支援強化、ﾌﾟﾚｲﾔｰの競争力強化、公的ﾌｧ
ｲﾅﾝｽ支援）
○新興国の中間層など世界の成長市場の開拓、クールジャパン推進（ｲﾝ
ﾌﾗ・制度整備による成長拠点開発、現地政府への働きかけ・情報提供の
強化、国際標準化、消費財産業とｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ産業の相乗効果の発揮・ｸﾘｴ
ｲﾃｨﾌﾞ産業を通じた地域の活性化・国際的発信）
○ヒト、モノ、カネの受入拡大とアジア拠点化の推進（「ｱｼﾞｱ拠点化・
対日投資促進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の実施 法人実効税率の引下げ ﾎﾟｲﾝﾄ制）

アジア太平洋経済戦略

○革新的医薬品・医療機器創出のためのオールジャパンの支援体
制、臨床研究・治験環境の整備（創薬支援ﾈｯﾄﾜｰｸの構築、医
工連携、医療ｻｰﾋﾞｽと一体となった海外展開）
○医療機器・再生医療の特性を踏まえた規制・制度等の確立、先端
医療の推進（薬事法改正）
○15万人規模のバイオバンク構築による東北発の次世代医療等の
実現
○ロボット技術による介護現場への貢献や新産業創出／医療・介護
等周辺サービスの拡大

○革新的医薬品・医療機器創出のためのオールジャパンの支援体
制、臨床研究・治験環境の整備（創薬支援ﾈｯﾄﾜｰｸの構築、医
工連携、医療ｻｰﾋﾞｽと一体となった海外展開）
○医療機器・再生医療の特性を踏まえた規制・制度等の確立、先端
医療の推進（薬事法改正）
○15万人規模のバイオバンク構築による東北発の次世代医療等の
実現
○ロボット技術による介護現場への貢献や新産業創出／医療・介護
等周辺サービスの拡大

ライフ成長戦略

○グリーン部素材が支えるグリーン成長の実現（川上川下の共同
技術開発支援、未来開拓研究）
○次世代自動車での世界市場獲得（性能の向上、初期需要創出、充
電器の加速的配備、国際標準化）
○蓄電池の導入促進による市場創造と非常時でも安心な社会の構
築（蓄電池の高度化・低ｺｽﾄ化・普及の加速）
○ｸﾞﾘｰﾝ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝによる海洋の戦略的開発・利用（洋上風力、海洋
エネルギー・鉱物資源開発）
○エネルギーの地産地消を実現するｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨの構築・海外展開

○グリーン部素材が支えるグリーン成長の実現（川上川下の共同
技術開発支援、未来開拓研究）
○次世代自動車での世界市場獲得（性能の向上、初期需要創出、充
電器の加速的配備、国際標準化）
○蓄電池の導入促進による市場創造と非常時でも安心な社会の構
築（蓄電池の高度化・低ｺｽﾄ化・普及の加速）
○ｸﾞﾘｰﾝ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝによる海洋の戦略的開発・利用（洋上風力、海洋
エネルギー・鉱物資源開発）
○エネルギーの地産地消を実現するｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨの構築・海外展開

グリーン成長戦略

世界の成長力の取り込み世界の成長力の取り込み

「日本再生戦略」について「日本再生戦略」について

○東日本大震災からの復興
○エネルギー・環境政策の再設計（エネルギーミックスや地球温暖化対策などの選択肢提示、エネルギー
制約をバネとしたグリーン成長、「グリーン政策大綱」の策定（年末））

○デフレ脱却と経済活性化に向けて重視すべき政策分野（「モノ」、「人」、「金」を動かす）
○中長期の経済財政運営（経済成長と財政健全化の両立）：2020年度までの平均で名目成長率で３％程
度、実質成長率で２％程度の成長を目指す

デフレ脱却と中長期的な経済財政運営

○世界に先駆けて様々な困難に直面し、この困難を乗り越えることで世界に先例を示す「フロンティア国家」
○「質的成長」を重視、「共創の国」づくり

総 論

「共創の国」への具体的な取組

更なる成長力強化のための取組
（～１１の成長戦略と３８の重点施策～）

新産業・新市場の創出新産業・新市場の創出

震災・原発事故からの復活

○グリーン －革新的エネルギー環境社会の実現プロジェクト－
○ライフ －世界最高水準の医療・福祉の実現プロジェクト－
○農林漁業 －６次産業化する農林漁業が支える地域活力倍増プロジェクト－
○担い手としての中小企業－ちいさな企業に光を当てた地域の核となる中小企業活力倍増プロジェクト－

日本再生の４大プロジェクト：３年間優先・集中実施日本再生の４大プロジェクト：３年間優先・集中実施

対日投資促進ﾌ ﾛｸ ﾗﾑ」の実施、法人実効税率の引下げ、ﾎ ｲﾝﾄ制）
○農林水産物等の輸出促進と國酒など我が国「食」の海外市場拡大
（諸外国の輸入規制緩和の働きかけ、検疫協議の加速化）

対日投資促進ﾌ ﾛｸ ﾗﾑ」の実施、法人実効税率の引下げ、ﾎ ｲﾝﾄ制）
○農林水産物等の輸出促進と國酒など我が国「食」の海外市場拡大
（諸外国の輸入規制緩和の働きかけ、検疫協議の加速化）

○科学技術に係る人材育成の強化等による国際競争力強化
○基礎研究から実用化までのイノベーションの強化（研究開発投資
への予算・税制での対応、未来開拓型の研究開発）
○ITの徹底的活用と強固な情報通信基盤の確立（ｵｰﾌﾟﾝｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄの
推進、ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀの利活用、異分野融合）

○科学技術に係る人材育成の強化等による国際競争力強化
○基礎研究から実用化までのイノベーションの強化（研究開発投資
への予算・税制での対応、未来開拓型の研究開発）
○ITの徹底的活用と強固な情報通信基盤の確立（ｵｰﾌﾟﾝｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄの
推進、ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀの利活用、異分野融合）

科学技術イノベーション・情報通信戦略

○ちいさな企業に光を当てた施策体系の再構築（起業・創業支援、
知識ｻﾎﾟｰﾄの強化、ﾏｲｽﾀｰ制度創設、人材支援、海外展開支援）
○金融円滑化法の期限到来も踏まえた中小企業等への支援（民間
の資金・ﾉｳﾊｳを活用した新たな体制の検討、個人保証制度の見直
し等）

○ちいさな企業に光を当てた施策体系の再構築（起業・創業支援、
知識ｻﾎﾟｰﾄの強化、ﾏｲｽﾀｰ制度創設、人材支援、海外展開支援）
○金融円滑化法の期限到来も踏まえた中小企業等への支援（民間
の資金・ﾉｳﾊｳを活用した新たな体制の検討、個人保証制度の見直
し等）

中小企業戦略

○国民金融資産の形成支援を通じた成長マネーの供給拡大（教育資
金等を通じた世代間の資産移転促進、確定拠出年金の拡充、休眠
預金の活用）
○政策金融・官民連携による資金供給の拡大（公的・準公的ｾｸﾀｰ資
金の有効活用、産業革新機構の体制強化）
○アジアにおける我が国企業・金融機関・市場の地位確立（総合的な
取引所の実現、現地通貨建てﾌｧｲﾅﾝｽや海外拠点取引への金融支
援強化）

○国民金融資産の形成支援を通じた成長マネーの供給拡大（教育資
金等を通じた世代間の資産移転促進、確定拠出年金の拡充、休眠
預金の活用）
○政策金融・官民連携による資金供給の拡大（公的・準公的ｾｸﾀｰ資
金の有効活用、産業革新機構の体制強化）
○アジアにおける我が国企業・金融機関・市場の地位確立（総合的な
取引所の実現、現地通貨建てﾌｧｲﾅﾝｽや海外拠点取引への金融支
援強化）

金融戦略

○戸別所得補償制度の更なる推進と新規就農の促進（農地集積、
農業法人による雇用就農）
○６次産業化等夢のある農林漁業の実現

○戸別所得補償制度の更なる推進と新規就農の促進（農地集積、
農業法人による雇用就農）
○６次産業化等夢のある農林漁業の実現

農林漁業再生戦略

○訪日外国人旅行者の増大に向けた取組、受入環境水準の向上
（ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝの訪日ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、新興国からの訪日客の査証取得容
易化）
○観光需要の喚起（LCCの参入促進、休暇改革）

○訪日外国人旅行者の増大に向けた取組、受入環境水準の向上
（ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝの訪日ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、新興国からの訪日客の査証取得容
易化）
○観光需要の喚起（LCCの参入促進、休暇改革）

観光立国戦略

○若者を取り込んだ成長に向けた戦略的取組の推進（「若者雇用戦
略」の実施、ｷｬﾘｱ教育の充実、中小企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞ支援等）
○女性の活躍促進による経済活性化（「見える化」の促進、女性の起
業・再就職支援）
○戦略的な生活支援の実施

○若者を取り込んだ成長に向けた戦略的取組の推進（「若者雇用戦
略」の実施、ｷｬﾘｱ教育の充実、中小企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞ支援等）
○女性の活躍促進による経済活性化（「見える化」の促進、女性の起
業・再就職支援）
○戦略的な生活支援の実施

生活・雇用戦略

○６３３制の柔軟化等による意欲ある地域の取組の推進
○大学ビジョンに基づく高等教育の抜本的改革の実施
○グローバル人材の育成、社会人の学び直し等の推進（日本人学生
の海外交流促進、大学の秋季入学の環境整備、「人を活かす」ｻｰﾋﾞ
ｽの創出、奨学金制度の改善、スクールカウンセリングの充実）

○６３３制の柔軟化等による意欲ある地域の取組の推進
○大学ビジョンに基づく高等教育の抜本的改革の実施
○グローバル人材の育成、社会人の学び直し等の推進（日本人学生
の海外交流促進、大学の秋季入学の環境整備、「人を活かす」ｻｰﾋﾞ
ｽの創出、奨学金制度の改善、スクールカウンセリングの充実）

人材育成戦略

○活性化の突破口となる総合特区、環境未来都市等の活用、「新し
い公共」の活動促進
○良質な住宅ストックの供給と不動産流通システムの改善（中古住
宅流通・リフォーム促進、若年低所得者の持家確保方策等充実）
○集約型のまちづくりや次世代型生活への対応
○大都市等の再生と災害に強い国土・地域の構築

○活性化の突破口となる総合特区、環境未来都市等の活用、「新し
い公共」の活動促進
○良質な住宅ストックの供給と不動産流通システムの改善（中古住
宅流通・リフォーム促進、若年低所得者の持家確保方策等充実）
○集約型のまちづくりや次世代型生活への対応
○大都市等の再生と災害に強い国土・地域の構築

国土・地域活力戦略

分厚い中間層の復活

世界における日本のプレゼンス（存在感）の強化
○戦略的効果的なODAの推進による「人間の安全保障」の実現への貢献
○日本の強み・魅力の発信と日本的な「価値」への国際理解の促進

は主として当省が担当して取り組むもの。この他にも復興への取り組みなど当省が関与する施策は多々存在。
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新しい「エネルギー基本計画」の策定に向けて、平成23年10月から総合資源エネルギー調査会基本問題委員会において検討を開始。延べ26回

の審議を経て、エネルギー・環境会議への報告文書である「エネルギーミックスの選択肢の原案について」を6月19日にとりまとめた。

「エネルギーミックスの選択肢の原案について」のポイント
（総合資源エネルギー調査会基本問題委員会：平成24年6月19日公表）

１．エネルギーミックスの基本的方向性

①需要家の行動様式や社会インフラ変革をも視野に入れ、省エネルギー・節電対策を抜本的に強化する。
②再生可能エネルギーの開発・利用を最大限加速化する。
③天然ガスシフトを始め、環境負荷を最大限考慮しながら、化石燃料を有効活用する（化石燃料のクリーン利用）。
④原子力発電への依存度をできる限り低減させる。

２．エネルギーミックスの選択における基本的視点

①エネルギー源毎のトレードオフ ④地球温暖化対策との関係①エネルギ 源毎のトレ ドオフ
・原子力の安全性に対する国民の信頼が大きく損なわれ、安全確保体制の根本
的な見直しと原子力依存度の低減が必要。その際、全てのエネルギー源には長
所と短所があり、「完璧なエネルギー」は存在しないことに留意する必要。

②エネルギーシステム改革との相関性
・エネルギーミックスの将来像は、エネルギーシステムの設計と密接な関係。
電力システム等の抜本的な改革を進めることが不可欠であり、小売全面自由
化、卸電力市場の改革、送配電ネットワークの強化・広域化や送電部門の中立
性の確保が必要。

③国際的視点の重要性
・供給地域の地政学リスク上昇、新興国の台頭による資源獲得競争激化の中
で、国際的なエネルギー情勢の動向を踏まえた検討を深化させる必要。資源制
約や地球温暖化問題などの世界が直面する課題に対して、発信・発言の基盤を
確保する視点も重要。

④地球温暖化対策 関係
・エネルギー政策と地球温暖化対策は表裏一体の関係。世界でもトッ
プレベルを誇る我が国の高効率石炭火力技術や省エネ技術等の海外展
開を積極的に進め、世界全体での温室効果ガス排出削減に貢献する必
要。

⑤技術革新（イノベーション）の重要性
・中長期的な視点から技術革新を加速化させるためのあらゆる努力を
官民挙げて行うことが重要。

⑥将来における不確実性の認識
・世界の構造的変化やイノベーションは我々の想定以上に早く大きい。
拘束性の強い目標の設定は最小限に止め、幅を持った想定を行い、機
動的な見直しを行うことが重要。
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【新エネルギー・産業技術総合開発機構】

� 研究開発型の成果目標達成法人とする。

� なお、本法人については、研究開発の資金配分機関としての性格を有しているが、資金配分
実施機関については、事業仕分け等の議論を踏まえ、その在り方を抜本的に見直す必要が
あることから、その見直しの中で本法人の機能、役割及び在り方についても検討する。

「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」での指摘事項「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」での指摘事項

独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針（平成２４年１月２０日閣議決定） （抜粋）

（参考）科学技術振興機構
• 科学技術振興機構については、業務内容を、①ニーズ主導への転換による科学技術イノベーションの創出に向けて基礎研究から応用研究ま
でを効率的に実施、②日本全体の研究基盤としてのソフトインフラの整備、の大きく２つに再編する。また、内部組織を大くくり化・再編して効率
化するとともに、組織横断的にニーズ主導・イノベーション志向を徹底するため、全体の統括機能を強化することで、ガバナンス体制を整備す
る。さらに、本法人と理化学研究所の実施している研究について、プロジェクトスタート時及びプロジェクトの進捗途中にそれぞれの研究テーマ
に重複・無駄がないか、あるとすればどちらの法人において実施することが望ましいかを調整する、理事クラスの合同コーディネーション会議
（仮称）を設置し、定期的（年２回程度）に開催することとする、といった組織改革を実現する。また、本法人については、研究開発の資金配分
機関としての性格を有しているが、資金配分実施機関については、事業仕分け等の議論を踏まえ、その在り方を抜本的に見直す必要があるこ
とから、その見直しの中で本法人の機能、役割及び在り方についても検討する。

（参考）日本学術振興会
• 大学連携型の成果目標達成法人とする。
• 本法人については、研究者向け学術研究の資金配分機関としての性格を有しているが、資金配分実施機関については、事業仕分け等の議論
を踏まえ、その在り方を抜本的に見直す必要があることから、その見直しの中で本法人の機能、役割及び在り方についても検討する。
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ＮＥＤＯ業務効率化の取り組み状況について

中期目標・中期計画の内容中期目標・中期計画の内容中期目標・中期計画の内容中期目標・中期計画の内容

機動的・効率的組織機動的・効率的組織

○機動性・効率性が確保できる柔軟な組織体制の
整備

○厳格な評価による業務改善
○技術評価と事業評価を実施しフィードバック

○電子化の促進等により事務手続きの一層の簡素
化 迅速化

○組織体制を見直し、統廃合により部の数をスリム化
○東京会議室は他独法と会議室を共用
○北海道支部は廃止。関西九州支部は管理機能の本部統合
○海外事務所会議室は他独法と相互利用を開始

○平成20～23年度中に73年の中間評価を行い、テーマの一部加速を
９件実施、計画の一部変更を24件実施。

○平成22年度よりクラウドコンピューティングを利用。
○ＩＰ固定電話、スマートフォン、ウェブメール等を導入。

これまでの取り組み状況これまでの取り組み状況これまでの取り組み状況これまでの取り組み状況

自己改革と外部評価自己改革と外部評価

業務の電子化の推進業務の電子化の推進

14

化・迅速化。

○一般管理費は、平成19年度比15％を上回る削減
○総人件費は、平成22年度までの５年間で５％削減
○事業費は、平成19年度比５％を上回る効率化

○機構職員に対するコンプライアンス研修の年４回
以上の実施

○ＮＥＤＯの温室効果ガス排出削減抑制等のため
の実施計画に基づき、平成24年度において平成18
年度比６％削減

○ＩＰ固定電話、スマ トフォン、ウェブメ ル等を導入。

○平成23年度の温室効果ガス排出量は、目標を大幅に上回る平成
18年度比68.7％削減。

○一般管理費は、平成19年度比△14.8％を達成。
○総人件費は、平成17年度比△21.8％を実施。
○事業費は、平成19年度比△40％を実施。

○平成23年度は「コンプライアンス推進委員会」（１回）、「コンプライア
ンス担当者会議」（３回）、研修（本部実施12回、地方支部３回）を実
施。

環境への配慮環境への配慮

業務の効率化業務の効率化

コンプライアンスの推進コンプライアンスの推進
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○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
応メカニズムの解明に取り組む。

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
短縮等の成果が創出されつつある。

プロジェクトの技術開発・成果を年度途中に促進した例（２３年度）

○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。

15



NEDOの「戦略的先端ロボット要素技術開発プ
ロジェクト」で開発されたロボット「Quince（クイン

レスキューロボット「Quince」を原発周辺
の放射線量のモニタリングなどで使用

ＮＥＤＯの最近の事業成果例ＮＥＤＯの最近の事業成果例

NEDOが推進する「固体酸化物形燃料電池実
証研究」の成果を活用した、固体酸化物形の家

NEDOプロジェクトの成果が活かされた
新しい「エネファーム」販売開始

NEDOプロジェクトの成果が活かされ、生
活用照明を代替する高性能照明光源を
実用化

NEDOの「有機発光機構を用いた高効率照明
の開発」の成果を活用して 蛍光灯照明を代

○ NEDOプロジェクトにより開発した技術に基づき各社が商品化を実現し、我が国の産業
競争力強化に貢献。また、東日本大震災の復興に向けた取り組みの中でＮＥＤＯプロ
ジェクトの成果を活用。

ス）」は、被災現場での情報収集を目的に造ら
れたもので、階段の上り下りなど、もともと高い
運動性能を誇っていたが、高い放射線環境下
や、電波が遮蔽された際の対応などが改善さ
れ、東日本大震災において、人が近づくことが
できなくなった東京電力福島第一原子力発電所
建屋の放射線量のモニタリングなどで使用。

縦740mm×横493mm×高さ450mm、重さ26kg
3次元距離センサによる3次元環境計測と地図構築が可
能。災害現場での情報収集を目的に開発されたロボット
「Quince」

16

庭用燃料電池「エネファーム」の販売を開始
（2011年10月発売開始）。従来の固体高分子形
燃料電池（PEFC）と比べ、固体酸化物形燃料電
池（SOFC）は、燃料電池の中でも発電効率が高
く、天然ガス・石炭ガスなどの多様な燃料にも対
応が可能で、小型分散型から大規模火力代替シ
ステムまで広く適応。

世界初のＳＯＦＣ型「エネファーム」（2011年10
月発売開始）
提供：ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社

世界初のＳＯＦＣ型「エネファーム」（２０１１年１
０月発売開始）
提供：ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社

の開発」の成果を活用して、蛍光灯照明を代
替できる、高効率かつ低コストの有機EL照明
光源を実用化。

事業に参加していたパナソニックと出光興産
が照明有機ELパネルの開発・製造・販売を目
的とした合弁会社を設立し事業化に乗り出し
た（2011年4月）。

関連プロジェクト/固体酸化物
形燃料電池実証研究（2007～
2010）、固体酸化物形燃料電
池システム要素技術開発
（2008～2012年度）
（予算総額：75億円） 有機発光機構を用いた高効率照明の開発プロジェクト（2007～2009年

度）（予算総額：９億円） 「戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト」(2006～2010）
（予算総額：４２億円）

OLED Panel（有機EL照
明）(2011年9月から販売
開始）



ＮＥＤＯの追跡調査結果 －参加企業における実用化率－

○ ＮＥＤＯの追跡調査は、全てのナショナルプロジェクト（提案公募型、短期（２年未満）を除く）が対象。

○ プロジェクトが終了した２年目、４年目、６年目に追跡調査を実施している。

○ 下図は、平成13～21年度に終了した全プロジェクト：234プロジェクト、延べ1,644社について集約し、分析したもの。

80%

20%

40%

60%

80%

100%

中止

研究・開技術発

40%

19%

非継続

継続

中止

研究・開技術発

段階 活動の主体 活動の内容 アウトプットイメージ

①研究 研究開発部門
基礎的･要素的な研究
（現象の新規性や性能の進歩性等について把握）

社内レポート、特許、論文等

②技術開発 研究開発部門
製品化･上市を視野に入れた研究
（無償サンプル作成やユーザーへのマーケティング調査により、技術やコス
トの優位性、量産化技術の課題等について把握）

製品化･上市の判断材料となる
研究結果等

③製品化 事業部門
製品化、量産化技術の確立
（製品化への社内承認、試作機の製造、所管省庁･監督団体による販売承
認･検査、製品を市場に投入するための設備投資の実施等）

有償サンプル、量産試作の実施、製
造ライン設置、原価計算等

④上市
事業部門
（販売部門）

市場での取引
製品ラインアップ化（カタログ掲載）、
継続的な売上発生等

継続的取組みの状況
（終了後の状況）

継続的取組みの現状段階
（終了後６年目までの状況）

000%

20%
実用化率
（21%）

製品化

上市 10%
11%製品化

上市
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19% 21%
19%

11%

23%

19% 18%

20%

31%

18% 17%
24%

7%

28%
18% 20%

70%

80%

90%

100%

○ プロジェクトに係る研究分野別の「実用化率（上市率＋製品化率）」は、バイオ・医療機器分野が17％と低く、
新エネ分野が26％と高い傾向。

○ 一方、「非継続（ＮＥＤＯプロジェクト後すぐに中止）率」は、「電子・情報分野」が7％と最も低く、環境、バイオ
分野が30％前後と分野別にみて大きな差がある。

研究分野別の分析結果

10% 11% 12%
6%

13%
8% 6%

13% 13%

11% 6% 4%
11%

6%
12% 17%

11% 13%

24%

18%
22%

28% 26%
28% 22% 20%

23%

17%

16%

22%
19% 20%

21%

6%

19%
14%

19% 22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

全体 バイオ 医療機器 ナノテク・材料 省エネ 電子・情報 環境 機械 新エネ

非継続

中止

研究段階

開発段階

製品化

上市

Ｎ＝1644 Ｎ＝230 Ｎ＝113 Ｎ＝357 Ｎ＝100 Ｎ＝165 Ｎ＝157 Ｎ＝180 Ｎ＝328
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電気機器業界

企業別の分析結果（一例）

化学業界 機械業界

企業Ｅ１
実用化（上市・製品化）率 ： 33％
開発・研究開発段階率 ： 50％
中止・非継続率 ： 17％

企業Ｃ１
実用化（上市・製品化）率 ： 55％
開発・研究開発段階率 ： 27％
中止・非継続率 ： 18％

企業Ｍ１
実用化（上市・製品化）率 ： 25％
開発・研究開発段階率 ： 25％
中止・非継続率 ： 50％

企業Ｅ２
実用化（上市・製品化）率 ： 25％
開発・研究開発段階率 ： 46％

企業Ｃ２
実用化（上市・製品化）率 ： 43％
開発・研究開発段階率 ： 43％

企業Ｍ２
実用化（上市・製品化）率 ： 17％
開発・研究開発段階率 ： 16％

中止・非継続率 ： 29％

企業Ｅ３
実用化（上市・製品化）率 ： 14％
開発・研究開発段階率 ： 71％
中止・非継続率 ： 15％

企業Ｅ４
実用化（上市・製品化）率 ： 8％
開発・研究開発段階率 ： 42％
中止・非継続率 ： 50％

中止・非継続率 ： 14％

企業Ｃ３
実用化（上市・製品化）率 ： 22％
開発・研究開発段階率 ： 11％
中止・非継続率 ： 67％

企業Ｃ４
実用化（上市・製品化）率 ： 10％
開発・研究開発段階率 ： 30％
中止・非継続率 ： 60％

中止・非継続率 ： 67％

企業Ｍ３
実用化（上市・製品化）率 ： 14％
開発・研究開発段階率 ： 24％
中止・非継続率 ： 62％
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業界別の分析結果 －受託件数上位50位の実用化率等－

○ 業種別の実用化率は鉄鋼業界が最も低く、化学業界が高い傾向。

21%

21% 24%
17%

18%

24%

19%

20%

22%

19% 24%

22% 20%
26%

17%

33%
28%

14%
22%

19% 16%

60%

70%

80%

90%

100%

非継続

7%
4% 4% 5%

10% 13%
7% 8%

12%
4%

9%

6%
9% 9% 5%

2% 10%
12%

15%

9%

20% 33%

13%

17%

5%

23%

28% 20%

18%

27%

20%
13%

30%

23%

24%

15%

21%

14%

18%
20%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

全体平均 鉄鋼 繊維製品 機械 精密機器 輸送用機器 電気機器 非鉄金属 化学 その他

非継続

中止

研究段階

開発段階

製品化

上市

Ｎ＝66 Ｎ＝23 Ｎ＝66 Ｎ＝21 Ｎ＝47 Ｎ＝258 Ｎ＝49 Ｎ＝74 Ｎ＝79Ｎ＝671
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○ １プロジェクトあたりの参加企業数が多い程、実用化率が減少傾向。参加企業が1～3社の実用化率は
25%と全体平均（21%）と比べて高い。

参加企業数と実用化との関係

17%
20%

19%
17%

16%

18%

20%

23%

18% 22%

20% 18%
24%

13%
21%

29%

20% 19%

60%

70%

80%

90%
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非継続

10% 13% 10% 10% 8% 10%
4%

11%

11%
12%

12% 12%
9% 7%

13%

11%

24%

25%
25% 28%

21%
14%

25%
24%

17%

17%

13%

21%

17%

20% 14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

全体 1～3社 4～6社 7～9社 10～12社 13～15社 16～18社 19社以上

中止

研究段階

開発段階

製品化

上市

１プロジェクトあたりの参加企業数

Ｎ＝1644 Ｎ＝181 Ｎ＝279 Ｎ＝278 Ｎ＝231 Ｎ＝166 Ｎ＝119 Ｎ＝390

参加企業数と実用
化（上市・製品化）
率とは負の相関
（係数：０．７６）あ
り。
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プロジェクト終了後の時系列分析結果

○ 実用化率はプロジェクト終了後２年目から４年目にかけて上昇。

○ 非継続・中止率は年々大幅に増加。

29%

5%

16%

25%

22% 24% 28%

60%

70%

80%

90%

100%

非継続

中止

6% 9% 10%
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10% 8%

30% 25%
18%

16%

11%

0%

10%

20%
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50%

プロジェクト終了後２年目 プロジェクト終了後４年目 プロジェクト終了後６年目

研究

技術開発

製品化

上市

Ｎ＝1529
14年度～21年度終了プロジェクト

Ｎ＝1432
13年度～19年度終了プロジェクト

Ｎ＝1040
13年度～17年度終了プロジェクト
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協力

NEDOの国際共同事業の取り組み事例

企画、公募（採択、共同評価、 パ
ラレルファンディングの検討）

公募 提案 採択

○平成22年9月にＮＥＤＯと仏国ＯＳＥＯ（起業支援・イノベーション振興機構）との間で日仏企業等のイノベーション
促進のため協力する覚書を締結。

○仏国における現地企業等との連携により、環境、医療、その他環境・医療分野に資する技術（バイオ、機械システム、
電子・ナノ材料等）の国際研究開発・実証を行うことにより、早期段階から現地国のニーズの反映や、当該国の政府
及び事業者などに我が国技術の有効性等を認識させることで新技術等の海外展開促進を可能とする事業。

運営費交付金
予算額：2年3
億円予定 公募 提案 採択

環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト/仏国における国際共同研究開発・実証事業

国際共同研究開発・実証研究事業（研究実施場所：日本及び仏国）

日本国企業等（企業の参画は必須。
研究所、大学等の参加も可）

フランス国企業等（企業の参画は必須。
研究所、大学等の参加も可）

日仏国内外への技術普及

公募 提案 採択

連携

共同事業検討、応募、
ID締結、事業実施

公募：24.1.13締切、日本側と仏国側の企業等との共同実施事業
提案：７件（日本側→ＮＥＤＯ、仏側→ＯＳＥＯへ提案する。

評価はそれぞれで行い、相手国企業等がパートナーとして相応
しいか情報共有。）

採択：３月下旬採択予定。双方の評価結果を合わせ、両方ＯＫの場合
にＮＥＤＯは採択する。

公募 提案 採択

OSEOについて
経済・財務・産業省と高等教育省の共管のPublic Sector
Institution.
2005年設立、職員1,600名、本部：ヴァル＝ド＝マルヌ県、
予算：75億ユーロ（2011年のイノベーション支援に対する予
算額）
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○ 民間企業等の有する優れた先端技術シーズや有望な未利用技術を実用化・事業化させるため、３～５年
以内に実用化が見込まれる技術のうちリスクの高いものについて研究開発費をNEDOを通じて助成。

○ 今後、開発型ベンチャー企業の行う技術開発について、ベンチャーキャピタル等の金融機関や開発された
技術の採用予定先等との連携を含め、更なる実用化・事業化を支援。

※「日本再生戦略」の中でも「基礎研究の強化とイノベーション創出の加速」や「中小・ベンチャー企業の起業・創業・育成の支援体制強化」に向
けた施策の中で本事業を位置づけ。加えて、総合科学技術会議の重点課題検討TF報告書の中でも産業競争力強化のための横断的取組とし
て本事業を位置づけ。

イノベーション実用化助成事業 【平成24年度予算：28.3億円】

実用化推進に係るＮＥＤＯの予算事業について
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国際研究開発・実証プロジェクト 【平成24年度予算：24.5億円】

○ 我が国企業が有する環境・医療分野等の高い技術力を海外に展開するため、現地実情に合わせた技術
開発や実証を行い、コスト面も含めた我が国企業の技術の有効性を証明する。

○ プロジェクト実施にあたっては、海外での実証事業に豊富な経験を有するＮＥＤＯの技術的な専門能力を
活用し、相手国の政府・政府関係機関と役割分担、許認可の取得支援等を事前に明確化。

※「日本再生戦略」の中では、「エネルギー・環境分野の課題解決に資する技術・システムの優位性強化」の中で本事業を位置づけ。加えて、
総合科学技術会議の重点課題検討TF報告書の中でも産業競争力強化のための横断的取組として本事業を位置づけ。



日本再生戦略（平成２４年７月３１日閣議決定） （抜粋）

日本再生に向けた行程表
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