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ＮＥＤＯは １９７０年代のオイルショックを契機に 新エネルギ 省エネル

■ＮＥＤＯの概要

• ＮＥＤＯは、１９７０年代のオイルショックを契機に、新エネルギー・省エネル
ギー技術開発の推進主体として、１９８０年に設立。

• １９８８年以降、産業技術全般にわたり、国を挙げて取り組むべき技術開発プ
ロジェクトを推進。

職員数： 約８００名
（平成２７年４月現在）

ミッション

予 算： 約１，３１９億円
（平成２７年度）

エネルギー・
地球環境問題の解決

根拠法： 国立研究開発法人
新エネルギー・

地球環境問題の解決

産業技術力の強化
新 ネルギ
産業技術
総合開発機構法

産業技術力の強化
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■ＮＥＤＯによる研究開発の進め方

• ＮＥＤＯは、自らは研究者を雇用せず、研究開発を推進。経済社会情勢の変化に
合わせ 柔軟にテ マを設定し その都度最適な研究開発体制を構築合わせ、柔軟にテーマを設定し、その都度最適な研究開発体制を構築。

• テーマ設定、研究開発体制の構築を含め、プロジェクトマネジメントの過程で、産
官学、学際、業際の連携の結節点として機能。

• ＮＥＤＯプロジェクトは実用化への道筋を意識。
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■ＮＥＤＯの歴史と役割

• ＮＥＤＯは、社会情勢や政策の変化を受け、組織体制を柔軟に見直し。第３期中期
計画期間においては、ＮＥＤＯの原点であるプロジェクトマネジメントの強化が課題。

第三期中期計画
（平成２５～２９年度）

○ 石炭資源開発、地熱資源調査業務を
ＪＯＧＭＥＣに移管（平成２４年）

第二期中期計画
（平成２０～２４年度）

第 期中期計画

○ 京都メカニズムクレジット取得業務追加（平成１８年）

第一期中期計画
（平成１５～１９年度）

○ 石炭鉱害復旧経過業務の廃止（平成１９年）

○ 独立行政法人化（平成１５年）

○ アルコール製造・販売事業の切り離し（特殊会社化）
（平成１８年）

特殊法人ＮＥＤＯ
（昭和５５～平成１５年度）

○ 石炭鉱害賠償等業務 追加 平成 年）

○ 新エネルギー・産業技術総合開発機構へ改称（昭和６３年）

○ 石炭鉱害賠償等業務の追加（特殊法人石炭鉱害事業団との統合）（平成８年）

製造業務 追 年
産業技術開発を業務に追加

○ 特殊法人新エネルギー総合開発機構 設立（昭和５５年）
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○ アルコール製造業務の追加（昭和５７年）

新エネルギー・省エネルギー技術開発の
推進主体として設立



■プロジェクトマネジメントの強化

• 技術開発戦略・プロジェクト構想を策定する専門部署を設置するなど、更なるプロ
ジェクトマネジメントの強化に取り組んでいるところ。

平成 年 月 「技術戦略研究センタ を設立 技術分野毎に有
情報収集・情報収集・

技術戦略の策定技術戦略の策定

•平成２６年４月、「技術戦略研究センター」を設立。技術分野毎に有
識者を活用し、国内外の動向調査とこれを基礎とした技術戦略・プ
ロジェクト構想の策定能力を強化。

•プロジェクトマネージャーの明確化を図り、マネジメントに必要な裁
量権を付与。量権を付与。

•産官学の連携を図り、最適な実施体制を構築。

•必要に応じ、資金配分の見直しや実施体制の変更も実施。

事業実施事業実施

•プロジェクト終了後に外部評価を実施。

成果の追跡調査を行い 実用化の有無 その経済的 社会的効果
レビュー・レビュー・
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•成果の追跡調査を行い、実用化の有無、その経済的・社会的効果
をフォロー。

追跡調査追跡調査



昨今 実用化 の橋渡し強化やオ プ イノベ シ の推進が改めて求められ

■ＮＥＤＯへの期待

• 昨今、実用化への橋渡し強化やオープンイノベーションの推進が改めて求められ
ているところ。

• その中で、中堅・中小・ベンチャー企業への支援強化も期待。その中で、中堅 中小 ンチャ 企業 の支援強化も期待。

１．「日本再興戦略」改訂２０１４ ２．科学技術イノベーション総合戦略２０１４

○科学技術イノベーションの推進

•産学官の人材を結集させ、革新的な技
術シーズを事業化に結びつける取組を

○科学技術イノベーションを巡る最近の動き

•企業単体の自前主義で技術開発をすべて実
施することが困難となっており、産学官連携や術シ ズを事業化に結びつける取組を

産業技術総合研究所及びＮＥＤＯにお
いて先行的に実施

•企業が行き過ぎた技術の自前主義・自

施することが困難となっており、産学官連携や
オープンイノベーションへの期待が大きい

○「橋渡し」を担う公的研究機関等における機能の
強化

己完結主義から脱却し、オープンイノ
ベーションを強力に推進するための環
境整備を図る

•ＮＥＤＯにおいて、中小・中堅・ベンチャー企業
に対し技術面・事業面一体支援を行う体制を
強化

•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
とする

•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行うマネジメン
トの導入・拡大
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出典：「日本再興戦略」改訂２０１４より抜粋 出典： 「科学技術イノベーション総合戦略２０１４」より抜粋
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■平成２６年度の主な取組

技術開発マネジメント関連業務技術開発マネジメント関連業務

プロジェクトマネジメントの強化 Ⅰ．（１）（ア）技術開発マネジメントの機能強化

企画立案能力の強化

• 国内外の技術、市場、政策の最新動向を調査し、技術開発戦略やプロジェクト構
想の企画・立案を行う専門部署「技術戦略研究センター」を設置。 【補-１９】

• 「エネルギー・環境新技術先導プログラム」を立ち上げ、将来のプロジェクトにつな
がる技術シーズの発掘を強化。【補-１５】技 強 【 】

マネジメントの強化

• プロジェクトマネージャーの責任と権限を明確化。プロジェクトの内容、実施体制な
どを迅速に決定し、かつ柔軟に変更が行える体制を整備。

• 「プロジェクトマネジメント室」を設置。プロジェクトマネージャー間のノウハウ共有をプ ジ クト ネジメント室」を設置。プ ジ クト ネ ジャ 間の ウ ウ共有を
強化。 【補-２０】
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■平成２６年度の主な取組

評価・フォローアップの実施 Ⅰ．（１） （ア）技術開発マネジメントの機能強化評価 フォロ アップの実施

事後評価の実施

ナショナルプロジェクトの事後評価は 合格１５件（評価対象件数に占める割合１００％） 優良１４

Ⅰ．（１） （ア）技術開発マネジメントの機能強化

• ナショナルプロジェクトの事後評価は､合格１５件（評価対象件数に占める割合１００％）､優良１４
件（同９３％）｡【補-１０】

終了後のフォローアップ終了後のフォロ アップ

• 平成２６年度は、対象となる延べ７５９機関（企業５９４機関､大学９２機関､研究機関・法人等７３
機関）に対し追跡調査を実施。【補-１１】

• ナショナルプロジェクトについては 平成２０年度に終了した５３事業者のうち ３４％（目標値:２５• ナショナルプロジェクトについては､平成２０年度に終了した５３事業者のうち､３４％（目標値:２５
％）が実用化｡実用化促進事業については､平成２２年度に終了した１１０件の事業のうち､３１．
８％（目標値:３０％）が実用化｡【補-４～５】

種類 対象 調査内容 平成２６年度
実施件数

終了直後
調査

前年度終了プロジェクト
終了直後の研究開発状況と今後の活動について調査。

併せて、プロジェクト実施期間中、実施前後における、マネジメントの １８０件
調査

実態調査を実施。

簡易調査
終了からそれぞれ１，３，５年経過
したプロジェクト

研究開発の進捗状況を調査。 ４１５件

終了直後調査及び簡易調査で、 「上市・製品化」もしくは「中止・中断」に至った要因を調査。
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詳細調査 新たに「上市・製品化段階」「中
止・中断」に至った事業者

「上市・製品化」に至った場合は、その詳細な情報（売上、販売数、効
果等）を確認。

１６４件



■平成２６年度の主な取組

プロジェクトの経済的効果の把握

将来の売上予測（２０１３～２０２２年度累積）•ＮＥＤＯプロジェクトの開発成果をコア技術として

Ⅰ．（１） （イ）情報発信等の推進

太陽光発電 約２１.６兆円

燃料電池・水素利用 約２.３兆円

蓄電池関連 約８.３兆円

活用し、上市・製品化した製品等を「ＮＥＤＯイン
サイド製品」と定義。売上実績、売上予測を推計。

•平成２６年度までに１０９製品を調査（プロジェクト
電子デバイス 約６.６兆円

・・・
計１０９製品

平成２６年度までに１０９製品を調査（プ ジ クト
への投入費用７６４５億円分※）。平成２５～３４年
度までの累計売り上げ予測額は約７０兆円｡

【補-２７】

累計売上予測額 約７０兆円

【補 ２７】

※昭和５５年のＮＥＤＯ発足以来、技術開発プロジェクトには
およそ３兆円を投入。

プロジェクト成果の見える化 Ⅰ．（１） （イ）情報発信等の推進

•技術開発プロジェクトの具体的な成果を整理し事例集にま
とめて公表。平成２６年度は新たに５件の事例を追加。

【補-２１】
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【補-２１】



積極的な情報発信 Ⅰ．（１） （イ）情報発信等の推進

• ＮＥＤＯの最新成果を発信する「ＮＥＤＯフォーラム」（平成２７年２月）を２日間にわたり開催。国
内外の産学官のリーダーを含め延べ５,０００名が参加。【補-２５】

ギ• 地球温暖化問題の解決に向けたエネルギー・環境技術のイノベーションを促進する方策を世界
レベルで議論するInnovation for Cool Earth Forum （ＩＣＥＦ）や、スマートコミュニティに関する国
際会議「ＩＲＥＤ２０１４」を開催。【補-２４】

＜イベントの例＞

ＮＥＤＯフォーラム Innovation for Cool 
Earth Forum （ＩＣＥＦ）

ＩＲＥＤ２０１４

• ロボット産業各分野の最前線で活躍する専門家の知見を結集し、
ロボットビジネスを活性化する観点から世界初となるロボット白書
２０１４を策定。
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• 将来の水素社会の実現に向け、水素エネルギーに関する社会の
理解を一層深める観点で水素エネルギー白書を策定。【補-１９】

ロボット白書２０１４ 水素エネルギー白書



■平成２６年度の主な取組

中堅・中小・ベンチャー企業等の支援①中堅・中小・ベンチャ 企業等の支援①

① 支援担当部署の設置【補-３３】

中堅・中小・ベンチャー企業の支援や産官学の連携に取り組む「イノベーション推進部」を設置

Ⅰ．（１） （エ）技術開発型ベンチャー企業
等の振興

中堅 中小 ベンチャ 企業の支援や産官学の連携に取り組む「イノベ ション推進部」を設置。

② 起業・事業化に向けた専門家による助言【補-１７】

研究開発の成果を事業化に結びつけるため、事業計画の具体化に向けた助言業務を実施。起業家候補者や中
小 ベンチ 企業等に対し ＮＥＤＯが選定 委嘱した事業化に関する専門家を派遣 成果の事業化を支援（平成小・ベンチャー企業等に対し、ＮＥＤＯが選定・委嘱した事業化に関する専門家を派遣、成果の事業化を支援（平成
２６年度 ２０２回）。

③ ビジネスマッチング【補-２９】

イノベーションジャパン２０１４、第２回ＴＯＫＹＯイノベーションリーダーズサミット等の機会を活用し、ビジネスマッチ
ングを支援。

ＮＥＤＯ事業により得られた成果物（サンプル）をＷＥＢ上で公開。平成２６年度は２４件を追加し、全１２５件を登録
中中。

④ 橋渡し研究機関との連携支援【補-３３】

中堅・中小・ベンチャー企業と公設試験研究機関等の橋渡し研究機関との共同研究を支援する事業を立ち上げ中堅・中小・ベンチャー企業と公設試験研究機関等の橋渡し研究機関との共同研究を支援する事業を立ち上げ。

⑤ 産業革新機構（ＩＮＣＪ）との連携【補-３５】

技術開発に加えて、更に幅広い支援を実施するため、産業革新機構（ＩＮＣＪ）と相互協力協定を締結。ＮＥＤＯ事業
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技術開発に加えて、更に幅広 支援を実施するため、産業革新機構（ ）と相互協力協定を締結。 事業
の実施事業者に対して、ＩＮＣＪが出資や助言を行う仕組みを構築。ＩＮＣＪが出資した研究開発型ベンチャー企業の
約１／３はＮＥＤＯ事業者。



中堅・中小・ベンチャー企業等の振興②

実用化の促進

Ⅰ．（１） （エ）技術開発型ベンチャー企業
等の振興

実用化の促進

・ベンチャー企業等の技術開発を支援する事業を実施。平成２６年度は４事業合計で５
９９件の応募があり、１８２件を新たに採択。 【補-３３】

事業名 予算 応募者数 採択者数

イノベーション実用化ベンチャー支援事業 ９６．５億円 ４０３件 １２７件

新エネルギーベンチャー技術革新事業 １２．０億円 １０８件 ２８件

福祉用具実用化開発支援事業 １．０億円 ３４件 ７件

ＮＥＤＯの持つ支援スキ ムの周知徹底を図るため大学 商工会議所 各地域の経済

戦略的省エネルギー技術革新プログラム ９３．０億円 ５４件※ ２０件※

※ 中堅・中小・ベンチャー企業のみカウント

・ＮＥＤＯの持つ支援スキームの周知徹底を図るため大学、商工会議所、各地域の経済
産業局等と連携し支援事業の説明会を実施。平成２６年度は９３ヶ所で延べ５，４００人
に説明。 【補-３５】

オープンイノベーションの推進

国内外動向の情報収集 共有をすると共に 民間事業者や大学等の チ グを

Ⅰ．（１） （エ）技術開発型ベンチャー企業等の振興

1515

・国内外動向の情報収集・共有をすると共に、民間事業者や大学等のマッチングを
図るため、オープンイノベーション協議会が設立。ＮＥＤＯが事務局。 【補-３４】



０．ＮＥＤＯの概要

Ⅰ 研究開発成果の最大化その他の業務の質に関する事項Ⅰ．研究開発成果の最大化その他の業務の質に関する事項
（１）－１ 技術分野横断的な取組

（１）－２ 技術分野毎の取組（１） ２ 技術分野毎の取組
①エネルギー・環境分野
②産業技術分野
③国際実証分野③国際実証分野

（２）クレジット取得関連

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項

16



■日本のエネルギーを取り巻く環境の変化

• 東日本大震災以降、海外からの化石燃料に対する依存度は上昇。最近では総発
電電力量の約９割に達し、第一次石油ショック時を上回る水準。

• 平成２７年６月には「長期エネルギー需給見通し（案）」において２０３０年における• 平成２７年６月には「長期エネルギー需給見通し（案）」において２０３０年における
電源構成見通し案が示され、再生可能エネルギーの導入が求められた。

２ ２０３０年の
１．海外からの化石燃料に対する依存度は上昇

電源構成の変化
総発電電力量

２．２０３０年の
電源構成見通し（案）

１９７３年度（石油危機時）
化石燃料依存度７６％

２０１０年度（震災直前）
化石燃料依存度６２％ 再生可能エネルギー

２２～２４％程度

原子力

１０,６５０億ｋＷｈ程度２０１４年度
化石燃料依存度８８％

原子力
２２～２０％程度

LNG
２７％程度

石炭
２６％程度

石油
３％程度

17

２０３０年度

出典：総合資源エネルギー調査会
長期エネルギー需給見通し小委員会（第１０回会合）

出典：資源エネルギー庁



築

平成２６年度のハイライト １．エネルギー・環境 燃料電池・水素
Ⅰ． （１）（キ）技術分野ごと
の目標（エネルギー分野）

◆ＮＥＤＯは、３０年以上前から水素社会の構築に向けた支援を実施。

◆技術開発のみならず、規制の見直しなどにも取り組み、エネファーム実用化や水素
ステーションの先行整備に貢献。【補-４３～４４】ステ ションの先行整備に貢献。【補 ４３ ４４】

ＮＥＤＯ

市場環境整備
（規制・基準等）

技術開発 社会実証

平成２６年度の主な成果

• 水素のエネルギーの意義、水素社会実現への課題等を体系的に整理した「ＮＥＤＯ水素エネルギ
ー白書」を公表。

エネフ ムや燃料電池自動車（ＦＣＶ）に使用される固体高分子形燃料電池（ＰＥＦＣ）で 触媒に

平成 年度 な成果

• エネファームや燃料電池自動車（ＦＣＶ）に使用される固体高分子形燃料電池（ＰＥＦＣ）で、触媒に
使用される白金を１０分の１に低減。

• 国境を越えた水素のサプライチェーン構築に向けた技術開発プロジェクトを世界に先駆けて開始。 18



◆（a）再生可能エネルギ の大量導入に応じた系統安定化 （b）電気自動車の航続距離延長を図

平成２６年度のハイライト １．エネルギー・環境 蓄電池
Ⅰ． （１）（キ）技術分野ごと
の目標（エネルギー分野）

◆（a）再生可能エネルギーの大量導入に応じた系統安定化、（b）電気自動車の航続距離延長を図
るため、蓄電池の高性能化及び低コスト化が期待。

◆ＮＥＤＯは、①現行リチウム蓄電池技術の高度化と、②２０３０年以降をにらんだ全く新しい革新的
蓄電池開発の２つのアプローチを並行して推進。【補-４８～５１】

革新型蓄電池革新型蓄電池

２０３０年代の目標（系統用）
寿命：２０年
コスト：更なる低コスト化

２０２０年代の目標（系統用）
寿命：２０年

期変 整

リチウムイオン電池の
性能限界

２０３０年代

革新型蓄電池革新型蓄電池

２０２０年代
航続距離 ～５００ km

EVの本格普及

電力系統用蓄電池

安全・低コスト大規模蓄電システム技術開発

コスト：長周期変動調整用２.３万円/kWh
短周期変動調整用８.５万円/kWh

２０２０年代

航続距離 ～３００ km現 在

安全 低コスト大規模蓄電システム技術開発

革新型蓄電池先端科学基礎研究事業
（ＲＩＳＩＮＧ）現在（系統用）

寿命：１０～１５年
コスト
長周期変動調整用：～１０万円/kWh

車載用蓄電池
航続距離 ～１５０ km

リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発

短周期変動調整用：２０万円/kW

• ２０３０年代における革新型蓄電池の実現に向けて、電池の基礎的な反応メカニズムの解明に取り組む７年間の
プロジェクト（ＲＩＳＩＮＧ）の６年目 ＥＶの航続距離３倍以上を見通せる革新型蓄電池として 亜鉛空気電池等の３

平成２６年度の主な成果

プロジェクト（ＲＩＳＩＮＧ）の６年目。ＥＶの航続距離３倍以上を見通せる革新型蓄電池として、亜鉛空気電池等の３
つを抽出し、開発した電極・電解質を用いてセル化に向けた取組みを開始。

• 現行リチウムイオン電池の開発は５年間のプロジェクトの３年目。３０Ａｈ級試作セルで初期性能として、ＥＶの航
続距離２倍以上を見通す世界最高クラスの性能（３３５Ｗｈ/ｋｇ, １,６００Ｗ/ｋｇ）を得た。 19



平成２６年度のハイライト １．エネルギー・環境 太陽光発電
Ⅰ． （１）（キ）技術分野ごと
の目標（エネルギー分野）

ＮＥＤＯは設立当初よりサンシャイン計画を推進。１９
９０年初め約１２０円／ｋＷｈであった発電コストは現
在までに１／６となり、１９９９年から２０１１年までの
我が国における累積導入量も２４倍に拡大。

太陽光発電の大幅な普及によって 立地制約など新太陽光発電の大幅な普及によって、立地制約など新
たな課題への対応が重要に。更なる変換効率の向
上、低コスト化に向けた新しい太陽電池の開発が期
待。【補-３９～４０】待。【補 ３９ ４０】

平成２６年度の主な成果

▲ＮＥＤＯ事業による実証（上；天理市、下；太田市）

・「太陽光発電開発戦略（ＮＥＤＯ ＰＶ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ）」を策定。立地制約の解消、変換効率・
信頼性の向上など新たな方策を提示。

平成２６年度の主な成果

・太陽光発電の新たな利用方法を開拓するためこれまで未利用だった（１）建物壁面、（２）
農業用地、（３）傾斜地等における発電を可能とするための技術開発・実証を開始。

・シリコン系太陽電池の理論性能限界を越える高効率太陽電池の低コスト化や、圧倒的な
低 スト化が期待できるペ ブスカイト系太陽電池の高効率化に向けたプ ジ クトの公低コスト化が期待できるペロブスカイト系太陽電池の高効率化に向けたプロジェクトの公
募を開始。

20



・石炭火力技術の高度化を推進

平成２６年度のハイライト １．エネルギー・環境 その他トピック
Ⅰ． （１）（キ）技術分野ごと
の目標（エネルギー分野）

CO2分離・回収設備

・石炭火力技術の高度化を推進

◇石炭火力発電は年間約２．６億トンのＣＯ２を排出。これは我が国のＣ

Ｏ２排出量の２０％（平成２４年度）。

◇ＮＥＤＯは３０年以上にわたり石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）の開発を

実施。発電効率は約３８％（昭和５８年）から約４６％（平成１８年度）に

向上。

北九州市に設置されたＩＧＣＣパイロットプラント

◇さらに、ＣＯ２の排出量を削減するため、平成１９年度からＣＯ２分離回

収技術の開発を実施。分離回収により、通常は発電効率が大幅に低

下するところ、これを抑制する技術開発を推進し、平成２６年度は、実

・ＣＯ２排出量を低減する試験高炉建設を開始

際に発電効率改善（約３５％→約４０％）※の見通しを得た。【補－５２】
※送電端効率(ＨＨＶ)

ＣＯ２排出量を低減する試験高炉建設を開始

◇鉄鋼業は、年間１．８億トンのＣＯ２を排出。これは我が国のＣＯ２排出量の１
４％（平成２５年度）。

◇製鉄所からのＣＯ 排出量３０％削減を目標とし 平成２０年より以下の技術◇製鉄所からのＣＯ２排出量３０％削減を目標とし、平成２０年より以下の技術
開発を実施。

①鉄鉱石を効率良く還元する技術
②排出されるＣＯ２を低エネルギーで分離・回収する技術

◇平成２６年度は 開発した技術を実証するための試験高炉の設計を完了 建

21
建設中の試験高炉

◇平成２６年度は、開発した技術を実証するための試験高炉の設計を完了、建
設を開始（平成２７年９月末に竣工予定）。 【補-５３】



０．ＮＥＤＯの概要

Ⅰ 研究開発成果の最大化その他の業務の質に関する事項Ⅰ．研究開発成果の最大化その他の業務の質に関する事項
（１）－１ 技術分野横断的な取組

（１）－２ 技術分野毎の取組（１） ２ 技術分野毎の取組
①エネルギー・環境分野
②産業技術分野
③国際実証分野③国際実証分野

（２）クレジット取得関連

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項
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平成２６年度のハイライト ２．産業技術 パワー半導体
Ⅰ． （１）（キ）技術分野ごと
の目標（産業技術分野）

パワー半導体は、交流と直流の変換や電流・電
圧・周波数を調整する役割等を果たし、あらゆる
ものが電気で動く現代社会において重要なデバ
イス。その高性能化は、社会全体の大幅な省エ
ネにつながる重要な技術。

ＮＥＤＯでは複数の材料系でパワー半導体の技
施 在 流 あ術開発を実施。現在の主流であるＳｉ（シリコン）と

比べて、大幅な省エネ・小型化が期待されるＳｉＣ
（炭化ケイ素）やＧａＮ（窒化ガリウム）を使用した
パワー半導体の技術開発を実施。パワ 半導体の技術開発を実施。

成果の実用化を見据え、プロジェクト内で上流から下流工程（インゴットの製造、ウエハ、デバイス
の開発）までを一貫して技術開発する体制を構築。【補-５８～５９】

• ＳｉＣの電気自動車や鉄道への応用展開を目指した５年間プロジェクトの最終年度に

平成２６年度の主な成果

おいて、大容量フルＳｉＣパワー半導体を用いた世界で初めての鉄道車両用インバー
ター装置を実用化。従来車両と比べ、最大約３６％の消費電力を削減。

• ＳｉＣの更なる高耐圧化 ＧａＮの本格的なデバイス開発 酸化ガリウムやダイヤモンド

23

ＳｉＣの更なる高耐圧化、ＧａＮの本格的なデバイス開発、酸化ガリウムやダイヤモンド
など先進的な材料への取り組みなど、次世代パワーエレクトロニクスの応用範囲を拡
大する府省連携のプロジェクト（ＳＩＰ）を開始。



平成２６年度のハイライト ２．産業技術 ロボット
Ⅰ． （１）（キ）技術分野ごと
の目標（産業技術分野）

ＮＥＤＯは１９９０年代後半より生活支援ロボットの
技術開発を実施。基盤技術の開発に加え、対人安
全性基準や評価手法を確立。安全基準の国際標全性基準や評価手法を確立。安全基準の国際標
準化、国際安全規格獲得を支援。

今般、ロボット革命実現会議で策定されたロボット
新戦略を受け ＤＯは今後 ものづくり サ ビ新戦略を受け、ＮＥＤＯは今後、ものづくり・サービ
ス分野、インフラ・災害対応分野における技術開発
を重点的に推進。【補-７１～７６】

平成２６年度の主な成果

• 政府方針に先駆け、平成２６年４月にロボット・機械システム部を設置。
• ２０３５年までのロボット市場規模予測を提示し、介護や人命救助など市場規模が飛躍的に拡大

する分野の技術開発指針と提言を行った「ＮＥＤＯロボット白書２０１４」を取りまとめ。
• 生活支援分野のロボット開発の成果を用いて 「ＨＡＬ作業支援用（腰タイプ）」及び「ＨＡＬ介護支• 生活支援分野のロボット開発の成果を用いて、「ＨＡＬ作業支援用（腰タイプ）」及び「ＨＡＬ介護支

援用（腰タイプ）」が国際標準規格（ＩＳＯ １３４８２）の認証獲得を支援。
• 災害時に無人で対応できるロボットの開発成果を活用した、立ち入り困難な過酷な環境下で活動

可能な新型の災害対応ロボット（原発対応版 櫻壱號）が原子力緊急事態支援センターに導入。
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• ２０２０年以降ロボット技術として必要とされる人工知能や人工筋肉等中核的な技術の開発にむ
けたプロジェクトを立ち上げ。



ＮＥＤＯは健康 長寿に資するバイオ 医療関連技術の開発を１９８８年以降実施 実

平成２６年度のハイライト ２．産業技術 バイオ・医療
Ⅰ． （１）（キ）技術分野ごと
の目標（産業技術分野）

ＮＥＤＯは健康・長寿に資するバイオ・医療関連技術の開発を１９８８年以降実施。実
用化を睨んだ医工連携に重点。また再生医療分野など、新しい医療産業分野の創
造に向けて技術開発を推進。

平成２７年４月の日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）発足に伴い事業を終了 【補 ６６

平成２６年度の主な成果

平成２７年４月の日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）発足に伴い事業を終了。【補-６６
～６９】

• 従来品より小型かつ高精度な国産初のロボット型X線治療
機器（ＣｙｇｎｅＸ）を開発。呼吸などにより動く臓器の微小な

小型高出力X線
ビーム発生装置

動体追跡装置
治療検証技術

機器（Ｃｙｇ ｅ ）を開発。呼吸などにより動く臓器の微小な
がんをリアルタイムに追跡し、健常な組織への被曝を最小
限に抑え、迅速な治療が可能。米国食品医薬品局（ＦＤＡ）
に申請。 リアルタイム

放射線治療制御技術

放射線治療
計画装置

• ヒト多能性幹細胞（ＥＳ／ｉＰＳ細胞）の大量培養技術として、
世界最高レベルの高密度培養に成功。ヒト多能性幹細胞の
安定的な大量生産と供給が可能となり、同細胞を用いた再安定的な大量 産と供給が可能となり、同細胞を用 た再
生医療や創薬応用の産業化に大きく貢献。

• 臨床情報とバイオバンクに保存された血液検体中のマイク
ロＲＮＡを網羅的に解析し １３種類のがん 認知症を１回の

25

ロＲＮＡを網羅的に解析し、１３種類のがん・認知症を１回の
採血で診断可能なシステム開発事業を開始。 ＣｙｇｎｅＸ 要素技術（上）とプロトタイプ（下）



・人工光合成の水素製造で変換効率が従来の１０倍を達成

平成２６年度のハイライト ２．産業技術 その他トピック
Ⅰ． （１）（キ）技術分野ごと
の目標（産業技術分野）

・人工光合成の水素製造で変換効率が従来の１０倍を達成

◇太陽エネルギーを利用して、光触媒による水分解で得た水素と二酸化炭素を
原料として基幹化学品を製造する基盤技術の確立を目指すもの。

1cm
開発した光触媒のシート

◇光触媒材料の組み合わせの最適化を図ることで、太陽エネルギー変換効率
をこれまでの１０倍となる２％を達成。【補-５６】

・３Ｄプリンターで成形する人工骨を薬事承認申請

開発 光触媒 シ

◇世界初となる３Ｄプリンターで成形するカスタムメイド人工骨
において、ヒトでの有効性と安全性を確認し、薬事承認（製
造販売承認）申請を完了。２０１５年に実用化の予定。

◇ 開発した人工骨は、３Ｄプリンターでの成形により、骨内部
が

・プリンテッドエレクトロニクス技術によるフレキシブルＴＦＴを開発

カスタムメイド人工骨による骨欠損の治療

構造の設計に加え、０．１ｍｍ単位での形状再現が可能。ま
た、自骨への癒合も早く、自骨に変化。【補-７０】

プリンテッドエレクトロニクス技術によるフレキシブルＴＦＴを開発

◇真空・高温下で多量のエネルギーを消費する従来の製造方法に代わる、省エ
ネ・省資源に資する製造技術を開発。

◇具体的には印刷技術を活用。性能低下の原因となっていた有機半導体材料層

26

◇具体的には印刷技術を活用。性能低下の原因となっていた有機半導体材料層
の不均一性を、インク塗布技術の改善により解決し、世界で初めて全行程を印
刷技術に置き換えたフレキシブルＴＦＴを開発。

◇この技術を活用し電子ペーパーを試作、部分的なカラー化も実現。 【補-６１】
開発成果を活用した「レール

型電子棚札」
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我が国とは異なる環境下での技術実証を世界各国で実施 海外における諸課題の解

平成２６年度のハイライト ３．国際展開 Ⅰ． （１）（キ）技術分野ごとの目標（国際展開支援）

•我が国とは異なる環境下での技術実証を世界各国で実施。海外における諸課題の解
決にも貢献するとともに、我が国の優れた技術の周知を図る。

•平成２６年度は新たに４件の実証事業を開始。平成２６年度末時点で３３件の実証事業
を実施中 【補 】を実施中。【補-３０～３２】

＜中国＞

●廃棄物発電
＜ドイツ＞

●ロボット

＜デンマーク＞

●ロボット
＜イギリス＞

●スマ トコミ ニティ ●廃棄物発電

他 ５件

＜米国＞

●スマートコミュニティ

＜モンゴル＞

●省エネ型電線

●ロボット
＜ロシア＞

●風力発電

●ロボット●スマートコミュニティ

＜フランス＞

●スマ トコミ ニティ

＜スペイン＞

●スマートコミュニティ

●スマ トコミュニティ

他 ３件

＜ベトナム＞

●廃棄物発電

他 件

●スマートコミュニティ

●スマ トコミュニティ

＜タイ＞

●バイオマスエネルギー

他 １件

他 ２件

＜サウジアラビア＞

●省エネ型排水再生システム

＜インドネシア＞

●スマコミ工業団地

他 ３件

＜マレーシア＞ ＜オーストラリア＞

＜インド＞

●インド携帯電話基地局エネルギーマネジメントシステム

他 ３件
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＜マレ シア＞

●大型ＥＶバス実証事業

他 １件

＜オ ストラリア＞

分散型水資源供給システム



平成２６年度の主な成果 Ⅰ． （１）（キ）技術分野ごとの目標（国際展開支援）

①デンマークにて福祉機器ロボットの実証を
開始【補-８０】

デンマ クのコペンハ ゲン市及びファ• デンマークのコペンハーゲン市及びファ
ーボ・ミッドフュン市の介護・医療福祉施
設において、ＮＥＤＯプロジェクトで開発し
た福祉機器 ボ トの電動車いすの実証た福祉機器ロボットの電動車いすの実証
を開始。

ＣＥマークを取得した開発機 被験者による実証の様子

②日米共同スマートグリッド実証にて最大 デマンドレスポンス
蓄電池②日米共同 トグリッド実証 て最大

１０％の省エネ効果を達成【補-８１】
• 世界で初めて配電系統レベルのマイ

クログリッドとして メガソーラーと蓄電

デマンドレスポンス
実証エリア

（９００世帯対象）

クログリッドとして、メガソ ラ と蓄電
池を組み合わせた潮流制御に成功。

• ９００世帯が参加する実証において、
最大１０％の電力消費削減効果 （ニ

スマートハウス

μEMS
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最大１０％の電力消費削減効果。（ニ
ューメキシコ州） メガソーラー
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平成２６年度のハイライト ４．クレジット取得関連

グリ ン投資スキ ム（ＧＩＳ）事業の着実な実施【補 ８４】

Ⅰ．（２）クレジット取得関連業務

グリーン投資スキーム（ＧＩＳ）事業の着実な実施【補-８４】

・平成１９年度～平成２５年度までに政府目標（約１億ｔ‐ＣＯ２）の約９７％に相当
する約９７５０万ｔ‐ＣＯ２ を政府保有口座に移転完了

グ

平成２６年度の主な成果

する約９７５０万ｔ ＣＯ２ を政府保有口座に移転完了。

• ウクライナにおけるＧＩＳ事業において、グリーン化確保（資金の用途を環境対
策に限定）のための当局への働きかけ、協議を継続。

交流駆動システムの導入
● 高性能
● 省エネ
● 小型、軽量
● 保守軽減
● 回生電力の利用
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警察車両の燃費効率化事業（１，２２０台分）
として導入されたハイブリッド車両パトカー

地下鉄車両の近代化事業（９５両分）

キエフ市に納車された地下鉄車両
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■平成２６年度の主な取組

業務運営 効率化関連

機動的な組織体制の整備

業務運営の効率化関連

【補-８９】 Ⅱ．（１）機動的・効率的な組織・人員体制

•「技術戦略研究センター」、「プロジェクトマネジメント室」および「
イノベーション推進部」を設置。[再掲]

•ロボット技術に重点を置いた「ロボット・機械システム部」を設置。

•国立研究開発法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）の設立にあわせ、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）の設立にあわせ、
平成２７年３月３１日付けでバイオテクノロジー・医療技術部を廃止。

職員の意欲向上と能力開発 【補-９４】 Ⅱ．（３）職員の意欲向上と能力開発

• 「プロジェクトマネジメント基礎講座」、「出口戦略セミナー」等の研修や、若手
（入構２～６年目）職員が主体となり提案・調査・報告を行う「若手チャレンジ」
制度を実施。
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制度を実施。



■平成２６年度の主な取組

業務 電 化 推進 【補 】 業務 適

• 業務・システム改善ワーキンググループ（アゴラプロジェクト・コアプロジェクト）
を立ち上げ、知財登録のウェブ化を試行運用するなどの改善を実施。

業務の電子化の推進 【補-９６～９７】 Ⅱ．（４）業務･システムの最適化

を立ち上げ、知財登録のウェブ化を試行運用するなどの改善を実施。

• メール誤送信を契機に、情報管理体制を強化。外部の第三者機関を活用し、
包括的な情報管理体制点検を実施。

・一般管理費及び業務経費の合計を平成２６年度までに平均で１３ ８％減少

業務の効率化 【補-１００】 Ⅱ．（７）業務の効率化

コンプライアンスの推進 【補 １１１】

般管理費及び業務経費の合計を平成２６年度までに平均で１３．８％減少｡

※退職手当、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、 新規に追加されるものや拡充される分を除く

Ⅱ （９） ンプライアンスの推進

• 理事長をヘッドとするコンプライアンス推進委員会を開催（平成２６年５月）｡前
年度の事案を整理・確認し これを踏まえ当年度のコンプライアンス行動計画

コンプライアンスの推進 【補-１１１】 Ⅱ．（９）コンプライアンスの推進

年度の事案を整理 確認し､これを踏まえ当年度のコンプライアンス行動計画
を策定｡

• 職員向け研修として、コンプライアンス研修や標的型メール対応模擬訓練（４
回）､全役職員対象のｅラーニングなど、計２６回を開催｡

• 事業者における不正事案発生を抑制するため事業者説明会（３２回）を実施｡
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■平成２６年度の主な取組

財務内容 改善関連

繰越欠損金の増加の抑制

財務内容の改善関連

【補-１１５】 Ⅲ．（１）繰越欠損金の増加の抑制

•基盤技術研究促進事業における回収業務では、収益納付の拡大を図るた
め､現地調査を５５回実施するなど実施者の事業を把握。

※本事業はＮＥＤＯが国から出資された資金を用いて民間企業等に対する委託事業により
実施しており、欠損金が不可避に生じる（平成２６年度末時点で▲６２７.４億円）

リスク管理債権の適正化

貸倒懸念債権 破産更生債権等 は 適切な ク管理 ため

【補-１２０～１２１】
Ⅲ． （５）債務保証経過業務、貸付経過

業務、リスク管理債権適正化関連

•貸倒懸念債権、破産更生債権等については、適切なリスク管理のため、
現地調査等により債務者の経営状況を把握。平成２６年度末に総額１５
.６億円（対前年度２百万円の減）を計上。

運営費交付金の効率的活用の促進

平成２６年度末の運営費交付金債務残は 国際実証事業の遅れ等により

【補-１１７】 Ⅲ．（３）運営費交付金の効率的活用の
促進

•平成２６年度末の運営費交付金債務残は､国際実証事業の遅れ等により
５８８億円（年度末に成立した補正予算含む）｡
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