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• 世界のエネルギー消費量は、アジアを中心とした途上国で急増し、2035年には2016年比で
1.2倍増。海外エネルギー市場は引き続き堅実に成長見込み。

• 一方、再エネコストの急低下や再エネの設備容量が石炭火力を上回るなど、パリ協定も踏まえて
2050年といった長期的視野も持ちつつ、各国で脱炭素化に向けたエネルギー転換が加速。

• 世界の脱炭素化の潮流に応じる我が国のエネルギー産業の技術を商業レベルで実用化させるこ
とは、脱炭素化に挑戦する技術を確立する中で、世界的市場の獲得、それによる国内外の脱
炭素化への貢献につながる。

• 相手国のニーズや事業環境を踏まえた実証事業の実施を通じて、技術・システムの有効性を検
証し、効果やビジネスプランを目に見える形で提示し相手国政府等へ働きかけ普及すること、これ
により世界のエネルギー転換への動きをリードする。

我が国エネルギー産業・技術の海外市場への展開の重要性

1
出典：IEA World Energy Outlook 2017

世界の一次エネルギー需要の推移（2016以降は見通し）Mtoe

IEA「World Energy Outlook 2016, 2017」より資源エネルギー庁作成

…石炭 …天然ガス …石油 …原子力 …再エネ（水力含む）



省エネ・新エネに係る我が国の先進的な技術・システムを対象として、相手国政府・公的機関等との協力
関係を構築しつつ、海外における環境下にて、当該技術・システムの有効性を実証し、その成果を呼び水
として技術・システムの自立的な普及につなげる。

事業概要

2

バイオエタノール製造
（タイ）

スマートコミュニティ
（ドイツ）

寒冷地対応型風車
（ロシア）

データセンターの省エネ
（アメリカ）

○我が国が有する技術・システムであるが、相手国で利活用の
可能性が検証されていない技術・システムを事業の対象。

○NEDOをマネジメント機関として、原則、日本側負担コストの
一定割合を実施主体（我が国企業）に対して補助。

○NEDOが相手国政府とMOU※を締結し、国家間事業として
我が国企業による実証事業を実施。

○平成23年度から実施（前身の事業は平成5年開始）。
これまでに、累計95件の「実証」を実施。

提
案
書
評
価

事
業
化
評
価

事
後
評
価

追
跡
調
査

実
証
終
了

実証前調査
（原則1年以内）

実証
（原則3年以内）

公
募

ビジネス
展開

Ｍ
Ｏ
Ｕ
締
結

公
募
・
提
案
書
評
価

調
査
終
了

事
業
課
題
の
設
定

実証要件
適合性等調査
[基礎調査]

（必要な場合のみ）

※具体的な実証内容、両国機関の役割分担、免税措置等を合意

・政策、法制度の詳細分析
・原油削減効果、普及可能性の検証
・実証サイト決定、実証内容の事前合意

・設備の設計、製作、輸送、据付
・実証運転を行い、技術の有効性を検証

・所管省庁の体制
・政策、法制度の整備状況
・ビジネス環境 等を調査



経済・社会等の変化
（誰が／何が、どう変化することを目指しているか）

直接コントロールできる部分

予算
[30当初] 13,200
[29当初] 14,000
[28当初] 4,000
[27当初] 13,459
（単位：百万円）

協力企業等
・NEDO
・重電メーカー
・通信機器メーカー
・自動車メーカー
・電力、ガス会社 等

省エネ・新エネに係る
我が国の先進的技術の
国際展開に向けた海外
実証

日本のエネルギー
安全保障への貢献

（ｲﾝﾌﾟｯﾄ） （ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ） （ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ） （初期ｱｳﾄｶﾑ） （中期ｱｳﾄｶﾑ） （ｲﾝﾊﾟｸﾄ）

※二重線囲いは最重要指標

省エネ・新エネ新市
場を創出、海外のエ
ネルギー消費の抑制

◆ビジネスベースの普
及による国際的な原油
削減効果
[H28実績] 1,136万kL/年
[H29実績] 1,173万kL/年
[H42目標] 2,473万kL/年

（※原油換算）

◆新市場創出件数
（実証した技術が海外
で10件以上導入され、
かつ国内外の他社が参
入したプロジェクト）
[H28実績] 9件
[H29実績] 10件
[H42目標] 20件

プロジェクト実
施件数

[H28実績] 42件
[H29実績] 36件

実証技術の確認・
普及

◆実証した技術が、海
外で複数件以上導入さ
れたプロジェクトの割
合
[H28実績] 37.5%
[H29実績] 37.0%
[H42目標] 50.0%

※H42目標達成により、
日本の年間原油需要
（13,624万kL/年）の
1%の確保と同等の効果

◆日本企業の受注額
（累計）
[H28実績] 1.02兆円
[H29実績] 1.07兆円
[H42目標] 2.32兆円

◆実証終了後の相手国
政府・企業による投資
促進

関係要因：
実証技術の経済性、
ビジネスモデルの明確化、
対象国政策との整合性

[上限額]
・2,000百万円程度
（1/2補助）
・3,000百万円程度
（2/3補助、委託）

[補助率]
・1/2補助(大企業)
・2/3補助(中小企業)
・委託

外国政府との政策対話

各国政府担当者を対象
にしたキャパビル

省エネ・新エネ
関連の法制度整備

省エネ・新エネ
ビジネスを展開し
やすい環境の構築

※太字囲いが今回のレビュー対象事業

脱炭素化社会の実現

海外のエネルギー需
給の緩和による国際
エネルギー市場の安
定化
＝国内のエネルギー
消費抑制と同等の効果

先行海外市場での実証
を通じ、エネルギー転
換に資する日本技術等
を確立し、脱炭素社会
に向けた国内外のエネ
ルギーシステム形成に
貢献

（二国間協力で国の関与が
求められる場合）

３

※基礎調査、実証前
調査、実証のすべて
を含む件数。

ロジックモデル
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これまでの事業改革の取組（１）

評価結果：見直しを行う
主な指摘事項：民間負担の導入

評価結果：抜本的改善
主な指摘事項：市場の獲得・普及効果の確認、過去案件の検証

累次に亘って事業に対する外部第三者評価を受けながら、事業改革に取り組んできた歴史あり。

従来は全額NEDO負担 → 機械装置等費以外は企業負担。
※執行実績として、日本国側負担額の内、平均約２割が企業負担。

①普及にかかる成果指標の導入（海外における実証技術・システムの売上額）
②過去案件の検証を行い、普及できなかった事例の原因の一つとして、
「採択審査時の、ビジネスフェーズにおける普及可能性の予見が不十分」であったことを確認。
→普及可能性、普及計画を重視する審査基準に統一的に見直し。

事業仕分け（平成21年11月25日）

行政事業レビュー公開プロセス（平成24年6月8日）

事業仕分け（平成21年11月25日）



評価結果：抜本的改善
主な指摘事項： 補助率・収益納付の導入、わかりやすい成果指標の検討、多角的な評価の検討、フォローアップの徹底
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これまでの事業改革の取組（２）

行政事業レビュー公開プロセス（平成27年6月12日）

①補助率を導入、収益納付の導入

・大企業1/2、中小企業2/3の補助率を導入。
※委託として実施するのは、二国間協力において国の関与が求められる場合に限定。

・28年度以降、3件の補助事業を採択。

②目標指標の追加（実証技術の普及、新市場創出）

③PDCAサイクルの構築（次ページ）
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実証前調査

実証事業

追跡調査
（普及状況・改善要望を把握）

事後評価※2

事後評価や追跡調査から
得られた教訓・知見を他事業の改善へ活用※3

事業化評価※1

Plan

DoCheck

Action

※1：H28年に経済性評価を導入以降、14件の事業について、実証後の事業戦略を評価・指導。うち1件は合格基準を満たさず、
実証前調査で終了。

※2：H28年以降、９件の事後評価を行い、事業後の普及活動に対するコメントや、事業中に実施すべきだった改善点を提言。

※3：日本と異なる商慣習・法律のもとでの事業実施にあたり、交渉の長期化、大幅な遅延・中止、予期せぬコスト増加といった
リスクへの対処が求められる。
これまで起きた事例をもとに「リスクマネジメントガイドライン」をとりまとめ、全事業について、実施中及び終了後の事業環境
変化やトラブルに対するリスク管理を実施。

これまでの事業改革の取組（３）

③PDCAサイクルの構築（経済性評価の導入、事後評価・追跡調査の導入）



平成29年度末までに73件の実証事業を終了し、商業ベースでの売り上げ実績が出ている事業が36件（複数件
数の売上は25件）。

普及件数36件による我が国企業の受注額は総計10,747億円。

実証国だけでなく、第三国への普及展開実績も多数。

実証終了事業の実用化・普及展開の状況
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中国：コークス乾式消化設備
モデル
⇒インド、韓国、台湾、ブラジル

中国：セメント工場における排
熱発電実証
⇒欧州、中東、中南米

ベトナム：セメント焼成プラント
電力消費削減モデル事業
⇒中国

インドネシア：省エネ・節水型
繊維染色加工モデル事業
⇒東アジア、トルコ、米国

カザフスタン：熱電併給所
省エネルギー化モデル事業
⇒ウズベキスタン

米国：スマートグリッド実証
⇒台湾、タイ、南ア、ドイツ

英国：スマートコミュニティ実証
⇒英国（エネルギーマネジメン
トシステム、ヒートポンプ）

米国：スマートコミュニティ実証
⇒米国（EV充放電システム）

ロシア：高度交通信号システム実
証事業
⇒ロシア

＜実証した技術の主な普及展開事例＞



脱炭素化を図る世界のエネルギー市場の変化を見据え、その中でソリューションとなる技術の実証を展開していく。

我が国企業が優位性を持ち、相手国・国際市場で求められる技術に重点化するとともに、どこの市場で効果的に展
開できるかを検証する。

対象技術、対象地域の重点化

エネルギー市場の変化

対象とする技術と地域例

８

再エネ導入の本格化と系統安定化技術の多様化、
面的展開

水平分業と地産地消の二方向への発展

•コスト低下に伴い、再エネの自律的導入が進展。
•系統不安定化に対するアグリゲーションやエネルギー貯蔵技
術のニーズ大。
•IoT化を踏まえ、システム最適化によるサービスが実現。

•エネルギー市場の自由化により、水平分業が進展。
•再エネによるエネルギーの地産地消・系統分散化。

エネルギー創出 エネルギー需給適応 エネルギー消費 横断分野
①厳しい自然環境のため再生
可能エネルギー技術の普及が
遅れている地域での導入を可
能とする技術
（例：アジア等モンスーン地
域、ロシア等寒冷地域）

②次世代の系統監視・制
御技術
（例：欧州、アジア等再エ
ネ増加率の高い地域）

③競争力あるエネルギー変
換技術（余剰電力のガス・
熱等への変換、蓄電技術
等）
（例：独、米等先進国）

④エネルギー消費行動の
変容を促す省エネルギー
サービス技術
（例：原単位消費が大き
いアジア等成長国）

⑤分散型エネルギー資源を統合
して創エネ・ネガワット取引等を促
進する技術
（例：欧州、アジア等再エネ増加
率が高く、交通・熱等の電化が進
む地域）
⑥地産地消モデルの競争力を高
める技術
（例：アジア等のオフグリッド地
域）



普及に向けた実証技術に対するビジネスモデルの組み合わせ

・日本が優位性をもつ技術は何か？
・活かせる市場はあるか（創出できるか）？

・12の研究開発技術分野をテーマに、現時点における
日本の位置と今後の技術及び市場の見通しについて検討

結
果

問題意識 技術レビューの実施

国際的な脱炭素技術の市場獲得：技術＋ビジネスモデル構築も検討要素に入れた実証も展開

①「海外企業アライアンス形成型」実証事業 ②「新社会システム実現型」実証事業
（ソフト・システム中心、サービス指向）

日本が優位な技術を核に、海外有力企業と連携し、
標準や制度構築を通して、国際市場を創出・獲得。

ハードはグローバルな最適調達を前提に、日本のソフト・
システムを核にしたサービスの提供で、新たな社会インフ
ラを実現。

９

• 現時点で、日本が世界に比して圧倒的な競争力を持った省エネ・新エネ技術は僅か
• 世界をリードする、開発及び実用化段階の技術あり
• 個別技術で勝負しても、市場拡大の可能性が大きいものほどすぐにコモディティ化し、量産に
よる価格競争に陥る

• 市場創出、展開普及まで見据えると、先進技術とビジネスモデルの組合せ構築が鍵
• 日本企業「船団」の体制や、ハード輸出を日本からに限定した場合、国際ビジネス展開は困難
• 現地企業のみならず、グローバル企業等からの技術、知見やネットワーク活用等も鍵
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＜主な受注例＞
事業名 予算執行額 製品 受注国名 受注額

セメント排熱発電設備モデル事業 61億円 セメント排熱発電設備 中国、ベトナム、インド、
その他第三国

コークス乾式消火設備モデル事業 91億円 コークス乾式消火設備 中国、インド、
その他第三国

ビール工場省エネルギー化モデル事業 4億円 カスケード冷却システム ベトナム、フィリピン、
マレーシア、メキシコ、
その他第三国

省エネ・節水型繊維染色加工モデル
事業

14億円 液流染色機、
高温排液水洗システム

タイ、インドネシア、
その他第三国

その他

例）
- ニューメキシコ州における日米
スマートグリッド実証

- マンチェスターにおけるスマート
コミュニティ実証

1,066億円
（総額）

パワーコンディショナ、
蓄電池、燃料電池 等

エネルギーマネジメントシ
ステム、ヒートポンプ

米国、ドイツ、韓国、インド、
その他第三国

英国

平成29年度末までに73件の実証事業を終了（予算執行総額：1,236億円）
→ 売上（普及）実績がある事業は36事業（受注総額：10,747億円）。

過去の実証案件は、長期に亘り普及しているなど、売上総額が大きくなっている。
これに加え、近年のスマートコミュニティ関連事業も、実証成果を活かして、個々の要素技術やエネルギーマネジメン
トシステムを新規顧客向けに提供し、数十億円規模の売上実績有。

本実証事業の普及額（日本企業の受注額）

8
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円
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本事業への参加企業数は106社（事業総数95件）。

106社のうち、中堅・中小企業の数は17社（約16％）。予算執行額は約120億円（約10％）。

なお、中小企業基本法に基づく「中小企業」に限定した場合、参加企業数は8社（約8％）、予
算執行額は約48.5億円（約4％）。

本実証事業における中小企業の割合

【中堅企業】NEDO中長期目標より
以下の2要件のうち、いずれか一つでも満たす企業であ
って中小企業を除く。
・常時使用する従業員1,000人未満
・売上高1,000億円未満

参考： 中堅企業及び中小企業の定義
【中小企業】 中小企業基本法第2条を準用
以下の２要件のうち、いずれかを満たす企業。 （例：製造業）

• 資本金３億円以下
• 従業員300人以下

（注）NEDO業務方法書及び公募要領に基づき、本事業においては、中堅・中小企業に対して補助率2/3を適用。

大企業
111,692百万円

中堅・中小企業
11,947百万円

予算執行額

大企業
89社

中堅・中小企業
17社

参加企業数

中小企業
8社 中小企業

4,854百万円
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事業終了後5年までの各年度において補助事業に基づく収益があった場合、各年度の収益額に対して補助金寄与
度をかけた額を、収益納付する。

補助金寄与度は、補助金の確定額と、収益を生み出すために企業が投入した金額（補助事業中の自己負担額、
補助事業終了後の当該収益に係る売上原価及び販管費）で計算される。

仮に補助事業終了後の企業の投入額が無い場合(売上原価と販管費が0円の場合)、収益額に補助率（大企業
1/2、中堅・中小企業2/3）をかけた分が収益納付額となる。

補助金の確定額が、収益納付額の上限となる。

収益納付制度の概要

＋販管費
（単年）

売上原価
（単年）

補助金確定額 ×
５
１

補助先負担額＋ 補助金確定額＋ ×
５
１

企業が事業終了後に投じたコスト 事業期間中のコスト

収益納付額＝「補助事業に係る当該年度収益額」×「補助金寄与度」

営業利益 ×
企業全体の売上高

補助事業対象部分の売上高

※収益納付期間は事業終了後5年間であるため、1/5を乗じる。
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