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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 

第３期中期目標・中期計画変更（案） 新旧対照表 

 

中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構 第３期中期目標 目次 

 

前文 

＜第２期中期目標期間中のＮＥＤＯの業務

の変化及び目標達成状況＞ 

 

＜第３期中期目標の基本的方向＞  

 

 

１．中期目標の期間 

 

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 

 

（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の機能強化 

ⅰ）企画（Ｐｌａｎ）／実施（Ｄｏ） 

ⅰ）－１ ナショナルプロジェクト（実

証事業を除く。） 

ａ．技術戦略及びプロジェクト構想の

策定 

ｂ．ＰＭの選定 

ｃ．基本計画の策定 

ｄ．実施体制の構築 

ｅ．プロジェクトの実施 

ｆ．ステージゲート方式の導入 

ｇ．アワード方式の導入 

ⅰ）－２ 実証事業及び実用化促進事業 

 

ａ．実証事業に係る基本計画の策定等 

 

ｂ．公募 

ｃ．選定・採択 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構 第３期中期目標 目次 

 

前文 

＜第２期中期目標期間中のＮＥＤＯの業務

の変化及び目標達成状況＞ 

＜ＮＥＤＯのミッション＞ 

＜第３期中期目標の基本的方向＞  

 

 

１．中期目標の期間 

 

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 

 

（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の機能強化 

ⅰ）企画（Ｐｌａｎ）／実施（Ｄｏ） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

ａ．ナショナルプロジェクトに係る基

本計画の策定等 

ｂ．公募 

ｃ．選定・採択 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構 第３期中期計画 目次 

 

前文 

 

 

 

 

 

 

 

 

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目標を達成する

ためとるべき措置 

（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 

（ⅰ）－１ ナショナルプロジェクト

（実証事業を除く。） 

(a)技術戦略及びプロジェクト構想の

策定 

(b)ＰＭの選定 

(c)基本計画の策定 

(d)実施体制の構築 

(e)プロジェクトの実施 

(f)ステージゲート方式の導入 

(g)アワード方式の導入 

（ⅰ）－２ 実証事業及び実用化促進事

業 

(a)実証事業に係る基本計画の策定等 

 

(b)公募 

(c)選定・採択 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総

合開発機構 第３期中期計画 目次 

 

前文 

 

 

 

 

 

 

 

 

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目標を達成する

ためとるべき措置 

（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 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

(a)ナショナルプロジェクトに係る基

本計画の策定等 

(b)公募 

(c)選定、採択 

○体裁の修正。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

ⅱ）評価（Ｃｈｅｃｋ）／反映・実行（Ａ

ｃｔｉｏｎ） 

ａ．中間評価等 

ｂ．事後評価 

ｃ．追跡評価等 

ⅲ）その他 

② 技術開発型ベンチャー企業等の振興 

③ オープンイノベーションの推進  

④ 国際共同事業の推進 

⑤ 技術開発成果の事業化支援 

⑥ 情報発信等の推進 

⑦ 人材の流動化促進、育成 

⑧ 技術分野ごとの目標 

 

 

（２）クレジット取得関連業務 

（３）債務保証経過業務・貸付経過業務 

 

３．業務運営の効率化に関する事項 

（１）機動的・効率的な組織・人員体制 

（２）自己改革と外部評価の徹底 

（３）職員の意欲向上と能力開発  

（４）業務の電子化の推進 

（５）外部能力の活用 

（６）業務の効率化 

（７）随意契約の見直しに関する事項 

（８）コンプライアンスの推進 

 

４．財務内容の改善に関する事項 

（１）繰越欠損金の増加の抑制 

（２）自己収入の増加へ向けた取組 

（３）資産の売却等 

（４）運営費交付金の適切な執行に向けた

取組 

 

ⅱ）評価（Ｃｈｅｃｋ）／反映・実行（Ａ

ｃｔｉｏｎ） 

ａ．中間評価等 

ｂ．事後評価 

ｃ．追跡評価等 

ⅲ）その他 

② 情報発信等の推進 

（新設） 

③ 国際共同事業の推進  

④ 技術開発型ベンチャー企業等の振興 

⑤ 人材の流動化促進、育成 

⑥ 研究開発成果を活用しようとする者へ

の出資による実用化支援 

⑦ 技術分野ごとの目標  

 

（２）クレジット取得関連業務 

（３）債務保証経過業務・貸付経過業務 

 

３．業務運営の効率化に関する事項 

（１）機動的・効率的な組織・人員体制 

（２）自己改革と外部評価の徹底 

（３）職員の意欲向上と能力開発  

（４）業務の電子化の推進 

（５）外部能力の活用 

（６）業務の効率化 

（７）随意契約の見直しに関する事項 

（８）コンプライアンスの推進 

 

４．財務内容の改善に関する事項 

（１）繰越欠損金の増加の抑制 

（２）自己収入の増加へ向けた取組 

（３）資産の売却等 

（４）運営費交付金の適切な執行に向けた

取組 

 

（ⅱ）評価／反映・実行 

 

(a)中間評価等 

(b)事後評価 

(c)追跡評価等 

（ⅲ）その他 

（イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 

（ウ）オープンイノベーションの推進 

（エ）国際共同事業の推進 

（オ）技術開発成果の事業化支援 

（カ）情報発信等の推進 

（キ）人材の流動化促進、育成 

（ク）技術分野ごとの計画 

 

 

（２）クレジット取得関連業務 

（３）債務保証経過業務、貸付経過業務 

 

２．業務運営の効率化に関する目標を達成

するためとるべき措置 

（１）機動的、効率的な組織・人員体制 

（２）自己改革と外部評価の徹底 

（３）職員の意欲向上と能力開発  

（４）業務の電子化の推進 

（５）外部能力の活用 

（６）省エネルギー及び省資源の推進と環

境への配慮 

（７）業務の効率化 

（８）随意契約の見直しに関する事項 

（９）コンプライアンスの推進 

 

３．予算（人件費見積もりを含む。）、収支

計画及び資金計画 

（１）予算 

（２）収支計画 

（３）資金計画 

（ⅱ）評価／反映・実行 

 

(a)中間評価等 

(b)事後評価 

(c)追跡評価等 

（ⅲ）その他 

（イ）情報発信等の推進 

（新設） 

（ウ）国際共同事業の推進 

（エ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 

（オ）人材の流動化促進、育成 

（カ）研究開発成果を活用しようとする者

への出資による実用化支援 

（キ）技術分野ごとの計画 

 

（２）クレジット取得関連業務 

（３）債務保証経過業務、貸付経過業務 

 

２．業務運営の効率化に関する目標を達成

するためとるべき措置 

（１）機動的、効率的な組織・人員体制 

（２）自己改革と外部評価の徹底 

（３）職員の意欲向上と能力開発  

（４）業務の電子化の推進 

（５）外部能力の活用 

（６）省エネルギー及び省資源の推進と環

境への配慮 

（７）業務の効率化 

（８）随意契約の見直しに関する事項 

（９）コンプライアンスの推進 

 

３．予算（人件費見積もりを含む）、収支計

画及び資金計画 

（１）予算 

（２）収支計画 

（３）資金計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○体裁の修正。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

（４）経費の削減等による財務内容の改善 

（５）繰越欠損金の増加の抑制 

（６）自己収入の増加へ向けた取組 

（７）資産の売却等 

（８）運営費交付金の効率的活用の促進 

 

４．短期借入金の限度額 

 

５．不要財産又は不要財産となることが見

込まれる財産がある場合には、当該財産の

処分に関する計画（記載事項なし） 

 

６．前項に規定する財産以外の重要な財産

を譲渡し、又は担保に供しようとするとき

は、その計画（記載事項なし） 

 

７．剰余金の使途 

 

８．その他主務省令で定める事項等 

 

（４）経費の削減等による財務内容の改善 

（５）繰越欠損金の増加の抑制 

（６）自己収入の増加へ向けた取組 

（７）資産の売却等 

（８）運営費交付金の効率的活用の促進 

 

４．短期借入金の限度額 

 

５．不要財産又は不要財産となることが見

込まれる財産がある場合には、当該財産の

処分に関する計画（記載事項なし） 

 

６．前項に規定する財産以外の重要な財産

を譲渡し、又は担保に供しようとするとき

は、その計画（記載事項なし） 

 

７．剰余金の使途 

 

８．その他主務省令で定める事項等 

 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構 第３期中期目標 

 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構 第３期中期目標 

 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構 第３期中期計画 

 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総

合開発機構 第３期中期計画 

 

○体裁の修正。 

＜第２期中期目標期間中のＮＥＤＯの業務

の変化及び目標達成状況＞ 

・ 平成１５年（２００３年）１０月に独

立行政法人化した「新エネルギー・産業

技術総合開発機構」（以下「ＮＥＤＯ」と

いう。）は、平成２０年４月の第２期中期

目標開始時点では、その行うべき業務を

「産業技術開発関連業務」、「新エネルギ

ー・省エネルギー関連業務」及び「クレ

ジット取得関連業務」の３つに重点化し、

その目標達成のための努力を開始した。 

 

・ しかしながら、本目標期間における独

＜第２期中期目標期間中のＮＥＤＯの業務

の変化及び目標達成状況＞ 

・ 平成１５年（２００３年）１０月に独

立行政法人化した「新エネルギー・産業

技術総合開発機構」（以下、「ＮＥＤＯ」

という。）は、平成２０年４月の第２期中

期目標開始時点では、その行うべき業務

を「産業技術開発関連業務」、「新エネル

ギー・省エネルギー関連業務」及び「ク

レジット取得関連業務」の３つに重点化

し、その目標達成のための努力を開始し

た。 

・ しかしながら、本目標期間における独

＜第２期中期目標期間中の目標達成状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、我が国経済は、従来から抱えてい

た財政危機や長引くデフレ等の内なる構造

的課題に加え、東京電力福島第一原子力発

電所事故・東日本大震災、円高、欧州危機

等の外的要因が重なり、かつてない危機に

直面している。また、新興国との競争の激

化等の影響により、我が国産業の国際的競

争力の低下が進んでいる。こうした中で、

イノベーションの推進による競争力強化が

求められており、独立行政法人 新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構（以下、「機構」

 

 

○記載場所の変更。 

 

○体裁の修正。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

立行政法人等に係る諸々の政府決定など

にも基づき、ＮＥＤＯは、主に「ナショ

ナルプロジェクト」（民間企業等のみでは

取り組むことが困難な、実用化・事業化

までに中長期の期間を要し、かつリスク

の高い技術開発関連事業）に関する「技

術開発マネジメント」関連業務に一層特

化してきた。また、これに併せて、本マ

ネジメント機能を十分に必要としない業

務については抜本的な見直しを行い、エ

ネルギー使用合理化事業者支援補助金等

の大幅削減（平成２３年度）をはじめ、

不要資産の国庫納付、民間出向者の計画

的抑制、事業費の削減、石炭関連業務等

の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物

資源機構への移管等を実施してきた。 

・ また、ＮＥＤＯの行う技術開発マネジ

メントは、エネルギー分野をはじめとす

る産業技術分野全般に及び、第２期中期

目標終了時においては、燃料電池やスマ

ートコミュニティ関連技術を始めとする

競争力のある産業の創出に貢献してき

た。また、第２期中期計画における成果

目標としての特許出願数（国内５，００

０件、海外１，０００件）や、国内にお

ける温室効果ガス削減量（９０５万トン

－ＣＯ２／年）を大幅に超過達成するなど

の実績を上げてきた（これまでの実績は、

特許出願数については、国内５,１４７

件、海外２，５２５件、温室効果ガス削

減量については、１,７８１万トン－ＣＯ

２／年）。 

・ さらに、この間、ＮＥＤＯは、各国の

政府・自治体、国際機関も含めた関係機

関との協力協定書（ＭＯＵ）を６０本締

結することなどを通じ、本マネジメント

立行政法人等に係る諸々の政府決定など

にも基づき、ＮＥＤＯは、主に「ナショ

ナルプロジェクト」（民間企業等のみでは

取り組むことが困難な、実用化・事業化

までに中長期の期間を要し、かつリスク

の高い技術開発関連事業）に関する「技

術開発マネジメント」関連業務に一層特

化してきた。また、これに併せて、本マ

ネジメント機能を十分に必要としない業

務については抜本的な見直しを行い、エ

ネルギー使用合理化事業者支援補助金等

の大幅削減（平成２３年度）をはじめ、

不要資産の国庫納付、民間出向者の計画

的抑制、事業費の削減、石炭関連業務等

の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物

資源機構への移管等を実施してきた。 

・ また、ＮＥＤＯの行う技術開発マネジ

メントは、エネルギー分野をはじめとす

る産業技術分野全般に及び、第２期中期

目標終了時においては、燃料電池やスマ

ートコミュニティ関連技術を始めとする

競争力のある産業の創出に貢献してき

た。また、第２期中期計画における成果

目標としての特許出願数（国内５，００

０件、海外１，０００件）や、国内にお

ける温室効果ガス削減量（９０５万トン

－ＣＯ２／年）を大幅に超過達成するなど

の実績を上げてきた（これまでの実績は、

特許出願数については、国内５,１４７

件、海外２，５２５件、温室効果ガス削

減量については、１,７８１万トン－ＣＯ

２／年）。 

・ さらに、この間、ＮＥＤＯは、各国の

政府・自治体、国際機関も含めた関係機

関との協力協定書（ＭＯＵ）を６０本締

結することなどを通じ、本マネジメント

 

 

 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総

合開発機構（以下「機構」という。）は、設

立以来、政策実施機関として、政府と産業

界との間に立ち必要な環境整備等を行いな

がら、ナショナルプロジェクト（民間企業

等のみでは取り組むことが困難な、実用

化・事業化までに中長期の期間を要し、か

つリスクの高い技術開発関連事業）や実用

化促進事業（民間企業等によるテーマ公募

型の技術開発関連事業）等に係る技術開発

マネジメントを実施し、グローバルマーケ

ットでの競争力強化やエネルギー、環境問

題の解決に貢献してきている。 

第２期中期目標期間を振り返れば、異業

種間連携の構築や各国政府とのＭＯＵの締

結等を通じ支援策も引き出しながら積極的

に案件形成を行う等、技術の開発、実証の

フレームワークを構築しそれを動かしなが

ら我が国の優れた技術を発展させつつ、同

計画に掲げた業務効率化を始めとする目標

をほぼ完全に達成した。加えて、既往の政

府決定等にも真摯かつ早急に対応し、マネ

ジメント機能を十分に必要としない設備導

入補助事業等の大幅削減をはじめ、不要資

産の国庫納付、石炭関連業務等の独立行政

法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構への

移管等を実施した。 

 

 

 

 

 

 

という。）の役割、重要性に係る期待がこれ

まで以上に一層高まっていると認識してい

る。 

機構は、設立以来、政策実施機関として、

政府と産業界との間に立ち必要な環境整備

等を行いながら、ナショナルプロジェクト

（民間企業等のみでは取り組むことが困難

な、実用化・事業化までに中長期の期間を

要し、かつリスクの高い技術開発関連事業）

や実用化促進事業（民間企業等によるテー

マ公募型の技術開発関連事業）等に係る技

術開発マネジメントを実施し、グローバル

マーケットでの競争力強化やエネルギー、

環境問題の解決に貢献してきている。 

 

 

第２期中期目標期間を振り返れば、異業

種間連携の構築や各国政府とのＭＯＵの締

結等を通じ支援策も引き出しながら積極的

に案件形成を行う等、技術の開発、実証の

フレームワークを構築しそれを動かしなが

ら我が国の優れた技術を発展させつつ、同

計画に掲げた業務効率化を始めとする目標

をほぼ完全に達成した。加えて、既往の政

府決定等にも真摯かつ早急に対応し、マネ

ジメント機能を十分に必要としない設備導

入補助事業等の大幅削減をはじめ、不要資

産の国庫納付、石炭関連業務等の独立行政

法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構への

移管等を実施した。 

第３期中期計画においては、第３期中期

目標に掲げた基本的方向性である、国際水

準に即した目標を有する「世界に通用する、

世界最先端の技術開発マネジメント機関」

を目指す。そのために先進各国の技術開発

マネジメント機関等との一層密接な連携・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○記載場所の変更。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

機能を海外にも展開してきている。より

具体的には、各国政府等のニーズも踏ま

えた上で、これらの支援策も引き出しな

がら案件の具体化を進めることにより、

実証等を通じ、我が国の優れた技術を発

展させるとともに、海外市場を開拓する

事業者を積極的に支援してきている。 

 

＜第３期中期目標の基本的方向＞ 

・ ＮＥＤＯのミッションは、「政府の行う

主として産業技術政策などの具体的実施

機関として、組織の有する専門性等を十

分に活用しつつ、基礎研究から実用化・

実証・事業化まで一貫した『技術開発マ

ネジメント』の効率的・効果的実施を通

じ、革新的な技術シーズを、企業等によ

る新製品・新サービス等の具体的成果の

創出に繋げること」である。また、この

ことをより具体的、重点的に言い換えれ

ば、ＮＥＤＯとは、「政府から交付された

技術開発プロジェクトの関係予算を、き

め細かく適切に執行・管理し、限られた

リソースを最大限効果的に活用して、長

期的な視点から具体的な戦略を構築し、

リスクは高いが中長期的な我が国産業競

争力向上等のために投資すべき分野に適

切に技術開発資金を配分することによ

り、多くの革新的技術シーズを創出する

とともに、既存のものも含め革新的技術

シーズを事業創造に結びつける『橋渡し』

を推進すること、オープンイノベーショ

ンを推進することなどにより、我が国の

イノベーションシステムの強化に貢献す

る機関」である。さらに、これらの推進

を通じて、技術開発型ベンチャー企業の

エコシステム構築やプロジェクト・マネ

機能を海外にも展開してきている。より

具体的には、各国政府等のニーズも踏ま

えた上で、これらの支援策も引き出しな

がら案件の具体化を進めることにより、

実証等を通じ、我が国の優れた技術を発

展させるとともに、海外市場を開拓する

事業者を積極的に支援してきている。 

 

＜ＮＥＤＯのミッション＞ 

・ ＮＥＤＯのミッションは、「政府の行う

主として産業技術政策などの具体的実施

機関として、組織の有する専門性等を十

分に活用しつつ、基礎研究から実用化・

実証・事業化まで一貫した『技術開発マ

ネジメント』の効率的・効果的実施を通

じ、企業等による新製品・新サービス等

の具体的成果の創出に繋げること」であ

る。また、このことを予算面を中心に言

い換えれば、ＮＥＤＯとは、「政府から事

業毎に交付された技術開発プロジェクト

の関係予算を、きめ細かく適切に執行・

管理し、実用化・事業化に向け、最大限、

組織内外のリソースを駆使すべき主体」

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第３期中期計画の基本的方向＞ 

機構の役割は、産業技術分野全般に係る

技術開発マネジメントを総合的に行う中心

的機関として、政府方針に合致する分野に

おいて、政府と産業界の間に立ち、内外の

最新の技術動向や政策動向、我が国産業界

の国際競争力の状況を踏まえ、各事業の経

済的、社会的効果を評価するための目標設

定を可能な限り行い、異業種間連携や各国

政府の協力取り付け等必要な環境整備を行

いつつ技術の開発や実証の実施を通じ、我

が国の競争力強化やエネルギー・地球環境

問題の解決、イノベーションの創出を推進

することである。これをより具体的、重点

的に言い換えれば、機構は、限られたリソ

ースを最大限効果的に活用して、長期的な

視点から具体的な戦略を構築し、リスクは

高いが中長期的な我が国産業競争力向上等

のために投資すべき分野に適切に技術開発

資金を配分することにより、多くの革新的

技術シーズを創出するとともに、既存のも

のも含め革新的技術シーズを事業創造に結

びつける『橋渡し』を推進すること、オー

プンイノベーションを推進することなどに

より、我が国のイノベーションシステムの

強化に貢献する機関であり、これらの推進

を通じて、技術開発型ベンチャー企業のエ

コシステム構築やプロジェクト・マネジメ

協業により、特徴的なマネジメント手法や

ノウハウ・経験等を十分取得するとともに、

自らの組織・人員体制の不断の見直しを行

い、実用化・事業化の更なる推進等に向け

たプロジェクト管理・評価体制を構築する。 

 

 

 

 

また、第２期中期目標期間同様にコンプ

ライアンス等の内部統制の強化等の業務運

営の効率化、適正化等を引き続き実施しつ

つ、政府方針に合致する分野において、政

府と産業界との間に立ち、内外の最新の技

術動向や政策動向、我が国産業界の国際競

争力の状況を踏まえ、各事業の経済的、社

会的効果を評価するための目標設定を可能

な限り行い、異業種間連携や各国政府の協

力取り付け等必要な環境整備を行いつつ技

術の開発や実証を実施し、産業技術分野全

般に係る技術開発マネジメントを総合的に

行う中心的機関として我が国の競争力強化

やエネルギー・地球環境問題の解決、イノ

ベーションの創出を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「ＮＥＤＯのミッション」及び「第３期

中期目標の基本的方向」を統合し、産構審

中間とりまとめ等を踏まえ、内容を追記。 

 

 

＜産構審中間とりまとめ＞ 

Ⅰ．総論（Ｐ．１） 

我が国の国際的な産業競争力の維持・強

化を図り経済成長を実現する上では、多く

の革新的技術シーズを創出していくととも

に、それを事業創造に結びつける「橋渡し」

を並行的に進め、これらを車の両輪として、

真に非連続なイノベーションの実現を目指

した取組を行っていくことが重要である。 

 

① 技術戦略策定機能の強化 

ア 長期的な技術戦略の構築と重点分野へ

の研究開発の実施（Ｐ．１７） 

国は、限られたリソースを最大限効果的

に活かすため、長期的な視点から具体的な

戦略を構築し、リスクは高いが中長期的な

我が国の産業競争力向上等のために投資す

べき分野に研究開発資金を配分していくこ

とが求められている。 

 

イ 産学官の英知を集めた技術戦略の構築

（Ｐ．１７） 

ＮＥＤＯ技術戦略研究センターを中心
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

ジメント人材（以下「ＰＭ人材」という。）

の育成などにも貢献することが期待され

る。 

・ したがって、ＮＥＤＯは、エネルギー

分野をはじめとする産業技術分野全般に

係る技術開発マネジメントを総合的に行

う中心的機関として、マネジメントの実

施等を通じ我が国の経済社会が必要とす

る具体的成果を創出するとともに、我が

国の産業競争力の強化、エネルギー・環

境制約の克服に引き続き貢献するものと

する。 

なお、その際、ＮＥＤＯの各事務・事

業を評価するための指標の開発や目標の

設定及びその実現のために必要な措置を

検討することとする。 

・ また、「技術開発マネジメント」につい

て、ＮＥＤＯは、個々の事業を対象とし

たマネジメントのみならず、それらから

得られる知見・ノウハウを蓄積・活用し

た上で、各事業・各分野に係る共通要素

から構成される「横断的な技術開発マネ

ジメント手法」を一層積極的に開発し、

その高度化を図ることとする。これによ

り、今後、ＮＥＤＯが民間企業等に対し、

技術面での価値向上のための一般的助言

やマネジメントサービスの提供を行うこ

とも期待される。 

 

 

・ 一方、ＮＥＤＯを取り巻く環境は大き

く変化している。我が国経済の産業構造

転換が一層進展するとともに、先進国の

みならず新興国との競争の激化等の影響

により、我が国産業の国際的競争力の低

下が進んでおり、イノベーションの推進

 

 

 

・ したがって、ＮＥＤＯは、エネルギー

分野をはじめとする産業技術分野全般に

係る技術開発マネジメントを総合的に行

う中心的機関として、マネジメントの実

施等を通じ我が国の経済社会が必要とす

る具体的成果を創出するとともに、我が

国の産業競争力の強化、エネルギー・環

境制約の克服に引き続き貢献するものと

する。 

なお、その際、ＮＥＤＯの各事務・事

業を評価するための指標の開発や目標の

設定及びその実現のために必要な措置を

検討することとする。 

・ また、「技術開発マネジメント」につい

て、ＮＥＤＯは、個々の事業を対象とし

たマネジメントのみならず、それらから

得られる知見・ノウハウを蓄積・活用し

た上で、各事業・各分野に係る共通要素

から構成される「横断的な技術開発マネ

ジメント手法」を一層積極的に開発し、

その高度化を図ることとする。これによ

り、今後、ＮＥＤＯが民間企業等に対し、

技術面での価値向上のための一般的助言

やマネジメントサービスの提供を行うこ

とも期待される。 

 

＜第３期中期目標の基本的方向＞ 

・ 現在（第３期中期目標開始時）のＮＥ

ＤＯを取り巻く環境は大きく変化してい

る。我が国経済の産業構造転換が一層進

展するとともに、円高やリーマンショッ

クによる影響、新興国との競争の激化等

の影響により、我が国産業の国際的競争

ント人材（以下「ＰＭ人材」という。）の育

成などへ貢献していくことが期待されてい

る。 

その際、機構は、産業競争力の強化やエ

ネルギー制約等の諸問題の解決における技

術面からの貢献の期待が高まっているこ

と、技術で勝って事業で負けるとの指摘や

国内市場で技術を確立し海外に展開するか

つてのビジネスモデルが限界となっている

こと、オープンイノベーションへの対応が

求められていること等、機構を取り巻く環

境変化を十分に踏まえることが必要であ

り、その上で機構の各事務・事業を評価す

るための指標の開発や目標の設定及びその

実現のために必要な措置の検討が期待され

ている。 

加えて、機構は、民間企業等に対し、技

術面での価値向上のための一般的助言やマ

ネジメントサービスの提供を行うことに対

する期待を踏まえ、「技術開発マネジメン

ト」について、個々の事業を対象としたマ

ネジメントのみならず、それらから得られ

る知見・ノウハウを蓄積・活用した上で、

各事業・各分野に係る共通要素から構成さ

れる「横断的な技術開発マネジメント手法」

を一層積極的に開発し、その高度化を図る

ことが期待されている。 

 

 

 

一方、先進国のみならず新興国との競争

の激化等の影響により、我が国産業の国際

的競争力の低下が進んでいる中で、特に、

我が国企業においては、企業間競争の激化

や短期的業績の重視により中長期的な研究

が十分に行えなくなってきていること、世

 

 

 

その際、産業競争力の強化やエネルギー

制約等の諸課題の解決における技術面から

の貢献の期待が高まっていること、技術で

勝って事業で負けるとの指摘や国内市場で

技術を確立し海外に展開するかつてのビジ

ネスモデルが限界となっていること、オー

プンイノベーションへの対応が求められて

いること等、機構を取り巻く環境変化を十

分に踏まえるものとする。また、機構の各

事務・事業を評価するための指標の開発や

目標の設定及びその実現のために必要な措

置を検討する。 

 

加えて、第３期中期目標に掲げられた、

今後、機構が民間企業等に対し、技術面で

の価値向上のための一般的助言やマネジメ

ントサービスの提供を行うことに対する期

待を踏まえ、「技術開発マネジメント」につ

いて、機構は、個々の事業を対象としたマ

ネジメントのみならず、それらから得られ

る知見・ノウハウを蓄積・活用した上で、

各事業・各分野に係る共通要素から構成さ

れる「横断的な技術開発マネジメント手法」

を一層積極的に開発し、その高度化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、公的シンクタンク等他機関とも連携し

産学官の英知を集め、グローバルな視点で

技術戦略を継続的に策定・改訂していく体

制・機能の強化を進めるべきである。 

 

エ 企業のオープンイノベーションを促進

する施策の検討（Ｐ．２２） 

研究開発や事業化の効率化、成果の最大

化のためにはベンチャー企業の積極活用を

含めオープンイノベーションの取組が有効

である。他方、我が国企業は諸外国と比較

してもオープンイノベーションの取組は進

んでいない。 

このため、企業の意識を高め、企業行動

を変革していく観点から、企業の研究開発

全般を促進するための税制措置に加え、大

学・公的研究機関あるいはベンチャー企業

等の技術の活用、技術研究組合による研究

開発を含む企業間の共同研究等を促進する

ための施策の検討や前述のＮＥＤＯに構築

中の技術面・事業面でのベンチャー企業等

への支援体制（研究開発型新事業創出支援

プラットフォーム）の積極的活用によるオ

ープンイノベーションの促進が必要であ

る。 

 

＜日本再興戦略改訂 2014＞（Ｐ．５７） 

i) イノベーションを生み出す環境整備 

革新的な技術シーズを事業化に結びつける

「橋渡し」機能強化については、先駆的な

役割が期待されている独立行政法人産業技

術総合研究所（産総研）及び独立行政法人

新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）において先行的に取り組み、これ

らの先行的な取組について、適切に進捗状

況の把握・評価を行い、その結果を受け、「橋
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

による競争力強化が一層求められてい

る。特に、我が国企業においては、企業

間競争の激化や短期的業績の重視により

中長期的な研究が十分に行えなくなって

きていること、世界的にオープンイノベ

ーションの取組が進む中でこうした動き

に十分に対応できていないこと、新しい

技術シーズの事業化に積極的な中堅・中

小・ベンチャー企業が十分な資金や人材

を得にくい状況にあることなど、産業技

術政策の観点から対応が必要な政策課題

が顕在化してきている。 

・ また、東日本大震災や東京電力福島第

一原子力発電所事故を受け、我が国の産

業政策やエネルギー政策ひいては産業技

術政策の抜本的見直しが求められてきて

いる。一方で、こうした環境変化に併せ

て、ＮＥＤＯの役割・重要性に係る期待

もまた、これまで以上により一層高まっ

てきている。 

・ ＮＥＤＯは、産業技術政策上の要請に

真の意味で十分応えられるよう、また、

技術開発支援の面で国内外の関係機関に

大きく貢献できるよう、技術開発面で国

際水準に即した目標を有する「世界に通

用する、世界最先端の技術開発マネジメ

ント機関」を目指すものとする。 

 

・ そのためには、先進各国の技術開発マ

ネジメント機関やファンディング・エー

ジェンシー等との一層密接な連携・協業

により、それらが有する、参考とすべき

特徴的なマネジメント手法やノウハウ・

経験等を十分取得するとともに、自らの

組織・人員体制の不断の見直しを行い（縦

割り組織と横割り組織との関係整理な

力の低下が進んでおり、イノベーション

の推進による競争力強化が求められてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、東日本大震災や東京電力福島第

一原子力発電所事故を受け、我が国の産

業政策やエネルギー政策ひいては産業技

術政策の抜本的見直しが求められてきて

いる。また、これに併せて、ＮＥＤＯの

役割・重要性に係る期待もまた、これま

で以上により一層高まってきている。 

 

・ こうした産業技術政策上の要請に真の

意味で十分応えられるよう、また、技術

開発支援の面で国内外の関係機関に大き

く貢献できるよう、ＮＥＤＯは、技術開

発面で国際水準に即した目標を有する

「世界に通用する、世界最先端の技術開

発マネジメント機関」を目指すものとす

る。 

・ そのためには、先進各国の技術開発マ

ネジメント機関やファンディング・エー

ジェンシー等との一層密接な連携・協業

により、それらが有する、参考とすべき

特徴的なマネジメント手法やノウハウ・

経験等を十分取得するとともに、自らの

組織・人員体制の不断の見直しを行い（縦

割り組織と横割り組織との関係整理な

界的にオープンイノベーションの取組が進

む中でこうした動きに十分に対応できてい

ないこと、新しい技術シーズの事業化に積

極的な中堅・中小・ベンチャー企業が十分

な資金や人材を得にくい状況にあることな

どの課題が顕在化してきており、イノベー

ションの推進による競争力強化が一層求め

られている。 

このような環境変化に併せて、機構の役

割、重要性に係る期待がこれまで以上に一

層高まっていると認識し、機構は、第３期

中期計画においては、第３期中期目標に掲

げられた基本的方向である、国際水準に即

した目標を有する「世界に通用する、世界

最先端の技術開発マネジメント機関」を目

指す。そのために先進各国の技術開発マネ

ジメント機関等との一層密接な連携・協業

により、特徴的なマネジメント手法やノウ

ハウ・経験等を十分取得するとともに、自

らの組織・人員体制の不断の見直しを行い、

グローバルな視点で技術戦略を継続的に策

定・改定していく体制・機能の強化や、プ

ロジェクト・マネージャー（以下「ＰＭ」

という。）への大幅な権限付与、アワード方

式の導入等による技術開発マネジメント機

能の強化、新たなイノベーションの担い手

として期待される中堅・中小・ベンチャー

企業への支援強化など、実用化・事業化の

更なる推進等に向けたプロジェクト管理・

評価体制を構築する。 

機構は、上記の基本的方向のほか、標準

化等を含めたシステム的・総合的な開発へ

の取組、必要に応じて基礎的な研究にも立

ち返る等の多様な技術開発フェーズへの適

切な対応、コンプライアンス・情報管理等

の内部統制の強化や間接経費の削減、予算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機構は、中期目標に掲げられた世界最先

端の技術開発マネジメント機関を目指すに

当たり、中期目標に基本的方向として示さ

れた横断的な評価等に基づくメリハリの効

いたプロジェクト管理、情報発信や国際共

同事業の推進、技術開発型ベンチャー企業

渡し」機能を担うべき他の研究開発法人に

対し、対象分野や各機関等の業務の特性等

を踏まえ展開する。 

 

①「橋渡し」機能強化等の研究開発法人の

改革 

NEDO において、技術シーズの迅速な事業

化を促すため、プロジェクト・マネージャ

ーへの大幅な権限付与やアワード型方式の

導入等によるプロジェクト・マネジメント

の強化、新たなイノベーションの担い手と

して期待されるベンチャーや中小・中堅企

業等への支援の強化等の改革を推進する。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

ど）、グローバルな視点で技術戦略を継続

的に策定・改定していく体制・機能の強

化や、プロジェクト・マネージャー（以

下「ＰＭ」という。）への大幅な権限付与、

アワード方式の導入等による技術開発マ

ネジメント機能の強化、新たなイノベー

ションの担い手として期待される中堅・

中小・ベンチャー企業への支援強化など、

実用化・事業化の更なる推進等に向けた

プロジェクト管理・評価体制を構築する

ものとする。 

・ 上記のＮＥＤＯのミッションやＮＥＤ

Ｏを取り巻く環境変化への対応を念頭

に、具体的には、 

① 技術開発マネジメントの機能強化 

 

② 技術開発型ベンチャー企業等の振興 

③ オープンイノベーションの推進 

④ 国際共同事業の推進 

⑤ 技術開発成果の事業化支援 

⑥ 情報発信等の推進 

⑦ 人材の流動化促進、育成 

 

などの業務を、積極的に推進することと

する。 

・ 加えて、コンプライアンスや情報公開・

情報管理等の内部統制の強化、間接経費の

削減、事業者選定方法の公正性・透明性、

予算の適正配分・透明性の確保・向上など

業務運営の効率化、適正化を引き続き実施

するものとする。 

 

ど）、実用化・事業化の更なる推進等に向

けたプロジェクト管理・評価体制を構築

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、具体的には、 

① 横断的な評価等に基づくメリハリの

効いたプロジェクト管理 

② 情報発信等の推進 

（新設） 

③ 国際共同事業の推進 

④ 技術開発型ベンチャー企業等の振興 

⑤ 人材の流動化促進、育成 

⑥ 研究開発成果を活用しようとする者

への出資による実用化支援 

などの業務を、積極的に推進することと

する。 

・ 加えて、コンプライアンスや情報公開・

情報管理等の内部統制の強化、間接経費

の削減、事業者選定方法の公正性・透明

性、予算の適正配分・透明性の確保・向

上など業務運営の効率化、適正化を引き

続き実施するものとする。 

 

の適正配分・透明性の確保・向上などの業

務運営の効率化、適正化等も念頭に、中期

目標に掲げられた世界最先端の技術開発マ

ネジメント機関を目指すに当たって、具体

的には、技術開発マネジメントの機能強化、

技術開発型ベンチャー企業等の振興、オー

プンイノベーションの推進、国際共同事業

の推進、技術開発成果の事業化支援、情報

発信等の推進、人材の流動化促進、育成な

どの業務を積極的に推進する。 

 

等の振興、人材の流動化促進、育成、研究

開発成果を活用しようとする者への出資に

よる実用化支援などを積極的に推進する。

その際、以下の点を中期目標達成に向けた

基本姿勢として技術開発マネジメントを実

施する。 

・個々の技術の開発にとどまらず、標準

化等も含めたシステム的、総合的な開

発に取り組む。 

・海外の市場や競合技術等を視野に入れ

グローバル競争を意識した開発ととも

に、不確実性が高いが将来の産業や新

たな市場創造に繋がる開発にも果敢に

取り組む。 

・必要に応じて基礎的な研究にも立ち返

る等、多様な技術開発フェーズに適切

に対応する。 

・研究施設の利活用や技術動向情報の提

供等、イノベーション創出の基盤整備

にも取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．中期目標の期間 

 ＮＥＤＯの平成２５年度から始まる第３

期における中期目標の期間は、５年間（平

成２５年４月～平成３０年３月）とする。 

１．中期目標の期間 

 ＮＥＤＯの平成２５年度から始まる第３

期における中期目標の期間は、５年間（平

成２５年４月～平成３０年３月）とする。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

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 

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 

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目標を達成する

ためとるべき措置 

 

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目標を達成する

ためとるべき措置 

 

  機構は、技術開発マネジメントを総合的

に行う中心的機関として、内外の最新の技

術動向や政策動向を的確に把握しつつ、政

策当局との密接な連携の下、国の政策に沿

って、各年度計画に必要な具体的対応策を

盛り込みつつ、技術開発事業の適切なマネ

ジメントとその成果の普及等を通じ、我が

国の産業競争力の強化及び国民経済の発展

並びに内外のエネルギー・環境問題の解決

に貢献するものとする。 

具体的には、技術開発マネジメントの機

能強化、技術開発型ベンチャー企業等の振

興、オープンイノベーションの推進、国際

共同事業の推進、技術開発成果の事業化支

援、情報発信等の推進、人材の流動化促進、

育成などの業務を積極的に推進することと

する。 

その際、民間企業、大学、公的研究機関、

地方の行政機関、そして我が国企業の国際

展開等を踏まえ、海外の政府や技術開発マ

ネジメント機関等と適切に連携、協業する

体制を構築する等、技術開発の推進環境を

整えるとともに、これらの連携、協業によ

り、それらが有する参考とすべき特徴的な

マネジメント手法やノウハウ・経験等を十

分取得しつつ、自らの組織、人員体制の不

断の見直しを行いながら、実用化・事業化

の更なる推進等に向けたプロジェクト管

理、評価体制を構築し、事業を効率的に実

施する。 

また、内外の最新の技術開発動向やエネ

機構は、技術開発マネジメントを総合的

に行う中心的機関として、内外の最新の技

術動向や政策動向を的確に把握しつつ、政

策当局との密接な連携の下、国の政策に沿

って、各年度計画に必要な具体的対応策を

盛り込みつつ、技術開発事業の適切なマネ

ジメントとその成果の普及等を通じ、我が

国の産業競争力の強化及び国民経済の発展

並びに内外のエネルギー・環境問題の解決

に貢献するものとする。 

具体的には、横断的な評価等に基づくメ

リハリの効いたプロジェクト管理、情報発

信や国際共同事業の推進、技術開発型ベン

チャー企業等の振興、人材の流動化促進、

育成などの業務を積極的に推進することと

する。 

 

その際、民間企業、大学、公的研究機関、

地方の行政機関、そして我が国企業の国際

展開等を踏まえ、海外の政府や技術開発マ

ネジメント機関等と適切に連携、協業する

体制を構築する等、技術開発の推進環境を

整えるとともに、これらの連携、協業によ

り、それらが有する参考とすべき特徴的な

マネジメント手法やノウハウ・経験等を十

分取得しつつ、自らの組織、人員体制の不

断の見直しを行いながら、実用化・事業化

の更なる推進等に向けたプロジェクト管

理、評価体制を構築し、事業を効率的に実

施する。 

また、内外の最新の技術開発動向やエネ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「中期目標 前文」の項目変更に伴う修

正。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

ルギー・環境問題に関する動向の体系的な

把握や技術開発課題や技術シーズを発掘す

るため、セミナーやシンポジウム等を積極

的に開催するとともに、産業界、学術界等

の外部の専門家・有識者、大学、公的研究

機関、地方の行政機関、そして海外の政府

や公的機関等との密接な情報交換を行う。 

 

ルギー・環境問題に関する動向の体系的な

把握や技術開発課題や技術シーズを発掘す

るため、セミナーやシンポジウム等を積極

的に開催するとともに、産業界、学術界等

の外部の専門家・有識者、大学、公的研究

機関、地方の行政機関、そして海外の政府

や公的機関等との密接な情報交換を行う。 

 

（１）技術開発マネジメント関連業務 

ＮＥＤＯは、エネルギー分野をはじめ

とする産業技術分野全般に関する最新の

技術動向や政策動向を的確に把握し、政

策当局と密接に連携しつつ、産業技術政

策などの実施機関として適切に技術開発

マネジメント関連業務を行うことによ

り、我が国の産業競争力の強化及び国民

経済の発展並びに内外のエネルギー・環

境問題の解決に貢献するものとする。そ

の際、民間企業、大学、公的研究機関、

技術研究組合等との適切な連携により、

事業を効率的・効果的に実施することと

する。 

また、費用対効果等の不確実性が高く

とも、将来の産業・社会に大きな影響を

もたらし得る技術開発には、マネジメン

ト全体の中で、公的資金の活用も含めた

リスクの軽減など、リスクマネジメント

の高度化も図りながら、果敢に取り組む

ことが必要である。加えて、イノベーシ

ョンの担い手として重要な技術集約型の

中堅・中小・ベンチャー企業の積極的な

活用を図るものとする。 

技術開発マネジメント関連業務につい

ては、事業終了段階での事後評価結果

（ⅱ）ｂ．に後述）とともに、追跡評価

によって把握される以下の結果により評

（１）技術開発マネジメント関連業務 

ＮＥＤＯは、エネルギー分野をはじめ

とする産業技術分野全般に関する最新の

技術動向や政策動向を的確に把握し、政

策当局と密接に連携しつつ、産業技術政

策などの実施機関として適切に技術開発

マネジメント関連業務を行うことによ

り、我が国の産業競争力の強化及び国民

経済の発展並びに内外のエネルギー・環

境問題の解決に貢献するものとする。そ

の際、民間企業、大学、公的研究機関、

技術研究組合等との適切な連携により、

事業を効率的・効果的に実施することと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術開発マネジメント関連業務に係る

評価指標としては、事業終了段階での事

後評価結果（ⅱ）ｂ．に後述）とともに、

下記のとおり、追跡評価によって把握さ

（１）技術開発マネジメント関連業務 

機構が、エネルギー分野をはじめとす

る産業技術分野全般に関する技術開発関

連業務を推進するに当たっては、我が国

の産業競争力強化並びにエネルギー、環

境問題の解決に貢献すべく、政府の基本

的な政策に基づく分野に重点をおいて、

日本の産業競争力強化へ繋がる技術開発

を実施する。その際、政府と産業界との

インターフェース機能や海外政府との調

整を始め公的な政策実施機関である機構

の機能を最大限発揮するとともに、これ

までの業績を明確に意識、検証しつつ、

実施する。また、費用対効果等の不確実

性が高くとも、将来の産業・社会に大き

な影響をもたらし得る技術開発には、マ

ネジメント全体の中で、公的資金の活用

も含めたリスクの軽減など、リスクマネ

ジメントの高度化も図りながら、果敢に

取り組むことが必要である。加えて、イ

ノベーションの担い手として重要な技術

集約型の中堅・中小・ベンチャー企業の

積極的な活用を図るものとする。 

 

こうした観点を踏まえ、技術開発マネ

ジメントについては、事業終了段階での

事後評価（1.(1)ア(ii) b. に後述）の結

果とともに、追跡評価（1.(1)ア（ii）c. 

（１）技術開発マネジメント関連業務 

機構が、エネルギー分野をはじめとす

る産業技術分野全般に関する技術開発関

連業務を推進するにあたっては、我が国

の産業競争力強化並びにエネルギー、環

境問題の解決に貢献すべく、政府の基本

的な政策に基づく分野に重点をおいて、

日本の産業競争力強化へ繋がる技術開発

を実施する。その際、政府と産業界との

インターフェース機能や海外政府との調

整を始め公的な政策実施機関である機構

の機能を最大限発揮するとともに、これ

までの業績を明確に意識、検証しつつ、

実施する。事業実施にあたっては、生産

プロセスの開発面での成果のみならず、

新製品・新サービス自体の開発成果を一

層重視することが必要である。さらに、

費用対効果等の不確実性が高くとも、将

来の産業・社会に大きな影響をもたらし

得る技術開発には、マネジメント全体の

中で、公的資金の活用も含めたリスクの

軽減など、リスクマネジメントの高度化

も図りながら、果敢に取り組むことが必

要である。 

こうした観点を踏まえ、技術開発マネ

ジメントについては、その評価指標とし

て、事業終了段階での事後評価（1.(1)

ア(ii) b. に後述）の結果とともに、追

 

 

 

○体裁の修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○記載場所の変更。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

価し、それを公表するものとする。 

 

 

 

 

１）「ナショナルプロジェクト」（民間企

業等のみでは取り組むことが困難な、

実用化・事業化までに中長期の期間を

要し、かつリスクの高い技術開発関連

事業）であって、２）以外のものにつ

いては、その特徴・性格を踏まえ、技

術開発期間の短期化やリスク回避に

決して繋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（製品化又は

上市段階の比率。以下同じ。）を２５％

以上とすることを目標とし、その達成

状況を評価する。 

２）「ナショナルプロジェクト」のうち、

非連続なイノベーションの創出を目

的として行われる技術開発関連事業

であって、特にリスクの高いものにつ

いては、実用化・事業化の見通し、獲

得された知見の他の技術や用途への

波及効果等の観点から多面的に評価

する。 

３）「実用化促進事業」（実用化・事業化

に比較的近い技術の実用化促進を目

的とする民間企業等によるテーマ公

募型の技術開発関連事業）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年経過後の時点で

の実用化達成率を３０％以上とする

ことを目標とし、その達成状況を評価

する。 

れる「一定期間経過後の実用化達成率（製

品化または上市段階の比率）」を目標とし

て設定し、その達成状況を公表するもの

とする。 

 

具体的には、「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、技術開発期間の短期化やリスク回避

に決して繋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。 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

また、「実用化促進事業」（民間企業等

によるテーマ公募型の技術開発関連事

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年経過後の

時点での実用化達成率を３０％以上とす

る。 

また、事業実施に当たっては、生産プ

ロセスの開発面での成果のみならず、新

製品・新サービス自体の開発成果を一層

に後述）によって把握される以下の結果

により評価し、それを公表するものとす

る。 

 

 

１）「ナショナルプロジェクト」（民間企

業等のみでは取り組むことが困難な、

実用化・事業化までに中長期の期間を

要し、かつリスクの高い技術開発関連

事業）であって、２）以外のものにつ

いては、その特徴・性格を踏まえ、技

術開発期間の短期化やリスク回避に

決して繋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（製品化又は

上市段階の比率。以下同じ。）を２５％

以上とすることを目標とし、その達成

状況を評価する。 

２）「ナショナルプロジェクト」のうち、

非連続なイノベーションの創出を目

的として行われる技術開発関連事業

であって、特にリスクの高いものにつ

いては、実用化・事業化の見通し、獲

得された知見の他の技術や用途への

波及効果等の観点から多面的に評価

する。 

３）「実用化促進事業」（実用化・事業化

に比較的近い技術の実用化促進を目

的とする民間企業等によるテーマ公

募型の技術開発関連事業）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年経過後の時点で

の実用化達成率を３０％以上とする

ことを目標とし、その達成状況を評価

する。なお、今後、本事業の対象は中

跡評価（1.(1)ア（ii）c. に後述）によ

って把握される一定期間経過後の実用化

達成率（製品化または上市段階の比率）

を目標として設定し、その達成状況を公

表するものとする。 

具体的には、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。 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

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年経過後の時点での実用化達成率を３

０％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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○定義を再掲。 

 

 

 

 

 

 

 

○産構審中間とりまとめを踏まえ、非連続

なイノベーションの創出を目的として行わ

れるプロジェクトについての評価方法を記

載。 

 

＜産構審中間とりまとめ＞（別２－１） 

また、国の研究開発プロジェクトは、リ

スクが高くチャレンジングなものを実施

し、その結果について、失敗も含め全体の

ポートフォリオの中で前向きに評価してい

くとの姿勢をもって取り組むことが肝要で

ある。 

 

○定義を補足。 

 

 

 

 

 

 

○記載場所の変更。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

加えて、イノベーションの担い手とし

て重要な技術集約型の中堅・中小・ベン

チャー企業の育成・支援に意識的に取り

組む観点から、新規採択額に占める中

堅・中小・ベンチャー企業の採択額の割

合を２０％以上とすることを目標とし、

その達成状況を評価し、それを公表する

ものとする。 

 

※中堅企業：従業員１，０００人未満又は

売上１，０００億円未満の企業であって

中小企業を除く。 

重視することが必要である。さらに、費

用対効果等の不確実性が高くとも、将来

の産業・社会に大きな影響をもたらし得

る技術開発には、マネジメント全体の中

で、公的資金の活用も含めたリスクの軽

減など、リスクマネジメントの高度化も

図りながら、果敢に取り組むことが必要

である。 

（新設） 

堅・中小・ベンチャー企業に限定する

こととする。 

 

 

 

 

 

 

加えて、イノベーションの担い手とし

て重要な技術集約型の中堅・中小・ベン

チャー企業の育成・支援に意識的に取り

組む観点から、新規採択額に占める中

堅・中小・ベンチャー企業の採択額の割

合の目標を２０％以上として設定する。

その上で、中堅・中小・ベンチャー企業

への各種事業の周知、応募に関する個別

相談等を積極的に行うとともに、必要に

応じて中堅・中小・ベンチャー企業向け

の応募枠を設けるなどにより目標の達成

を目指し、達成状況を公表するものとす

る。 

また、ナショナルプロジェクト及び実

用化促進事業を、技術分野ごとの特性や、

技術開発を取り巻く環境の変化を踏まえ

て適切に組み合わせて実施するととも

に、各事業で得られた成果を相互に活用

する等、事業間連携に取り組み、分野連

携、融合を促進し、成果の最大化を図る。

また、制度においては各制度を連携して

実施するとともに、必要に応じて複数制

度を大括り化する等、機動的な運用を行

う。 

類似する技術開発テーマが同時に引き

続き進行したり同種の技術内容が複数の

技術開発事業で行われることにより、今

後、効率的かつ効果的な技術開発業務の

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、ナショナルプロジェクト及び実

用化促進事業を、技術分野ごとの特性や、

技術開発を取り巻く環境の変化を踏まえ

て適切に組み合わせて実施するととも

に、各事業で得られた成果を相互に活用

する等、事業間連携に取り組み、分野連

携、融合を促進し、成果の最大化を図る。

また、制度においては各制度を連携して

実施するとともに、必要に応じて複数制

度を大括り化する等、機動的な運用を行

う。 

類似する技術開発テーマが同時に引き

続き進行したり同種の技術内容が複数の

技術開発事業で行われることにより、今

後、効率的かつ効果的な技術開発業務の

 

 

 

 

 

 

 

 

○産構審中間とりまとめ等を踏まえ、新た

な目標を設定する。 

 

＜日本再興戦略改訂 2014＞（Ｐ．５７） 

NEDO の新規採択額に占める割合として、ベ

ンチャー、中小・中堅企業への支援割合を

欧州主要国並みとなる２割程度とすべく数

値目標を検討する。 

 

＜産構審中間とりまとめ＞（Ｐ．１８） 

オ 技術集約型の中堅・中小・ベンチャー

企業の積極的な活用 

イノベーションの担い手として重要な技

術集約型の中堅・中小・ベンチャー企業の

育成・支援に意識的に取り組む観点から、

国の研究開発プロジェクト等ＮＥＤＯの事

業の新規採択において、中堅・中小・ベン

チャー企業の参画・支援割合に目標値を設

定していくことが有効と考えられる。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

実施に問題が生じることがないよう、既

往の政府決定等に基づき、業務の枠組み

を含めた事業の再編整理、技術開発テー

マの重点化等を行い、必要な実施体制の

見直しを行うものとする。 

 

実施に問題が生じることがないよう、既

往の政府決定等に基づき、業務の枠組み

を含めた事業の再編整理、技術開発テー

マの重点化等を行い、必要な実施体制の

見直しを行うものとする。 

 

① 技術開発マネジメントの機能強化 

ＮＥＤＯは、ナショナルプロジェクト

及び実用化促進事業について、事業の企

画（Ｐｌａｎ）、実施（Ｄｏ）、評価（Ｃ

ｈｅｃｋ）、更にその結果を反映・実行（Ａ

ｃｔｉｏｎ）させた次の計画、実施及び

評価へとつなげるＰＤＣＡ（企画－実施

－評価－反映・実行）サイクルを深化さ

せ、それら各段階におけるより高度な技

術開発マネジメントを実践するものとす

る。 

① 技術開発マネジメントの機能強化 

ＮＥＤＯは、ナショナルプロジェクト

及び実用化促進事業について、事業の企

画（Ｐｌａｎ）、実施（Ｄｏ）、評価（Ｃ

ｈｅｃｋ）、更にその結果を反映・実行（Ａ

ｃｔｉｏｎ）させた次の計画、実施及び

評価へとつなげるＰＤＣＡ（企画－実施

－評価 －反映・実行）サイクルを深化

させ、それら各段階におけるより高度な

技術開発マネジメントを実践するものと

する。 

（ア）技術開発マネジメントの機能強化 

機構がナショナルプロジェクト及び実

用化・事業化促進事業を推進するに当た

っては、事業の企画（Ｐｌａｎ）・実施（Ｄ

ｏ）・評価（Ｃｈｅｃｋ）更にその結果を

反映（Ａｃｔｉｏｎ）させた次の計画（Ｐ

ｌａｎ）及び実施（Ｄｏ）へと繋げるい

わゆるＰＤＣＡ（企画－実施－評価－反

映・実行）サイクルを深化させ、高度な

技術開発マネジメントを実践する。 

 

（ア）技術開発マネジメントの機能強化 

機構がナショナルプロジェクト及び実

用化・事業化促進事業を推進するにあた

っては、事業の企画（Ｐｌａｎ）・実施（Ｄ

ｏ）・評価（Ｃｈｅｃｋ）更にその結果を

反映（Ａｃｔｉｏｎ）させた次の計画（Ｐ

ｌａｎ）及び実施（Ｄｏ）へと繋げるい

わゆるＰＤＣＡ（企画－実施－評価－反

映・実行）サイクルを深化させ、高度な

技術開発マネジメントを実践する。 

 

 

 

○体裁の修正。 

 

 

 

 

○体裁の修正。 

 

ⅰ）企画（Ｐｌａｎ）／実施（Ｄｏ） 

 ⅰ）－１ ナショナルプロジェクト（実

証事業を除く。） 

ナショナルプロジェクト（実証事業

を除く。）については、以下の方針の下

で実施する。ただし、平成２６年度ま

でに開始され、平成２７年度以降、大

幅な見直しを行わないものについて

は、ⅰ）－２の実証事業と同様に取り

扱うものとする。 

 

 

ａ．技術戦略及びプロジェクト構想の

策定 

技術戦略及びプロジェクト構想を

策定する専門部署を設け、政府及び公

的シンクタンク等他機関とも連携し、

グローバルな視点で技術戦略を策

定・改定するとともに、この技術戦略

ⅰ）企画（Ｐｌａｎ）／実施（Ｄｏ） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅰ）企画、実施段階 

（ⅰ）－１ ナショナルプロジェクト（実

証事業を除く。） 

ナショナルプロジェクト（実証事業

を除く。）については、以下の方針の下

で実施する。ただし、平成２６年度ま

でに開始され、平成２７年度以降、大

幅な見直しを行わないものについて

は、（ⅰ）－２の実証事業と同様に取り

扱うものとする。 

 

 

(a)技術戦略及びプロジェクト構想の策

定 

技術戦略研究センターは、政府及

び公的シンクタンク等他機関とも連

携し産学官の英知を集め、将来の社

会ニーズや国際的な研究動向及び国

内の研究水準から見て実施すべき技

（ⅰ）企画、実施段階 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○産構審中間とりまとめ等を踏まえ、ナシ

ョナルプロジェクトに非連続なイノベーシ

ョンを創出する技術開発マネジメント方式

を導入するため、新たな項目を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜産構審中間とりまとめ＞ 

イ 産学官の英知を集めた技術戦略の構築

（Ｐ．１７） 

ＮＥＤＯ技術戦略研究センターを中心

に、公的シンクタンク等他機関とも連携し

産学官の英知を集め、グローバルな視点で

技術戦略を継続的に策定・改訂していく体



14 
 

中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

を基盤として、プロジェクト構想を策

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

術に係るテーマに重点分野化・骨太

化を図りつつ、技術の開発や普及に

係る道筋を踏まえた技術戦略を策定

するとともに、継続的に改定する。 

また、技術戦略研究センターは、

策定した技術戦略を基盤として、今

後研究すべき領域を特定するととも

に、これを担い得る実施者を探索し、

並行してリソースや緊急性を考慮の

上、プロジェクト構想を策定する。 

このため、機構は、国内外におけ

る、学会発表の内容、論文動向・特

許動向、産業界の研究開発動向等を

把握する仕組みを強化するととも

に、積極的に技術分野毎の有識者を

フェローとして採用すること等によ

り、技術戦略研究センターの情報収

集分析や戦略策定の体制・機能の強

化を進める。 

技術戦略及びプロジェクト構想の

策定に当たっては、必要に応じて、方

法論募集（注１）、ワークショップ（注

２）、先導調査（注３）及び先導研究

（注４）の結果を活用する。 

 

（注１）方法論募集（ＲＦＩ：Request 

for Information） 

産学官におけるアイデアや研

究状況を把握するため、技術開発

の様々な方法論を広く募集する。 

（注２）ワークショップ 

技術開発の対象技術や実施者

の候補・水準・可能性等の把握や

発掘のため、産学官の関係者を一

同に集め、大学や公的研究機関と

産業界とが基礎研究も含め具体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制・機能の強化を進めるべきである。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．ＰＭの選定 

ＮＥＤＯは、プロジェクト構想が

策定された段階で、プロジェクト毎

にＰＭを選定する。 

ＰＭは、基本計画の策定（下記

ｃ.）、実施体制の構築（下記ｄ.）、

プロジェクトの実施（下記ｅ.）等、

プロジェクトの進行全体を企画・管

理するものとし、その任務の実施に

当たって必要となる資金配分や技術

開発内容の見直し、実施体制の変更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的技術課題等について双方向で

話し合い、議論を行う。 

（注３）先導調査 

国内外における、①学会発表の

内容、②論文動向・特許動向、③

産業界の研究開発動向、④当該技

術による経済・社会インパクト、

⑤当該技術普及のための方策等

を把握するため、技術戦略及びプ

ロジェクト構想の策定の際に調

査を行う。 

（注４）先導研究 

候補となる技術課題の現状水

準、今後の発展可能性及び限界を

確認するとともに、競合技術・代

替技術の把握のため、研究者等へ

の委託により予備的な研究を行

う。 

 

これらの取組を通じ、産業界、学術界

等との情報交換等により構築した外部

の専門家・有識者とのネットワークを深

化、拡大し、機構の技術開発マネジメン

トに活用する。 

 

(b)ＰＭの選定 

機構は、プロジェクト構想が策定

された段階で、プロジェクト毎にＰ

Ｍを選定する。その際、プロジェク

トの規模や特性に応じて、以下に示

す資質やこれらを活用したマネジメ

ントの経験を有する人材を企業・大

学や機構内から選定する。 

・高い技術的知見 

・産学官の専門家との幅広いネッ

トワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○技術の開発や普及に係る道筋の策定、改

訂については、「中期計画１．（１）（ア）（ⅲ）

その他」より整理統合。 

 

 

 

＜産構審中間とりまとめ＞ 

②ＰＭによる柔軟性と機動性を確保した研

究開発マネジメント（Ｐ．１７） 

イ ＰＭへの大幅な権限・裁量の付与 

ＮＥＤＯにおいて、有力技術の選定や資

金配分等を選択できる裁量と権限をプロジ

ェクト・マネージャー（ＰＭ）に与え、研

究開発プロジェクトを柔軟かつ機動的に運

営できる体制を整えることが必要である。

その際、「橋渡し」を担う公的研究機関に対

しても柔軟に資金配分が行えることが重要
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

の権限と裁量を有するものとする。 

このため、ＮＥＤＯは、ＰＭの任

務・責任・権限等に係る規程を整備

するとともに、ＰＭの評価やガバナ

ンスに関する仕組みを整備するもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．基本計画の策定 

ＰＭは、技術戦略及びプロジェク

ト構想を踏まえ、実施者の発掘等を

行い、プロジェクト終了時や途中時

点での達成目標を明確に示した基本

計画を策定するものとする。達成目

標については、実用化・事業化に伴

う市場創出効果や雇用創造効果のみ

ならず、広範な産業への波及効果、

新産業の創出も含めた中長期的視点

からの我が国産業競争力強化への貢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考：引用した現行の目標＞ 

ａ．ナショナルプロジェクトに係る基

本計画の策定等 

ナショナルプロジェクトについて

は、国際的な競争水準から見て遜色

ない技術に係るテーマを中心に推進

するとともに、新エネルギー関連の

技術分野など、重点分野化・骨太化

を図るものとする。 

その際、上記の実用化達成率に係

る目標達成のためにも、ＮＥＤＯは

政府と一層の連携の下、一体となっ

てプロジェクトの企画立案等に参画

することとする。 

また、プロジェクト毎に、プロジ

ェクト終了時や中間時点での達成目

標を定量的かつ明確に示した基本計

画を策定するものとする。 

その際、本目標が一層合理的なも

のとなるよう、産業界・学術界等の

外部の専門家の知見や国民からの意

見を幅広く収集するとともに、市場

・プロジェクト関係者との十分な

コミュニケーション能力 

・目標達成に導く意欲及びリーダ

ーシップ 

また、機構は、各ＰＭに個別プロ

ジェクトの内容に対応した任務・責

任を指示する。 

ＰＭは、基本計画の策定（下記

(c)）、実施体制の構築（下記(d)）、

プロジェクトの実施（下記(e)）等、

プロジェクトの進行全体を企画・管

理し、そのプロジェクトに求められ

る技術的成果及び政策的効果を最大

化することを念頭に任務を遂行す

る。 

ＰＭは、その任務の遂行に当たっ

て必要となる資金配分や技術開発内

容の見直し、実施体制の変更の権限

と裁量を有するものとする。 

このため、機構は、ＰＭの任務・

責任・権限等に係る規程、行動規範

等を整備するとともに、ＰＭの評価

やガバナンスに関する仕組みを整備

する。 

 

(c)基本計画の策定 

ＰＭは、技術戦略及びプロジェク

ト構想を踏まえ、①技術開発の目標、

②実施期間、想定される金額規模、

③求められるフォーメーション（実

施体制）の概要、④出口シナリオ及

び⑤ステージゲート（注５）の概要

を明確にしたプロジェクトの基本計

画（原案）を作成する。 

また、この基本計画（原案）を基

に、実施者の発掘等を行うとともに、

である。 

また、ＰＭが本来期待される役割を果た

す上では、ＰＭが取るべき行動規範の整備、

ＰＭに対する評価、責任の明確化等、ＰＭ

に対する適正なガバナンスの仕組みの構築

も必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 長期的視野を持ちつつ小刻みなステー

ジゲート設定による柔軟な見直し 

ＰＭの権限・裁量の下、小刻みにステー

ジゲートを設定し、複数の選択肢を並行的

に試み、有力技術の取捨選択や技術の融合、

必要な実施体制の見直し等を柔軟に図るこ

とができるマネジメントの導入・拡大を図

るべきである。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

献、内外のエネルギー・環境問題を

始めとする社会的課題の解決への貢

献等の面からインパクトの大きいチ

ャレンジングなものを設定する。 

その際、産業界・学術界等の外部

の専門家の知見や国民からの意見を

幅広く収集するとともに、技術・市

場動向調査や知財・標準化戦略策定

等の準備の綿密さに、より重点を置

き、事前評価を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創出効果、雇用創造効果、広範な産

業への波及効果、中長期的視点から

の我が国産業競争力強化への貢献、

内外のエネルギー・環境問題を始め

とする社会的課題の解決への貢献

（いわゆる「社会実装」の程度）、費

用対効果などの観点から、事前評価

を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要に応じて、方法論募集、ワーク

ショップ、先導調査及び先導研究も

併せて行い、プロジェクト終了時や

途中時点での達成目標を明確に示し

た基本計画を策定する。その際、達

成目標については、実用化・事業化

に伴う市場創出効果や雇用創造効果

のみならず、広範な産業への波及効

果、新産業の創出も含めた中長期的

視点からの我が国産業競争力強化へ

の貢献、内外のエネルギー・環境問

題を始めとする社会的課題の解決へ

の貢献等の面からインパクトの大き

いチャレンジングなものを設定す

る。なお、達成目標については、終

了時には極力定量的なものとする

が、特に途中時点のものについては、

むしろ、その時点での定量的目標の

達成度を単に評価するのではなく技

術の潜在的可能性を含め評価するこ

とが適切な場合もあることに留意し

て、設定する。 

また、産業界・学術界等の外部の

専門家の知見や国民からの意見を幅

広く収集するとともに、技術・市場

動向調査や知財・標準化戦略策定等

の準備の綿密さに、より重点を置き、

事前評価を行うこととする。 

 

（注５）ステージゲート 

プロジェクト期間を複数のス

テージに分割し、採用するべき技

術が確定できない初期のステー

ジでは複数の選択肢を並行的に

試み、次のステージに移行する

際、評価を行うゲートを設け、技

⑤ 研究開発成果の事業化を最大限促進す

る評価の推進（Ｐ．２０） 

「橋渡し」研究として進める研究開発プロ

ジェクトについては、①事前評価では、研

究開発の内容のみならず、技術・市場動向

調査の実施や知財・標準化戦略の検討状況

等準備の綿密さ、②中間評価では、・・・に

より重点を置き、プロジェクトを改善して

いくという支援的な評価を行うべきであ

る。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

ｄ．実施体制の構築 

ＰＭは、策定した基本計画を公表

し、事業実施者を早期に公募する。 

ＰＭは、公募に対する応募内容を

踏まえながら、実施体制（案）を策

定する。 

ＰＭは、策定した実施体制（案）

について、ＮＥＤＯ外部の専門家・

有識者等からなる検討委員会の意見

を踏まえ、実施体制を決定する。 

その際、決定した実施体制の公表

や実施体制に含まれなかった者に対

する理由の通知を行う等、実施体制

の決定過程の透明性を確保すること

とする。また、公募から事業開始ま

での期間を事業毎に設定し、事務の

合理化・迅速化を図ることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考：引用した現行の目標＞ 

ｂ．公募 

円滑かつ迅速な事業実施を図るた

め、客観的な採択基準を策定・公表

し、早期に公募を開始することとす

る。 

 

ｃ．選定・採択 

事業実施者等の採択に当たって

は、審査・採択基準に基づき、ＮＥ

ＤＯ外部からの専門家・有識者等を

活用した客観的で公正な審査を行う

とともに、採択結果の公表や不採者

に対する不採択理由の通知を行う

等、審査過程の透明性を確保するこ

ととする。また、公募から採択まで

の標準処理期間を設定し、事務の合

理化・迅速化を図ることとする。 

 

術の取捨選択や技術の融合、必要

な実施体制の見直し等を柔軟に

図る手法。 

 

(d)実施体制の構築 

ＰＭは、策定した基本計画を公表

し、事業実施者を早期に公募する。 

ＰＭは、公募に対する応募内容を

踏まえながら、実施体制（案）を策

定する。 

ＰＭは、策定した実施体制（案）

について、機構外部の専門家・有識

者等からなる検討委員会の意見を踏

まえ、実施体制を決定する。その際、

ＰＭの判断により、数多くの提案の

一次スクリーニングなどに部分的に

ピア・レビュー方式（注６）を活用

する。 

なお、特定の実施者の採択による

利益相反を未然に防止するため、必

要に応じ上記の検討委員会等による

確認体制を設ける。 

また、決定した実施体制の公表や

実施体制に含まれなかった者に対す

る理由の通知を行う等、実施体制の

決定過程の透明性を確保することと

する。さらに、十分な審査期間と体

制構築に必要な期間を適切に確保す

ることを最大限留意することを前提

に、応募総数が多い場合等、特段の

事情がある場合を除き、公募から事

業開始までの期間を事業毎に設定

し、事務の合理化・迅速化を図るこ

ととする。また、事業毎に公募から

採択決定までの期間を公募要領に明

記し公募を行う。ステージゲート方

 

 

 

 

カ 真に事業化を目指すために最適な実施

体制の確保（Ｐ．１８） 

成果の事業化を確保する観点から、事業

化への可能性が最も高い事業者を重点的に

支援することが必要である。 

また、事業化意欲の高い事業者が研究開

発に参画できるよう、個社毎の研究開発を

同時並行的に進め、プロジェクトの進展に

応じて最も適切な１事業者に絞り込むとい

った柔軟なマネジメントなどを行うことが

重要である。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．プロジェクトの実施 

ＰＭは、事業全体の進捗を把握・

管理し、その進捗状況を踏まえて、

資金配分や技術開発内容の見直し、

実施体制の変更を検討・実施するも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．ステージゲート方式の導入 

式等により、途中段階での実施内容

の見直しや中止がある旨を公募要領

に明記し公募を行う。 

プロジェクト内の各実施主体間の

競争体制による場合のように、設置

が適切でない場合を除き、指導力と

先見性を有するプロジェクトリーダ

ーを実施主体の中から選定、設置し、

プロジェクトリーダーが、ＰＭを含

めた機構内部との明確な役割分担に

基づき、機構と連携してプロジェク

トを推進する。 

 

（注６）ピア・レビュー方式 

産業界、学術界等の外部の専門

家・有識者を活用した提案書の審

査方式。 

 

(e)プロジェクトの実施 

ＰＭは、プロジェクトの実施期間

中、技術戦略研究センターの知見を

活用しつつ国内外の関連技術動向を

把握するとともに、プロジェクト全

体の進捗を把握・管理し、その進捗

状況を踏まえて、資金配分や技術開

発内容の見直し、実施体制の変更を

検討・実施する。 

ＰＭは、プロジェクト成果の円滑

な権利化及びその実用化・事業化を

図るため、実施者間の知的財産権の

調整や標準化に関する事項を主導す

る。 

なお、これらの詳細について、機

構は、業務マニュアルを整備する。 

 

(f)ステージゲート方式の導入 

 

 

 

○プロジェクトリーダーについては、「中期

計画１．（１）（ア）（ⅲ）その他」より整理

統合。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

ナショナルプロジェクトの実施段

階において、プロジェクト期間を複

数のステージに分割し、採用するべ

き技術が確定できない初期のステー

ジでは複数の選択肢を並行的に試

み、次のステージに移行する際、評

価を行うゲートを設け、技術の取捨

選択や技術の融合、必要な実施体制

の見直し等を柔軟に図る「ステージ

ゲート方式」を原則として活用する

ものとする。 

 

ｇ．アワード方式の導入 

ナショナルプロジェクトの企画段

階又は実施段階において、挑戦的な

テーマに対し広い範囲から技術やア

イデアを取り込んでいく観点から、

優れた成果を上げた案件に対して懸

賞金を支払うコンテストを設けるこ

とでイノベーションを加速する「ア

ワード方式」をナショナルプロジェ

クトの特性に応じて活用することが

できるものとする。 

 

ナショナルプロジェクトの実施段

階において、「ステージゲート方式」

を原則として活用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)アワード方式の導入 

ナショナルプロジェクトの企画段

階又は実施段階において、挑戦的な

テーマに対し広い範囲から技術やア

イデアを取り込んでいく観点から、

優れた成果を上げた案件に対して懸

賞金を支払うコンテストを設けるこ

とでイノベーションを加速する「ア

ワード方式」をナショナルプロジェ

クトの特性に応じて活用することが

できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＰＭによる柔軟性と機動性を確保した研

究開発マネジメント（Ｐ．１７） 

エ アワード方式の導入 

挑戦的なテーマに対し広い範囲から技術

やアイデアを取り込んでいく観点から、多

数の主体の競争の場（コンテスト）を設け

ることでイノベーションを加速する「アワ

ード型」の手法の導入も図るべきである。 

 

 ⅰ）－２ 実証事業及び実用化促進事業 

 

実証事業及び実用化促進事業につい

ては、以下の方針の下で実施する。 

 

 

 

 

 

ａ．実証事業に係る基本計画の策定等 

 
実証事業については、国際的な競

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．ナショナルプロジェクトに係る基

本計画の策定等 

ナショナルプロジェクトについて

（ⅰ）－２ 実証事業及び実用化促進事

業 

実証事業及び実用化促進事業につい

ては、以下の方針の下で実施する。 

※平成２６年度までに開始され、平

成２７年度以降、大幅な見直しを行わ

ないナショナルプロジェクトも同様に

取り扱うものとする。 

 

 (a)実証事業に係る基本計画の策定等 

 

国際的な技術開発動向、我が国産業

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)ナショナルプロジェクトに係る基

本計画の策定等 

国際的な技術開発動向、我が国産業

○「中期目標２．（１）①ⅰ）－１ ナショ

ナルプロジェクト（実証事業を除く。）」以

外については、既存の内容を適用する。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

争水準から見て遜色ない技術に係る

テーマを中心に推進するとともに、

新エネルギー関連の技術分野など、

重点分野化・骨太化を図るものとす

る。 

その際、上記の実用化達成率に係

る目標達成のためにも、ＮＥＤＯは

政府と一層の連携の下、一体となっ

て事業の企画立案等に参画すること

とする。 

また、事業毎に、事業終了時や中

間時点での達成目標を定量的かつ明

確に示した基本計画を策定するもの

とする。 

その際、本目標が一層合理的なも

のとなるよう、産業界・学術界等の

外部の専門家の知見や国民からの意

見を幅広く収集するとともに、市場

創出効果、雇用創造効果、広範な産

業への波及効果、中長期的視点から

の我が国産業競争力強化への貢献、

内外のエネルギー・環境問題を始め

とする社会的課題の解決への貢献

（いわゆる「社会実装」の程度）、費

用対効果などの観点から、事前評価

を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、国際的な競争水準から見て遜色

ない技術に係るテーマを中心に推進

するとともに、新エネルギー関連の

技術分野など、重点分野化・骨太化

を図るものとする。 

その際、上記の実用化達成率に係

る目標達成のためにも、ＮＥＤＯは

政府と一層の連携の下、一体となっ

てプロジェクトの企画立案等に参画

することとする。 

また、プロジェクト毎に、プロジ

ェクト終了時や中間時点での達成目

標を定量的かつ明確に示した基本計

画を策定するものとする。 

その際、本目標が一層合理的なも

のとなるよう、産業界・学術界等の

外部の専門家の知見や国民からの意

見を幅広く収集するとともに、市場

創出効果、雇用創造効果、広範な産

業への波及効果、中長期的視点から

の我が国産業競争力強化への貢献、

内外のエネルギー・環境問題を始め

とする社会的課題の解決への貢献

（いわゆる「社会実装」の程度）、費

用対効果などの観点から、事前評価

を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

界の当該技術分野への取組状況や国

際競争力の状況、エネルギー需給の動

向、当該技術により実現される新市

場、新商品による我が国国民経済への

貢献の程度、産業技術政策やエネルギ

ー、環境政策の動向、国際貢献の可能

性等を十分に踏まえつつ、適切な事業

の企画立案、実施体制の構築を図るも

のとする。 

具体的には、実証事業については、

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に推進する

とともに、新エネルギー関連の技術分

野など、重点分野化・骨太化を図るも

のとする。その際、上記の実用化達成

率に係る目標達成のためにも、機構は

政府と一層の連携の下、一体となって

事業の企画立案等に参画する。また、

広範な視点から社会、産業界のニーズ

に対応するため、大学、公的研究機関

の研究者等が有する有望な技術シー

ズの発掘も行う。 

 

事業の立ち上げに当たっては、産業

界、学術界等の外部の専門家・有識者

を活用して、市場創出効果、雇用創造

効果等が大きく、広範な産業への高い

波及効果を有し、中長期的視点から我

が国の産業競争力の強化に資するこ

とや内外のエネルギー、環境問題を始

めとする社会的課題の解決への貢献

（いわゆる「社会実装」の程度）、投

入費用を上回る効果が見込まれるか

どうかの費用対効果等の観点も含め

た事前評価を実施する。 

事前評価の結果実施することとな

界の当該技術分野への取組状況や国

際競争力の状況、エネルギー需給の動

向、当該技術により実現される新市

場、新商品による我が国国民経済への

貢献の程度、産業技術政策やエネルギ

ー、環境政策の動向、国際貢献の可能

性等を十分に踏まえつつ、適切なプロ

ジェクトの企画立案、実施体制の構築

を図るものとする。 

具体的には、ナショナルプロジェク

トについては、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

心に推進するとともに、新エネルギー

関連の技術分野など、重点分野化・骨

太化を図るものとする。その際、上記

の実用化達成率に係る目標達成のた

めにも、機構は政府と一層の連携の

下、一体となってプロジェクトの企画

立案等に参画する。また、広範な視点

から社会、産業界のニーズに対応する

ため、大学、公的研究機関の研究者等

が有する有望な技術シーズの発掘も

行う。 

プロジェクトの立ち上げにあたっ

ては、産業界、学術界等の外部の専門

家・有識者を活用して、市場創出効果、

雇用創造効果等が大きく、広範な産業

への高い波及効果を有し、中長期的視

点から我が国の産業競争力の強化に

資することや内外のエネルギー、環境

問題を始めとする社会的課題の解決

への貢献（いわゆる「社会実装」の程

度）、投入費用を上回る効果が見込ま

れるかどうかの費用対効果等の観点

も含めた事前評価を実施する。 

事前評価の結果実施することとな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○体裁の修正。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．公募 

円滑かつ迅速な事業実施を図るた

め、客観的な採択基準を策定・公表

し、早期に公募を開始することとす

る。 

特に、実用化促進事業については、

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

図るとともに、採択件数の少ない事

業を除き、制度運用状況等を踏まえ

つつ、年度の枠にとらわれない随時

の応募相談受付と年間複数回の採択

を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．公募 

円滑かつ迅速な事業実施を図るた

め、客観的な採択基準を策定・公表

し、早期に公募を開始することとす

る。 

特に、実用化促進事業については、

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

図るとともに、採択件数の少ない事

業を除き、制度運用状況等を踏まえ

つつ、年度の枠にとらわれない随時

の応募相談受付と年間複数回の採択

を行うものとする。 

った事業について、国の政策に沿っ

て、内外の技術動向調査等から得られ

た知見や産業界、学術界等の外部の専

門家・有識者との意見交換及び広く国

民から収集した意見（パブリックコメ

ントを１回以上実施）を反映させ、事

業の目的や目標及び内容等を規定す

る基本計画を策定する。 

 

基本計画には、事業終了時点での最

終目標を定量的かつ明確に記述し、出

口イメージを明確に記述するものと

する。 

基本計画で定める技術開発期間に

ついては、中長期的な視点から、必要

に応じ、第３期中期目標期間にとらわ

れず柔軟かつ適切に策定する。５年間

以上の期間を要する事業については、

基本計画上、３年目を目途とした中間

時点での中間目標を定量的かつ明確

に記述する。 

 

 

(b)公募 

基本計画策定後、円滑かつ迅速な事

業実施、推進を図るため、極力多くの

事業について、政府予算の成立を条件

として、実施年度の前年度の３月まで

に公募を開始する。公募は、ホームペ

ージ等のメディアの最大限の活用等

により採択基準を公表しつつ実施す

る。また、公募に際しては、機構のホ

ームページ上に、公募開始の１ヶ月前

（緊急的に必要なものであって事前

の周知が不可能なものを除く。）には

公募に係る事前の周知を行う。 

ったプロジェクトについて、国の政策

に沿って、内外の技術動向調査等から

得られた知見や産業界、学術界等の外

部の専門家・有識者との意見交換及び

広く国民から収集した意見（パブリッ

クコメントを１回以上実施）を反映さ

せ、プロジェクトの目的や目標及び内

容等を規定するプロジェクト基本計

画を策定する。 

プロジェクト基本計画には、プロジ

ェクト終了時点での最終目標を定量

的かつ明確に記述し、出口イメージを

明確に記述するものとする。 

プロジェクト基本計画で定める技

術開発期間については、中長期的な視

点から、必要に応じ、第３期中期目標

期間にとらわれず柔軟かつ適切に策

定する。５年間以上の期間を要するプ

ロジェクトについては、プロジェクト

基本計画上、３年目を目途とした中間

時点での中間目標を定量的かつ明確

に記述する。 

 

(b)公募 

基本計画策定後、円滑かつ迅速な事

業実施、推進を図るため、極力多くの

事業について、政府予算の成立を条件

として、実施年度の前年度の３月まで

に公募を開始する。公募は、ホームペ

ージ等のメディアの最大限の活用等

により採択基準を公表しつつ実施す

る。また、公募に際しては、機構のホ

ームページ上に、公募開始の１ヶ月前

（緊急的に必要なものであって事前

の周知が不可能なものを除く。）には

公募に係る事前の周知を行う。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．選定・採択 

事業実施者等の採択に当たって

は、審査・採択基準に基づき、ＮＥ

ＤＯ外部からの専門家・有識者等を

活用した客観的で公正な審査を行う

とともに、採択結果の公表や不採択

者に対する不採択理由の通知を行う

等、審査過程の透明性を確保するこ

ととする。また、公募から採択まで

の標準処理期間を設定し、事務の合

理化・迅速化を図ることとする。 

実証事業については、これまでの

実用化に係る実績を十分踏まえた参

加企業の選定・採択を行うものとす

る。また、事業に参加する企業が複

数である場合は、当該企業間の競

争・協調関係に基づく、適切な役割

分担を明確に認識した上で、事業実

施体制を構築することとする。他方、

費用対効果等の不確実性が高くと

も、将来の産業・社会に大きな影響

をもたらし得る技術開発について

も、その点を一定程度評価すること

とする。 

また、実用化促進事業については、

事業実施者の経営能力を審査過程で

重視するとともに、比較的短時間で

成果が得られ、早期に高い市場創

出・経済活性化の効果を有し得るも

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．選定・採択 

事業実施者等の採択に当たって

は、審査・採択基準に基づき、ＮＥ

ＤＯ外部からの専門家・有識者等を

活用した客観的で公正な審査を行う

とともに、採択結果の公表や不採者

に対する不採択理由の通知を行う

等、審査過程の透明性を確保するこ

ととする。また、公募から採択まで

の標準処理期間を設定し、事務の合

理化・迅速化を図ることとする。 

ナショナルプロジェクトについて

は、これまでの実用化に係る実績を

十分踏まえた参加企業の選定・採択

を行うものとする。また、事業に参

加する企業が複数である場合は、当

該企業間の競争・協調関係に基づく、

適切な役割分担を明確に認識した上

で、事業実施体制を構築することと

する。他方、費用対効果等の不確実

性が高くとも、将来の産業・社会に

大きな影響をもたらし得る技術開発

についても、その点を一定程度評価

することとする。 

また、実用化促進事業については、

事業実施者の経営能力を審査過程で

重視するとともに、比較的短時間で

成果が得られ、早期に高い市場創

出・経済活性化の効果を有し得るも

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る。ま

た、事業運用の状況を踏まえつつ、年

度の枠にとらわれない随時の応募相

談受付と年間複数回の採択を行う。 

 

(c)選定、採択 

実証事業については、企画競争や公

募の過程で形成された産業界、学術界

等の外部の専門家・有識者との関係も

活用しつつ、客観的な審査、採択基準

に基づく公正な選定、採択審査を行

う。選定、採択に当たっては、事業の

性格や目標に応じ、これまでの実用

化・事業化に係る実績を十分踏まえた

参加企業の選定・採択を行うものと

し、企業間の競争関係や協調関係に基

づく、適切な役割分担を明確に認識し

た上で、企画競争、公募を通じて、最

高の英知を集めつつ、適切な技術開発

体制の構築を行う。特に、機構と実施

者との間にマネジメント機能の重複

がないようにするとともに、真に技術

力と実用化・事業化能力を有する企業

を実施者として選定し、成果を最大化

するための最適な技術開発体制の構

築に努める等、安易な業界横並び体制

に陥ることのないよう留意する。な

お、費用対効果等の不確実性が高くと

も、将来の産業・社会に大きな影響を

もたらし得る技術開発についても、そ

の点を一定程度評価する。 

 

実用化促進事業は、比較的短期間で

技術の実用化・事業化を行うことを目

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る。ま

た、事業運用の状況を踏まえつつ、年

度の枠にとらわれない随時の応募相

談受付と年間複数回の採択を行う。 

 

(c)選定、採択 

ナショナルプロジェクトについて

は、企画競争や公募の過程で形成され

た産業界、学術界等の外部の専門家・

有識者との関係も活用しつつ、客観的

な審査、採択基準に基づく公正な選

定、採択審査を行う。選定、採択にあ

たっては、プロジェクトの性格や目標

に応じ、これまでの実用化・事業化に

係る実績を十分踏まえた参加企業の

選定・採択を行うものとし、企業間の

競争関係や協調関係に基づく、適切な

役割分担を明確に認識した上で、企画

競争、公募を通じて、最高の英知を集

めつつ、適切な技術開発体制の構築を

行う。特に、機構と実施者との間にマ

ネジメント機能の重複がないように

するとともに、真に技術力と実用化・

事業化能力を有する企業を実施者と

して選定し、成果を最大化するための

最適な技術開発体制の構築に努める

等、安易な業界横並び体制に陥ること

のないよう留意する。なお、費用対効

果等の不確実性が高くとも、将来の産

業・社会に大きな影響をもたらし得る

技術開発についても、その点を一定程

度評価する。 

実用化促進事業は、比較的短期間で

技術の実用化・事業化を行うことを目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○体裁の修正。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

のを重視して採択するものとする。 

さらに、採択された事業実施者に

対しては、技術の早期実用化・事業

化を図るため、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、行うこととする。 

 

のを重視して採択するものとする。 

さらに、採択された事業実施者に

対しては、技術の早期実用化・事業

化を図るため、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、行うこととする。 

 

的とし、比較的短期間で成果が得ら

れ、即効的な市場創出、経済活性化に

高い効果を有し得るものであること

に鑑み、事業実施者の経営能力を審査

過程で重視するとともに、達成すべき

技術目標及び実現すべき新製品等の

出口イメージが明確で、我が国の経済

活性化やエネルギー・環境問題の解決

により直接的で、かつ大きな効果を有

する案件を重視して選定、採択する。

公的機関のニーズ等を踏まえた技術

開発課題の解決への取組を行う事業

については、その有効性等を検証しつ

つ実施する。必要に応じ大学等の基礎

基盤の科学技術の知見も活用し、実用

化・事業化を後押しするとともに、採

択された事業実施者に対しては、技術

の早期実用化・事業化を図るため、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行うこととする。

さらに、事業実施効果の確保及び事業

費の有効活用を図るため、案件採択時

においては、費用対効果分析の実施を

徹底するよう努める。 

 

選定結果は公開し、不採択案件応募

者に対する明確な理由の通知を行う。

十分な審査期間を確保することに最

大限留意の上、応募総数が多い場合

等、特段の事情がある場合を除き、公

募締切から採択決定までの期間をそ

れぞれ以下の日数とすることにより、

事務の合理化、迅速化を図る。 

・実証事業：原則４５日以内 

 

（ただし、エネルギー等関連業務

的とし、比較的短期間で成果が得ら

れ、即効的な市場創出、経済活性化に

高い効果を有し得るものであること

に鑑み、事業実施者の経営能力を審査

過程で重視するとともに、達成すべき

技術目標及び実現すべき新製品等の

出口イメージが明確で、我が国の経済

活性化やエネルギー・環境問題の解決

により直接的で、かつ大きな効果を有

する案件を重視して選定、採択する。

公的機関のニーズ等を踏まえた技術

開発課題の解決への取組を行う事業

については、その有効性等を検証しつ

つ実施する。必要に応じ大学等の基礎

基盤の科学技術の知見も活用し、実用

化・事業化を後押しするとともに、採

択された事業実施者に対しては、技術

の早期実用化・事業化を図るため、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行うこととする。

さらに、事業実施効果の確保及び事業

費の有効活用を図るため、案件採択時

においては、費用対効果分析の実施を

徹底するよう努める。 

 

選定結果は公開し、不採択案件応募

者に対する明確な理由の通知を行う。

十分な審査期間を確保することに最

大限留意の上、応募総数が多い場合

等、特段の事情がある場合を除き、公

募締切から採択決定までの期間をそ

れぞれ以下の日数とすることにより、

事務の合理化、迅速化を図る。 

・ナショナルプロジェクト：原則４

５日以内 

（ただし、エネルギー等関連業務
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

の実証業務等：原則６０日以内） 

・実用化促進事業：原則７０日以内 

 

の実証業務等：原則６０日以内） 

・実用化促進事業：原則７０日以内 

 

ⅱ）評価（Ｃｈｅｃｋ）／反映・実行（Ａ

ｃｔｉｏｎ）  

個々の事業に係る各種評価（中間評価、

事後評価及び追跡評価）については、外

部の専門家・有識者を活用し厳格に行う

ものとする。 

また、これらの評価結果から得られた、

技術開発マネジメントに係る多くの知

見・教訓・好事例等を蓄積することによ

り、マネジメント機能全体の改善・強化

に反映させることとする。 

さらに、各評価結果については、技術

情報等の流出等の観点に配慮しつつ、可

能な範囲で公表するものとする。 

 

ａ．中間評価等 

事業実施期間を５年以上とするナシ

ョナルプロジェクトについては、数値

化された指標を用いて中間評価を厳格

に実施し、中間目標達成度を把握する

とともに、その結果に基づき、事業の

加速化（年度途中における開発成果創

出促進制度の適用等）・縮小・中止・見

直し等を迅速に行うものとする。 

特に、中間目標に対し、評価結果が

一定水準に満たない事業については、

原則として中止し、その財源を加速化

すべき事業に充てることとする。 

 また、中間評価を行わない年度にお

いても、事業の進捗状況を一層詳細に

把握し、事業の加速化・縮小等を迅速

に行うものとする。 

ただし、上記プロジェクトのうち、

ⅱ）評価（Ｃｈｅｃｋ）／反映・実行（Ａ

ｃｔｉｏｎ）  

個々の事業に係る各種評価（中間評価、

事後評価及び追跡評価）については、外

部の専門家・有識者を活用し厳格に行う

ものとする。 

また、これらの評価結果から得られた、

技術開発マネジメントに係る多くの知

見・教訓・好事例等を蓄積することによ

り、マネジメント機能全体の改善・強化

に反映させることとする。 

さらに、各評価結果については、技術

情報等の流出等の観点に配慮しつつ、可

能な範囲で公表するものとする。 

 

ａ．中間評価等 

事業実施期間を５年以上とするナシ

ョナルプロジェクトについては、数値

化された指標を用いて中間評価を厳格

に実施し、中間目標達成度を把握する

とともに、その結果に基づき、事業の

加速化（年度途中における開発成果創

出促進制度の適用等）・縮小・中止・見

直し等を迅速に行うものとする。 

特に、中間目標に対し、評価結果が

一定水準に満たない事業については、

原則として中止し、その財源を加速化

すべき事業に充てることとする。 

 また、中間評価を行わない年度にお

いても、事業の進捗状況を一層詳細に

把握し、事業の加速化・縮小等を迅速

に行うものとする。 

（新設） 

（ⅱ）評価／反映・実行 

個々の事業に係る中間評価、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

格に行うものとする。また、これらの評

価結果から得られた、技術開発マネジメ

ントに係る多くの知見、教訓、良好事例

等を蓄積することにより、マネジメント

機能全体の改善・強化に反映させる。さ

らに、各評価結果については、技術情報

等の流出等の観点に配慮しつつ、可能な

範囲で公表するものとする。 

 

 

 

(a)中間評価等 

産業界、学術界等の外部の専門家・有

識者を活用し、数値化された指標を用い

て中間評価を、厳格に適切な手法で実施

する。特に５年間程度以上の期間を要す

る事業については、３年目ごとを目途と

する中間評価を必ず行う。中間評価の実

施に当たっては、技術開発の進捗状況に

加え、プロジェクト・マネジメントの適

切性について、より重点を置きつつ、中

間目標達成度を把握するとともに、社会

経済情勢等を踏まえた上で、技術開発内

容やマネジメント等の改善、見直しを的

確に行っていく。 

機構による自主的な点検等により常

に的確に事業の進捗状況を段階ごとに

一層詳細に把握し管理するよう努め、中

間評価や随時行われる事業進捗の把握

（ⅱ）評価／反映・実行 

個々の事業に係る中間評価、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

格に行うものとする。また、これらの評

価結果から得られた、技術開発マネジメ

ントに係る多くの知見、教訓、良好事例

等を蓄積することにより、マネジメント

機能全体の改善・強化に反映させる。さ

らに、各評価結果については、技術情報

等の流出等の観点に配慮しつつ、可能な

範囲で公表するものとする。 

 

 

 

(a)中間評価等 

産業界、学術界等の外部の専門家・有

識者を活用し、数値化された指標を用い

て中間評価を、厳格に適切な手法で実施

する。特に５年間程度以上の期間を要す

る事業については、３年目ごとを目途と

する中間評価を必ず行い、中間目標達成

度を把握するとともに、社会経済情勢等

を踏まえた上で、技術開発内容やマネジ

メント等の改善、見直しを的確に行って

いく。 

 

 

 

機構による自主的な点検等により常

に的確に事業の進捗状況を段階ごとに

一層詳細に把握し管理するよう努め、中

間評価や随時行われる事業進捗の把握

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○産構審中間とりまとめを踏まえ、非連続
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

非連続なイノベーションの創出を目的

として行われる技術開発関連事業であ

って、特にリスクの高いものについて

は、ステージゲート方式において次の

ステージに移行する毎に、技術の取捨

選択や技術の融合、必要な実施体制の

見直し等を柔軟に図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．事後評価 

ナショナルプロジェクト及び実用化

促進事業については、各事業の終了後、

外部の専門家・有識者を活用し、数値

化された指標を用いて、技術的成果、

実用化・事業化の見通し等の観点から、

事後評価を実施し、評価結果を以後の

マネジメント業務の改善に反映させる

ものとする。 

ただし、ナショナルプロジェクトの

うち、非連続なイノベーションの創出

を目的として行われる技術開発関連事

業であって、特にリスクの高いものに

ついては、上記の観点に加え、新たな

知見の獲得、獲得された知見の他の技

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．事後評価 

ナショナルプロジェクト及び実用化

促進事業については、各事業の終了後、

外部の専門家・有識者を活用し、数値

化された指標を用いて、技術的成果、

実用化・事業化の見通し等の観点から、

事後評価を実施し、評価結果を以後の

マネジメント業務の改善に反映させる

ものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

結果等を基に、開発成果創出促進制度の

活用等により、プロジェクト内又はプロ

ジェクト間において、配分予算の調整を

行う等、事業の加速化（開発成果創出促

進制度の適用等）、縮小、中止、見直し

等を迅速に行うとともに、以降の事業実

施及び予算要求プロセスに反映する。 

中間時点での評価結果が一定水準に

満たない事業については、抜本的な改善

策等がない場合には原則として中止し、

その財源を加速化すべき事業に充てる

こととする。 

ただし、上記プロジェクトのうち、

非連続なイノベーションの創出を目的

として行われる技術開発関連事業であ

って、特にリスクの高いものについて

は、ステージゲート方式において次の

ステージに移行する毎に、技術の取捨

選択や技術の融合、必要な実施体制の

見直し等を柔軟に図るものとする。 

 

(b)事後評価 

事業終了後、産業界、学術界等の外部

の専門家・有識者を活用し、数値化され

た指標を用いて、技術的成果、実用化・

事業化の見通し、マネジメント等を評価

項目とした事後評価を実施するととも

に、その結果を以後の機構のマネジメン

トの改善に活用する。 

 

ただし、ナショナルプロジェクトの

うち、非連続なイノベーションの創出

を目的として行われる技術開発関連事

業であって、特にリスクの高いものに

ついては、上記の評価項目において、

技術的成果では、最終目標の達成度に

結果等を基に、開発成果創出促進制度の

活用等により、プロジェクト内又はプロ

ジェクト間において、配分予算の調整を

行う等、事業の加速化（開発成果創出促

進制度の適用等）、縮小、中止、見直し

等を迅速に行うとともに、以降の事業実

施及び予算要求プロセスに反映する。 

中間時点での評価結果が一定水準に

満たない事業については、抜本的な改善

策等がない場合には原則として中止し、

その財源を加速化すべき事業に充てる

こととする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)事後評価 

事業終了後、産業界、学術界等の外部

の専門家・有識者を活用し、数値化され

た指標を用いて、技術的成果、実用化・

事業化見通し、マネジメント等を評価項

目とした事後評価を実施するとともに、

その結果を以後の機構のマネジメント

の改善に活用する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

なイノベーションの創出を目的として行わ

れるプロジェクトの評価方法を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○体裁の修正。 

 

 

 

 

○産構審中間とりまとめを踏まえ、非連続

なイノベーションの創出を目的として行わ

れるプロジェクトの評価方法を記載。 

 

＜産構審中間とりまとめ＞（別２－１） 

また、国の研究開発プロジェクトは、リ
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

術や用途への波及効果等の観点から、

その成果を評価するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

その際、ＮＥＤＯが策定した基準に

おいて、ナショナルプロジェクトにつ

いては、８割以上が合格、６割以上が

優良との評価を、また、実用化促進事

業については、６割以上が順調との評

価を得ることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．追跡評価等  

ナショナルプロジェクトについて

は、事業終了後も、参加企業を始めと

する事業実施者に働きかけを行い、そ

の成果の実用化・事業化を推進するた

め、これまで以上に分野横断的かつ緻

密に、追跡評価（追跡調査及びその結

果分析等）を実施することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際、ＮＥＤＯが策定した基準に

おいて、ナショナルプロジェクトにつ

いては、８割以上が合格、６割以上が

優良との評価を、また、実用化促進事

業については、６割以上が順調との評

価を得ることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．追跡評価等  

ナショナルプロジェクトについて

は、事業終了後も、参加企業を始めと

する事業実施者に働きかけを行い、そ

の成果の実用化・事業化を推進するた

め、これまで以上に分野横断的かつ緻

密に、追跡評価（追跡調査及びその結

果分析等）を実施することとする。 

 

 

 

 

留まらず、設定された目標以外の技術

成果、世界初の知見の獲得、新たな技

術領域の開拓等がある場合は積極的に

評価する。また、実用化・事業化の見

通しでは、計画に沿った実用化・事業

化の見通しに留まらず、他の技術や用

途への展開、新たな市場の創造の見通

し、社会的な効果等がある場合は積極

的に評価する。 

ナショナルプロジェクトにおいては、

技術的成果、実用化・事業化の見通し、

マネジメント等を評価項目とし、別途公

表される計算式に基づき８割以上が「合

格」、６割以上が「優良」との評価を得

る。 

実用化促進事業においては、特にイノ

ベーションの実現に資するものとして

実施する事業については、産業界、学術

界等の外部の専門家・有識者を活用した

事後評価において、技術的成果、実用

化・事業化の見通し等を評価項目とし、

別途公表される計算式に基づき６割以

上が「順調」との評価を得る。 

 

(c)追跡評価等 

ナショナルプロジェクトについては、

事業終了後も、参加企業を始めとする事

業実施者に働きかけを行い、プロジェク

トが及ぼした経済的・社会的効果等をフ

ォローしその成果の実用化・事業化を推

進するため、また、機構の技術開発マネ

ジメントの改善に反映させるため、既往

の政府決定等を踏まえ、評価に伴う過重

な作業負担の回避という観点を考慮し

つつ、これまで以上に分野横断的かつ緻

密に逐次追跡調査を実施する。その際、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナショナルプロジェクトにおいては、

技術的成果、実用化・事業化見通し、マ

ネジメント等を評価項目とし、別途公表

される計算式に基づき８割以上が「合

格」、６割以上が「優良」との評価を得

る。 

実用化促進事業においては、特にイノ

ベーションの実現に資するものとして

実施する事業については、産業界、学術

界等の外部の専門家・有識者を活用した

事後評価において、技術的成果、実用

化・事業化見通し等を評価項目とし、別

途公表される計算式に基づき６割以上

が「順調」との評価を得る。 

 

(c)追跡評価等 

ナショナルプロジェクトについては、

事業終了後も、参加企業を始めとする事

業実施者に働きかけを行い、プロジェク

トが及ぼした経済的・社会的効果等をフ

ォローしその成果の実用化・事業化を推

進するため、また、機構の技術開発マネ

ジメントの改善に反映させるため、既往

の政府決定等を踏まえ、評価に伴う過重

な作業負担の回避という観点を考慮し

つつ、これまで以上に分野横断的かつ緻

密に逐次追跡調査を実施する。その際、

スクが高くチャレンジングなものを実施

し、その結果について、失敗も含め全体の

ポートフォリオの中で前向きに評価してい

くとの姿勢をもって取り組むことが肝要で

ある。 

 

 

 

 

 

○体裁の修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○体裁の修正。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

ただし、ナショナルプロジェクトの

うち、非連続なイノベーションの創出

を目的として行われる技術開発関連事

業であって、特にリスクの高いものに

ついては、実用化・事業化の見通し、

獲得された知見の他の技術や用途への

波及効果等の観点から多面的に評価す

ることとし、専門分野の外部有識者に

よる評価結果を活用しつつ、必要な場

合には上記ナショナルプロジェクトよ

りも長期的に、追跡評価を実施するこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際、様々な角度からの分析を引

き続き行うことにより、新たなプロジ

ェクト（非連続なイノベーションの創

出を目的として行われる技術開発関連

事業であって、特にリスクの高いもの

を除く。）の採択時には、これまでの実

用化に係る実績（実用化率等）を十分

踏まえた参加企業の選定を行うものと

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際、様々な角度からの分析を引

き続き行うことにより、新たなプロジ

ェクトの採択時には、これまでの実用

化に係る実績（実用化率等）を十分踏

まえた参加企業の選定を行うものとす

る。また、成功事例のみならず、非継

続・中止となった事業の要因の分析等

を行うことも含め、追跡評価を通じ、

参加企業における実用化・事業化状況

（非継続、中止、技術開発、製品化、上

市）等を把握するとともに、本調査から

得られた機構の成果（製品化事例等）を

積極的に情報発信する。 

ただし、ナショナルプロジェクトのう

ち、非連続なイノベーションの創出を目

的として行われる技術開発関連事業で

あって、特にリスクの高いものについて

は、実用化・事業化状況等の把握に加え

て、新たな技術領域の開拓、他の技術や

用途への展開、新たな市場の創造の見通

し、社会的な効果等の多面的な観点か

ら、専門分野の外部有識者を活用しつつ

調査・分析を行い、必要な場合には上記

ナショナルプロジェクトよりも長期的

に追跡評価を実施することとする。 

 

(d)技術開発マネジメントに係る知見、教

訓の蓄積 

ＰＤＣＡサイクルの一層の深化と確

実な定着を図るべく、中間評価、事後評

価及び追跡評価の各結果から得られた

知見、教訓を引き続き組織知として蓄積

するとともに、機構内で知見、教訓がよ

り一層活用されるよう、毎年度２回以上

の機構内の共有活動を実施する。 

 

また、様々な角度からのデータの分析

を引き続き行い、新たなプロジェクト

（非連続なイノベーションの創出を目

的として行われる技術開発関連事業で

あって、特にリスクの高いものを除く。）

の採択時等に、これまでの実用化・事業

化に係る実績を十分踏まえた参加企業

の選定を行う。その際、成功事例のみな

参加企業における実用化・事業化状況

（非継続、中止、技術開発、製品化、上

市）等を把握するとともに、本調査から

得られた機構の成果（製品化事例等）を

積極的に情報発信する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、様々な角度からのデータの分析

を引き続き行い、新たなプロジェクトの

採択時等に、これまでの実用化・事業化

に係る実績を十分踏まえた参加企業の

選定を行う。その際、成功事例のみなら

ず、非継続、中止となった事業の要因の

分析等を行うことも含め、これまでのナ

ショナルプロジェクトに係る総合的、定

 

 

 

 

 

○産構審中間とりまとめを踏まえ、非連続

なイノベーションの創出を目的として行わ

れるプロジェクトの評価方法を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○技術開発マネジメントに係る知見、教訓

の蓄積については、「中期計画１．（１）（ア）

（ⅲ）その他」より整理統合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○産構審中間とりまとめを踏まえ、非連続

なイノベーションの創出を目的として行わ

れるプロジェクトについては、実用化に係

る実績を十分踏まえた参加企業の選定の対

象外とする。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

する。また、成功事例のみならず、非

継続・中止となった事業の要因の分析

等を行うことも含め、追跡評価を通じ、

これまでのナショナルプロジェクトに

係る総合的、定量的な評価を行うこと

とする。 

さらに、委託先に帰属する特許権等

について、委託先における事業化の状

況及び第三者への実施許諾の状況等に

つき引き続き毎年調査し、適切な形で

対外的に公表することとする。 

 

これまでのナショナルプロジェクトに

係る総合的、定量的な評価を行うこと

とする。 

 

 

 

さらに、委託先に帰属する特許権等

について、委託先における事業化の状

況及び第三者への実施許諾の状況等に

つき引き続き毎年調査し、適切な形で

対外的に公表することとする。 

 

らず、非継続、中止となった事業の要因

の分析等を行うことも含め、これまでの

ナショナルプロジェクトに係る総合的、

定量的な評価を行う。 

 

 

さらに、委託先に帰属する特許権等に

ついて、委託先における事業化の状況及

び第三者への実施許諾の状況等につき

引き続き毎年調査し、適切な形で対外的

に公表することとする。 

 

量的な評価を行う。 

 

 

 

 

 

さらに、委託先に帰属する特許権等に

ついて、委託先における事業化の状況及

び第三者への実施許諾の状況等につき

引き続き毎年調査し、適切な形で対外的

に公表することとする。 

 

ⅲ）その他 

事業の実施に当たり、引き続き、交付

申請・契約・検査事務などに係る事業実

施者の事務負担を極力軽減するととも

に、委託事業においては技術開発資産等

の事業終了後の有効活用を図るものとす

る。 

また、プロジェクトの円滑な推進及び

成果の実用化・事業化を推進するため、

事業実施者間における知的財産権の取扱

いに関するルール化（合意文書策定）や、

知的財産権に係わる委員会設置等の体制

整備の取組を促すこととする。さらに、

ＮＥＤＯにおいて適切な知的財産マネジ

メントを実施するための体制強化を図

り、公募段階から知的財産マネジメント

の方針を提示するなど、ＮＥＤＯが各プ

ロジェクトにおける知財方針の策定を主

導する。 

さらに、事業の予見性を高めるととも

に進捗に応じた柔軟な執行を可能とする

ために導入した「複数年度契約」や、技

術開発のニーズに迅速に応える「年複数

回採択」等の制度面・手続き面の改善を

ⅲ）その他 

事業の実施に当たり、引き続き、交付

申請・契約・検査事務などに係る事業実

施者の事務負担を極力軽減するととも

に、委託事業においては技術開発資産等

の事業終了後の有効活用を図るものとす

る。 

また、プロジェクトの円滑な推進及び

成果の実用化・事業化を推進するため、

事業実施者間における知的財産権の取扱

いに関するルール化（合意文書策定）や、

知的財産権に係わる委員会設置等の体制

整備の取組を促すこととする。また、合

意文書策定に当たっては、ＮＥＤＯが積

極的に関与するなどの支援体制を強化す

るものとする。さらに、技術開発並びに

知的財産権取得及び標準化の一体的な推

進により、ＩＳＯ等の国際標準の獲得を

図ることとする。 

さらに、事業の予見性を高めるととも

に進捗に応じた柔軟な執行を可能とする

ために導入した「複数年度契約」や、技

術開発のニーズに迅速に応える「年複数

回採択」等の制度面・手続き面の改善を

（ⅲ）その他 

(a)主な制度運用 

手続き面では、事業の予見性を高める

とともに、進捗に応じた柔軟な執行を可

能とするために導入した「複数年度契

約」や、技術開発ニーズに迅速に応える

「年複数回採択」等の制度面、手続き面

の改善を行うとともに、事業実施者に対

する説明会を毎年度４回以上行う。 

・国からの運営費交付金を原資とする

事業については、事業実施者から目

標達成に向けた明確なコミットメン

トが得られる場合には、最長３年間

程度の複数年度契約、交付決定を実

施する。国からの補助金等を原資と

する事業については、その性格を踏

まえつつも、制度の趣旨に応じた柔

軟な応募受付、事業実施システムを

構築することにより、年度の切れ目

が事業実施の上での不必要な障壁と

なることのないよう、利用者本位の

制度運用を行う。 

・制度面、手続き面の改善を、変更に

伴う事業実施者の利便性の低下にも

（ⅲ）その他 

(a)主な制度運用 

手続き面では、事業の予見性を高める

とともに、進捗に応じた柔軟な執行を可

能とするために導入した「複数年度契

約」や、技術開発ニーズに迅速に応える

「年複数回採択」等の制度面、手続き面

の改善を行うとともに、事業実施者に対

する説明会を毎年度４回以上行う。 

・国からの運営費交付金を原資とする

事業については、事業実施者から目

標達成に向けた明確なコミットメン

トが得られる場合には、最長３年間

程度の複数年度契約、交付決定を実

施する。国からの補助金等を原資と

する事業については、その性格を踏

まえつつも、制度の趣旨に応じた柔

軟な応募受付、事業実施システムを

構築することにより、年度の切れ目

が事業実施の上での不必要な障壁と

なることのないよう、利用者本位の

制度運用を行う。 

・制度面、手続き面の改善を、変更に

伴う事業実施者の利便性の低下にも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○産構審中間とりまとめを踏まえ、知的財

産マネジメントに関する内容を追記。 

 

○標準化については、「中期目標２．（１）

⑤ 技術開発成果の事業化支援」に整理統

合。 

 

＜産構審中間とりまとめ＞（Ｐ．１９） 

イ 国の研究開発プロジェクトにおける知

的財産マネジメントのあり方 

（イ）基本的考え方を踏まえた知的財産マ

ネジメントに係る施策の方向性 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

引き続き行うこととする。 

また、各年度期末における運営費交付

金債務について、その発生要因等を厳格

に分析し、減少に向けた努力を行うとと

もに、不正事案の発生を抑制するため、

事業者側に不正に関するリスク管理等に

ついての啓蒙の徹底を図るなど、不断の

取組を一層強化するものとする。 

 

引き続き行うこととする。 

また、各年度期末における運営費交付

金債務について、その発生要因等を厳格

に分析し、減少に向けた努力を行うとと

もに、不正事案の発生を抑制するため、

事業者側に不正に関するリスク管理等に

ついての啓蒙の徹底を図るなど、不断の

取組を一層強化するものとする。 

 

留意しつつ行うとともに、事業実施

者に対する説明会を毎年度４回以上

行う。また、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、８割

以上の回答者から肯定的な回答を得

る。 

・交付申請、契約、検査事務等に係る

事業実施者の事務負担を極力軽減す

るとともに、委託事業においては技

術開発資産等の事業終了後の有効活

用を図る。 

・第３期中期目標期間中に、機構が行

う業務への供用を終了した技術開発

資産の翌年度における売却手続きに

要する期間を平均９ヶ月以内とする

ことを目指す。 

 

 (b)知的財産権 

日本版バイドール制度の導入後、原則

としてプロジェクト実施者に知的財産

権を帰属させることにより、企業等がプ

ロジェクトに参加するインセンティブ

が向上する一方で、技術開発の成果の事

業化が進んでいない場合も依然見られ、

知的財産権を保有する者以外への技術

開発成果の展開が十分進んでいない可

能性も懸念されている。 

こうしたことを踏まえ、機構は、プロ

ジェクト（実施中のもののみならず終了

後のものも含む。）の成果を最大限事業

化に結びつけるため、公募段階から以下

の方針を踏まえた知的財産マネジメン

トの方針を提示するほか、機構が各プロ

ジェクトの趣旨・目的に応じた知的財産

マネジメントを主導する。 

留意しつつ行うとともに、事業実施

者に対する説明会を毎年度４回以上

行う。また、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、８割

以上の回答者から肯定的な回答を得

る。 

・交付申請、契約、検査事務等に係る

事業実施者の事務負担を極力軽減す

るとともに、委託事業においては技

術開発資産等の事業終了後の有効活

用を図る。 

・第３期中期目標期間中に、機構が行

う業務への供用を終了した技術開発

資産の翌年度における売却手続きに

要する期間を平均９ヶ月以内とする

ことを目指す。 

 

(b)知的財産権、国際標準化 

技術開発成果の最大化及びプロジェ

クトの円滑な実施のため、プロジェクト

参加者に対し、知財の取扱いに関するル

ールの策定及び知財に関する委員会等

の体制整備を促すとともに、必要に応じ

て機構も積極的に関与し、戦略的な知財

マネジメントの強化に取り組む。なお、

当面は「ＮＥＤＯプロジェクトにおける

知財マネジメント基本方針」に基づくプ

ロジェクトを対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

上記の基本的考え方を踏まえ、施策とし

て以下の方向性をもって取り組むことが必

要である。 

ａ 研究開発成果を事業化するための知的

財産権の積極的な運用展開 

・自ら事業化することに意欲的な研究開発

の受託者に対しては、優先的に知的財産権

を保有させる。 

・事業化に際し関係する知的財産権を効率

的に活用できるよう、プロジェクト参加者

間で保有する知的財産権を実施許諾し合え

るルールを定める。 

・長期に亘り未活用な知的財産権を、国等

の求めに応じ第三者に実施許諾する日本版

バイ・ドール制度上の取決めを活用するた

め、制度を円滑に運用するための指針を用

意する。 

・公的機関や技術研究組合へのサブライセ

ンス権の付与等を通じ、プロジェクトの成

果を第三者に広く実施許諾する。 

・研究開発の受託者に知的財産権を帰属さ

せても成果の事業化が見込まれない場合な

ど個別の事情に応じ、帰属先を柔軟に選択

する。 

 

ｂ 知的財産権の積極活用のための体制整

備 

・技術研究組合を株式会社化するなど事業

を行う観点から知的財産権の集約や活用に

取り組みやすい体制を構築し、成果の事業

化につなげる。 

・国内事業者のみに対し事業活動を制限し

ないよう、成果を日本で権利化する場合は、

市場展開を見込む諸外国でも権利化するこ

とを原則とする。 

・権利化と同時に標準化を図る、権利化と
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

・自ら事業化（成果を第三者に移転す

ることにより事業化を図る場合も

含む。）することに意欲的な技術開

発の受託者に対しては、優先的に知

的財産権を保有させる。 

・事業化に際し関係する知的財産権を

効率的に活用できるよう、プロジェ

クト参加者間で保有する知的財産

権を相互に合理的な条件で実施許

諾し合えるルールを定める。 

・長期に亘り未活用な知的財産権を、

国等の求めに応じ第三者に実施許

諾するために、政府において策定さ

れる運用ガイドラインを十分に活

用する。 

・必要に応じ機構へのサブライセンス

権の付与等を通じ、プロジェクトの

成果を第三者に広く実施許諾する。 

・技術開発の受託者に知的財産権を帰

属させても成果の事業化が見込ま

れない場合など個別の事情に応じ、

帰属先を柔軟に選択する。 

・優れた成果は国際的に展開すべきで

あることに鑑み、成果を日本で権利

化する場合は、並行して市場展開を

見込む諸外国でも権利化すること

を原則とする。 

・権利化と同時に標準化を図る、権利

化と秘匿化とを適切に組み合わせ

るなどプロジェクトの計画段階か

ら戦略を考えて対応する。 

特に、機構は、ＰＭの主導の下、プロ

ジェクト実施者に対して知的財産権の

取扱いに関する合意文書の策定を促す

とともに、知的財産権に関する委員会設

置等の体制整備を推進する。さらに、必

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、原則として委託事業における日

本版バイドール条項の適用を行うこと

により技術開発実施者の事業取組への

インセンティブを高めるとともに、付加

価値の高い技術開発成果の実用化・事業

化に向け、事業実施者における強い知的

財産権の取得を奨励するとともに必要

秘匿化とを適切に組み合わせるなど計画段

階から戦略を考えて対応する。 

・公的機関において適切な知的財産マネジ

メントを実施するための体制整備を図る。 

 

＜産構審中間とりまとめ＞（Ｐ．別２－１

０） 

【別添２】【別紙】 

１．問題意識 

（２）日本版バイ・ドール制度導入後の状

況と問題意識 

制度の導入後は、経済産業省を中心に、国

が実施する委託研究開発プロジェクトにお

いて適用が進み、近年は、ほぼ全てのプロ

ジェクトにおいて、研究開発の受託者（発

明者の所属する機関。以下同じ。）に知的財

産権を帰属させる運用がなされている。 

知的財産権が受託者に帰属することとなっ

た結果、企業等が国の研究開発プロジェク

トに参加するインセンティブは明らかに向

上した。その一方で、研究開発の成果の事

業化が進んでいない場合も依然みられ、知

的財産権を保有する者以外への研究開発成

果の展開が十分進まない可能性も懸念され

る。 

このような制度導入の経緯と制度適用の現

状を踏まえた上で、国の研究開発の成果を

最大限事業化に結びつけ、国富を最大化す

る観点から、日本版バイ・ドール制度の運

用など、国の研究開発プロジェクトにおけ

る知的財産マネジメントのあり方を検討す

ることが必要である。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

要に応じ特許取得費用に対する支援を

行う。 

このため、機構は、プロジェクトごと

に知的財産マネジメントを行う機構の

責任者を明確化するとともに、プロジェ

クト実施者に対して、知的財産権の取扱

いに関する合意文書の作成・指導や知見

共有化を行う等、適切な知的財産マネジ

メントを実施するため、機構において外

部人材の活用を含めた体制整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に応じ特許取得費用に対する支援を行

う。 

技術開発成果の国際的普及のため、技

術開発実施中から国際標準化に一体的

に取り組むとともに、技術開発成果の国

際標準化に取り組む。具体的には、毎年

度、年度計画に以下の項目に関する数値

目標を設定し、その達成を図る。 

・技術開発プロジェクトにおける標準

化に係る取組を含んだ基本計画数 

・機構の事業におけるＩＳＯ等の国内

審議団体又はＩＳＯ等への標準化に

関する提案件数 

 

(c)技術シーズの発掘 

所属機関や経歴業績等にとらわれず、

若手研究者や地方の大学公的研究機関

の優れた提案も含め、我が国の産業競争

力の強化やエネルギー・環境問題の解決

等の政策目的に即し、基礎的、基盤的な

ものから、広範な産業への波及効果が期

待できるものまで、将来の産業技術シー

ズとして広くポテンシャルを有するテ

ーマの発掘に努める。 

 

(d)プロジェクトリーダー、プログラムマ

ネージャー、プログラムディレクター 

プロジェクト内の各実施主体間の競

争体制による場合のように、設置が適切

でない場合を除き、指導力と先見性を有

するプロジェクトリーダーを選定、設置

し、プロジェクトリーダーが、機構内部

との明確な役割分担に基づき、機構と連

携してプロジェクトを推進できるよう、

当該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

 

 

○標準化については、「中期計画１．（１）

（オ）技術開発成果の事業化支援」に整理

統合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○技術シーズの発掘については、「中期計画

１．（１）（ア）（ⅰ）企画、実施段階」に整

理統合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○プロジェクトリーダーについては、「中期

計画１．（１）（ア）(ⅰ)企画、実施段階」

に整理統合。プログラムマネージャー、プ

ログラムディレクターについては、「中期計

画２．機動的、効率的な組織・人員体制」

に整理統合。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

築する。なお、必要に応じてプロジェク

トの企画立案段階からプロジェクトリ

ーダーを指名し、プロジェクト基本計画

の策定及び実施体制の構築への参画を

求める。 

産業界、学術界等の外部の専門家・有

識者をプログラムマネージャー、プログ

ラムディレクターとして採用して活用

するとともに、部署横断的なリエゾン担

当を設置し、分野融合型、連携型プロジ

ェクトの企画を促進する。 

 

(e)技術経営力の強化に関する助言 

我が国のナショナル・イノベーショ

ン・システムにおける機構の役割と責務

を踏まえ、技術開発等の成果が事業者の

経営上活用されることを重視し、機構が

実施してきた技術開発マネジメントの

高度化に向けた取組を強化することに

より技術経営力に関する知見を深化さ

せる。 

事業実施者に対しては、技術経営力に

関する産業界、学術界等の外部の専門

家・有識者のネットワークを活用し、知

的財産の適切な管理、運営、国際標準化

の取組を含む技術経営力の強化に係る

助言を行う。 

また、機構内の取組として、これまで

の技術開発プロジェクトに係る採択審

査委員会、評価委員会等を通じて蓄積さ

れた約８，０００人の産業界、学術界等

の外部の専門家・有識者等とのネットワ

ークを活用し、技術経営力に関する機構

内職員の研修を毎年度１コース以上実

施する。 

さらに、機構職員を外部の技術開発現

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○技術経営力の強化に関する助言について

は、「中期計画１．（１）（オ）技術開発成果

の事業化支援」に整理統合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○技術経営力の強化に関する助言業務に資

する能力開発については、「中期計画２．

（３）職員の意欲向上と能力開発」に整理

統合。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場等に毎年度１名以上派遣するととも

に、技術経営学、工学等の博士号、修士

号等の取得を、第３期中期目標期間中に

５名以上行わせる等、技術経営力の強化

に関する助言業務に資する能力開発制

度を充実する。 

事業者の技術経営力の強化に向けた

業務の一環としての観点も踏まえつつ、

良質な技術シーズを発掘するため、機構

の事業に対する応募に係る相談対応を

毎年度２回以上実施する。 

 

(f)技術の開発や普及に係る道筋の策定、

改訂 

将来の社会ニーズや技術進歩の動向、

国際的な競争ポジション等を踏まえ、要

素技術、要求スペック、それらの導入シ

ナリオ等を時間軸上に示した技術の開

発や普及に係る道筋を継続的に策定・改

訂する。 

この取組を通じ、産業界、学術界等と

の情報交換等により構築した外部の専

門家・有識者とのネットワークを深化、

拡大し、機構の技術開発マネジメントに

活用する。 

 

(g)技術開発マネジメントに係る知見、教

訓の蓄積 

ＰＤＣＡサイクルの一層の深化と確

実な定着を図るべく、中間評価、事後評

価及び追跡調査の各結果から得られた

知見、教訓を引き続き組織知として蓄積

するとともに、機構内で知見、教訓がよ

り一層活用されるよう、毎年度２回以上

の機構内の共有活動を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

○応募に係る相談対応については、「中期計

画１．（１）（オ）技術開発成果の事業化支

援」に整理統合。 

 

 

 

○技術の開発や普及に係る道筋の策定、改

訂については、「中期計画１．（１）（ア）（ⅰ）

企画、実施段階」に整理統合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○技術開発マネジメントに係る知見、教訓

の蓄積については、「中期計画１．（１）（ア）

（ⅱ）評価／反映・実行」に整理統合。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)基盤技術研究促進事業 

基盤技術研究促進事業については、収

益・売上納付の回収、管理費の低減に努

め、欠損金の減少を進める。第３期中期

目標期間中においては、現在実施中の事

業の終了後は、新たな事業の実施は行わ

ないこととする。 

 

(d) 追加的に措置された交付金 

平成２５年度補正予算（第１号）によ

り追加的に措置された交付金について

は、「好循環実現のための経済対策」の

競争力強化策のために措置されたこと

を認識し、研究開発型ベンチャー企業・

新事業の創出支援のために活用する。 

平成２６年度補正予算（第１号）によ

り追加的に措置された交付金について

は、「地方への好循環拡大に向けた緊急

経済対策」の現下の経済情勢等を踏まえ

た生活者・事業者への支援、地方が直面

する構造的課題等への実効ある取組を

通じた地方の活性化のために措置され

たことを認識し、資源・エネルギーの安

定供給、中小企業・小規模事業者等の支

援のために活用する。 

(h)経費の適正な執行の確保 

事業実施者における経費の適正な執

行を確保するため、機構内の検査専門部

署を中心に、不正行為を行った事業実施

者に対しては新たな委託契約及び補助

金交付決定を最大６年間停止するとい

った厳しい処分並びに不正事項を処分

した場合の公表及び機構内部での情報

共有等の取組を、政府の動向等を踏まえ

つつ徹底する。 

 

(i)基盤技術研究促進事業 

基盤技術研究促進事業については、収

益・売上納付の回収、管理費の低減に努

め、欠損金の減少を進める。第３期中期

目標期間中においては、現在実施中の事

業の終了後は、新たな事業の実施は行わ

ないこととする。 

 

(j) 追加的に措置された交付金 

平成２５年度補正予算（第１号）によ

り追加的に措置された交付金について

は、「好循環実現のための経済対策」の

競争力強化策のために措置されたこと

を認識し、研究開発型ベンチャー企業・

新事業の創出支援のために活用する。 

  （新設） 

○経費の適正な執行の確保については、「中

期計画２．（９）コンプライアンスの推進」

に整理統合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○項目ずれ。 

 

 

 

 

 

 

 

○項目ずれ。 

 

 

 

 

 

 

○補正予算に伴う追加。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

② 技術開発型ベンチャー企業等の振興 

経済の活性化や新規産業・雇用の創出

の担い手として、新規性・機動性に富ん

だ「技術開発型ベンチャー企業」等の振

興が一層重要になってきていることにも

鑑み、ベンチャー企業への実用化助成事

業における取組等を一層推進する。具体

的には、専門家による海外を含めた技術

提携先や顧客の紹介、知財戦略の策定な

ど、ＮＥＤＯによる技術・経営両面での

支援機能を強化し、実用化・事業化を一

層推進することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記事業の実施に当たっては、我が国

におけるベンチャー・エコシステムの構

築が重要であることに鑑み、諸外国の先

進的な取組も参考にしつつ、海外からの

ベンチャーキャピタルや起業前後のスタ

④ 技術開発型ベンチャー企業等の振興 

経済の活性化や新規産業・雇用の創出

の担い手として、新規性・機動性に富ん

だ「技術開発型ベンチャー企業」等の振

興が一層重要になってきていることにも

鑑み、ベンチャー企業への実用化助成事

業における取組等を一層推進し、専門家

による海外を含めた技術提携先や顧客の

紹介、知財戦略の策定など、ＮＥＤＯに

よる技術・経営両面での支援機能を強化

し、実用化・事業化を一層推進すること

とする。 

 

 

また、技術開発の成果が速やかに実用

化・事業化につながるよう、ＮＥＤＯと

して事業者に対し、技術開発成果を経営

において有効に活用するための効果的方

策（技術開発マネジメント、テーマ選定、

提携先の選定、経営における活用に向け

た他の経営資源との組み合わせ等）を提

案するなど、技術経営力の強化に関する

助言を積極的に行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

（イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 

経済の活性化や新規産業、雇用の創出

の担い手として、新規性、機動性に富ん

だ技術開発型ベンチャーの振興が一層重

要になってきていることにも鑑み、ベン

チャー企業への実用化助成事業における

取組等を一層推進し、必要な者に対する

専門家による海外を含めた技術提携先や

顧客の紹介、知財戦略の策定等、機構に

よる技術、経営両面での支援機能を強化

するとともに、事業者と政府系金融機関

や民間ベンチャーキャピタル等との一層

の連携を通じて、資金面での支援も図り、

実用化・事業化を一層推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記事業の実施に当たっては、我が国

におけるベンチャー・エコシステムの構

築が重要であることに鑑み、諸外国の先

進的な取組も参考にしつつ、海外からの

ベンチャーキャピタルや起業前後のスタ

（エ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 

経済の活性化や新規産業、雇用の創出

の担い手として、新規性、機動性に富ん

だ技術開発型ベンチャーの振興が一層重

要になってきていることにも鑑み、ベン

チャー企業への実用化助成事業における

取組等を一層推進し、必要な者に対する

専門家による海外を含めた技術提携先や

顧客の紹介、知財戦略の策定等、機構に

よる技術、経営両面での支援機能を強化

するとともに、事業者と政府系金融機関

や民間ベンチャーキャピタル等との一層

の連携を通じて、資金面での支援も図り、

実用化・事業化を一層推進する。 

技術開発の成果が速やかに実用化・事

業化につながるよう、事業者に対し、技

術開発成果を経営において有効に活用す

るための効果的方策（技術開発マネジメ

ント、テーマ選定、提携先の選定、経営

における活用に向けた他の経営資源との

組み合わせ等）を提案するなど、技術経

営力の強化に関する助言を積極的に実施

する。 

実用化促進事業において、特にイノベ

ーションの実現に資するものとして実施

する事業については、事後評価等により

得られた知見を基に、技術経営力の強化

に関する助言業務の観点も踏まえ、事業

実施者に対して必要なアドバイスを行

う。 

（新設） 

○項目の順番変更。 

 

○技術経営力の強化に関する助言について

は、「中期目標２．（１）⑤ 技術開発成果

の事業化支援」及び「中期計画１．（１）（オ）

技術開発成果の事業化支援」に整理統合。 

 

○産構審中間とりまとめ等を踏まえ、内容

を拡充するとともに、オープンイノベーシ

ョンの推進に関する項目を追加。 

 

＜産構審中間とりまとめ＞ 

⑥ 中堅・中小・ベンチャー企業に対する技

術面、事業面の一体的支援の強化（Ｐ．２

０） 

技術集約型の中堅・中小・ベンチャー企

業は核となる技術シーズを保有するも、経

営ノウハウや人材、事業化に必要な技術が

不足する等の課題がある。 

このため、ＮＥＤＯが中核となって、技

術面では産総研等、事業面ではベンチャー

キャピタル、起業経験者等と連携しつつシ

ームレスな支援体制（研究開発型新事業創

出支援プラットフォーム）を構築・強化し、

技術課題解決やグローバルな外部技術の導

入への支援、市場ニーズを踏まえた事業化

計画等への助言、出資・融資等の支援等を

実施することが重要である。その際、中小

企業政策では必ずしも対応が容易でない困

難性・革新性の高い技術課題に係る中小企

業ニーズに的確に対応できるよう、中小企

業政策との連携も重要である。 

 

エ 企業のオープンイノベーションを促進

する施策の検討（Ｐ．２２） 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

ートアップへの投資・指導等を行うシー

ド・アクセラレーター等の誘致を行うと

ともに、我が国のベンチャーキャピタル

やシード・アクセラレーター等の育成に

つながるような形で、技術開発型ベンチ

ャー企業等への支援を行うものとする。 

 

ートアップへの投資・指導等を行うシー

ド・アクセラレーター等の誘致を行うと

ともに、我が国のベンチャーキャピタル

やシード・アクセラレーター等の育成に

つながるような形で、技術開発型ベンチ

ャー企業等への支援を行うものとする。 

具体的には、創業期の技術開発型ベン

チャー企業を支援する国内外のベンチャ

ーキャピタル、シード・アクセラレータ

ー等を認定し、それらによる出資を条件

とした技術開発型ベンチャー企業への助

成事業を実施する。これにより、我が国

において、国内外のベンチャーキャピタ

ル、シード・アクセラレーター等が活発

に活動する状況を作り出し、それにより

技術シーズを基にしたベンチャー企業が

創出され、その状況が更なる投資や事業

化を促進するという好循環を生み出すこ

とを目指す。 

 

研究開発や事業化の効率化、成果の最大

化のためにはベンチャー企業の積極活用を

含めオープンイノベーションの取組が有効

である。他方、我が国企業は諸外国と比較

してもオープンイノベーションの取組は進

んでいない。 

このため、企業の意識を高め、企業行動

を変革していく観点から、企業の研究開発

全般を促進するための税制措置に加え、大

学・公的研究機関あるいはベンチャー企業

等の技術の活用、技術研究組合による研究

開発を含む企業間の共同研究等を促進する

ための施策の検討や前述のＮＥＤＯに構築

中の技術面・事業面でのベンチャー企業等

への支援体制（研究開発型新事業創出支援

プラットフォーム）の積極的活用によるオ

ープンイノベーションの促進が必要であ

る。 

また、経営資源に限りがある中堅・中小・

ベンチャー企業にとっては外部の技術・知

見等の活用が非常に重要となることから、

公的研究機関や大学等との共同研究を実施

する際の支援策についても検討する必要が

ある。 

 

② 大企業からのスピンアウト等の促進

（Ｐ．２３） 

イ ＮＥＤＯ等における起業プロセスへの

支援強化 

企業からのスピンアウト等の起業を促進

するためには、起業を検討する者が起業前

に技術や事業の実現可能性を検証したり、

実際に起業する者が円滑に立ち上がれる環

境を用意することが極めて重要である。 

このため、ＮＥＤＯが産総研等とも連携

し、先述した構築中の研究開発型新事業創

③ オープンイノベーションの推進 

製品サイクルの短期化や技術知識の

高度化に伴い、コア技術は自社で磨きつ

つも外部の技術・知識等を活用する「オ

ープンイノベーション」の取組が世界的

に進展し、企業の国際競争力上、重要と

なってきている。このため、我が国企業

のオープンイノベーションの取組を推

進すべく、産業界の取組への関与・支援、

技術ニーズと技術シーズのマッチング

の推進、中堅・中小・ベンチャー企業と

革新的な技術シーズを事業化に結びつ

ける「橋渡し」機能の能力を有する機関

との共同研究への支援を行うものとす

る。 

 

（新設） （ウ）オープンイノベーションの推進 

製品サイクルの短期化や技術知識の高

度化に伴い、コア技術は自社で磨きつつ

も外部の技術・知識等を活用する「オー

プンイノベーション」の取組が世界的に

進展し、企業の国際競争力上、重要とな

ってきている。このため、我が国企業の

オープンイノベーションの取組を推進す

べく、産業界の取組への関与・支援、技

術ニーズとシーズのマッチングの推進、

中堅・中小・ベンチャー企業と革新的な

技術シーズを事業化に結びつける「橋渡

し」機能の能力を有する機関との共同研

究への支援を行うものとする。 

具体的には、上記のほか、オープンイ

ノベーションに関する成功事例の共有・

（新設） 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

啓蒙普及活動等を行う場（オープンイノ

ベーション協議会）の構築を行い、その

事務局機能を担うとともに、技術ニーズ

とシーズのマッチングを行うための情報

交流の仕組みの構築を行う。 

出支援プラットフォームにおいて、起業検

討・準備段階から、技術的検証、外部技術

との融合等の支援や、事業戦略を練るため

のマーケティング支援等を一体的に行うこ

とも有効である。 

また、産総研が「橋渡し」の一環として、

ベンチャー企業として発展が期待できる大

企業に埋もれている優れた技術や人材を一

定期間受入れ、産総研の技術を組み合わせ、

事業化に結びつく研究開発を支援すること

も有効である。 

 

④ 国際共同事業の推進 

我が国発の優れた技術の発展や、海外

市場を開拓する事業者の支援をより積極

的に行うため、最先端の技術を持つ内外

の企業による国際共同研究プロジェクト

等に対し、ＮＥＤＯが外国の技術開発マ

ネジメント機関等とともに「コファンド

形式」等により資金支援を行うことなど

の試みを、毎年度積極的に推進すること

とする。これにより、我が国企業の国際

展開や海外企業も含めたオープンイノベ

ーションの進展を支援し、これに対応し

たグローバルな技術開発マネジメントに

係る事業を、一層推進するものとする。 

 

③ 国際共同事業の推進 

我が国発の優れた技術の発展や、海外

市場を開拓する事業者の支援をより積極

的に行うため、最先端の技術を持つ内外

の企業による国際共同研究プロジェクト

等に対し、ＮＥＤＯが外国の技術開発マ

ネジメント機関等とともに「コファンド

形式」等により資金支援を行うことなど

の試みを、毎年度積極的に推進すること

とする。これにより、我が国企業の国際

展開や海外企業も含めたオープンイノベ

ーションの進展を支援し、これに対応し

たグローバルな技術開発マネジメントに

係る事業を、一層推進するものとする。 

 

（エ）国際共同事業の推進 

我が国産業技術の向上及び海外市場の

開拓、さらには、機構のグローバルな技

術開発マネジメント能力向上のため、ま

た、国内のみならず海外の企業や機関と

共同で技術開発を実施する必要性が高ま

っていることを踏まえ、最先端の技術を

持つ内外の企業による国際共同研究プロ

ジェクト等に対し、機構が海外の技術開

発マネジメント機関等とともに「コファ

ンド形式」等により資金支援を行うこと

などの試みを、毎年度積極的に推進する。

これにより、我が国企業の国際展開や海

外企業も含めたオープンイノベーション

の進展を支援し、これに対応したグロー

バルな技術開発マネジメントに係る事業

を一層推進する。 

また、海外機関との国際連携を図り、

双方にとってのＷｉｎ－Ｗｉｎの関係を

構築するため、我が国と相手国双方の利

益に結び付く可能性のある技術等につい

て、その有効性を十分検証した上で、情

報交換協定などの協力関係を構築する。

その際、意図せざる技術流出の防止の強

（ウ）国際共同事業の推進 

我が国産業技術の向上及び海外市場の

開拓、さらには、機構のグローバルな技

術開発マネジメント能力向上のため、ま

た、国内のみならず海外の企業や機関と

共同で技術開発を実施する必要性が高ま

っていることを踏まえ、最先端の技術を

持つ内外の企業による国際共同研究プロ

ジェクト等に対し、機構が海外の技術開

発マネジメント機関等とともに「コファ

ンド形式」等により資金支援を行うこと

などの試みを、毎年度積極的に推進する。

これにより、我が国企業の国際展開や海

外企業も含めたオープンイノベーション

の進展を支援し、これに対応したグロー

バルな技術開発マネジメントに係る事業

を一層推進する。 

また、海外機関との国際連携を図り、

双方にとってのＷｉｎ－Ｗｉｎの関係を

構築するため、我が国と相手国双方の利

益に結び付く可能性のある技術等につい

て、その有効性を十分検証した上で、情

報交換協定などの協力関係を構築する。

その際、意図せざる技術流出の防止の強

○項目の順番変更。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

化を図る観点から、機構の事業の実施者

の成果の取扱いについての仕組みの整備

等に努めるものとする。 

 

化を図る観点から、機構の事業の実施者

の成果の取扱いについての仕組みの整備

等に努めるものとする。 

 

⑤ 技術開発成果の事業化支援 

 

研究開発の成果の実用化及びこれによ

るイノベーションの創出を図るため、Ｎ

ＥＤＯの研究開発の成果を事業活動にお

いて活用しようとする者に対する出資

（金銭の出資を除く。）並びに人的及び技

術的援助を行う。加えて、産業革新機構

など事業化促進に資する機能を有する外

部機関と積極的に提携することにより、

技術開発の成果の事業化を促進するもの

とする。 

技術開発の成果が速やかに実用化・事

業化につながるよう、ＮＥＤＯとして事

業者に対し、技術開発成果を経営におい

て有効に活用するための効果的方策（技

術開発マネジメント、テーマ選定、提携

先の選定、経営における活用に向けた他

の経営資源との組み合わせ等）を提案す

るなど、技術経営力の強化に関する助言

を積極的に行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 研究開発成果を活用しようとする者へ

の出資による実用化支援 

研究開発の成果の実用化及びこれによ

るイノベーションの創出を図るため、Ｎ

ＥＤＯの研究開発の成果を事業活動にお

いて活用しようとする者に対する出資

（金銭の出資を除く。）並びに人的及び技

術的援助を行う。 

（新設） 

 

＜参考：引用した現行の目標＞ 

④ 技術開発型ベンチャー企業等の振興 

また、技術開発の成果が速やかに実用

化・事業化につながるよう、ＮＥＤＯとし

て事業者に対し、技術開発成果を経営にお

いて有効に活用するための効果的方策（技

術開発マネジメント、テーマ選定、提携先

の選定、経営における活用に向けた他の経

営資源との組み合わせ等）を提案するなど、

技術経営力の強化に関する助言を積極的に

行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ）技術開発成果の事業化支援 

 

研究開発の成果の実用化及びこれによ

るイノベーションの創出を図るため、機

構の研究開発の成果を事業活動において

活用しようとする者に対する出資（金銭

の出資を除く。）並びに人的及び技術的援

助を行う。加えて、産業革新機構など事

業化促進に資する機能を有する外部機関

と積極的に提携することにより、技術開

発の成果の事業化を促進する。 

 

技術開発の成果が速やかに実用化・事

業化につながるよう、機構として事業者

に対し、技術開発成果を経営において有

効に活用するための効果的方策（技術開

発マネジメント、テーマ選定、提携先の

選定、経営における活用に向けた他の経

営資源との組み合わせ等）を提案するな

ど、技術経営力の強化に関する助言を積

極的に行う。 

実用化促進事業において、特にイノベ

ーションの実現に資するものとして実施

する事業については、事後評価等により

得られた知見を基に、技術経営力の強化

に関する助言業務の観点も踏まえ、事業

実施者に対して必要なアドバイスを行

う。 

 

 

また、事業者の技術経営力の強化に向

けた業務の一環としての観点も踏まえつ

（カ）研究開発成果を活用しようとする者

への出資による実用化支援 

研究開発の成果の実用化及びこれによ

るイノベーションの創出を図るため、機

構の研究開発の成果を事業活動において

活用しようとする者に対する出資（金銭

の出資を除く。）並びに人的及び技術的援

助を行う。 

（新設） 

 

＜参考：引用した現行の計画＞ 

（エ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 

技術開発の成果が速やかに実用化・事

業化につながるよう、機構として事業者

に対し、技術開発成果を経営において有

効に活用するための効果的方策（技術開

発マネジメント、テーマ選定、提携先の

選定、経営における活用に向けた他の経

営資源との組み合わせ等）を提案するな

ど、技術経営力の強化に関する助言を積

極的に行う。 

実用化促進事業において、特にイノベ

ーションの実現に資するものとして実施

する事業については、事後評価等により

得られた知見を基に、技術経営力の強化

に関する助言業務の観点も踏まえ、事業

実施者に対して必要なアドバイスを行

う。 

（ⅲ）その他 

(e)技術経営力の強化に関する助言 

事業者の技術経営力の強化に向けた業

務の一環としての観点も踏まえつつ、良

○項目名を変更するとともに、技術開発成

果の事業化支援に関する取組を追加し、内

容を整理統合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○技術経営力の強化に関する助言について

は、「中期目標２．（１）④ 技術開発型ベ

ンチャー企業等の振興」及び「中期計画１．

（１）（エ）技術開発型ベンチャー企業等の

振興」より整理統合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○応募に係る相談対応については、「中期計

画１．（１）（ア）（ⅲ）その他(e)技術経営
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

「標準化官民戦略」（平成２６年５月１

５日標準化官民戦略会議決定）に基づく

「新市場創造型標準化制度」の活用も含

めた標準化の推進により、市場や技術の

特性を踏まえ、技術開発成果のＩＳＯ・

ＩＥＣ等の国際標準化やＪＩＳ化を図る

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術開発の成果をユーザにサンプル提

供し、その評価結果から課題を抽出する

サンプルマッチングを行う等、技術開発

の成果のユーザ・市場・用途の開拓に係

る支援を行うものとする。 

 

 

＜参考：引用した現行の目標＞ 

① 技術開発マネジメントの機能強化 

ⅲ）その他 

さらに、技術開発並びに知的財産権取得

及び標準化の一体的な推進により、ＩＳＯ

等の国際標準の獲得を図ることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

つ、良質な技術シーズを発掘するため、

機構の事業に対する応募に係る相談対応

を毎年度２回以上実施する。 

 

「標準化官民戦略」（平成２６年５月１

５日標準化官民戦略会議決定）に基づく

「新市場創造型標準化制度」の活用も含

めた標準化の推進により、市場や技術の

特性を踏まえ、技術開発成果のＩＳＯ・

ＩＥＣ等の国際標準化やＪＩＳ化を図

る。 

具体的には、毎年度、年度計画に以下

の項目に関する数値目標を設定し、その

達成を図る。 

・技術開発プロジェクトにおける標準

化に係る取組を含んだ基本計画数 

・機構の事業におけるＩＳＯ・ＩＥ

Ｃ・ＪＩＳ等の国内審議団体又はＩ

ＳＯ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等への標準化

に関する提案件数 

 

技術開発期間中のみならず終了後も、

技術開発の成果のユーザー・市場・用途

の開拓に向けて、技術開発の実施者を始

め幅広く産業界等に働きかけを行うとと

もに、技術開発成果をより多く、迅速に

社会に繋げるための成果普及事業とし

て、技術開発の成果をユーザーにサンプ

ル提供し、その評価結果から課題を抽出

するサンプルマッチング事業、プロジェ

クト成果を実使用に近い環境で実証する

成果実証事業等を実施する。また、制度

面で技術開発成果の実用化・事業化を阻

害する課題があれば、積極的に関係機関

に働きかける。事業で得られた技術開発

成果と企業とのマッチングの場を設け、

質な技術シーズを発掘するため、機構の

事業に対する応募に係る相談対応を毎年

度２回以上実施する。 

(b)知的財産権、国際標準化 

技術開発成果の国際的普及のため、技

術開発実施中から国際標準化に一体的に

取り組むとともに、技術開発成果の国際

標準化に取り組む。具体的には、毎年度、

年度計画に以下の項目に関する数値目標

を設定し、その達成を図る。 

・技術開発プロジェクトにおける標準

化に係る取組を含んだ基本計画数 

・機構の事業におけるＩＳＯ等の国内

審議団体又はＩＳＯ等への標準化に

関する提案件数 

 

 

 
 
＜参考：引用した現行の計画＞ 

（イ）情報発信等の推進 

技術開発期間中のみならず終了後も、

その成果の実用化・事業化に向けて、技

術開発の実施者を始め幅広く産業界等に

働きかけを行うとともに、技術開発成果

をより多く、迅速に社会に繋げるための

成果普及事業として、プロジェクト成果

物をユーザーにサンプルの形で提供し、

その評価結果から課題を抽出するサンプ

ルマッチング事業、プロジェクト成果を

実使用に近い環境で実証する成果実証事

業等を実施する。また、制度面で技術開

発成果の実用化・事業化を阻害する課題

があれば、積極的に関係機関に働きかけ

る。事業で得られた技術開発成果と企業

とのマッチングの場を設け、成果の普及

力の強化に関する助言」より整理統合。 

 

 

 

○標準化については、「中期目標２．（１）

①ⅲ）その他」及び「中期計画１．（１）（ア）

（ⅲ）その他(b)知的財産権、国際標準化」

より整理統合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○サンプルマッチングについては、「中期計

画１．（１）（イ）情報発信等の推進」より

整理統合。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

成果の普及促進を図る。 

 

促進を図る。 

 

⑥ 情報発信等の推進 

ＮＥＤＯがこれまで実施してきている

技術開発マネジメントに係る成功事例を

幅広く選定し、積極的にＰＲを行うなど、

産業界を含め、国民全般に対し、ＮＥＤ

Ｏの事業により得られた具体的な技術開

発成果の見える化を図り、幅広いソリュ

ーションの提供を行うこととする。 

その際、必要に応じ、英語版を含む外

国語版の媒体を製作することにより、世

界への情報発信を行うものとする。 

また、特に産業界との関係については、

ＮＥＤＯの認識を一層深めてもらうとと

もに、産業界のニーズや経営方針を反映

するため、最高経営責任者（ＣＥＯ）を

はじめとする企業経営層との一層の連携

強化を図り、技術開発成果の実用化・事

業化への取組強化への働きかけを行うこ

ととする。 

さらに、展示会等において、技術開発

成果を積極的に発表することにより、企

業とのマッチングの場を設け、成果の普

及促進を図るものとする。 

 

② 情報発信等の推進 

ＮＥＤＯがこれまで実施してきている

技術開発マネジメントに係る成功事例を

幅広く選定し、積極的にＰＲを行うなど、

産業界を含め、国民全般に対し、ＮＥＤ

Ｏの事業により得られた具体的な技術開

発成果の見える化を図り、幅広いソリュ

ーションの提供を行うこととする。 

その際、必要に応じ、英語版を含む外

国語版の媒体を製作することにより、世

界への情報発信を行うものとする。 

また、特に産業界との関係については、

ＮＥＤＯの認識を一層深めてもらうとと

もに、産業界のニーズや経営方針を反映

するため、最高経営責任者（ＣＥＯ）を

はじめとする企業経営層との一層の連携

強化を図り、技術開発成果の実用化・事

業化への取組強化への働きかけを行うこ

ととする。 

さらに、展示会等において、技術開発

成果を積極的に発表することにより、企

業とのマッチングの場を設け、成果の普

及促進を図るものとする。 

（カ）情報発信等の推進 

機構の活動は、広く国民、社会からの

理解及び支持を得ることが重要であるこ

とから、機構の成果を国民、社会へ還元

する観点から、展示会等において、事業

で得られた技術開発成果を積極的に発表

することにより、また、機構がこれまで

実施してきている技術開発マネジメント

に係る成功事例を幅広く選定し、積極的

に情報発信を行うことにより、産業界を

含め、国民全般に対し、機構の事業によ

り得られた具体的な技術開発成果の見え

る化を図り、引き続きわかりやすい情報

の発信、幅広いソリューションの提供を

行うこととする。その際、必要に応じ、

英語版を含む外国語版の媒体を製作する

ことにより、世界への情報発信を行う。 

特に、産業界との関係については、機

構の認識を一層深めてもらうとともに、

産業界のニーズや経営方針を反映するた

め、最高経営責任者（ＣＥＯ）をはじめ

とする企業経営層との一層の連携強化を

図り、終了後のプロジェクトを引き続き

経営戦略に位置づけるよう技術開発成果

の実用化・事業化への取組強化への働き

かけを行う。 

 

（ⅰ）国民へのわかりやすい成果の情報

発信、提供のため、対象に応じた、成

果の映像、印刷物、ホームページ等の

媒体の製作、提供、成果発表会、展示

会等の開催及び出展等を行う。 

特に、機構の最新の取組等を紹介す

る機関誌については年４回以上発行

（イ）情報発信等の推進 

機構の活動は、広く国民、社会からの

理解及び支持を得ることが重要であるこ

とから、機構の成果を国民、社会へ還元

する観点から、展示会等において、事業

で得られた技術開発成果を積極的に発表

することにより、また、機構がこれまで

実施してきている技術開発マネジメント

に係る成功事例を幅広く選定し、積極的

に情報発信を行うことにより、産業界を

含め、国民全般に対し、機構の事業によ

り得られた具体的な技術開発成果の見え

る化を図り、引き続きわかりやすい情報

の発信、幅広いソリューションの提供を

行うこととする。その際、必要に応じ、

英語版を含む外国語版の媒体を製作する

ことにより、世界への情報発信を行う。 

特に、産業界との関係については、機

構の認識を一層深めてもらうとともに、

産業界のニーズや経営方針を反映するた

め、最高経営責任者（ＣＥＯ）をはじめ

とする企業経営層との一層の連携強化を

図り、終了後のプロジェクトを引き続き

経営戦略に位置づけるよう技術開発成果

の実用化・事業化への取組強化への働き

かけを行う。 

 

（ⅰ）国民へのわかりやすい成果の情報

発信、提供のため、対象に応じた、成

果の映像、印刷物、ホームページ等の

媒体の製作、提供、成果発表会、展示

会等の開催及び出展等を行う。 

特に、機構の最新の取組等を紹介す

る機関誌については年４回以上発行

○項目の順番変更。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

するとともに、分野ごとのパンフレッ

トについては定期的に更新する。これ

らの媒体については、必要に応じて英

語版を含む外国語版を作成する。 

国民一般を対象とした広報、情報発

信については、特に、記者発表回数や

来場者１万人超の一般向け展示会出

展数を毎年度現行水準以上とする。 

我が国の次世代の技術開発を担う

小中学生を対象とした広報、情報発信

については、特に、科学技術館の展示

内容の充実を図るとともに、子ども向

け啓発事業を毎年度３回以上実施す

る。また、アンケート等を通じてこれ

らの効果について検証し、その結果に

応じて内容を見直す。 

 

（ⅱ）技術開発の成果を基礎とした産業

技術、エネルギー及び環境分野への貢

献（アウトカム）については、中長期

な視野で様々な事例とその幅広い波

及効果を収集、把握することに努め、

印刷物、ホームページ等により、毎年

度、広く情報発信を行う。 

 

（ⅲ）展示会等の企画、開催、学会等と

の連携による共同イベントの実施等

を通じ、事業で得られた技術開発成果

を積極的に発表することにより、技術

開発成果と企業とのマッチングの場

を設け、成果の普及促進を図る。その

際、成果の公表等については、国民へ

の情報発信や学界での建設的情報交

換等の視点と、知的財産の適切な取

得、国際標準化等その成果の我が国経

済活性化への確実な貢献等の視点と

するとともに、分野ごとのパンフレッ

トについては定期的に更新する。これ

らの媒体については、必要に応じて英

語版を含む外国語版を作成する。 

国民一般を対象とした広報、情報発

信については、特に、記者発表回数や

来場者１万人超の一般向け展示会出

展数を毎年度現行水準以上とする。 

我が国の次世代の技術開発を担う

小中学生を対象とした広報、情報発信

については、特に、科学技術館の展示

内容の充実を図るとともに、子ども向

け啓発事業を毎年度３回以上実施す

る。また、アンケート等を通じてこれ

らの効果について検証し、その結果に

応じて内容を見直す。 

 

（ⅱ）技術開発の成果を基礎とした産業

技術、エネルギー及び環境分野への貢

献（アウトカム）については、中長期

な視野で様々な事例とその幅広い波

及効果を収集、把握することに努め、

印刷物、ホームページ等により、毎年

度、広く情報発信を行う。 

 

（ⅲ）展示会等の企画、開催、学会等と

の連携による共同イベントの実施等

を通じ、事業で得られた技術開発成果

を積極的に発表することにより、技術

開発成果と企業とのマッチングの場

を設け、成果の普及促進を図る。その

際、成果の公表等については、国民へ

の情報発信や学界での建設的情報交

換等の視点と、知的財産の適切な取

得、国際標準化等その成果の我が国経

済活性化への確実な貢献等の視点と
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

に留意するものとする。 

 

（ⅳ）内外の技術開発マネジメント機関

との情報交換を実施するとともに、イ

ノベーション、技術開発マネジメント

及びプロジェクト・マネジメント関係

の実践的研究発表として、セミナー、

学会、シンポジウム、内外の学会誌、

専門誌等に機構自身として第３期中

期目標期間中に１００本以上の発表

を行う。 

 

（ⅴ）これまでに蓄積された技術開発プ

ロジェクトの実施体制等の決定にお

ける採択審査委員会、プロジェクトの

途中及び事後における評価委員会等

を通じた産業界、学術界等の外部の専

門家・有識者との関係やその他の関係

各方面とのネットワークを活用し、技

術経営力の強化をテーマとしたシン

ポジウム等を毎年度１回以上開催す

ること等により、その知見を産業界等

に発信する。また、技術経営力に関す

る産業界、学術界等の外部の専門家・

有識者のネットワークを構築し、この

ネットワークを活用しつつ技術経営

力に関する知見を深化させ、その成果

を産業界に発信する。技術開発マネジ

メントのノウハウ等の成果を、社会人

向け公開講座等を活用して、企業の技

術開発部門や企画部門の担当者等に

発信する。 

 

 

に留意するものとする。 

 

（ⅳ）内外の技術開発マネジメント機関

との情報交換を実施するとともに、イ

ノベーション、技術開発マネジメント

及びプロジェクトマネジメント関係

の実践的研究発表として、セミナー、

学会、シンポジウム、内外の学会誌、

専門誌等に機構自身として第３期中

期目標期間中に１００本以上の発表

を行う。 

 

（ⅴ）これまでに蓄積された技術開発プ

ロジェクトの実施体制等の決定にお

ける採択審査委員会、プロジェクトの

途中及び事後における評価委員会等

を通じた産業界、学術界等の外部の専

門家・有識者との関係やその他の関係

各方面とのネットワークを活用し、技

術経営力の強化をテーマとしたシン

ポジウム等を毎年度１回以上開催す

ること等により、その知見を産業界等

に発信する。また、技術経営力に関す

る産業界、学術界等の外部の専門家・

有識者のネットワークを構築し、この

ネットワークを活用しつつ技術経営

力に関する知見を深化させ、その成果

を産業界に発信する。技術開発マネジ

メントのノウハウ等の成果を、社会人

向け公開講座等を活用して、企業の技

術開発部門や企画部門の担当者等に

発信する。 

 

（ⅵ）技術開発期間中のみならず終了後

も、その成果の実用化・事業化に向け

て、技術開発の実施者を始め幅広く産

 

 

 

 

 

○体裁の修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○サンプルマッチングについては、「中期計

画１．（１）（オ）技術開発成果の事業化支

援」に整理統合。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

業界等に働きかけを行うとともに、技

術開発成果をより多く、迅速に社会に

繋げるための成果普及事業として、プ

ロジェクト成果物をユーザーにサン

プルの形で提供し、その評価結果から

課題を抽出するサンプルマッチング

事業、プロジェクト成果を実使用に近

い環境で実証する成果実証事業等を

実施する。また、制度面で技術開発成

果の実用化・事業化を阻害する課題が

あれば、積極的に関係機関に働きかけ

る。事業で得られた技術開発成果と企

業とのマッチングの場を設け、成果の

普及促進を図る。 

 

 

⑦ 人材の流動化促進、育成 

技術開発マネジメントについて、内部

人材の育成を図るとともに、プロジェク

ト管理等に係る透明性を十分に確保し

た上で、一定の実務経験を有する優秀な

人材など、外部人材の中途採用等を毎年

度実施し、人材の流動化を促進すること

により、ＮＥＤＯのマネジメント能力の

底上げを図るものとする。 

また、民間企業や大学等の技術開発に

おける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ＰＭ人材の

育成を図るため、将来のＰＭ人材の候補

を採用して多様な実践経験を積ませる

ことや、民間企業・大学・ＮＥＤＯを含

む研究開発法人においてすでに技術開

発マネジメントの実績を有する人材を

積極登用するなど、ＰＭ人材のキャリア

パスの確立に貢献するものとする。 

 

⑤ 人材の流動化促進、育成 

技術開発マネジメントについて、内部

人材の育成を図るとともに、プロジェク

ト管理等に係る透明性を十分に確保した

上で、一定の実務経験を有する優秀な人

材など、外部人材の中途採用等を毎年度

実施し、人材の流動化を促進することに

より、ＮＥＤＯのマネジメント能力の底

上げを図るものとする。 

また、民間企業や大学等の技術開発に

おける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「技術開発マネ

ジメント人材」の育成を図るため、技術

開発マネジメントに係る知識や経験をキ

ャリアアップに繋げるための方策につい

て、具体的検討を行うものとする。 

 

（キ）人材の流動化促進、育成 

技術開発マネジメントについて、内部

人材の育成を図るとともに、プロジェク

ト管理等に係る透明性を十分に確保した

上で、一定の実務経験を有する優秀な人

材など、外部人材の中途採用等を毎年度

実施し、人材の流動化を促進することに

より、機構のマネジメント能力の底上げ

を図る。 

民間企業や大学等の技術開発において

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ＰＭ人材の育成を図る

ため、将来のＰＭ人材の候補を受け入れ

て多様な実践経験の場を提供する役割を

果たすことや、民間企業・大学・ＮＥＤ

Ｏ等の研究開発法人において既に技術開

発マネジメントの実績を有する人材を積

極登用するなど、そのキャリアパスの確

立に貢献する。 

具体的には、民間企業、大学、公的研

究機関等の関係機関とのクロスアポイン

（オ）人材の流動化促進、育成 

技術開発マネジメントについて、内部

人材の育成を図るとともに、プロジェク

ト管理等に係る透明性を十分に確保した

上で、一定の実務経験を有する優秀な人

材など、外部人材の中途採用等を毎年度

実施し、人材の流動化を促進することに

より、機構のマネジメント能力の底上げ

を図る。 

民間企業や大学等の技術開発において

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「技術開発マネジメン

ト人材」の育成を図るために、技術マネ

ジメントに係る知識や経験をキャリアア

ップに繋げるための方策について、経済

産業省と連携し具体的検討を行う。 

 

 

 

 （新設） 

 

○項目の順番変更。 

 

○産構審中間とりまとめ等を踏まえ、ＰＭ

人材の育成に関する内容を追記。 

 

 

＜産構審中間とりまとめ＞ 

② 研究開発マネジメント人材の育成強化

（Ｐ．３２） 

このような人材には、研究開発が事業化

されるまでの一連のプロセスに含まれる多

様な段階での経験が必要である。大学の研

究人材や企業におけるプロジェクト経験

者、起業経験や事業化を達成した実体験に

基づくマネジメント上の知見を有する者な

ど多様な人材群の中にいる候補者に対し

て、基礎研究や応用研究で求められるマネ

ジメントの違いや、事業化に向けての開発

過程を習熟させるとともに、学界や産業界

の人的ネットワークを形成するような十分

な経験を積ませることが必要となる。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

トメント制度の活用を含め、広くＰＭ人

材及びその候補を募ることを通じ、積極

的に人材登用を進める。加えて、ＰＭ人

材として、研究開発が事業化されるまで

の一連のプロセスに含まれる多様な段階

での経験を積ませるとともに、当該人材

の育成を目的とした内部研修等の充実を

図ることで、我が国におけるＰＭ人材の

育成に係る中核的機関を目指す。 

また、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

実現に貢献する技術者の養成事業の質的

強化を図る。具体的には、産業技術の将

来を担う創造性豊かな技術者、研究者を

機構の技術開発プロジェクトや公的研究

機関等の最先端の研究現場において技術

開発等に携わらせること及び大学等の研

究者への支援をすることにより人材を育

成するとともに、機構の技術開発プロジ

ェクトに併設するＮＥＤＯ特別講座につ

いて効率的、効果的な実施方法の工夫を

図りつつ実施する。 

これらの活動を通じ、民間企業や大学

等において中核的人材として活躍する技

術者を、高齢化の進展状況、政府予算の

状況その他適当な条件を加味した上で、

第２期中期目標期間と同等程度養成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

貢献する技術者の養成事業の質的強化を

図る。具体的には、産業技術の将来を担

う創造性豊かな技術者、研究者を機構の

技術開発プロジェクトや公的研究機関等

の最先端の研究現場において技術開発等

に携わらせること及び大学等の研究者へ

の支援をすることにより人材を育成する

とともに、機構の技術開発プロジェクト

に併設するＮＥＤＯ特別講座について効

率的、効果的な実施方法の工夫を図りつ

つ実施する。 

これらの活動を通じ、民間企業や大学

等において中核的人材として活躍する技

術者を、高齢化の進展状況、政府予算の

状況その他適当な条件を加味した上で、

第２期中期目標期間と同等程度養成す

る。 

 

このため、多様な研究開発プロジェクト

を抱えるＮＥＤＯや産総研等の公的機関

が、将来の研究開発マネジメント人材の候

補を当初より受け入れて多様な実践経験の

場を提供する役割を果たすことや、大学や

企業を含めて、すでに研究開発マネジメン

トの実績ある人材の受け皿となるなど、い

わば「太い幹」として、研究開発マネジメ

ント人材のキャリアパスを確立することが

必要である。 

 

＜日本再興戦略改訂 2014＞（Ｐ．５８） 

⑤研究推進体制の強化 

資金配分機関が中核となって研究マネジメ

ントや研究支援に係る人材等を国全体で継

続的かつ安定的に育成・確保し、活躍の場

を提供できる仕組みについて検討し、2015

年度から実施する。 

⑧ 技術分野ごとの目標 

技術分野ごとの目標は以下のとおりと

し、ＮＥＤＯはこれに従い技術開発を実

施するものとする。ＮＥＤＯは、①ⅰ）

ⅰ）－１ａ．により策定する技術戦略に

より、この目標を具体化、詳細化するも

のとする。 

⑦ 技術分野ごとの目標 

 
 
 
 
 
 

（ク）技術分野ごとの計画 

機構は、中期目標の技術分野ごとの目

標に基づき技術戦略研究センターが策

定・改定する技術戦略に従い技術開発を

実施する。なお、技術戦略を策定するま

での間は以下の通り実施する。 

 

（キ）技術分野ごとの計画 

 

 

 

 

 

 

○項目ずれ。 

 

○技術戦略の策定機能強化に伴う修正。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 
ⅰ）新エネルギー分野 

平成２３年３月１１日に発生した東

日本大震災及び東京電力福島第一原子

力発電所事故を受け、新エネルギーへ

の期待が高まっている。一方、大規模

な新エネルギーの導入を実現するため

には、低コスト化、系統安定化対策、

立地制約、信頼性向上など様々な技術

的課題があり、これらを確実に克服し

ていくことが必要である。また、新エ

ネルギー技術に係るイノベーションの

促進及び産業競争力の強化等に向け、

以下の取組を行うこととする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、今後再生可能エネルギーの

市場の拡大が見込まれる国々との間で

パートナーシップの構築に向けたネッ

トワーク強化を図るとともに、当該

国・地域における技術実証等を行うも

のとする。  

 

 

 

 

ａ．太陽光発電 

 
ⅰ）新エネルギー分野 

平成２３年３月１１日に発生した東

日本大震災及び東京電力福島第一原子

力発電所事故を受け、新エネルギーへ

の期待が高まっている。一方、大規模

な新エネルギーの導入を実現するため

には、低コスト化、系統安定化対策、

立地制約、信頼性向上など様々な技術

的課題があり、これらを確実に克服し

ていくことが必要である。また、新エ

ネルギー技術に係るイノベーションの

促進及び産業競争力の強化等に向け、

以下の取組を行うこととする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、今後再生可能エネルギーの

市場の拡大が見込まれる国々との間で

パートナーシップの構築に向けたネッ

トワーク強化を図るとともに、当該

国・地域における技術実証等を行うも

のとする。  

 

 

 

 

ａ．太陽光発電 

 

（ⅰ）新エネルギー分野 

平成２３年３月１１日に発生した東

日本大震災及び東京電力福島第一原子

力発電所事故を受けて、我が国のエネル

ギー政策の見直しが行われており、今後

の日本のエネルギー供給を支えるエネ

ルギー源として、新エネルギーへの期待

が高まっている。政府目標に掲げられる

大規模な新エネルギーの導入を実現す

るためには、低コスト化、系統安定化対

策、立地制約、信頼性向上など様々な技

術的課題があり、これらを確実に克服し

ていくことが必要である。 

エネルギーセキュリティ、環境制約、

経済成長、安全・安心の全てを両立する

エネルギーシステムを構築していくた

めには、エネルギー技術における更なる

イノベーションの進展が重要になる。そ

のためには、エネルギーシステムにパラ

ダイム・シフトをもたらすような革新的

なエネルギー技術の開発を進める必要

がある。また、そのような技術開発は、

我が国の新エネルギー技術の産業競争

力を強化する上でも重要である。 

新しいエネルギー技術の社会への普

及を進める上で、技術開発のみならず、

技術の標準化や規制の適正化について

も適切に取組んでいくことが必要であ

り、導入・普及施策とも相まって着実に

社会実装を進めていくことが重要であ

る。さらには、我が国の優れた新エネル

ギー技術を広く世界に広めていく観点

から、戦略的な国際協力を展開する。 

 

(a)太陽光発電 

 

（ⅰ）新エネルギー分野 

平成２３年３月１１日に発生した東

日本大震災及び東京電力福島第一原子

力発電所事故を受けて、我が国のエネル

ギー政策の見直しが行われており、今後

の日本のエネルギー供給を支えるエネ

ルギー源として、新エネルギーへの期待

が高まっている。政府目標に掲げられる

大規模な新エネルギーの導入を実現す

るためには、低コスト化、系統安定化対

策、立地制約、信頼性向上など様々な技

術的課題があり、これらを確実に克服し

ていくことが必要である。 

エネルギーセキュリティ、環境制約、

経済成長、安全・安心の全てを両立する

エネルギーシステムを構築していくた

めには、エネルギー技術における更なる

イノベーションの進展が重要になる。そ

のためには、エネルギーシステムにパラ

ダイム・シフトをもたらすような革新的

なエネルギー技術の開発を進める必要

がある。また、そのような技術開発は、

我が国の新エネルギー技術の産業競争

力を強化する上でも重要である。 

新しいエネルギー技術の社会への普

及を進める上で、技術開発のみならず、

技術の標準化や規制の適正化について

も適切に取組んでいくことが必要であ

り、導入・普及施策とも相まって着実に

社会実装を進めていくことが重要であ

る。さらには、我が国の優れた新エネル

ギー技術を広く世界に広めていく観点

から、戦略的な国際協力を展開する。 

 

(a)太陽光発電 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太陽光発電の大量導入に向け、長期

的に太陽光発電の発電コストを基幹電

源並みに低減させるため、低コスト化

に係る技術開発及び太陽光発電の導入

拡大の障害となっている要因を分析

し、導入ポテンシャルの拡大に貢献す

る技術開発等を行うものとする。また、

技術の差別化による競争力強化、高付

加価値化による用途拡大・新たなビジ

ネス創出を図るための取組を行うこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太陽光発電の大量導入に向け、長期

的に太陽光発電の発電コストを基幹電

源並みに低減させるため、低コスト化

に係る技術開発及び太陽光発電の導入

拡大の障害となっている要因を分析

し、導入ポテンシャルの拡大に貢献す

る技術開発等を行うものとする。また、

技術の差別化による競争力強化、高付

加価値化による用途拡大・新たなビジ

ネス創出を図るための取組を行うこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電は資源ポテンシャルが大

きく、また設置のリードタイムが短いこ

とから、今後大量導入が期待されてい

る。また、我が国電機・電子産業の技術

的蓄積が活かされる技術領域である。一

方、太陽光発電の大量導入に向けては、

高い発電コスト、立地制約、リサイクル

等様々な技術的課題があり、これらを克

服していくことが必要である。また、海

外企業による生産規模の拡大と、それに

伴う市況の低迷により、国際的な競争が

激化しており、技術の差別化による競争

力強化、高付加価値化による用途拡大、

新たなビジネス創出が求められている。

今後は我が国技術の海外市場への展開

が必要となっている。 

第３期中期目標期間においては、導入

目標の達成に向けた技術課題の克服と

して、長期的に太陽光発電の発電コスト

を基幹電源並みに低減させるため、シス

テム構成やコスト構造に留意して、変換

効率の向上を含めた低コスト化に係る

技術開発を行う。また、太陽光発電の導

入拡大の障害となっている要因を分析

し、立地制約を解消していくため、導入

ポテンシャルの拡大に貢献する技術開

発を行う。 

さらに、太陽光発電の大量導入に伴い

必要となる太陽電池のリサイクルシス

テムの確立に向け、必要な技術開発を行

い、また、高信頼性等に関する標準・規

格の整備に資するデータ取得等を行う。 

太陽光発電産業の競争力強化につい

ては、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太陽電池の付

太陽光発電は資源ポテンシャルが大

きく、また設置のリードタイムが短いこ

とから、今後大量導入が期待されてい

る。また、我が国電機・電子産業の技術

的蓄積が活かされる技術領域である。一

方、太陽光発電の大量導入に向けては、

高い発電コスト、立地制約、リサイクル

等様々な技術的課題があり、これらを克

服していくことが必要である。また、海

外企業による生産規模の拡大と、それに

伴う市況の低迷により、国際的な競争が

激化しており、技術の差別化による競争

力強化、高付加価値化による用途拡大、

新たなビジネス創出が求められている。

今後は我が国技術の海外市場への展開

が必要となっている。 

第３期中期目標期間においては、導入

目標の達成に向けた技術課題の克服と

して、長期的に太陽光発電の発電コスト

を基幹電源並みに低減させるため、シス

テム構成やコスト構造に留意して、変換

効率の向上を含めた低コスト化に係る

技術開発を行う。また、太陽光発電の導

入拡大の障害となっている要因を分析

し、立地制約を解消していくため、導入

ポテンシャルの拡大に貢献する技術開

発を行う。 

さらに、太陽光発電の大量導入に伴い

必要となる太陽電池のリサイクルシス

テムの確立に向け、必要な技術開発を行

い、また、高信頼性等に関する標準・規

格の整備に資するデータ取得等を行う。 

太陽光発電産業の競争力強化につい

ては、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太陽電池の付
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

さらに、諸外国の関係機関との間で

戦略的な提携関係を構築し、人材育成、

共同技術開発、実証事業、情報交換等

多様なツールを活用して支援すること

とする。 

 

 

ｂ．風力発電 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

風力発電の大量導入に向け、風力発

電の一層の低コスト化に資する技術開

発やメンテナンス技術の高度化等に向

けた取組を行うとともに、環境アセス

メント対応の円滑化や洋上風力の普及

拡大等に貢献する取組を行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、諸外国の関係機関との間で

戦略的な提携関係を構築し、人材育成、

共同技術開発、実証事業、情報交換等

多様なツールを活用して支援すること

とする。 

 

 

ｂ．風力発電 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風力発電の大量導入に向け、風力発

電の一層の低コスト化に資する技術開

発やメンテナンス技術の高度化等に向

けた取組を行うとともに、環境アセス

メント対応の円滑化や洋上風力の普及

拡大等に貢献する取組を行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

加価値を高め、新たな市場開発につなが

る技術開発を行うとともに、発電事業へ

の展開やサービス産業との連携強化等

の川下展開支援のための技術開発を行

う。 

加えて、我が国の新エネルギー技術の

海外展開を積極的に後押しすべく、諸外

国の関係機関との間で戦略的な提携関

係を構築し、人材育成、共同研究、実証

事業、情報交換等多様なツールを活用し

て支援する。 

 

(b)風力発電 

風力は他の再生可能エネルギーと比

較して発電コストが低く、中長期的に大

規模な導入が期待されている。風力発電

においても、低コスト化、環境アセスメ

ント対応、出力安定化等様々な技術的課

題を克服する必要がある。また、洋上風

力発電の国内外の市場の拡大をにらん

で、産業競争力の強化が重要な課題とな

る。 

第３期中期目標期間においては、導入

目標の達成及び産業競争力の強化の観

点から、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取組を行うと

ともに、風力発電の導入拡大に資するた

め、環境アセスメント対応の円滑化に貢

献する課題の克服に取組む。また、洋上

風力発電の拡大に向け、洋上風力の設

置、運転、保守に係るガイドラインを整

備するとともに、固定価格買取制度にお

ける洋上風力発電の価格設定に必要な

データ提供等、様々な取組を行う。 

加価値を高め、新たな市場開発につなが

る技術開発を行うとともに、発電事業へ

の展開やサービス産業との連携強化等

の川下展開支援のための技術開発を行

う。 

加えて、我が国の新エネルギー技術の

海外展開を積極的に後押しすべく、諸外

国の関係機関との間で戦略的な提携関

係を構築し、人材育成、共同研究、実証

事業、情報交換等多様なツールを活用し

て支援する。 

 

(b)風力発電 

風力は他の再生可能エネルギーと比

較して発電コストが低く、中長期的に大

規模な導入が期待されている。風力発電

においても、低コスト化、環境アセスメ

ント対応、出力安定化等様々な技術的課

題を克服する必要がある。また、洋上風

力発電の国内外の市場の拡大をにらん

で、産業競争力の強化が重要な課題とな

る。 

第３期中期目標期間においては、導入

目標の達成及び産業競争力の強化の観

点から、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取組を行うと

ともに、風力発電の導入拡大に資するた

め、環境アセスメント対応の円滑化に貢

献する課題の克服に取組む。また、洋上

風力発電の拡大に向け、洋上風力の設

置、運転、保守に係るガイドラインを整

備するとともに、固定価格買取制度にお

ける洋上風力発電の価格設定に必要な

データ提供等、様々な取組を行う。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

また、技術の差別化による競争力強

化等に向け、超大型洋上風車技術の確

立に向けた技術開発等を行うこととす

る。 

 

 
ｃ．バイオマス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食糧供給に影響しないバイオ燃料製

造技術を将来的に確立するための技術

の開発・実証を行うとともに、微細藻

類を使ったジェット燃料など次世代バ

イオ燃料の製造技術を確立するための

技術開発を行うものとする。また、バ

イオマス燃料の既存発電システムでの

活用促進や効率的な熱利用の推進に向

けた技術等の開発を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．海洋エネルギー発電 

 

また、技術の差別化による競争力強

化等に向け、超大型洋上風車技術の確

立に向けた技術開発等を行うこととす

る。 

 

 

ｃ．バイオマス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食糧供給に影響しないバイオ燃料製

造技術を将来的に確立するための技術

の開発・実証を行うとともに、微細藻

類を使ったジェット燃料など次世代バ

イオ燃料の製造技術を確立するための

技術開発を行うものとする。また、バ

イオマス燃料の既存発電システムでの

活用促進や効率的な熱利用の推進に向

けた技術等の開発を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．海洋エネルギー発電 

 

また、超大型洋上風車技術の確立に向

け、要素技術やシステム技術の開発、浮

体式洋上風況観測など洋上風力発電の

周辺技術の開発等を行うとともに、洋上

風力の立地促進に関する取組を行う。 

 

(c)バイオマス 

バイオマス利用技術は、既存のエネル

ギーシステムとの親和性が高く、世界で

も既に利用が広がっている再生可能エ

ネルギーである。また、エネルギーの地

産地消の実現が期待できる技術である

ことから、これらバイオマスのエネルギ

ー利用のための技術開発に注力してき

た。今後は、バイオマスの液体燃料利用

の促進に向けた必要な取組を行うとと

もに、バイオマスの発電利用や熱利用を

促進していくことが重要である。 

第３期中期目標期間においては、食糧

供給に影響しないバイオ燃料製造技術

を将来的に確立するため、第２世代バイ

オ燃料であるセルロース系エタノール

については、２０２０年頃の実用化・事

業化に向けて、製造技術の開発、実証を

行うとともに、第３世代バイオ燃料であ

る微細藻類等由来による燃料について

は、藻類からのジェット燃料等の製造技

術、ＢＴＬ技術の開発を行う。また、バ

イオマス燃料の既存発電システムでの

活用促進や効率的な熱利用の推進に向

け、バイオマス燃料の性状改良等の開発

やバイオマス燃料の含水率や形状等の

性状を制御する技術等の開発を行う。 

 

(d)海洋エネルギー発電 

四方を海に囲まれた我が国は、海洋エ

また、超大型洋上風車技術の確立に向

け、要素技術やシステム技術の開発、浮

体式洋上風況観測など洋上風力発電の

周辺技術の開発等を行うとともに、洋上

風力の立地促進に関する取組を行う。 

 

(c)バイオマス 

バイオマス利用技術は、既存のエネル

ギーシステムとの親和性が高く、世界で

も既に利用が広がっている再生可能エ

ネルギーである。また、エネルギーの地

産地消の実現が期待できる技術である

ことから、これらバイオマスのエネルギ

ー利用のための技術開発に注力してき

た。今後は、バイオマスの液体燃料利用

の促進に向けた必要な取組を行うとと

もに、バイオマスの発電利用や熱利用を

促進していくことが重要である。 

第３期中期目標期間においては、食糧

供給に影響しないバイオ燃料製造技術

を将来的に確立するため、第２世代バイ

オ燃料であるセルロース系エタノール

については、２０２０年頃の実用化・事

業化に向けて、製造技術の開発、実証を

行うとともに、第３世代バイオ燃料であ

る微細藻類等由来による燃料について

は、藻類からのジェット燃料等の製造技

術、ＢＴＬ技術の開発を行う。また、バ

イオマス燃料の既存発電システムでの

活用促進や効率的な熱利用の推進に向

け、バイオマス燃料の性状改良等の開発

やバイオマス燃料の含水率や形状等の

性状を制御する技術等の開発を行う。 

 

(d)海洋エネルギー発電 

四方を海に囲まれた我が国は、海洋エ
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 
 
 
 

海洋エネルギー発電技術について、

中長期的に他の再生可能エネルギーと

同程度の発電コストを達成することを

目指し、技術の開発・実証を行うこと

とする。 

 

 

 

ｅ．再生可能エネルギー熱利用 

 
 
 
 
 
 
 

地熱発電の導入拡大に向け、発電技

術の小型化・高効率化等に向けた技術

開発を行うものとする。また、低コス

トな熱計測技術の開発・実証を行うと

ともに、地熱以外の熱の利用拡大を図

るべく必要な調査等を行うこととす

る。 

 

 

 

 

 

ｆ．系統サポート 

 
 
 

 
 
 
 

海洋エネルギー発電技術について、

中長期的に他の再生可能エネルギーと

同程度の発電コストを達成することを

目指し、技術の開発・実証を行うこと

とする。 

 

 

 

ｅ．再生可能エネルギー熱利用 

 
 
 
 
 
 
 

地熱発電の導入拡大に向け、発電技

術の小型化・高効率化等に向けた技術

開発を行うものとする。また、低コス

トな熱計測技術の開発・実証を行うと

ともに、地熱以外の熱の利用拡大を図

るべく必要な調査等を行うこととす

る。 

 

 

 

 

 

ｆ．系統サポート 

 
 
 

ネルギーの賦存量が大きく、波力発電技

術や潮力発電技術、その他海洋エネルギ

ー発電技術について早期に実用化・事業

化を図ることが重要である。 

第３期中期目標期間においては、海洋

エネルギー発電技術について、開発した

技術を実海域において実証を行うとと

もに、発電コストの低減等に向けた技術

開発を行い、中長期的に他の再生可能エ

ネルギーと同程度の発電コストを達成

することに貢献する。 

 

(e)再生可能エネルギー熱利用 

再生可能エネルギーの利用拡大に向

けては、発電のみならず熱利用を促進す

ることが重要である。これまでは地熱に

関する技術開発を中心に行ってきたが、

今後は地熱に加え太陽熱や雪氷熱等に

も取り組み、再生可能エネルギー熱利用

を進めていくことが重要である。 

第３期中期目標期間においては、地熱

発電技術の高度化を図り、導入目標の達

成を図るべく、発電技術の小型化・高効

率化に向けた技術開発を行うとともに、

小規模地熱や熱利用の促進を図るべく、

新たな媒体や腐食等対策に係る技術開

発や、地熱発電促進のための課題等抽出

に向け、必要な調査を行う。また、低コ

ストな熱計測技術の開発、実証を行うと

ともに、地熱以外の熱に関する必要な調

査等を行う。 

 

(f)系統サポート 

再生可能エネルギーは出力が不安定

な電源であり、系統側における電力安定

化対策として蓄電池等に係る技術開発

ネルギーの賦存量が大きく、波力発電技

術や潮力発電技術、その他海洋エネルギ

ー発電技術について早期に実用化・事業

化を図ることが重要である。 

第３期中期目標期間においては、海洋

エネルギー発電技術について、開発した

技術を実海域において実証を行うとと

もに、発電コストの低減等に向けた技術

開発を行い、中長期的に他の再生可能エ

ネルギーと同程度の発電コストを達成

することに貢献する。 

 

(e)再生可能エネルギー熱利用 

再生可能エネルギーの利用拡大に向

けては、発電のみならず熱利用を促進す

ることが重要である。これまでは地熱に

関する技術開発を中心に行ってきたが、

今後は地熱に加え太陽熱や雪氷熱等に

も取り組み、再生可能エネルギー熱利用

を進めていくことが重要である。 

第３期中期目標期間においては、地熱

発電技術の高度化を図り、導入目標の達

成を図るべく、発電技術の小型化・高効

率化に向けた技術開発を行うとともに、

小規模地熱や熱利用の促進を図るべく、

新たな媒体や腐食等対策に係る技術開

発や、地熱発電促進のための課題等抽出

に向け、必要な調査を行う。また、低コ

ストな熱計測技術の開発、実証を行うと

ともに、地熱以外の熱に関する必要な調

査等を行う。 

 

(f)系統サポート 

再生可能エネルギーは出力が不安定

な電源であり、系統側における電力安定

化対策として蓄電池等に係る技術開発
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 
 

新エネルギーは出力が不安定な電源

であり電力安定化等に向けた取組が必

要であることから、出力変動に対する

予見性の向上のために必要な技術開発

を行うこととする。 

 

 

 

ｇ．燃料電池・水素 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家庭用燃料電池の普及拡大及び業務

用・発電事業用燃料電池の実用化を図

るための技術開発、標準化等に資する

取組を行うとともに、次世代燃料電池

等に関する技術開発を行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

新エネルギーは出力が不安定な電源

であり電力安定化等に向けた取組が必

要であることから、出力変動に対する

予見性の向上のために必要な技術開発

を行うこととする。 

 

 

 

ｇ．燃料電池・水素 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家庭用燃料電池の普及拡大及び業務

用・発電事業用燃料電池の実用化を図

るための技術開発、標準化等に資する

取組を行うとともに、次世代燃料電池

等に関する技術開発を行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

が行われているが、発電側においても電

力安定化等に向けた取組が必要である。 

第３期中期目標期間においては、出力

変動に対する予見性の向上のため、発電

出力予測システムの検討及び開発を行

うとともに、出力変動緩和のための蓄エ

ネルギーシステムの可能性評価及び開

発等、再生可能エネルギーの調整電源化

に向けた必要な技術開発を行う。 

 

(g)燃料電池・水素 

燃料電池は、燃料となる水素と空気中

の酸素を直接化学反応させて電気と熱

を同時に取り出すため、エネルギー効率

が高くかつ発電・発熱時には温室効果ガ

スを発生しないため、我が国における省

エネルギーや地球温暖化対策の観点か

ら重要な技術である。また、東日本大震

災以降、災害に強い分散型エネルギーシ

ステムへの重要性が増している点から

も、分散型電源の一翼を担う燃料電池に

対する期待が高まっている。 

第３期中期目標期間においては、家庭

用燃料電池の普及拡大と業務用・発電事

業用燃料電池の実用化・事業化を図るた

め、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、必要

な技術開発等を行うとともに、ＳＯＦＣ

の大型化及びガスタービンとの連携技

術の開発を行い、発電効率６０％、耐久

性９万時間等を目指す。また、標準化等

に資する取組を行う。加えて、固体高分

子形燃料電池、固体酸化物形燃料電池等

の従来型燃料電池と異なる次世代燃料

電池の開発及び従来型燃料電池の新た

が行われているが、発電側においても電

力安定化等に向けた取組が必要である。 

第３期中期目標期間においては、出力

変動に対する予見性の向上のため、発電

出力予測システムの検討及び開発を行

うとともに、出力変動緩和のための蓄エ

ネルギーシステムの可能性評価及び開

発等、再生可能エネルギーの調整電源化

に向けた必要な技術開発を行う。 

 

(g)燃料電池・水素 

燃料電池は、燃料となる水素と空気中

の酸素を直接化学反応させて電気と熱

を同時に取り出すため、エネルギー効率

が高くかつ発電・発熱時には温室効果ガ

スを発生しないため、我が国における省

エネルギーや地球温暖化対策の観点か

ら重要な技術である。また、東日本大震

災以降、災害に強い分散型エネルギーシ

ステムへの重要性が増している点から

も、分散型電源の一翼を担う燃料電池に

対する期待が高まっている。 

第３期中期目標期間においては、家庭

用燃料電池の普及拡大と業務用・発電事

業用燃料電池の実用化・事業化を図るた

め、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、必要

な技術開発等を行うとともに、ＳＯＦＣ

の大型化及びガスタービンとの連携技

術の開発を行い、発電効率６０％、耐久

性９万時間等を目指す。また、標準化等

に資する取組を行う。加えて、固体高分

子形燃料電池、固体酸化物形燃料電池等

の従来型燃料電池と異なる次世代燃料

電池の開発及び従来型燃料電池の新た
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

また、燃料電池自動車の普及拡大と

水素供給インフラの整備促進に向け、

燃料電池及び水素ステーションの低コ

スト化等に向けた技術の開発・実証を

行うとともに、規制適正化等に資する

取組を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、水素を利用したエネルギー

システムの実現に向けた技術開発等を

行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、燃料電池自動車の普及拡大と

水素供給インフラの整備促進に向け、

燃料電池及び水素ステーションの低コ

スト化等に向けた技術の開発・実証を

行うとともに、規制適正化等に資する

取組を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、水素を利用したエネルギー

システムの実現に向けた技術開発等を

行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な用途の実用化・事業化、商品性の向上、

低コスト化等に関する技術開発を行う。 

また、燃料電池自動車の普及拡大と水

素供給インフラの整備促進に向け、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開

発を行うとともに、将来的に水素ステー

ションのコストを２億円（３００Ｎｍ３

/ｈ規模）程度に低減すべく、水素の製

造・輸送・貯蔵・供給に係る技術開発を

行う。また、水素供給インフラの低コス

ト化・高性能化を図るべく、技術の実証

等を行うとともに、経済性の向上のた

め、規制適正化や標準化等に資する取組

を行う。 

さらに、水素を利用したエネルギーシ

ステムの実現に向け、技術動向等を調査

し、水素の貯蔵や輸送等に関する新しい

技術の開発等を行う。 

 

(h)国際 

我が国の新エネルギー技術の産業競

争力強化や地球環境問題の解決等に向

け、当該技術の海外展開に向けた戦略的

な国際協力を実施していくことが重要

である。 

第３期中期目標期間においては、今後

再生可能エネルギー市場の拡大が見込

まれる国々との間でパートナーシップ

の構築を図るべく、政策対話、情報交換、

人材育成、共同研究等を通じてネットワ

ーク強化を図る。また、再生可能エネル

ギーの普及拡大が今後見込まれる国・地

域における技術実証事業を行うととも

に、新しい技術の実用化・事業化・国際

的な技術動向の把握・市場の開拓の観点

な用途の実用化・事業化、商品性の向上、

低コスト化等に関する技術開発を行う。 

また、燃料電池自動車の普及拡大と水

素供給インフラの整備促進に向け、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開

発を行うとともに、将来的に水素ステー

ションのコストを２億円（３００Ｎｍ３

/ｈ規模）程度に低減すべく、水素の製

造・輸送・貯蔵・供給に係る技術開発を

行う。また、水素供給インフラの低コス

ト化・高性能化を図るべく、技術の実証

等を行うとともに、経済性の向上のた

め、規制適正化や標準化等に資する取組

を行う。 

さらに、水素を利用したエネルギーシ

ステムの実現に向け、技術動向等を調査

し、水素の貯蔵や輸送等に関する新しい

技術の開発等を行う。 

 

(h)国際 

我が国の新エネルギー技術の産業競

争力強化や地球環境問題の解決等に向

け、当該技術の海外展開に向けた戦略的

な国際協力を実施していくことが重要

である。 

第３期中期目標期間においては、今後

再生可能エネルギー市場の拡大が見込

まれる国々との間でパートナーシップ

の構築を図るべく、政策対話、情報交換、

人材育成、共同研究等を通じてネットワ

ーク強化を図る。また、再生可能エネル

ギーの普及拡大が今後見込まれる国・地

域における技術実証事業を行うととも

に、新しい技術の実用化・事業化・国際

的な技術動向の把握・市場の開拓の観点
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

ⅱ）省エネルギー分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大幅な省エネルギー効果が見込ま

れ、エネルギー・産業構造の変革に貢

献する省エネルギー技術の開発と、産

業競争力の強化の観点からの省エネル

ギー製品・技術の海外展開の加速化を

着実に推進するための取組を行うもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）省エネルギー分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大幅な省エネルギー効果が見込ま

れ、エネルギー・産業構造の変革に貢

献する省エネルギー技術の開発と、産

業競争力の強化の観点からの省エネル

ギー製品・技術の海外展開の加速化を

着実に推進するための取組を行うもの

とする。 

 

 

 

 

から、多国間・二国間協力の枠組みを有

効活用する。 

 

（ⅱ）省エネルギー分野 

資源の大半を海外に依存している我

が国にとって、資源確保は従前から重要

な課題である。特に、近年、アジア地域

等の開発途上国の経済成長による化石

燃料を主としたエネルギー需要の増加

は著しく、世界各国ともにエネルギー資

源を始めとする資源確保の競争が激化

することが見込まれる。こうしたエネル

ギーを取り巻く非常に厳しい国際環境

に加え、東日本大震災を契機にエネルギ

ーに対する安全・安心に関する重要性を

再確認することとなった。つまり、我が

国においては「効率性」を確保しながら、

「安全」で「環境」に優しく、「エネル

ギーセキュリティ」にも十分に配慮した

エネルギー構造改革を成し遂げなけれ

ばならないものとなった。そのために

は、再生可能エネルギーの積極的な導入

とともに、もう１つの柱として「省エネ

ルギーの推進」は、その重要性を益々高

めているところである。 

こうした背景の下、機構の省エネルギ

ーに関する取組としては、大幅な省エネ

ルギー効果が見込まれ、エネルギー・産

業構造の変革に貢献する省エネルギー

技術の開発と、産業競争力の強化の観点

から省エネルギー製品・技術の海外展開

の加速化を目指すものであり、平成２３

年に策定した「省エネルギー技術戦略」

を核として、着実に取組んでいく。なお、

当該技術戦略は、少なくとも２年毎に必

要な見直しを行う。 

から、多国間・二国間協力の枠組みを有

効活用する。 

 

（ⅱ）省エネルギー分野 

資源の大半を海外に依存している我

が国にとって、資源確保は従前から重要

な課題である。特に、近年、アジア地域

等の開発途上国の経済成長による化石

燃料を主としたエネルギー需要の増加

は著しく、世界各国ともにエネルギー資

源を始めとする資源確保の競争が激化

することが見込まれる。こうしたエネル

ギーを取り巻く非常に厳しい国際環境

に加え、東日本大震災を契機にエネルギ

ーに対する安全・安心に関する重要性を

再確認することとなった。つまり、我が

国においては「効率性」を確保しながら、

「安全」で「環境」に優しく、「エネル

ギーセキュリティ」にも十分に配慮した

エネルギー構造改革を成し遂げなけれ

ばならないものとなった。そのために

は、再生可能エネルギーの積極的な導入

とともに、もう１つの柱として「省エネ

ルギーの推進」は、その重要性を益々高

めているところである。 

こうした背景の下、機構の省エネルギ

ーに関する取組としては、大幅な省エネ

ルギー効果が見込まれ、エネルギー・産

業構造の変革に貢献する省エネルギー

技術の開発と、産業競争力の強化の観点

から省エネルギー製品・技術の海外展開

の加速化を目指すものであり、平成２３

年に策定した「省エネルギー技術戦略」

を核として、着実に取組んでいく。なお、

当該技術戦略は、少なくとも２年毎に必

要な見直しを行う。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業分野については、エネルギー消

費比率上位の産業を中心として、更な

る効率改善を図るための取組を行うこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭・業務分野については、住宅や

業務用ビルの省エネルギーを推進する

ための技術開発を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業分野については、エネルギー消

費比率上位の産業を中心として、更な

る効率改善を図るための取組を行うこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭・業務分野については、住宅や

業務用ビルの省エネルギーを推進する

ための技術開発を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の分野に大別し、それぞれの分野

の特性を踏まえながら技術開発を実施

する。なお、核となる課題設定型助成事

業については、事後評価に付議される案

件の８割以上が合格の評価を得ること

を目標とするとともに、完了した実用化

開発及び実証研究フェーズの案件につ

いて事業化に係る調査を毎年行い、省エ

ネルギー効果の総量を公表することと

する。 

 

(a)産業分野 

産業部門では、エネルギー効率向上に

よるコスト削減は競争力に直結する課

題であり、省エネルギーかつ低コストで

低炭素型製品等のものづくりが進めら

れており、我が国は世界有数のエネルギ

ー生産効率を達成している。今後は、エ

ネルギー消費比率上位の産業を中心と

して、更なる効率改善を図るため、燃焼

利用の最小化や熱利用工程の高効率化

等に係る技術開発の実施、エクセルギー

の損失を最小化する産業プロセスやシ

ステムの改善等に取組んでいく。 

 

(b)家庭・業務分野 

家庭・業務部門のエネルギー消費は我

が国でも増加傾向にあるが、特に発展途

上国を中心に急激に増加している。住宅

や業務用ビルの省エネルギーを推進す

るため、住宅・建築物躯体の断熱・蓄熱

性能の向上、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）の削減技術、未利用エネル

ギーの活用、住宅・建築物間でのエネル

ギーマネジメント等の促進技術の開発

以下の分野に大別し、それぞれの分野

の特性を踏まえながら技術開発を実施

する。なお、核となる課題設定型助成事

業については、事後評価に付議される案

件の８割以上が合格の評価を得ること

を目標とするとともに、完了した実用化

開発及び実証研究フェーズの案件につ

いて事業化に係る調査を毎年行い、省エ

ネルギー効果の総量を公表することと

する。 

 

(a)産業分野 

産業部門では、エネルギー効率向上に

よるコスト削減は競争力に直結する課

題であり、省エネルギーかつ低コストで

低炭素型製品等のものづくりが進めら

れており、我が国は世界有数のエネルギ

ー生産効率を達成している。今後は、エ

ネルギー消費比率上位の産業を中心と

して、更なる効率改善を図るため、燃焼

利用の最小化や熱利用工程の高効率化

等に係る技術開発の実施、エクセルギー

の損失を最小化する産業プロセスやシ

ステムの改善等に取組んでいく。 

 

(b)家庭・業務分野 

家庭・業務部門のエネルギー消費は我

が国でも増加傾向にあるが、特に発展途

上国を中心に急激に増加している。住宅

や業務用ビルの省エネルギーを推進す

るため、住宅・建築物躯体の断熱・蓄熱

性能の向上、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）の削減技術、未利用エネル

ギーの活用、住宅・建築物間でのエネル

ギーマネジメント等の促進技術の開発
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

運輸分野については、自動車等単体

対策に加え、交通流対策等にも資する

技術の活用の検討等にも取り組むこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

各分野に共通する技術は横断的分野

として捉え、様々な分野でその適用が

拡大している「ヒートポンプ」、電気電

子機器の電源の高効率化を支える「パ

ワーエレクトロニクス」、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

に係る技術開発に取り組むこととす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野 

ａ．蓄電池 

 
 
 

 

 

運輸分野については、自動車等単体

対策に加え、交通流対策等にも資する

技術の活用の検討等にも取り組むこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

各分野に共通する技術は横断的分野

として捉え、様々な分野でその適用が

拡大している「ヒートポンプ」、電気電

子機器の電源の高効率化を支える「パ

ワーエレクトロニクス」、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

に係る技術開発に取り組むこととす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野 

ａ．蓄電池 

 
 
 

に取組んでいく。 

 

(c)運輸分野 

運輸部門では、エネルギー消費量の大

部分を乗用車及びトラックが占めてお

りその効率向上が重要であるが、自動車

単体対策（燃費向上、高効率モーター等

の開発）に加えて、交通流対策等にも資

するＩＴＳ（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ 

Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｓｙｓｔｅｍｓ）

技術の活用の検討等にも取組んでいく。 

 

(d)横断的分野 

各部門に共通する技術は部門横断と

して捉え、具体的には、空調、給湯、乾

燥、冷凍冷蔵、カーエアコンなど様々な

分野でその適用が拡大している「ヒート

ポンプ」、また、様々な分野において使

用される電気電子機器に備わる電源の

高効率化を支える「パワーエレクトロニ

クス」、更には、熱利用が想定される分

野のエネルギー消費用途の概ね５０％

を占める熱の有効利用や、次世代送配電

ネットワークの構築（高温超電導線材を

活用した高機能電力機器等を含む。）に

不可欠であり、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」等に係る技術開発

に取組んでいく。 

 

（ⅲ）蓄電池・エネルギーシステム分野 

(a)蓄電池 

蓄電池は、電気自動車（ＥＶ）やプラ

グインハイブリッド自動車（ＰＨＥＶ）

等の次世代自動車の普及、再生可能エネ

に取組んでいく。 

 

(c)運輸分野 

運輸部門では、エネルギー消費量の大

部分を乗用車及びトラックが占めてお

りその効率向上が重要であるが、自動車

単体対策（燃費向上、高効率モーター等

の開発）に加えて、交通流対策等にも資

するＩＴＳ（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ 

Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｓｙｓｔｅｍｓ）

技術の活用の検討等にも取組んでいく。 

 

(d)横断的分野 

各部門に共通する技術は部門横断と

して捉え、具体的には、空調、給湯、乾

燥、冷凍冷蔵、カーエアコンなど様々な

分野でその適用が拡大している「ヒート

ポンプ」、また、様々な分野において使

用される電気電子機器に備わる電源の

高効率化を支える「パワーエレクトロニ

クス」、更には、熱利用が想定される分

野のエネルギー消費用途の概ね５０％

を占める熱の有効利用や、次世代送配電

ネットワークの構築（高温超電導線材を

活用した高機能電力機器等を含む）に不

可欠であり、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」等に係る技術開発に

取組んでいく。 

 

（ⅲ）蓄電池・エネルギーシステム分野 

(a)蓄電池 

蓄電池は、電気自動車（ＥＶ）やプラ

グインハイブリッド自動車（ＰＨＥＶ）

等の次世代自動車の普及、再生可能エネ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○体裁の修正。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

我が国が競争力を確保するため、今

後大きな成長が望め、かつ我が国の優

位性を活かすことが出来る分野におけ

る蓄電池に注力し、技術開発を実施す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

我が国が競争力を確保するため、今

後大きな成長が望め、かつ我が国の優

位性を活かすことが出来る分野におけ

る蓄電池に注力し、技術開発を実施す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルギーの導入拡大やスマートグリッド

実現の核となる重要な技術である。ま

た、経済産業省が２０１２年７月に定め

た「蓄電池戦略」でも、２０２０年に世

界全体の市場（２０兆円）の５割のシェ

アを我が国関連企業が獲得することが

目標に掲げられており、今後も市場の拡

大が想定される成長産業と位置付けら

れている。 

第３期中期目標期間においては、国際

的な競争が激化しつつある蓄電産業に

ついて、引き続き我が国が競争力を確保

するため、用途に応じて高性能・高安全

性・高信頼性・低コストの蓄電池を実用

化・事業化していくことが必要であり、

今後大きな成長が望め、かつ我が国の優

位性を活かすことができる分野におけ

る蓄電池に注力して技術開発を実施す

る。 

車載用については、既に実用化・事業

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ともに、低コスト化

を実現し、次世代自動車市場を確保して

いく。また、２０３０年の実用化・事業

化が期待されるポストリチウムイオン

電池の実現を目指し、産官学の英知を結

集して最先端の技術開発に取組むこと

によって、我が国の中長期的な競争力の

確保を目指す。 

大型蓄電池については、電池の種類に

捉われず、低コスト化・長寿命化が期待

できる蓄電技術を開発するとともに、シ

ステムの制御・運用に係る技術実証を行

い、実用化・事業化を促進することで比

較的新しい本技術の市場を確保してい

ルギーの導入拡大やスマートグリッド

実現の核となる重要な技術である。ま

た、経済産業省が２０１２年７月に定め

た「蓄電池戦略」でも、２０２０年に世

界全体の市場（２０兆円）の５割のシェ

アを我が国関連企業が獲得することが

目標に掲げられており、今後も市場の拡

大が想定される成長産業と位置付けら

れている。 

第３期中期目標期間においては、国際

的な競争が激化しつつある蓄電産業に

ついて、引き続き我が国が競争力を確保

するため、用途に応じて高性能・高安全

性・高信頼性・低コストの蓄電池を実用

化・事業化していくことが必要であり、

今後大きな成長が望め、かつ我が国の優

位性を活かすことができる分野におけ

る蓄電池に注力して技術開発を実施す

る。 

車載用については、既に実用化・事業

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ともに、低コスト化

を実現し、次世代自動車市場を確保して

いく。また、２０３０年の実用化・事業

化が期待されるポストリチウムイオン

電池の実現を目指し、産官学の英知を結

集して最先端の技術開発に取組むこと

によって、我が国の中長期的な競争力の

確保を目指す。 

大型蓄電池については、電池の種類に

捉われず、低コスト化・長寿命化が期待

できる蓄電技術を開発するとともに、シ

ステムの制御・運用に係る技術実証を行

い、実用化・事業化を促進することで比

較的新しい本技術の市場を確保してい
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

また、産学の技術進展を加速する共

通基盤技術として、蓄電池材料の評価

手法の確立等に取り組むこととする。 

さらに、ＩＥＣやＩＳＯ等における

国際標準の制定・見直しの場で、我が

国主導による国際標準化を促進するも

のとする。 

 

 

ｂ．スマートグリッド、スマートコミュ

ニティ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電力システム安定化に向けた取組に

注力することとし、系統側におけるス

マートグリッド、 需要側におけるスマ

ートコミュニティ、発電側における再

生可能エネルギーの能動的出力調整技

術、これらを支える蓄電技術といった

システム全体にわたる技術の開発・実

証を、総合的に推進するものとする。 

 

 

 

 

ⅳ）クリーンコールテクノロジー（ＣＣ

Ｔ）分野 

 

また、産学の技術進展を加速する共

通基盤技術として、蓄電池材料の評価

手法の確立等に取り組むこととする。 

さらに、ＩＥＣやＩＳＯ等における

国際標準の制定・見直しの場で、我が

国主導による国際標準化を促進するも

のとする。 

 

 

ｂ．スマートグリッド、スマートコミュ

ニティ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電力システム安定化に向けた取組に

注力することとし、系統側におけるス

マートグリッド、 需要側におけるスマ

ートコミュニティ、発電側における再

生可能エネルギーの能動的出力調整技

術、これらを支える蓄電技術といった

システム全体にわたる技術の開発・実

証を、総合的に推進するものとする。 

 

 

 

 

ⅳ）クリーンコールテクノロジー（ＣＣ

Ｔ）分野 

く。 

また、産学の技術進展を加速する共通

基盤技術として、蓄電池材料の評価手法

の確立等に取組む。 

さらに、ＩＥＣやＩＳＯ等における国

際標準の制定・見直しの場に、必要に応

じてプロジェクトで得られた成果を提

供し、我が国主導による国際標準化を促

進する。 

 

(b)スマートグリッド、スマートコミュニ

ティ 

出力が不安定な新エネルギーの大量

導入や分散電源化といった社会的要請

に応えつつ、エネルギーを安定的に供給

するインフラを効果的に構築・運用する

ためには、蓄電池をはじめとする蓄エネ

ルギー技術に加えて、ＩＴを活用してエ

ネルギー供給側と需要側の情報を双方

向で共有し、エネルギーシステム全体で

需給変動を制御・調整していく新たな仕

組みづくりが重要である。 

第３期中期目標期間においては、特に

電力システム安定化に向けた取組に注

力することとし、系統側における能動的

制御技術であるスマートグリッド、 需

要側においてコミュニティ全体でエネ

ルギーの効率的利用を行うスマートコ

ミュニティ、発電側における再生可能エ

ネルギーの能動的出力調整技術、これら

を支える蓄電技術といったシステム全

体にわたる技術の開発・実証を総合的に

推進する。 

 

（ⅳ）クリーンコールテクノロジー（Ｃ

ＣＴ）分野 

く。 

また、産学の技術進展を加速する共通

基盤技術として、蓄電池材料の評価手法

の確立等に取組む。 

さらに、ＩＥＣやＩＳＯ等における国

際標準の制定・見直しの場に、必要に応

じてプロジェクトで得られた成果を提

供し、我が国主導による国際標準化を促

進する。 

 

(b)スマートグリッド、スマートコミュニ

ティ 

出力が不安定な新エネルギーの大量

導入や分散電源化といった社会的要請

に応えつつ、エネルギーを安定的に供給

するインフラを効果的に構築・運用する

ためには、蓄電池をはじめとする蓄エネ

ルギー技術に加えて、ＩＴを活用してエ

ネルギー供給側と需要側の情報を双方

向で共有し、エネルギーシステム全体で

需給変動を制御・調整していく新たな仕

組みづくりが重要である。 

第３期中期目標期間においては、特に

電力システム安定化に向けた取組に注

力することとし、系統側における能動的

制御技術であるスマートグリッド、 需

要側においてコミュニティ全体でエネ

ルギーの効率的利用を行うスマートコ

ミュニティ、発電側における再生可能エ

ネルギーの能動的出力調整技術、これら

を支える蓄電技術といったシステム全

体にわたる技術の開発・実証を総合的に

推進する。 

 

（ⅳ）クリーンコールテクノロジー（Ｃ

ＣＴ）分野 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石炭火力の高効率化・低炭素化を目

指すため、これまでのプロジェクトで

の成果を活用するとともに、高効率の

燃料電池に適用可能な石炭ガスのクリ

ーンアップ技術等の要素技術開発を推

進することとする。 

また、ＣＯ２分離回収技術を適用して

もエネルギー効率の低下が最小限に抑

制される石炭ガス化複合発電（ＩＧＣ

Ｃ）システム等の要素技術開発、シス

テム内の未利用廃熱を活用した高効率

化技術等の基盤的研究を推進すること

とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石炭火力の高効率化・低炭素化を目

指すため、これまでのプロジェクトで

の成果を活用するとともに、高効率の

燃料電池に適用可能な石炭ガスのクリ

ーンアップ技術等の要素技術開発を推

進することとする。 

また、ＣＯ２分離回収技術を適用して

もエネルギー効率の低下が最小限に抑

制される石炭ガス化複合発電（ＩＧＣ

Ｃ）システム等の要素技術開発、シス

テム内の未利用廃熱を活用した高効率

化技術等の基盤的研究を推進すること

とする。 

石炭は、石炭火力発電を中心に、今後

とも世界的に需要が拡大し、世界の一次

エネルギーに占める割合が高くなると

見込まれ、我が国でも一次エネルギー総

供給量に占める石炭の割合及び発電量

に占める石炭火力の割合は２０％以上

と重要なエネルギー源である。このた

め、高効率な石炭火力発電技術、石炭利

用の課題となるＣＯ２の削減技術（ＣＣ

Ｓ等）を組み込んだゼロエミッション石

炭火力技術の開発を推進していく必要

がある。また、石炭は、供給安定性の面

で優れているが、可採埋蔵量の約半分

が、品位の低い未利用炭となっている。

世界的な石炭需給の緩和、及び我が国の

エネルギーセキュリティ向上を目指し

これら未利用炭の多目的利用のための

技術開発を行う必要がある。 

こうした我が国が優位性を持つクリ

ーンコールテクノロジーは、普及展開に

よる国際貢献とともに、産業競争力確保

の観点から、更なる技術力の向上が必要

である。 

革新的な高効率発電技術及びＣＯ2

削減技術としては、石炭ガス化複合発電

（ＩＧＣＣ）／石炭ガス化燃料電池複合

発電（ＩＧＦＣ）の実現が期待されてい

る。第３期中期目標期間では、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の開発、ガス化炉そ

のもののエネルギー効率向上、廃熱利用

といった基盤的技術開発を行う。 

 

 

石炭は、石炭火力発電を中心に、今後

とも世界的に需要が拡大し、世界の一次

エネルギーに占める割合が高くなると

見込まれ、我が国でも一次エネルギー総

供給量に占める石炭の割合及び発電量

に占める石炭火力の割合は２０％以上

と重要なエネルギー源である。このた

め、高効率な石炭火力発電技術、石炭利

用の課題となるＣＯ２の削減技術（ＣＣ

Ｓ等）を組み込んだゼロエミッション石

炭火力技術の開発を推進していく必要

がある。また、石炭は、供給安定性の面

で優れているが、可採埋蔵量の約半分

が、品位の低い未利用炭となっている。

世界的な石炭需給の緩和、及び我が国の

エネルギーセキュリティ向上を目指し

これら未利用炭の多目的利用のための

技術開発を行う必要がある。 

こうした我が国が優位性を持つクリ

ーンコールテクノロジーは、普及展開に

よる国際貢献とともに、産業競争力確保

の観点から、更なる技術力の向上が必要

である。 

革新的な高効率発電技術及びＣＯ2

削減技術としては、石炭ガス化複合発電

（ＩＧＣＣ）／石炭ガス化燃料電池複合

発電（ＩＧＦＣ）の実現が期待されてい

る。第３期中期目標期間では、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の開発、ガス化炉そ

のもののエネルギー効率向上、廃熱利用

といった基盤的技術開発を行う。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

さらに、我が国の優れた低品位炭の

改質技術を海外に普及、促進を支援す

ることとする。また、高効率、低コス

トの石炭改質技術の開発を推進するこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 製鉄プロセスについては、ＣＯ２削

減に資するべく、環境調和型製鉄プロ

セス技術開発を推進することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅴ）環境・省資源分野 

ａ．フロン対策技術 

 
 
 

さらに、我が国の優れた低品位炭の

改質技術を海外に普及、促進を支援す

ることとする。また、高効率、低コス

トの石炭改質技術の開発を推進するこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 製鉄プロセスについては、ＣＯ２削

減に資するべく、環境調和型製鉄プロ

セス技術開発を推進することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅴ）環境・省資源分野 

ａ．フロン対策技術 

 
 
 

褐炭は、水分が多く、その一方で、乾

燥すれば自然発火性が高いことから、輸

送に適さず、利用が進まない。このため、

石炭の乾燥技術開発が必要である。また

未利用炭においては、灰分、硫黄あるい

は水銀等の含有量が多いため、従来の石

炭利用設備に直接供給できない。そこ

で、脱灰分、脱硫黄、脱水銀等の改質技

術開発が必要となる。第３期中期目標期

間では、未利用の低品位炭について、経

済性と利用可能な品質のバランスを踏

まえた、乾燥技術、改質技術についての

調査を行うとともに、必要な技術開発を

行う。 

製鉄プロセスにおけるＣＯ２削減に

資するべく、排出される二酸化炭素の約

３０％削減を目指し、環境調和型製鉄プ

ロセス技術開発を推進する。第３期中期

目標期間においては、ＰｈａｓｅⅠ ｓ

ｔｅｐ１で得られた要素技術を基に、１

０ｍ３規模のミニ高炉、コークスガス

（ＣＯＧ）改質設備等を製作し、総合的

な高炉からの二酸化炭素排出削減技術

及び二酸化炭素分離回収技術の開発を

行うとともに、次期１００ｍ３規模実証

炉へのスケールアップのためのデータ

を得る。また、製鉄プロセスにおけるＣ

Ｏ２排出量を約３０％削減及びＣＯ２

分離回収コスト２，０００円/ｔ－ＣＯ

２を可能とする技術を確立する。 

 

（ⅴ）環境・省資源分野 

(a)フロン対策技術 

代替フロン等４ガス（ＨＦＣ、ＰＦＣ、

ＳＦ６、ＮＦ３）については、京都議定

書約束期間後の枠組みにおいても、温室

褐炭は、水分が多く、その一方で、乾

燥すれば自然発火性が高いことから、輸

送に適さず、利用が進まない。このため、

石炭の乾燥技術開発が必要である。また

未利用炭においては、灰分、硫黄あるい

は水銀等の含有量が多いため、従来の石

炭利用設備に直接供給できない。そこ

で、脱灰分、脱硫黄、脱水銀等の改質技

術開発が必要となる。第３期中期目標期

間では、未利用の低品位炭について、経

済性と利用可能な品質のバランスを踏

まえた、乾燥技術、改質技術についての

調査を行うとともに、必要な技術開発を

行う。 

製鉄プロセスにおけるＣＯ２削減に

資するべく、排出される二酸化炭素の約

３０％削減を目指し、環境調和型製鉄プ

ロセス技術開発を推進する。第３期中期

目標期間においては、ＰｈａｓｅⅠ ｓ

ｔｅｐ１で得られた要素技術を基に、１

０ｍ３規模のミニ高炉、コークスガス

（ＣＯＧ）改質設備等を製作し、総合的

な高炉からの二酸化炭素排出削減技術

及び二酸化炭素分離回収技術の開発を

行うとともに、次期１００ｍ３規模実証

炉へのスケールアップのためのデータ

を得る。また、製鉄プロセスにおけるＣ

Ｏ２排出量を約３０％削減及びＣＯ２

分離回収コスト２，０００円/ｔ－ＣＯ

２を可能とする技術を確立する。 

 

（ⅴ）環境・省資源分野 

(a)フロン対策技術 

代替フロン等４ガス（ＨＦＣ、ＰＦＣ、

ＳＦ６、ＮＦ３）については、京都議定

書約束期間後の枠組みにおいても、温室
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 
 
 
 
 
 
 

代替フロン等４ガス（ＨＦＣ、ＰＦ

Ｃ、ＳＦ６、ＮＦ３）については、競

争力をより強化するためのシステムの

効率化や、コストダウン等を視野に入

れつつ、新たな低温室効果冷媒の合成

開発や高効率な空調機器の技術開発を

推進し、併せて低温室効果冷媒の性能

評価及び安全性評価に取り組むものと

する。 

 

 

 

 

ｂ．３Ｒ分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資源確保の観点から、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を実施する

 
 
 
 
 
 
 

代替フロン等４ガス（ＨＦＣ、ＰＦ

Ｃ、ＳＦ６、ＮＦ３）については、競

争力をより強化するためのシステムの

効率化や、コストダウン等を視野に入

れつつ、新たな低温室効果冷媒の合成

開発や高効率な空調機器の技術開発を

推進し、併せて低温室効果冷媒の性能

評価及び安全性評価に取り組むものと

する。 

 

 

 

 

ｂ．３Ｒ分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資源確保の観点から、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を実施する

効果ガス排出削減のために積極的な対

策を取ることが求められると想定され

る。特に冷凍空調機器分野においては、

他の分野に比べ今後１０～２０年間で

特定フロンから代替フロンへの著しい

転換が予測されているため、低温室効果

冷媒への代替実現が急務である。 

そのため第３期中期目標期間では、競

争力をより強化するためのシステムの

効率化や、コストダウン等を視野に入れ

つつ、新たな低温室効果冷媒の合成開発

（新たな低温室効果冷媒を少なくとも

１種類開発）や高効率な空調機器の技術

開発を推進し、併せて低温室効果冷媒の

性能評価及び安全性評価（燃焼・爆発特

性やフィジカルハザード等の評価）に取

り組むことで、市中におけるフロン機器

の代替を図り、温室効果ガス削減により

広く、直接的に寄与することを目指す。 

 

(b)３Ｒ分野 

製品からのレアメタル含有部品の回

収については、技術的基盤は概ね構築さ

れつつあるが、対象鉱種や対象製品に応

じて個別に効率化や低コスト化のため

の技術の開発・実証が必要な状況であ

る。一方、レアメタル含有部品からのレ

アメタル抽出・精製プロセスについて

は、効率化や環境負荷低減を実現する新

技術の開発の可能性があり、長期的に取

り組む必要がある。また、最終処分場の

逼迫は長期的課題として解決が求めら

れている。 

第３期中期目標期間においては、特に

資源確保の観点から、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

効果ガス排出削減のために積極的な対

策を取ることが求められると想定され

る。特に冷凍空調機器分野においては、

他の分野に比べ今後１０～２０年間で

特定フロンから代替フロンへの著しい

転換が予測されているため、低温室効果

冷媒への代替実現が急務である。 

そのため第３期中期目標期間では、競

争力をより強化するためのシステムの

効率化や、コストダウン等を視野に入れ

つつ、新たな低温室効果冷媒の合成開発

（新たな低温室効果冷媒を少なくとも

１種類開発）や高効率な空調機器の技術

開発を推進し、併せて低温室効果冷媒の

性能評価及び安全性評価（燃焼・爆発特

性やフィジカルハザード等の評価）に取

り組むことで、市中におけるフロン機器

の代替を図り、温室効果ガス削減により

広く、直接的に寄与することを目指す。 

 

(b)３Ｒ分野 

製品からのレアメタル含有部品の回

収については、技術的基盤は概ね構築さ

れつつあるが、対象鉱種や対象製品に応

じて個別に効率化や低コスト化のため

の技術の開発・実証が必要な状況であ

る。一方、レアメタル含有部品からのレ

アメタル抽出・精製プロセスについて

は、効率化や環境負荷低減を実現する新

技術の開発の可能性があり、長期的に取

り組む必要がある。また、最終処分場の

逼迫は長期的課題として解決が求めら

れている。 

第３期中期目標期間においては、特に

資源確保の観点から、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
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

また、リサイクル産業の海外展開に

向けた技術の開発・実証については、

日本国内（又は他の先進国）と同等以

上の水準を達成することを目指すこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

ｃ．水循環分野 

 
 
 
 
 

要素技術開発においては、水処理シ

ステムの長期安定化運転等の実証によ

る競争力強化を目指すこととする。 

 

 

また、国内の中小企業等を対象とし

た暫定排水基準解除のための技術確立

を推進することとする。 

 

さらに、国内における要素技術の開

発にとどまらず、国内外への展開を支

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

また、リサイクル産業の海外展開に

向けた技術の開発・実証については、

日本国内（又は他の先進国）と同等以

上の水準を達成することを目指すこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

ｃ．水循環分野 

 
 
 
 
 

要素技術開発においては、水処理シ

ステムの長期安定化運転等の実証によ

る競争力強化を目指すこととする。 

 

 

また、国内の中小企業等を対象とし

た暫定排水基準解除のための技術確立

を推進することとする。 

 

さらに、国内における要素技術の開

発にとどまらず、国内外への展開を支

構築に向けた技術開発を実施する。その

うち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

術を構築する。これにより、代替材料の

開発・普及に要するリードタイムを補

い、供給源の多様化による資源リスクの

低減を目指す。 

また、リサイクル産業の海外新興国に

おける技術の開発・実証については、マ

テリアルリサイクル率や処理後物の品

位等、開発する技術ごとに適した指標を

設定し、日本国内（又は他の先進国）と

同等以上の水準を達成することを目指

す。そして、最終処分場の逼迫への対応

については、技術的観点からの課題の有

無を整理し、必要な技術開発等の取組を

行う。 

 

(c)水循環分野 

産業競争力強化に資する水循環要素

技術開発を実施するとともに、実証研究

等により海外市場への参入を支援し、国

際競争力の強化を図ることが重要であ

る。 

第３期中期計画期間中においては、要

素技術開発について、水処理技術の高度

化・省エネルギー化等に取り組むほか水

処理システムの長期安定化運転等の実

証による競争力強化を目指す。 

また、国内の中小企業等を対象に、水

質汚濁防止法に基づく排水規制対象物

質を高効率かつ低コストに処理可能な

要素技術の確立を推進する。 

さらに、国内における要素技術の開発

にとどまらず、国内水関連企業の保有す

構築に向けた技術開発を実施する。その

うち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

術を構築する。これにより、代替材料の

開発・普及に要するリードタイムを補

い、供給源の多様化による資源リスクの

低減を目指す。 

また、リサイクル産業の海外新興国に

おける技術の開発・実証については、マ

テリアルリサイクル率や処理後物の品

位等、開発する技術ごとに適した指標を

設定し、日本国内（又は他の先進国）と

同等以上の水準を達成することを目指

す。そして、最終処分場の逼迫への対応

については、技術的観点からの課題の有

無を整理し、必要な技術開発等の取組を

行う。 

 

(c)水循環分野 

産業競争力強化に資する水循環要素

技術開発を実施するとともに、実証研究

等により海外市場への参入を支援し、国

際競争力の強化を図ることが重要であ

る。 

第３期中期計画期間中においては、要

素技術開発について、水処理技術の高度

化・省エネルギー化等に取り組むほか水

処理システムの長期安定化運転等の実

証による競争力強化を目指す。 

また、国内の中小企業等を対象に、水

質汚濁防止法に基づく排水規制対象物

質を高効率かつ低コストに処理可能な

要素技術の確立を推進する。 

さらに、国内における要素技術の開発

にとどまらず、国内水関連企業の保有す
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

援することとする。 

 

 

 

 

 

ｄ．環境化学分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将来にわたっても持続的に化学製品

を製造するために必要なグリーン・サ

ステイナブルケミストリー（ＧＳＣ）

プロセスの技術開発を、引き続き行う

こととする。 

 

 

 

 

援することとする。 

 

 

 

 

 

ｄ．環境化学分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将来にわたっても持続的に化学製品

を製造するために必要なグリーン・サ

ステイナブルケミストリー（ＧＳＣ）

プロセスの技術開発を、引き続き行う

こととする。 

 

 

 

 

る膜分離活性汚泥法（ＭＢＲ）等の個別

要素技術のパッケージ化を促進させ、省

エネ性等の国際競争力を有する水処理

システムを確立し、国内外への展開を支

援する。 

 

(d)環境化学分野 

日本の化学産業は、国際的に高い技術

力と競争力を有し、経済社会の発展を支

えている一方で、地球温暖化問題、資源

枯渇問題が現実化しつつある中で様々

な課題を抱えている。例えば、国内の化

学関連産業の二酸化炭素排出量は、年間

約０．５億トンで、製造業全体の約１

５％を占め、鉄鋼業に次ぐ第２位となる

等、化学品の高機能化に伴う製造プロセ

スの多段化によるエネルギー消費増が

喫緊の課題となっている。 

これらの問題を克服し、持続的社会を

実現するために日米欧においてグリー

ン・サステイナブルケミストリー（ＧＳ

Ｃ）への取組が活発に行われている。具

体的には、これまでのエネルギー大量消

費・廃棄型生産プロセスから脱却して、

持続的な生産が可能なクリーンなプロ

セスによる供給体制を構築しようとす

るものである。 

第３期中期目標期間中においては、将

来にわたっても持続的に化学製品を製

造するために必要なＧＳＣプロセスの

技術開発を引き続き行う。具体的には、

資源生産性を向上できる革新的プロセ

スを開発すべく、①触媒によりナフサの

分解温度を従来の熱分解法に比べ２０

０℃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（石油化

る膜分離活性汚泥法（ＭＢＲ）等の個別

要素技術のパッケージ化を促進させ、省

エネ性等の国際競争力を有する水処理

システムを確立し、国内外への展開を支

援する。 

 

(d)環境化学分野 

日本の化学産業は、国際的に高い技術

力と競争力を有し、経済社会の発展を支

えている一方で、地球温暖化問題、資源

枯渇問題が現実化しつつある中で様々

な課題を抱えている。例えば、国内の化

学関連産業の二酸化炭素排出量は、年間

約０．５億トンで、製造業全体の約１

５％を占め、鉄鋼業に次ぐ第２位となる

等、化学品の高機能化に伴う製造プロセ

スの多段化によるエネルギー消費増が

喫緊の課題となっている。 

これらの問題を克服し、持続的社会を

実現するために日米欧においてグリー

ン・サステイナブルケミストリー（ＧＳ

Ｃ）への取組が活発に行われている。具

体的には、これまでのエネルギー大量消

費・廃棄型生産プロセスから脱却して、

持続的な生産が可能なクリーンなプロ

セスによる供給体制を構築しようとす

るものである。 

第３期中期目標期間中においては、将

来にわたっても持続的に化学製品を製

造するために必要なＧＳＣプロセスの

技術開発を引き続き行う。具体的には、

資源生産性を向上できる革新的プロセ

スを開発すべく、①触媒によりナフサの

分解温度を従来の熱分解法に比べ２０

０℃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（石油化
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．民間航空機基盤技術 

環境負荷低減、運航安全性向上等の

要請に対応した航空分野の基盤技術力

の強化を図るための技術の開発・実証

試験等を行うこととする。 

 

 

ⅵ）電子・情報通信分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．民間航空機基盤技術 

環境負荷低減、運航安全性向上等の

要請に対応した航空分野の基盤技術力

の強化を図るための技術の開発・実証

試験等を行うこととする。 

 

 

ⅵ）電子・情報通信分野 

 

 

学品として付加価値の高いエチレン、プ

ロピレンの収率が５０％以上となる触

媒を開発する。）、②イソプロピルアルコ

ールや酢酸から水を分離する蒸留プロ

セスにおいて、水透過度２×１０

-7mol/(m2sPa)、分離係数２００以上を

実現する分離膜技術、③化学プロセス等

から発生する二酸化炭素等の副生ガス

を高濃度（９９．９％以上）に分離・濃

縮できる新規材料を開発し、高濃縮され

た二酸化炭素等を原料として有用な化

学品をクリーンに生産するための基盤

技術、④微生物燃料電池システムを工場

廃水処理に用いて、廃水処理能力が現行

の活性汚泥処理と同等以上で、かつ、８

０％以上の省エネルギーが可能な廃水

処理基盤技術等を確立する。 

さらに、化石資源からの脱却や低炭素

社会の実現のためのキーテクノロジー

であり、我が国が世界トップレベルの技

術を有する触媒技術を活用し、国際的優

位性を確保しながら、資源問題・環境問

題を同時に解決することを目指して新

規なＧＳＣプロセスの技術開発を実施

する。 

 

(e)民間航空機基盤技術 

環境負荷低減、運航安全性向上等の要

請に対応した航空分野の基盤技術力の

強化を図るため、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

術の開発及び実証試験等を実施する。 

 

（ⅵ）電子・情報通信分野 

電子・情報通信産業では、半導体・デ

ィスプレイ等のデバイス技術の進展、高

学品として付加価値の高いエチレン、プ

ロピレンの収率が５０％以上となる触

媒を開発する。）、②イソプロピルアルコ

ールや酢酸から水を分離する蒸留プロ

セスにおいて、水透過度２×１０

-7mol/(m2sPa)、分離係数２００以上を

実現する分離膜技術、③化学プロセス等

から発生する二酸化炭素等の副生ガス

を高濃度（９９．９％以上）に分離・濃

縮できる新規材料を開発し、高濃縮され

た二酸化炭素等を原料として有用な化

学品をクリーンに生産するための基盤

技術、④微生物燃料電池システムを工場

廃水処理に用いて、廃水処理能力が現行

の活性汚泥処理と同等以上で、かつ、８

０％以上の省エネルギーが可能な廃水

処理基盤技術等を確立する。 

さらに、化石資源からの脱却や低炭素

社会の実現のためのキーテクノロジー

であり、我が国が世界トップレベルの技

術を有する触媒技術を活用し、国際的優

位性を確保しながら、資源問題・環境問

題を同時に解決することを目指して新

規なＧＳＣプロセスの技術開発を実施

する。 

 

(e)民間航空機基盤技術 

環境負荷低減、運航安全性向上等の要

請に対応した航空分野の基盤技術力の

強化を図るため、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

術の開発及び実証試験等を実施する。 

 

（ⅵ）電子・情報通信分野 

電子・情報通信産業では、半導体・デ

ィスプレイ等のデバイス技術の進展、高
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術革新のスピード、ビジネス環境

の変化等を踏まえつつ、我が国経済・

社会の基盤としての電子・情報通信産

業の発展を促進するため、電子デバイ

ス、家電、ネットワーク／コンピュー

ティングに関する課題について、重点

的に取り組むものとする。 

 

 

電子デバイスについては、我が国の

電子関連企業の競争力向上と新市場開

拓のために、低消費電力、高速処理、

高信頼性、設計期間の短縮化等のデバ

イス技術開発等を推進することとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術革新のスピード、ビジネス環境

の変化等を踏まえつつ、我が国経済・

社会の基盤としての電子・情報通信産

業の発展を促進するため、電子デバイ

ス、家電、ネットワーク／コンピュー

ティングに関する課題について、重点

的に取り組むものとする。 

 

 

電子デバイスについては、我が国の

電子関連企業の競争力向上と新市場開

拓のために、低消費電力、高速処理、

高信頼性、設計期間の短縮化等のデバ

イス技術開発等を推進することとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

速ネットワークの普及等により、スマー

トフォン、タブレットなど携帯機器とそ

れらを用いたアプリケーションが広が

っている。同時に、クラウドの普及によ

りビッグデータの活用の可能性が高ま

っており、従来の情報技術（ＩＴ）の枠

を超えた他の産業との融合による新た

なビジネス創造が期待されている。 

他方で、新興国の企業の台頭や投資の

大規模化により、世界的に競争環境が一

段と激化しており、さらに、ＩＴ化の進

展を通じた情報処理量の増大によるエ

ネルギー需要の増大も引き続き重要な

課題となっている。 

第３期中期目標期間中では、このよう

な技術革新のスピード、ビジネス環境の

変化等を踏まえつつ、我が国経済・社会

の基盤としての電子・情報通信産業の発

展を促進するため、電子デバイス、家電、

ネットワーク／コンピューティングに

関する課題について、重点的に取り組む

こととし、以下の技術開発を推進する。 

 

(a)電子デバイス 

我が国の電子関連企業の競争力向上

と新市場開拓のために、低消費電力、高

速処理、高信頼性、設計期間の短縮化等

のデバイス技術開発を推進する。 

日本企業が競争力を有するメモリ分

野等においては、大容量化及び低コスト

化に対応していくため、極端紫外光（Ｅ

ＵＶ）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

スト材料等の開発を進める。また、現在

のフラッシュメモリよりも高速で動作

可能な高速不揮発メモリやマイコン等

速ネットワークの普及等により、スマー

トフォン、タブレットなど携帯機器とそ

れらを用いたアプリケーションが広が

っている。同時に、クラウドの普及によ

りビッグデータの活用の可能性が高ま

っており、従来の情報技術（ＩＴ）の枠

を超えた他の産業との融合による新た

なビジネス創造が期待されている。 

他方で、新興国の企業の台頭や投資の

大規模化により、世界的に競争環境が一

段と激化しており、さらに、ＩＴ化の進

展を通じた情報処理量の増大によるエ

ネルギー需要の増大も引き続き重要な

課題となっている。 

第３期中期目標期間中では、このよう

な技術革新のスピード、ビジネス環境の

変化等を踏まえつつ、我が国経済・社会

の基盤としての電子・情報通信産業の発

展を促進するため、電子デバイス、家電、

ネットワーク／コンピューティングに

関する課題について、重点的に取り組む

こととし、以下の技術開発を推進する。 

 

(a)電子デバイス 

我が国の電子関連企業の競争力向上

と新市場開拓のために、低消費電力、高

速処理、高信頼性、設計期間の短縮化等

のデバイス技術開発を推進する。 

日本企業が競争力を有するメモリ分

野等においては、大容量化及び低コスト

化に対応していくため、極端紫外光（Ｅ

ＵＶ）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

スト材料等の開発を進める。また、現在

のフラッシュメモリよりも高速で動作

可能な高速不揮発メモリやマイコン等
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家電（ディスプレイ、有機トランジ

スタ、照明等）については、低消費電

力化、軽量化、低コスト化等を目指し

た技術開発等を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家電（ディスプレイ、有機トランジ

スタ、照明等）については、低消費電

力化、軽量化、低コスト化等を目指し

た技術開発等を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

との混載用デバイス等の開発を推進す

る。 

また、ロジック分野においては、低電

圧動作や高速不揮発メモリとの混載等

により消費電力を１/１０に低減する低

消費電力技術等の開発を行う。 

さらに、パワー半導体の分野では、社

会的にニーズの高い低損失化を目指し

て、従来のシリコン（Ｓｉ）への代替が

期待される炭化シリコン（ＳｉＣ）、窒

化ガリウム（ＧａＮ）等の半導体につい

て、６インチウエハの成長技術、従来の

Ｓｉと比べて電力損失が１/１００とな

るデバイス製造技術、高温動作（２０

０℃以上）でも使用可能な抵抗器・コン

デンサ等受動部品の開発等を推進する。 

半導体の実装技術についても注力す

る。半導体の微細加工技術も限界が近づ

いてきていることから、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する。 

 

(b)家電（ディスプレイ、有機トランジス

タ、照明等） 

家電分野においては、低消費電力化、

軽量化、低コスト化等を目指した技術開

発を行う。 

ディスプレイ分野では、今後もスマー

トフォン、タブレット等中小型ディスプ

レイの市場拡大が予想されることから、

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

との混載用デバイス等の開発を推進す

る。 

また、ロジック分野においては、低電

圧動作や高速不揮発メモリとの混載等

により消費電力を１/１０に低減する低

消費電力技術等の開発を行う。 

さらに、パワー半導体の分野では、社

会的にニーズの高い低損失化を目指し

て、従来のシリコン（Ｓｉ）への代替が

期待される炭化シリコン（ＳｉＣ）、窒

化ガリウム（ＧａＮ）等の半導体につい

て、６インチウエハの成長技術、従来の

Ｓｉと比べて電力損失が１/１００とな

るデバイス製造技術、高温動作（２０

０℃以上）でも使用可能な抵抗器・コン

デンサ等受動部品の開発等を推進する。 

半導体の実装技術についても注力す

る。半導体の微細加工技術も限界が近づ

いてきていることから、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する。 

 

(b)家電（ディスプレイ、有機トランジス

タ、照明等） 

家電分野においては、低消費電力化、

軽量化、低コスト化等を目指した技術開

発を行う。 

ディスプレイ分野では、今後もスマー

トフォン、タブレット等中小型ディスプ

レイの市場拡大が予想されることから、

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
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットワーク／コンピューティング

については、通信機器やサーバにおけ

る高速、低消費電力化等のニーズに対

応するため、光・電子融合技術等を中

心とした技術開発を行うとともに、そ

れらを組み合わせたシステム開発等を

行うこととする。さらに、情報通信機

器等におけるシステムとしての低消費

電力性能を大幅に向上するため、集積

回路内の電力消費制御等に係る技術開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットワーク／コンピューティング

については、通信機器やサーバにおけ

る高速、低消費電力化等のニーズに対

応するため、光・電子融合技術等を中

心とした技術開発を行うとともに、そ

れらを組み合わせたシステム開発等を

行うこととする。さらに、情報通信機

器等におけるシステムとしての低消費

電力性能を大幅に向上するため、集積

回路内の電力消費制御等に係る技術開

スプレイ等の開発を進める。 

また、高機能材料、印刷技術及びエレ

クトロニクス技術の融合を図り、省エ

ネ・大面積・軽量・薄型・フレキシブル

性を実現する薄膜トランジスタの連続

製造技術及びその実用化技術の確立を

目指す。具体的には、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

等を確立する。 

照明分野では、短・中期的な市場のニ

ーズを見据えたＬＥＤ照明技術の開発

と、中・長期的な市場のニーズを見据え

た有機ＥＬ照明技術の開発を進める。Ｌ

ＥＤ照明については、ＧａＮ基板生成等

の技術開発を進め、ＬＥＤチップで蛍光

灯を超える発光効率や蛍光灯と同レベ

ルの低コスト化等を目指す。有機ＥＬ照

明については、発光効率の向上や輝度半

減寿命の長時間化、低コスト化等につい

ても技術開発を行う。これらの技術開発

は、ＬＥＤ照明や有機ＥＬ照明の国際標

準化の動きを考慮しつつ、関係機関と連

携して推進する。 

 

(c)ネットワーク／コンピューティング 

スマートフォン・タブレット等の個人

向け情報端末の普及、ストリーム系コン

テンツサービスの増加による情報トラ

フィック量の爆発的増加が今後とも見

込まれていることから、高速、低消費電

力化等のニーズに対応するため、光・電

子融合技術等を中心とした技術開発を

行うとともに、それらを組み合わせたシ

ステム開発等を行っていく。具体的に

スプレイ等の開発を進める。 

また、高機能材料、印刷技術及びエレ

クトロニクス技術の融合を図り、省エ

ネ・大面積・軽量・薄型・フレキシブル

性を実現する薄膜トランジスタの連続

製造技術及びその実用化技術の確立を

目指す。具体的には、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

等を確立する。 

照明分野では、短・中期的な市場のニ

ーズを見据えたＬＥＤ照明技術の開発

と、中・長期的な市場のニーズを見据え

た有機ＥＬ照明技術の開発を進める。Ｌ

ＥＤ照明については、ＧａＮ基板生成等

の技術開発を進め、ＬＥＤチップで蛍光

灯を超える発光効率や蛍光灯と同レベ

ルの低コスト化等を目指す。有機ＥＬ照

明については、発光効率の向上や輝度半

減寿命の長時間化、低コスト化等につい

ても技術開発を行う。これらの技術開発

は、ＬＥＤ照明や有機ＥＬ照明の国際標

準化の動きを考慮しつつ、関係機関と連

携して推進する。 

 

(c)ネットワーク／コンピューティング 

スマートフォン・タブレット等の個人

向け情報端末の普及、ストリーム系コン

テンツサービスの増加による情報トラ

フィック量の爆発的増加が今後とも見

込まれていることから、高速、低消費電

力化等のニーズに対応するため、光・電

子融合技術等を中心とした技術開発を

行うとともに、それらを組み合わせたシ

ステム開発等を行っていく。具体的に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

発を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野 
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ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、次世代高速イーサネット（１００Ｇ

ｂ）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

を開発する。 

ハイエンドサーバにおいては電子配

線のままでは高速動作の限界に近づき

つつあることから、光と電子のハイブリ

ット技術により現状電気配線に比べ３

割の省電力かつ高速化を実現する技術

等を開発する。 

また、システムとしての低消費電力性

能（電力当たりの処理性能）を１０倍に

するため、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する。 

 

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野 

鉄、非鉄、化学をはじめとする材料産

業は、世界的に高い技術を有しており、

我が国製造業全体を支える重要な産業

となっている。 

また、物質の構造をナノ領域（１０－

９ｍ）で制御することにより、機能・特

性の発現や向上を図るという、ナノテク

ノロジーが材料分野で広く用いられる

ようになっている。このナノテクノロジ

ーを活用した材料として、カーボンナノ

チューブやグラフェンなどこれまでに

ない優れた特性を持つ新材料も登場し

ており、今後の産業への応用が大きく期

待されている。また、自動車や電子機器

等の製品性向上のためには、希少金属が

使用されているが、希少金属は世界での

産出地域が限定されているため、需給状

況によって価格が変動し、使用する産業

は、次世代高速イーサネット（１００Ｇ

ｂ）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

を開発する。 

ハイエンドサーバにおいては電子配

線のままでは高速動作の限界に近づき

つつあることから、光と電子のハイブリ

ット技術により現状電気配線に比べ３

割の省電力かつ高速化を実現する技術

等を開発する。 

また、システムとしての低消費電力性

能（電力当たりの処理性能）を１０倍に

するため、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する。 

 

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野 

鉄、非鉄、化学をはじめとする材料産

業は、世界的に高い技術を有しており、

我が国製造業全体を支える重要な産業

となっている。 

また、物質の構造をナノ領域（１０－

９ｍ）で制御することにより、機能・特

性の発現や向上を図るという、ナノテク

ノロジーが材料分野で広く用いられる

ようになっている。このナノテクノロジ

ーを活用した材料として、カーボンナノ

チューブやグラフェンなどこれまでに

ない優れた特性を持つ新材料も登場し

ており、今後の産業への応用が大きく期

待されている。また、自動車や電子機器

等の製品性向上のためには、希少金属が

使用されているが、希少金属は世界での

産出地域が限定されているため、需給状

況によって価格が変動し、使用する産業
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

我が国の産業構造の特徴を活かし、

川上、川下産業の連携、異分野異業種

の連携を図りつつ、革新的材料技術・

ナノテクノロジーや希少金属代替・使

用量低減技術等の課題に重点的に取り

組むこととし、以下の技術開発を推進

するものとする。 

 

ａ．革新的材料技術・ナノテクノロジー 

市場ニーズに対応した高強度化、軽

量化等の高機能材料に関する技術開発

をユーザ企業と連携し、将来の製造コ

ストダウンも考慮して実施することと

する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．希少金属代替・使用量低減技術 

需給変動の大きい希少金属について

継続的に需給状況等の調査を行いつ

 

 

 

 

我が国の産業構造の特徴を活かし、

川上、川下産業の連携、異分野異業種

の連携を図りつつ、革新的材料技術・

ナノテクノロジーや希少金属代替・使

用量低減技術等の課題に重点的に取り

組むこととし、以下の技術開発を推進

するものとする。 

 

ａ．革新的材料技術・ナノテクノロジー 

市場ニーズに対応した高強度化、軽

量化等の高機能材料に関する技術開発

をユーザ企業と連携し、将来の製造コ

ストダウンも考慮して実施することと

する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．希少金属代替・使用量低減技術 

需給変動の大きい希少金属について

継続的に需給状況等の調査を行いつ

が影響を受ける可能性がある。このため

資源セキュリティの観点から希少金属

の代替技術や使用量低減技術も重要性

を増している。  

第３期中期目標期間中では、我が国の

産業構造の特徴を生かし、川上、川下産

業の連携、異分野異業種の連携を図りつ

つ、革新的材料技術・ナノテクノロジー

や希少金属代替・使用量低減技術等の課

題について重点的に取り組むこととし、

以下の技術開発を推進する。 

 

(a)革新的材料技術・ナノテクノロジー 

低炭素社会の実現と新たな成長産業

の創出による経済成長に貢献するため、

市場ニーズに対応した高強度化、軽量化

等の高機能材料に関する技術開発をユ

ーザー企業と連携し、将来の製造コスト

ダウンも考慮して実施する。 

具体的には、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

化技術を確立する。 

また、有機ＥＬや有機薄膜太陽電池に

用いられる有機材料等について、信頼性

評価手法の確立等を行うとともに、得ら

れた知見を活かし、関連分野の国際標準

化を推進する。 

さらに、将来的に化石資源の枯渇リス

クに対応するため、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

ロセスを技術的に確立する。 

 

(b)希少金属代替・使用量低減技術 

需給変動の大きい希少金属について

継続的に需給状況等の調査を行いつつ、

が影響を受ける可能性がある。このため

資源セキュリティの観点から希少金属

の代替技術や使用量低減技術も重要性

を増している。  

第３期中期目標期間中では、我が国の

産業構造の特徴を生かし、川上、川下産

業の連携、異分野異業種の連携を図りつ

つ、革新的材料技術・ナノテクノロジー

や希少金属代替・使用量低減技術等の課

題について重点的に取り組むこととし、

以下の技術開発を推進する。 

 

(a)革新的材料技術・ナノテクノロジー 

低炭素社会の実現と新たな成長産業

の創出による経済成長に貢献するため、

市場ニーズに対応した高強度化、軽量化

等の高機能材料に関する技術開発をユ

ーザー企業と連携し、将来の製造コスト

ダウンも考慮して実施する。 

具体的には、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

化技術を確立する。 

また、有機ＥＬや有機薄膜太陽電池に

用いられる有機材料等について、信頼性

評価手法の確立等を行うとともに、得ら

れた知見を活かし、関連分野の国際標準

化を推進する。 

さらに、将来的に化石資源の枯渇リス

クに対応するため、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

ロセスを技術的に確立する。 

 

(b)希少金属代替・使用量低減技術 

需給変動の大きい希少金属について

継続的に需給状況等の調査を行いつつ、
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

つ、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

量低減に関する技術開発を推進するこ

ととする。 

 

 

 

 
 
 
 

ⅷ）バイオテクノロジー分野 

本分野については、平成２７年度以降、

独立行政法人日本医療研究開発機構法に

おける医療分野を除いて実施することと

する。 

ａ．バイオシステム分野 

我が国の製薬産業では、近年新たな

医薬品の創出が伸び悩み、輸入超過の

傾向が大きくなってきている。また、

「再生医療」について、実用化におい

ては世界的にも黎明期にあり各国によ

る熾烈な競争が行われている。そのた

めゲノム情報・制御関連技術及び細胞

機能解明・活用技術への取組、これを

もって革新的医薬品創出や個別化医療

の実現、再生医療の産業化の促進に向

けた取組を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

つ、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

量低減に関する技術開発を推進するこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅷ）バイオテクノロジー分野 

（新設） 

 

 

 

ａ．バイオシステム分野 

我が国の製薬産業では、近年新たな

医薬品の創出が伸び悩み、輸入超過の

傾向が大きくなってきている。また、

「再生医療」について、実用化におい

ては世界的にも黎明期にあり各国によ

る熾烈な競争が行われている。そのた

めゲノム情報・制御関連技術及び細胞

機能解明・活用技術への取組、これを

もって革新的医薬品創出や個別化医療

の実現、再生医療の産業化の促進に向

けた取組を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

についての技術開発を推進する。具体的

には、我が国産業にとって重要な排ガス

浄化向け白金族（Ｐｔ）は製品における

使用量のうち５０％以上、蛍光体向けテ

ルビウム・ユウロピウム（Ｔｂ・Ｅｕ）

は同様に８０％以上の低減といったよ

うに鉱種毎に目標を設定し技術開発を

行う。 

 

（ⅷ）バイオテクノロジー分野 

本分野については、平成２７年度以

降、独立行政法人日本医療研究開発機構

法における医療分野を除いて実施する

こととする。 

(a)バイオシステム分野 

資源に乏しく、少子高齢化が進む我が

国が、長期にわたって持続的な経済成長

を実現するためには、知識集約型・高付

加価値経済への転換が必要であり、製薬

産業は知識集約型・高付加価値を代表す

る重要な産業である。しかしながら、我

が国の製薬産業では、近年新たな医薬品

の創出が伸び悩み、輸入超過の傾向が大

きくなってきている。 

また、細胞を利用して組織や臓器の機

能を回復させる「再生医療」について、

我が国は技術開発においては世界のト

ップを走っているが、実用化・事業化に

おいては世界的にも黎明期にあり各国

による熾烈な競争が行われている。 

このような背景の下、第３期中期目標

期間では、ゲノム情報・制御関連技術及

び細胞機能解明・活用技術への取り組

み、これをもって革新的医薬品創出や個

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

についての技術開発を推進する。具体的

には、我が国産業にとって重要な排ガス

浄化向け白金族（Ｐｔ）は製品における

使用量のうち５０％以上、蛍光体向けテ

ルビウム・ユウロピウム（Ｔｂ・Ｅｕ）

は同様に８０％以上の低減といったよ

うに鉱種毎に目標を設定し技術開発を

行う。 

 

（ⅷ）バイオテクノロジー分野 

（新設） 

 

 

 

(a)バイオシステム分野 

資源に乏しく、少子高齢化が進む我が

国が、長期にわたって持続的な経済成長

を実現するためには、知識集約型・高付

加価値経済への転換が必要であり、製薬

産業は知識集約型・高付加価値を代表す

る重要な産業である。しかしながら、我

が国の製薬産業では、近年新たな医薬品

の創出が伸び悩み、輸入超過の傾向が大

きくなってきている。 

また、細胞を利用して組織や臓器の機

能を回復させる「再生医療」について、

我が国は技術開発においては世界のト

ップを走っているが、実用化・事業化に

おいては世界的にも黎明期にあり各国

による熾烈な競争が行われている。 

このような背景の下、第３期中期目標

期間では、ゲノム情報・制御関連技術及

び細胞機能解明・活用技術への取り組

み、これをもって革新的医薬品創出や個

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○以下の閣議決定を踏まえ、記載。 

＜独立行政法人改革等に関する基本的な方

針＞（平成 25年 12月閣議決定） 

本法人がこれまで実施してきた医療分野に

係るファンディング機能は、所要の人員も

含め日本医療研究開発機構（仮称）に移管

する。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．医療システム分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．医療システム分野 

別化医療の実現、再生医療の産業化の促

進に資することとする。 

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

を開発する。さらには、これらに加えて

ＩＴ等の新しい技術の活用によって、創

薬基盤技術を確立することで、がんやア

ルツハイマー病等の重篤な疾患等に適

応する革新的医薬品創出や個別化医療

の実現につなげる。 

細胞機能解明・活用技術においては、

我が国が強みを有する「ものづくり力」

を活かし、有用天然化合物の効率的かつ

安定的な生産技術の開発とライブラリ

ーの整備を進める。また、バイオ医薬品

等の製造基盤技術の開発を行うととも

に、バイオ医薬品開発の中核となるベン

チャー企業支援を併せて行うことで実

用化・事業化の促進を図る。 

また、我が国が技術開発において世界

をリードするｉＰＳ細胞をはじめ、ＥＳ

細胞や間葉系幹細胞等のヒト幹細胞を

安定的かつ大量に供給可能とする自動

培養技術等の開発、ヒトｉＰＳ・ＥＳ細

胞を用いた創薬スクリーニング技術を

開発することで、再生医療の産業化を実

現し、さらには世界的に優位な産業とし

て成長させていく。具体的には、再生医

療への応用を可能とする品質レベルで

管理されたヒト幹細胞を、安定的に大量

供給可能とするシステムを確立する。 

 

(b)医療システム分野 

別化医療の実現、再生医療の産業化の促

進に資することとする。 

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

を開発する。さらには、これらに加えて

ＩＴ等の新しい技術の活用によって、創

薬基盤技術を確立することで、がんやア

ルツハイマー病等の重篤な疾患等に適

応する革新的医薬品創出や個別化医療

の実現につなげる。 

細胞機能解明・活用技術においては、

我が国が強みを有する「ものづくり力」

を活かし、有用天然化合物の効率的かつ

安定的な生産技術の開発とライブラリ

ーの整備を進める。また、バイオ医薬品

等の製造基盤技術の開発を行うととも

に、バイオ医薬品開発の中核となるベン

チャー企業支援を併せて行うことで実

用化・事業化の促進を図る。 

また、我が国が技術開発において世界

をリードするｉＰＳ細胞をはじめ、ＥＳ

細胞や間葉系幹細胞等のヒト幹細胞を

安定的かつ大量に供給可能とする自動

培養技術等の開発、ヒトｉＰＳ・ＥＳ細

胞を用いた創薬スクリーニング技術を

開発することで、再生医療の産業化を実

現し、さらには世界的に優位な産業とし

て成長させていく。具体的には、再生医

療への応用を可能とする品質レベルで

管理されたヒト幹細胞を、安定的に大量

供給可能とするシステムを確立する。 

 

(b)医療システム分野 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

医療機器市場は今後も大きな成長が

見込まれており、また、我が国の優れ

た技術を活かし、新規市場の開拓と国

際競争力を強化していくことは、我が

国の経済を牽引する産業としても大き

な期待が寄せられている。このような

背景の下、がんの早期診断・治療、再

生医療デバイス、スマートヘルスケア、

福祉機器の４分野への取組に注力する

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機器市場は今後も大きな成長が

見込まれており、また、我が国の優れ

た技術を活かし、新規市場の開拓と国

際競争力を強化していくことは、我が

国の経済を牽引する産業としても大き

な期待が寄せられている。このような

背景の下、がんの早期診断・治療、再

生医療デバイス、スマートヘルスケア、

福祉機器の４分野への取組に注力する

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療システム分野においては、「医療

イノベーション５か年戦略」など、国を

挙げた積極的な振興策が講じられてお

り、機構においても、がんの超早期診断

機器や低侵襲治療のための高度治療機

器の開発、再生医療の早期実現に向けた

技術開発等、医療現場のニーズにマッチ

した医療機器等の開発を推進してきた。

先進国をはじめとした全世界的な高齢

化や新興諸国の経済成長を背景に、医療

機器市場は今後も大きな成長が見込ま

れており、また、我が国の優れた技術を

医療機器産業に活かし、新規市場の開拓

と輸出競争力を強化していくことは、国

民生活のさらなる質的向上を図る上で、

また我が国の経済を牽引する産業とし

ても大きな期待が寄せられている。 

このような背景の下、第３期中期目標

期間では、がんの早期診断・治療、再生

医療デバイス、スマートヘルスケア、福

祉機器の４分野への取組に注力する。 

がんの早期診断・治療においては、「が

ん対策推進基本計画」に基づき、がんの

年齢調整死亡率を２０％減少させる（平

成２７年において、平成１７年比２０％

減。但し７５歳未満）ことを目指し、第

２期中期目標期間中に開始した「がん超

早期診断・治療機器の総合研究開発」の

技術開発目標の達成を図る。また、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や、がんのなり易さ

を診断する技術、医薬品と医療機器が融

合した新たなコンビネーションプロダ

クト等、患者の更なる生活の質（ＱＯＬ）

の向上に資する治療・診断機器・システ

ムについて海外との競合状況、実用化・

医療システム分野においては、「医療

イノベーション５か年戦略」など、国を

挙げた積極的な振興策が講じられてお

り、機構においても、がんの超早期診断

機器や低侵襲治療のための高度治療機

器の開発、再生医療の早期実現に向けた

技術開発等、医療現場のニーズにマッチ

した医療機器等の開発を推進してきた。

先進国をはじめとした全世界的な高齢

化や新興諸国の経済成長を背景に、医療

機器市場は今後も大きな成長が見込ま

れており、また、我が国の優れた技術を

医療機器産業に活かし、新規市場の開拓

と輸出競争力を強化していくことは、国

民生活のさらなる質的向上を図る上で、

また我が国の経済を牽引する産業とし

ても大きな期待が寄せられている。 

このような背景の下、第３期中期目標

期間では、がんの早期診断・治療、再生

医療デバイス、スマートヘルスケア、福

祉機器の４分野への取組に注力する。 

がんの早期診断・治療においては、「が

ん対策推進基本計画」に基づき、がんの

年齢調整死亡率を２０％減少させる（平

成２７年において、平成１７年比２０％

減。但し７５歳未満）ことを目指し、第

２期中期目標期間中に開始した「がん超

早期診断・治療機器の総合研究開発」の

技術開発目標の達成を図る。また、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や、がんのなり易さ

を診断する技術、医薬品と医療機器が融

合した新たなコンビネーションプロダ

クト等、患者の更なる生活の質（ＱＯＬ）

の向上に資する治療・診断機器・システ

ムについて海外との競合状況、実用化・
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業化の見通し等を精査し、実施可能な

ものから順次開発に着手する。 

再生医療デバイスの開発においては、

第２期中期計画中に開始した「次世代機

能代替技術の研究開発」について、中間

評価結果を踏まえ中止・加速等行うとと

もに、事業実施中に適用症例の拡張、知

財戦略の強化、企業連携の強化、前臨床

データの取得にも注力する。また、我が

国の再生医療デバイスとして特に競争

力が高いものについて、第３期中期目標

期間で、細胞培養、輸送、品質管理、治

療デバイス、ＩＴを用いた術前診断・予

後管理等、診断と治療を一体的に運用す

る再生医療マネジメントシステム等の

検討を行い、実用化・事業化の見通しを

精査しつつ実施可能なものから順次開

発に着手する。 

スマートヘルスケアについては、国内

外におけるヘルスケア・医療サービスの

技術の開発・実証及び予防・診断・治療

サービスでの利用を見通したヘルスケ

ア・医療機器の開発を行う。即ち、地域

に点在・偏在する健康管理に関する情

報・機能、診断・治療に関わる情報・機

能、様々な生活の場面で得ることができ

るヘルスケアの視点も含めた医療情報

とＩＴを組み合わせ、医療機器・システ

ムの改良・開発を行うとともに、疾病の

発症から診断、治療、リハビリ等の予後

管理まで含めた領域をパッケージとし、

新たな価値を創出し、利便性を提供する

ソリューションサービスの技術の開

発・実証及びそれらに必要なヘルスケ

ア・医療機器の開発を行う他、先制医療、

慢性疾患、精神疾患、在宅医療等、病院

事業化の見通し等を精査し、実施可能な

ものから順次開発に着手する。 

再生医療デバイスの開発においては、

第２期中期計画中に開始した「次世代機

能代替技術の研究開発」について、中間

評価結果を踏まえ中止・加速等行うとと

もに、事業実施中に適用症例の拡張、知

財戦略の強化、企業連携の強化、前臨床

データの取得にも注力する。また、我が

国の再生医療デバイスとして特に競争

力が高いものについて、第３期中期目標

期間で、細胞培養、輸送、品質管理、治

療デバイス、ＩＴを用いた術前診断・予

後管理等、診断と治療を一体的に運用す

る再生医療マネジメントシステム等の

検討を行い、実用化・事業化の見通しを

精査しつつ実施可能なものから順次開

発に着手する。 

スマートヘルスケアについては、国内

外におけるヘルスケア・医療サービスの

技術の開発・実証及び予防・診断・治療

サービスでの利用を見通したヘルスケ

ア・医療機器の開発を行う。即ち、地域

に点在・偏在する健康管理に関する情

報・機能、診断・治療に関わる情報・機

能、様々な生活の場面で得ることができ

るヘルスケアの視点も含めた医療情報

とＩＴを組み合わせ、医療機器・システ

ムの改良・開発を行うとともに、疾病の

発症から診断、治療、リハビリ等の予後

管理まで含めた領域をパッケージとし、

新たな価値を創出し、利便性を提供する

ソリューションサービスの技術の開

発・実証及びそれらに必要なヘルスケ

ア・医療機器の開発を行う他、先制医療、

慢性疾患、精神疾患、在宅医療等、病院
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅸ）ロボット技術分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅸ）ロボット技術分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と生活の場がより密接に関わる領域で

必要となる機器・システムの開発や、ロ

ボット工学等、世界をリードする医工学

を活用した機器・システムの開発を行

う。 

福祉用具の実用化開発については、

「福祉用具の研究開発及び普及の促進

に基づく法律」に基づき、福祉用具実用

化推進事業及び福祉機器情報収集・分

析・提供事業を実施する。福祉用具実用

化開発助成事業においては、実用化促進

を進め、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％以上を

目指す。特に、第３期中期目標期間中に

は、住宅、自動車、家電、スポーツ等の

異業種との連携を深め、用途や販路の多

様化、異業種企業との技術連携、実証フ

ィールドの提供等、福祉用具の産業化を

一層促進する視点での事業運営に注力

する。また、ロボット介護機器等、日本

の高度なロボット技術の福祉用具への

展開についても検討する。 

 

（ⅸ）ロボット技術分野 

少子高齢化による労働力人口の減少

や、作業負荷増大への対応の必要性、製

品・サービスの質や生産性のさらなる向

上の必要性等により、次世代のロボット

技術による安全・安心の確保、生産性の

向上に対する期待が一層高まっている。

具体的には、製造業分野、生活・福祉分

野、公共・防災分野での活用が期待され

ているところ、ロボット技術分野につい

て、第３期中期目標期間においては以下

の取組を実施する。 

 

と生活の場がより密接に関わる領域で

必要となる機器・システムの開発や、ロ

ボット工学等、世界をリードする医工学

を活用した機器・システムの開発を行

う。 

福祉用具の実用化開発については、

「福祉用具の研究開発及び普及の促進

に基づく法律」に基づき、福祉用具実用

化推進事業及び福祉機器情報収集・分

析・提供事業を実施する。福祉用具実用

化開発助成事業においては、実用化促進

を進め、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％以上を

目指す。特に、第３期中期目標期間中に

は、住宅、自動車、家電、スポーツ等の

異業種との連携を深め、用途や販路の多

様化、異業種企業との技術連携、実証フ

ィールドの提供等、福祉用具の産業化を

一層促進する視点での事業運営に注力

する。また、ロボット介護機器等、日本

の高度なロボット技術の福祉用具への

展開についても検討する。 

 

（ⅸ）ロボット技術分野 

少子高齢化による労働力人口の減少

や、作業負荷増大への対応の必要性、製

品・サービスの質や生産性のさらなる向

上の必要性等により、次世代のロボット

技術による安全・安心の確保、生産性の

向上に対する期待が一層高まっている。

具体的には、製造業分野、生活・福祉分

野、公共・防災分野での活用が期待され

ているところ、ロボット技術分野につい

て、第３期中期目標期間においては以下

の取組を実施する。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

中小企業やこれまでロボットが導入

されていなかった分野へのロボット利

用の拡大に向けて、新しいコンセプト

の産業用ロボットの技術開発等に取り

組むこととする。 

 

 

 

 

 

 

また、サービスロボットの国内安全

基準や試験・認証体制の整備を進める

とともに、ロボット介護機器の各種標

準化や開発・導入支援に取り組むこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、ロボット技術の活用への期

待が高い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・導入支援等につ

いて取り組むこととする。 

 

加えて、人工知能を含めた次世代ロ

ボット技術について、技術戦略の策定

中小企業やこれまでロボットが導入

されていなかった分野へのロボット利

用の拡大に向けて、新しいコンセプト

の産業用ロボットの技術開発等に取り

組むこととする。 

 

 

 

 

 

 

また、サービスロボットの国内安全

基準や試験・認証体制の整備を進める

とともに、ロボット介護機器の各種標

準化や開発・導入支援に取り組むこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、ロボット技術の活用への期

待が高い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・導入支援等につ

いても取り組むこととする。 

 

  （新設） 

 

(a)産業用ロボット 

国際的にも注目されている、人間と協

調して働く、安価で、設置容易で、使い

やすく、ソフトウエアによる汎用性・機

能拡張性のある、新しいコンセプトの産

業用ロボットの技術開発等に取り組み、

中小企業やこれまでロボットが導入さ

れていなかった分野へのロボット利用

の拡大による我が国製造業の生産性向

上を目指す。 

 

(b)サービスロボット 

サービスロボットの実用化・事業化を

図るため、引き続き、生活支援ロボット

安全検証センターを中核としたサービ

スロボットの国内安全基準等の開発や

試験・認証体制の整備を進める。また、

特に、介護分野へのロボット技術の利用

については、平成２４年１１月に、経済

産業省と厚生労働省が「ロボット技術の

介護利用における重点」として４分野の

ロボット介護機器を指定したことを受

け、経済産業省等によるロボット介護機

器開発パートナーシップの取組と連携

し、重点分野に係るロボット介護機器の

各種標準化や開発・導入支援に取り組

む。 

 

(c)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・導入支援等に取り組む。 

 

(d) 人工知能を含めた次世代ロボット 

人工知能を含めた次世代ロボット技

(a)産業用ロボット 

国際的にも注目されている、人間と協

調して働く、安価で、設置容易で、使い

やすく、ソフトウエアによる汎用性・機

能拡張性のある、新しいコンセプトの産

業用ロボットの技術開発等に取り組み、

中小企業やこれまでロボットが導入さ

れていなかった分野へのロボット利用

の拡大による我が国製造業の生産性向

上を目指す。 

 

(b)サービスロボット 

サービスロボットの実用化・事業化を

図るため、引き続き、生活支援ロボット

安全検証センターを中核としたサービ

スロボットの国内安全基準等の開発や

試験・認証体制の整備を進める。また、

特に、介護分野へのロボット技術の利用

については、平成２４年１１月に、経済

産業省と厚生労働省が「ロボット技術の

介護利用における重点」として４分野の

ロボット介護機器を指定したことを受

け、経済産業省等によるロボット介護機

器開発パートナーシップの取組と連携

し、重点分野に係るロボット介護機器の

各種標準化や開発・導入支援に取り組

む。 

 

(c)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・導入支援等に取り組む。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○次世代ロボット中核技術開発の内容を追

加。 



75 
 

中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

やワークショップの開催等を通じて、

我が国全体の技術開発の促進を図ると

ともに、重要な技術についてその開発

に取り組むこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅹ）新製造技術分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ものづくり基盤技術として、短時間、

高品質の製造及び量産に耐えうるコス

ト構造の確立のため、難加工材料等の

先進材料の切断など、次世代製品の加

工システムを３種類以上実用化するこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅹ）新製造技術分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ものづくり基盤技術として、短時間、

高品質の製造及び量産に耐えうるコス

ト構造の確立のため、難加工材料等の

先進材料の切断など、次世代製品の加

工システムを３種類以上実用化するこ

ととする。 

術について、技術戦略の策定やワークシ

ョップの開催等を通じて、我が国全体の

技術開発の促進を図るとともに、重要な

技術についてその開発に取り組むこと

とする。 

 

(e)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 

上記各分野の技術開発の実施に際し

ては、米国のロボット開発で主流となり

つつある開かれた技術開発（オープンイ

ノベーション）の体制を整備するととも

に、国際共同研究や標準化の取組を内包

したプロジェクトを指向する。 

また、各種ロボット開発におけるソフ

トウエアの重要性が益々増大している

ことから、ソフトウエア開発を重視した

取組を進める。 

 

（ⅹ）新製造技術分野 

近年、新興国の製造技術水準の向上は

著しく、我が国はさらに高付加価値製

品・技術を創出し、省資源、省エネルギ

ー、生産量への柔軟性等を実現する効率

的な製造プロセスを確立することが喫

緊の課題となっている。 

第３期中期目標期間において、以下の

ようなシステムとしての新しい製造技

術の技術開発を推進する。 

 

(a)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、次世代製品の短時間、高品質の

製造及び量産に耐えうるコスト構造の

確立のため、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

 

 

 

 

 

 

(d)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 

上記各分野の技術開発の実施に際し

ては、米国のロボット開発で主流となり

つつある開かれた技術開発（オープンイ

ノベーション）の体制を整備するととも

に、国際共同研究や標準化の取組を内包

したプロジェクトを指向する。 

また、各種ロボット開発におけるソフ

トウエアの重要性が益々増大している

ことから、ソフトウエア開発を重視した

取組を進める。 

 

（ⅹ）新製造技術分野 

近年、新興国の製造技術水準の向上は

著しく、我が国はさらに高付加価値製

品・技術を創出し、省資源、省エネルギ

ー、生産量への柔軟性等を実現する効率

的な製造プロセスを確立することが喫

緊の課題となっている。 

第３期中期目標期間において、以下の

ようなシステムとしての新しい製造技

術の技術開発を推進する。 

 

(a)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、次世代製品の短時間、高品質の

製造及び量産に耐えうるコスト構造の

確立のため、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

 

 

 

 

 

 

○項目ずれ。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

新しい製造システムとして、大規模

な生産設備が不要で、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実

用化に向けた技術開発等を行うことと

する。 

 

ⅺ）ＩＴ融合分野 

ビッグデータを、コンピューティン

グ能力を活用することにより、異種産

業が融合した、いわゆるＩＴ融合によ

る新産業の創出を目指すための取組を

行うとともに、ＩＴ融合の実現に必要

となる、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を確立す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅻ）国際展開支援 

 
 
 
 

 

 

新しい製造システムとして、大規模

な生産設備が不要で、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実

用化に向けた技術開発等を行うことと

する。 

 

ⅺ）ＩＴ融合分野 

ビッグデータを、コンピューティン

グ能力を活用することにより、異種産

業が融合した、いわゆるＩＴ融合によ

る新産業の創出を目指すための取組を

行うとともに、ＩＴ融合の実現に必要

となる、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を確立す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅻ）国際展開支援 

 
 
 
 

のシステムを実用化する。 

 

(b)新しい製造システム 

大規模な生産設備が不要で、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

ムの実用化・事業化に向けた技術開発等

を行う。 

 

(ⅺ)ＩＴ融合分野 

現在の「医食住インフラ」の多くはそ

の基礎を四半世紀以上前に作られたも

のであり、社会情勢の変化や災害等に対

する脆弱性が増してきている。ハード面

のインフラを抜本的に見直すのではな

く、追加的なハードの投入を最小限と

し、その運用・制御というソフト面から

のアプローチでより効率的な社会シス

テムを構築する動きが各国で盛んにな

ってきている。 

第３期中期目標期間にはビッグデー

タを、コンピューティング能力を活用す

ることにより、異種産業が融合したいわ

ゆるＩＴ融合による新産業の創出を目

指し、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

を実施し、実用化・事業化と普及促進を

目指す。併せて、ＩＴ融合の実現に必要

となる、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を確立する。 

 

(ⅻ)国際展開支援 

経済成長に伴うエネルギー需要の増

大及びそれに伴う温室効果ガスの排出

増加により、世界におけるエネルギー効

率の向上及び再生可能エネルギーの導

のシステムを実用化する。 

 

(b)新しい製造システム 

大規模な生産設備が不要で、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

ムの実用化・事業化に向けた技術開発等

を行う。 

 

(ⅺ)ＩＴ融合分野 

現在の「医食住インフラ」の多くはそ

の基礎を四半世紀以上前に作られたも

のであり、社会情勢の変化や災害等に対

する脆弱性が増してきている。ハード面

のインフラを抜本的に見直すのではな

く、追加的なハードの投入を最小限と

し、その運用・制御というソフト面から

のアプローチでより効率的な社会シス

テムを構築する動きが各国で盛んにな

ってきている。 

第３期中期目標期間にはビッグデー

タを、コンピューティング能力を活用す

ることにより、異種産業が融合したいわ

ゆるＩＴ融合による新産業の創出を目

指し、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

を実施し、実用化・事業化と普及促進を

目指す。併せて、ＩＴ融合の実現に必要

となる、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を確立する。 

 

(ⅻ)国際展開支援 

経済成長に伴うエネルギー需要の増

大及びそれに伴う温室効果ガスの排出

増加により、世界におけるエネルギー効

率の向上及び再生可能エネルギーの導
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   エネルギー・環境分野や産業技術分

野等における各国の政策、規制環境等

を踏まえ、日本の優れた技術を核に、

海外実証事業等を、強力に推進するこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   エネルギー・環境分野や産業技術分

野等における各国の政策、規制環境等

を踏まえ、日本の優れた技術を核に、

海外実証事業等を、強力に推進するこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入はエネルギー需給の安定化及び地球

温暖化対策として重要な課題である。ま

た、これを支える電力系統安定化や需給

管理、経済社会全体での最適利用等、国

際社会は新たな技術課題に直面してい

る。さらに、水や廃棄物などの環境問題

の顕在化や、高齢化等を背景とした医

療・福祉等に係る技術ニーズが世界的に

高まっている。こうした背景の下、日本

の優れたエネルギー・環境技術及び産業

技術の国際展開により、これら課題の解

決を図ると同時に、日本企業によるグロ

ーバル市場の獲得に資することが重要

である。 

そこで、第３期中期目標期間において

は、上記課題の解決のため、エネルギ

ー・環境分野等における各国の多様なニ

ーズやエネルギー政策、規制環境等を踏

まえ、日本の優れた技術を核に、海外実

証事業を強力に推進する。実施に当たっ

ては、これまでの海外実証事業の経験か

ら得られた教訓を踏まえ、より効果的・

効率的に事業を推進する。 

具体的には、対象技術は必ずしも最先

端なものにこだわらず、相手国の要求ス

ペックや有効需要に合致した技術を優

先するとともに、企業の海外展開戦略に

適合した技術であることを重視する。ま

た、関係省庁・機関と協力し、海外展開

にかかわる関連施策（事業化可能性調

査、人材育成、共同研究、二国間・多国

間の政策対話等）との連携を図りつつ、

事業内容に応じ相手国における普及支

援策の新設や参入障壁となっている制

度の改正等を働きかける。技術の実証だ

けでなく、実証後における我が国の技

入はエネルギー需給の安定化及び地球

温暖化対策として重要な課題である。ま

た、これを支える電力系統安定化や需給

管理、経済社会全体での最適利用等、国

際社会は新たな技術課題に直面してい

る。さらに、水や廃棄物などの環境問題

の顕在化や、高齢化等を背景とした医

療・福祉等に係る技術ニーズが世界的に

高まっている。こうした背景の下、日本

の優れたエネルギー・環境技術及び産業

技術の国際展開により、これら課題の解

決を図ると同時に、日本企業によるグロ

ーバル市場の獲得に資することが重要

である。 

そこで、第３期中期目標期間において

は、上記課題の解決のため、エネルギ

ー・環境分野等における各国の多様なニ

ーズやエネルギー政策、規制環境等を踏

まえ、日本の優れた技術を核に、海外実

証事業を強力に推進する。実施に当たっ

ては、これまでの海外実証事業の経験か

ら得られた教訓を踏まえ、より効果的・

効率的に事業を推進する。 

具体的には、対象技術は必ずしも最先

端なものにこだわらず、相手国の要求ス

ペックや有効需要に合致した技術を優

先するとともに、企業の海外展開戦略に

適合した技術であることを重視する。ま

た、関係省庁・機関と協力し、海外展開

にかかわる関連施策（事業化可能性調

査、人材育成、共同研究、二国間・多国

間の政策対話等）との連携を図りつつ、

事業内容に応じ相手国における普及支

援策の新設や参入障壁となっている制

度の改正等を働きかける。技術の実証だ

けでなく、実証後における我が国の技
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

術・システムによる売上獲得を目指し、

もって我が国のエネルギーセキュリテ

ィの確保、環境対策の推進、エネルギー

産業等の海外展開、市場開拓に結びつけ

る。 

 

(a)国際技術実証事業 

エネルギー・環境分野については、我

が国が推進すべき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・実証事業を更に推進

する。加えて、実証事業等における相手

国での地球温暖化問題への貢献を定量

的に評価し、我が国のエネルギー・環境

技術による貢献とする仕組みの活用に

つなげる。 

なお、これら事業の推進に当たって

は、相手国の地域性、地理的要因、購買

力等の国情を踏まえた適切な事業運営

を行うとともに、過去の事例分析又はビ

ジネスモデルの構築、国際標準の獲得等

を視野に含め、得られた成果の当該国及

び第三国への普及・展開の促進を図る。 

 

(b)スマートコミュニティ実証事業 

ＩＴの活用によって、エネルギー情報

を供給側と需要側の双方向で共有し、コ

ミュニティ全体でより効率的にエネル

ギーを使っていく新たなシステムであ

る「スマートコミュニティ」の構築に関

する取組は、先進国のみならず新興国を

含めて世界的に取組が広がっており、一

時のブーム期を過ぎて、現実の課題とし

て取組が進められている状況にある。第

術・システムによる売上獲得を目指し、

もって我が国のエネルギーセキュリテ

ィの確保、環境対策の推進、エネルギー

産業等の海外展開、市場開拓に結びつけ

る。 

 

(a)国際技術実証事業 

エネルギー・環境分野については、我

が国が推進すべき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・実証事業を更に推進

する。加えて、実証事業等における相手

国での地球温暖化問題への貢献を定量

的に評価し、我が国のエネルギー・環境

技術による貢献とする仕組みの活用に

つなげる。 

なお、これら事業の推進に当たって

は、相手国の地域性、地理的要因、購買

力等の国情を踏まえた適切な事業運営

を行うとともに、過去の事例分析又はビ

ジネスモデルの構築、国際標準の獲得等

を視野に含め、得られた成果の当該国及

び第三国への普及・展開の促進を図る。 

 

(b)スマートコミュニティ実証事業 

ＩＴの活用によって、エネルギー情報

を供給側と需要側の双方向で共有し、コ

ミュニティ全体でより効率的にエネル

ギーを使っていく新たなシステムであ

る「スマートコミュニティ」の構築に関

する取組は、先進国のみならず新興国を

含めて世界的に取組が広がっており、一

時のブーム期を過ぎて、現実の課題とし

て取組が進められている状況にある。第
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xⅲ）境界・融合分野 

生涯健康や安全・安心等を中心とし

た社会ニーズや社会的貢献の実現を視

野に入れ、高付加価値ＭＥＭＳ（微小

電気機械システム）等を活用しつつ、

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す

ることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xⅲ）境界・融合分野 

生涯健康や安全・安心等を中心とし

た社会ニーズや社会的貢献の実現を視

野に入れ、高付加価値ＭＥＭＳ（微小

電気機械システム）等を活用しつつ、

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す

ることとする。 

 

３期中期目標期間においては、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引き続き展開し

ていく。また、これまでの電力技術的側

面を中心とした取組に加え、産業競争力

強化の視点から、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、取組の幅と深

さを加えつつ、より上流から事業を展開

する取組を強化する。加えて、実証参加

企業と国際標準化推進企業の整合化を

図り、標準化の視点を組み込んだ展開を

進める。これにより、実証したスマート

コミュニティ関連技術を、実証サイト以

外の地域への普及展開につなげるべく、

事業を展開する。 

 

(xⅲ)境界・融合分野 

急速な知識の蓄積や新知見の獲得に

よって、異分野技術の融合や新たな技術

領域が現れることを踏まえ、従来の取組

を更に強化し、生涯健康や安全・安心等

を中心とした社会ニーズや社会的貢献

の実現を視野に入れつつ、高付加価値の

微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）技術

を用いた超小型センサー及びそれらの

制御システムを開発する等、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する。 

具体的には、第３期中期目標期間中に

新しい機能を提供するＭＥＭＳ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

３期中期目標期間においては、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引き続き展開し

ていく。また、これまでの電力技術的側

面を中心とした取組に加え、産業競争力

強化の視点から、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、取組の幅と深

さを加えつつ、より上流から事業を展開

する取組を強化する。加えて、実証参加

企業と国際標準化推進企業の整合化を

図り、標準化の視点を組み込んだ展開を

進める。これにより、実証したスマート

コミュニティ関連技術を、実証サイト以

外の地域への普及展開につなげるべく、

事業を展開する。 

 

(xⅲ)境界・融合分野 

急速な知識の蓄積や新知見の獲得に

よって、異分野技術の融合や新たな技術

領域が現れることを踏まえ、従来の取組

を更に強化し、生涯健康や安全・安心等

を中心とした社会ニーズや社会的貢献

の実現を視野に入れつつ、高付加価値の

微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）技術

を用いた超小型センサー及びそれらの

制御システムを開発する等、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する。 

具体的には、第３期中期目標期間中に

新しい機能を提供するＭＥＭＳ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



80 
 

中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

化・事業化を図ることとし、この取組に

よって７種類以上のサービス提供を実

現する。 

 

化・事業化を図ることとし、この取組に

よって７種類以上のサービス提供を実

現する。 

 

（２）クレジット取得関連業務 

ＮＥＤＯは、引き続き、政策当局と緊

密な連携の下、クリーン開発メカニズム

（ＣＤＭ）・共同実施（ＪＩ）・グリーン

投資スキーム（ＧＩＳ）プロジェクトに

よる京都メカニズムクレジットの取得業

務に、最大限努力するものとする。 

業務の実施に当たっては、費用対効果

を考えつつ必要な量のクレジットを確実

に取得するため、契約の相手先等を原則

として公募するとともに、国際交渉上の

観点や政策的な観点からプロジェクトの

種類や契約相手について選択的な条件を

付して取得することも検討することとす

る。また、原則として随時の応募受付と

速やかな審査・採否の決定を行うととも

に、審査において適正に評価する体制を

構築し、クレジットの取得に伴うリスク

の低減を図ることとする。なお、国際ル

ール等を踏まえ、クレジットを生成する

プロジェクトに係る環境に与える影響及

び地域住民に対する配慮を徹底すること

とする。 

効率的かつ効果的な業務管理・運営の

ため、クレジット取得に係る事業を取り

巻く環境の変化等を踏まえて柔軟かつ適

切に対応するとともに、個々のプロジェ

クトの進捗状況の把握、ＮＥＤＯ内の関

係部門との連携等を行うこととする。ま

た、外部の専門家・有識者による、クレ

ジットの市場動向等を踏まえた検証及び

評価を受けるとともに、その結果を基に

（２）クレジット取得関連業務 

ＮＥＤＯは、引き続き、政策当局と緊

密な連携の下、クリーン開発メカニズム

（ＣＤＭ）・共同実施（ＪＩ）・グリーン

投資スキーム（ＧＩＳ）プロジェクトに

よる京都メカニズムクレジットの取得業

務に、最大限努力するものとする。 

業務の実施に当たっては、費用対効果

を考えつつ必要な量のクレジットを確実

に取得するため、契約の相手先等を原則

として公募するとともに、国際交渉上の

観点や政策的な観点からプロジェクトの

種類や契約相手について選択的な条件を

付して取得することも検討することとす

る。また、原則として随時の応募受付と

速やかな審査・採否の決定を行うととも

に、審査において適正に評価する体制を

構築し、クレジットの取得に伴うリスク

の低減を図ることとする。なお、国際ル

ール等を踏まえ、クレジットを生成する

プロジェクトに係る環境に与える影響及

び地域住民に対する配慮を徹底すること

とする。 

効率的かつ効果的な業務管理・運営の

ため、クレジット取得に係る事業を取り

巻く環境の変化等を踏まえて柔軟かつ適

切に対応するとともに、個々のプロジェ

クトの進捗状況の把握、ＮＥＤＯ内の関

係部門との連携等を行うこととする。ま

た、外部の専門家・有識者による、クレ

ジットの市場動向等を踏まえた検証及び

評価を受けるとともに、その結果を基に

（２）クレジット取得関連業務 

クレジット取得関連業務は、京都議定

書における我が国の目標達成に資するた

め、基準年総排出量比１．６％分の京都

メカニズムクレジットの取得を、費用対

効果を考慮しつつ確実に行うことを目的

として、経済産業省及び環境省（以下「政

府」という。）が機構に委託したものであ

る。 

第１期及び第２期中期目標期間中は、

京都議定書目標達成計画等に基づき、ク

レジット取得契約の締結を行い、着実に

政府への移転を進めてきた。 

第３期中期目標期間は、平成２５年度

が予算上の国庫債務負担行為の最終年度

となることから、引き続き政府との緊密

な連携の下、委託契約の履行に必要なク

リーン開発メカニズム（ＣＤＭ）・共同実

施（ＪＩ）・グリーン投資スキーム（ＧＩ

Ｓ）によるクレジットの取得及び政府へ

の確実な移転を行う。業務の実施に当た

っては、以下に留意し、リスクの低減を

図りつつ費用対効果を考慮し、また、地

球規模での温暖化防止及び途上国の持続

可能な開発への支援を図ることに努め

る。 

 

（ア）企画・公募段階 

クレジット取得に係る契約の相手

先となる事業者等（以下「契約相手先」

という。）の選定は原則公募とし、客

観的な審査基準に基づき公正な審査

（２）クレジット取得関連業務 

クレジット取得関連業務は、京都議定

書における我が国の目標達成に資するた

め、基準年総排出量比１．６％分の京都

メカニズムクレジットの取得を、費用対

効果を考慮しつつ確実に行うことを目的

として、経済産業省及び環境省（以下「政

府」という。）が機構に委託したものであ

る。 

第１期及び第２期中期目標期間中は、

京都議定書目標達成計画等に基づき、ク

レジット取得契約の締結を行い、着実に

政府への移転を進めてきた。 

第３期中期目標期間は、平成２５年度

が予算上の国庫債務負担行為の最終年度

となることから、引き続き政府との緊密

な連携の下、委託契約の履行に必要なク

リーン開発メカニズム（ＣＤＭ）・共同実

施（ＪＩ）・グリーン投資スキーム（ＧＩ

Ｓ）によるクレジットの取得及び政府へ

の確実な移転を行う。業務の実施にあた

っては、以下に留意し、リスクの低減を

図りつつ費用対効果を考慮し、また、地

球規模での温暖化防止及び途上国の持続

可能な開発への支援を図ることに努め

る。 

 

（ア）企画・公募段階 

クレジット取得に係る契約の相手

先となる事業者等（以下、「契約相手

先」という。）の選定は原則公募とし、

客観的な審査基準に基づき公正な審

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○体裁の修正。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

必要な見直しを行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な見直しを行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を行うとともに、国際交渉上の観点や

政策的な観点からプロジェクトの種

類や契約相手について選択的な条件

を付して取得することも検討する。ま

た、契約相手先等が国際ルール等を踏

まえて行った、クレジットを生成する

プロジェクトに係る環境に与える影

響及び地域住民に対する配慮につい

て確認を行う。 

クレジットの取得においては、個々

のクレジット取得におけるリスクを

厳正に評価し、取得事業全体としての

リスク低減を図る。 

 

（イ）業務実施段階 

クレジット取得に係る契約の締結

に際しては、費用対効果を考慮し、必

要に応じて取得契約額の一部前払を

行うこととし、この場合、原則前払額

の保全措置を講じる。また、契約相手

先からの進捗状況等に関する報告及

び必要に応じた現地調査等を行うと

ともに、ＧＩＳにおける早期のグリー

ニング完了を図るため、必要に応じて

契約相手先と協議し、適切な指導を行

って、契約が遵守されるよう管理す

る。 

効率的かつ効果的な業務管理・運営

のため、クレジット取得等業務を取り

巻く環境の変化等を踏まえ、柔軟かつ

適切に対応する。 

 

（ウ）評価及びフィードバック・情報発

信 

当該業務は、京都議定書の目標達成

という国際公約や、国民の関心の高い

査を行うとともに、国際交渉上の観点

や政策的な観点からプロジェクトの

種類や契約相手について選択的な条

件を付して取得することも検討する。

また、契約相手先等が国際ルール等を

踏まえて行った、クレジットを生成す

るプロジェクトに係る環境に与える

影響及び地域住民に対する配慮につ

いて確認を行う。 

クレジットの取得においては、個々

のクレジット取得におけるリスクを

厳正に評価し、取得事業全体としての

リスク低減を図る。 

 

（イ）業務実施段階 

クレジット取得に係る契約の締結

に際しては、費用対効果を考慮し、必

要に応じて取得契約額の一部前払を

行うこととし、この場合、原則前払額

の保全措置を講じる。また、契約相手

先からの進捗状況等に関する報告及

び必要に応じた現地調査等を行うと

ともに、ＧＩＳにおける早期のグリー

ニング完了を図るため、必要に応じて

契約相手先と協議し、適切な指導を行

って、契約が遵守されるよう管理す

る。 

効率的かつ効果的な業務管理・運営

のため、クレジット取得等業務を取り

巻く環境の変化等を踏まえ、柔軟かつ

適切に対応する。 

 

（ウ）評価及びフィードバック・情報発

信 

当該業務は、京都議定書の目標達成

という国際公約や、国民の関心の高い
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

 

 

 

なお、契約相手先の名称、取得契約に

係るクレジット量並びに毎年度の取得量

及び取得コストの実績について、我が国

が不利益を被らないよう公表時期・内容

について十分留意した上で、可能な限り

公表することとする。 

 

 

 

 

 

なお、契約相手先の名称、取得契約に

係るクレジット量並びに毎年度の取得量

及び取得コストの実績について、我が国

が不利益を被らないよう公表時期・内容

について十分留意した上で、可能な限り

公表することとする。 

 

地球温暖化防止に直結しているため、

外部有識者による取得事業全体の検

証及び評価を毎年度実施し、その結果

を事業に反映させる。 

クレジットの取得状況に関する情

報発信については、原則として、契約

相手先の名称、取得契約に係るクレジ

ット量並びに取得コスト、及び毎年度

の取得量の実績について、できる限り

速やかに公表（注）する。ただし、ク

レジットの取得コストについては、我

が国及び契約相手先がクレジット取

得事業を実施するに当たって不利益

を被らないものに限定する。 

   

注：我が国及び契約相手先が不利益を

被らないよう公表時期・内容につ

いて十分留意しつつ実施する。 

 

地球温暖化防止に直結しているため、

外部有識者による取得事業全体の検

証及び評価を毎年度実施し、その結果

を事業に反映させる。 

クレジットの取得状況に関する情

報発信については、原則として、契約

相手先の名称、取得契約に係るクレジ

ット量並びに取得コスト、及び毎年度

の取得量の実績について、できる限り

速やかに公表（注）する。ただし、ク

レジットの取得コストについては、我

が国及び契約相手先がクレジット取

得事業を実施するにあたって不利益

を被らないものに限定する。 

   

注：我が国及び契約相手先が不利益を

被らないよう公表時期・内容につ

いて十分留意しつつ実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○体裁の修正。 

 

 

 

 

 

（３）債務保証経過業務・貸付経過業務 

新エネルギーの導入に係る債務保証業

務については、制度の安定運用を図りつ

つ、新エネルギーの導入目標達成に向け、

適切な実施に努めることとする。 

鉱工業承継業務に係る貸付金の回収に

ついては、債権の管理を適切に行い、回

収額の最大化を計画的に進め、約定回収

等を終了した時点をもって廃止するもの

とする。 

 

（３）債務保証経過業務・貸付経過業務 

新エネルギーの導入に係る債務保証業

務については、制度の安定運用を図りつ

つ、新エネルギーの導入目標達成に向け、

適切な実施に努めることとする。 

鉱工業承継業務に係る貸付金の回収に

ついては、債権の管理を適切に行い、回

収額の最大化を計画的に進め、約定回収

等を終了した時点をもって廃止するもの

とする。 

 

（３）債務保証経過業務、貸付経過業務 

新エネルギーの導入に係る債務保証業

務については、制度の安定運用を図りつ

つ、新エネルギーの導入目標達成に向け

て適切な実施に努める。 

鉱工業承継業務に係る貸付金等の回収

については、債権の管理を適切に行い、

回収額の最大化に向けて計画的に進め、

平成２７年度末までの業務終了に努め

る。 

 

（３）債務保証経過業務、貸付経過業務 

新エネルギーの導入に係る債務保証業

務については、制度の安定運用を図りつ

つ、新エネルギーの導入目標達成に向け

て適切な実施に努める。 

鉱工業承継業務に係る貸付金等の回収

については、債権の管理を適切に行い、

回収額の最大化に向けて計画的に進め、

平成２７年度末までの業務終了に努め

る。 

 

 

３．業務運営の効率化に関する事項 

 
（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性・効率性が確保

できるような柔軟な組織・人員体制を整

３．業務運営の効率化に関する事項 

 
（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性・効率性が確保

できるような柔軟な組織・人員体制を整

２．業務運営の効率化に関する目標を達成

するためとるべき措置 

（１）機動的、効率的な組織・人員体制 

近年における産業技術分野の技術開発

を巡る変化や、国際的なエネルギー・環

境問題の動向の推移に迅速かつ適切に対

２．業務運営の効率化に関する目標を達成

するためとるべき措置 

（１）機動的、効率的な組織・人員体制 

近年における産業技術分野の技術開発

を巡る変化や、国際的なエネルギー・環

境問題の動向の推移に迅速かつ適切に対
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

備することとする。その際、人員及び財

源の有効利用により組織の肥大化の防止

及び支出の増加の抑制を図るため、事務

及び事業の見直しを積極的に実施すると

ともに、人員及び資金の有効活用の目標

を設定し、その達成に努めるものとする。 

  特に、ＰＭ等、高度の専門性が必要と

される役職については、産学官からの優

れた人材の登用を行うこととする。また、

外部人材の登用等に当たっては、利害関

係者排除の措置を徹底するなど、更なる

透明性の確保に努めるものとする。 

  また、ＮＥＤＯ職員の民間企業への派

遣も含め、人材の流動化を促進するとと

もに、ＮＥＤＯのマネジメント人材の育

成に努め、ＮＥＤＯのマネジメント能力

の底上げを図ることとする。 

  さらに、常に時代の要請に対応した組

織に再編を行い、本部、国内支部、海外

事務所についても、戦略的・機動的に見

直しを行うこととする。 

 

備することとする。その際、人員及び財

源の有効利用により組織の肥大化の防止

及び支出の増加の抑制を図るため、事務

及び事業の見直しを積極的に実施すると

ともに、人員及び資金の有効活用の目標

を設定し、その達成に努めるものとする。 

  特に、プログラムマネージャー等、高

度の専門性が必要とされる役職について

は、産学官からの優れた人材の登用を行

うこととする。また、外部人材の登用等

に当たっては、利害関係者排除の措置を

徹底するなど、更なる透明性の確保に努

めるものとする。 

  また、ＮＥＤＯ職員の民間企業への派

遣も含め、人材の流動化を促進するとと

もに、ＮＥＤＯのマネジメント人材の育

成に努め、ＮＥＤＯのマネジメント能力

の底上げを図ることとする。 

  さらに、常に時代の要請に対応した組

織に再編を行い、本部、国内支部、海外

事務所についても、戦略的・機動的に見

直しを行うこととする。 

 

応し得るような、柔軟かつ機動的な組織

体制を構築し、意思決定及び業務執行の

一層の迅速化と効率化を図る。その際、

人員及び財源の有効利用により組織の肥

大化の防止及び支出の増加の抑制を図る

ため、事務及び事業の見直しを積極的に

実施するとともに、人員及び資金の有効

活用の目標として、下記を設定し、その

達成に努める。 

 

（ア）効率的な業務遂行体制を確保する

ため、各部門の業務に係る権限と責

任を規程等により明確化するとと

もに、プロジェクト基本計画等によ

り業務の進捗及び成果に関する目

標を明確に設定し、組織内部におい

てその達成状況を厳格に評価する。 

 

（イ）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。また、産業界、学術

界等の専門家・有識者等の外部資源

の有効活用を行う。特に、ＰＭ等、

高度の専門性が必要とされるポジ

ションについては、積極的に外部人

材を登用する。なお、外部人材の登

用等に当たっては、利害関係者排除

の措置を徹底する等、引き続き更な

る透明性の確保に努める。 

 

 

（ウ）機構職員の民間企業への派遣も含

め、人材の流動化を促進するとと

もに、機構のマネジメント人材の

育成に努め、機構のマネジメント

能力の底上げを図る。 

応し得るような、柔軟かつ機動的な組織

体制を構築し、意思決定及び業務執行の

一層の迅速化と効率化を図る。その際、

人員及び財源の有効利用により組織の肥

大化の防止及び支出の増加の抑制を図る

ため、事務及び事業の見直しを積極的に

実施するとともに、人員及び資金の有効

活用の目標として、下記を設定し、その

達成に努める。 

 

（ア）効率的な業務遂行体制を確保する

ため、各部門の業務に係る権限と責

任を規程等により明確化するとと

もに、プロジェクト基本計画等によ

り業務の進捗及び成果に関する目

標を明確に設定し、組織内部におい

てその達成状況を厳格に評価する。 

 

（イ）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。また、産業界、学術

界等の専門家・有識者等の外部資源

の有効活用を行う。特に、プログラ

ムマネージャー等、高度の専門性が

必要とされるポジションについて

は、積極的に外部人材を登用する。

なお、外部人材の登用等にあたって

は、利害関係者排除の措置を徹底す

る等、引き続き更なる透明性の確保

に努める。 

 

（ウ）機構職員の民間企業への派遣も含

め、人材の流動化を促進するとと

もに、機構のマネジメント人材の

育成に努め、機構のマネジメント

能力の底上げを図る。 

 

 

 

 

 

 

○ＰＭの設置に伴い、例示を修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○プログラムマネージャー、プログラムデ

ィレクターについては、「中期計画１．（１）

（ア）（ⅲ）その他」より整理統合。 

 

 

 

 

 

○体裁の修正。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

（エ）各部門の業務が相互に連携して効

率的な運営が行われるような体

制になるよう、更なる随時見直し

を図る。 

 

（オ）本部、地方支部、海外事務所間に

おける双方の円滑な流通、有機的

連携を一層図るとともに、業務の

状況を踏まえ必要に応じ組織の

見直しを図る。特に国内支部、海

外事務所については、既往の政府

決定等を踏まえ、戦略的、機動的

に見直しを行う。 

 

 

（エ）各部門の業務が相互に連携して効

率的な運営が行われるような体

制になるよう、更なる随時見直し

を図る。 

 

（オ）本部、地方支部、海外事務所間に

おける双方の円滑な流通、有機的

連携を一層図るとともに、業務の

状況を踏まえ必要に応じ組織の

見直しを図る。特に国内支部、海

外事務所については、既往の政府

決定等を踏まえ、戦略的、機動的

に見直しを行う。 

 

（２）自己改革と外部評価の徹底  

  全ての事業につき厳格な評価を行い、

不断の業務改善を行うこととする。また、

評価に当たってはＮＥＤＯ外部の専門

家・有識者を活用するなど適切な体制を

構築することとする。その際、評価は、

技術評価と事業評価の両面から適切に実

施し、その後の事業改善へ向けてのフィ

ードバックを適正に行うこととする。ま

た、ＰＤＣＡサイクルにより、マネジメ

ント・サイクル全体の評価が可能となる

ような仕組みを深化させ、「成果重視」の

視点を貫くこととする。 

 

（２）自己改革と外部評価の徹底  

  全ての事業につき厳格な評価を行い、

不断の業務改善を行うこととする。また、

評価に当たってはＮＥＤＯ外部の専門

家・有識者を活用するなど適切な体制を

構築することとする。その際、評価は、

技術評価と事業評価の両面から適切に実

施し、その後の事業改善へ向けてのフィ

ードバックを適正に行うこととする。ま

た、ＰＤＣＡサイクルにより、マネジメ

ント・サイクル全体の評価が可能となる

ような仕組みを深化させ、「成果重視」の

視点を貫くこととする。 

 

（２）自己改革と外部評価の徹底 

全ての事業につき、厳格な評価を行い、

不断の業務改善を行う。また、評価に当

たっては産業界、学術界等の外部の専門

家・有識者を活用する等、適切な体制を

構築する。評価は、技術評価と事業評価

の両面から適切に実施し、その後の事業

改善へ向けてのフィードバックを行う。 

評価の実施に際しては、事業のＰＤＣ

Ａサイクル全体の評価が可能となるよう

「成果重視」の視点を貫き、技術開発マ

ネジメントに係る知見、教訓の一層の活

用を図る。 

また、機構の成果のうち優れたものに

ついては、内外の各種表彰制度に機構自

らが応募し、又は事業実施者における応

募を促す。 

 

（２）自己改革と外部評価の徹底 

全ての事業につき、厳格な評価を行い、

不断の業務改善を行う。また、評価にあ

たっては産業界、学術界等の外部の専門

家・有識者を活用する等、適切な体制を

構築する。評価は、技術評価と事業評価

の両面から適切に実施し、その後の事業

改善へ向けてのフィードバックを行う。 

評価の実施に際しては、事業のＰＤＣ

Ａサイクル全体の評価が可能となるよう

「成果重視」の視点を貫き、技術開発マ

ネジメントに係る知見、教訓の一層の活

用を図る。 

また、機構の成果のうち優れたものに

ついては、内外の各種表彰制度に機構自

らが応募し、又は事業実施者における応

募を促す。 

 

 

 

○体裁の修正。 

（３）職員の意欲向上と能力開発  

  個人評価においては、適切な目標を設

定し、その達成状況を多面的かつ客観的

（３）職員の意欲向上と能力開発  

  個人評価においては、適切な目標を設

定し、その達成状況を多面的かつ客観的

（３）職員の意欲向上と能力開発 

個人評価においては、適切な目標を設

定し、その達成状況を多面的かつ客観的

（３）職員の意欲向上と能力開発 

個人評価においては、適切な目標を設

定し、その達成状況を多面的かつ客観的
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

に適切にレビューすることにより、評価

結果を賞与や昇給・昇格に適切に反映さ

せるとともに、職員の勤労意欲の向上を

図ることとする。また、職員の能力開発

を図るため、業務を行う上で必要な知識

の取得に向けた研修の機会を設ける、技

術開発マネジメントの専門家を目指す職

員に外部の技術開発現場等の経験を積ま

せる、内外の技術開発マネジメント機関

との情報交換を実施する、技術開発マネ

ジメント関係の実践的研究発表を行うな

ど、当該業務実施に必要な知識・技能の

獲得に資する能力開発に努めるものとす

る。 

 

に適切にレビューすることにより、評価

結果を賞与や昇給・昇格に適切に反映さ

せるとともに、職員の勤労意欲の向上を

図ることとする。また、職員の能力開発

を図るため、業務を行う上で必要な知識

の取得に向けた研修の機会を設ける、技

術開発マネジメントの専門家を目指す職

員に外部の技術開発現場等の経験を積ま

せる、内外の技術開発マネジメント機関

との情報交換を実施する、技術開発マネ

ジメント関係の実践的研究発表を行うな

ど、当該業務実施に必要な知識・技能の

獲得に資する能力開発に努めるものとす

る。 

 

に適切にレビューすることにより評価す

る。また、個人評価の運用に当たっては、

適切なタイミングで職員への説明や研修

等を行うことにより、職員に対する人事

評価制度の理解度の調査を行い、円滑な

運用を目指す。さらに、評価結果の賞与

や昇給、昇格への適切な反映を行うこと

により、職員の勤労意欲の向上を図る。 

現行の研修について、効果等を踏まえ

必要に応じ見直しを行い、業務を行う上

で必要な研修の充実を図るため、第３期

中期目標期間中に新規の研修コースを５

コース以上設置する。 

技術経営力に関する産業界、学術界等

の外部の専門家・有識者のネットワーク

を構築し、このネットワークを活用し、

技術経営力に関する機構内職員の研修を

毎年度１コース以上実施する。 

技術開発マネジメントの専門家を目指

す職員を外部の技術開発現場等に毎年度

１名以上派遣し、その経験を積ませると

ともに、大学における技術経営学、工学

等の博士号、修士号等について、第３期

中期目標期間中に５名以上の取得を行わ

せる等、技術経営力の強化に関する助言

業務実施に必要な知識、技能の獲得に資

する能力開発制度を充実する。 

内外の技術開発マネジメント機関との

情報交換を実施するとともに、イノベー

ション、技術開発マネジメント及びプロ

ジェクト・マネジメント関係の実践的研

究発表として、セミナー、学会、シンポ

ジウム、内外の学会誌、専門誌等に機構

自身として第３期中期目標期間中に１０

０本以上の発表を行う。 

技術開発マネジメントへの外部人材の

に適切にレビューすることにより評価す

る。また、個人評価の運用にあたっては、

適切なタイミングで職員への説明や研修

等を行うことにより、職員に対する人事

評価制度の理解度の調査を行い、円滑な

運用を目指す。さらに、評価結果の賞与

や昇給、昇格への適切な反映を行うこと

により、職員の勤労意欲の向上を図る。 

現行の研修について、効果等を踏まえ

必要に応じ見直しを行い、業務を行う上

で必要な研修の充実を図るため、第３期

中期目標期間中に新規の研修コースを５

コース以上設置する。 

技術経営力に関する産業界、学術界等

の外部の専門家・有識者のネットワーク

を構築し、このネットワークを活用し、

技術経営力に関する機構内職員の研修を

毎年度１コース以上実施する。 

技術開発マネジメントの専門家を目指

す職員を外部の技術開発現場等に毎年度

１名以上派遣し、その経験を積ませると

ともに、大学における技術経営学、工学

等の博士号、修士号等について、第３期

中期目標期間中に５名以上の取得を行わ

せる等、技術経営力の強化に関する助言

業務実施に必要な知識、技能の獲得に資

する能力開発制度を充実する。 

内外の技術開発マネジメント機関との

情報交換を実施するとともに、イノベー

ション、技術開発マネジメント及びプロ

ジェクトマネジメント関係の実践的研究

発表として、セミナー、学会、シンポジ

ウム、内外の学会誌、専門誌等に機構自

身として第３期中期目標期間中に１００

本以上の発表を行う。 

技術開発マネジメントへの外部人材の

 

○体裁の修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○体裁の修正。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

登用に際しては、機構における業務が「技

術の目利き」の能力向上の機会としてそ

の後のキャリアパスの形成に資するよ

う、人材の育成に努める。 

技術開発マネジメント、契約、会計処

理の専門家等、機構職員に求められるキ

ャリアパスを念頭に置き、適切に人材の

養成を行うとともに、こうした個人の能

力、適性及び実績を踏まえた適切な人員

配置を行う。 

 

登用に際しては、機構における業務が「技

術の目利き」の能力向上の機会としてそ

の後のキャリア・パスの形成に資するよ

う、人材の育成に努める。 

技術開発マネジメント、契約、会計処

理の専門家等、機構職員に求められるキ

ャリア・パスを念頭に置き、適切に人材

の養成を行うとともに、こうした個人の

能力、適性及び実績を踏まえた適切な人

員配置を行う。 

 

（４）業務の電子化の推進 

  電子化の促進等により事務手続きの一

層の簡素化・迅速化を図るとともに、Ｎ

ＥＤＯの制度利用者の利便性の向上に努

めることとする。また、幅広いネットワ

ーク需要に対応できるＮＥＤＯ内情報ネ

ットワークの充実を図ることとする。情

報システム、重要情報への不正アクセス

に対する十分な強度を確保するととも

に、震災等の災害時への対策を確実に行

うことにより、業務の安全性、信頼性を

確保することとする。 

このため、「独立行政法人等の業務・シ

ステム最適化実現方策（平成１７年６月

２９日各府省情報統括化責任者（ＣＩＯ）

連絡会議決定）に基づきＮＥＤＯが作成

した業務・システム最適化計画を実施す

るものとする。 

 

（４）業務の電子化の推進 

  電子化の促進等により事務手続きの一

層の簡素化・迅速化を図るとともに、Ｎ

ＥＤＯの制度利用者の利便性の向上に努

めることとする。また、幅広いネットワ

ーク需要に対応できるＮＥＤＯ内情報ネ

ットワークの充実を図ることとする。情

報システム、重要情報への不正アクセス

に対する十分な強度を確保するととも

に、震災等の災害時への対策を確実に行

うことにより、業務の安全性、信頼性を

確保することとする。 

このため、「独立行政法人等の業務・シ

ステム最適化実現方策（平成１７年６月

２９日各府省情報統括化責任者（ＣＩＯ）

連絡会議決定）に基づきＮＥＤＯが作成

した業務・システム最適化計画を実施す

るものとする。 

 

（４）業務の電子化の推進 

ホームページの利便性の確保、電子メ

ールによる新着情報の配信等を通じ、機

構の制度利用者の利便性の向上に努める

とともに、既に行っている各種申請の電

子化の範囲を拡大し、その有効活用を図

る。 

幅広いネットワーク需要に対応しつ

つ、職員の作業を円滑かつ迅速に行うこ

とができるよう、機構内情報ネットワー

クの充実を図る。 

情報システム、重要情報への不正アク

セスに対する十分な強度を確保するとと

もに震災等の災害時への対策を行い、業

務の安全性、信頼性を確保する。 

「独立行政法人等の業務・システム最

適化実現方策」に基づき策定した「ＮＥ

ＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシステムの最適化計

画」を踏まえ、効率的な情報システムの

構築に努めるとともに、ＰＤＣＡサイク

ルに基づき継続的に実施する。 

 

（４）業務の電子化の推進 

ホームページの利便性の確保、電子メ

ールによる新着情報の配信等を通じ、機

構の制度利用者の利便性の向上に努める

とともに、既に行っている各種申請の電

子化の範囲を拡大し、その有効活用を図

る。 

幅広いネットワーク需要に対応しつ

つ、職員の作業を円滑かつ迅速に行うこ

とができるよう、機構内情報ネットワー

クの充実を図る。 

情報システム、重要情報への不正アク

セスに対する十分な強度を確保するとと

もに震災等の災害時への対策を行い、業

務の安全性、信頼性を確保する。 

「独立行政法人等の業務・システム最

適化実現方策」に基づき策定した「ＮＥ

ＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシステムの最適化計

画」を踏まえ、効率的な情報システムの

構築に努めるとともに、ＰＤＣＡサイク

ルに基づき継続的に実施する。 

 

 

（５）外部能力の活用 

  費用対効果、専門性等の観点から、Ｎ

ＥＤＯ自ら実施すべき業務、外部の専門

（５）外部能力の活用 

  費用対効果、専門性等の観点から、Ｎ

ＥＤＯ自ら実施すべき業務、外部の専門

（５）外部能力の活用 

費用対効果、専門性等の観点から、機

構自ら実施すべき業務、外部の専門機関

（５）外部能力の活用 

費用対効果、専門性等の観点から、機

構自ら実施すべき業務、外部の専門機関
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

機関の活用が適当と考えられる業務を精

査し、外部の専門機関の活用が適当と考

えられる業務については、外部委託を活

用するものとする。 

 

 

 

 

 

  なお、外部委託を活用する際には、Ｎ

ＥＤＯの各種制度の利用者の利便性の確

保に最大限配慮するものとする。 

 

機関の活用が適当と考えられる業務を精

査し、外部の専門機関の活用が適当と考

えられる業務については、外部委託を活

用するものとする。 

 

 

 

 

 

  なお、外部委託を活用する際には、Ｎ

ＥＤＯの各種制度の利用者の利便性の確

保に最大限配慮するものとする。 

 

の活用が適当と考えられる業務を精査

し、外部の専門機関の活用が適当と考え

られる業務については、外部委託を活用

するものとする。特に、機構の技術開発

成果等を外部発信する活動の一環として

設置している科学技術館の常設展示ブー

スについては、今後も引き続き外部委託

により保守、運営業務を効率的に実施す

る。 

なお、外部委託の活用の際には、機構

の各種制度の利用者の利便性の確保に最

大限配慮するものとする。 

 

の活用が適当と考えられる業務を精査

し、外部の専門機関の活用が適当と考え

られる業務については、外部委託を活用

するものとする。特に、機構の技術開発

成果等を外部発信する活動の一環として

設置している科学技術館の常設展示ブー

スについては、今後も引き続き外部委託

により保守、運営業務を効率的に実施す

る。 

なお、外部委託の活用の際には、機構

の各種制度の利用者の利便性の確保に最

大限配慮するものとする。 

 

  （６）省エネルギー及び省資源の推進と環

境への配慮 

環境に調和して持続的に発展可能な社

会に適応するため、毎年度環境報告書を

作成、公表するとともにその内容の充実

を図ることにより、日常の業務推進に当

たりエネルギー及び資源の有効利用を図

るものとする。また、政府の方針を踏ま

えて機構の温室効果ガス排出抑制等のた

めの実施計画を策定し、これに基づき不

断の削減努力を行う。 

 

（６）省エネルギー及び省資源の推進と環

境への配慮 

環境に調和して持続的に発展可能な社

会に適応するため、毎年度環境報告書を

作成、公表するとともにその内容の充実

を図ることにより、日常の業務推進に当

たりエネルギー及び資源の有効利用を図

るものとする。また、政府の方針を踏ま

えて機構の温室効果ガス排出抑制等のた

めの実施計画を策定し、これに基づき不

断の削減努力を行う。 

 

 

（６）業務の効率化 

  中期目標期間中、一般管理費（退職手

当を除く）及び業務経費（特殊要因を除

く）の合計について、新規に追加される

ものや拡充される分を除き、平成２４年

度を基準として、毎年度平均で前年度比

１．０８％の効率化を行うものとする。

新規に追加されるものや拡充される分は

翌年度から１．０８％の効率化を図るこ

ととする。 

 

（６）業務の効率化 

  中期目標期間中、一般管理費（退職手

当を除く）及び業務経費（特殊要因を除

く）の合計について、新規に追加される

ものや拡充される分を除き、平成２４年

度を基準として、毎年度平均で前年度比

１．０８％の効率化を行うものとする。

新規に追加されるものや拡充される分は

翌年度から１．０８％の効率化を図るこ

ととする。 

 

（７）業務の効率化 

中期目標期間中、一般管理費（退職手

当を除く）及び業務経費（クレジット取

得関連業務、基盤技術研究促進事業及び

競争的資金等の特殊要因を除く。）の合計

について、新規に追加されるものや拡充

される分を除き、平成２４年度を基準と

して、毎年度平均で前年度比１．０８％

の効率化を行うものとする。新規に追加

されるものや拡充される分は翌年度から

１．０８％の効率化を図ることとする。 

（７）業務の効率化 

中期目標期間中、一般管理費（退職手

当を除く）及び業務経費（京都メカニズ

ムクレジット取得関連業務、基盤技術研

究促進事業及び競争的資金等の特殊要因

を除く。）の合計について、新規に追加さ

れるものや拡充される分を除き、平成２

４年度を基準として、毎年度平均で前年

度比１．０８％の効率化を行うものとす

る。新規に追加されるものや拡充される

分は翌年度から１．０８％の効率化を図

 

 

○体裁の修正。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

  また、総人件費については、政府の方

針に従い、必要な措置を講じるものとす

る。 

  さらに、給与水準については、ラスパ

イレス指数、役員報酬、給与規程、俸給

表及び総人件費を引き続き公表するとと

もに、国民に対して納得が得られるよう

説明することとする。また、給与水準の

検証を行い、これを維持する合理的な理

由がない場合には必要な措置を講じるこ

とにより、給与水準の適正化に取り組み、

その検証結果や取組状況を公表すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、既往の政府の方針等を踏まえ、

組織体制の合理化を図るため、実施プロ

ジェクトの重点化を図るなど、引き続き

必要な措置を講じるものとする。 

 

 

  また、総人件費については、政府の方

針に従い、必要な措置を講じるものとす

る。 

  さらに、給与水準については、ラスパ

イレス指数、役員報酬、給与規程、俸給

表及び総人件費を引き続き公表するとと

もに、国民に対して納得が得られるよう

説明することとする。また、給与水準の

検証を行い、これを維持する合理的な理

由がない場合には必要な措置を講じるこ

とにより、給与水準の適正化に取り組み、

その検証結果や取組状況を公表すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、既往の政府の方針等を踏まえ、

組織体制の合理化を図るため、実施プロ

ジェクトの重点化を図るなど、引き続き

必要な措置を講じるものとする。 

 

 

総人件費については、政府の方針に従

い、必要な措置を講じる。 

 

給与水準については、ラスパイレス指

数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総

人件費を引き続き公表するとともに、国

民に対して納得が得られるよう説明す

る。また、以下のような観点からの給与

水準の検証を行い、これを維持する合理

的な理由がない場合には必要な措置を講

じることにより、給与水準の適正化に取

り組み、その検証結果や取組状況を公表

する。 

・ 法人職員の在職地域や学歴構成等

の要因を考慮してもなお国家公務

員の給与水準を上回っていないか。 

・ 高度な専門性を要する業務を実施

しているためその業務内容に応じ

た給与水準としている等、給与水準

が高い原因について、是正の余地が

ないか。 

・ 国からの財政支出の大きさ、累積欠

損の存在、類似の業務を行っている

民間事業者の給与水準等に照らし、

現状の給与水準が適切かどうか十

分な説明ができるか。 

・ その他、法人の給与水準についての

説明が十分に国民の理解の得られ

るものとなっているか。 

また、既往の政府の方針等を踏まえ、

組織体制の合理化を図るため、実施プロ

ジェクトの重点化を図るなど、引き続き

必要な措置を講じるものとする。 

 

ることとする。 

総人件費については、政府の方針に従

い、必要な措置を講じる。 

 

給与水準については、ラスパイレス指

数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総

人件費を引き続き公表するとともに、国

民に対して納得が得られるよう説明す

る。また、以下のような観点からの給与

水準の検証を行い、これを維持する合理

的な理由がない場合には必要な措置を講

じることにより、給与水準の適正化に取

り組み、その検証結果や取組状況を公表

する。 

・ 法人職員の在職地域や学歴構成等

の要因を考慮してもなお国家公務

員の給与水準を上回っていないか。 

・ 高度な専門性を要する業務を実施

しているためその業務内容に応じ

た給与水準としている等、給与水準

が高い原因について、是正の余地が

ないか。 

・ 国からの財政支出の大きさ、累積欠

損の存在、類似の業務を行っている

民間事業者の給与水準等に照らし、

現状の給与水準が適切かどうか十

分な説明ができるか。 

・ その他、法人の給与水準についての

説明が十分に国民の理解の得られ

るものとなっているか。 

また、既往の政府の方針等を踏まえ、

組織体制の合理化を図るため、実施プロ

ジェクトの重点化を図るなど、引き続き

必要な措置を講じるものとする。 

 

（７）随意契約の見直しに関する事項 （７）随意契約の見直しに関する事項 （８）随意契約の見直しに関する事項 （８）随意契約の見直しに関する事項  
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

  契約の相手方及び金額について、少額

のものや秘匿すべきものを除き、引き続

き公表し、透明性の向上を図ることとす

る。 

  また、「随意契約等見直し計画」に基づ

く取組を着実に実施するとともに、その

取組状況を公表するものとする。 

 

  契約の相手方及び金額について、少額

のものや秘匿すべきものを除き、引き続

き公表し、透明性の向上を図ることとす

る。 

  また、「随意契約等見直し計画」に基づ

く取組を着実に実施するとともに、その

取組状況を公表するものとする。 

 

契約の相手方、金額等について、少額

のものや秘匿すべきものを除き引き続き

公表し、透明性の向上を図る。また、既

往の政府決定に基づき策定された「随意

契約等見直し計画（平成２２年４月作

成）」に基づく取組を着実に実施するとと

もに、その取組状況を公表する。具体的

には、物品調達等の契約については、競

争入札の厳格な適用により透明性、公平

性を確保するとともに、国に準じた随意

契約によることができる限度額の基準を

厳格に運用する。一方、技術開発関連事

業等の委託契約については、選定手続き

の透明性、公平性を十分に確保しつつ、

企画競争、公募の方法により効率的な運

用を行う。 

さらに、全ての契約に係る入札、契約

の適正な実施がなされているかどうかに

ついて、監事等による監査を受ける。 

 

契約の相手方、金額等について、少額

のものや秘匿すべきものを除き引き続き

公表し、透明性の向上を図る。また、既

往の政府決定に基づき策定された「随意

契約等見直し計画（平成２２年４月作

成）」に基づく取組を着実に実施するとと

もに、その取組状況を公表する。具体的

には、物品調達等の契約については、競

争入札の厳格な適用により透明性、公平

性を確保するとともに、国に準じた随意

契約によることができる限度額の基準を

厳格に運用する。一方、技術開発関連事

業等の委託契約については、選定手続き

の透明性、公平性を十分に確保しつつ、

企画競争、公募の方法により効率的な運

用を行う。 

さらに、全ての契約に係る入札、契約

の適正な実施がなされているかどうかに

ついて、監事等による監査を受ける。 

 

（８）コンプライアンスの推進 

  内部統制については、更なる充実・強

化を図るものとする。その際、総務省の

「独立行政法人における内部統制と評価

に関する研究会」が平成２２年３月に公

表した報告書（「独立行政法人における内

部統制と評価について」）、及び総務省政

策評価・独立行政法人評価委員会から独

立行政法人等の業務実績に関する評価の

結果等の意見として各府省独立行政法人

評価委員会等に通知した事項を参考にす

るものとする。 

  また、法令遵守や法人倫理確立等コン

プライアンスの取組については、今後更

なる徹底を図るべく、管理部門の効率化

に配慮しつつ、ＮＥＤＯが果たすべき責

（８）コンプライアンスの推進 

  内部統制については、更なる充実・強

化を図るものとする。その際、総務省の

「独立行政法人における内部統制と評価

に関する研究会」が平成２２年３月に公

表した報告書（「独立行政法人における内

部統制と評価について」）、及び総務省政

策評価・独立行政法人評価委員会から独

立行政法人等の業務実績に関する評価の

結果等の意見として各府省独立行政法人

評価委員会等に通知した事項を参考にす

るものとする。 

  また、法令遵守や法人倫理確立等コン

プライアンスの取組については、今後更

なる徹底を図るべく、管理部門の効率化

に配慮しつつ、ＮＥＤＯが果たすべき責

（９）コンプライアンスの推進 

内部統制については、更に充実、強化

を図るものとする。その際、総務省の「独

立行政法人における内部統制と評価に関

する研究会」が平成２２年３月に公表し

た報告書（「独立行政法人における内部統

制と評価について」）、及び総務省政策評

価・独立行政法人評価委員会から独立行

政法人等の業務実績に関する評価の結果

等の意見として各府省独立行政法人評価

委員会等に通知した事項を参考にするも

のとする。 

法令遵守や法人倫理確立等コンプライ

アンスの取組については、今後更なる徹

底を図るべく、管理部門の効率化に配慮

しつつ、機構が果たすべき責任、機能と

（９）コンプライアンスの推進 

内部統制については、更に充実、強化

を図るものとする。その際、総務省の「独

立行政法人における内部統制と評価に関

する研究会」が平成２２年３月に公表し

た報告書（「独立行政法人における内部統

制と評価について」）、及び総務省政策評

価・独立行政法人評価委員会から独立行

政法人等の業務実績に関する評価の結果

等の意見として各府省独立行政法人評価

委員会等に通知した事項を参考にするも

のとする。 

法令遵守や法人倫理確立等コンプライ

アンスの取組については、今後更なる徹

底を図るべく、管理部門の効率化に配慮

しつつ、機構が果たすべき責任、機能と
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

任・機能との関係でプライオリティをつ

けながら、事業部との連携強化等の内部

統制機能の強化を図るとともに、講じた

措置については全て公表することとす

る。特に、コンプライアンス体制につい

ては、必要な組織体制・規程の整備によ

り、ＰＤＣＡサイクル確立の観点から体

系的に強化することとする。 

 さらに、不正事案については、事業者

側に不正に関するリスク管理等について

の啓蒙の徹底を図るなど、不正事案の発

生を抑制するための不断の取組を、一層

強化するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、監査については、独立行政法人

制度に基づく外部監査の実施に加え、内

部業務監査や会計監査を、毎年度必ず実

施することとする。 

 
 
 

上記に加え、個人情報等の適切な保

護・管理を行うため、個人情報へのアク

セス権限の強化、研修の充実、マニュア

ルの充実等を図る。 

 

任・機能との関係でプライオリティをつ

けながら、事業部との連携強化等の内部

統制機能の強化を図るとともに、講じた

措置については全て公表することとす

る。特に、コンプライアンス体制につい

ては、必要な組織体制・規程の整備によ

り、ＰＤＣＡサイクル確立の観点から体

系的に強化することとする。 

 さらに、不正事案については、事業者

側に不正に関するリスク管理等について

の啓蒙の徹底を図るなど、不正事案の発

生を抑制するための不断の取組を、一層

強化するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、監査については、独立行政法人

制度に基づく外部監査の実施に加え、内

部業務監査や会計監査を、毎年度必ず実

施することとする。 

 
 
 

（新設） 

の関係でプライオリティをつけながら、

コンプライアンスや情報公開、情報管理

に関して事業部との連携強化、迅速対応

等、内部統制機能の強化を引き続き図る

とともに、講じた措置については全て公

表する。特に、コンプライアンス体制に

ついては、必要な組織体制、規程の整備

により、ＰＤＣＡサイクル確立の観点か

ら体系的に強化を引き続き図る。 

具体的には、機構職員に対するコンプ

ライアンス研修を年４回以上実施すると

ともに、外部有識者を研修講師とする等、

研修の質的向上も図る。さらに、事業者

側に不正に関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組を一層強化

する。また、情報セキュリティ対策につ

いては、情報セキュリティ管理規程に則

り、引き続き情報セキュリティレベルに

応じた取扱いの徹底を行うとともに、機

構職員に対する研修を年１回以上実施

し、情報セキュリティに対する意識の向

上を図る。 

監査については、独立行政法人制度に

基づく外部監査の実施に加え、内部業務

監査や会計監査を毎年度必ず実施する。

なお、監査組織は、単なる問題点の指摘

にとどまることなく、可能な限り具体的

かつ建設的な改善提案を含む監査報告を

作成する。 

上記に加え、個人情報等の適切な保

護・管理を行うため、個人情報へのアク

セス権限の強化、研修の充実、マニュア

ルの充実等を図る。 

具体的には、機構職員に対する個人情

報保護研修を年１３回以上（うち、外部

の関係でプライオリティをつけながら、

コンプライアンスや情報公開、情報管理

に関して事業部との連携強化、迅速対応

等、内部統制機能の強化を引き続き図る

とともに、講じた措置については全て公

表する。特に、コンプライアンス体制に

ついては、必要な組織体制、規程の整備

により、ＰＤＣＡサイクル確立の観点か

ら体系的に強化を引き続き図る。 

具体的には、機構職員に対するコンプ

ライアンス研修を年４回以上実施すると

ともに、外部有識者を研修講師とする等、

研修の質的向上も図る。さらに、事業者

側に不正に関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組を一層強化

する。また、情報セキュリティ対策につ

いては、情報セキュリティ管理規程に則

り、引き続き情報セキュリティレベルに

応じた取扱いの徹底を行うとともに、機

構職員に対する研修を年１回以上実施

し、情報セキュリティに対する意識の向

上を図る。 

監査については、独立行政法人制度に

基づく外部監査の実施に加え、内部業務

監査や会計監査を毎年度必ず実施する。

なお、監査組織は、単なる問題点の指摘

にとどまることなく、可能な限り具体的

かつ建設的な改善提案を含む監査報告を

作成する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○個人情報等の適切な保護・管理の取組を

強化するため。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

有識者を研修講師とする研修を年１回以

上）実施して研修の質的向上を図るとと

もに、アクセス権限の付与状況やマニュ

アルの内容について、毎年１回定期的に

点検を実施して、個人情報等の適切な保

護、管理を行うための不断の取り組みを

継続する。 

関連法人については、関連法人への再

就職の状況及び機構と関連法人との間の

取引等の状況について情報を開示する。 

また、再委託先企業も含め利益相反排

除のための取組を実施する。 

事業実施者における経費の適正な執行

を確保するため、機構内の検査専門部署

を中心に、不正行為を行った事業実施者

に対しては新たな委託契約及び補助金交

付決定を最大１０年間停止するといった

厳しい処分並びに不正事項を処分した場

合の公表及び機構内部での情報共有等の

取組を、政府の動向等を踏まえつつ徹底

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連法人については、関連法人への再

就職の状況及び機構と関連法人との間の

取引等の状況について情報を開示する。 

また、再委託先企業も含め利益相反排

除のための取組を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○経費の適正な執行の確保については、「中

期計画１．（１）（ア）（ⅲ）その他」より整

理統合。 

 

○「公的研究費の不正な使用等の対応 

に関する指針」(経済産業省)を受け修正。 

  ３．予算（人件費見積もりを含む。）、収支

計画及び資金計画 

予算、収支計画及び資金計画は以下の通

り。予算の見積もりは運営費交付金の算定

ルールに基づき２．（７）の目標を踏まえ試

算したものであり、実際の予算は毎年度の

予算編成において決定される係数等に基づ

き決定されるため、これらの計画の額を下

回ることや上回ることがあり得る。 

 

３．予算（人件費見積もりを含む）、収支計

画及び資金計画 

予算、収支計画及び資金計画は以下の通

り。予算の見積もりは運営費交付金の算定

ルールに基づき２．（７）の目標を踏まえ試

算したものであり、実際の予算は毎年度の

予算編成において決定される係数等に基づ

き決定されるため、これらの計画の額を下

回ることや上回ることがあり得る。 

○体裁の修正。 

 

  （１）予算 

［運営費交付金の算定ルール］ 

毎年度の運営費交付金（Ｇ（ｙ））につい

ては、以下の数式により決定する。 

（１）予算 

［運営費交付金の算定ルール］ 

毎年度の運営費交付金（Ｇ（ｙ））につい

ては、以下の数式により決定する。 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

 

Ｇ（ｙ）（運営費交付金）  

＝ Ａ（ｙ）（一般管理費）×α（一般管

理費の効率化係数）  

＋ Ｂ（ｙ）（事業に要する経費）×β（事

業の効率化係数）  

× γ（中長期的政策係数）  

＋ Ｃ（ｙ）（調整経費）－Ｄ（ｙ）（自

己収入） 

 

Ａ（ｙ）（一般管理費）＝ Ｓａ（ｙ）（一

般管理費人件費） ＋Ｒａ

（ｙ）（その他一般管理費）  

Ｓａ（ｙ） ＝ Ｓａ（ｙ－１）×ｓ１

（一般管理費人件費調整係

数）  

Ｒａ（ｙ） ＝ Ｒａ（ｙ－１）×δ（消

費者物価指数）  

Ｂ（ｙ）（事業に要する経費）＝ Ｓｂ（ｙ）

（事業費人件費） ＋Ｒｂ

（ｙ）（その他事業に要する

経費）  

Ｓｂ（ｙ） ＝ Ｓｂ（ｙ－１）×ｓ２

（事業費人件費調整係数）  

Ｒｂ（ｙ） ＝ Ｒｂ（ｙ－１）×δ（消

費者物価指数）  

Ｄ（ｙ）（自己収入）＝Ｄ（ｙ－１）×ｄ

（自己収入調整係数）  

 

Ａ（ｙ） ：運営費交付金額のうち一般管

理費相当分。 

Ｂ（ｙ） ：運営費交付金額のうち事業に

要する経費相当分。 

Ｃ（ｙ） ：短期的な政策ニーズ及び特殊

要因に基づいて増加する経

費。短期間で成果が求められ

 

Ｇ（ｙ）（運営費交付金）  

＝ Ａ（ｙ）（一般管理費）×α（一般管

理費の効率化係数）  

＋ Ｂ（ｙ）（事業に要する経費）×β（事

業の効率化係数）  

× γ（中長期的政策係数）  

＋ Ｃ（ｙ）（調整経費）－Ｄ（ｙ）（自

己収入） 

 

Ａ（ｙ）（一般管理費）＝ Ｓａ（ｙ）（一

般管理費人件費） ＋Ｒａ

（ｙ）（その他一般管理費）  

Ｓａ（ｙ） ＝ Ｓａ（ｙ－１）×ｓ１

（一般管理費人件費調整係

数）  

Ｒａ（ｙ） ＝ Ｒａ（ｙ－１）×δ（消

費者物価指数）  

Ｂ（ｙ）（事業に要する経費）＝ Ｓｂ（ｙ）

（事業費人件費） ＋Ｒｂ

（ｙ）（その他事業に要する

経費）  

Ｓｂ（ｙ） ＝ Ｓｂ（ｙ－１）×ｓ２

（事業費人件費調整係数）  

Ｒｂ（ｙ） ＝ Ｒｂ（ｙ－１）×δ（消

費者物価指数）  

Ｄ（ｙ）（自己収入）＝Ｄ（ｙ－１）×ｄ

（自己収入調整係数）  

 

Ａ（ｙ） ：運営費交付金額のうち一般管

理費相当分。 

Ｂ（ｙ） ：運営費交付金額のうち事業に

要する経費相当分。 

Ｃ（ｙ） ：短期的な政策ニーズ及び特殊

要因に基づいて増加する経

費。短期間で成果が求められ
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

る技術開発への対応、重点施

策の実施（競争的資金推進制

度）、法令改正に伴い必要と

なる措置等の政策ニーズ、及

び退職手当の支給、事故の発

生等の特殊要因により特定

の年度に一時的に発生する

資金需要について必要に応

じ計上する。 

Ｄ（ｙ） ：自己収入。基本財産の運用よ

り生じる利子収入等が想定

される。 

Ｓａ（ｙ）：役員報酬、職員基本給、職員

諸手当及び超過勤務手当に

相当する額。 

Ｓｂ（ｙ）：事業費中の人件費。 

 

係数α、β、γ、δ、ｓ及びｄについ

ては、以下の諸点を勘案した上で、各年

度の予算編成過程において、当該年度に

おける具体的な係数値を決定する。 

α（一般管理費の効率化係数）：２．

（７）にて平成２４年度を基

準として、毎年度平均で前年

度比１．０８％の効率化を行

うこととしているため、この

達成に必要な係数値とする。 

β（事業の効率化係数）：２．（７）に

て平成２４年度を基準とし

て、毎年度平均で前年度比

１．０８％の効率化を行うこ

ととしているため、この達成

に必要な係数値とする。 

γ（中長期的政策係数）：中長期的に

必要となる技術シーズへの

対応の必要性、科学技術基本

る技術開発への対応、重点施

策の実施（競争的資金推進制

度）、法令改正に伴い必要と

なる措置等の政策ニーズ、及

び退職手当の支給、事故の発

生等の特殊要因により特定

の年度に一時的に発生する

資金需要について必要に応

じ計上する。 

Ｄ（ｙ） ：自己収入。基本財産の運用よ

り生じる利子収入等が想定

される。 

Ｓａ（ｙ）：役員報酬、職員基本給、職員

諸手当及び超過勤務手当に

相当する額。 

Ｓｂ（ｙ）：事業費中の人件費。 

 

係数α、β、γ、δ、ｓ及びｄについ

ては、以下の諸点を勘案した上で、各年

度の予算編成過程において、当該年度に

おける具体的な係数値を決定する。 

α（一般管理費の効率化係数）：２．

（７）にて平成２４年度を基

準として、毎年度平均で前年

度比１．０８％の効率化を行

うこととしているため、この

達成に必要な係数値とする。 

β（事業の効率化係数）：２．（７）に

て平成２４年度を基準とし

て、毎年度平均で前年度比

１．０８％の効率化を行うこ

ととしているため、この達成

に必要な係数値とする。 

γ（中長期的政策係数）：中長期的に

必要となる技術シーズへの

対応の必要性、科学技術基本
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

計画に基づく科学技術関係

予算の方針、独立行政法人評

価委員会による評価等を総

合的に勘案し、具体的な伸び

率を決定する。 

δ（消費者物価指数）：前年度の実績

値を使用する。 

ｓ１（一般管理費人件費調整係数）：

職員の新規採用、昇給、昇格、

減給、降格、退職及び休職等

に起因した一人当たり給与

等の変動の見込みに基づき

決定する。 

ｓ２（事業費人件費調整係数）：事業

内容に基づき決定する。 

ｄ （自己収入調整係数）：自己収入

の見込みに基づき決定する。 

 

①総計 （別表１－１） 

②一般勘定 （別表１－２） 

③電源利用勘定 （別表１－３） 

④エネルギー需給勘定 （別表１－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定 （別表１－５） 

⑥鉱工業承継勘定 （別表１－６） 

 

計画に基づく科学技術関係

予算の方針、独立行政法人評

価委員会による評価等を総

合的に勘案し、具体的な伸び

率を決定する。 

δ（消費者物価指数）：前年度の実績

値を使用する。 

ｓ１（一般管理費人件費調整係数）：

職員の新規採用、昇給、昇格、

減給、降格、退職及び休職等

に起因した一人当たり給与

等の変動の見込みに基づき

決定する。 

ｓ２（事業費人件費調整係数）：事業

内容に基づき決定する。 

ｄ （自己収入調整係数）：自己収入

の見込みに基づき決定する。 

 

①総計 （別表１－１） 

②一般勘定 （別表１－２） 

③電源利用勘定 （別表１－３） 

④エネルギー需給勘定 （別表１－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定 （別表１－５） 

⑥鉱工業承継勘定 （別表１－６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）収支計画 

①総計 （別表２－１） 

②一般勘定 （別表２－２） 

③電源利用勘定 （別表２－３） 

④エネルギー需給勘定 （別表２－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定 （別表２－５） 

⑥鉱工業承継勘定 （別表２－６） 

 

（２）収支計画 

①総計 （別表２－１） 

②一般勘定 （別表２－２） 

③電源利用勘定 （別表２－３） 

④エネルギー需給勘定 （別表２－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定 （別表２－５） 

⑥鉱工業承継勘定 （別表２－６） 

 

 

  （３）資金計画 

①総計 （別表３－１） 

②一般勘定 （別表３－２） 

（３）資金計画 

①総計 （別表３－１） 

②一般勘定 （別表３－２） 
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

③電源利用勘定 （別表３－３） 

④エネルギー需給勘定 （別表３－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定 （別表３－５） 

⑥鉱工業承継勘定 （別表３－６） 

 

③電源利用勘定 （別表３－３） 

④エネルギー需給勘定 （別表３－４） 

⑤基盤技術研究促進勘定 （別表３－５） 

⑥鉱工業承継勘定 （別表３－６） 

 

  （４）経費の削減等による財務内容の改善 

各種経費を必要最小限にとどめること

により、財務内容の改善を図る観点から

も、２．（７）に記載した、一般管理費の

削減、総人件費削減及び人件費改革の取

組並びに事業の効率化を行う。 

 

（４）経費の削減等による財務内容の改善 

各種経費を必要最小限にとどめること

により、財務内容の改善を図る観点から

も、２．（７）に記載した、一般管理費の

削減、総人件費削減及び人件費改革の取

組並びに事業の効率化を行う。 

 

 

４．財務内容の改善に関する事項  

（１）繰越欠損金の増加の抑制 

 基盤技術研究促進事業については、管

理費の低減化に努めるとともに、資金回

収の徹底を図り、繰越欠損金の減少に努

める。具体的には、技術開発成果の事業

化や売上等の状況について報告の徴収の

みならず技術開発委託先等への現地調査

を励行するとともに、必要に応じ委託契

約に従った売上等の納付を慫慂すること

により、収益・売上納付の回収を引き続

き進めることとする。 

  また、終了評価において所期の目標が

達成されなかった事業については、その

原因を究明し、今後の技術開発に役立た

せることとする。 

 

４．財務内容の改善に関する事項  

（１）繰越欠損金の増加の抑制 

 基盤技術研究促進事業については、管

理費の低減化に努めるとともに、資金回

収の徹底を図り、繰越欠損金の減少に努

める。具体的には、技術開発成果の事業

化や売上等の状況について報告の徴収の

みならず技術開発委託先等への現地調査

を励行するとともに、必要に応じ委託契

約に従った売上等の納付を慫慂すること

により、収益・売上納付の回収を引き続

き進めることとする。 

  また、終了評価において所期の目標が

達成されなかった事業については、その

原因を究明し、今後の技術開発に役立た

せることとする。 

 

（５）繰越欠損金の増加の抑制 

基盤技術研究促進事業については、管

理費の低減化を図るとともに、収益・売

上納付の回収を引き続き進めることによ

り繰越欠損金の減少に努める。 

具体的には、技術開発成果の実用化・

事業化の状況や売上等の状況について報

告の徴収のみならず技術開発委託先等へ

の現地調査を励行し、必要に応じ委託契

約に従った売上等の納付を慫慂するとと

もに、該当年度において納付される見込

みの総額を年度計画において公表する。

また、終了評価において所期の目標が達

成されなかった事業については、その原

因を究明し、今後の技術開発に役立たせ

る。 

（５）繰越欠損金の増加の抑制 

基盤技術研究促進事業については、管

理費の低減化を図るとともに、収益・売

上納付の回収を引き続き進めることによ

り繰越欠損金の減少に努める。 

具体的には、技術開発成果の実用化・

事業化の状況や売上等の状況について報

告の徴収のみならず技術開発委託先等へ

の現地調査を励行し、必要に応じ委託契

約に従った売上等の納付を慫慂するとと

もに、該当年度において納付される見込

みの総額を年度計画において公表する。

また、終了評価において所期の目標が達

成されなかった事業については、その原

因を究明し、今後の技術開発に役立たせ

る。 

 

（２）自己収入の増加へ向けた取組 

  独立行政法人化することによって可能

となった事業遂行の自由度を最大限に活

用し、国以外から自主的かつ柔軟に自己

収入を確保していくことが重要である。

このため、補助金適正化法における研究

設備の使用の弾力化、成果把握の促進に

（２）自己収入の増加へ向けた取組 

  独立行政法人化することによって可能

となった事業遂行の自由度を最大限に活

用し、国以外から自主的かつ柔軟に自己

収入を確保していくことが重要である。

このため、補助金適正化法における研究

設備の使用の弾力化、成果把握の促進に

（６）自己収入の増加へ向けた取組 

独立行政法人化することによって可能

となった事業遂行の自由度を最大限に活

用して、国以外から自主的かつ柔軟に自

己収入を確保していくことが重要であ

る。このため、補助金適正化法における

研究設備の使用の弾力化、成果把握の促

（６）自己収入の増加へ向けた取組 

独立行政法人化することによって可能

となった事業遂行の自由度を最大限に活

用して、国以外から自主的かつ柔軟に自

己収入を確保していくことが重要であ

る。このため、補助金適正化法における

研究設備の使用の弾力化、成果把握の促
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

よる収益納付制度の活用など、自己収入

の増加に向けた検討を行うとともに、「独

立行政法人改革等に関する基本的な方

針」（平成２５年１２月２４日閣議決定）

において、「法人の増収意欲を増加させる

ため、自己収入の増加が見込まれる場合

には、運営費交付金の要求時に、自己収

入の増加見込額を充てて行う新規業務の

経費を見込んで要求できるものとし、こ

れにより、当該経費に充てる額を運営費

交付金の要求額の算定に当たり減額しな

いこととする。」とされていることを踏ま

え、自己収入の獲得に引き続き努めるこ

ととする。 

 

よる収益納付制度の活用など、自己収入

の増加に向けた検討を行い、現行水準以

上の自己収入の獲得に引き続き努めるこ

ととする。 

 

進による収益納付制度の活用、利益相反

等に留意しつつ寄付金を活用する可能性

等、自己収入の増加に向けた検討を行う

とともに、「独立行政法人改革等に関する

基本的な方針」（平成２５年１２月２４日

閣議決定）において、「法人の増収意欲を

増加させるため、自己収入の増加が見込

まれる場合には、運営費交付金の要求時

に、自己収入の増加見込額を充てて行う

新規業務の経費を見込んで要求できるも

のとし、これにより、当該経費に充てる

額を運営費交付金の要求額の算定に当た

り減額しないこととする。」とされている

ことを踏まえ、自己収入の獲得に努める。 

また、収益事業を行う場合は、法人所

得課税に加え、その収益額に因らず法人

住民税の負担が増大するため、税法上の

取扱の見直しを含め税に係る制約を克服

する方法を検討し、その上で、技術開発

マネジメントノウハウを活用した指導や

出版を通じた発信等により、そこから収

益が挙がる場合には、さらなる発信の原

資として活用する。 

 

進による収益納付制度の活用、利益相反

等に留意しつつ寄付金を活用する可能性

等、自己収入の増加に向けた検討を行い、

現行水準以上の自己収入の獲得に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、収益事業を行う場合は、法人所

得課税に加え、その収益額に因らず法人

住民税の負担が増大するため、税法上の

取扱の見直しを含め税に係る制約を克服

する方法を検討し、その上で、技術開発

マネジメントノウハウを活用した指導や

出版を通じた発信等により、そこから収

益が挙がる場合には、さらなる発信の原

資として活用する。 

 

 

○「独立行政法人改革等に関する基本的な

方針」（平成２５年１２月２４日閣議決定）

を踏まえた修正。 

（３）資産の売却等 

 ＮＥＤＯが保有する資産については、

既往の政府決定等を踏まえた措置を、引

き続き講じるものとする。 

 

（３）資産の売却等 

 ＮＥＤＯが保有する資産については、

既往の政府決定等を踏まえた措置を、引

き続き講じるものとする。 

 

（７）資産の売却等 

機構が保有する資産については、既往

の政府決定等を踏まえた措置を引き続き

講じるものとする。 

 

（７）資産の売却等 

機構が保有する資産については、既往

の政府決定等を踏まえた措置を引き続き

講じるものとする。 

 

 

（４）運営費交付金の適切な執行に向けた

取組 

  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、

減少に向けた努力を行うこととする。 

 

（４）運営費交付金の適切な執行に向けた

取組 

  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、

減少に向けた努力を行うこととする。 

 

（８）運営費交付金の効率的活用の促進 

機構においては、その資金の大部分を

第三者への委託、助成等によって使用し

ていることから、年度末の確定検査によ

って不適当と認められた費用等について

は、費用化できずに結果として運営費交

付金債務として残ってしまうという仕組

（８）運営費交付金の効率的活用の促進 

機構においては、その資金の大部分を

第三者への委託、助成等によって使用し

ていることから、年度末の確定検査によ

って不適当と認められた費用等について

は、費用化できずに結果として運営費交

付金債務として残ってしまうという仕組
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

みとなっている。しかしながら、運営費

交付金の効率的活用の観点からは、費用

化できずに運営費交付金債務となってし

まうものの抑制を図ることが重要であ

る。 

このため、独立行政法人化における運

営費交付金のメリットを最大限に活用す

るという観点を踏まえ、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、減少に向けた努

力をしていく。 

 

みとなっている。しかしながら、運営費

交付金の効率的活用の観点からは、費用

化できずに運営費交付金債務となってし

まうものの抑制を図ることが重要であ

る。 

このため、独立行政法人化における運

営費交付金のメリットを最大限に活用す

るという観点を踏まえ、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、減少に向けた努

力をしていく。 

 

  ４．短期借入金の限度額 

運営費交付金の受入の遅延、補助金、受

託業務に係る経費の暫時立替えその他予測

し難い事故の発生等により生じた資金不足

に対応するための短期借入金の限度額は、

３００億円とする。 

 

４．短期借入金の限度額 

運営費交付金の受入の遅延、補助金、受

託業務に係る経費の暫時立替えその他予測

し難い事故の発生等により生じた資金不足

に対応するための短期借入金の限度額は、

３００億円とする。 

 

 

  ５．不要財産又は不要財産となることが見

込まれる財産がある場合には、当該財産の

処分に関する計画（記載事項なし） 

 

５．不要財産又は不要財産となることが見

込まれる財産がある場合には、当該財産の

処分に関する計画（記載事項なし） 

 

 

  ６．前項に規定する財産以外の重要な財産

を譲渡し、又は担保に供しようとするとき

は、その計画（記載事項なし） 

 

６．前項に規定する財産以外の重要な財産

を譲渡し、又は担保に供しようとするとき

は、その計画（記載事項なし） 

 

 

  ７．剰余金の使途 

各勘定に剰余金が発生したときには、後

年度負担に配慮しつつ、各々の勘定の負担

に帰属すべき次の使途に充当できる。 

・ 技術開発業務の促進 

・ 広報並びに成果発表及び成果展示等 

・ 職員教育、福利厚生の充実と施設等

の補修、整備 

・ 事務手続きの一層の簡素化、迅速化

７．剰余金の使途 

各勘定に剰余金が発生したときには、後

年度負担に配慮しつつ、各々の勘定の負担

に帰属すべき次の使途に充当できる。 

・ 技術開発業務の促進 

・ 広報並びに成果発表及び成果展示等 

・ 職員教育、福利厚生の充実と施設等

の補修、整備 

・ 事務手続きの一層の簡素化、迅速化
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

を図るための電子化の推進 

・ 債務保証に係る求償権回収等業務に

係る経費 

 

を図るための電子化の推進 

・ 債務保証に係る求償権回収等業務に

係る経費 

 

  ８．その他主務省令で定める事項等 

（１）施設及び設備に関する計画（記載事

項なし） 

 

８．その他主務省令で定める事項等 

（１）施設及び設備に関する計画（記載事

項なし） 

 

 

  （２）人事に関する計画 

（ア）方針 

技術開発マネジメントの質的向上、

知識の蓄積、継承等の観点から職員の

更なる能力向上に努めるとともに、組

織としての柔軟性の確保、多様性の向

上等の観点から、産学官から有能な外

部人材を積極的に登用し、一体的に運

用する。 

 

（イ）人員に係る指標 

技術開発業務、導入普及業務につい

ては、業務のマニュアル化の推進等を

通じ、定型化可能な業務は極力定型化

し、可能な限りアウトソーシング等を

活用することにより、職員をより高次

の判断を要するマネジメント業務等

に集中させるとともに、人件費の抑制

を図る。 

 

（参考１）常勤職員数 

・期初の常勤職員数   ８００人 

・期末の常勤職員数の見積もり ：  

総人件費については、政府の方針に従い、

必要な措置を講じる。 

 

（参考２）中期目標期間中の人件費総額 

第３期中期目標期間中の人件費総額見込

（２）人事に関する計画 

（ア）方針 

技術開発マネジメントの質的向上、

知識の蓄積、継承等の観点から職員の

更なる能力向上に努めるとともに、組

織としての柔軟性の確保、多様性の向

上等の観点から、産学官から有能な外

部人材を積極的に登用し、一体的に運

用する。 

 

（イ）人員に係る指標 

技術開発業務、導入普及業務につい

ては、業務のマニュアル化の推進等を

通じ、定型化可能な業務は極力定型化

し、可能な限りアウトソーシング等を

活用することにより、職員をより高次

の判断を要するマネジメント業務等

に集中させるとともに、人件費の抑制

を図る。 

 

（参考１）常勤職員数 

・期初の常勤職員数   ８００人 

・期末の常勤職員数の見積もり ：  

総人件費については、政府の方針に従い、

必要な措置を講じる。 

 

（参考２）中期目標期間中の人件費総額 

第３期中期目標期間中の人件費総額見込
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中期目標 中期計画 備考 

新 旧 新 旧  

み  ３１，７０２百万円 

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職

員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に

相当する範囲の費用である。 

 

み  ３１，７０２百万円 

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職

員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に

相当する範囲の費用である。 

 

  （３）中期目標の期間を超える債務負担 

中期目標の期間を超える債務負担につ

いては、業務委託契約等において当該事

業のプロジェクト基本計画が中期目標期

間を超える場合で、当該債務負担行為の

必要性、適切性を勘案し合理的と判断さ

れるもの及びクレジット取得に係る契約

について予定している。 

クレジット取得については、多くの日

数を要するものがあるため、債務負担を

必要とするものである。債務負担の計画

については以下のとおり。 

 

債務負担の計画（略） 

 

（３）中期目標の期間を超える債務負担 

中期目標の期間を超える債務負担につ

いては、業務委託契約等において当該事

業のプロジェクト基本計画が中期目標期

間を超える場合で、当該債務負担行為の

必要性、適切性を勘案し合理的と判断さ

れるもの及びクレジット取得に係る契約

について予定している。 

クレジット取得については、多くの日

数を要するものがあるため、債務負担を

必要とするものである。債務負担の計画

については以下のとおり。 

 

債務負担の計画（略） 

 

 

  （４）独立行政法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構法第１９条第１項に規定す

る積立金の使途 

前中期目標期間以前に自己収入財源で

取得し、第３期中期目標期間へ繰り越し

た有形固定資産の減価償却に要する費用

等に充当する。 

 

（４）独立行政法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構法第１９条第１項に規定す

る積立金の使途 

前中期目標期間以前に自己収入財源で

取得し、第３期中期目標期間へ繰り越し

た有形固定資産の減価償却に要する費用

等に充当する。 

 

 

  （別表１－１）～（別表３－６）（略） （別表１－１）～（別表３－６）（略） 
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