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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の 

平成２８年度計画の概要 

 

Ⅰ.平成２８年度においては、経済産業省国立研究開発法人審議会及び総

務省独立行政法人評価制度委員会における指摘並びに国の施策等を踏

まえ、以下のとおり年度計画を策定する。 

  

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の機能強化 

 

 ①効率的なマネジメントの推進 

 技術戦略及びプロジェクト構想の策定（本文Ｐ３） 

・平成２９年度に向けて、新たな技術戦略の策定及び既存の技術

戦略の改定を行うとともに、平成３０年度に向けた新たな技術

戦略分野の選定を行う。 

・技術戦略及びプロジェクト構想の策定のため、国内外の研究開

発動向等を把握する仕組みを強化するとともに、海外の研究開

発動向を取りまとめたＮＥＤＯ海外技術情報を３００件発信す

る。また、国内外の技術情報等の動向調査・分析の一環として、

ワークショップ等開催２０回以上、国内外の学会等への積極的

な参加及び海外関係機関との連携強化を行う。 

     

 マネジメントガイドラインの改訂と一本化（本文Ｐ４） 

・「研究開発プロジェクト・マネジメントガイドライン」、「ア

クションチェックリスト」、「ＰＭの行動ガイド」など複数の

ガイドラインについて、評価結果等を踏まえつつ体系的に再構

築し、一本化を図る。 
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 ＮＥＤＯから中小・ベンチャー企業への投資対効果分析（本文Ｐ

１０） 

・これまでＮＥＤＯのナショナルプロジェクトの開発成果が社会

にもたらす効果・便益の可視化及び体系化を目的に調査（「ＮＥ

ＤＯインサイド」）を行ってきたが、平成２８年度からはＮＥＤ

Ｏのテーマ公募型事業に参画した中小・ベンチャー企業にも焦

点を当て、その開発成果が社会にもたらす効果・便益の可視化

及び体系化を試みる。 

 

 ②ＮＥＤＯユーザーに配慮した制度改善等 

 間接経費率の加算部分及び研究員の範囲の拡大（本文Ｐ１１） 

・平成２８年度は、間接経費率の拡大に関する国の政策方針を踏

まえ、研究者が研究成果を最大限に引き出すことを目的に大学

等を対象に委託研究に直接従事する研究員又は研究員が所属す

る研究室等に対し、当該研究に必要とする間接経費の配分を行

う場合の間接経費率の加算部分を１０％から１５％へと拡大し、

間接経費率を最大３０％とする改訂を行う。また、産学協同研

究を促進する国の方針に鑑み、技術開発プロジェクトの研究員

の範囲を学生まで拡大することについて、検討を開始する。 

 

 知的財産権に係る通知のオンライン手続の利用拡大化（本文Ｐ１

１） 

・委託業務の成果となる知的財産権については、日本版バイ・ド

ール法に基づき、ＮＥＤＯに対して様々な報告手続が必要であ

るところ、これらの業務負担を軽減するため、平成２７年１０

月から、主な通知及び届出のオンラインによる提出を可能とし

ている。 

・平成２８年度は、ＮＥＤＯ Ｗｅｂサイトでの手続案内の充実化、

事業者説明会での周知等によりその利用拡大に努める。 

 



3 
 

 

③オープンイノベーションの推進 

 技術ニーズとシーズのマッチング促進（本文Ｐ１３） 

・オープンイノベーション協議会の事務局として、マッチングイ

ベントやワークショップを年間２０回以上行い、技術ニーズと

シーズのマッチングを行うとともに、オープンイノベーション

白書の公表を行う。 

 

④技術開発成果の事業化支援 

 中堅・中小企業等の海外展開支援（本文Ｐ１３） 

・ＴＰＰへの参加等を背景に、中堅・中小企業等が国際競争力を

強化し、積極的に海外市場に挑戦していくことが求められてお

り、今後はＪＥＴＲＯ等との連携により、新たに「新輸出大国

コンソーシアム」の枠組みを活用しつつ、成果の実用化及び海

外展開の支援体制づくりを行う。 

 

 ロボット革命イニシアティブ協議会等各委員会の運営（本文Ｐ１

４） 

・平成２７年２月に日本経済再生本部で決定した「ロボット新戦

略」の具体的な推進母体として設立された「ロボット革命イニ

シアティブ協議会」のうち、「ロボットイノベーションＷＧ」の

事務局を運営する。 

・また、同戦略において２０２０年にロボットの国際競技大会を

開催することが掲げられており、経済産業省及びＮＥＤＯが当

該大会を共催する予定となっていることから、そのための準備

を実施する。加えて、本大会に先立ち２０１８年のプレ大会に

向けて事務局として準備を実施する。 

・両大会の業務を通じて、ロボット国際競技大会のコンセプトや

実施の意義・効果等について積極的な議論を誘発し、ロボット

及びその要素技術の研究開発の加速及び社会実装に寄与する。 
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⑤情報発信等の推進 

 海外情報発信の充実（本文Ｐ１５） 

・ホームページのコンテンツの刷新やニュースリリース等の英文

での発信を積極的に実施するなど、海外向けの英語コンテンツ

の充実を図る。 

 ＮＥＤＯ事業の成果等の情報発信（本文Ｐ１５） 

・地域におけるＮＥＤＯ事業の成果、各地域でニーズのあるテー

マの特別講演やＮＥＤＯ事業活用事例及び支援制度の紹介を行

うセミナー（ＮＥＤＯフォーラム）を全国５か所で開催する。 

 

⑥技術分野ごとの計画 

（ⅰ）新エネルギー分野 

 水素エネルギーシステムの本格的推進（本文Ｐ３８） 

・平成２８年度は、①ＦＣＶ用燃料電池の低コスト化・高耐久化

に向けた基盤的研究開発、②業務・産業用燃料電池の実用化技

術開発、③水素ステーション低コスト化に向けた技術開発（含

む規制見直し）、④水素発電とサプライチェーン構築のための

技術開発及び⑤再生可能エネルギーと水素を組み合わせたエネ

ルギーシステム技術開発等を行う。 

 

 新エネルギーベンチャー技術革新事業に係る制度拡大について

（本文Ｐ４２） 

・事業化のリスクが高いが、基礎となる技術が確立され、極めて

有望な技術を保有しているテーマについて、自治体や企業等と

連携により、事業化を目指す大規模実証研究（フェーズＤ）を

実施する。 

・政府で検討されている「イノベーション・コースト構想」の推

進につながる新エネルギー分野の技術開発について支援を強化
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する。 

 

（ⅱ）省エネルギー分野 

 高温超電導実用化促進技術開発を開始（本文Ｐ４７） 

・超電導技術は電気抵抗がゼロとなり、送電ロスの大幅な低減な

ど、大きな省エネルギー効果が期待される技術である。これま

での基盤技術開発の成果を活かし、早期実用化を実現するため、

省エネルギー効果や大きな市場創出が期待できる適用先として

電力分野や運輸分野を厳選し、高温超電導技術による送配電技

術の開発と高磁場マグネットシステムに係る技術開発を新たに

開始する。 

 

（ⅲ）蓄電池・エネルギーシステム分野 

 世界最高性能を実現する革新型蓄電池の実用化促進プロジェクト

の開始（本文Ｐ４９） 

・「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業（ＲＩＳＩＮＧ）」の後

継として、２０３０年にガソリン車並みの走行性能を有するＥ

Ｖの実現を目指し、エネルギー密度５００Ｗｈ／ｋｇ（現在、

１００～１５０Ｗｈ／ｋｇ）の革新型蓄電池の実用化を促進す

る共通基盤技術を開発するプロジェクト（革新型蓄電池実用化

促進基盤技術開発）を開始する。 

 

（ⅳ）クリーンコールテクノロジー（ＣＣＴ）分野 

 酸素吹ＩＧＣＣ実証プラントの運転開始（本文Ｐ５２） 

・酸素吹による石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）について、据付

の完了した各機器の単体試運転等を経て、酸素吹ＩＧＣＣ実証

プラントの運転を開始する。また課題となるＣＯ２排出量を大

幅に削減させるため、ＣＯ２分離・回収装置の詳細設計も併せ

て実施する。 
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（ⅵ） 電子・情報通信分野 

 ＩｏＴ基盤技術の開発プロジェクトを開始（本文Ｐ６７） 

・ＩｏＴ（Internet of Things）社会への対応については、「日本

再興戦略 改訂２０１５」を始めとする政府方針等において、そ

の重要性が指摘されているところであり、ＩｏＴ社会の実現に

向けて、必要となる基盤技術（データ収集、蓄積、解析、セキ

ュリティ、システム化技術等）、実装技術の研究開発を行う。 

・また、経済産業省の政策、ＩｏＴ推進コンソーシアム等と適切

に連携するともに、成果最大化のため、最新の技術・市場動向

把握、研究開発から社会実装までの一貫した戦略策定、ユーザ

ー企業との連携促進に係る支援等を行う。 

 

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野 

 軽量・高強度材料による軽量輸送機器の実用化（本文Ｐ７１） 

・自動車等の輸送機器の抜本的な軽量化に向けて、革新的なアル

ミニウム材、チタン材、マグネシウム材、鋼板、炭素繊維、炭

素繊維硬化樹脂（ＣＦＲＰ）の材料開発を実施しているところ

であり、各材料の実用化に向けて、異種材料接合を実現するた

めの摩擦撹拌接合（ＦＳＷ）の開発、異種材料接合向けの接着

技術開発等を推進する。 

 

（ⅸ）ロボット技術分野 

 ドローン等の革新的なインフラ維持管理用ロボット開発の推進

（本文Ｐ８１） 

・「ロボット新戦略」における重点分野の一つであるインフラ維

持管理分野において、イノベーション・コースト構想で整備予

定のロボットテストフィールドとの連携を図りつつ、既存イン

フラの状態に応じて効果的かつ効率的な維持管理・更新等を図
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るため、的確にインフラの状態を把握できるモニタリングの技

術開発及び維持管理を行うロボット・非破壊検査の技術開発を

実施する。 

 次世代人工知能・ロボット中核技術開発の推進（本文Ｐ８２） 

・人工知能（ＡＩ）技術・ロボット技術は「ロボット新戦略」、

「日本再興戦略 改訂２０１５」においてもその重要性が指摘さ

れており、次世代の人工知能・ロボットに求められる革新的な

要素技術（人工知能、センサ、アクチュエータ等）を開発し、

新たな需要の創出につなげる。 

・次世代人工知能技術分野においては、産総研・人工知能研究セ

ンターを拠点とし、関係府省・機関の協力の下に、文部科学省

が主導するＡＩ研究開発拠点（ＡＩＰ）等との連携を含め、事

業運営を行うこととしており、平成２８年度に３省（経済産業

省、総務省、文部科学省）が推進するＡＩ研究開発に対するメ

ッセージを発信すべく、「３省連携ＡＩシンポジウム（仮称）」

を開催する。 

・また、革新的ロボット要素技術分野においては、研究開発に注

力すべき社会課題対応のロボット要素技術を特定し、課題を設

定した上で公募を実施する。また、平成２７年度に採択した先

導研究テーマ（センサ、アクチュエーション及びロボットイン

テグレーション技術）について、ステージゲートによるテーマ

の絞り込みを行った上で、研究開発の更なる加速を行う。 

 

（ⅻ）国際展開支援 

 国際エネルギー実証への助成制度の導入（本文Ｐ８７） 

・我が国が強みを有するエネルギー技術・システムについて、海

外における有用性を確認し、民間企業による普及を実現するた

め、実証事業を行っているところ。平成２８年度からは、企業

の主体性を高めるととともに、技術普及可能性の高い案件に誘

導すべく、助成制度を導入する。 
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 “ＩＣＥＦ(Innovation for Cool Earth Forum)”への貢献（本文

Ｐ８７） 

・過去２回の会合を経て、産官学がイノベーションで温暖化問題

を解決する方法について議論、協力するためのプラットフォー

ムを提供するという基盤が確立されたところであり、今後、Ｉ

ＥＡ等様々な国際組織との連携を図りつつ、ＣＯＰ２１の成果

を踏まえ、更なるイノベーションの促進に貢献していく。 

 

２．業務運営の効率化に関する事項  

①機動的、効率的な組織・人員体制 

 機動的、効率的な組織・人員体制（本文Ｐ１７） 

・近年における産業技術分野の技術開発を巡る変化や、国際的な

エネルギー・環境問題の動向の推移に迅速かつ適切に対応し得

るような、柔軟かつ機動的な組織体制を構築し、意思決定及び

業務執行の一層の迅速化と効率化を図る。その際、人員及び財

源の有効利用により組織の肥大化の防止及び支出の増加の抑制

を図るため、事務及び事業の見直しを積極的に実施する。 

 

②業務の電子化の推進 

 新プロジェクトマネジメントシステムの開発（本文Ｐ１９） 

・平成２７年度に引き続き、研究開発事業に係るプロジェクトマ

ネジメントの効率化、高度化及びセキュリティ強化を目指し、

研究開発プロジェクトマネジメントを支援する業務アプリケー

ションシステムの開発に取り組む。 

 

③コンプライアンスの推進 

 国際規格ISO/IEC27001認証取得に向けた取組（本文Ｐ２１） 

・情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である

ISO/IEC27001の認証取得に向けた取組を行う。本取組は、国立
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研究開発法人では、まだ取得事例のないものであり、情報セキ

ュリティの向上を図る。 

 

 

３．財務内容の改善に関する事項  

 運営費交付金債務の適正化（本文Ｐ２３） 

・年度末における運営費交付金債務を抑制するために、事業の進

捗状況の把握等を中心とした予算の執行管理を行い、費用化を

促進する。 
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Ⅱ．平成２８年度計画からの定量的数値目標の設定、変更 

※「→」は目標値を変更した項目、他は新たに目標値を設定した項目 
 
○技術戦略及びプロジェクト構想の策定（本文Ｐ３） 
①国内外への海外技術情報の発信件数３００件 
②ワークショップ開催回数２０回以上 

 
○公募（本文Ｐ７） 

  政府予算の成立を条件に前年度３月までに公募を開始する割合 
  極力多くの事業 → 新規事業のうち９割以上の事業 
 
○技術開発マネジメントに係る知見、教訓の蓄積（本文Ｐ１０） 

  得られた知見、教訓のＮＥＤＯ内で共有活動の回数 
  ２回以上 → ５回以上 
 
○主な制度運用（本文Ｐ１１） 

  ①全国で実施する事業実施者に対する説明会の回数 
   ４回以上 → 延べ１５回以上 
  ②技術開発資産の売却手続きの期間 平均３ヶ月以内 
 
○オープンイノベーションの推進（本文Ｐ１３） 

  マッチングイベントやワークショップの開催件数 ２０回以上 
 
○技術開発成果の事業化支援（本文Ｐ１４） 

  ①標準化に係る取組を含んだ基本計画数  
２５件程度 → ３０件程度 

  ②ＩＳＯ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等の国内審議団体又はＩＳＯ・ＩＥＣ・

ＪＩＳ等への標準化提案件数 ３件程度 → ５件程度 
   
 



11 
 

○情報発信等の推進（本文Ｐ１４～１５） 
  ①記者会見・現場見学会等及び記者懇談会 
   現場見学会３回程度、理事長・副理事長等の出席する記者会見・

記者懇談会３回以上 → 記者会見・現場見学会等１０回以上（う

ち、現場見学会３回以上）、理事長の出席する記者懇談会２回以

上 
  ②全国５か所でのＮＥＤＯフォーラム開催 
   
○人材の流動化促進、育成（本文Ｐ１６） 

  ＰＭ人材の育成のため研修 実施する → ８回以上実施 
 
○職員の意欲向上と能力開発（本文Ｐ１８） 

  ①機構内の各種業務を行う上で必要な研修を１コース以上設置 
  ②技術経営力に関する職員研修 実施する → ８回以上実施 
 
○コンプライアンスの推進（本文Ｐ２１） 

  ①コンプライアンスに関する内部研修 
   年４回以上 → 年１３回以上（うち外部有識者を講師とする研

修を年１回以上） 
  ②事業者説明会等における不正行為に対する措置や発生事例等の周

知 
図る → 全国延べ１５回以上 

  ③情報セキュリティ対策に関する職員研修  
年１回以上 → 年３回以上 

 

 

 


