
• 国民へ向けた情報発信、事業の社会的貢献、意義を伝えるため、ニュースリリース１４５件、記者
会見１４回、現場見学会１１回（目標３回程度）実施。昨年度と比較し、情報発信機会の増加に伴
い、ＮＥＤＯ関連報道がされる回数も増加。読売新聞・朝日新聞・日本経済新聞でのＮＥＤＯ関連
報道は合計６１件と前年度比約４０％増加。

• トップ広報の一環として、理事長が出席する記者懇談会を３回実施（目標３回以上）。

• 技術開発成果の最新情報や機構が取り組む様々な活動の紹介等をわかりやすく掲載した広報
誌『Ｆｏｃｕｓ ＮＥＤＯ』を４回発行した（目標４回）。

○ 各種メディアを活用した情報発信
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平成２７年６月９日 新エネ部 記者会見
「世界に先駆け大規模水素エネルギー

利用システムの技術開発に着手」

平成２７年１２月２日 ロボ部 現地見学会
「２０１５国際ロボット展で

災害対応ヒューマノイドロボット実演」

●評価のポイント
• 情報発信機会の底上げにより、記事化される回数も増加。社会的影響の大きい報道機関中心に、ＮＥＤＯ関

連報道が前年度比約４０％増加。

平成２８年３月１７日 理事長 記者懇談会
「省エネルギーへの取組と
今後の展開について」

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （カ）情報発信等の推進



• 来場者１万人超の展示会を中心に２５件出展（うち１万人超は１８件）出展。このうち７件で、事業
で得られた技術開発成果と企業のマッチングの場を設け、サンプル提供や共同研究等の引き合
いが１，５８３件があった。

• 成果報告会９件、セミナー･シンポジウム６４件開催等ＮＥＤＯの取組や成果の理解促進を行った。

• 小中学生向けのイベント等、啓発事業は３回実施した（目標３回以上）。

○ イベントへの出展・開催
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ｎａｎｏｔｅｃｈ２０１６
（平成２８年１月２７日～２９日）

ＮＥＤＯブース来場者数３８,６３１名
マッチング件数５７９件

２０１５国際ロボット展
（平成２７年１２月２日～５日）

ＮＥＤＯブース来場者数１５,８４８名
マッチング件数１０件

●評価のポイント
展示会への出展など、成果と企業がマッチングする場を設
けることにより、１，５８３件の引き合いを実現。

＜出展者の声＞

透明導電膜向けカーボンナノチューブ分散技術
を展示。電機メーカーや自動車関係等の広い分
野から同技術を利用したサンプル提供依頼多数。

当初想定とは異なる分野からの問合わせを受
けることが出来、新規ユーザーや新規市場開拓
の機会として大いに活用。（ｎａｎｏｔｅｃｈ２０１６）
・プロジェクト名 ：低炭素社会を実現するナノ炭素材料実
用化プロジェクト／単層ＣＮＴ透明導電膜の開発

・実施者：富士化学（株）、他

展示物、パネル等

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （カ）情報発信等の推進
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○ 米国ＡＲＰＡ－Ｅとの連携

• 米国エネルギー省傘下の技術開発機関、エネルギー高等研究計画局（ＡＲＰＡ－Ｅ）と意見交換
会や合同ワークショップ等を開催。各種エネルギー関連技術、マネジメント体制等を中心とした
情報交換を行った。

• 定期的な意見交換等を通じて同局とのコネクションを形成。それにより、平成２８年２月に開催さ
れた、米国をはじめ各国のエネルギー分野の専門家や政策決定者らが参加する展示・講演会
「ＡＲＰＡ－Ｅエネルギーイノベーションサミット」に、米国外の政府系機関として唯一出展。来訪
者に日本のエネルギー関連技術の開発状況とその成果を紹介した。

「ＡＲＰＡ－Ｅエネルギーイノベーションサミット」
出展の様子

合同で開催したワークショップの様子

●評価のポイント
・米国内でも先端的な技術開
発のマネジメントを行ってい
るＡＲＰＡ－Ｅとの間で緊密
なコネクションを形成。

・ワークショップ等による情報
交換に加え、サミット出展に
より、ＡＲＰＡ－Ｅプロジェクト
実施者を始めとする米国内
のエネルギー分野関係者と
のネットワーキングも実現。
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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、ウェブサイト及びパンフレットを作成し、日・英の両言
語にて公開。平成２７年度は平成２６年度取材分（５件）を公開し、さらに、中小・ベンチャーに焦点
を当てた５件の事例を新たに取材。

単層カーボンナノチューブ量産化
（日本ゼオン・産業技術総合研究所）

平成２７年度公開事例

太陽光発電システム検査装置
（システム・ジェイディー）

創薬用魚類スクリーニング
（橋本電子工業・三重大学）
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廃プラスチック高炉還元リサイクル
（JFEスチール）

家電リサイクルシステム
（日立製作所・東京エコシステム）

平成２７年度取材事例

脳梗塞リスク評価
（アミンファーマ研究所）
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○ 国内初、着床式洋上風力発電に関する最新知見をまとめた資料を公表

• 国内で初めての沖合における洋上風力発電として、千葉県銚子沖と福岡県北九州市沖の２ヶ所
で、洋上風況観測タワーと洋上風車を実海域に設置する実証研究を実施。

• この実証研究の成果として、国内で初めてとなる「着床式洋上風力発電導入ガイドブック（第一
版）」、「着床式洋上風力発電の環境影響評価手法に関する基礎資料（第一版）」及び「洋上風況
マップ（デモ版）」等を作成し、公表。

●評価のポイント

洋上風況マップ（デモ版）

• これまで日本国内に洋上風力発電を導入する際
に必要な導入手順や知見が整理された手引書は
なかったが、国内で初めてとなるガイドブック、基
礎資料を作成、公表した。

• 風況情報や環境情報、社会環境情報など、洋上
風力発電を計画する上で必要な情報を一元化した
マップの作成、公表は日本では初めての試み。

「着床式洋上風力発電導入ガイドブック」

「着床式洋上風力発電の環境影響評価手法に
関する基礎資料」

◇発電計画を策定する際の手引きとして参考にでき
るよう、導入計画の進め方に沿って、実証研究の
成果と国内外の知見を整理。

◇今後、平成２８年度までに得られたデータを反映
した最終版を公表する。

「洋上風況マップ」

◇実証研究で取得した気象・海象データを基づく、
高精度の数値シミュレーションから得られる風況
情報に加えて、水深、海底地質等の環境情報、
港湾区域、航路等の社会環境情報など、洋上風
力発電を計画する上で必要な様々な情報を一元
化。

◇平成２８年度まで最終版を公表する。

洋上風力発電システム実証研究
（千葉県銚子沖）
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マネジメント関連学会での発表

【平成２７年度の主な発表】

学
会

（国内）
○ 研究・技術計画学会（現：研究・イノベーション学会） ６件
○ 第３４回エネルギー・資源学会研究発表会 ５件

（海外）
○ American Evaluation Association / Evaluation ２０１５

発
表
・投
稿
内
容
例

○ 研究・技術計画学会
・NEDOプロジェクト終了後の研究開発再開事例に関する研究
・研究開発プロジェクトにおける終了後評価に関する分析 他

○ 第３４回エネルギー・資源学会研究発表会
・地熱発電の普及拡大に向けた技術開発の取組 他

○ American Evaluation Association / Evaluation ２０１５
・Overview of Post-Project Evaluation
（事後評価結果と追跡調査結果との相関関係に関する分析結果の報告）

○ Synthesiology（研究論文投稿）
・NEDOプロジェクト開発成果の社会的便益に関する研究

49

・プロジェクトマネジメント手法や評価手法、技術動向の把握手法等に関して独自に分析を行い、そ
の結果を研究開発マネジメント関連学会等にて発表を行った（平成２７年度は１２本）。これにより、
単に外部への情報発信だけに留まることなく、ＮＥＤＯ職員のマネジメント力の向上に向けてＮＥＤ
Ｏの業務へも反映させる取組を図っている。
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• 技術戦略研究センターが産業技術分野やエネルギー・環境技術分野の技術動向等をまとめたレ
ポート「TSC Foresight」を初刊行（平成２７年１０月以降、１０分野をＮＥＤＯウェブサイトで公開中）。

• 「TSC Foresight」の公表に伴い、平成２７年度は「ナノテクノロジー・材料」、「エネルギー・環境」、「人
工知能・ロボット、電子・情報」をテーマにした「TSC Foresightセミナー」を平成２７年１０月から１１月
まで計３回開催（参加者合計７６０名）。

○ 「TSC Foresight」の公表を開始
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Vol.分野名
１ ナノカーボン材料分野
２ 機能性材料分野
３ 水素分野
４ 超電導分野
５ 車載用蓄電池分野
６ 地球環境対策（フロン）分野
７ ロボット分野（２.０領域）
８ 人工知能分野
９ コンピューティング／物性・電子デバイス分野

１０ パワーレーザー分野

●評価のポイント
• 「TSC Foresight」には、各技術分野の国内外の技術開発動向や市場動向、更には我が国の国際的な産業競争

力や技術開発課題等を記載。平成２８年６月に地熱分野、太陽光分野を公開し、その後順次（４ヶ月毎に）公表
予定。

• 「TSC Foresightセミナー」では、ＴＳＣの活動内容及び各技術分野の「TSC Foresight」の概要を紹介するとともに、
各界を代表する有識者による講演やパネルディスカッションを行い、当該技術分野の最新動向や技術開発の方
向性について討議。

TSC Foresight
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 連載の詳細
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# 掲 載 日 朝刊頁 主 題 副 題 主な取材対応者

１ 平成２７年１２月４日 １面 ビジョン共有 社会構造転換に備え
川合 ＴＳＣセンター長

２ 平成２７年１２月１１日 ３１面 情報共有 産業化へ道筋

３ 平成２７年１２月１８日 ３３面 ナノカーボン材料（上） グラフェン製造技術に投資 成毛 ＴＳＣナノテクノロジー・材
料ユニット主任研究員４ 平成２７年１２月２５日 ２３面 ナノカーボン材料（下） 単層CNT 安価・高品質化

５ 平成２８年１月８日 ３３面 超電導（上） 「２５K超」実用化に拍車 矢部 ＴＳＣ再生可能エネル
ギーユニット長６ 平成２８年１月１５日 ３１面 超電導（下） 送電・輸送分野に用途拡大

７ 平成２８年１月２９日 ３１面 水素（上） 安定供給体制構築 後押し 矢部 ＴＳＣエネルギーシステ
ム・水素ユニット長（兼務）８ 平成２８年２月５日 ３１面 水素（下） 安全で安い輸送・貯蔵法探る

９ 平成２８年２月１９日 ２１面 機能性材料（上） 開発基盤にデータ同化手法 成毛 ＴＳＣナノテクノロジー・材
料ユニット主任研究員１０ 平成２８年２月２６日 ３５面 機能性材料（下） MI活用、「知財」と一体戦略

１１ 平成２８年３月４日 ２１面 コンピューティング物性・電子デバイス（上） “バックキャスト型”に転換 関根 ＴＳＣ電子・情報・機械シ
ステムユニット長１２ 平成２８年３月１１日 ２９面 コンピューティング物性・電子デバイス（下） IoTが求める素子追及

１３ 平成２８年３月１８日 ３５面 車載用蓄電池 エネ密度目標５００ワット時/kg 細井 蓄電室長

１４ 平成２８年４月１日 ２５面 パワーレーザー 「固体」軸にモノづくり支援
関根 ＴＳＣ電子・情報・機械シ
ステムユニット長

１５ 平成２８年４月８日 ２３面 地球環境対策（フロン）（上） 次世代冷媒、空調向け重視
阿部 環境部主任研究員

１６ 平成２８年４月１５日 ２３面 地球環境対策（フロン）（下） 微燃性冷媒 リスク評価研究

１７ 平成２８年４月２２日 ３５面 ロボット（上） 要素技術開発に集中投資 大槻 ＴＳＣ新領域・融合ユニッ
ト長１８ 平成２８年４月２９日 １９面 ロボット（下） センサー研究など高度化

１９ 平成２８年５月２０日 ２９面 人工知能（上） 社会実装へシステム統合 大槻 ＴＳＣ新領域・融合ユニッ
ト長２０ 平成２８年５月２７日 ２８面 人工知能（下） 記号接地に重点投資

○ 日刊工業新聞連載記事 「未来に挑む ＮＥＤＯが描く技術戦略」
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• 日刊工業新聞社朝刊に、ＮＥＤＯ技術戦略研究センター（ＴＳＣ）がまとめた技術レポート「TSC 
Foresight」について、６ヶ月（平成２７年１２月から平成２８年５月）、２０回にわたり「未来に挑む
ＮＥＤＯが描く技術戦略」と称する特集記事が連載。

• 「TSC Foresight」編さんに実際に携わったＴＳＣを中心とする延べ３８人のＮＥＤＯ担当職員が特
集記事の取材に対応。
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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

（キ）人材の流動化、育成
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ａ Ａ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ａ

評価根拠

• 企業や大学での実務経験を有する外部人材を、技術戦略の検討を行う研究員（１４名）や、プロジェクトの企画・運営等を担う者（７
名）として、昨年度（１１名）より約２倍となる計２１名を中途採用。

• ナショナルプロジェクトの運営に必要な知識やスキルの体系的な学習のため、東京大学が主催する「戦略タスクフォースリーダー
養成プログラム」にＮＥＤＯ職員を派遣。実践的な研修方法を習得させるとともに、そのフィードバックとして半年間（１８講義）に渡る
体系的な研修プランを構築。

• プロジェクトの人材育成、周辺研究等を実施するＮＥＤＯ講座を２講座（延べ２４回）開催。本講座での成果が共同研究に発展する
など産学交流の促進を確認。

• 民間企業や大学等において中核的人材として活躍し、イノベーションの実現に貢献する若手研究者を養成。平成２７年度は約１,６
００人の若手研究者へ育成の機会を提供。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （キ）人材の流動化促進、育成



○ 中途採用の実施・クロスアポイント制度等を活用した外部人材の活用
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１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （キ）人材の流動化促進、育成

・企業や大学での実務経験を有する外部人材を、技術戦略の検討を行う研究員（１４名）や、プロ
ジェクトの企画・運営等を担う者（７名）として、昨年度（１１名）より約２倍となる計２１名を中途採用。

・機構と相手先機関の双方で活躍できる環境を整備することで、新たなイノベーション創出するため
クロスアポイントメント制度を開始。１名を大阪大学から受入れ、また２名を平成２８年度からの適
用に向けて準備。

クロスアポイントメント制度

中途採用による組織能力の強化

技術戦略の検討 プロジェクトの企画・運営等

エネルギー分野 ５名 プロジェクトマネジメント業務 ４名

電子・情報・機械システム分野 １名 国際関連業務 １名

ナノテクノロジー・材料分野 １名 プロジェクト支援業務 ２名

環境・化学分野 ２名

新領域・融合分野 ３名 計２１名

マクロ分析分野 ２名

●評価のポイント

• 一定の実務経験を有する優秀な人材など、外
部人材を昨年比約２倍の２１名採用。

• クロスアポイント制度を開始し、平成２７年度
に1名受入れ、２名の適応に向けて準備。

クロスアポイントメント制度とは、研究者等が大学、公的研究機関、企
業の中で、二つ以上の機関に雇用されつつ、一定のエフォート管理の
下で、それぞれの機関における役割に応じて研究・開発及び教育に従
事することを可能にする制度。
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１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （キ）人材の流動化促進、育成

○ ＰＭ育成講座開始に向けた準備

・ナショナルプロジェクトの運営に必要な知識やスキルを体系的に学べる研修プランを新たに構築。

・講義による基礎的な知識の理解に加え、ロールプレイやグループワークなどの演習を通じてより実
践的なマネジメントを模擬体験することにより効果的なプロジェクト運営のスキルを学ぶ。

・これにより、戦略的なナショナルプロジェクトを主導的に担うＰＭを育成する。

●評価のポイント

• 平成２８年度からＰＭ育成講座をスタートさせるべく、平成２７年度は東京大学が主催する「戦略
タスクフォースリーダー養成プログラム」にＮＥＤＯ職員１名を参加させ、実践的な研修方法を習
得させるとともに、それを基に１８講座からなる体系的な研修プランを初めて策定。

１.シナリオプランニング
２.戦略マップ／フレームワーク
３.マーケティング／競争優位
性

１.競争戦略
２.知財戦略／知財マネジメント
３.リスクマネジメント

基礎３

実践１

戦略立案の基礎と実践

１.組織論Ⅰ
２.組織論Ⅱ
３.交渉論

１.価値評価
２.リベラルアーツ
３.アントレプレナーシップ

実践２

実践３

チームを動かす実践的スキル

１.プロジェクトマネジメント概論Ⅰ
２.プロジェクトマネジメント概論Ⅱ
３.ステージゲート法

１.イノベーション概論
２.イノベーションデザイン
３.ナショナル・イノベーションシステム

基礎１

基礎２

マネジメントとイノベーションの基礎

※ 全ての講座において、午前は講義、午後は演習形式で実施。



○ ＮＥＤＯ特別講座の実施

③周辺研究の実施

②産学の人材交流

①人材育成の講座

大学の教育機能を活用

研究者のネットワーク構築

技術シーズを産業応用へ加速

ＰＬ、企業の専門家等を講師として行う

講義、実習等を開催

基礎的研究や、その成果の普及や発展

に資する派生的研究

シンポジウム、セミナー、技術相談会等

による研究者のネットワークを構築

効率的な人材
育成を実施

効果的な人材
育成に寄与

• ２講座３拠点において「ＮＥＤＯ特別講座」を実施。全体で２４回の講座を開催し延べ５４０名以上が
受講。また５回のシンポジウムを開催し延べ５１０名以上が参加。

• 平成２７年９月に外部有識者による中間評価を実施し、「社会的ニーズをとらえたテーマを取り上げ
ている」、「事業の必要性は明らか」といった肯定的な評価を獲得。「人材育成には長期的・継続的な
取組が必要であるため、本講座を呼び水として継続的に人材育成がなされる仕組みが重要」との評
価コメントを踏まえ、ＮＥＤＯ特別講座終了後の自律的な講座の運営を早期に検討する方針に改善。

ＮＥＤＯ特別講座

大学が技術の中核となっている優れたＮＥＤＯプロジェクト（コアプロジェクト）や技術経営に
関する研究拠点において、コアプロジェクトの基幹技術や技術経営に関連した人材育成、人
的交流、周辺研究の実施等の展開を図るもの。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （キ）人材の流動化促進、育成

講座名称

人材育成
（講義/ｾﾐﾅｰ/実習）

人的交流
（シンポジウム）

周辺研究発表

回数
受講

者数[人] 回数
受講

者数[人]
口頭発表・
講演[回]

論文・
解説等[報]

ＲＴミドル
ウェアの実
践的展開

１８ ３６９ ４ ２２６ １２ ５

産業技術の
普及と社会

制度
６ １７１ １ ２８７ １１ ５

講座ごとの成果状況

共同研究への発展
「ＲＴミドルウェアの実践的展開」講座の実施者である玉川大学と、パナソニック（株）との間での産学交流の促進
の結果、本講座での成果が共同研究に発展

成果のコンテスト受賞
周辺研究として実施していた、中小規模工場への産業用ロボット導入を目指した、体系的なRTM 産業応用のための人材育成教材の開発
が評価され、第９回RTミドルウェアコンテスト２０１５※にて、最優秀賞を受賞
※主催:ロボットビジネス推進協議会、公益社団法人 計測自動制御学会、国立研究開発法人産業技術総合研究所 ロボットイノベーション研究センター

人材育成の取組波及
「ＲＴミドルウェアの実践的展開」講座、「産業技術の普及と社会制度」講座において、今後も継続して開催してほし
いとの受講者の要望などから、NEDO事業終了後もそれぞれの実施先において自主的に人材育成を継続

特別講座の成果波及例
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※各年度において、新規に採択された研究開発事業等の実施
者のうち、４０歳未満の人数をカウント。

（平成２７年度新規採択事業の研究者総数は約４,５００ 人）

○ 若手研究者育成

（人）
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１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （キ）人材の流動化促進、育成

• 民間企業や大学等において中核的人材として活躍し、イノベーションの実現に貢献する若手研
究者を養成。平成２７年度は約１,６００人の若手研究者を養成。第３期中長期計画における目
標の前倒し達成に目途。

若手研究者数

中長期目標期間 第２期 第３期

年度
平成２０年度～
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

ナショナルプロジェクト等
６,６６６ ８８３ ３,６８５ １,６４７

総計 ６,６６６ ６,２１５

●評価のポイント

• 第３期中長期計画における目標の前倒し
達成に目途。



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

（ク）技術分野ごとの計画 （エネルギー分野）
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評価概要

各事業年度の評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

評定 Ａ Ａ Ａ

評価方式
独法評価委員会

による評価
主務大臣

による評価
ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ａ

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（エネルギー分野）
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評価概要

評価根拠

• 平成２７年度に実施したエネルギー分野の評価結果平均はそれぞれ中間評価（研究成果２．４、
実用化見通し１．９）、事後評価（研究成果２．７、実用化見通し２．２）。事後評価対象５件のうち、
５件（１００％）すべて優良に該当しており、第３期中長期計画の目標値（優良率６０％以上、合格
率８０％以上）の達成に寄与。

• 【太陽電池】世界で最も普及している両面電極型結晶シリコン太陽電池において世界最高となる
セル変換効率２５.１％を達成。また、ＣＩＳ系薄膜太陽電池においても、世界最高となるセル変換
効率２２.３％を達成。変換効率の向上と製造コスト削減を両立したことで、発電コスト目標（２０２
０年に１４円／ｋＷｈ 、２０３０年に７円／ｋＷｈ ）の達成に向けて大きく前進。

• 【海洋エネルギー】衝動タービンとカーテンウォールの組み合わせにより発電効率が大幅に向上
した波力発電システムを山形県酒田港の実海域で実証。最大１５ｋW級の規模で８ヶ月に渡り各
種データを取得し実証試験データより、事業化時（２MW）に発電コスト４０円／ｋＷｈ に目途。

• 【未利用熱】熱電変換材料開発において世界最高レベルの性能を実用サイズで確認するととも
に、従来品と比べ効率３倍の１３００℃級高温用高効率熱交換器を実用化。

• 【革新型蓄電池】現行のリチウムイオン電池に対して世界最高レベルとなる３倍のエネルギー密
度を有する革新型蓄電池の性能を獲得。

• 【微生物電池】１ｍ３規模の実環境実証装置による試験を化学工場内で実施し、従来の活性汚泥
法と同等の処理能力で、世界で初めて消費エネルギー８０％減を超える削減率を達成。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（エネルギー分野）
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事業名
研究成

果
実用化
見通し

合計

太陽エネルギー技術研究開発/革新的太陽光発電技術研究開発（革新型太陽電池国際研究拠点整備事業） ２.６ １.６ ４.２

太陽エネルギー技術研究開発/太陽光発電システム次世代高性能技術の開発 ２.７ ２.３ ５.０

太陽エネルギー技術研究開発/有機系太陽電池実用化先導技術開発 ２.３ ２.１ ４.４

革新型蓄電池先端科学基礎研究事業 ３.０ ２.５ ５.５
次世代蓄電池材料評価技術開発 ２.８ ２.５ ５.３

• 平成２７年度に実施したエネルギー分野の評価結果平均はそれぞれ中間評価（研究成果２．４、
実用化見通し１．９）、事後評価（研究成果２．７、実用化見通し２．２）※１。

• 事後評価対象５件のうち、５件（１００％）すべて優良に該当※２。

事業名 研究成果
実用化見通

し

未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発 ２.２ ２.０

固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発 ２.６ １.９

水素利用技術研究開発事業 １.９ １.６

地熱発電技術研究開発 ２.４ ２.４

水素利用等先導研究開発事業 ２.１ １.４

先進・革新蓄電池材料評価技術開発 ２.７ ２.０

環境調和型製鉄プロセス技術開発（ＳＴＥＰ２） ２.９ ２.１

未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発 ２.２ ２.０

○ エネルギー分野のプロジェクト外部評価結果

※１ ピアレビュアによる外部審査において各評点を０～３点で評価
※２ 優良：成果＋実用化=４.０ 以上かつすべての評価軸が１.０ 以上 合格：成果＋実用化=３.０ 以上かつすべての評価軸が１.０ 以上

第３期中長期計画中の目標値は優良率６０％以上、合格率８０％以上

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（エネルギー分野）

中間評価

事後評価



○ 太陽電池セルの世界最高変換効率達成

• 前年度まで実施した「太陽光発電システム次世代高性能技術の開発」の成果により、引き続き、
各種太陽電池で変換効率記録を更新。

• 世界で最も普及している両面電極型結晶シリコン太陽電池において世界最高となるセル変換効
率２５．１％を達成。また、ＣＩＳ系薄膜太陽電池においても、世界最高となるセル変換効率２２．
３％を達成。
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◆ＮＥＤＯの共同研究先である（株）カネカが、世界で最も
普及している両面電極型結晶シリコン太陽電池において
世界最高となるセル変換効率２５．１％を実用サイズの５イ
ンチ基板で達成。
◆銀電極を銅電極へ置き換えることにより、太陽電池の製
造コストも削減。

世界最高記録を達成した結晶シリコン太陽電池の構造図

◆ＮＥＤＯの共同研究先であるソーラーフロン
ティア（株）が、太陽光を吸収するＣＩＳ光吸収層
の表面部分の品質向上や太陽電池内部の境
界面の形成技術の改良に取組、ＣＩＳ系薄膜太
陽電池の世界最高変換効率２２．３％を達成。

ＮＥＤＯプロジェクトにお
いて開発したＣＩＳ系薄膜
太陽電池のセルイメージ

●評価のポイント

• 変換効率の向上と製造コスト削減の両立が可能な成果で、発電コスト目標（２０２０年に１４円
／ｋＷｈ 、２０３０年に７円／ｋＷｈ）の達成に向けて大きく前進できると期待。

• 本成果の技術は量産にも適しているため、市販製品への早期の応用が期待される。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（エネルギー分野）

（ⅰ）新エネルギー分野

太陽エネルギー技術研究開発
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○ 実海域での実証を実施

• ＮＥＤＯは、平成２３年度から海洋エネルギー発電技術（海洋温度差、波力、潮力、海流等）の研
究開発事業を実施。発電コスト４０円／ｋＷｈに向けた発電効率及び設備の耐久性の更なる向上
を図るため、要素技術開発、ＦＳ、実証研究を一体的に実施。

• 平成２７年度は「空気タービン式波力発電システム」について、山形県酒田港の実海域で実証試
験を行い、最大１５ｋＷ級の規模で８ヶ月に渡り各種データを取得した。日本で初めてプロジェク
トウォールと衝動タービンを組み合わせた振動水中型波力発電（※）を実現。
（※）装置内に空気室を設けて海面の上下動により生じる空気流を用いて、空気タービンを回転させる方式。
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●評価のポイント
• 実証試験データより、事業化時（２ＭＷ）に発電コスト４０円／ｋＷｈ程度が見込める成果が得ら

れた。

設置した波力発電システム（山形県酒田湾） 空気タービン式波力発電システム概念図

衝動タービン

海洋エネルギー技術研究開発

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（エネルギー分野）

（ⅰ）新エネルギー分野



• 水素エネルギー利用の大幅な拡大に向けて、新たな需要創出のための水素発電（ガスタービン）
技術開発に着手。また安定的に水素を供給するため、海外の未利用資源を活用した水素製造か
ら貯蔵・輸送等に至る世界初のサプライチェーン構築を目指した技術開発プロジェクトを開始。
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日本海外

水素製造 貯蔵・輸送 水素利用

大規模水素エネルギー利用システムイメージ図

新型エネファームtype S 大阪ガス（株）

成果の着実な普及

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（エネルギー分野）

（ⅰ）新エネルギー分野

世界に先駆け水素エネルギーの大量利用技術開発を開始 水素社会構築技術開発事業

●評価のポイント
• ＮＥＤＯの成果を活用した新型エネファーム（ＳＯＦＣ）が販売

開始（平成２８年２月）。高効率化と耐久性を両立。
【特徴】
 世界最高の発電効率を達成（４６．５％から５２．０％に向上）
 貯湯タンクを大幅小型化（９０Ｌ→２８Ｌ）
 既設ガス給湯器の利用可能。



世界最速・最安の有機トランジスタによる電子タグを開発 戦略的省エネルギー技術革新プログラム

●評価のポイント

• 印刷可能な有機トランジスタで世界最速・最
安のプラスティック電子タグを世界初開発。

• 生産コスト１０円/枚を前倒しで達成。

• 電子タグ普及の壁は価格である。本プログラム実施テーマ「革新的高性能有機トランジスタを用
いたプラスティック電子タグの開発」では、世界で最も高速に動作する有機トランジスタを、印刷
で作ることにより最も安価に製造することに成功（従来の塗布型有機半導体比１０倍以上の応答
速度[１００ＭＨｚ]、従来のＳｉチップ価格の１/１０以下[１０円/枚]を実現）。

• 商用ＩＣカード規格（ＮＦＣ規格）で動く上、従来のＳｉチップ型電子タグでは難しかった、曲面への貼
り付け、使い捨てが可能になったことにより、物流管理、コンビニ商品管理等広範な用途での使
用が可能になった。温度センサも印刷で同時に作り込んでおり、商品名等の識別情報に加えて
温度情報を瞬時に送ることができる。医薬品や生鮮食品等の冷蔵搬送に適用予定。

・電子タグ製造エネルギー大幅削減（真空装置不要）
・物流効率化・積載率向上（現状：５０％）による運送ト

ラック台数・燃料費の削減
・配送拠点での自動荷物情報管理効率化

【２０３０年時点の省エネルギー効果 】
１０万ｋＬ/年（原油換算） 削減見込

電子タグ
電子タグ使用例

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの計画（エネルギー分野）

（ⅱ）省エネルギー分野
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