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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・産業技術総合開発機構 
第３期中期計画（案）の概要 

資料４ 
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＜１．サマリー＞ 



1. 業務の質の向上 
 技術開発マネジメント 
 クレジット取得 
 経過業務（債務保証・貸付） 
 

2. 業務運営の効率化  

  
3. 予算、収支計画及び資金計画 

  
4.~7.  その他 

 借入金限度額（4.）、財産譲渡・担保計画（5.）、 
 余剰金の使途（6.）、その他（7.） 

  

（1） 第３期中期計画（案）の構成 
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1. 中期目標の反映 
 〜 世界最先端の技術開発マネジメント機関を目指して 〜 

 

 分野横断的な技術開発マネジメント 
 技術開発成果・実用化に関する新たな目標設定 
 海外の技術開発マネジメント機関との連携強化 

 

２．中期目標達成に向けた基本姿勢 
 〜 高まる社会的期待に応えて 〜 

 

 個別技術に加え、システム的・総合的な技術開発 
 グローバル競争を意識した技術開発マネジメント 
 ハイリスク・ハイリターンな案件への果敢な取組み 
 基礎研究との連携 
 イノベーション創出の基盤整備 

  

（2） 第３期中期計画（案）の方向性 
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（3） 技術開発マネジメント  

1. PDCA サイクルの深化（国プロの例） 
 

 政策立案段階への協力：政府と一体となった取組み 
 明確なPJ設計・実施：国際競争を意識した目標設定・管理 
 事業の機動的な見直し：中間評価と開発成果促進制度 
 定量的評価指標の設定：終了時点見通し + 5年後実用化実績 

 

2. 技術開発から実用化・事業化への拡がり 
 

 知財・標準の戦略的活用：知財GLの運用、費用負担 ほか 

 新技術と産業・社会の橋渡し：技術展望、各種ツール提供 ほか  
 ベンチャー振興・人材育成：VC連携、技術経営人材育成 ほか 

 国際展開支援：海外政府・機関との連携、国際実証 ほか 
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（4） 技術分野ごとの計画から  

1. システム、総合的な技術開発 
 エネルギーシステム 

 （新エネ、系統、蓄電池、スマコミ、超電導、水素 ほか） 
 IT融合ほか 

 （IT・センサ・ロボット×医療、交通、農業、インフラ） 
 

2. 未踏技術への挑戦 
 次世代半導体（SiC、GaN、3D積層 ほか） 
 ナノ材料（炭素、多孔質、量子ドット ほか) 
 燃料電池（家庭用 → 自動車、発電） 
 再生医療の産業化  
 

3. 国際展開支援 
 スマートコミュニティ、クリーンコール、水処理、医療 ほか 
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＜２．本編＞ 
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（1） 国民に対して提供するサービスその他の質の向上 
  に関する事項 

■ PDCAサイクルの一層の深化を通じた高度な技術開発マネジメントの実践 

 国際的競争水準から見て遜色のない技術に係るテーマを中心（ナショナルプロジェクト） 
 新エネルギー関連の技術分野など、重点分野化・骨太化 
 プロジェクト基本計画にプロジェクト終了時点での最終目標を定量的に記述し、出口イ
メージを明確化 
 追跡評価等に基づくこれまでの実用化実績を踏まえ、参加企業を選定、採択 
 

１． 企画、実施段階 

２． 評価/反映、実行 

 中間評価、事後評価、追跡評価を外部有識者を活用し厳格に実施 
 評価結果は、技術情報等の流出等の観点に配慮しつつ、可能な範囲で公表 
 中間評価や随時行われる事業進捗の把握結果等を基に、事業の加速化、縮小、中止、
見直しを迅速に実施 
 実用化達成目標率の設定 
   － ナショナルプロジェクト：事業終了後５年経過後の実用化達成率２５％以上 
    （技術開発の短期化やリスク回避に決して繋がらないことに十分留意、機構は政

府と一体となりプロジェクトの企画立案等に参画） 
   － 実用化促進事業：事業終了後３年経過後の実用化達成率３０％以上 
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（2） 業務運営の効率化に関する事項、その他 

■ 引き続き、業務運営の効率化等に取り組む。 

２． 業務の効率化 

３． コンプライアンスの推進 

 一般管理費等の効率化： 一般管理費（退職手当を除く）、業務経費（京都ﾒｶﾆ
ｽﾞﾑｸﾚｼﾞｯﾄ取得関連業務等を除く）の合計について、新規に追加されるもの等を除
き、平成２４年度基準で毎年度平均で1.08％の効率化。 
 総人件費： 政府の方針に従い、必要な措置を講じる。 
 給与水準： ラスパイレス指数を引き続き公表、給与水準の適正化 等。 

 事業者側に不正に対するリスク管理等についての啓蒙の徹底を図る等、不正事案の 
   発生を抑制するための不断の取り組みを行う。 
 内部統制については、更に充実、強化 

４． 運営費交付金の効率的活用の促進 
 各年度期末における運営費交付金債務に関し、その発生要因等を厳格に分析し、減 
      少に向け努力。 

１． 機動的、効率的な組織・人員体制 
 関連する政策や技術動向の変化、業務の進捗状況に応じ、機動的な人員配置を行う。 
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（3） 主な指標① 

第３期 第２期 

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）技術開発マネジメント関連業務  

  
・ナショナルプロジェクト：５年以上経過した時点での実用化達成率 ２５％以上  － 

・実用化促進事業：３年以上経過した時点での実用化達成率 ３０％以上  ２５％以上  

  （ア）技術開発マネジメントの機能強化 

  （ⅰ）企画、実施段階  

    ・国民から意見を収集するパブリックコメント １回以上実施 同左 

  
  

・公募締切りから採択決定までの期間の迅速化 
   ・ナショナルプロジェクト： 
   ・実用化促進事業： 

原則４５日以内 
原則７０日以内  

同左 

（ⅱ）評価／反映・実行  

  

  ・ナショナルプロジェクトの事後評価結果 
８割以上「合格」 
６割以上「優良」 

同左 

・実用化促進事業の事後評価結果 ６割以上「順調」 同左 

（ⅲ）その他  

  

  

・事業実施者に対する説明会 毎年度４回以上 同左 

・研究開発資産の翌年度における売却手続きに要する期間 平均９ヶ月以内 同左 

・毎年度、事業実施者に対してアンケートを実施し、制度面、手続き面の改
善点等について、肯定的な回答を得る 

８割以上 同左 

技術経営力に関する機構内職員の研修 毎年度１コース以上 同左 
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（3） 主な指標② 

２．業務運営の効率化に関する事項 
（３）職員の意欲向上と能力開発  
  ・新規の研修コース ５コース以上設置 同左 
  ・職員を外部の研究開発現場等に派遣 毎年度１名以上 同左 
  ・大学における技術経営学、工学等の博士号、修士号等を取得 ５名以上 同左 
    ・セミナー、学会等に機構自身として発表 １００本以上 同左 
（７）業務の効率化 

  ・一般管理費及び業務経費の効率化 
24年度比 

毎年度平均で前年
度比1.08％減 

一般管理費： 
19年度比15％減 

業務経費： 
19年度比5％減 

（９）コンプライアンスの推進 
  ・機構職員に対するコンプライアンス研修 年４回以上実施 同左 

第３期 第２期 

  （イ）情報発信等の推進 

    ・機構の最新の取組等を紹介する機関誌 年４回以上発行 同左 

・記者発表回数や来場者１万人超の一般向け展示会出展数 現行水準以上 同左 

    ・子ども向け啓発事業 年３回以上 同左 
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（4） 技術分野の計画① 
＜１＞新エネルギー分野 
①太陽光発電 

２０３０年以降に変換効率４０％を達成するといった飛躍的に高い変換効率、新規用途の開拓など、新たな市場開発につながる技
術等を開発 

②風力発電 

風力発電の一層の低コスト化に資する高効率ブレード等の開発やメンテナンス技術の高度化等、出力・信頼性・稼働率の向上に
向けた技術等を開発 

③バイオマス 

セルロース系エタノールについては、２０２０年頃の実用化に向けた、製造技術の開発や実証、微細藻類等由来による燃料につい
ては、ジェット燃料等の製造技術やＢＴＬ技術を開発 

④海洋エネルギー発電 

開発した技術の実海域における実証や、発電コストの低減等に向けた技術を開発 

⑤再生可能エネルギーの熱利用 

地熱発電技術の小型化・高効率化等に向けた技術を開発 

⑥系統サポート 

再生可能エネルギーの調整電源化等に向けた技術を開発 

⑦燃料電池・水素 

家庭用燃料電池の一層の低コスト化及び耐久性９万時間等の達成、業務用・事業用発電システムの確立に向けた技術を開発、
自動車用燃料電池の低コスト化及び耐久性５，０００時間の達成等に向けた技術等を開発 

⑧国際 

再生可能エネルギーの普及拡大が今後見込まれる国・地域における技術を実証 



14 

（4）  技術分野の計画② 
＜２＞省エネルギー分野 
①産業分野 

燃焼利用の最小化や熱利用工程の高効率化等に係る技術を開発 

②家庭・業務分野 

住宅・建築物躯体の断熱・蓄熱性能の向上や、照明・空調・電子機器等の効率向上及び無駄な電力（電力変換ロスや待機電力）
の削減等の技術を開発 

③運輸分野 

自動車単体の燃費向上、高効率モーター等の開発に加えて、ITS（Intelligent Transport Systems）技術の活用の検討 

④横断的分野 

都市や街区レベルでのエネルギー利用最適化を図るエネルギーマネジメント技術に資する「熱・電力の次世代ネットワーク」等に
係る技術を開発 

＜３＞蓄電池・エネルギーシステム分野 

①蓄電池 

車載用については、既に実用化されているリチウムイオン電池の出力・エネルギー密度を他国に先行して飛躍的に向上させると
共に低コスト化を実現する技術を開発 

②スマートグリッド、スマートコミュニティ 

エネルギーシステム全体にわたる技術開発・実証を総合的に推進 
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（4）  技術分野の計画③ 
＜４＞クリーンコールテクノロジー（ＣＣＴ）分野 

石炭ガス利用の高効率化を実現するガス精製技術、排ガスのＣＯ2濃度を高める高効率なＣＣＳ対応型石炭ガス化発電システム
技術等の要素技術を開発 

＜５＞環境・省資源分野 

①フロン対策技術 

新たな低温室効果冷媒を合成開発（新たな低温室効果冷媒を少なくとも１種類開発） 

②３Ｒ分野 

レアメタル等の希少資源に関するリサイクルシステムの構築に向けた技術開発。特に、次世代自動車からのレアアース磁石のリ
サイクルに関しては、国内で年間１３０トン以上の磁石を回収可能な技術を開発 

③水循環分野 

水処理技術の高度化・省エネルギー化等の要素技術等の開発、水処理システムの長期安定化運転等の実証 

④環境化学分野 

触媒によりナフサの分解温度を従来の熱分解法に比べ２００℃下げ、基幹物質の生成比率の制御を可能にするナフサ接触分解
技術等を開発 

⑤民間航空機基盤技術 

操縦容易性の実現による運航安全性の向上等を可能とする技術の開発及び実証 
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（4）  技術分野の計画④ 
＜６＞電子・情報通信分野 
①電子デバイス  

  
メモリ分野等において、極端紫外光（EUV）等を用いた最先端の11nm以細の微細加工技術について検査技術、レジスト材料等を
開発 

三次元実装技術等を開発し、チップ配線長の大幅な短縮化、データ伝送量の増大を図ることで、高速処理、多機能集積化、低消
費電力化が可能となるデバイスを開発 

②家電（ディスプレイ、有機トランジスタ、照明等）  

従来の液晶ディスプレイよりも消費電力が1/2以下かつ重量が1/2以下で、さらに入力やセンシング機能も兼ね備えたインタラク
ティブな有機ELディスプレイ等を開発 

  
A4サイズのトランジスタアレイを連続50枚生産可能な製造プロセスの技術、生産タクトは1平米あたり90秒以下を実現する技術等
を開発 

有機EL照明について、発光効率の向上や輝度半減寿命の長時間化、低コスト化技術等を開発 

③ネットワーク／コンピューティング  

次世代高速イーサネット（100Gb）等への対応等基幹系のみならずアクセス系の高速化に対応した、光と電子技術が融合した光電
子モジュール技術等を開発 

集積回路内の電力消費を制御しノーマリーオフ化を実現する新しいコンピューティング技術等を開発  
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（4）  技術分野の計画⑤ 
＜７＞材料・ナノテクノロジー分野 
①革新的材料技術・ナノテクノロジー 

  カーボンナノチューブ、グラフェン等について、特定の産業用途に用いることが可能な製造技術や複合化技術等を開発 

非可食性バイオマスなどから化学品を一貫して製造するプロセス技術等を開発 

②希少金属代替・使用量低減技術   

我が国産業にとって優先度が高い希少金属については、その代替・使用量低減技術を開発 

 ＜８＞バイオテクノロジー分野 

①バイオシステム分野 

ゲノム情報・制御関連技術においては、創薬の標的となるゲノム情報や膜タンパク質等の生体分子の構造情報等を高感度・高精
度に解析する技術、これらの機能を解明し制御するための技術等を開発 

細胞機能解明・活用技術においては、有用天然化合物の効率的かつ安定的な生産技術等の開発とライブラリーの整備 

②医療システム分野 

診断と治療を一体的に運用するがん医療マネジメントシステム等、患者の更なる生活の質向上に資する治療・診断機器・システム
等の技術を開発 

福祉用具実用化開発助成事業においては、助成事業終了後３年以上経過した時点での実用化達成率５０％以上 
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（4）  技術分野の計画⑥ 
＜９＞ロボット 
①産業用ロボット 

  人間と協調して働く、安価で、ソフトウエアによる汎用性・機能拡張性等を兼ね備えた産業用ロボット技術等を開発 

②サービスロボット 

国内安全基準等の開発や試験・認証体制の整備 

③災害対応ロボット・無人システム 

運用側と開発側の連携を前提とした、災害対応ロボットや無人システム、ロボット技術を活用したメンテナンス用機器の開発等 

④オープンイノベーション／国際共同研究／ソフトウエア開発 

オープンイノベーションを見据えた体制を整備。国際共同研究や標準化を指向するとともに、ソフトウエア開発を重視 

＜１０＞新製造技術分野 

①ものづくり基盤技術 

炭素繊維複合材料等の先進材料の切断など、次世代製品を、短時間に、高品質で、低コストに製造する加工システム技術の開
発を推進し、３種類以上のシステムを実用化 

②新しい製造システム 

設備投資とエネルギー消費を大幅に削減できる少量多品種生産に対応した製造システムの技術等を開発 

＜１１＞ＩＴ融合分野 

都市交通分野・ヘルスケア分野・農商工連携分野等において、実証事業等を実施。併せて、ビッグデータのリアルタイム処理や、
モバイルの基盤技術等を開発 
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（4）  技術分野の計画⑦ 
＜１２＞国際展開支援 
①国際技術実証事業 

  
省エネルギー技術や再生可能エネルギー技術等の実証を行うとともに、水循環やリサイクル、医療機器等、我が国の産業技術力
の強化に資する国際研究開発・実証事業をさらに推進 

②スマートコミュニティ実証事業 

日本の優れた技術を核に現地国ニーズにマッチしたソリューションを組み上げ、システムとして展開していく端緒を拓くべく、我が
国のエネルギーセキュリティ上重要な国での実証事業を展開 

我が国経済を牽引する産業を実証に加えていくとともに、他省庁や関係機関とも連携し、より上流から事業を展開する取組みを強
化 

＜１３＞境界・融合分野 

社会ニーズや社会的貢献の実現を視野に入れつつ、各分野の境界分野及び分野を跨ぐ技術の融合領域における技術開発を推
進 

新しい機能を提供するＭＥＭＳ（微小電気機械システム）デバイスを開発するとともに、ＭＥＭＳデバイスを活用した新たなサービス
の実用化を図ることとし、この取組によって７種類以上のサービス提供を実現 



（参考１） 第二期中期目標期間中の主な技術開発成果 

異業種間連携の構築や各国政府とのMOU締結等を通じ支援策も引き出しながら積極的に
案件形成。技術開発のフレームワークを構築し動かしつつ我が国技術を発展。 

※赤囲いは第二期中期目標期間中の成果 

●太陽光発電 ●風力発電 ●エネファーム 

世界最高の高効率化とメガソーラー 世界最大級の大型化 世界初の家庭用燃料電池 

●バイオマス発電 ●真空断熱材 

●ノンフロン冷凍庫 

オゾン層破壊防止・ 
温暖化の防止を両立 

●電子リソグラフィ 

省エネ・高機能で高シェア 

●ハロゲンフリー絶縁膜 

◎エネルギー・ 
環境問題の解決！ 

◎安心・安全
構築に貢献！ 

◎産業競争力
強化に貢献！ 

●フロン破壊 

●ハイブリッドバス・建機・自動車用蓄電池 

断熱性能25％向上住宅 下水汚泥を処理して発電 

ＥＶとハイブリッド拡大へ 

温暖化ガス削減に大きく貢献 
（ＣＯ₂換算0.8％削減に寄与） 

●サルファーフリー軽油 

ガソリン車と同レベルの 
グリーン化 

●ロボット技術 

●医療機器 

 災害対応ロボット    ロボットスーツＨＡＬ 

患者の負担軽減・術後生存率向上 

●半導体関連接着技術 

多層化、薄膜、シンプル化実現で大ヒット 

●ブルーレイ関連製品 

●ハードディスクドライブ 

ナノ制御により大容量化 
（ハイビジョン化にマッチング） 

大容量・コンパクトで汎用化 
身近な機器にも適用 20 
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（参考２） ＮＥＤＯプロジェクトの費用対効果 

＜算出根拠＞ 
 企業からの回答をもとに作成。但し、回答が得られな
かった製品については、次のデータを使用。 
①業界団体の公表データ 
②公的機関、民間調査機関の公表データ 
③さらに不足するデータについては、上記の取得デー
タから補完計算して適用 （予測のみ） 

＜計算方法＞ 
※ＮＥＤＯプロジェクトが関わった部分（材料、部品、製
品等）のみを推計対象とし、サプライチェーン上の売上
等は加算しない。 
※ＮＥＤＯプロジェクトが関わった部分（材料、部品、製
品等）の売上については、ＮＥＤＯ寄与率は１００％と仮
定して推計。 

 
 
 

（単位：億円） 

ＮＥＤＯ投入費用 売り上げ実績 将来の 
売り上げ予測
（2011～20年の

累積） 

単年度 
研究開発費 

累積 
研究開発費 

直近単年度 
直近５年間 
の累積 

太 陽 光 発 電  58 1,735 15,846 46,442 249,353 

風 力 発 電 4 85 2,639 7,300 41,073 

家 庭 用 燃 料 電 池 49 880 120 300 11,637 

ブ ル ー レ イ 関 連 製 品 
（ﾃﾞｨｽｸ/ﾚｺｰﾀﾞｰ/ﾌ ﾟﾚｲﾔｰ） 

12 61 5,082 14,500 51,538 

ク リ ー ン 自 動 車 6 42 75 565 2,300 

そ の 他 - 2,962 16,075 70,465 304,425 

合 計 - 5,765 39,837 139,572 660,326 

ＮＥＤＯプロジェクトの技術的成果がコアとして使われている製品の売上予測累計（2011-
2020）は約66兆円 
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