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１．研究開発の成果の最大化その他の業務
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 



 ナショナルプロジェクト実用化達成率 

・ナショナルプロジェクトにおいて、平成２０年度終了案件の事業終了後５年経過後の時点での実用
化達成率は、３４％（１８事業者／５３事業者） 

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

（一）実用化達成率 

実用化 
（製品化または 
上市段階）を 
達成した 
１８事業者 

表 ＮＥＤＯ追跡調査における研究開発段階の定義及び 
   平成２０年度終了ナショナルプロジェクトにおける段階別事業者数 

（注）５年経過までに一度でも実用化したものを計上。 

 段階 ＮＥＤＯ追跡調査における段階定義 事業者数 

研究段階 
基礎的・要素的な基礎探索段階 
（現象の新規性や性能の進歩性等について把握） 

１２ 

開発段階 
開発用サンプルの作製。実用化に向けた課題を把握。応用開発段階 
（開発用サンプルを作成し、ユーザーへのマーケティング調査を行う
とともに技術やコストの優位性および量産化技術等の課題を把握） 

１７ 

製品化段階 

顧客評価（認定用）サンプルの作製。量産化技術の確立。工業化開
発段階 
（製品化への社内承認、試作機の製造、所管省庁/監督団体による販
売承認/検査、製品を市場に投入するための設備投資の実施等） 

８ 

上市段階 
カタログ掲載など市場での取引を開始。 
工場での運転を開始 

１０ 

中止・中断 プロジェクト終了後、５年経過までに、社内での研究開発活動を停止 ６ 

合計 ５３ 
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実用化促進事業実用化達成率 

平成２２年度終了実用化促進事業の実用化達成率 

第３期中期計画  
 実用化促進事業については、技術開発成果の達成とともに、実用化・事業化を一層重視するとの観点から、事業
終了後、３年経過後の時点での実用化達成率を３０％以上とする。なお、今後、本事業の対象は中小企業に限定
することとする。  

事業名 実用化達成率 実用化件数 

福祉用具実用化開発推進事業 60.0% 3件／5件 

イノベーション推進事業（産業技術実用化開発助成事業) 29.7% 28件／94件 

イノベーション推進事業（大学発事業創出実用化研究開発事業) 22.2% 2件／9件 

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

合計 31.8% 35件／110件 

・「実用化促進事業」において、平成２２年度終了案件の事業終了後３年経過後の時点での実用化 
達成率は、３１．８％（３５件／１１０件） 

（注１）件数については、中小企業のみを計上。 
（注２）３年経過までに一度でも実用化したものを計上。 

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

（一）実用化達成率 
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化 

（ⅰ）企画、実施段階  ナショナルプロジェクトに係る基本計画の策定等 

・研究開発事業の立案段階においては、将来期待される市場規模についての分析を実施すると共
に、プロジェクトのアウトプット、アウトカム目標を明確にした基本計画を策定。 

・また、ＮＥＤＯのウェブページを活用してパブリックコメントを求めるＮＥＤＯ ＰＯＳＴを実施し、プロ
ジェクト立案に反映。平成２６年度のＮＥＤＯ ＰＯＳＴでは、新規プロジェクト等１９件の基本計画等
への反映を目的に意見募集を実施。さらに、ウェブページ上で、その内容や反映結果を全て公開。 

（例） 
  「 体液中マイクロＲＮＡ測定技術基盤開発」 
    現在の技術および市場動向を把握し革新的技術の導入による効果を分析     

事前評価における市場規模分析の徹底と国民の声を反映したプロジェクト立案（ＮＥＤＯ ＰＯＳＴ） 

・アウトプット目標 
「実用的な早期診断技術がないため早期治療が困難ながん等の重篤な疾患について、感度５０％以上
特異度９５％以上で検出可能なマイクロＲＮＡ診断マーカーを同定し、早期の患者を発見できる検査／
診断技術として開発する。マイクロＲＮＡ分子の特性を活かして、現在は実現困難な幅広い重篤疾患
を一時に検査できる早期診断システムとして開発し、診断技術を革新する。」 

 
・アウトカム目標 
 「現在５０００億円とされる世界のがん体外診断薬市場を一新し、新たに創出される多くのがん等の重
篤疾患の体外診断薬市場を中心に世界で５兆円の体外診断薬市場の獲得に資する。先制医療や個
別化医療の基礎となる疾患層別／個別診断や早期診断を実現し、『国民の「健康寿命」の延伸』を実
現に貢献する。」 



・事業実施者の採択にあたっては、十分な審査期間を確保する一方、事業区分ごとに公募締切から
採択決定までの期間目標を設定。その結果、約８割の事業で定められた期間内に採択を完了。 

公募締切から採択決定までの期間について 

事業区分ごとの公募締切から採択決定までの期間と実績 
 
■ ナショナルプロジェクト：原則４５日以内 
 
 
 
 

■ ナショナルプロジェクトのうち、エネルギー等関連業務の実証業務等：原則６０日以内 
 
 
 
 
 

■ 実用化促進事業：原則７０日以内 

ナショナルプロジェクトでは、期間内で採択決定を行った事業は３１件中２５件 

エネルギー等関連業務の実証業務等では、事業は１１件中１０件について期間内で採択決定を
実施 

実用化促進事業では、期間内で採択決定を行った事業は５件中３件 

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

（ⅰ）企画、実施段階  選定、採択 
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中間評価の実施と結果、その反映 

主要な反映実施例 

・平成２６年度に中間評価対象であったプロジェクト５件について、予定通り実施し、結果を公表した。
事前に定めた評価項目・基準に基づき、評価コメントをまとめるとともに、評価結果を数値化して提示。 

・５プロジェクト全てで、中間評価の結果及びプロジェクト開始後の社会経済情勢の変化等を踏まえて、
技術開発内容やマネジメント等の改善を検討し、実施計画の見直し等を的確に実施。 

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

（ ⅱ ）評価／反映・実行  中間評価等 

事業名 中間評価の主なポイント 中間評価結果の反映（概要） 

二酸化炭素原料化基幹化
学品製造プロセス技術開
発 

今後、３つの研究テーマの成果をつなげていくことが重要。
そのためには、実用化から要求される各テーマのプロセ
ス条件を考えた目標設定や研究グループ間の密接な情
報交換が必要。 

３テーマ間でニーズや研究方針等の情報を共有し、互いに融合した研究
を強化推進する。具体的には、特に密接な関係がある光触媒と分離膜に
ついて、モジュール化検討における装置イメージの情報の共有化と、より
明確な目標設定のための研究を強化する。光触媒開発においては寿命
に係る目標を、分離膜開発では分離性能の目標を、新たに設定する。 

有機ケイ素機能性化学品
製造プロセス技術開発 

従来プロセスとの定量的比較評価において、具体的プロ
セスを想定した現実性のある評価法へ改善すること。具
体的な機能を早い時期に想定し、商業化を見据えたより
明確な目標設定とそれを実現するための開発すべき要素
技術の明確化が必要。 

シリカから有機ケイ素原料に至る一連のプロセスにおける省エネ効果やコ
スト優位性の評価の精度を上げていく。有機ケイ素部材の開発ニーズに
係る調査の結果を活用して、今後重要となる有機ケイ素部材の具体的用
途とそれに必要な物性を明確にして、目標設定、実施計画に反映していく。 

超低消費電力型光エレク
トロニクス実装システム技
術開発 

シリコンフォトニクスは、国際的にも開発競争が熾烈で進
展も早いため、早期の実用化・事業化に向け研究開発を
一層加速することが必要。 

参加企業各社の情報集約や国内外のマーケット状況の把握につとめ、新
たにサンプル提供や標準化活動を通して、有力企業/研究機関との対話
を進めるとともに、早期の実用化・事業化に有効な加速手段を執っていく。 

次世代自動車向け高効率
モーター用磁性材料技術
開発 

プロジェクト全体の最終目標「モーター損失２５％低減」を
達成するためには、磁性材料、モーター設計及び制御シ
ステム間の役割分担及び連携のシナリオの検討を進める
とともに、プロジェクト後期では個別テーマ間の連携を密
にするマネジメントが必要。 

実施者との定期的な情報交換を通じて、きめ細かな個別のマネジメントを
行うとともに、モーターセンターと磁性材料開発担当者間で、直接情報交
換を定期的に行う委員会を設け、連携を密にするマネジメントを行う。 

リチウムイオン電池応用・
実用化先端技術開発 

プロジェクトの残り期間を考慮した開発内容の重点化とと
もに、将来の技術の育成にも配慮したマネジメントに期待。 

開発進捗を確認しつつ、開発内容の重点化を行った実施計画を策定する。
外部有識者の意見も取り入れつつ、各助成先及びその委託先が取り扱っ
ている技術を、実用化に向かう要素技術と将来技術として育成する萌芽
的技術とに峻別して、マネジネントしていく。 
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プロジェクトの技術開発・成果の促進の状況 

・目覚ましい成果を挙げている事業等に対して資金を迅速に投入（平成２６年度実績１２件）。これら
追加資金を投入した事業では、技術開発の促進により、実用化・事業化割合の向上や時期の短縮
等の顕著な成果が創出されつつある。 
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化 

（ⅱ）評価／反映・実行  中間評価等 

 
 

○次世代素材等レーザー加工技術開発プロジェクト 
 世界のファイバーレーザー加工機市場において、圧倒的シェアを誇る米国ＩＰＧに対抗する技術・製品の創出のため、パルス型ファイ
バーレーザーに係る高出力化技術およびパルス幅の可変技術、ＱＣＷファイバーレーザーに係る集光密度向上、加工速度向上およ
び熱影響低減技術の開発を加速し、高機能ファイバー加工機の早期市場投入を目指す。 
 

○高性能リグノセルロースナノファイバーの一貫製造プロセスの開発 
 成分分離、変性リグノＣＮＦ強化樹脂の大量製造するため研究員を増員し体制を拡充するとともに、化学変性の効率化、最適化の
ための機械装置類を拡充することで、来期実施予定であったテストサンプルの本格的供給を前倒して開始することが可能となり、リグ
ノＣＮＦ材料の用途特許が世界に先駆けて出願し我が国が原材料から複合材料化、部材化において世界を圧倒的にリードすることを
目指す。 
 

○次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発 
 本プロジェクトで開発した印刷プロセス技術（デジタルインキング技術）は、高精細かつ断面矩形性が著しく優れたパターンが、ナノ
からマイクロメーターまでの膜厚幅で自由にかつ一度の印刷工程で作製できる世界初の革新的印刷技術であり、このうち高度フレキ
シブル電子基板の連続印刷製造技術の開発およびデバイス試作による技術検証を追加することにより、より国際競争力の高い高生
産性印刷製造プロセスの生産技術としての確立を目指す。 

主な案件 



事後評価の実施と結果 

 
 

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

（ ⅱ ）評価／反映・実行  事後評価 

事業名 「研究成果」と「実用化見通し」
合計 

生活支援ロボット実用化プロジェクト 4.2 

先進操縦システム等研究開発 5.4 

窒化物半導体等基盤技術開発／次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発 5.0 

希少金属代替材料開発プロジェクト（⑥～⑧） 4.8 

超電導技術開発／高温超電導ケーブル実証プロジェクト 4.5 

次世代型ヒートポンプシステム研究開発 3.8 

再生可能エネルギー熱利用計測技術実証事業 4.0 

省水型・環境調和型水循環プロジェクト 4.8 

グリーン・サステイナブルケミカルプロセス／規則性ナノ多孔体精密分離膜部材基盤技術の開発 5.0 

グリーン・サステイナブルケミカルプロセス／触媒を用いる革新的ナフサ分解プロセス基盤技術開発 4.6 

グリーン・サステイナブルケミカルプロセス／副生ガス高効率分離・精製プロセス基盤技術開発 5.3 

ゼロエミッション石炭火力／微量成分の高精度分析手法の標準化に資するデータ蓄積と燃焼プロセスにおけるプラント内挙動の解明 4.8 

ゼロエミッション石炭火力／革新的CO2回収型石炭ガス化技術開発 4.9 

ゼロエミッション石炭火力／CO2回収型世代IGCC技術開発 4.4 

ヒト幹細胞産業応用促進基盤技術開発／ヒトiPS細胞等幹細胞を用いた創薬スクリーニングシステムの開発 4.7 

（注）合格の基準は、４つの評価項目（「事業の位置付け」、「マネジメント」、「研究成果」、「実用化見通し」）の評点が全て１以上、かつ、「研究成果」及び「実用化見通し」
の評点の合計が３以上。優良の基準は、４つの評価項目の評点が全て１以上、かつ、「研究成果」及び「実用化見通し」の評点の合計が４以上。 

・平成２５年度に終了したプロジェクト１４件の事後評価及び平成２６年度に終了するプロジェクト１件
の事後評価前倒しを予定通り完了し、その結果を公表した。評価結果は、１５件（１００％）が合格で
あり、このうち１４件（９３％）は優良に該当した。 
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追跡調査の実施と結果 

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

（ ⅱ ）評価／反映・実行  追跡評価等 

◆ヒアリング調査から得られた 
    プロジェクトマネジメント上の教訓（Ｎ＝１０５）  

◆アンケート調査から得られたプロジェクト終了後の 
  研究開発段階の進展状況（５年経過時点） 

Ｎ＝１２５２    Ｎ＝１０５９     Ｎ＝１９３ 
（対象：平成１２年度～平成１６年度終了プロジェクトに参加した企業） 

•ＮＥＤＯでは、プロジェクトが及ぼした経済的・社会的効果等の把握と、技術開発マネジメントの改善
に反映させることを目的として、平成１６年度より追跡調査を実施。 

•平成２６年度は、プロジェクト６７件、延べ７５９機関に対する追跡調査を実施（回答率９８％）。 

•アンケート結果の統計解析と、ヒアリングを中心としたケーススタディ調査３件を実施。 

•調査結果は、ＮＥＤＯ内部研修、国内のファンディング機関との意見交換、米国評価学会（３件発表）、
研究・技術計画学会（２件発表）の他、講演会・シンポジウムなどで積極的に情報発信を実施。 

11 



•契約・検査制度や制度改善の取組内容についての事業者説明会を６月・９月・１０月・２月の年４回、
全国６箇所で開催して、延べ１１６０名の参加があり、多くの事業者へ取組内容を周知。 

•また、契約・検査の制度面・手続き面について、不断の業務改善を実施するとともに、その取組に対
して事業者アンケートを実施。目標値の８割を大幅に上回る９８％の肯定的回答を得た。  

制度面・手続き面の改善に係る説明会、アンケートの実施 

事業者説明会の実施 

  NEDO事業に参画する事業者向けの説明会を６月・９月・１０月及び２月（全国６箇所）の計４回開催 
  参加者のべ１１６０名（６月：２７４名、９月：１７０名、１０月：９０名、２月：６２６名） 

総合的評価 ： 満足している ９８％ 
【平成２６年度に取り組んだ主な業務改善】 

 管理職及び裁量労働制適用者の労務費算出方法の変更 

 大項目の経費を新規に追加する際の手続きを届出書に変更 

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

 収益納付額算定手法の見直し 

 出張時超過勤務時間の従事時間計上を可能に 

 自主点検リスト検印の廃止 

 国立研究開発法人等に関する業務委託契約等の適用 

研究開発関連業務の業務改善の取組に対する事業者アンケートの結果 

平成２７年度に実施する「契約・検査制度の改善」について 

（注）事業者説明会（平成２７年２月実施）におけるアンケート結果から。回答数は３８２件。 

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

（ ⅲ ）その他  主な制度運用  
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•原則として委託事業について日本版バイドール条項を適用。 

•プロジェクト参加者間における知的財産権の利用状況調査（バイ・ドール調査）を実施。調査により
得られたデータを視覚的にわかりやすくＮＥＤＯウェブサイト上で公表。 

•プロジェクトを支える効果的な知財マネジメントを実施するため、「知財マネジメント基本方針」を２６
プロジェクトに適用。知財の取扱いに関するルールや知財運営委員会機能の整備を促進。 

日本版バイ・ドールの適用と状況調査、知財マネジメントの強化 

【知財マネジメントの強化】 
 ＮＥＤＯの方針とプロジェクトの実施者の具体的な対応を明確化
し、以下を実施。 
・プロジェクトを支える効果的な知財マネジメントを実施するため、
「知財マネジメント基本方針」を２６プロジェクト（平成２６年度新
規事業のうち１９プロジェクト及び平成２５年度から適用している
７プロジェクト）に適用。知財の取扱いに関するルールや知財運
営委員会機能の整備を促進。 

・適用プロジェクトについては、特許出願費用の一部を委託費に
おいて直接経費として計上することを可能とすることにより、重
要な特許出願を図った。 

・ 「未来医療を実現する医療機器・システム研究開発」において
は、サブプロジェクト内の知財の取扱いに加え、サブプロジェクト
間の成果融合に係る情報の共有方法や知財の取扱いに関する
ルールを盛り込んだ知財合意書を作成した。 

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

（ ⅲ ）その他  知的財産権、国際標準化 

【ＮＥＤＯバイ・ドール特許
の利活用状況】 
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技術開発と標準化との一体的な推進 

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

（ ⅲ ）その他  知的財産権、国際標準化 

冷却水素連続充填により、空気中水分が氷結してノズル
とレセプタクルが外れなくなるため、氷結評価試験の
データを基に、水素コネクタの氷結評価試験、氷結対策
構造の必要性を提案。 ＴＣ１９７総会（２０１４年１２月）に
てISO17268:2012（水素コネクタ）の改訂がスタート。 

光エレクトロニクス実装システム基盤技術確立のため、 
①デジタルコヒーレントトランシーバに係る成果（エラーフ
リー動作、省電力化等）を基に、構造要素の共通仕様とイ
ンターフェイス部について規格案提出 

②光I/Oコアに係る成果（小型トランシーバ高速化、省電力
化等）を基に、光変調器、光/電気インターフェイス機械仕
様等について規格案提出をＯＩＦ（Optical Internetworking 
Forum）において実施。 

 

  

ＤＳＰ 

光送信デバイス 

デジタルコヒーレントトランシーバ 
（ネットワーク間接続用） 

５mm 

５mm 

光I/Oコア 
（サーバ内接続用） 

デジタル信号プロセッサ 

光受信デバイス 

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

・平成２６年度は、３０件のプロジェクト基本計画に標準化について記載。また、超低消費電力光エレ
クトロニクス実装システム技術の開発等、プロジェクトの成果に係る標準案を作成し、２３件提案する
など、技術開発成果を普及させるための国際標準化の取組みを推進。 

【水素利用技術研究開発事業（水素充填技術）】 【超低消費電力光エレクトロニクス実装システム】 
ノズル／レセプタクル氷結評価試験方法 

  ノズル氷結防止、連続充填・過充填防止につなげる 
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 エネルギー・環境新技術先導プログラムの実施 

・エネルギー・環境分野の中長期的な課題解決のために、将来の国家プロジェクト化につながる革
新的な技術シーズを発掘するための研究開発を実施。 

・研究開発テーマを大括り化し、方向性を明確にした上で、一体的に推進する仕組みとしてプログラ
ムを設定。 

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

（ ⅲ ）その他  技術シーズの発掘 

再委託 

企業 

大学 
再委託 

企業 

企業 

大学 

研究開発 

コンセプト!! 

技術の原石！ 

産学連携体制 

委託 

研究開発 
推進委員会 
有識者・プロジェクト 

メンバーで構成） 

エネルギー・環境新技術先導プログラム 

国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

実
用
化 

２０３０年以降 

Ｆ／Ｓ段階 国家プロジェクト段階 実用化開発段階 

・国プロ化への予備的研究 
・国プロ化検討 
・外部発信、知財戦略等 

○革新性、インパクトのあるハイリスク・ハイ
リターンが期待できるテーマ 

○省エネ・再エネ・ ＣＯ２削減の３分野に資す
る研究領域 

平成２６年度設定プログラム 

（１）地熱発電次世代技術の開発 

島弧日本テラワットエネルギー創生先導研究、他３
テーマ 

（２）ＣＯ２フリー水素研究開発 

量子ダイナミクス理論に基づく革新的省エネルギー
水素社会実現、他３テーマ 

（３）ＣＯ２低コスト回収技術開発 

超高気体透過膜を用いたエネルギー起源ＣＯ２の抜
本的削減、他１テーマ 

（４）メモリ・ストレージ技術の開発 

新材料／新構造メモリデバイス基盤技術、他１テー
マ 

（５）コンピューティング・ネットワーク技術の開発 

ＩｏＴ時代のＣＰＳに必要な極低消費電力データセント
リックコンピューティング技術、他４テーマ 

その他、革新的研究開発テーマ 

再生可能エネルギー、熱利用、製造技術、輸送・物
流、構造材料・高機能材料等、２０テーマ 
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先導的産業技術創出事業（若手研究グラント）の実施 

・産業技術力強化及び若手産業技術研究人材育成の観点から、大学・研究機関等の若手研究者の
産業応用を意図した研究開発を支援。（平成２６年度は継続分２８件を実施。 ） 

・過去の助成研究を基にした研究成果が平成２６年度産学官連携功労者表彰を受賞。 

受賞時期 受賞者 
「若手グラント」における 

研究テーマ名 
採択年度 

平成２６年
８月 

名井 陽 
（大阪大学） 

気孔間連通孔を有するハイドロキシ
アパタイトセラミクスと分子生物学、
幹細胞技術、 先進外科技術を統合

したハイブリッド人工骨の開発 

平成１２年度 

平成２２年
６月 

村垣 善浩
（東京女子医

科大学） 
脳腫瘍完全摘出システム 平成１２年度 

平成１８年
６月 

高野 和文
（大阪大学） 

タンパク質結晶の次世代デバイス化
に向けた溶液状態制御 による創製

及びプロセッシング技術 
平成１５年度 

平成１８年
６月 

森 勇介 
（大阪大学） 

非線形光学結晶GdYCOBの多機能
化による新型・高性能紫外光源 

平成１２年度 

産学官連携功労者表彰受賞テーマ ≪Ｈ２６年度受賞概要≫  

従来の多孔質セラミックス人工骨の構造 開発した「ネオボーン」の構造 

脆さの原因となる不要な細かい気孔を 
無くし、大きな気孔が連なる構造を実現 

気孔が少なく、つながっていない 

◇強度と骨組織に入り込みやすい構造を両立し
た人工骨開発に成功 

・世界で初めて、臨床に適した強度と骨組織に
入り込みやすい構造を同時に実現する人工
骨の開発に成功。 

・セラミックスによる完全合成品であるため、い
かなる特殊形状の人工骨でも実現することが
可能。 

・さらに、人工骨にヒトの骨髄からとった幹細胞
を導入し、骨を再生する技術を開発。 

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

（ ⅲ ）その他  技術シーズの発掘 

16 



技術経営力の強化に関する助言業務 

○技術経営力の強化に関する助言の実績 

助言先事業者：４２事業者 

助言実施回数：２０２回 

【各カタライザーの役割】 

○事業カタライザー 
 事業計画・マーケティング・販路開拓等の豊富な業務経験や、
起業もしくは起業支援の経験から、研究開発型ベンチャー企業
等のマネジメント等に係る助言を行う。 
○技術カタライザー 
 研究開発に係る技術的課題解決のための助言、課題解決に
適切な技術者の紹介、共同研究先や委託研究先の紹介・斡旋、
技術マッチングに関する助言等を行う。 
○専門カタライザー 
 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士等が、法律・会計等の
専門的知見に基づく助言を行う。 

平成２６年度の取組・実績 

・研究開発の成果を事業化に結びつけるため、研究開発型新事業創出支援プラットフォームにおい
て、技術経営力の強化に関する助言を実施。 

・起業家候補者や中小・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
を派遣し、成果の事業化を支援。 

【助言の効果】 
・自分たちが有する技術を元にしたビジネスにお
いて、ターゲットとすべき顧客・市場が明確に
なった。 

・研究開発終了後の量産化に向けた課題解決の
見通しがついた。 

・ＶＣへのアプローチ方法など資金調達に関する
スキルが向上した。 

・地方における再興ファンドへの採択が決定した。 
・知的財産権の取り扱いや資本政策など、自社を
経営する上で必要な知識を身に着けることがで
きた。 

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

（ ⅲ ）その他  技術経営力の強化に関する助言 

※カタライライザー・・・・ ＮＥＤＯが選定・委嘱した事業化に関する専門家 



公募にかかる相談対応 

・良質な技術シーズ、優良な研究開発テーマを発掘するため、分野横断的公募事業の公募時期に合
わせて、公募説明会（５事業、延べ４４回）や、個別相談会（延べ６回）を開催。その他、経済産業局
等において制度説明会（延べ９３回）を開催。 

２６年度開催実績 

公募説明会 

個別相談会 

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

（ ⅲ ）その他  技術経営力の強化に関する助言 

事業名 延べ回数 開催場所 

平成２５年度 イノベーション実用化ベン
チャー支援事業 

２１ 
 

川崎 大阪 福岡 広島 名古屋 仙台 高松 
金沢 那覇 札幌 

新エネルギーベンチャー技術革新事業 ４ 川崎 大阪  

エネルギー・環境新技術先導プログラム ７ 川崎 東京 大阪 福岡 名古屋 仙台   

福祉用具実用化開発推進事業 ２ 川崎 大阪 

研究開発型ベンチャー支援事業 １０ 
川崎 大阪 福岡 広島 名古屋 仙台 高松  
札幌 

合計 ４４ 

事業名 延べ回数 開催場所 

エネルギー・環境新技術先導プログラム ６ 川崎 大阪 福岡 名古屋 仙台 

延べ回数 開催場所 

９３ 
全国の大学、地方自治体など、全国２８県、１都
１道１府 



技術の開発や普及に係る道筋の策定、改訂 
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （ア）技術開発マネジメントの機能強化 

（ ⅲ ）その他  技術の開発や普及に係る道筋の策定、改訂 

【技術戦略の策定】  

技術戦略及びプロジェクトの企画・立案機能の強化のため、技術戦略研究センターを設置。 平成２

６年度は再生エネ、ロボット分野など1９分野の技術戦略を策定。 

•日本再興戦略（平成２６年６月改訂）等を踏まえ、平成２６年４月に技術戦略研究センターを設置し、
延べ１９分野の技術戦略を策定。平成２８年度以降の新規研究開発プロジェクトの立案を目指す。 

•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。 

•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から水素エ
ネルギー白書を策定。 

【ロボット白書２０１４】  

少子高齢化、産業の空洞化、社会インフラ保全、災害への対応などの社会的課題に

対し、少子高齢化による介護労働力不足を補う介護ロボットや、地震や台風などの自

然災害における人命救助を行う救助ロボットなど、今後、市場規模が飛躍的に拡大さ

れる分野の技術開発指針と活用例を提言。 

【水素エネルギー白書】  

水素そのものの特徴から、エネルギーとして利用することの意義、水素社会実現に

向けた政策動向、製造～輸送・貯蔵～利用に至るまで関連する技術動向、現状の課

題と今後の方向性など、水素エネルギーを取り巻く国内外の情報を体系的に集約。 

http://www.nedo.go.jp/library/robot_hakusyo.html
http://www.nedo.go.jp/library/suiso_ne_hakusyo.html


技術開発マネジメントに係る知見、教訓の蓄積 

•各種評価結果や機構内のマネジメント事例から得られる知見・教訓を各種研修等にて機構内で共
有することにより、マネジメント機能全体を改善・強化。 

•プロジェクトマネージャーの責任と権限を明確にすると共に、「プロジェクトマネジメント室」を設置し、
ノウハウ共有を強化。 

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

（ ⅲ ）その他  技術開発マネジメントに係る知見、教訓の蓄積 

（例） 新規着任者研修（全６回） 
 
各プロジェクトのＰＤＣＡサイクルの一層の深化
と確実な定着を図るために、ＮＥＤＯプロジェクト
の中間・事後評価及び追跡調査の結果から得
られた知見・教訓を新規着任者研修で紹介。 
 
（テーマ例） 
・追跡調査から得られた事例紹介 
・追跡調査から見たＮＥＤＯプロジェクトの成功要因 
・ＮＥＤＯにおける中間評価・事後評価から学ぶ教訓等 
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ＮＥＤＯプロジェクト成功事例の情報発信 

•機構がこれまで実施してきた技術開発マネジメントに係る成功事例を選定し、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
の見える化を実施。 

•「ＮＥＤＯプロジェクト実用化ドキュメント」では、開発に携わった方々への取材に基づいて、成功に
至ったマネジメント・経緯を事例としてまとめて、ウェブサイトで公開している。平成２６年度は新たに
５件の事例を作成。 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進 

廃プラスチック高炉還元リサイクル 家電リサイクルシステム 高性能放射線治療装置 

掲載事例 

脳梗塞リスク評価 肝繊維化糖鎖マーカー 
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•広報担当部と各プロジェクト担当部が連携し、ニュースリリース１０１件、記者会見・現地見学会１９回を実施。五大
紙掲載のべ６４回（日経２９回、読売９回、朝日８回、毎日９回、産経９回）、ＴＶ放送１０回以上（生出演７回、収録３
回、その他インタビューなど）の情報発信。 

各種メディアを活用した情報発信 
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１０月２８日ＮＨＫ「情報まるごと」  
新エネ部 大平主研 生出演 

８月２０日ＴＢＳ「ひるおび！」  
バイオ部 山崎部長 生出演 

１１月２８日 電材部 記者会見 
「パワエレでＬＥＤに続く省エネ革命」 

８月１８日 バイオ部 記者会見 
「最先端の次世代がん診断システム開発へ 

産学官連携プロジェクト始動」 

１１月１２日 ロボ部 記者会見 
「作業・介護支援用の装着型ロボットに 

初の国際安全規格」 

３月３１日 環境部 記者会見 
「人工光合成の水素製造で世界最高レベルの 

エネルギー変換効率２％を達成」 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進 



•ＮＥＤＯの取り組み、成果をわかりやすく伝える広報誌「ＦｏｃｕｓＮＥＤＯ」を年４回発行。加えて、青色
ＬＥＤ関連ウェブコンテンツの作成など、一般向けに分かり易い情報発信を推進。 

•ウェブサイトにおいて、プロジェクト成果など様々な活動を日本語・英語でタイムリーに発信（最近の動き：７５件）。 

•水素やロボットに関する白書を作成（ＮＥＤＯ水素エネルギー白書、ＮＥＤＯロボット白書など）。 
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＜広報誌「ＦｏｃｕｓＮＥＤＯ」例＞ ＜ウェブサイト例＞ 

特別号 サンシャイン計画 No.54 海外プロジェクト 

No.56 技術戦略研究センター No.55 青色ＬＥＤ 

＜ウェブコンテンツ例＞ 

＜白書例＞ 

ＮＥＤＯ水素エネルギー白書 

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （イ）情報発信等の推進 

パンフレットの発行、ウェブサイトの運営 


