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１．研究開発の成果の 大化その他の業務
の質の向上に関する事項



１．研究開発の成果の 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

（ア）技術開発マネジメントの機能強化

（ⅰ）企画、実施段階

（ⅱ）評価／反映・実行

（ⅲ）その他
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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

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
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（ⅰ）企画、実施段階

• 技術戦略に基づくプロジェクト立案にむけて平成２７年度は７分野を策定。そのプロジェクト構想に基づき平成２８年度新規研究開発ナ
ショナルプロジェクト８事業を初めて実現。

• 技術戦略に基づきプロジェクトマネージャー（ＰＭ）が主体的に新規研究開発ナショナルプロジェクトを立案するプロセスや予算要求前
の事前評価制度を新たに導入。これまでのプロジェクト立案に比べ、達成目標の設定や実施方法等に関する検討・検証の深化や前
年度中の新規公募開始などによるプロジェクト開始時期の大幅な前倒しを実現するなどの効果を創出。

• ２０３０年以降に必要となる将来の技術開発テーマを発掘し、国家プロジェクト化への道筋をつける「エネルギー・環境新技術先導プロ
グラム」において、平成２６年度採択テーマのうち『地熱発電次世代技術の開発』でナショナルプロジェクト中の１テーマが開始。他１２
テーマでも平成２９年度ナショナルプロジェクトに提案中。

• 将来の産業・社会に大きな影響をもたらし得る非連続なイノベーションの推進のため、非連続ナショナルプロジェクトを新たに設定しそ
の選定プロセスを確立。

• 平成２７年度開始プロジェクトにおいて、プロジェクトマネージャー（ＰＭ）の選考基準に基づきＮＥＤＯ内外から８名のＰＭを初めて選定。
基本計画等の文書を初めてＰＭ主体で策定するほか、予算配分、実施体制の変更、委員会運営等においてＰＭ主導の実施体制を実
現。次世代人工知能・ロボット中核技術開発では調査から先導研究に円滑に移行するスキームの構築など新たな取組を開始。

（ⅱ）評価/反映・実行

• 事後評価（対象１３件）を予定どおり完了し、１００％のプロジェクトで合格基準を上回るとともに（目標：中長期計画期間平均８０％以
上）、優良基準は目標値を大幅に上回る９２．３％を達成（目標：中長期計画期間平均６０％以上）。

• ナショナルプロジェクトの実用化達成率は目標値を上回る２８．３％を達成（目標：中期計画期間平均２５％以上）。また目標を２年前倒
しで達成。

• 平成２３年度に終了した実用化促進事業の実用化達成率は２６．４％となり、平成２１～２３年度累積は目標を上回る３０．５％を達成
（目標：中長期計画期間平均３０％以上）。

• 実用化促進事業において事後評価における順調率は目標値を上回る７７．４％を達成（目標：中長期計画期間平均６０％以上）。

（ⅲ）その他
• 契約・検査の制度面・手続き面に係る事業者アンケートを実施。目標値を上回る８７．９％から肯定的な回答を獲得（目標：８割以上）。
• 日本再興戦略（改訂２０１５）において示された、研究成果 大化に向けた競争的研究費改革の方針等に鑑み、他政府機関に先駆け

て大学等に対する間接経費率を 大３０％（従来２５％）に制度改正。

評価根拠

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

評価概要
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○ 技術戦略及びプロジェクト構想の策定

• 平成２７年度に策定した７分野の技術戦略及びそのプロジェクト構想に基づき、平成２８年度新
規プロジェクト８事業を立案。

技術戦略 研究開発ナショナルプロジェクト

１
コンピューティング
／物性・電子デバイス

① ＩｏＴ推進のための横断技術開発プロジェクト

② ＩｏＴ技術開発加速のためのオープンイノベーション推進事業

２ パワーレーザー ③ 高輝度・高効率次世代レーザー技術開発

３ 機能性材料 ④ 超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト

４ 超電導 ⑤ 高温超電導実用化促進技術開発

５ 車載用蓄電池 ⑥ 革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発

６ 地球環境対策（フロン） ⑦ 高効率低ＧＷＰ冷媒を使用した中小型空調機器技術の開発

７
生物機能を利用した物質
生産

⑧ 植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発

●評価のポイント

・平成２７年度からの改正中長期計画を踏まえ、技術戦略及びそのプロジェクト構想に基づくプロセ
ス（技術戦略～ＰＭ選定～事前評価～予算要求～基本計画策定～プロジェクト開始）を実践。

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

※タイトルに○印のあるスライドは、評価根拠として使用



• 技術戦略に基づきプロジェクトマネージャー（ＰＭ）が主体的に新規プロジェクトを立案するプロセ
スを新たに導入。

• ＰＭが策定した新規研究開発プロジェクト候補について、予算要求前に事前評価を行い、その評
価結果を経済産業省に提供するとともに予算要求業務に協力。

• 技術戦略の検討等を担う外部有識者をフェローとして８名採用。
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●評価のポイント

・新規研究開発プロジェクトの基本計画策定において、技術戦略を策定する過程で収集した技術・市
場動向の情報を活用することにより、昨年度までのプロセスに比べ、達成目標の設定及び実施方法
に関する検討・検証が深化するとともに、公募スケジュールの大幅な前倒し（前年度末までの新規プ
ロジェクトの公募開始率：平成２６年度約６０％→平成２７年度約９０％）を実現するなどの効果を創出。

具体的な新規プロジェクト立案プロセス

予算
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○ 技術戦略及びプロジェクト構想の策定

平成２７年度から新たに導入したプロセス

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
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技術戦略及びプロジェクト構想の策定

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

（ⅰ）企画、実施段階

専門領域：資源開発工学、
環境海洋工学

産業技術総合研究所 理事

安永 裕幸
専門領域：ﾌﾟﾛｾｽ工学
東京工業大学 特任教授

沼口 徹
専門領域：産業政策
青山学院大学法学部
教授

菊池 純一
専門領域：ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政策
政策研究大学院大学
政策研究課 教授

後藤 晃

専門領域：環境工学、
大気汚染、触媒化学

産業環境管理協会
技術顧問

指宿 堯嗣
専門領域：触媒
産業技術総合研究所
理事

島田 広道
専門領域：材料科学、環境科学
製品評価技術基盤機構
名誉顧問

安井 至
専門領域：触媒化学、工業触媒
アイシーラボ代表
神奈川大学非常勤講師
早稲田大学招聘研究員

室井 高城
専門領域：石炭
和歌山県工業技術センター
所長 （元ＮＥＤＯ）

和坂 貞雄

専門領域：半導体
元アプライドﾏﾃﾘｱﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ
技師長
元東芝 主席技監

柏木 正弘
専門領域：半導体・

集積回路システム
元株式会社半導体理工学
研究センター 代表取締役社長

中屋 雅夫
専門領域：化合物半導体

デバイス
元住友電気工業フェロー

林 秀樹
専門領域：半導体プロセス、
信頼性、薄膜材料・水素

理化学研究所 外務・研究調整部 研究協
力課 主査

劉 紫園
専門領域：電気材料
大阪大学産学連携本部
副本部長

北岡 康夫

専門領域：エネルギーシステム・電力系統

東京大学生産技術研究所

エネルギー工学連携研究ｾﾝﾀｰ 特任教授

荻本 和彦
専門領域：超電導
公益財団法人鉄道総合研究所
研究開発推進室 担当部長

富田 優

専門領域：エネルギー工学・
エネルギー政策

エネルギー総合工学研究所
研究部長

黒沢 厚志

専門領域：人工知能
はこだて未来大学理事長
学長

中島 秀之
専門領域：ロボット工学
カーネギーメロン大学教授

金出 武雄
専門領域：産婦人科学
山口大学 名誉教授

加藤 紘
専門領域：生化学
産業技術総合研究所
フェロー

湯元 昇

専門領域：情報学、セキュリティ、
エレクトロニクス

産業技術総合研究所
企画本部審議役

松井 俊浩

：平成２７年度採用フェロー



◇ナショプロのテーマ化決定◇ １件

地熱発電次世代技術の開発
○地熱発電量を１０倍化する酸性熱水利用
および還元井減衰防止技術の開発

○ 将来のナショナルプロジェクト化への取組
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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

・ナショプロ化への予備的研究
・ナショプロ化検討
・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

◇ナショプロ化検討中◇ １２件
ＩｏＴ推進のための横断技術開発

プロジェクト･･９件
超先端材料超高速開発基盤技術

プロジェクト･･２件
新エネルギーベンチャー技術革新事業

･･１件

【平成２７年度成果】
平成２６年度採択テーマ（３６件）

• ２０３０年以降に必要となる将来の技術開発テーマを発掘し、ナショナルプロジェクト化への道筋
をつける事業として、「エネルギー・環境新技術先導プログラム」を実施。平成２７年度は３０件を
新規採択。

●評価のポイント

・平成２６年度採択テーマのうち１件
がナショプロのテーマ化決定。他１２
件についても平成２８年度ナショプロ
化に向けて検討中であり、技術シー
ズの発掘に大きく寄与。

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
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○ 非連続ナショナルプロジェクト選定方法の立案

●評価のポイント
・選定基準や選定手順を決定し、平成２９年度新規プロジェクトから選定を開始できるよう準備。

• 平成２７年３月に改正された第３期中長期計画に将来の産業・社会に大きな影響をもたらし得る
非連続なイノベーションの推進のため、多面的に評価を行う非連続ナショナルプロジェクトを新た
に設定し、この実施に向けて準備を進めた。

非連続ナショナルプロジェクトの選定手順非連続ナショナルプロジェクト
選定基準

非
連
続
ナ
シ
ョ
ナ
ル

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
決
定

①非連続的な価値の創造

②技術の不確実性

上述の２つの選定基準のいずれにも該
当する場合を「非連続ナショナルプロ
ジェクト」として選定。

事前評価

非連続ナショナルプロジェクト： 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。

技
術
戦
略
策
定

自
己
評
価

基
本
計
画
原
案
策
定

内
部
評
価

外
部
評
価

選定の指標
となる目標を

設定
戦略の中で

提案

選定基準に対して該当
するか否かを判断

外部意見を
聴取

技術戦略
研究センター ＰＭ候補 ＰＭ候補

外部事前
評価委員

技術戦略
研究センター

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
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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

○ ＰＭの選定とＰＭ主体の実施体制を構築

• 平成２７年度から開始したプロジェクトにおいて、ＰＭの選考基準に基づきＮＥＤＯ内外から幅広く
８名のＰＭを初めて選定。

• 採択時に採択審査委員からの意見を踏まえた上でＰＭが主体となり実施体制を構築。

• プロジェクトの基本計画、実施者等と取り交わす文書を初めてＰＭ主体で策定。また、これらの文
書においてマネジメントの責任者がＰＭであることを明確化。

●評価のポイント

・プロジェクトリーダー等設置マニュアルの改訂に加えＰＭ行動ガイドを初めて適用し、プロジェクト内
の予算配分や基本計画・実施体制の変更、委員会の設置など、ＰＭ主導の実施体制を実現。

一 プロジェクトマネジメントの経験を有すること。
二 高い技術的知見を有すること。
三 産学官の専門家との幅広いネットワークを有すること。
四 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を有すること。
五 目標達成に導く意欲及びリーダーシップを有すること。

ＰＭの選考基準

プロパー３名
（うち中途採用１名）

官庁出向
２名

民間出向
３名

部長

ＰＭを選定・指名プロジェクトの特徴とＰＭの選考基準を踏まえ、
推進部の部長がＰＭを選定・指名

（ⅰ）企画、実施段階
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ＰＭ氏名 属性 プロジェクト名

大平 英二

プロパー

固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業

山田 宏之 高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発

楠瀬 暢彦 未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発

関根 久
官庁出向

次世代人工知能・ロボット中核技術開発

井澤 俊和 航空機用先進システム実用化プロジェクト

伊藤 浩久

民間出向

次世代構造部材創製・加工技術開発

安川 優 ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト

吉川 信明 次世代洋上直流送電システム開発事業

ナショナルプロジェクトとＰＭ

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

属性 プロジェクト数／人数

プロパー
（うち中途採用）

２２プロジェクト／１１名
（１１プロジェクト／６名）

官庁出向 ４プロジェクト／３名

民間出向 ２９プロジェクト／２３名

・平成２７年度から開始したＰＭに加え、平成２６年度までに開始したプロジェクトにおいても、プロ
ジェクトの主担当者としてＰＭを選定。

【平成２７年度から開始したプロジェクト】

【平成２６年度までに開始したプロジェクト】

（ⅰ）企画、実施段階



ＰＭ主導によるプロジェクト推進 「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」

プロジェクト概要

１．次世代人工知能技術分野

２．革新的ロボット要素技術分野 ３．１.及び２.に関する情報提供依頼（ＲＦＩ）
ＲＦＩを踏まえて設定した有望な８課題について公募し、１６
件の調査研究に着手。

産総研・人工知能研究センター（ＡＩＲＣ）を研究開発拠点とし、ＡＴＲ、ＮＩＩ、大学等の研究者
が、クロスアポイントメント契約等で拠点に参画する体制を構築。
辻井潤一研究センター長にＰＬを委嘱し、研究開発については、ＰＭとＰＬが連携して推進。

センサ、アクチュエータ、インテグレーションに関する
１８件の革新的ロボット要素技術の先導研究を開始。

『人間の能力を超えることを狙い、革新的な人工知能・ロボット要素技術の研究開発』

言語理解

意思決定支
援

予測
共通コア人工知能

Ｖ

人工知能分野の研究者の英知を拠点に結集

『ＰＭ主導による選考プロセスの整備』

ＰＭ主導で、事前に多数の応募も想定のうえ、審
査基準をはじめとするテーマの選考プロセスを整
え、公募〆切から採択まで３０日間で実施。各分
野で採択した個々の研究開発テーマについては、
ＰＭ主導で、分野を越えた横連携も実施。

【効果①】 『知財プロデューサーの設置』

本分野では、研究開発拠点の形成が求められるなか、ＰＭが策定した基本
計画に基づき的確な研究開発マネジメントを実施。その一環として、知財運
営及び個別テーマの知財戦略を助言する体制を構築すべく、ＰＭ主導によ
りプロジェクト当初から知財プロデューサ－をＮＥＤＯ内に設置。

【効果②】 【効果③】

『調査・先導研究から研究開発へのスキーム構築』

ＰＭ主導で、ＲＦＩを踏まえた調査研究から先導研究に移行
する際のステップゲート、より革新的な研究開発へ繋げる
ためのスキームを構築。調査研究から先導研究への移行
を、ＰＭがスムーズに実施。

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

（ⅰ）企画、実施段階
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プロジェクトマネジメント力の底上げに向けてＰＬ‐ＰＭ会議を開催

• 電子・材料・ナノテクノロジー部において、所管プロジェクトのプロジェクトリーダー（ＰＬ）とＰＭ総
勢２７名が一堂に会するＰＬ-ＰＭ会議を開催。

• 各プロジェクトのマネジメント事例（ノウハウ、知見、反省点等）をプロジェクト横断的に共有し、プ
ロジェクトマネジメント力の底上げを図った。

14

 ２３プロジェクトにおいて過去取り組んだ、あるいは現在取組中の事例 計２７件を紹介（以下、代表例）

 ノウハウ、知見等のマネジメントへの反映事例

反映時期 反映元プロジェクト 反映先プロジェクト 反映事例

平成２７年度
超低消費電力型光
エレクトロニス実装
シテム技術開発

炭素社会を実現する
次世代パワーエレクト
ロニクスプロジェクト

ＮＥＤＯ講座活用事例の紹介を受けて、人材育成事
業の実施を議論し、平成２７年度中の人材育成事
業の開始を実現。横浜国立大学および大阪大学に
て、人材育成に向けたカリキュラムを提供。

平成２８年度
次世代自動車向け
高効率モーター用
磁性材料技術開発

次世代スマートデバイ
ス開発プロジェクト

プロジェクトの各テーマ間の連携強化に向け、委託
先を集めて合宿形式での討論を実施した事例の紹
介を受け、平成２８年度中の合宿開催を検討中。

事例 該当プロジェクト 事例数

サンプル提供活動
・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
・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

２件

国際標準化に向けた取組 ・次世代材料評価基盤技術開発 １件

ユーザーフォーラム設立 ・クリーンデバイス社会実装推進事業 １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



実用化促進事業の選定・採択

• 出口イメージが明確で大きな効果を有する案件を重視して選定、採択することを目的に、選定を
行う際の審査基準を、技術・事業化の両面で設けており、事業化への見通しも含めた審査を実
施。

• 経営能力を図ることを目的に、書面審査において中小企業経営診断システムを活用した審査を
実施し、著しく経営能力が欠けている社については足切りを実施。また、書面審査を通過した社
に対しても、自社での助成事業の位置づけ、体制、資金確保の状況を審査する経営者との面談
を実施。

• また審査、案件採択時から、実施内容とそれに係る必要経費を十分に精査した上で契約等に臨
むなど、費用対効果分析の実施を徹底。

• これらの取組を、下記の２事業において実施。

 「平成２７年度中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」

研究開発型の中堅・中小・ベンチャー企業が橋渡し研究機関から技術シーズの移転を受けてビジネス
につなげることや、中小企業等が保有する技術を橋渡し研究機関の能力を活用して迅速かつ着実に実
用化することを通じて、自社の技術力向上や生産方法等の革新等を実現することを促進する。加えて、
上述のような取組をＮＥＤＯ が支援することにより、橋渡し研究機関が積極的にその機能強化に取り組む
ことを促す。

 「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業」

福祉用具の実用化開発を推進し、高齢者、心身障害者及び介護者のＱＯＬを向上することを目的に、優
れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化開発を行う民間企業等に対し広く公募を行い、事業者を
選定して助成金を交付する。

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
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中間評価の実施と結果、その反映

反映実施例

・平成２７年度に中間評価対象であったプロジェクト１２件について、予定どおり実施し、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。

・１２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。

事業名 必
要
性

マネ
ジメ
ント

成
果

実
用
化

評価のポイント 反映（対処方針）のポイント

次世代プリンテッド
エレクトロニクス材
料技術・プロセス
基盤技術開発

２.９ ２.３ ２.７ ２.１

技術研究組合の開発技術やその
蓄積された技術基盤の共有化と
有効利用に関する取組が見えにく
く、特に、知的財産権の有効利用
を促す仕組みづくりについても工
夫がほしい。

技術研究組合が広く組織外にもサンプル出荷可能となるように技
術研究組合の知財規程を運用し、研究成果の有効利用を図る。

未利用熱エネル
ギーの革新的活用
技術研究開発

２.８ ２.８ ２.２ ２.０

熱電変換については、設定された
目標が非常に高いことから、達成
可能なのか常にチェックしながら
進めることが望まれる。

熱電変換を含め、未利用熱を経済的に活用するための課題（目
標レベル）、技術的選択肢と社会的効果（インパクト）を精査する
委託調査を平成２８ 年度に実施する。

これを踏まえ目標値見直しや新たな研究開発項目追加を検討し
て必要あれば平成２８年度中に基本計画を見直す。以降も２ 年ご
とに 終目標の妥当性等を確認する。

先進・革新蓄電池
材料評価技術開発

２.７ ２.２ ２.７ ２.０

PJ-５（全固体電池）については、
標準電池モデル作製レベルの向
上をさらに図り、 終目標に向け
ての課題と解決の道筋をつけてい
ただきたい。

現状の標準電池モデルは電極・電解質等の粒子界面を加圧力
のみで接合しているため、電池特性が加圧力の影響を受けており、
材料自体の良・不良を判定し難いとの課題がある。そのため、今
後は結着剤の添加も組み合わせた接合法を取り入れる予定。ま
た、LIBTEC組合員企業から全固体電池の開発経験者を出向研
究員として受入れ、開発体制を強化する。さらに、全固体電池の
研究実績を有する研究機関等と今後、連携する。上記の対応に
より、モデル作成レベルの向上と課題解決の道筋をつける。
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（ ⅱ ）評価／反映・実行



○ 事後評価の実施と結果

事業名
「研究成果」と「実用

化見通し」合計

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（研究開発項目① -１～３、② -１-１、② -３-１～３-３） 5.6

革新型蓄電池先端科学基礎研究事業 5.5

社会課題対応センサーシステム開発プロジェクト 5.3

次世代蓄電池材料評価技術開発 5.3

低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト／低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト 5

低炭素社会を実現する超低電圧ナノエレクトロニクスプロジェクト/低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト 5

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 5

後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発 4.8

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 4.4

がん超早期診断・治療機器の総合研究開発 4.3

次世代素材等レーザー加工技術開発プロジェクト 4.2

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） 4.2

次世代機能代替技術の研究開発 3.6

（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２６年度に終了したプロジェクト１２件の事後評価及び平成２７年度に終了するプロジェクト１件の
前倒し事後評価を予定どおり完了し、その結果を公表した。

・評価結果は、１３件（１００％）が合格であり、このうち１２件（９２％）は優良に該当。

・第３期中長期計画期間（５年間）の目標である合格率（８０％）・優良率（６０％）について、現時点で合
格率１００％、優良率８９％と、大幅に上回っている（第２期中計実績は合格率９９％、優良率５８％）。
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（ ⅱ ）評価／反映・実行

優
良

合
格



成
果
＋
実
用
化
の
評
点
（
合
計
）

3.8

4.1

3.9

4.2

4.1

4.6

4.7

4.7

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

FY20
（19件）

FY21
（15件）

FY22
（20件）

FY23
（30件）

FY24
（22件）

FY25
（19件）

FY26
（15件）

FY27
（13件）

成果＋実用化

18

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

【参考】第２期中期計画からの事後評価結果（「研究成果」と「実用化見通し」）推移



実用化率の定義
分母：ＮＥＤＯとの関係が、委託先・助成先・共同研究先に該当する企業、及び左記の関係にある技術研究組合等の構成企業の数
分子：上記のうち、５年経過時点までに実用化（上表における製品化又は上市段階）に至った企業の数

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）
２２

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
コストの優位性及び量産化技術等の課題を把握）

３０

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）
２１

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
１１

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 ２９

合計 １１３

○ ナショナルプロジェクト実用化達成率
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・第３期中長期計画においてナショナルプロジェクトの事業終了後の実用化達成率の定義を明確に
定め、事業終了後５年経過後の当該目標を２５％としている。

・平成２１年度終了案件（平成２７年度調査対象案件）の事業終了後５年経過時点での実用化達成
率は、 ２８．３％ （３２事業者／１１３事業者）

・現在、第３期中長期計画期間（５年間）の実用化達成率は、２７．８％（２０１事業者/７２２事業者）
であり、既に目標を上回った成果を上げている。

表 ＮＥＤＯ追跡調査における研究開発段階の定義及び 平成２１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

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
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プロジェクト
終了年度

中止・
中断

研究
段階

開発
段階

製品化
段階

上市
段階

合計 実用化率

平成１９年度 ４１ ２６ ３６ １７ ２２ １４２ ２７.５%

平成２０年度 ７ １２ １７ ８ １１ ５５ ３４.５%

平成２１年度 ２９ ２２ ３０ ２１ １１ １１３ ２８.３%

平成２２年度 ９０ ４５ ６３ ２５ ３１ ２５４ ２２.０%

平成２３年度 ２４ １７ ６２ ３１ ２４ １５８ ３４.８%

総計 １９１ １２２ ２０８ １０２ ９９ ７２２ ２７.８%

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

※網掛け部分は、今後変動の可能性あり

【参考】第３期中長期計画における実用化率の状況



○ 実用化促進事業実用化達成率

平成２１～２３年度終了実用化促進事業の実用化達成率

• 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％以上とするという目標を設
定。平成２１年度～２３年度までの終了分の実用化達成率は、３０．５％（８１件／２６６件）。

（注）３年経過までに一度でも実用化したものを計上。
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２１年度終了案件
（平成２５年度集計）

２２年度終了案件
（平成２６年度集計）

２３年度終了案件
（平成２７年度集計）

実施件数 実用化件数 実施件数 実用化件数 実施件数 実用化件数

福祉用具実用化開発推進事業 ７ ５ ５ ３ ８ ３

イノベーション推進事業
（産業技術実用化開発助成事業）

２８ ８ ９４ ２８ ２１ ４

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／次世代戦略技術実用
化開発助成事業／研究開発型ベンチャー技術開発助成事業）

１３ ３ ９ ２ ５０ １３

ＳＢＩＲ技術革新事業 - - - - ６ ２

新エネルギーベンチャー技術革新事業
（フェーズＣ）

- - - - １ １

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）

２ ２ １ １ - -

省エネルギー革新技術開発事業
（実用化フェーズ・実証フェーズ）

- - １ １ ５ ２

希少金属代替・削減技術実用化助成事業 - - - - １５ ３

５０ １８ １１０ ３５ １０６ ２８

３６.０% ３１.８% ２６.４%

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



○ 中小ベンチャー支援 実用化に向けた支援と評価

• 特にイノベーションの推進に資するものとして実施した、イノベーション実用化ベンチャー支援事
業の事後評価における順調率は７７．４％（９６件／１２４件）を達成し、昨年度の６４．５％（８９件
／１３８件）を上回った。
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●評価のポイント

平成２６年度から、社長面談の本格実施により、事業化への意識の高い案件を採択するとともに、イ
ノベーション・ジャパン等への出展等を慫慂するなどして実施期間中に事業化を常に意識させてきた
成果として、順調率が向上。

平成２６年度（２５補）イノベーション実用化
ベンチャー支援事業評価結果

平成２５年度（２４補）イノベーション実用化
ベンチャー支援事業評価結果
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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



追跡調査の実施と結果

◆非継続、中止・中断事例のフォローアップ調査結果（Ｎ＝２１１）◆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＝１１３
（対象：平成２１年度終了プロジェクトに参加した企業）

• 平成２７年度は、プロジェクト６９件、延べ１，１０３機関に対する追跡調査を実施（回答率９８％）。
• 調査結果を纏めるとともに、新たに非継続及び中止・中断からの研究開発再開要因の分析を実施。
• 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（１件発表）、

研究・技術計画学会（３件発表）の他、ワークショップなどを開催し積極的に情報発信・議論を実施。
• また平成２７年度は、追跡調査手法の更なる改善・充実化を目指し、３ヶ年計画を立案した。この計画

より平成２７年度は、分析を専門とする研究者（３チーム）へのデータ提供を行い、新規分析手法の開
拓に着手した。

Ｎ＝９７ Ｎ＝１６

１２機関（６％）が研究開発を再開。
代表的な要因は以下のとおり。
・当初の想定用途での再開（２機関）

１）経営方針の再考、２）社外からの技術提案、
３）実験設備の保持、４）開発者が類似研究に従事

が重なっていたことで再開
・当初の想定とは異なる用途での再開（５機関）

１）NEDOプロジェクトで構築した人的ネットワークの活用､
２）技術的ベンチマーク結果に基づく優位性再認識 等

0% 25% 50% 75% 100%

再開
６% ９４% 中止・中断

10% 11%
19% 20%

13%

27% 24%
44%

19% 21% 13%
5% 5% 6%

20% 20% 25%

0%

25%

50%

75%

100%

全体 大企業 中小・
ベンチャー

■非継続

■中止・中断

■研究段階

■開発段階

■製品化段階

■上市段階

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
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•平成２７年度は、大臣指摘事項を踏まえて、全ての「ＮＥＤＯインサイド製品」に対し、投入費用及び売
上実績・売上予測等の便益試算の精緻化（製品ライフサイクルに応じた試算等）を実施するとともに、
費用対効果の試算の際には、平成２６年度を基準年度とした現在価値換算を新たに導入した（下表）。

•精緻化及び現在価値換算にあたっては、海外のファンディング機関（米国ＤＯＥ、ＮＩＨ、フィンランドＴＥ
ＫＥＳ等）の取組について、文献調査及び評価担当者との意見交換を実施。

•本研究は、学術的にも高く評価されており、査読付き論文として平成２５年度にResearch Evaluation
誌、平成２７年度にSynthesiology誌で発表。また全米評価学会での発表で高い評価を獲得。

•平成２７年度は、１１２製品を対象として、国費投入額６，６９６億円に対し、累計売上実績として約４０
兆円の経済効果創出に貢献、さらに、今後１０年間で約５５兆円の経済効果に繋がると評価。

ＮＥＤＯプロジェクトの費用対効果

（注釈）

・ＮＥＤＯプロジェクトの開発成果がコア技術と
して活用されて、上市・製品化した製品・プ
ロセス等を「ＮＥＤＯインサイド製品」と定義
して、売上実績・売上予測を推計。

・「コア技術」とは、研究開発段階であった技
術のうち、ＮＥＤＯプロジェクトが契機となり
実用化に至った技術で、当該技術がなけれ
ば製品やプロセスが成り立たないものを指
す。

・試算の前提として、

①ＮＥＤＯプロジェクトが関わった部分（材料、
部品、製品等）のみを対象とし、サプライ
チェーン上の売上等は加算しない。

②ＮＥＤＯプロジェクトが関わった部分（材料、
部品、製品等）の売上は、ＮＥＤＯ寄与率を
１００％と仮定している。

・ＮＥＤＯ投入費用及び売上実績は、デフレー
タで基準年度（平成２６年度）の価格に調
整。将来の売上予測については、「コスト等
検証委員会」報告書を参照し、割引率０％、
１％、３％、５％での試算結果を示してい
る。

・なお、左表において、端数処理（四捨五入）
の関係で、合計額が一致しないことがある。
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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

（単位：億円）

NEDO
投入費用

売上実績
（市場導入

～2014年度累積）

将来の売上予測 （2015～2024年度累積）

割引率 0% 割引率 1% 割引率 3% 割引率 5%
太陽光発電 2,125 135,983 158,124 150,318 136,374 124,339
風力発電 82 10,990 7,601 7,196 6,476 5,858
発電（石炭・地熱・バイオマス等） 1,365 33,572 44,143 41,581 37,032 33,142
燃料電池・水素利用 950 2,407 32,076 29,899 26,074 22,849
蓄電池関連 264 4,102 20,826 19,572 17,354 15,464
ヒートポンプ・熱源システム 202 32,409 43,925 42,018 38,566 35,534
自動車関連 56 5,929 39,202 36,711 32,329 28,625
環境対策 203 3,978 5,761 5,439 4,866 4,377
電子デバイス（製造・材料含む） 458 27,184 78,197 74,706 68,413 62,917
コンピューティング 94 88,811 72,801 69,236 62,862 57,353
材料（高分子・無機・金属等） 148 2,676 5,791 5,456 4,863 4,357
医療・福祉 206 2,779 6,020 5,674 5,062 4,539
住環境・生活 87 8,801 23,389 21,989 19,514 17,405
その他 453 36,499 7,692 7,282 6,556 5,936

合計 6,696 396,119 545,549 517,076 466,341 422,697



• 契約・検査制度及び制度改善の取組内容に係る事業実施者への説明会を目標値である年４回
（６月、９月、１０月、１月）、全国で延べ１７箇所で開催し、昨年以上の延べ１,１８３名の参加が
あった。

• 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、この取組に
係るアンケートを事業実施者へ実施。その結果、目標値の８割を上回る８７．９％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

【主な業務改善】

● 出張時超過勤務時間を従事時間に計上可能に

● 国立研究開発法人及び国立大学法人の業務委託約款やマニュアルの統一化

● 処分制限財産等の目的外使用の緩和（特例の創設）
助成事業で取得した財産を目的外で使用する場合は事前承認制としていたが、補助目的たる事業の遂行に支障を来さない範囲、

一時的に（当該年度を超えない範囲で）行う転用又は貸付けを行う場合においては、報告により承認を受けたものとみなすことに変
更した。これは、経済産業省が事業者等からの要望をもとに関係通達を改正（平成２７年３月）したことを受け、 ＮＥＤＯ でも更なる事
業の円滑化を図るため、適時、準拠することとし改善を図ったもの。

業務改善の取組について

（注）アンケートとは、「平成２７年度 ＮＥＤＯ事業に関する業務改善アンケート」（平成２７年１０月から実施）。回答数は３１３件。
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●評価のポイント

・事業者への説明会を全国各地で行い、検査及び事務処理ルールの徹底に着実に取り組んでい
る。また、業務改善内容に係る事業者へのアンケートにおいては目標値の８割を着実に上回る
８７．９％から肯定的な回答を得ている。

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



• 事務処理の効率化の推進及び不適切な事務の未然防止等のため、事業者説明会やアンケート
等での要望・意見、さらには国の政策方針等をもとに、毎年、契約・検査に係る制度改善に取り組
んでいる。

• 平成２８年度の主な制度改善の一つとして、他機関に先駆け、大学等に対する間接経費率を
大３０％とする上限の引上げを決定。

○ 契約・検査制度の改善について

● 労務費単価一覧表の見直し

委託業務等に従事する研究員に係る労務費単価を 新データに基づき見直しを実施。

● 出向者の労務費計上に係る提出資料の緩和

出向契約書に出向者の労務費額が明示されている場合、提出書類の緩和を実施。

● 大学等に対する間接経費率の上限引上げ

大学等に係る間接経費率（通常１５％）について、加算率を従来の１０％から１５％（当該事業の研究室等へ配分
される場合）へ変更し、 大３０％とする上限の引上げを実施。

これは、日本再興戦略（改訂２０１５）において示された研究成果 大化に向けた競争的研究費改革の方針等に
鑑み、他機関に先駆け、大学等に対する研究費について間接経費率の上限の引上げ方針を決めた。

平成２８年度においては、これら制度の普及に取り組む。

平成２８年度に実施する主な「契約・検査制度の改善」について
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●評価のポイント

・事業者からの要望に加え、国の政策方針、政策ニーズ等にも適時適応し、適正、効率的、効果的
な業務運営へ対応している。

・特に間接経費率の上限アップは、日本再興戦略の方針に鑑み、かつ、他機関に先駆け、 大３
０％とすることに取り組んでいる。

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



• 経済産業省「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」の策定を
受け、「知財マネジメント基本方針」を改訂し、プロジェクト開始までにプロジェクト参加者間で知
財合意書を作成することや海外市場展開を勘案した出願を原則化。汎用的な知財マネジメント
基本方針に対して、個々の目的や態様に応じて更なる 適化を行う仕組みを新たに構築。

• 「知財マネジメント基本方針」を３６プロジェクト（新規適用対象の全１５プロジェクト及び既適用の
２１プロジェクト）に適用。８プロジェクトの知財マネジメント基本方針に更なる 適化を実施。

ナショナルプロジェクトにおける知財マネジメントの強化

27

更なる 適化を実施した「知財マネジメント基本方針」一覧

プロジェクト名 知財マネジメント基本方針 適化のポイント

エネルギー・環境新技術先導プログラム
プロジェクト成果の後継プロジェクトへの活用を図るため、ＮＥＤＯが求めた際に、本プ
ロジェクトの実施により得られた知的財産権（フォアグラウンドＩＰ）を後継プロジェクトの
参加者に実施許諾することを方針として定めた。

国際研究開発・実証プロジェクト／コファンド事業／日本－イ
スラエル研究開発協力事業

ＮＥＤＯの委託先ではない海外企業との共同研究がなされることから、共同研究契約
において知財の取扱等に関して規定する方針とした。

次世代ロボット中核技術開発
拠点にて総合的かつ集中的に研究開発を行うため、知財の集中研究拠点への集約
化やプロジェクト内の連携強化についての方針を定めた。

新エネルギーベンチャー技術革新事業
主に個社提案を想定した提案公募型事業であることから、必要 小限の知財ルール
のみを課すように方針を定めた。

水素利用技術研究開発事業
公募当時の約款と知財マネジメント基本方針との差異を解消するため、知財の移転に
関する条件についての方針を修正した。

戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）／重要インフラ
等におけるサイバーセキュリティの確保

ＳＩＰにおける研究開発成果の扱いに関する運用指針に従い、知財の移転に関する条
件、国外機関等の参加、プロジェクト内の連携強化等についての方針を定めた。

地熱発電技術研究開発
既契約事業の方針との整合性を考えて、必要 小限の知財ルールのみを課すように
方針を定めた。

未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発／熱電変
換材料・デバイス高性能高信頼化技術開発

先導研究であるため、フォアグラウンドＩＰの実施については特段制限を課さない方針
とした。

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



１．研究開発の成果の 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

（イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興

28

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 （イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興

評価根拠

• 平成２７年度から新たにエコシステムを作るため研究開発型ベンチャー支援事業を開始。採択した１４件に対し、ベンチャーキャピ
タル、シード・アクセラレーター等が出資を実施。これらの取組により、資金循環が未だ十分ではないシード期の研究開発型ベン
チャーへの投資環境を整備。

• ＮＥＤＯがこれまで支援したベンチャー企業のうち、平成２７年度は新たに２社が上場。累計で１６社が上場し、平成２８年３月時点
での時価総額累計が８，８４６億円を達成。

• 平成２７年度より中堅・中小・ベンチャー企業への採択額の目標値を設定。平成２７年度は目標を大幅に上回る２９．０％（目標２
０％以上）を達成。



○ ベンチャーキャピタルとの連携

• 平成２７年度から新たに開始した「研究開発型ベンチャー支援事業／シード期の研究開発型ベン
チャー企業に対する事業化支援」では、ＮＥＤＯが認定した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（認定ＶＣ）が出資するベンチャー企業に対し助成を行う従来にはないス
キームを採用し、ベンチャー企業への支援のみならず、認定ＶＣの目利き力の向上を通じて投資
環境を整備。

• 認定ＶＣについては、国内外から募集を行い、１２社・チームを認定（平成２８年３月時点。平成２
８年４月にはさらに６社・チームを認定）。

• また、ベンチャー企業については、第１回の公募で１４件、第２回公募で５件をそれぞれ採択する
など、順調に事業を遂行。

29

シード期の
研究開発型

ベンチャー企業

助成対象費⽤の８５％以下（上限７千万円）

認定VC等

＜助成対象：実⽤化開発、事業化調査に係る費⽤＞

②認定 助成額の１５/８５以上の
出資

（★助成交付条件）１２社・チーム
（※平成２８年３⽉時点）①応募

③助成事業への応募

④採択・交付決定

株式

●評価のポイント

• 資金循環が未だ十分ではないシード期の研究開発型ベンチャー企業に対して、本事業を通じ
て、認定ＶＣ等からの投資を引き込むなど、投資環境を整備。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興

29



○ 支援先のＩＰＯ状況

• これまで、ＮＥＤＯからの支援を受けた研究開発型ベンチャーのうち、その後にＩＰＯ（株式公開）を
果たしたのは１６社。平成２７年度には新たに２社上場している。

• これら１６社の、平成２８年３月時点での時価総額は８８４６．２億円（日本取引所グループＨＰの
情報を引用。なお、平成２８年５月には１兆円を超えている）。

30

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興

ＮＥＤＯ支援先名 時価総額
（平成２８年３月１１日時点）

上場時期

ペプチドリーム株式会社（※東京大学に支援） ２８１８.３億円 平成２５年 ６月

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 ２５４７.９億円 平成２６年 ３月

株式会社ユーグレナ １２４９.７億円 平成２４年１２月

ダイキョーニシカワ株式会社 １１００.８億円 平成２６年 ３月

株式会社リプロセル ２４５.５億円 平成２５年 ６月

株式会社グリーンペプタイド １５７.１億円 平成２７年１０月

新田ゼラチン株式会社 １３３.４億円 平成２３年１２月

株式会社カイオム・バイオサイエンス １２４.７億円 平成２３年１０月

株式会社フィックスターズ １１０.４億円 平成２６年 ４月

株式会社リボミック １０２.４億円 平成２６年 ９月

シンバイオ製薬株式会社 ６９.６億円 平成２３年１０月

株式会社ダイキアクシス ５５.２億円 平成２５年１２月

オンコリスバイオファーマ株式会社 ５０.９億円 平成２５年１２月

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 ４４.３億円 平成２５年１２月

株式会社メドレックス ３６.０億円 平成２５年 ２月

株式会社クレステック ２４.７億円 平成２７年 ７月

合計 ８８４６.２億円 30



• 平成２７年３月に改正された第３期中長期計画を踏まえ、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・支援への取組として、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２０％以上を目指す。

• 平成２７年度実績は２９．０％であり目標を大幅に上回った（補正予算を含まない場合（２３．９％）
も目標を達成）。

○ 中堅・中小・ベンチャー企業の採択額比率

31

●評価のポイント

• 中小企業へのＮＥＤＯ事業の浸透を目的とした「地域版ＮＥＤＯフォーラム」の開催等、中堅・中
小・ベンチャー企業に対する地道なＮＥＤＯの認知度向上の取組が実を結び、目標達成に繋がっ
た。

■平成２７年度実績

※新規採択額５４６．９億円のうち中堅・中小・ベンチャー企業の採択額１５８．６億円

※新規採択額５０９．５億円のうち中堅・中小・ベンチャー企業の採択額１２１．６億円

【参考】平成２６年度補正予算を含まない場合の平成２７年度実績

２３．９％

２９．０％

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興



１．研究開発の成果の 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

（ウ）オープンイノベーションの推進

32

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

評価方式 － － ＮＥＤＯの自己評価

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 ： Ａ

• オープンイノベーション協議会について地域における説明会の実施など広報活動強化の結果、会員数は前年度比２０３％の大幅
な増加（会員数：平成２７年度４４３社、平成２６年度２１８社）。

• セミナー、ワークショップの開催（６回、延べ参加者数９５４人）に加え、ベンチャー企業が登壇し投資家とのマッチングを図るピッチ
イベントを毎月開催（６回、登壇３２社、延べ参加人数４０４人）するなど、具体的な活動を平成２７年度から開始。

• オープンイノベーションの取組の現状を可視化し広く共有することを目的に、関連するデータやオープンイノベーションに先駆的に
取り組んでいる企業の事例等をまとめた日本初のオープンイノベーション白書を作成（平成２８年７月公開予定）。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ウ）オープンイノベーションの推進

評価根拠



○ オープンイノベーション協議会の設立

• 民間事業者が主体となり、オープンイノベーションに関する知見・ノウハウの共有を図るとともに、
その取組を産業界に広めるための、マインド形成の場として協議会を設立（平成２７年２月）。

• 民間事業者１６名を幹事とし、ＮＥＤＯが事務局を務める。平成２７年度は広報活動の強化等によ
り、会員数が設立時の２０３％となる大幅増加（２１８社 ⇒ ４４３社（平成２８年３月時点。平成２
８年５月には４８０社まで増加））。

アーリーステージの企業等 中堅・中⼩・ベンチャー
企業

⼤企業 ⼤学・研究機関

オープンイノベーション協議会

オープンイノベー
ションの動向把握

⼤学・研究機関等
との交流の促進

オープンイノベー
ション⽩書の作成

政策提⾔活動など
の啓発・普及活動

会員間におけるオープンイノベーションの推進事例の共有会員間におけるオープンイノベーションの推進事例の共有

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ウ）オープンイノベーションの推進

33



○ オープンイノベーション協議会の活動

（ＪＯＩＣセミナー）
基調講演・パネルディスカッション等、オープンイノベーションに向
けて企業・大学等のマインドセットを変え、その手法を含めて普及
啓発イベントを開催（Ｐ＆Ｇ オープンイノベーション 日本・韓国
ヘッド Ｊ．ラーダーキリシャナン・ナーヤ氏の講演など）

平成２７年度は計３回開催、延べ参加人数は６５６名

（ＪＯＩＣワークショップ）
オープンイノベーションを推進するテーマを毎回設定して、少人数
（ 大５０名程度）の参加者が積極的な議論に加わることにより、
双方向的な学びの場となるようなワークショップを開催。

平成２７年度は計３回（６日間）実施、延べ参加人数は２９８名

（ＮＥＤＯピッチ）
「具体的なビジネスを生み出す」ためのイベントとして原則毎月第
４火曜日１８：３０からピッチイベントを開催。ＮＥＤＯ助成ベンチャー
の多くが登壇。フォローアップによれば多数の具体的な商談が継
続して行われている。

平成２７年度は計６回実施、登壇３２社、延べ参加人数は４０４名

（オープンイノベーション白書（ＯＩ白書））
我が国におけるオープンイノベーションの取組の現状を可視化し
広く共有することを目的に、関連するデータを集約し、また、既に
試行錯誤を繰り返しながらオープンイノベーションによって一定の
成果をあげている企業の事例等をまとめた日本初の白書を作成
しており、平成２８年７月に公開予定。

●評価のポイント

イベントの開催や啓蒙啓発活動を
通じて、協議会員が大幅に増加し
たほか、具体的な商談につながる
ケースも見られるなど、オープンイ
ノベーションの推進に大きく寄与し
ている。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ウ）オープンイノベーションの推進

34



１．研究開発の成果の 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

（エ）国際共同事業の推進

35

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 Ｂ Ｂ

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 ： Ｂ

評価根拠

• 平成２７年度においては、アメリカ、インド、中国、モンゴル、オーストリア、ポルトガル、欧州、カナダ等の国立研究開発機関やエネ
ルギー及び産業関係の行政機関等と１４件の協力協定書（ＭＯＵ）を締結。相手国事情により遅延等が発生しやすい国際事業の進
捗を着実な実施へと後押し。

• イスラエルと「コファンド形式」による国際共同研究開発事業を開始し、５事業を採択。国家間の産業Ｒ＆Ｄ分野におけるイスラエル
との研究協力事業としては日本初であり、地政学的に進出し難い該当地域の企業との共同研究推進に大きく期待。

• フランスと実施している国際研究開発・実証事業において新たに２件の事業を開始。本事業は日仏首脳の共同宣言においてイノ
ベーションを推進する重要事例として位置づけ。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （エ）国際共同事業の推進



○ 世界各国の国立研究開発機関や行政機関等との連携を強化

• ＮＥＤＯは平成４年からこれまでに各国の政府、機関と２５０件以上の国際協定を締結し、協力関
係を構築。

• 平成２７年度においては、アメリカ、インド、中国、モンゴル、オーストリア、ポルトガル、欧州、カナ
ダ等の国立研究開発機関やエネルギー及び産業関係の行政機関等と１４件の協力協定書（ＭＯ
Ｕ）を締結。

36

●評価のポイント
• ＭＯＵ締結により、相手国事情により遅延等が発生しやすい国際事業の進捗を後押し、事業を着実な実施へと導いた。
• エネルギー・産業技術分野に特化した政府間のネットワーク形成に貢献。

ポルトガル国立エネルギー
地質研究所と実証協定書を締結

イスラエル産業技術研究開発
センターと共同公募を実施

日・インド・イノベーション
セミナーにて講演

ラオス科学技術省と実
証協力協定書を締結

モンゴル国・鉱業省と
実証協定書締結 ＮＥＤＯ省エネル

ギー・環境技術成
果フォーラムを開催

「太陽光パネル・蓄電池併
用のインバータシステム」
に係る協力協定書を締結

米国カリフォルニア州の経済促
進知事室（GO-Biz）と実証事業

協力協定書を２件締結

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （エ）国際共同事業の推進



欧州のイノベーション・ネットワークとの関係強化

• オーストリアの研究推進機関である「FFG（英名：Austrian Research Promotion Agency）」とエネルギー・環境技
術及び産業技術分野に係る協力協定書を締結（平成２７年６月）。

• ＮＥＤＯがこれまで国際的なイノベーションの推進に大きく寄与してきたことが高く評価され、ヨーロッパのイノ
ベーション推進機関「The European Network of Innovation Agencies（TAFTIE）」へ「スペイン産業技術開発セン
ター（ＣＤＴＩ）」からの推薦を受け加盟。

• フランス環境・エネルギー管理庁（ＡＤＥＭＥ）と双方のエネルギー・環境技術分野の技術戦略について意見交
換を実施（平成２７年１１月）。

ＦＦＧと基本協定書締結
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ＭＯＵ署名式（平成２７年６月）

ＴＡＦＴＩＥと基本協定書締結

ＭＯＵ署名式（平成２８年１月）

●評価のポイント
• ＦＦＧとの連携により、平成２８年３月、欧州に参入するためのスタートアップ企業支援にかかる情報や意見交換を行い、今後ワーク

ショップといった形で情報交換を行うことを合意。
• ＴＡＦＴＩＥは欧州外からの加入は招待制となっており、通常１ヶ国１機関のみ加盟しているところ、日本の機関としてはＮＥＤＯが初め

て加盟した。加盟により、欧州のイノベーション政策に関するトレンドについていち早くキャッチすることが可能となった。

• ＡＤＥＭＥが参加する欧州大の金属資源のリサイクルプロジェクトに関連する連携の要請を受け、更なる情報交換のためのワーク
ショップを行うことを合意。

ＡＤＥＭＥとの協力関係の推進

意見交換会（平成２７年１１月）

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （エ）国際共同事業の推進



○ コファンド事業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

•研究開発マネジメント機関であり、国際Ｒ＆Ｄ協力の推進及びイスラエル企業と海外企業のマッチング支援を行っ
ているイスラエル産業技術開発センター（ＭＡＴＩＭＯＰ）と「コファンド形式」による国際共同研究開発事業を実施し、
５件の事業を新規開始。国家間の産業Ｒ＆Ｄ分野におけるイスラエルとの研究協力事業としては日本初となる。

•フランス公的投資銀行（Ｂｐｉｆｒａｎｃｅ）とコファンド形式で実施する国際研究開発・実証事業２件を新たに開始。
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１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （エ）国際共同事業の推進

●評価のポイント

• イスラエルは優れた技術力を有するベンチャー企業が多い一方で、地政学的に日本企業が単独で進出し難い
状況であったところ、今回ＮＥＤＯがＭＡＴＩＭＯＰとの共同研究の場を設けることで、当該地域の企業との共同
研究を促進させた。

• Ｂｐｉｆｒａｎｃｅとのコファンド事業に関して、平成２７年１０月マニュエル・ヴァルス首相来日時の、日仏首脳の共同
宣言においても触れられ、日仏のイノベーションを一層促進させる重要事例として位置づけられた。

ＭＡＴＩＭＯＰ：イスラエルが強みを持つサイバーセキュリティ分野での共同研究 Ｂｐｉｆｒａｎｃｅ：日仏グローバル「ニッチトップ企業間」による共同研究

サイバー・フィジカル統合セキュリティ基盤の研究開発
ＮＥＣ の保有する監視カメラ映像解析技術、生態認証技術等の物理
セキュリティ技術とイスラエル国Radiflow社が保有するサイバーセ

キュリティ技術を連携させ、変電所等の電力システム設備へのアクセ
スを必要 低限に制限することでサイバー・フィジカル連携攻撃から
電力システムを防御するシステムの開発、実証。

ライダー用可視・紫外レーザ光源の研究開発

今後拡大が見込まれるライダー関連市場でのシェア獲得に向け、我
が国が誇る先端波長変換技術とフランスが持つ世界 先端の高出力
ファイバーレーザー技術を組み合わせ、実用的な可視光･紫外光ライ
ダー製品に係る開発・実証。

Rａｄiflow 技術 NEC 技術



１．研究開発の成果の 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

（オ）技術開発成果の事業化支援
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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

評価方式 － － 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

• 金融機関とのマッチングを強化し件数を倍増（平成２７年度３３件、平成２６年度１５件）。その結果、産業革新機構（ＩＮＣＪ）から初
の案件を含む２件の出資、日本政策金融公庫から１件の融資が決定。

• ビジネスや経営に関する専門家（事業カタライザー）からの助言を１９社に対して実施。金融機関からの資金調達の達成や大企業
等との協業といった成果。

• ６９件のプロジェクト基本計画のうち、目標を上回る３４件に標準化に係る取組を明記（平成２７年度目標値２５件程度）。また、プロ
ジェクトの成果に係る標準・企画案を目標を大幅に上回る１２件提案（平成２７年度目標値３件程度）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を積極的に推進。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （オ）技術開発成果の事業化支援
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出資・融資
企業名／
テーマ名

（株）産業革新機構
（出資：上限７億円）

株式会社ユニバーサルビュー／
度数を持たないピンホールコンタクトレンズの実用化

（株）産業革新機構
（出資：３億円）

株式会社インキュベーション・アライアンス／
ＰＣ冷却シート用グラフェン被覆繊維の研究開発

日本政策金融公庫
（融資：５０００万円）

株式会社サイダ・ＦＤＳ／
高温高圧フロー型マイクロ波応用有機合成技術の

プロセス生産展開

平成２７年度に出資・融資が決定した事業者

• 中堅・中小・ベンチャー企業に対する事業化支援の一環として、金融機関との仲立ちを行うことに
よる連携支援を実施。

• 資金需要のある助成事業事業者を（株）産業革新機構や日本政策金融公庫へ推薦し、出資や融
資の実行につなげビジネス展開を後押しする取組を開始。

• （株）産業革新機構へ出資推薦案件を２３件推薦、平成２７年度は２件の出資が決定。

• 日本政策金融公庫へ融資推薦案件を１０件推薦、平成２７年度は１件の融資が決定。

事例１：
株式会社ユニバーサルビュー

ピンホールコンタクトレンズの
商品イメージ

事例２：株式会社インキュベーション・アライアンス
グラフェンシートの３Ｄ加工例

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （オ）技術開発成果の事業化支援

○ 外部機関との連携
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• 中堅・中小・ベンチャー企業が抱えるビジネス展開や経営等の課題を解決し、事業の拡大を図る
ため、ビジネスや経営に関する専門家（事業カタライザー）からの助言を１９社に対して実施。

• 金融機関からの資金調達の達成や大企業等との協業といった成果も確認。

助言の実施効果（例）
●金融機関からの融資を得ることができた。また、大企業等との協業につながった。
●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。
●ベンチャーキャピタル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。
●知財を設定する目的や、権利化で守るべき範囲、今後の知財方針などについて、頭の中が整理できた。
●今後の収益の源泉、今までかかった開発コストを回収するやり方などについて、ヒントが見つかった。

既存の研究開発型
ベンチャー企業

既存ベンチャー企業等へ
助言/指導（原則５回まで）
※活動費等の支援はなし

募
集
・
要
件
審
査

応
募

採
択

随
時
実
施

投資家等に対するビジネスプラン
発表とマッチングの機会提供

助言の実施 マッチングの実施

事業カタライザー 投資家等

事業スキーム

●評価のポイント

• 技術偏重に陥りがちな研究開発型の中堅・中小・ベンチャー企業にビジネス展開や経営等に関
する助言を行うことで、具体的な課題の解決を図り各社のビジネス拡大に貢献。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （オ）技術開発成果の事業化支援

○ 助言業務の実施
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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 （オ）技術開発成果の事業化支援

• ６９件中３４件のプロジェクト基本計画に標準化について記載し、目標を達成（平成２７年度目標
値２５件程度）。

• プロジェクトの成果に係る標準案を１２件提案し、目標を大幅に上回って達成（平成２７年度目標
値３件程度）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を積極的に推進。

高効率ノンフロン型空調機器技術の開発

【 平成２７年度の標準化提案実績 】 【 主な提案 】
Ⅰ．国際標準化機関への提案

事業名 実施者 提案先 規格番号等 規格(案）名称

ISO TC86 
SC8

（WG8新設）

新規（燃焼速
度測定法）

微燃性冷媒評価用の燃焼速度試験法

IEC SC61D
/WG9

IEC60335-2-
40

左記規格（エアコンの安全規格）における、微燃性冷
媒使用時の電磁開閉器の安全要求改訂

次世代スマートデバイ
ス開発プロジェクト

デンソー
ラピス
産総研

IEC 
SC47A/WG7

47A/979e/NP
/IEC 63011-3

Three dimensional integrated circuits, Part3: A 
model and measurement conditions of Trough 
Silicon Via

　34A/1891/
DC

Amendment proposal for LIFE of IEC 62922 Ed.1

　34A/1892/
DC

Proposed change for average luminance of IEC 
62922 Ed.1

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

次世代プリンテッ
ドエレクトロニクス
技術研究組合

IEC 
TC119/WG4

119/92/NP/
IEC 62899-

403-1

Printed Electronics - Part 403-1: Printability - 
Requirments for reproducibility - Basic patterns 
for evaluation of printing machine

ISO/WD 
14687-1

SpecificationHydrogen fuel quality

ISO/WD 
19880-8

Hydrogen quality control

超低消費電力光エレ
クトロニクス実装シス
テム技術開発

技術研究組合光
電子融合基盤技
術研究所

IEC SC86C
PWI 86C-31

Future
 IEC 62148-19

PIC packageing and interface standards

Ⅱ．フォーラム規格等の提案

事業名 実施者 標準機関名 規格番号等 規格(案）名称

次世代スマートデバイ
ス開発プロジェクト

ラピス
産総研

SEMI ３DS-IC
ジャパン委員

会

SEMI
STD.G97-

0116

Specification for adhesive tray used for thin 
chip handling

OIF
2014.076.11

Integrated PMQ MT for Metro Applications Work 
List

OIF
2015.379.00

Liaison letter to IEC/SC46F requesting 
standardization of G3PO/WSMP/micro-SMP-
like connector

IEC SC34A

ISO TC197

超低消費電力光エレ
クトロニクス実装シス
テム技術開発

技術研究組合光
電子融合基盤技
術研究所

OIF

高効率ノンフロン型空
調機器技術の開発

産総研
（再委託先）

次世代材料評価基盤
技術開発

次世代化学材料
評価技術研究組
合

水素利用技術研究開
発事業

エンジニアリング
協会／日本自動
車研究所 ISOの高湿度条件の２倍を超える

湿度の地域（アジア）が存在

月
平

均
気

温
（
℃

）

３０
月平均湿度（%RH）

リヤド

ジャカルタ

東京

現行ISO
高湿度条件

５０ ７０ ９０

１０

１０

２０

３０

４０

０

機器の使用環境に適した
安全性評価（湿度考慮）が必要

エアコンの電磁開閉器（リレー）内でスパークが発生しても、消炎
直径（燃焼速度の逆関数：これ以下の隙間なら火が消える）より
もリレーカバーに設けた隙間が小さいので、カバー内で着火した
炎はその隙間で消炎し、カバー外に火炎は通過しない。

平成２７年８月にＩＥＣ ６０３３５-２-４０（家庭用及

びこれに類する電気機器の安全性）の「電磁開
閉器（リレー）の安全要求について、微燃性冷媒
の消炎直径を考慮した改訂」を提案。

高効率ノンフロン（低温室効果）冷媒は、微燃性を有し高湿度で
燃焼速度は増大するが、実際の超高湿度条件を考慮した燃焼
速度試験法を開発し定量的に測定する方法を確立。

平成２７年５月に「微燃性冷媒の燃焼速度試験法」
を国際標準化提案。
ＩＳＯ ＴＣ８６/ＳＣ８（冷媒及び冷却用潤滑剤）の下に
ＷＧ８が発足。

今後規格に反映されることで、微燃性冷媒を用いた高効率及び
低温室効果（ノンフロン）を両立するエアコンの普及加速及び市
場シェア拡大に貢献すると期待。



１．研究開発の成果の 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

（カ）情報発信等の推進
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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

• 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。特に読売新聞・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）。

• 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）。うち７件で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延べ１，５８３件。その他、成果報告会９件、セミナー･シンポジウムを６４件、小中学生向けのイベント等、啓発事業
を３回実施（目標３回以上）。

• 各国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初の出
展の招待。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。

• 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を日本で初めて作成、公表。

• 技術開発研究センターの主催する初のセミナーとして「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」を計３回開催（参加者合計７６０名）。

• ＴＳＣの活動を日刊工業新聞がＮＥＤＯ担当職員へ取材等を実施し、６ヶ月（計２０回）にわたり「未来に挑む ＮＥＤＯが描く技術戦略」として朝
刊に掲載。

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


