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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 平成２５年度実績概要

１ 国民に対して提供するサービスその他の１．国民に対して提供するサ 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（１）技術開発マネジメント関連業務



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅰ）企画、実施段階 ナショナルプロジェクトに係る基本計画の策定等

平成25年度政府予算：1211億円

技術シーズ技術シーズの発掘の発掘
〈〈88億円億円〉〉

ナショナルプロジェクトナショナルプロジェクト
〈〈10361036億億円円 〉〉

実用化実用化促進促進事業事業
〈〈101101億億円円 〉〉※1※1

新エネルギー分野新エネルギー分野 〈291億円〉
材料・ナノテクノロジー分野材料・ナノテクノロジー分野 〈36億
円〉

「イノベーション実用化ベ
ンチャー支援事業」

省エネルギー分野省エネルギー分野 〈96億円〉

蓄電池・エネルギーシステム分野蓄電池・エネルギーシステム分野
〈77億円〉

バイオテクノロジー分野バイオテクノロジー分野 〈37億円〉

ロボット技術分野ロボット技術分野 〈9億円〉

｢産業技術研究助成事業
（若手研究グラント）｣

「平成25年度 イノベーショ
ン実用化ベンチャー支援
事業」

「福祉用具実用化開発推

（テーマの
発掘等）

連携 連携
（成果の相互
活用等）

クリーンコールテクノロジー（クリーンコールテクノロジー（CCT)CCT)

分野分野 〈44億円〉
新製造新製造技術技術分野分野 〈9億円〉

「福祉用具実用化開発推
進事業」

環境・省資源分野分野 〈15億円〉

電子・情報通信分野分野 〈130億円〉

ITIT融合分野融合分野 〈15億円〉

国際展開支援国際展開支援 〈260億円〉

境界・境界・融合分野融合分野 〈16億円〉

※1：平成24年度補正予算事業「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」100億円は1211億円の外数

※2：再掲「地球温暖化対策技術普及等推進事業」を含む

地球温暖化対策地球温暖化対策〈〈136136億億円円 〉〉※2※2

一般管理費一般管理費〈〈6565億億円円〉〉
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅰ）企画、実施段階 ナショナルプロジェクトに係る基本計画の策定等

・ 企画段階では、外部有識者の知見を活用した事前評価を行い、最終目標を極力定量的に記載した基本計画を作成。

・ 実施段階では、プロジェクトリーダーの選定・設置。技術開発面のみならず、経営面における支援等を必要に応じ実施。

・評価段階では、中間評価結果を受け、計画の見直しやテーマの一部中止（2件）、テーマの加速（8件）等を実施。また、事後評価、追跡
評価等を定量的に実施し、その結果から得られた知見や教訓を今後のマネジメントへ活用すべく、NEDO研究開発マネジメントガイドライ
ンに反映。

企
画
段
階

（1）シーズ発掘 所属機関や経歴・業績などにとらわれず、広くポテンシャルを有するテーマを発掘。大学、公的研究機関の有望な技術シーズを発掘。

（2）事前評価 外部有識者の知見を活用することで、広範な産業への高い波及効果を有し、産業競争力強化・費用対効果等の観点を含めた事前評価の実施。

階

（3）基本計画策定 最終目標を極力定量的に記述した基本計画（案）を作成し出口イメージを明確化、パブリックコメントの募集・反映。

実（1）公募・審査
公募時期について事前に周知の上、地方の提案者の利便にも配慮した公募を実施。必要に応じ、研究開発の内容・事業者の組合せを変更しつ
つ 外部有識者を活用した客観的かつ公正な採択審査を実施

実
施
段
階

つ、外部有識者を活用した客観的かつ公正な採択審査を実施。

（2）進捗管理
プロジェクトリーダーの選定・設置（プロジェクトの推進に必要かつ十分な権限と責任を負うような制度を構築）。技術開発面のみならず、経営面に
おける支援等を必要に応じ実施。また、研究開発の進捗フォロー、必要に応じた軌道修正や参加メンバーの交換等を実施。

（1）中間評価
実施期間の中間年度（5年事業の場合は3年目目処）に外部有識者による数値化された指標を用いた中間評価を実施。
そ 結果をもと 計画 見直 や加速等を実施

評
価
段
階

（1）中間評価
その結果をもとに、計画の見直しや加速等を実施。

（2）事後評価・追跡調査
事業終了後に外部有識者による事後評価を実施。成果や実用化見通しを把握するとともに、得られた知見等をマネジメントガイドラインとしてまと
め、マネジメント改善に活用。

（ ）評価 調査 映
事後評価、追跡調査から得られた知見や教訓を蓄積・共有。委託先に帰属する特許権等について状況等の調査を行い、適切な形で対外的に公
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（3）評価・調査の反映
事後評価、追跡調査から得られた知見や教訓を蓄積 共有。委託先に帰属する特許権等について状況等の調査を行い、適切な形で対外的に公
表。



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅰ）企画、実施段階 ナショナルプロジェクトに係る基本計画の策定等

・研究開発事業の立案段階においては 将来期待される市場規模についての分析を実施すると共に プロ

事前評価における市場規模分析の徹底

・研究開発事業の立案段階においては、将来期待される市場規模についての分析を実施すると共に、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、パブリックコメント募集などを通じて有識者の知見を可能
な限り活用した基本計画を策定した。

（例）
「次世代スマートデバイス開発プロジェクト」
●費用対効果 観点 事前評価を実施●費用対効果の観点での事前評価を実施

・「本技術の実用化により、急発進、急停止、渋滞等による非効率な燃料消費が改善され、平成32年度における
CO2 削減効果は約220万トン／年が見込まれる。また、市場創出効果は平成32年度で約2,500億円規模が期待
される 」される。 」

「バイオマスエネルギー技術研究開発／バイオ燃料製造の有用要素技術開発」
●基本計画のアウトカム目標の明確化を実施●基本計画のアウトカム目標の明確化を実施

・「平成28年度末において、平成32年には (ガソリン対比)CO2削減率50％以上を達成する生産プロセスで、ガソリ
ン価格、海外のバイオエタノールと競合可能なコスト（平成20年のバイオ燃料革新技術計画では40円/L）でのバ
イオエタノール製造の実用化に資する有用要素生産技術の確立を目標とする。 」
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅰ）企画、実施段階 ナショナルプロジェクトに係る基本計画の策定等

国民の声を反映したプロジェクト立案（NEDO POST）

・NEDOのWebページを活用してパブリックコメントを求めるNEDO POSTを実施し、プロジェクト立案に反映。平成25年度の
NEDO POSTでは、新規プロジェクト等17件について意見募集を実施し、いただいた指摘を適宜基本計画に反映。さらに、ホー
ムページ上で、その内容や反映結果を全て公開した。

NEDOでは、新規プロジェクトを実施するに当たり、産業競争力強化やエネルギー・環境問題の解決に貢献する観点から、費用対効果を定量化して
事前評価を実施し、プロジェクトが経済全体への波及効果という公共・公益性の観点において社会へ還元すべきであることにも留意し、事前評価書と
基本計画を策定している。NEDO POSTは、これらの事前評価書と基本計画等に対するコメントを広く一般に募集するものである。基本計画を策定 る。 、 れら 事前評価書 基本計画等 対する ン を広く 般 募集するも ある。

○パブリックコメントの反映例

プロジェクト名 意見の活用・反映例

進 革新蓄 料 技
全固体電池の評価技術開発のためには 固体電解質や全固体電池用活物質の研究開

先進・革新蓄電池材料評価技術
開発（平成25年度～29年度）

全固体電池の評価技術開発のためには、固体電解質や全固体電池用活物質の研究開
発を実施しているメーカーがより多く参画している状況が必要との指摘を踏まえ、全固体
電池の研究開発に取り組んでいる自動車メーカーが参画する体制で研究開発を実施。

社会課題対応センサーシステム
プ

日本が世界に先駆けて実用、実証を推進できる体制が必要であり、現有技術を基に適用
企業中心のプロジェクトとすべき との指摘を受け ユーザ機関を含め企業の英知を活用

開発プロジェクト（平成25年度）
企業中心のプロジェクトとすべき、との指摘を受け、ユ ザ機関を含め企業の英知を活用
する体制で研究開発を実施。

○プロジェクトの事前評価プロセスとNEDO POST

基
本
計
画
案

事
前
評
価
書

概
要
書

プロジェクト実施の
必要性、有効性に
関する意見募集

プロジェクトの

実施内容に関する
意見募集

事
前
評
価
書

概
要
書

プ
ロ
ジ
ェ
ク

基
本
計
画

プロジェクト基本計画
（案）に関する
意見募集

概
要
書

意見 案書書
ク
ト画意見

反映

意見
反映

意見
反映
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅰ）企画、実施段階 公募

・実用化促進事業においては、地方の提案者の利便にも配慮し、地方を含む公募説明会
の一層の充実を図った。の 層の充実を図った。

【公募説明会 開催場所】
● 平成25年度 イノベーション実用化
ベンチャー支援事業

● 福祉用具実用化開発推進事業

【平成25年度 イノベーション実用
化ベンチャー支援事業】
全国10カ所（川崎、大阪、福岡、広島、● 福祉用具実用化開発推進事業 全国 カ所（川崎、大阪、福岡、広島、
那覇、仙台、札幌、高松、名古屋、金
沢）で公募説明会を開催。

【福祉用具実用化開発推進事業】
全国5カ所（北海道，宮城，神奈川，大
阪，福岡）で公募説明会を開催。
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅰ）企画、実施段階 選定、採択

・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

公募締切から採択決定までの期間について

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 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半数以上の採択を完了。

事業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：ナショナルプロジェクト：原則原則4545日日以内以内

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29件中15件

■■ ナショナルプロジェクトのうち、エネルギー等関連業務の実証業務等：原則ナショナルプロジェクトのうち、エネルギー等関連業務の実証業務等：原則6060日日以内以内

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29件中15件
（１４件については、適切な開発体制の構築や実施内容・技術要件を精査し、採択条件を付与する等、マネジメントの高度
化を実施。）

■■ ナショナルプ ジ クトのうち、 ネルギ 等関連業務の実証業務等 原則ナショナルプ ジ クトのうち、 ネルギ 等関連業務の実証業務等 原則 日日以内以内

エネルギー等関連業務の実証業務等では、事業は2件全てについて期間内で採択決定を行った

■■ 実用化促進事業：実用化促進事業：原則原則7070日日以内以内

実用化促進事業では、期間内で採択決定を行った事業は3件中2件実用化促進事業では、期間内で採択決定を行 た事業は 件中 件
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評価 着実な実施と ネジメ ト機能 映

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅱ）評価／反映・実行 評価全般に関する事項

評価の着実な実施とマネジメント機能への反映

• 中間評価、事後評価及び追跡評価については、産業界、学術界等の外部の専門家・有識者を活用し厳格に実施。
• これらの評価結果等より得られたマネジメントの教訓を活かし、平成25年度は、今後のマネジメントの高度化を図るため、ナれらの評価結果等より得られた ネジメントの教訓を活かし、平成 年度は、今後の ネジメントの高度化を図るため、ナ
ショナルプロジェクトの9事例と知財に関する取り組みの1事例を合わせ、計10事例について検証、新たなマネジメントの知見と
して「NEDO研究開発マネジメントガイドライン」（第7版）に掲載。

• 研究開発マネジメント能力向上のための研修を計9回実施。

第2章（フェーズ別） 第3章
事由・解説／成功
に導くマネジメント

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
先導調査 プロジェク プロジェクト

＜表の見方＞①～⑥の各フェーズに「○」が付し
ているチ ック項目は 各フ ズで確認すべき

新たなマネジメントの知見を、「NEDO
研究開発マネジメントガイドライン」に
蓄積し、研修を通じプロジェクトマネジ
メントの向上に活用

ガイドライン全体の俯瞰図ガイドライン全体の俯瞰図 プロジェクトの進捗段階を6つのフェーズに分類

プ に導くマネジメント
／教訓とすべきマ
ネジメント例

先導調査
の提案

先導調査
の実施・
予算要求

プロジェク
ト基本計画
の策定

プロジェクト
フォｰメｰショ
ンの決定

実施段階 終了段階

チェック項目
1. プロジェクトの位置づけ、必要性
A プロジェクトは、市場メカニズムに任せられず、ＮＥＤＯの関与が
必要である。 ○ ○

B プロジェクトは日本の産業競争力強化又はエネルギー・環境問
題の克服に貢献する上で、重要かつタイムリーなものである。 ○ ○ ○

C 開発対象の技術の実用化のイメージを有する ○ ○ ○ ○ ○

ているチェック項目は、各フェーズで確認すべき
チェック基準があるもの。

「事
由
・解
説
」、
「成

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
をC 開発対象の技術の実用化のイメ ジを有する。 ○ ○ ○ ○ ○

D 全体目標達成によりもたらされる効果（アウトカム）が大きい。 ○ ○ ○
2. プロジェクトの全体目標設定
E 挑戦的なプロジェクトの全体目標（アウトプット）を設定する。 ○ ○ ○
F プロジェクト全体目標にはユーザーニーズが反映されている。 ○ ○ ○
G プロジェクトの全体目標（アウトプット）を明確化する。 ○ ○ ○
H プロジェクトの全体目標から研究開発項目が論理的に設定され
ている。 ○ ○ ○ ○

3. 研究アプローチ・計画
I 研究開発上、解すべき技術的課題が明らかとなっている。 ○ ○ ○ ○

成
功
に
導
く
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

を
運
営
す
る
上
でI 研究開発上、解す き技術的課題が明らかとなっている。 ○ ○ ○ ○

J 複数の研究アプローチを検討し、適切なものを選択する。 ○ ○ ○
K 選択した研究アプローチに基づき、不確実性を考慮したスケ
ジュール、予算を立案する。 ○ ○ ○

4. 実施体制・プロジェクトリーダー
L 実用化への意思を有し、研究実施に必要な研究者・技術者、
技術蓄積、研究施設を保有する実施者を選定する。 ○ ○ ○ ○ ○

Mプロジェクト実施体制を適切に設定する。 ○ ○
N プロジェクトリーダー（PL）役に適任者を選定する。 ○ ○ ○
O プロジェクトリーダー（PL）役は、必要な権限が行使できる。 ○
進捗管理と計 変更

ト
例
」
、
「教
訓
と
す
べ
き
マ

で
重
要
な
視
点
を5. 進捗管理と計画変更

P 外部環境変化と進捗状況をタイミングよく把握し、必要に応じて
プロジェクトの位置づけ、設定、アプローチ・計画、体制等の変
更につなぐ。

○ ○

6. 事業化への支援
Q 実施者の事業化に向けた取り組みを支援する。 ○ ○
R 研究開発成果の普及・活用策のため、標準化戦略を検討する。 ○ ○ ○

優れたプロジェクト担当者の実践例

プロジェクト担当者として、そのフェーズでとるべき行動

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
例
」

を

に
分
類

18
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中間評価の実施と結果 その反映

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅱ ）評価／反映・実行 中間評価等

中間評価の実施と結果、その反映

・平成25年度に中間評価を予定した対象プロジェクト10件を全て実施。評価結果は、個別研究テーマ毎に精査した上、計画

の見直しやテーマの一部中止（2件）、テーマの加速（8件）等を実施。

１．実施件数の推移

年度 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

テーマの一部を加速し実施 2 6 0 1 5 8

概ね現行どおり実施 15 13 5 7 4 1
1,6 

2 
3

4,10
7
8 

9 

2.0 

2.5 

3.0 

て
の
見
通
し
及

基本計画を一部変更し実施 3 9 10 2 1 7

テーマの一部を中止 0 1 1 0 1 2

中止または抜本的な改善 2 0 0 0 0 0

中間評価を実施した総件数 22 25 16 10 10 10

5

0 0

0.5 

1.0 

1.5 

用
化
・
事
業
化
に
向
け
て

び
取
り
組
み

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

0.0 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 実

用

研究開発成果

次世代プリンテッドエレクトロニクス
材料・プロセス基盤技術開発(平成
22年度～27年度)

この分野の市場展開（実用化・事業化）については、
その事業化を各国が競っている状況から、タイムスケ
ジュールを考慮したより具体的な検討、それに向けた
研究開発の内容・体制を早急に検討すべき。

省エネルギー化を実現するフレキシブルデバイス及び印刷製造
プロセスの実用化技術開発項目を追加実施することにより開発
成果の早期実用化を目指す。

テーマの一
部を加速し
実施

次世代材料評価基盤技術開発／有 目標、ベンチマーク、成果等の定量化を行い、できる 定量化を意識し、実用化の客観的評価として、成果の活用数評 概ね現行通次世代材料評価基盤技術開発／有
機ＥＬ材料の評価基盤技術開発(平
成22年度～27年度)

目標、 ンチ ク、成果等の定量化を行い、できる
だけ客観的な評価ができるように心がけることを希
望する。実用化も客観的に評価できるような目標の
設定をすることにより、より活用される基盤技術にな
ると考えられる。

定量化を意識し、実用化の客観的評価として、成果の活用数評
価を新たに取り入れる。具体的には、平成２６年度、２７年度に
参画企業・ユーザーの材料評価数の目標値を設定する。

概ね現行通
り実施

高効率ノンフロン型空調機器技術の
開発( 成 年度 成 年度)

新冷媒の開発は国内メーカーの技術開発により着実
な成果が出ていることを高く評価するが 性能と特性

機器開発の早期化のため、基本計画を一部変更し、実証機に
よるシステム性能評価試験を実施する。また、中間目標の達成

基本計画の
部変更開発(平成23年度～平成27年度) な成果が出ていることを高く評価するが、性能と特性

のみならずコスト面等を含めて解決すべき事項は多
い。長期に亘って辛抱強く、かつ、戦略的にサポート
していくことが望まれる。なお、本技術開発だけでは
COP向上見込みが不十分で今後の展開が難しい
テーマがあり、対応を検討する必要がある。

よるシステム性能評価試験を実施する。また、中間目標の達成
が見込めず今後も難しいテーマについては中止する。

一部変更、
テーマの一
部中止

12



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅱ ）評価／反映・実行 中間評価等

プロジェクトの技術開発・成果の促進の状況

・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25年度実績28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

主な案件

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。

○がん超早期診断・治療機器の総合研究開発
膵がん等を対象としたＰＥＴ装置用放射性薬剤の開発において、薬剤として有望な化合物の創製に成功。この化合物
を使った薬剤をヒトへ適用した院内臨床研究を早期に実施するため、薬剤の大量合成に必要となる従来より大規模な

主な案件

を使 た薬剤を ト 適用した院内臨床研究を早期 実施するため、薬剤の大量合成 必要となる従来より大規模な
放射線遮蔽設備の整備に前倒して着手。
○次世代素材等レーザー加工技術開発プロジェクト
レーザー照射を用いた炭素強化プラスチック（CFRP）加工システム開発において、要素技術の早期目標達成を受け、
新たに3次元曲面加工が可能となるソフトウェア開発及び集塵システム高効率化のための技術開発を実施 高生産性新たに3次元曲面加工が可能となるソフトウェア開発及び集塵システム高効率化のための技術開発を実施。高生産性
かつ高品質でCFRPの加工を行うことが可能で、複雑な形状の加工ニーズにも迅速に対応できる体制構築を目指す。
○微生物触媒による創電型廃水処理基盤技術開発
現行の廃水処理方法（活性汚泥法）と同等の効率で廃水処理可能な微生物燃料電池の作成に成功。これを受け、実
用化に不可欠となる微生物燃料電池電極材料の低コスト化を早期に達成するため 実証サイズの電極材料評価装用化に不可欠となる微生物燃料電池電極材料の低コスト化を早期に達成するため、実証サイズの電極材料評価装
置、表面観察装置等を前倒して導入。
○次世代材料評価基盤技術開発
ロールツーロール（R2R）量産設備として使用可能な有機ＥＬ用の高バリア膜製膜装置が世界で初めて販売開始され、
各国研究機関での導入が開始されていることから、前倒して導入。世界に先駆けたR2R量産プロセス評価技術の確立
を目指し、今後市場拡大が期待されるフレキシブル有機ＥＬデバイスR2R量産技術の早期確立に貢献する。

13



グ プ ジ

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅱ ）評価／反映・実行 中間評価等

プロジェクト概要
IT機器の消費電力の大半を占める「デ タセンタ 」「ネットワ ク（ル タ）」について 年間消費電力量を

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）（平成20年度～平成24年度）

資金の追加投入と効果(具体的事例）

IT機器の消費電力の大半を占める「データセンター」「ネットワーク（ルータ）」について、年間消費電力量を
30％以上削減可能な基盤技術、各要素技術の開発を行うプロジェクト。企業10社、大学・研究機関等 7機関が
参画。

追加資金の概要と効果
中間評価において「個々の技術の成果を実用化するため
には、システム総合化がポイントである」との指摘を踏まえ、
データセンターの各要素技術を組み合わせたシステム全体データセンターの各要素技術を組み合わせたシステム全体
としての省エネルギー性能の検証を行うため、当初の予定
にはなかった「モジュール型グリーンデータセンター」を追加
資金（7億円）により構築（産業技術総合研究所つくば敷地内
に設置）。
本追加資金により、実環境下において、年間消費電力量を
30％以上削減可能であることが実証された。
本成果は プロジェクト終了後の事後評価においても

図：モジュール型グリーンデータセンターの構成図

本成果は、プロジェクト終了後の事後評価においても、
「実際にモジュール型データセンタを構築し、長期にわたる総合的な実証比較テストを行い、具体的なデータを
取得したことは有意義で有り、高い評価に価する」と評価された。

今後の予定
構築した「データセンター」は、プロジェクト終了後、産業技術総合研究所に移管し、引き続きデータ取得を行う
とともに、取得したデータの活用方法に関してNEDOと産業技術総合研究所で検討を行っている。
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅱ ）評価／反映・実行 事後評価

事後評価結果①

平成25年度実施した事後評価19件の結果

・ナショナルプロジェクト19件の事後評価を、機
構外部の有識者によって構成される委員会を

実施 た

3.0 

組
み

X Y 4設置して実施した。

・19件全件(100％)が合格（右図でX+Yが3以上）
し、うち16件(84%)は優良（右図でX+Yが4以

2 0

2.5 

通
し
及
び
取
り
組 X+Y=4

上）であった。なお、第3期中期目標期間にお
ける目標値は、合格80％、優良60％である。

（注）合格の基準は、4つの評価項目（「事業の位置付け」、
「マネジメント 「研究成果 「実用化見通し ）の評点が全

1.5 

2.0 

け
て
の
見
通

X+Y=3

「マネジメント」、「研究成果」、「実用化見通し」）の評点が全
て1以上、かつ、「研究成果」及び「実用化見通し」の評点の
合計が3以上。優良の基準は、4つの評価項目の評点が全て
1以上、かつ、「研究成果」及び「実用化見通し」の評点の合
計が4以上。 0 5

1.0 

事
業
化
に
向

・評価結果から抽出した知見や教訓をマネジメ
ントガイドラインに蓄積し、マネジメントの改善
を図っている。

0.0 

0.5 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

実
用
化
・

を図 る。

研究開発成果

15



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅱ ）評価／反映・実行 事後評価

事後評価結果②

顕著な成果を上げた事例、実用化・事業化の見通しが明確に示された事例

・高耐圧、低損失というSiCの優位性を踏まえ、電力変換システムの小型・高効率化を実現した。

「SiCデバイスを組み込んだシステムの省エネ特性を明確に示したことは、技術的な競争力の強化
につながる」と評価された。参画企業は太陽光発電やデータセンターへの応用を進めている。
（低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト／次世代パワーエレクトロニク

40
m

m

SDカ
ード

105 mm
80mm

40
m

m

SDカ
ード

105 mm
80mm

（低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト／次世代パワーエレクトロニク
ス技術開発（グリーンITプロジェクト））【写真1】

・ 「開発された膜タンパク質の構造解析基盤技術は、世界的に見てトップレベルの優れた成果であ
り、企業に有効な創薬戦略を与えるまでに応用展開が進んでいる」と評価された。本プロジェクト

SS

【写真1】太陽光発電システム(上)と
パワー密度70kW/lのオール
SiC超小型インバータ(下)

り、企業に有効な創薬戦略を与えるまでに応用展開が進んで る」と評価された。本プ ジ クト
で開発された電子線構造解析技術、NMR測定技術および高精度in silicoシミュレーション技術は、
企業における創薬研究に活用されている。（ゲノム創薬加速化支援バイオ産業基盤技術開発／
創薬加速に向けたタンパク質構造解析基盤技術開発）

ガ ギ プ・ 「ガラスの低エネルギー消費プロセスを目指して、気中溶解、カレット溶融、高速混合等に取り組
み、世界的にも極めて高い水準の革新的な独自技術が開発された」と評価された。さらに実用化
に向けた計画も進行している。 （革新的ガラス溶融プロセス技術開発） 【写真2】

「開発した熱可塑性CFRP中間基材は 軽くて強いという点についてAl合金 Mg合金等の軽金属

【写真2】気中溶解状況

・ 「開発した熱可塑性CFRP中間基材は、軽くて強いという点についてAl合金・Mg合金等の軽金属
材料を上回る性能を実現しており、さらに熱硬化性CFRPに対し、量産に適した成形加工の容易
性・ハイサイクルによるメリットが大きい」と評価された。本材料は、プロジェクト期間中から市場へ
のサンプル供給を実施しており、一部のユーザーとの間では、実用化に向けた課題や方向性に
関しての抽出作業を開始している （サステナブルハイパ コンポジット技術の開発） 【写真3】関しての抽出作業を開始している。 （サステナブルハイパーコンポジット技術の開発） 【写真3】

【写真3】スタンピング成形品
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅱ ）評価／反映・実行 事後評価

事後評価結果③

25年度における取組 成果事例

事後評価結果
イノベーション推進事業については、機構外部の専門
家・有識者を活用し、終了事業者に対して、技術的成果、

平成２３年度 産業技術実用化開発助成事業
助成事業者名：日新電機株式会社
助成事業名 ：GIS用SF6ガス絶縁計器用変圧器(ガスVT)の

研究・開発有識者 、終 事 者 、技 果、
実用化見通し等を評価項目とした事後評価を実施した結
果、74.1％が「順調」との評価を得た。

事業名 順調率 テーマ数

研究 開発

・従来の切離し装置（ID）付ガスＶＴは、重いコイルを上下に移動させる構造の
ため、 機構部が高価なものとなっていた。助成事業における開発品は、従来
より も小さな動作力で切離しが可能であり、さらに安価に製作できるため、価
格優位性を確立できる。機構を簡素化したID付ガスVT において132kV～500kV
のシリ ズ化を完成させることができた

イノベーション推進事業 74.1%
40件／
54件

のシリーズ化を完成させることができた。

・韓国GISメーカに400kVID付きガスＶＴと500kVID付きガスＶＴ販売を平成25年
度より開始し、シェア10％を目標に活動した結果（年間売上目標：100台）
年間売上目標を達成見込みである。

技術経営・マネジメント
平成25年度イノベーション実用化ベンチャー支援事業
においては、研究開発成果を迅速に実用化・事業化に結
び付けるための取組として、採択審査時に金融機関等と
連携 び 等 連携 事の連携及び採用予定先（取引先）等との連携を評価事項

とした。
また、採択事業143件に対するきめ細やかな研究開発
進捗管理を行った。
さらに、技術開発段階以降の事業化を促進するため、さらに、技術開発段階以降の事業化を促進するため、
事業者からの要望に応じて技術経営力の強化に関する
支援を実施。

▲ 切り離し機構の従来品と開発品の比較表 ▲ ＩＤ付ガスＶＴの製品
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅱ ）評価／反映・実行 追跡評価等

平成25年度追跡調査概要

・平成25年度は ナショナルプロジェクト74件 延べ1 057機関（企業667機関 大学270機関 研究・平成25年度は、ナショナルプロジェクト74件、延べ1,057機関（企業667機関、大学270機関、研究

機関・法人等120機関）に対する追跡調査（アンケート、ヒアリング）を実施した（平成26年4月1日

時点で回答率96%） 。

・アンケート調査（全機関対象）については、平成25年度より、オンラインシステムを導入し、質問

対応の迅速化や回答者の利便性向上により 回答者の作業負担軽減を図った対応の迅速化や回答者の利便性向上により、回答者の作業負担軽減を図った。

・分野横断的な調査を行うため、アンケート結果に対する統計解析手法を用いた成功要因抽出を

行うと共に、ヒアリングを中心としたケーススタディ調査（エネルギー・環境分野2件、産業技術分

野2件）を実施した。

・追跡調査から得られた結果については、NEDO内部の研修で役職員にフィードバックすると共に、

ARPA-E（米国エネルギー省エネルギー高等研究計画局）との意見交換の実施、米国評価学会

（3件発表）、研究・技術計画学会（3件発表）の他、講演会・シンポジウムなどで積極的に情報発

信を行った。
18



追跡調査 得られた実 化事例

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅱ ）評価／反映・実行 追跡評価等

追跡調査で得られた実用化事例 革新的次世代低公害車総合技術開発（平成16年度～平成20年度）

実用化事例
・燃費約20％改善燃費約20％改善
・NOX後処理装置なしで
排ガス規制をクリア

クリーンディーゼルエンジン
「SKYACTIV-D」として、2012年2月に商品化

マツダ車「アテンザ」「CX-5」「アクセラ」
に搭載され販売されている。

プロジ クト概要

NEDO実用化ドキュメ
ントに掲載

・プロジェクト概要
自動車に起因する環境問題への対応として、高効率でクリーン（排ガス規制対応可能）なディーゼルエンジンを開
発するプロジェクト（10企業、4大学、3研究機関が参画）

成功要因・成功要因
１．グローバルな市場・規制動向への対応
先導調査により、欧州等海外動向を目標設定に反映すると共に、プロジェクト実施中も、国内外の規制動向
の変化に応じて、柔軟に目標値を変更。

２．産学連携の役割分担の明確化
実用化を行う自動車会社を主体とし、大学・研究機関はメカニズム解明、評価・試験で企業を支援するよう役
割分担を明確化。上記事例では、広島大学による「燃焼メカニズム解明」が、マツダでのクリーンディーゼル
エンジンの設計 開発に大きな役割を果たしたエンジンの設計・開発に大きな役割を果たした。

３．人材育成
プロジェクト終了後も、プロジェクトで育成された人材を投入することで、他者に先駆け量産を達成している。
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 主な制度運用

・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6箇所
開催 延べ 名 参加があり 多く 事業者 組内容を周知

制度面・手続き面の改善に係る説明会、アンケートの実施

で開催して、延べ752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99％の肯定的回答を得た。

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6箇所：川崎<2月は東京>、大阪・名古屋<10月除く> 、福岡<9
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 べ 名（ 月 名 月 名 月 名 月 名）参加者のべ752名（6月：154名、9月：169名、10月：20名、2月：409名）

総合的評価 ： 満足している 99％
【平成25年度に取り組んだ主な業務改善】

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25年度に取り組んだ主な業務改善】

 業務の簡便化のために、実施計画変更届を必要とする「軽微な変更」の対象を縮小し、従事月報から「翌月の計画」の欄を削除

事業者における資産の登録漏れ防止のために、月別項目別明細表に「NEDO資産登録済み」チェック欄を追加

NEDOプロジェクトの実施効果の最大化のために、特許出願関連経費の直接経費への計上を可能に

取得財産の事業後の譲渡手続きの簡略化・早期化のため 取得財産の有償譲渡に係る条項を改正取得財産の事業後の譲渡手続きの簡略化 早期化のため、取得財産の有償譲渡に係る条項を改正

労務費算出の負担軽減を図ることを目的に、総労働時間管理の有無によらない取扱いに

平成26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26年2月実施）におけるアンケート結果から。回答数は333件。

費算

大項目の経費を新規に追加する際に申請書から届出書による場合に変更

資産登録漏れ防止の観点から、資産管理番号を追加、また資産登録が必要な様式、不要な様式での月別項目別明細表に変更

収益算定に係る算定式の見直し
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 知的財産権、国際標準化

・原則として委託事業について日本版バイドール条項を適用。バイドール条項が適用さ

日本版バイドールの適用と状況調査

れた事業の実施効果の最大化に向け、以下を実施。

・プロジェクト参加者間における知財の取扱いに関するルールや知財運営委員会機能

の整備状況や知的財産権の利用状況調査（バイ・ドール調査）を実施の整備状況や知的財産権の利用状況調査（バイ・ド ル調査）を実施。

・バイドール調査により得られたデータを視覚的にわかりやすくNEDOウェブサイト上で

公表。

プ

知財マネジメントの強化

・NEDOの方針とプロジェクトの実施者の具体的な対応を明確化し、以下を実施。
・プロジェクトを支える効果的な知財マネジメントを実施するため、知財マネジメント基本
方針を平成25年度新規事業のうち7件に適用。
・適用プロジェクトについては、特許出願費用の一部を委託費において直接経費として
計上することを可能とすることにより、重要な特許出願を図った。
・ 「固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発」においては、セルスタック開発側固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発」においては、セルスタック開発側
に多数の競合企業が存在するため、階層化した情報の共有方法を知財合意書に盛り
込んだ。
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 知的財産権、国際標準化

・国際市場の獲得・新規開拓を図る上で国際標準の果たす役割が重要性を増しているところ、NEDOの技術開
発成果を国際的に普及させるため、NEDOは技術開発と国際標準化を一体的に推進。

技術開発と標準化との一体的な推進

発成果を国際的に普及させるため、NEDOは技術開発と国際標準化を 体的に推進。

・平成25年度は、21件のプロジェクト基本計画に標準化について記載。また、高効率ノンフロン型空調機器技
術の開発等、プロジェクトの成果に係る標準案を作成し、3件提案するなど、技術開発成果を普及させるため
の国際標準化の取組みを推進。

・また、技術開発マネジメントにおいて、プロジェクト成果の最大化に向けた「知財マネジメント基本方針」の本
格稼働、職員向けに標準化戦略にかかるセミナーの実施等、マネジメント面での取組みも強化した。

標準化と技術開発を 体とし 取り組むプ ジ クト 例

プロジェクト名・概要 プロジェクト中の標準化の実施状況

生活支援ロボット実用化プロジェクト ・生活支援ロボットの国際安全規格（ISO13482）（平成26年2月正式発

標準化と技術開発を一体として取り組むプロジェクトの例

生活支援 ボット実用化プ ジ クト

（平成21年度～平成25年度）

（１）生活支援ロボットの対人安全性基準、試験方法

生活支援ロボットの国際安全規格（ISO13482）（平成26年2月正式発

行）の策定に本プロジェクトの成果が大きく貢献。

・本プロジェクトより2件、パナソニック「リショーネ®」とダイフク「エリア
（ ）生活支援 ボットの対人安全性基準、試験方法
及び認証手法の確立

（２）安全技術を搭載した生活支援ロボットの開発

（３）安全性基準の国際標準化提案、試験機関、認
証機関の整備

管理システム」が国際安全規格に基づく認証を世界初取得。

・プロジェクト成果の一部を活用して、CYBERDYNE社が欧州域内で医

療機器として流通・販売できる「CEマ キング」を取得し 我が国ロ証機関の整備 療機器として流通・販売できる「CEマーキング」を取得し、我が国ロ

ボットの海外展開の加速に貢献。
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 知的財産権、国際標準化

技術開発に係る成果の標準化に向けた活動の事例

演色評価方法をCIE／TC1-90、91に提
案 標準 す 審議を タ さ

防爆規定の規制緩和についてIEC／61D
提案 際標準 を推進

LEDと有機EL照明は全く新しい光源であり、従来の照明とは大き
く異なるため 性能評価方法を統一する必要があった

案、標準化に関する審議をスタートさせた に提案し、国際標準化を推進

背景

低温室効果及び高効率を両立する業務用空調機器を実現するた
め 機器 冷媒の両面から基盤技術の開発を行いつつ 微燃性冷

目的

「高効率ノンフ ン型空調機器技術の開発 （H23 27年度）により ＩＥ

く異なるため、性能評価方法を統 する必要があった。

「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」
（H21～25年度）において、LED照明の新しい演色性評価方法等に

め、機器、冷媒の両面から基盤技術の開発を行いつつ、微燃性冷
媒に係る国際規格策定の議論を我が国がリードすることで、海外
市場における競争基盤の獲得を目指す。

「高効率ノンフロン型空調機器技術の開発」（H23～27年度）により、ＩＥ
Ｃ60335-2-40における、エアコン防爆規定について、規制緩和の提案
を行った。従来は可燃性冷媒使用機器については安全性確認を要求
されていたところ、本提案により、微燃性冷媒使用時は特別な要求を
不要にすることができた。今後、審議され、標準化されることによっ

関して、平成25年4月、CIE/TC1-90、TC1-91でNEDOプロジェクト
成果に基づく発表及び提案を行った。
また、新演色性評価を担当するTC1-90の議長に日本が就任し、
性能評価に関わる国際標準化の分野において主導的役割を果た
せるよう推進した。

て、本事業で開発中の低温室効果である微燃性冷媒及びその使用機
器の普及加速が期待できる。

せるよう推進した。

※CIE（国際照明委員会）は、照明等の規格を扱う国際標準化団体
※TC1-90:：実色再現に基づく演色性評価方法を扱う技術委員会
※TC1-91 ：色の好ましさ等に基づく演色性評価方法を扱う技術委員会

 感性評価に基づいた新しい演色性評価

微燃性冷媒（アン
モニア、R32等）で
あれば仮に電磁開
閉器内で着火して（例） 色が鮮やかの方

 感性評価に基づいた新しい演色性評価

色の好ましさ，自然らしさ，色彩調和，目立ちなど

閉器内で着火して
もカバー隙間を火
炎が通過しないこと
を検証

（例） 色が鮮やかの方
が

美味しそうに見える
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 技術シーズの発掘

新たなプレーヤー、技術シーズの発掘

・NEDO職員が積極的にシーズ発掘を実施。また、経済産業局との連携などにより、優良案件の発掘及び育成
を積極的に実施を積極的に実施。

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 マ平成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。また、出展支援研究者・事業者にマッチング機会を提供。

大学や企業への訪問
大学・企業等からの訪問やNEDO職員が大学・企業等を訪問するなどして個別相談を実施。全国の

経済産業局と連携することなどにより、地方の大学・企業等の情報も収集。
シーズ発掘活動（個別相談）件数は延べ約200件 超。

公募説明会・個別相談会
各事業の公募ごとに説明会、個別相談会を開催し、良質な技術シーズを発掘。

経済産業局との連携
全国の経済産業局が主催する制度説明会等に参加し、約35カ所のべ約2,500人に向け分野横断的全国の経済産業局が主催する制度説明会等に参加し、約35カ所の 約2,500人に向け分野横断的

公募事業を紹介。
具体的シーズ案件について、共同で協議。
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 技術シーズの発掘

先導的産業技術創出事業（若手研究グラント）

・産業技術力強化及び若手産業技術研究人材育成の観点から、大学・研究機関等の若手研究者の産業
応用を意図した研究開発を助成。（平成25年度新規採択なし）
・若手研究グラントにおけるこれまでの研究成果を産業応用化、実用化に結びつけるために、研究成果
の共同プレスリリース等を通じて、優れた産業技術シーズや実用化開発の成果を広く発信。

※25年度は5件のプレス記者発表を実施。

＜NEDOプレスリリース案件＞
○イ ザから重金属 判別ま 高感度 検出（ 紙掲載 報道 ）○インフルエンザから重金属の判別まで、高感度に検出（4紙掲載、TV報道(WBS「トレンドたまご」他3件)）
産業技術総合研究所 粟津浩一氏
○有機薄膜太陽電池用材料の新しい合成法を開発（1紙掲載）
筑波大学 桑原純平氏
○変速時の駆動力抜けのない変速システムを開発（1紙掲載）
京都大学 小森雅晴氏
○世界初！架橋型核酸アプタマーの作製法を確立（1紙掲載）
群馬大学 桒原正靖氏群馬大学 桒原正靖氏
○光環境で早産児の発達を促す「調光型光フィルター」を開発（1紙掲載）
国立精神・神経医療研究センター 太田英伸氏
産業技術総合研究所 田嶌一樹氏

記者会見風景（NEDO）※紙面掲載件数は、把握できる範囲による
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 技術シーズの発掘

・若手研究グラントから実用化・企業化促進事業への切れ目のない支援を実施

連携事例 若手研究グラントから実用化研究開発（イノベーション推進事業）

平成21年度採択 産業技術研究助成事業（若手研究グラント）
堀部雅弘氏（独立行政法人産業技術総合研究所）
ミリ波・サブミリ波領域のＳパラメータ測定の国際標準化に向けた評価技術研究開発ミリ波 サブミリ波領域のＳ ラメ タ測定の国際標準化に向けた評価技術研究開発

平成25年度採択 イノベーション実用化ベンチャー支援事業平成25年度採択 イノベ ション実用化ベンチャ 支援事業
【事業者／テーマ】
株式会社雄島試作研究所／ミリ波・テラヘルツ領域の高精度
フランジの製品開発と国際標準化

【概要】
(独)産業技術総合研究所(産総研) 堀部主任研究員が産業技術研究助成事業において開発した、ミリ波・テラヘルツ波
領域の部品・回路の特性指標であるSパラメータ評価技術に関する研究成果を研究機関発シーズとして用い、ミリ波・テラ

開発した導波管フランジ 従来品との性能比較

ヘルツ波の部品・システムのメーカーである(株)雄島試作研究所とともに高精度な接続を可能とする導波管のインター
フェース(フランジ)の実用化と国際標準化を目指す。
産業技術研究助成事業において、既存設計のフランジではテラヘルツ帯におけるフランジの合わせ精度による伝送信号
のばらつきは10％以上と推定・実測された。ミリ波・テラヘルツ波の製品化先行研究が進められている中、システム全体の
性能向上には高精度な接続を可能とするフランジが必須であることが明らかとなり、新たな高精度フランジを開発した。製
造には雄島試作研究所のノウハウが必須であるため製造技術は公表せず、フランジ形状と性能のみ、産総研と協力して
IECにおいて国際標準化を推進して戦略的な市場獲得を図っていく。
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ナシ ナルプロジ クトにおいては 指導力と先見性を有するプロジ クトリ ダ （PL） サブプロジ クトリ ダ （SPL）を外部

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 プロジェクトリーダー、プログラムマネージャー等

・ナショナルプロジェクトにおいては、指導力と先見性を有するプロジェクトリーダー（PL）、サブプロジェクトリーダー（SPL）を外部

から約60人登用。高い技術的知見による実効的な技術指導とNEDOのマネジメント機能の高度化に貢献。

・NEDO特別講座の講師として外部の専門家１６名を登用し、70回以上の講座を開催。日本及び海外の特定技術に関する専門

家を講師としてむかえ、総合的なカリキュラムによる講座を開講し、人材育成に寄与。家を講師としてむかえ、総合的なカリキュラムによる講座を開講し、人材育成に寄与。

（平成25年度時点、50音順）

ＰＬ 所属 プロジェクト名

【具体的なプロジェクトリーダー（PL）の例】

太田 璋 技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター 先進・革新蓄電池材料評価技術開発

太田健一郎 横浜国立大学 工学研究院 機能の創生部門 教授
固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発
「基盤技術開発」

尾上 清明 九州大学 水素エネルギー国際研究センター 教授 水素利用技術研究開発事業

加藤 紘 山口大学 名誉教授 ※NEDOプログラムマネジャー がん超早期診断・治療機器の総合研究開発

齋藤 公児 新日鐵住金㈱ 製銑技術部長 環境調和型製鉄プロセス技術開発（STEP2）

杉村 丈一 産業技術総合研究所 水素材料先端科学研究センター長 水素利用技術研究開発事業

風力等自然エネルギー技術研究開発
勝呂 幸男 日本風力エネルギー学会 会長

風力等自然エネルギー技術研究開発
「風力発電高度実用化研究開発」

富安 寛 次世代化学材料評価技術研究組合 理事・研究部長 次世代材料評価基盤技術開発

中静 靖直 電源開発㈱ 技術開発部 若松研究所 所長
ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト
「革新的CO2回収型石炭ガス化技術開発」

東京電力㈱ 技術統括部 技術開発センタ 超電導技術
本庄昇一

東京電力㈱ 技術統括部 技術開発センター 超電導技術
グループマネージャー

超電導技術研究開発

宗像鉄雄
産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 副研究部
門長

次世代型ヒートポンプシステム研究開発

横川 晴美 東京大学 生産技術研究所 特任研究員 固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発

【特別講座の講師への活用】
NEDOプロジェクトを核としたNEDO特別講座（7講座、9拠点）のため、１６名の外部講師を登用。特別講座は、人材育成、人

的交流等に寄与（全体で70回以上の講座を開催し、延べ2,740名が受講）。 27



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 技術経営力の強化に関する助言

技術経営力の強化に関する助言業務

・研究開発の成果を事業化に結びつけるため、研究委託・助成先の中小企業、ベンチャー企業等に対し、NEDO職員と技術
経営アドバイザ （技術経営の専門家 公認会計士 弁理士等を委嘱 以下「アドバイザ という ）が 技術経営力の強化

25年度の取組・実績 管理・運営に関する助言内容

経営アドバイザー（技術経営の専門家・公認会計士・弁理士等を委嘱。以下「アドバイザー」という。）が、技術経営力の強化
に関する助言を実施（8事業者、延べ9回）。

○技術経営力の強化に関する助言の実績

助言先事業者：NEDOの委託先、助成先となった中小企業・ ベンチャー企業等：8事業者

助言実施回数：延べ9回 ◆助言を実施したアドバイザ の数：延べ9人 ◆助言を実施した職員の数： 延べ13人助言実施回数：延べ9回 ◆助言を実施したアドバイザーの数：延べ9人 ◆助言を実施した職員の数： 延べ13人

【主な助言内容】
○経営
計画的な営業プランを構築するための事業化戦略等

【助言の効果】

・短期間で知的財産権の重要性を理解することがで計画的な営業プランを構築するための事業化戦略等
○開発
産学連携等による外部開発力の活用、事業化の観点を強く持った開発
等

○知財

短期間で知的財産権の重要性を理解することがで
きた。
・研究のブラッシュアップにつながるものであり、有益
であった。
・営業面強化の必要性について意思統一が図れた。

将来にわたり強みを維持するための知財戦略策定、先行・類似技術調
査、特許抵触調査、外国出願の費用対効果、商標登録によるブランドの
確立等

○市場
市場調査 顧客調査 マクロ的な視点での市場把握の方法と分類等

・抱えていた疑問点がクリアになり、国際展開に向け
た今後の取り組みに有益であった。

市場調査、顧客調査、マクロ的な視点での市場把握の方法と分類等
○その他
製造物責任等の国内とは異なる法規制への対応（海外進出関係）等
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 技術経営力の強化に関する助言

職員のマネジメント能力向上

・技術開発マネジメントのノウハウを習得させるため、プロジェクトの現場に1名派遣。

効果的なプ ジ クト立案 設計 プ ジ クト ネジメ ト手法 技術経営論等を研究するため 国内外・効果的なプロジェクト立案・設計、プロジェクトマネジメント手法、技術経営論等を研究するため、国内外の

大学院等へ4名の職員を派遣。

・「プロジェクトマネジメント研修（全9講座）」、「出口戦略強化セミナー（全8講座）」を実施し、プロジェクト担

当者 ネジメ ト能力を強化した当者のマネジメント能力を強化した。

技術開発管理業務等の職員派遣・能力向上技術開発管理業務等の職員派遣 能力向

○技術開発現場に派遣（1名）

東京大学先端科学技術研究センター（内閣府最先端研究開発支援プログラム『有機系太陽電池の開発プロジェクト』）

○学位取得に向けた派遣（4名）○学位取得に向けた派遣（4名）

海外大学院修士課程（3名）、海外大学漢語研修生（1名）

プロジェクトマネジメント研修、出口戦略強化セミナー

【内容】 ・プロジェクトマネジメントの事例紹介 ・プロジェクト評価分析 ・NEDOインサイド

・国際標準化戦略 ・中小企業の知財戦略 等国際標準 戦 財戦
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 技術経営力の強化に関する助言

公募にかかる相談対応

・良質な技術シーズ、優良な研究開発テーマを発掘するため、分野横断的公募事業の公募時期に合わせて、
公募説明会（5事業 延べ44回）や 個別相談会（5事業 延べ41回）を開催 その他 経済産業局等において公募説明会（5事業、延べ44回）や、個別相談会（5事業、延べ41回）を開催。その他、経済産業局等において
制度説明会（延べ37回）を開催。

25年度開催実績

事業名 延べ回数 開催場所

平成25年度 イノベーション実用化ベン
チャー支援事業

20 川崎 大阪 福岡 広島 名古屋 仙台 高松 金沢
那覇 札幌

新 ネ ギ ベ チ 技術革新事業 川崎 大阪

公募説明会

新エネルギーベンチャー技術革新事業 4 川崎 大阪

その他事業 20 川崎 大阪 福岡 名古屋 仙台 さいたま 仙台 等

合計 44

事業名 延べ回数 開催場所

平成25年度 イノベーション実用化ベン
チャー支援事業

20
川崎 大阪 福岡 広島 名古屋 仙台 高松 金沢
那覇 札幌

新エネルギーベンチャー技術革新事業 4 川崎 大阪

個別相談会

新エネルギーベンチャー技術革新事業 4 川崎 大阪

その他事業 17 川崎 大阪 福岡 名古屋 仙台 さいたま 仙台 等

合計 41

延べ回数 開催場所

37 東京都 川崎 大阪 仙台 その他地方自治体等

制度説明会
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 技術の開発や普及に係る道筋の策定、改訂

技術の開発や普及に係る道筋の策定、改訂

・再生可能エネルギーをめぐる状況変化を踏まえNEDO 再生可能エネルギー技術白書を改訂

・10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基本計画・実施方針の策定、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て、NEDOの研究開発マネジメントへ幅広く活用。

【 NEDO 再生可能エネルギー技術白書を改訂】

昨今の再生可能エネルギーへの国民の期待の高まり、政策や技術動向の
変化、固定価格買取制度による市場の拡大等、再生可能エネルギーを巡

る諸状況の変化を踏まえ、3年ぶりに改訂。

政策ニーズに応えるための技術的な課題の抽出とその解決策を提示。例
えば 制約 顕在化を受け 系統 ポ 技術 章を追加えば、制約の顕在化を受け、系統サポート技術についての章を追加。

WEBページへのアクセス数は、昨年12月の公開以降約6万件。（平成26年
5月末時点）

【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、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。

技術戦略マップの策定に当たって、NEDOは、計37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10分野を対象にローリング（見直し）を実施。

平成25年度は技術の進展や社会環境の変化に応じた上記10分野の改訂及び拡充を実施。 31



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 技術開発マネジメントに係る知見、教訓の蓄積

各種研修の実施

・「プロジェクトマネジメント研修（全9講座）」、「出口戦略強化セミナー（全8講座）」を実施し、プロ

ジェクトマネジメントの事例紹介、プロジェクト評価分析、国際標準化戦略、中小企業の知財戦略

等の研修を通じて、プロジェクト担当者のマネジメント能力を強化。

＜プロジェクトマネジメント研修＞ ＜出口戦略強化セミナー＞

写真や図等 写真や図等

プロジェクトを成功させるためのマネジメントスキル各プロジェクトのPDCAサイクルの一層の深化と確実な定着を図るために、
プ を身につけられるよう、国内外の産業・知財政策、

標準化・知財戦略マネジメント事例などをテーマと
したセミナーを全8講座開催。

（テーマ例）

NEDOプロジェクトの中間・事後評価及び追跡調査の結果から得られた知見・
教訓を共有するセミナーを全9講座開催。

（テーマ例）

32

（テ マ例）
・ NEDOプロジェクトマネジメントと国際標準化戦略
・プロジェクト周辺の特許動向調査手法および具体
事例の紹介 等

（テ マ例）
・追跡調査から得られた事例紹介
・追跡調査から見たNEDOプロジェクトの成功要因
・NEDOにおける中間評価・事後評価から学ぶ教訓 等



行為 対する り組

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 経費の適正な執行の確保

不正行為に対する取り組み

・不正行為により処分した事業者については、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事業者の不正行為に係る告発受付窓口を 元化し、公募資料やホ ム 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25年度は、事業者向け説明会（全国主要都市6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。

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）

不正事業者への厳罰措置不正事業者への厳罰措置

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、研究不正は最大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不正事案の刑事告訴

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6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：外注加工費の架空発注及び労務費等の過大請求
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
事例6：研究活動に係る不正行為
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅲ ）その他 追加的に措置された交付金

・平成25年度補正予算（平成26年2月6日成立）について、経済の成長力の底上げ等のため成長戦略の実行と加速化の強化に
取り組むこととして措置されたことを踏まえ、「平成25年度 イノベーション実用化ベンチャー支援事業」及び「研究開発型新事
業創出支援プラットフォーム」の事業の検討や公募等を迅速に開始した。

補正予算

＜スケジュール＞

補正予算

平成25年12月12日 平成25年度補正予算閣議決定

平成25年12月13日～ 公募予告を開始（予算成立を条件）

平成26年1月15日～ 公募を開始

平成26年2月6日 平成2４年度補正予算成立

平成26年5月14日 採否決定平成26年5月14日 採否決定

34



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅳ）実用化達成率

ナショナルプロジェクト実用化達成率

・「ナショナルプロジェクト」において、平成19年度終了案件の事業終了後5年経過後の時点での実用化達成率

第3期中期計画
ナショナルプロジェクトについては その特徴 性格を踏まえ技術開発の短期化やリスク回避に決してつながることがないよ

ナショナルプロジェクト」において、平成19年度終了案件の事業終了後5年経過後の時点での実用化達成率
は、27.5％（39件／142件）

（注）5年経過までに一度でも実用化したものを計上。

ナショナルプロジェクトについては、その特徴、性格を踏まえ技術開発の短期化やリスク回避に決してつながることがないよ
う十分留意した上で、事業終了後、5年経過後の時点での実用化達成率を25％以上とする。

【平成１９年度終了案件からの主な実用化事例】

半導体チップを固定するためのフィルム状接着剤 ナノメートルオーダーの構造制御技術を利用し、衝撃が

35

半導体チップを固定するためのフィルム状接着剤
「ダイボンディングフィルム」を開発。電子機器の
小型高機能化に寄与。（日立化成工業株式会社）

ナノメ トルオ ダ の構造制御技術を利用し、衝撃が
加わるとゴムのように柔らかくなる特殊なプラスチック
を開発。自動車用安全部品等の分野で製品化を検討中。
（東レ株式会社）



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅳ）実用化達成率

実用化促進事業実用化達成率

・「実用化促進事業」において、平成21年度終了案件の事業終了後3年経過後の時点での実用化達成率は、

第3期中期計画
実用化促進事業については、技術開発成果の達成とともに、実用化・事業化を一層重視するとの観点から、事業終了後、3

実用化促進事業」において、平成21年度終了案件の事業終了後3年経過後の時点での実用化達成率は、
36.0％（18件／50件）

平成21年度終了実用化促進事業の実用化達成率

年経過後の時点での実用化達成率を30％以上とする。なお、今後、本事業の対象は中小企業に限定することとする。

事業名 実用化達成率 実用化件数

福祉用具実用化開発推進事業 71.4% 5件／7件

イノベーション推進事業（産業技術実用化開発助成事業) 28.6% 8件／28件

イノベーション推進事業（大学発事業創出実用化研究開発事業) 23.1% 3件／13件

エネルギー使用合理化技術戦略的開発（実用化フェーズ・実証フェーズ） 100% 2件／2件エネルギ 使用合理化技術戦略的開発（実用化フェ ズ・実証フェ ズ） 100% 2件／2件

合計 36.0% 18件／50件

（注1）件数については 中小企業のみを計上（注1）件数については、中小企業のみを計上。
（注2）3年経過までに一度でも実用化したものを計上。
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅳ）実用化達成率

連携事例 ナショナルプロジェクトから実用化研究開発へ

・ナショナルプロジェクトから実用化・企業化促進事業への切れ目のない支援を実施。

平成22年度～平成26年度

「次世代素材等レーザー加工技術開発プロジェクト」

ナショナルプロジェクト

次世代素材等レ ザ 加工技術開発プロジェクト」

チタン合金を対象としたパルスファイバーレーザーを用いた粉末焼
結積層造形システム構築を目指し、粉末焼結積層造形技術及びプ
ロトタイプ装置の開発を実施 開発した試作機 チタン合金粉末の造形物

「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」（平成25年度採択）

実用化・企業化促進事業

ロトタイプ装置の開発を実施。 開発した試作機 チタン合金粉末の造形物

「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」（平成25年度採択）

平成25年度採択
【事業者／テーマ】
株式会社アスペクト／粉末焼結積層造形技術による軽金属部品の直接製造技術の開発事業
【概要】【概要】
「次世代素材等レーザー加工技術開発プロジェクト」においては、人工骨への適用を目指して軽
金属（チタン合金等）による粉末積層造型技術を開発した。その後、実用化促進事業である「イノ
ベーション実用化ベンチャー支援事業」においては、多様なユーザニーズに対応する実用化開
発に着手し 三次元造形が困難なアルミ合金においても 当初プロジェクトで開発した粉末焼結 アルミ合金粉末の造形物発に着手し、三次元造形が困難なアルミ合金においても、当初プロジェクトで開発した粉末焼結
積層システムを活用し、三次元造形に成功した。

アルミ合金粉末の造形物
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進

現場主義の実践と運営への反映

・研究開発投資を行う企業のうち44社に対して企業役員等へインタビューを実施し研究開発投資を行う企業のうち44社に対して企業役員等へインタビュ 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233件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。

【インタビューでのコメントを踏まえた改善への取組例】

・プロジェクトを実施するにあたり、制度を主管する相手国政府の協力が必要、とを実施す あ り、制度を 管す 相 国政府 協 要、
のコメントを受け、相手国政府に対してレターを発出。プロジェクト実施企業の成
果創出促進につながると考え、協力要請を実施。その後のMOU締結を促進した。

・プロジェクトへの提案をいただく際に、事業者にとって過度な負担とならないよう、
提案書に記載を求める内容を精査し、項目を減らすなどの簡素化に努めた。
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進

２．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
・広報アドバイザーからの専門的な視点を取り入れ、より効果的な広報活動を実施。

積極的な広報活動（1） 報道対応

・NEDO事業への理解を深めていただくべく、プレスリリース（75件）、記者会見等（29件）、
映像メディア出演などを積極的に実施。昨年度は、新聞各紙に延べ640件掲載。

＜映像メディア出演の例＞＜プレスリリース・記者説明会の例＞

「水素 ギ 前線 “夢 車”燃料 池「日本初 ガ リン タンド 体型水素「ISOが生活支援ロボットに国際安全規格を発行」 「水素エネルギー最前線（1） “夢の車”燃料電池
車」 (平成25年8月)

NHK BS Bz+サンデー 8月4日22時より放送。

水素ステーション関連の報道公開をきっかけとし

「日本初、ガソリンスタンド一体型水素ス
テーションが開所」 (平成25年4月)

掲載：全国紙5件、地方・専門紙11件、
WEB20件、映像ニュース：2件

「ISOが生活支援ロボットに国際安全規格を発行」
(平成26年2月5日)

「 NEDOプロジェクト成果2件に生活支援ロボットの国際安
全規格」 (平成26年2月17日)

掲載 全国紙 件 業界 専門紙 件 件
水素 テ ション関連の報道公開をき け し
て、当時現場を取材していたNHKからオファー。
古川理事長が出演し、平成25年度の水素関連の
広報活動と連携した情報発信で、高い広報効果
を得る。

次世代エネルギーとして高い注目を集め
る水素。日本で初めてとなるガソリンスタ
ンド一体型の水素ステーションを完成さ
せ、報道陣に公開。

掲載：全国紙3件、業界・専門紙6件、WEB34件
映像ニュース1件

NEDO事業の成果で国際安全規格の承認、発行に貢献。
承認を受けたロボット公開と時期を合わせて情報発信。 39



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進

・NEDOの取り組み、成果をわかりやすく伝える広報誌「FocusNEDO」を年4回発行。

積極的な広報活動（2） パンフレット、ウェブサイトの運営

・ウェブサイトにおいて、プロジェクト成果など様々な活動を日本語・英語でタイムリーに発信（最近の動き：
79件）。また、広報誌のウェブページ化やアニメーション動画による組織紹介、実用化ドキュメント事例紹
介などトップページからの積極的な誘導を行った。

【特集記事】＜ウェブサイト例＞
＜広報誌「FocusNEDO」例＞

No.50 ロボットNo.49 省エネルギー

【動画アニメーション】

No.52 スマ－トコミュニティNo.51 ナノテクノロジー 【実用化ドキュメント】 40



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進

・来場者1万人以上の展示会16件、国際会議、セミナー･シンポジウムなど25件、成果報告会な

積極的な広報活動（3） イベント、子ども向け啓発活動

ど124件を開催し、NEDOの取り組みや成果を積極的に発信。
・次世代を担う子供たちへ、エネルギー・環境、産業技術の理解・関心の向上のために、福島県の浪江小学
校での太陽電池工作教室や出張授業を含め、子供向けイベントを3回実施。

＜子ども向け啓発活動の例＞＜イベントの例＞

第8回再生可能エネルギー世
界展示会2013

日印エネルギーフォーラム2013 
（インド）

■浪江小学校でソーラーカー
工作教室と出張授業を開催

界展示会2013 （インド）
福島県の浪江小学校※で、3、4年生
を対象とした太陽電池工作教室と5、
6年生を対象とした出張授業を開催。

※浪江小学校は、福島県二本松市にて
開校しています。校 す

■ソーラーカー工作教室を
開催「子ども霞ヶ関見学

「第8回再生可能エネルギー世界展示
会2013」に出展。ブースでは太陽光発
電や洋上風力発電など成果展示のほ
か 併設する会場では「NEDOセミ

インド・エネルギー資源研究所（TERI）と
共同で「日印エネルギーフォーラム2013」
を開催。また、同フォーラムのエキシビ
ションとして 独立行政法人日本貿易振

開催「子ども霞ヶ関見学
デー」にて

経済産業省で開催された「子ども霞ヶ

関見学デー」に協力し、ソーラーカー
工作教室を開催。

か、併設する会場では「NEDOセミ
ナー」を開催、再生可能エネルギー白
書など最新の成果を紹介。

ションとして、独立行政法人日本貿易振
興機構(JETRO)と共催で7th Renewable 
Energy India Expoにジャパン・パビリオン
を設置し、NEDO事業の成果を出展。
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お客様デ クに いて

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進

・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。

NEDOお客様デスクについて

（全相談件数は平成25年度1,616件）

・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。
（全相談件数のうち英語での相談件数は平成25年度184件）（全相談件数のうち英語での相談件数は平成 年度 件）

主な相談内容
①NEDOかどうかわからないが公的支援 を受けたい。個別事業に対して応募相談をしたい
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日射量データベースの使い方、データの見方について
④NEDOの研究成果を 活用したい。（転載、引用希望などを含む）
⑤資料請求（パンフレット等）
⑥過去の導入・普及補助事業に関する問い合わせ
⑦その他利用希望者の問い合わせ（NEDOに対する意見を含む）

お問い合わせに回答するとともに、WEBページの改善等を実施
・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 普及補助事業は窓口変更をホームページでお知らせの上 他機関をご案内導入、普及補助事業は窓口変更をホ ムペ ジでお知らせの上、他機関をご案内。
・お客様の立場に立って見やすいホームページへの改良を継続。
利便性向上のため、ワンストップでの対応幅を拡大。
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進

追跡調査結果の多方面への情報発信

・NEDOプロジェクトの上市成功事例について、開発ストーリー等を「NEDOプロジェクト実用化ドキュメント」として

http://www.NEDO.go.jp/hyoukabu/index.html

まとめ、NEDOウェブサイト、ワークショップ、学会等で積極的に情報発信した。平成25年度は新たに15件の上
市事例について取材を行い、本年3月より順次掲載を行っている。
・成果概要をまとめたパンフレットを作成し、国内外の展示会等において合計5,700部を配布した。

掲載事例

クリーンディーゼルエンジン ガスタービン 石炭ガス化複合発電プラント

ロボットスーツ X線CT診断装置エネファーム 半導体関連製品
43



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進

プ ①

・NEDOプロジェクトの開発成果がコア技術として活用されて、上市、製品化された製品、プロセス等を「NEDOイ
ンサイド製品」と定義。平成25年度は、100品目について研究開発予算及びこれまでの売上実績を調査するとと

http://www.NEDO.go.jp/
NEDO_inside.html

NEDOナショナルプロジェクトの費用対効果（NEDOインサイド製品調査）①

ンサイド製品」と定義。平成25年度は、100品目について研究開発予算及びこれまでの売上実績を調査するとと
もに、2013年～2022年までの売上を予測。

注記：売上実績及び予測は、企業等へのアンケート・ヒアリングの結果に基づいて試算。ただし回答が得られなかった場合は、次のデータに基づいて
試算、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の補完計算。
試算に当たっての前提 ①NEDOプロジェクトが関わった部分（材料 部品 製品等）のみを試算対象とし サプライチェーン上の売上等は加算しな

市場創出の先駆者

国際競争力のブースター

試算に当たっての前提、①NEDOプロジェクトが関わった部分（材料、部品、製品等）のみを試算対象とし、サプライチェーン上の売上等は加算しな
い。②NEDO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。

単年度
平均研究開発費

累積
研究開発費

直近単年度
（2012年）

市場導入の蓄積
額(～2011年)

NEDO投入費用 売り上げ実績 将来の
売り上げ予測

(2013～22年度累積)

幅広い分野の底上げ

環境･エネルギー課題解決

安全・安心･快適な生活実現

平均研究開発費
（単位：億円）

研究開発費
（単位：億円）

（2012年）
（単位：億円）

額( 2011年)
（単位：億円）

太陽光発電 58 1,735 13,131 78,466 215,735
ガスタービン 35 532 3,037 14,697 45,441

家庭用HP給湯器 12 154 3,740 17,672 44,040
家庭用燃料電池 49 880 350 652 21 840

（単位：億円）

「その他」：ロボット、大型ディスプ
レイ、廃棄物発電、真空断熱材、フ
ロン破壊、HDドライブ、半導体製
造技術、CNG自動車、エコセメン
ト 体脂肪計 半導体接着技術

家庭用燃料電池 49 880 350 652 21,840
風力発電 4 85 1,218 7,346 17,774

ブルーレイ関連製品 12 61 1,633 17,508 17,419
石炭火力・発電機・地熱 72 827 79 4,136 3,633
半導体・電子部品　 34 249 4804 28,713 88,396 ト、体脂肪計、半導体接着技術、

ナノイー応用製品、X線CT診断装
置、省エネ型建機、電子材料用絶
縁材料、産業用ヒートポンプ、省エ
ネ複写機、氷蓄熱システム、サル

, ,
MEMS 18 250 486 1,760 10,126

高性能セラミックス 5 123 945 105 1,050
廃棄物発電、燃焼炉 19 143 495 4,448 5,235
高性能工業炉 11 80 17 886 1,063
自動車関連 14 70 642 956 48 482 ファーフリー軽油、糖鎖微量迅速

解析システム、高機能・信頼性
サーバー、超伝導材料、ストー
カー炉、光触媒等

自動車関連 14 70 642 956 48,482
廃水処理・土壌洗浄 11 61 420 3,288 7,271

その他 － 2,363 5,395 56,766 162,874
合計 － 7,613 36,392 237,399 690,379 44



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進

(1) 2013年 2022年の累計売上予測69兆円から 次のような効果を分析した

NEDOナショナルプロジェクトの費用対効果（NEDOインサイド製品調査）②

(1) 2013年～2022年の累計売上予測69兆円から、次のような効果を分析した。

① 当該期間10年間の法人所得課税の試算

約69兆円×3.66%（税引前利益率）×38.0%（法人実効税率）＝約9,600億円

※税引前利益率は、財務省「法人企業統計」より、製造業における税引前当期純利益を売上高で除したもの（2012年度実績の平均値）。

② 当該期間10年間の雇用創出効果

約69兆円×13.38%（売上高人件費率）÷499万円（平均収入）＝約185万人

※売上高人件費率は、財務省「法人企業統計」より製造業の値を算出したもの（2004～2008年度実績の平均値）。平均収入は、国税庁「民間
給与実態調査」より製造業（化学工業、金属機械工業、繊維工業、その他の製造業を合計） の平均給与額を算出したもの（2004～2008年度実
績の平均値）。

(2) その他の便益

① 主要20製品について産業連関表から求めた波及効果は、一次誘発効果6.2兆円／年、二次誘発効果2.5兆
円／年年

② CO2削減が期待できる29製品に関して、累積CO2削減量は約1.1億トン／年、原油削減量で約41百万kL／年。
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進

マネジメント関連学会での発表

・NEDO職員のマネジメント能力向上を図るため、プロジェクトマネジメント手法、評価の分析手法、技術動
向の把握手法等に関して 研究開発マネジメント関連学会等にて22本の発表等を行 た向の把握手法等に関して、研究開発マネジメント関連学会等にて22本の発表等を行った。

【平成25年度の主な発表】

学
会

（国内）
○ 研究・技術計画学会 等
（海外）
○ A i E l i A i i （全米評価学会）○ American Evaluation Association （全米評価学会）

○ NEDOにおけるリサイクル分野の技術開発助成制度の成果に関する考察
短期的な実用化支援事業における終了後の進捗度の集計を行い、NEDO事業
終 後 状 把握 評価を行 た また 結果 分野 特徴を踏ま 定量発

表
・
投
稿

終了後の状況把握・評価を行った。また、結果について分野の特徴を踏まえ定量
的な分析・考察を行うことで、今後のマネジメントに対するより具体的な教訓の抽出
を行った。

稿
内
容
例

○ Trial of Numerical Analysis for NEDO Projects Follow up Monitoring
プロジェクト終了後に実施された追跡調査の結果を用いた統計的な分析を行い、
プロジェクト成果が企業での実用化に繋がるための成功要因についての考察を
行 た
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行った。



技術経営力強 技術開発 ネジ を た ポジウ 等

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進

・イノベーション・ジャパン2013等のイベントにおいて、NEDO職員による講演を実施することで、技
術経営力 技術開発 ネジ 知 を産業 等 発信 また 特 講座

技術経営力強化や技術開発マネジメントをテーマとしたシンポジウム等

術経営力や技術開発マネジメントについての知見を産業界等に発信。また、NEDO特別講座に
おいて、社会人7講座を実施。
・人材育成、人的交流等に寄与（全体で70回以上の講座を開催し、延べ2,740名が受講）。

【NEDO特別講座事業概要】

②産学の人材交流①人材育成の講座

大学の教育機能
を活用

研究者の
ネットワーク構築

NEDO特別講座

③周辺研究の実施
NEDOプロジェクトを核に

を活用 ネッ ワ ク構築

PL、企業の専門家等を講師とし
て行う講義、実習等を開催

シンポジウム、セミナー、技術相
談会等による研究者のネット
ワークを構築

技術 人材 「 的な広がり

③周辺研究の実施
産学の人材交流・育成を

ネットワーク的に深化・拡大
技術シーズを
産業応用へ加速
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技術・人材の「面」的な広がり
産業応用 加速
基礎的研究や、その成果の普及や
発展に資する派生的研究



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進

１．(1) 研究開発関連業務 (ｱ-5)研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの高度化 （社会への貢献）

開発成果の新用途展開事業（サンプルマッチング）

・NEDO事業により得られた成果物（サンプル）をNEDOのホームページ上で公開し、企業（ユー
ザー）とのマッチングの場を提供することにより 製品化・実用化を加速させる取り組みザー）とのマッチングの場を提供することにより、製品化・実用化を加速させる取り組み。
・平成22年度の事業開始から現在までに102サンプル（平成25年度リニューアル102件追加）を公
開、平成25年度においては8件の照会があり、うち3件サンプル提供、1件共同研究、1件技術指
導が行われた 現在 製品化・実用化に向けたサンプル試験等が行われている導が行われた。現在、製品化 実用化に向けたサンプル試験等が行われている。

平成25年度新規登録事例

サンプルNo.1210001
「世界最高水準の耐熱・耐圧・耐久性を持つ革新的ゴム材料」
革新的材料のカ ボンナノチ ブ(CNT)をフ 素ゴム中に解繊

サンプルNo.1308002「超小型の粘性MEMSセンサー」
USBメモリ サイズのホルダ にMEMSチ プを入れてそれを液体革新的材料のカーボンナノチューブ(CNT)をフッ素ゴム中に解繊

し、ナノ立体構造を独自制御した「セルレーション技術」(特許技術)
により、従来のフッ素ゴムを超越した、(1) 耐熱性(260℃)、(2) 耐圧
性(240MPa)、(3) 耐久性(現行比2.8倍)を併せ持つ、次世代ゴム材
料を開発。開発材料は、石油探査機用シール材として商品化。

USBメモリーサイズのホルダーにMEMSチップを入れてそれを液体
に直接投入するだけで粘度の測定が可能。USB端子でPCと接続し
て測定できるようになる予定。従来の粘度計とくらべて圧倒的に簡
単に扱え、小型であることを生かして，従来の粘度計では考えられ
なかった用途への応用を期待。 48



害

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進

成果の実用化に向けた取組 （実用化阻害に対する働きかけ）

・経済産業省にて平成25年度に開催された「洋上風力の調達価格に係る研究会」に、銚子沖及び北九
州沖の洋上実証研究や着床式洋上ウ ンド ムにおける で得られた資本費 運転維持費等の州沖の洋上実証研究や着床式洋上ウィンドファームにおけるFSで得られた資本費、運転維持費等の
コストデータを提供。

これらのデ タは調達価格等算定委員会で基礎デ タとして活用され 洋上風力発電の固定買取価・これらのデータは調達価格等算定委員会で基礎データとして活用され、洋上風力発電の固定買取価
格の新設に寄与した。

膨大なポテンシャルが期待される洋上風力 平成26年度新規参入者への膨大なポテンシャルが期待される洋上風力
発電の普及を促進するため、経済産業省にて
洋上風力発電の電力買取価格の新設が検討さ
れた。

風力発電 20kW以上 20kW未満 洋上風力

買取価格 22円+税 55円+税 36円+税

風力発電の買取価格・買取期間

これに対し、NEDOは「洋上風力発電等技術
研究開発」において、千葉県銚子沖と福岡県北
九州市沖の実証研究で得られたコストデータを、

買取価格 22円+税 55円+税 36円+税

買取期間 20年間 20年間 20年間

「洋上風力の調達価格に係る研究会」へ提供。

これらのデータを基に、調達価格等算定委員
会にて、洋上風力に対し、陸上風力より高価格

新設
福岡県北九州市沖

会にて、洋上風力に対し、陸上風力より高価格
となる36円／kWhの買取価格が新設された。

千葉県銚子沖
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ウ）国際共同事業の推進

世界各国の国立研究開発機関や行政機関等との連携を強化

・世界市場確保のため、事業内容（単品からシステムへの重点化、産技へ進出）、国・地域を選択し、集中的にスピード感を持って推進。中国、台
湾、モンゴル、インド、タイ、インドネシア、アメリカ、ドイツ、イギリス、ロシア、ウズベキスタン（11の国・地域）の国立研究開発機関やエネルギー
関係の行政機関等と14件の協定を締結。

「ハワイにおける日米共同世界
最先端の離島型スマートグリッド
実証事業」の運転開始式を開催

（2013年12月）

米国エイムズ研究所とレアアースに関
する協力協定書を締結（植田理事（左）
とエイムズ研究所トーマス A. ログラッソ

所長 2013年9月）

「フランスリヨン・スマコミ実証」運
転開始式（古川理事長（左）とグ
ランド・リヨン共同体コロン議長、

「英国マンチェスター・スマコミ実証」協
力協定書締結（古川理事長（右）と
ロード・スミスGMCA議長とバーカー
DECC閣外大臣 2014年3月）

「スペイン・スマコミ実証」運転開
始式を開催（古川理事長（右）と
フェリペ皇太子殿下、マラガ市
デ ラ ト レ市長 2013年4月） （2013年12月）所長、2013年9月）

2013年10月）
DECC閣外大臣、2014年3月）デ・ラ・トーレ市長、2013年4月）

台湾工業技術研究院
（ITRI）との情報交換協定
書を締結。(2013年11月)

「人工透析システムの研究開
発・実証事業」基本協定書締
結。（国吉理事（左）と陳校長、

2013年11月)

ウズベキスタン・熱電併給所高効率
ガスタービンコジェネレーションモデ
ルの竣工式を開催（2013年8月）

「日印エネルギーフォーラム2013」
開催（2013年9月）

タイ・再生細胞医療技術実験室
開所記念式典を開催（タイ王国
王女ご臨席の下での記念式典

の様子、2013年9月）

インドネシア・製糖工場におけるモラ
セスエタノール製造技術実証事業」
の竣工式を開催（2013年8月）

カンボジア「友好勲章」を受賞
（古川理事長（右）とスイ・セン鉱業
エネルギー大臣、2014年3月）
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ウ）国際共同事業の推進

将来の協力に向けた世界各機関との協定

・世界各国で実証した日本の技術・システムの普及展開をさらに加速させるため、国際連合工業開発機関（UNIDO）等との協世界各国で実証した日本の技術 システムの普及展開をさらに加速させるため、国際連合工業開発機関（UNIDO）等との協
力関係を構築。 国際機関と協業することで日本のエネルギー・環境技術の普及を促進。

国際連合工業開発機関（UNIDO）と情報交換を目的とした包括協力協定締結
 2013年6月4日、NEDOと国際連合工業開発機関
（UNIDO）は開発途上国や市場経済移行国におけ
るエネルギー・環境問題の解決に向けて協力する
ことで合意し 包括協力協定を締結

国際連合 業開発機関（ ） 情報交換を目 括協 協定締結

ことで合意し、包括協力協定を締結。

 NEDOとしては、UNIDOの発言力が大きい国際会
議や国際枠組みを通じたNEDO実証技術の普及議や国際枠組みを通じた 実証技術の普及
促進を期待。

 UNIDOも、エネルギー・環境分野におけるNEDOの
最新技術に関する知見やプロジ クトの成果 実最新技術に関する知見やプロジェクトの成果・実
証技術の普及により工業化が進展することを期
待。 今後、 NEDOとUNIDOは双方の強みを活かし
つつ、途上国において日本技術の展開を拡大・加

署名の様子
、途 国 お 本技術 展開を拡大 加

速していく予定。
署名の様子
（左：国際連合工業開発機関（UNIDO）カンデ・ユムケラー事務局長、
右：NEDO 古川理事長）
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ウ）国際共同事業の推進

世界各国での実証事業の展開

・我が国企業によるシステム輸出の世界市場確保の端緒となるべき実証事業やFS等を世界各国で実施。スマートコミュニティ
関連(EV・ZEBを含む)を重点分野として資源配分関連(EV・ZEBを含む)を重点分野として資源配分。

＜中国＞

●廃棄物発電（内モンゴル＜発改委＞ ）

●バイオマス（黒竜江省＜能源局＞ ）

●スマートコミュニティ（江西省＜能源局＞ ）

＜イギリス＞

●スマートコミュニティ

（ DECC、BIS、大マンチェスター市）

＜モンゴル＞
＜フランス＞

●スマートコミュニティ

（グランドリヨン）

●産業技術（Bpifrance）

●省エネビル（上海＜中国科学院＞ ）

●自動車リサイクル（北京＜発改委＞ ）

●水（広東省＜発改委＞ ）

●医療機器（南京＜南京医科大学＞ ）

●医療機器（北京＜調整中＞ ）

＜米国＞

●スマートコミュニティ（NM州）

●省エネビル（ NY州）

●スマートコミュニティ（HI州）

＜モンゴル＞

●省エネ型電線

（エネルギー省）

＜スペイン＞

●スマートコミュニティ

（マラガ )

＜タイ＞

●バイオマスエネルギー（科学技術省）

●バイオマスエネルギー（工業省）

●再生細胞技術（商務省）

●内視鏡技術（国家学術会議）

＜ドイツ＞

●ロボット（ NRW州経済省）

＜ウズベク＞

●コジェネ(ウズベク政府）

（マラガ )

＜ベトナム＞

●廃棄物発電（資源環境省）

●省エネ型病院（商工省）

●省エネ型ホテル（調整中）

＜サウジアラビア＞

●省エネ型排水再生システム（商工省)

＜カンボジア＞
＜インド＞

●PV Mi G id（DMICDC等）

＜インドネシア＞

●スマコミ工業団地（エネ鉱省等）

●バイオマス（工業省）

●リサイクル（研究技術応用庁）

＜カンボジア＞

●バイオマスエネルギー（工鉱業エネ省）
●PV・Micro-Grid（DMICDC等）

●鉄鋼分野の省エネ（鉄鋼省）

●選炭（石炭省）

●省エネ型携帯電話基地局（通信省等）

●リサイクル（調整中）

●リサイクル（研究技術応用庁）

●省エネ型石油精製施設（調整中）

●省エネ型動力プラント（調整中）
＜マレーシア＞

●バイオマス、廃棄物利用（プランテーション商品省）

＜オーストラリア＞

●水（クイーンズランド州インフラ・計画省）

※実証フェーズにあるもののみ掲載
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技術開発型ベ 企業等 振興

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （エ）技術開発型ベンチャー企業等の振興

技術開発型ベンチャー企業等の振興

・ 中小・ベンチャー企業向けの支援を、事業化に向けた様々なフェーズに応じてシームレスに実施。

外部専門家 大学等

多彩な外部との連携を支援し
事業者の事業化を促進

商社、VC等

事業化事業化NEDO

①中小・ベンチャー企業向けの技術開発支援

②NEDO事業実施中の周辺支援

外部専門家 大学等

技術開発型ベンチャー

③NEDO事業終了後のフォローアップ
④産学連携促進、大学等のシーズ掘り起こし

①中小・ベンチャー企業向けの技術開発支援
様々な技術分野に対応した、間口の広い技術開発支援メニュー

●イノベーション実用化ベンチャー支援事業（平成24年度補正事業） 25年度予算額：100億円

●新エネルギーベンチャー技術革新事業（平成19年度より実施） 25年度予算額： 10億円●新 ネルギ ンチャ 技術革新事業（平成 年度より実施） 年度予算額 億円

●福祉用具実用化開発推進事業（平成5年度より実施） 25年度予算額： 1億円

②NEDO事業実施中の周辺支援
③NEDO事業終了後のフォローアップ
ハンズオン支援等の事業化支援ハンズオン支援等の事業化支援

●技術経営アドバイザーによる助言制度（ハンズオン支援）

●潜在ユーザーやVC、金融機関等とのマッチング

④産学連携促進 大学等のシーズ掘り起こし

NEDOが支援したベンチャー企業の取組例：
人工のクモ糸素材「QMONOS®」の量産技術確
立に向け、設計・生産・評価までを一貫して行え
る世界で唯一の試作研究設備を完成 稼働開
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④産学連携促進、大学等のシーズ掘り起こし
大学とベンチャー企業との連携推進や大学の研究者等の起業振興

●新エネルギーベンチャー技術革新事業で大学・ベンチャー企業の産学連携体制を支援

●大学の研究者等を対象にしたビジネスプラン作成支援のプログラムを試行的に実施

る世界で唯 の試作研究設備を完成、稼働開
始。
（「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」で
支援）



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （エ）技術開発型ベンチャー企業等の振興

Technology Commercialization & Venture Partnership Programの実施

・我が国では、大学、研究機関等に眠る有望な技術シーズや人材等の資源を最大限に活用してベンチャー企業や新事業を生
み出し、産業競争力の強化につなげる仕組みがまだ整備されていないとの問題意識の下、技術シーズをビジネスに結び付
けるためのサポート体制のあり方を検討するための試行プログラムを実施。

・具体的には、有望な技術シーズを有する国内の研究者等の発掘、ビジネスプラン作成のための教育プログラムの実施、大
企業・VC・金融機関等に対するプレゼンテーションの機会付与を一体的に実施。

・主に国内市場を目指す国内版と、海外展開を視野に入れた指導を行う海外版の2つのメニューを用意し、のべ30チーム程度
に対する支援を実施。

・試行プログラムでの知見を活用して、平成25年補正予算「研究開発型新事業創出支援プラットフォーム事業」及び平成26年試行プログラムでの知見を活用して、平成25年補正予算「研究開発型新事業創出支援プラットフォ ム事業」及び平成26年
度予算にて本格的な起業支援を実施予定。

企業
メンター （VCなど）

Firms企業 ファシリテーター

事業化／

University大学

事業化／
グラント獲得を
目指す

54

University

シードステージ支援者へ橋渡しビジネスプラン作成支援



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （オ）人材の流動化促進、育成

・プロジェクト企画・立案機能の強化 「広報部」の新設に伴う体制強化 重要技術分野の強

人材の流動化促進、育成

・プロジェクト企画・立案機能の強化、「広報部」の新設に伴う体制強化、重要技術分野の強
化を図るべく、実務経験を有する外部人材を3名中途採用した。

・民間企業や大学等において中核的人材として活躍し イノベーションの実現に貢献する若民間企業や大学等において中核的人材として活躍し、イノベ ションの実現に貢献する若
手研究者を養成。平成25年度は約880人の若手研究者を養成。

中期目標期間 第2期 第3期

年度 H20FY H21FY H22FY H23FY H24FY H25FY

合計

（人）

合計 1,948 1,722 1,751 657 588 883

ナショナルプロジェクト等 1,708 1,555 1,743 600 588 883

産業技術フェローシップ事業 10 15 8 - - -

産業技術研究助成事業 115 129 57

※各年度において 新規に採択された研究開発事業等

産業技術研究助成事業 115 129 - 57 - -

その他 115 23 - - - -

総計 6,666 883

※各年度において、新規に採択された研究開発事業等
の実施者のうち、40歳未満の人数をカウント。
（平成25年度新規採択事業の研究者総数は約2363人）
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特別講座 実施

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （オ）人材の流動化促進、育成

NEDO特別講座の実施

・大学が技術の中核となっている優れたNEDOプロジェクト（コアプロジェクト）や技術経営に関する研究拠点において、コアプ
ロジ クトの基幹技術や技術経営に関連した 人材育成 人的交流 周辺研究の実施等の展開を図る「NEDO特別講座 をロジェクトの基幹技術や技術経営に関連した、人材育成、人的交流、周辺研究の実施等の展開を図る「NEDO特別講座」を
実施。平成25年度は、産業技術の普及と社会制度との関連をテーマとした講座を新設し、人材の育成に努めた。

・7講座9拠点にてNEDO特別講座を実施。全体で70回以上の講座を開催し延べ2,740名以上が受講。また8回のシンポジウム
を開催し延べ670名以上が参加を開催し延べ670名以上が参加。

・事業者に対するアンケートを実施し、「講座の講師や受講者が、関連する分野で、大学・企業等の研究者として活躍してい
る」、「NEDO特別講座終了後も、大学の正規のカリキュラムとして同様の人材育成の講座を継続している」 、「企業との共同
研究のきっかけとなった」など人材育成としての成果を上げていることを確認。

①人材育成の講座
効率的な人材育成

研究のき かけとな た」など人材育成としての成果を げて る とを確認。

②産学の人材交流

大学の教育機能を活用
PL、企業の専門家等を講師として
行う講義、実習等を開催

効率的な人材育成
を実施

③周辺研究の実施

研究者のネットワーク構築 シンポジウム、セミナー、技術相談会等
による研究者のネットワークを構築

効果的な人材育成
に寄与

技術シーズを産業応用へ加速 基礎的研究や、その成果の普及や
発展に資する派生的研究
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅰ）新エネルギー分野

・NEDOは洋上風車の普及拡大に向け、国内2箇所（銚子沖、北九州市沖）での実証に

西日本初の沖合着床式洋上風力発電 洋上風力発電等技術研究開発

は洋 風車 普及拡大 向け、国内 箇所（銚子沖、北九州市沖） 実証
加え、発電コストの低減に向けた超大型洋上風車の開発を推進

世界初となるハイブリッド重力式基礎の洋上風車を採用し、銚子沖に続いて国内二基
目となる沖合の着床式洋上風力発電を建設・運転開始。

福岡県北九州市沖の沖合約1 4kmの海域に設置した国
北九州市響灘沖

福岡県北九州市沖の沖合約1.4kmの海域に設置した国
内二基目（日本海側では初）となる洋上風力発電設備。

洋上風車特有の技術課題の克服や洋上風況特性の把

に建設した2MWギ
アレス風車と
観測タワー

握、また、環境影響評価手法など、洋上風力発電の導
入や普及に必要な技術等の確立を目指す。

建設データ等は 平成26年度から追加された固定価格建設データ等は、平成26年度から追加された固定価格
買取制度（FIT）における洋上風力の価格設定に寄与。

再生可能エネルギーの導入普及の観点のみならず、経
済成長や雇用創出等の点からも大きな効果が期待。

運転開始式の様子ハイブリッド重力式基礎
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅰ）新エネルギー分野

・水素ステーションの実用化のため 技術開発と規制見直しを一体となって実施 これ

日本初のガソリンスタンド一体型水素ステーションを設置 地域水素供給インフラ技術・社会実証

・水素ステ ションの実用化のため、技術開発と規制見直しを 体となって実施。これ
によって、商用規模のステーションを3カ所建設し、2015年のFCV販売に向けて実証試
験を実施。

技術開発
FCVへの水素充填について 3分間で満充填FCVへの水素充填について、3分間で満充填

（5ｋｇ、70MPa（700気圧））とするトータルシステ

ムの開発と実証。

規制見直し
規制見直しのために必要なデ タを取得し規制見直しのために必要なデータを取得し、

見直しを加速。

ex 市街地設置（高圧ガス保安法）ex．市街地設置（高圧ガス保安法）

ガソリンスタンド併設（消防法））
海老名中央水素ステーション
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅱ）省エネルギー分野

高温超電導ケ ブル

・東京電力旭変電所にて、日本で初めて66kV、200MVA級の超電導ケーブルの実系統

超電導ケーブルシステムの1年以上にわたる実系統連系運転を達成
高温超電導ケーブル
実証プロジェクト

接続運転を1年間にわたり実施し、約7万世帯に無事故で電力を供給し、超電導ケーブ
ルシステムとしての安定性、信頼性、制御性等について検証した。
・超電導ケーブルシステムの早期実用化に向け、当初計画にはなかった高性能冷却シ超電導ケ ブルシステムの早期実用化に向け、当初計画にはなかった高性能冷却シ
ステムの開発、大電流ケーブルの開発を追加的に実施した。

高性能冷却システム（ブレイトン冷凍機） 液体窒素（往路）

金属管
3段目
圧縮機

の開発では、 世界最高の冷却効率COP
0.1（77Ｋ、冷却容量5ｋＷ）を確認した。
22ｋＶ、12ｋＡの大電流ケーブル、端末を

金属管

銅保護層

超電導導体

絶縁層
（ポリプロピレンラミネート紙）
遮断層

保護層

圧縮機

1段目
圧縮機

膨張機

2段目
圧縮機、 大電流ケ 、端末を

試作し、電気的、機械的な評価を行い、大
電流ケーブル、端末の基本設計を完了し
た。

保護層

液体窒素（復路）
真空断熱管

防食層

コールドボックス

圧縮機ユニット

ブレイトン冷凍機

た。

平成22～24年度
• システム建設

大電流ケーブル

平成24～25年度
• 電力系統に接続した

平成21～22年度平成19～20年度
• システム建設、
冷却特性検証

• 高性能冷却システム
設計・開発

• 電力系統に接続した
長期実証運転

• 高性能冷却システム
組立・試験

• 高温超電導ケーブ
ル・冷却システムの
製造

• 要素技術検証・シス
テム検討
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅱ）省エネルギー分野

･ヒートポンプのシステム化と高効率化を図るため、産学の研究体制を構築して幅広い技術を融合
・フィージビリティのあるテーマをステージゲート審査で選定し 研究開発を重点化

多様な熱の活用とシステム化でヒートポンプの高効率化（現状の1.5倍）を実現 次世代型ヒートポンプシステム研究開発

フィ ジビリティのあるテ マをステ ジゲ ト審査で選定し、研究開発を重点化
・信頼性が重視されるインフラ系（2テーマ）は研究開発期間を1年間延長し、長期運転による課題の抽出と対
応を実施
・季節変動の模擬や実サイズでの計測による設計手法確立等のため追加的に資金を投入
全 自治体 水担当者を対象 と た設備見学 技術講演会（ 年 名 上 参加）等 積極的な・全国の自治体の下水担当者を対象にとした設備見学・技術講演会（2年で200名以上の参加）等の積極的な
広報活動
・測定データを国交省や環境省へ積極的に提供（下水熱利用導入ガイドライン策定等に貢献）

実施テ マ例実施テーマ例
テーマ名：都市域における下水管路網を活用した下水熱利用・熱融通技術
実施者 ：大阪市立大学、総合設備コンサルタント、中央復建コンサルタンツ、

関西電力

マンホールのシンボルサイズと
色調を変化させ、下水熱ポテ
ンシャル情報を表示

建物の色調を変化さ
せ、熱需要情報を表示

管路外設置型熱 仮想デ管路外設置型 仮想デ
＜成 果＞

①日本初の生下水での実証試験を実施
②現状のヒートポンプと比較して1.5倍、
ガスボイラと比べ1.7倍の効率を達成

管路外設置型熱
交換器

仮想データ
センター

ヒートポンプ管路外設置型
熱交換器

仮想データ
センター

ヒートポンプ

ガスボイラと比 1.7倍の効率を達成
③設置条件を考慮した熱交換器、下水
中の夾雑物を除去する低コストなス
クリーン等システムを開発

④地図情報を活用した熱の需給マッチ 登録・計算した
デ タから主題

下水処理場に設置された
実環境試験設備

④地図情報を活用した熱の需給マッチ
ング手法（下水熱ポテンシャルを表
示すると共に需要に応じた下水熱利
用可能エリアを抽出）を開発

データから主題
図を作成し検討
が可能

管路内設置型熱交換器ピット管路内設置型熱交換器ピット

熱需給マッピング 60



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野

リチウムイオン電池の充放電中に起こる電極材料の結晶構造変化の観察に世界で初めて成功

・蓄電池内部の動的挙動を観察するための「RISING放射光ビームライン（BL28XL)」 及び「RISING中性子ビー
ムライン（SPICA）」 を活用することにより 世界で初めてリチウムイオン電池の充放電中に電極内部で起こ

革新型蓄電池先端科学
基礎研究事業

ムライン（SPICA）」 を活用することにより、世界で初めてリチウムイオン電池の充放電中に電極内部で起こ
る結晶・電子構造変化の観察に成功。本研究成果は世界的に著名な米国化学会誌Journal of the 
American Chemical Society（JACS）に掲載（平成25年4月）。

ビ【 放射光ビ ム イ 】 【RISING中性子ビームライン】【RISING放射光ビームライン】

SPring-8内に設置したBL28XL J-PARC内に設置したBL09（SPICA）

• 京都大学に拠点を置き、自動車メーカーや蓄電池メーカーなど異業種・競合関係にある企業等の英知が結集する集中研体制（計29機
関（12大学、13企業、4公的研究機関）を構築。また、NEDO職員を基礎研究拠点に常駐させた現場密着型のマネジメントを実施。

• 参加企業の研究意欲を引き出すことと、参加企業に広く共有して競争力を高めることを両立させる必要があり、この観点から知財規程
や情報開示のルールを整備。 61




