
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（ 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※浪江小学校は、福島県 本松市にて
開校しています。

■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 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 ナノ

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 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

47

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 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

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

を、「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

新設
福岡県北九州市沖

これらのデ 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
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
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
新技術に関する知見やプロジ クトの成果 実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・加速して

署名の様子
途 国 お 本技術 展開を拡大 加速
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 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
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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）

55



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 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


