
比率 項目
28年度
評価

平均点
見込み
評価

平均点
28年度
比率

見込み
比率

A 3.90 A 3.90 75.0% 70.0%

- - A 4.00 5.0%

B 3.44 B 3.33 17.5% 17.5%

B 3.00 B 3.00 7.5% 7.5%

A 3.76 A 3.74 100% 100%

※平成２８年度評価においては、「技術開発マネジメントの機能強化等」と「技術分野ごとの目標」に分かれる

28年度
評価

評点
見込み
評価

評点 評価根拠（中長期計画期間見込み評価）
補助版
該当頁

【見込み評価】

（ⅰ）企画、実施段階

・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～内部・外部事前評価～予
算要求～基本計画策定～プロジェクト開始）を実践。平成２６年度～２８年度の累計で２３分野の技術戦
略を策定し、新規ナショナル・プロジェクト１２事業を立案、既存の１６事業に活用。

7

・平成２７年度以降、プロジェクト・マネージャー（ＰＭ）が技術戦略策定過程で収集した情報を活用するこ
とにより、基本計画原案の検討・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４１％→平成２７、２８年度平均約９４％）を実現する
などの効果を創出。

8

・「エネルギー・環境新技術先導プログラム」において、制度の見直しを図ることにより、新たなシーズを積
極的に発掘。これまでに７８件を採択し、現時点で計１９件のナショナル・プロジェクト化を達成。 9

・非連続ナショナル・プロジェクトについて、選定基準や選定手順を決定するなど、実施に向けた準備を推
進。平成２７年度以降の４プロジェクトを選定。 10

・ＰＭの役割に関する規程を整備し、ＰＭの指名プロセスを明確にしたほか、「ＮＥＤＯ研究開発マネジメン
トガイドライン新訂第１版」を策定するなど、ＰＭ主体によるマネジメント体制を構築。 11,12

（ⅱ）評価/反映・実行

・事後評価（対象５８件）を予定どおり完了し、９８％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）、８８％のプロジェクトが優良基準を上回る評価を受けており（目標：中長
期計画期間平均６０％以上）、中長期計画期間の目標を前倒しで達成。

16

・ナショナル・プロジェクト（平成１９年度～２３年度までの終了分）の実用化達成率は、目標値を上回る２
８．０％（目標：中期計画期間平均２５％以上）となっており、目標を前倒しで達成。 18

・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７１．２％を達成（目標：中長期
計画期間平均６０％以上）。 20

・実用化促進事業（平成２１年度～２４年度までの終了分）の実用化達成率は、目標を上回る３１．８％を
達成（目標：中長期計画期間平均３０％以上）。 21

・ナショナル・プロジェクトの実用化達成状況の把握のため、平成２８年度までに、延べ２８８プロジェクト、
延べ３，８９３機関に追跡調査を実施し、回答率９７．３％を達成。 22

・プロジェクトの費用対効果の分析（ＮＥＤＯインサイド）について、対象製品を７０製品から１１５製品に拡
大するとともに、産業連関による波及効果の分析や製品ライフサイクルなど精度向上手法を導入。ウェブ
及び国内外の学会・シンポジウムなどを通じて、広く情報発信。

24

（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し、毎年度、目標（８割以上）を上回る９割
以上から肯定的な回答を獲得。 27

・事業者からの意見や国の政策方針等を適時反映し、処分財産の制限緩和（平成２７年度実施）、間接経
費率の上限引き上げ（平成２８年度実施）、学生の研究員登録拡大（平成２９年度実施）等、他機関に先
駆けた制度改善を実施。

27

【見込み評価】
・「研究開発型ベンチャー支援事業」の実施を通じて、シーズ発掘から民間リスクマネーの獲得、事業化の
支援に至るまでのシームレスな支援環境の構築と強化を実現。平成２９年度末までに２００件以上の支援
を実施予定。

30

・これまで、ＮＥＤＯから支援を受けた研究開発型ベンチャーのうち、累計で１９社が上場。上場した１９社
の平成２９年３月時点での時価総額は１兆５９３億円を達成。 31

・中堅・中小・ベンチャー企業の採択額比率について、２７．６％（目標：２０％以上）となっており、目標を上
回って推移。 32

【見込み評価】

・平成２７年２月にオープンイノベーション協議会を設立。会員数は、広報活動の強化やベンチャー創造協
議会との合併等により、平成２９年３月３１日時点の会員数は８１４者となり、設立当時（２１８者）比３７３％
となる大幅増加。

34

・オープンイノベーション白書を日本で初めて公表し、オープンイノベーションに関する各種データや国内
外の推進事例を提示。 34

・セミナー、ワークショップ、ＮＥＤＯピッチを計３４回開催。また、ＮＥＤＯピッチをきっかけとして、具体的な
事業提携事例が創出されるなどオープンイノベーションの推進に大きく寄与。 34

・これまで、ＮＥＤＯから支援を受けた研究開発型ベンチャーのうち、平成２８年度は新たに３社が上場し、累
計で１９社が上場。上場した１９社の平成２９年３月時点での時価総額は１兆５９３億円を達成。

（ⅰ）企画、実施段階

・経済産業省で行われていた外部事前評価を平成２８年度からＮＥＤＯで実施。外部有識者の意見を直接
基本計画やマネジメントへ反映することが可能となるなど、ＰＤＣＡサイクルを強化。

・「エネルギー・環境新技術先導プログラム」において、採択されたテーマのうち、平成２８年度に１４件のナ
ショナル・プロジェクト化を達成。また、ＪＳＴとの連携により、未踏チャレンジ２０５０を創設。

・プロジェクトの費用対効果の分析（ＮＥＤＯインサイド）について、対象製品を６製品追加し、計１１５製品の
費用対効果を把握（６，８９０億円の投入費用に対して、累積売上実績４５．７兆円の経済効果）。また、中
小・ベンチャー企業にフォーカスした調査を開始。８４２件を分析し経済効果を把握。

・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し、目標（８割以上）を上回る９割以上から
肯定的な回答を獲得。

・事業者からの要望や国の政策方針等を踏まえ、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
るとともに、中小企業等に対する間接経費率拡大を実施。

・非連続ナショナル・プロジェクトの選定基準や選定手順を決定し、平成２７年度開始プロジェクトから１件、
平成２８年度開始プロジェクトから２件、平成２９年度開始プロジェクトから１件の非連続ナショナル・プロ
ジェクトを選定。

・ＰＭに求められる機能や役割、過去の事例、プロジェクトのライフサイクルに沿ったチェックリストやマニュ
アル、関連規程等を記したガイドライン「ＮＥＤＯ研究開発マネジメントガイドライン新訂第1版」をリリース。

（ⅱ）評価/反映・実行

・研究開発型ベンチャーと事業会社との連携を促進する新事業（ＳＣＡ）を開始し、オープンイノベーションに
よる事業化の推進とベンチャー・エコシステムの更なる強化を推進。

（ウ）オープンイノベーションの推進 A 4

【平成２８年度評価】

【平成２８年度評価】

・マッチングイベントやワークショップ等を前年度比の約２倍となる２３回開催（目標：２０回以上）開催。ま
た、ＮＥＤＯピッチ登壇をきっかけとして、具体的な事業提携に向けたＮＤＡ契約の締結が２０件あり、その中
で具体的な事業提携事例を１件創出する等、オープンイノベーションの推進に大きく寄与。

・中堅・中小・ベンチャー企業の採択額比率について、平成２８年度は目標を上回る２４．８％（目標：２０％
以上）を達成。

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
業務実績に関する自己評価の概要

Ⅰ．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
（技術開発マネジメント関連業務）※

Ⅰ．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
（クレジット取得関連業務）

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

総合評価

＜技術開発マネジメント関連業務＞ 評価根拠（平成２８年度評価）

Ⅰ．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

計算方法

評点は、Ｓ＝５、Ａ＝４、Ｂ＝３、Ｃ＝２、Ｄ＝１とし、それぞれの評価比率を
掛け合わせて合算し、以下の通り総合評価を算出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ　：　４．５＜Ｘ≦５．０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ　：　３．５＜Ｘ≦４．５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ　：　２．５＜Ｘ≦３．５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ　：　１．５＜Ｘ≦２．５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ　：　１．０≦Ｘ≦１．５

（ア）技術開発マネジメントの機能強化 A 4

【平成２８年度評価】

・平成２８年度は、６分野の技術戦略に基づき、新規ナショナル・プロジェクト３事業を立案、既存の３事業に
活用。

・ナショナル・プロジェクト（平成２２年度終了案件）の実用化達成率は、２２．７％となり、第３期中長期計画
期間（５年間）の実用化達成率は、２８．０％を達成（目標：中期計画期間平均２５％以上）。

・事後評価（対象１１件）を予定どおり完了し、９１％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）、８２％のプロジェクトが優良基準を上回る評価を達成（目標：中長期計画期
間平均６０％以上）。

・実用化促進事業（平成２４年度終了案件）の実用化達成率は、３９．５％となり、第３期中長期計画期間（５
年間）の実用化達成率は、３１．８％を達成（目標：中長期計画期間平均３０％以上）。

・ナショナル・プロジェクトの実用化達成状況の把握のため、追跡調査を実施し、平成２８年度は回答率９
８．２％を達成。

（ⅲ）その他

A 4

（イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 A 4

A 4

A 4

・平成２９年３月にオープンイノベーション協議会とベンチャー創造協議会の合併により、我が国における
オープンイノベーションをさらに推進していく体制を構築。会員数は８１４者（平成２９年３月末）まで大幅増
加。

・オープンイノベーション白書を日本で初めて公表し、オープンイノベーションに関する各種データや国内外
の推進事例を提示。

資料３

1



【見込み評価】
・エネルギー・環境分野において権威・実績のある国際機関・各国省庁との協力協定を多数締結。新たに
６８件の協力協定を締結。実証事業の実施国が、１４ヶ国（第２期までの累積）から２７ヶ国（見込みでは２
８ヶ国）に増加。

37

・国際連合工業開発機関（ＵＮＩＤＯ）や、国際再生可能エネルギー機関（ＩＲＥＮＡ）との間で、ＭＯＵの下
で、具体的なプロジェクトにつながる取組を実施。 38

・コファンド事業について、フランス(Bpifrance)、イスラエル(Israel Innovation Authority)と協力協定を結
び、これまで７件のプロジェクトを実施。 39

【見込み評価】
・金融機関とのマッチングを推進し、産業革新機構（ＩＮＣＪ）、日本政策金融公庫（ＪＦＣ）へ４３件推薦し、７
件の出資、融資が決定するなど、ベンチャー企業に対する事業化を支援。 43,44,45

・マッチングを目的とした展示会に2年間合計で６４５社が出展、共同研究への発展やサンプル提供、情報
交換など約２，８５８件のマッチングをアレンジ。 43,44,45

・技術開発プロジェクトにおける標準化に係る取組について、期間中延べ１４０件（目標：１２２件）、プロ
ジェクト基本計画に記載の見込み。標準化に関する提案件数について、期間中延べ５１件（目標：１９件）
提案となる見込みであり、目標を大幅に上回り達成の見込み。

46

・World Robot Summit (ＷＲＳ、ロボットの国際競技大会)について、ＮＥＤＯが、経済産業省とともに、２０１
８年プレ大会（東京）、２０２０年本大会（愛知、福島）を主催する予定であり、開催に向けた準備を推進。 48

【見込み評価】
・ニュースリリースは年々増加し、４７７件実施（平成２４年度：６９件→平成２８年度１５６件）。また、トップ
広報の一環として、第３期中長期計画期間から、理事長による記者との懇談会を定期的に開催、これまで
に全１１回実施し、情報発信を強化。

51

・地方におけるＮＥＤＯの理解促進等を目指していくため、平成２６年度から「ＮＥＤＯフォーラム」を開始。こ
れまでに全国１６ケ所で開催。 52

・「ＮＥＤＯプロジェクト実用化ドキュメント」では、平成２５～２８年度までに４０件を掲載。平成２９年度は、
さらに７件掲載予定。製品やプロセスだけでなく、国際標準化・国際規格の発行に貢献した案件にも注目
し、掲載予定。

53

55

・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おいて、平成２８年度までに９４件発表（目標：１００件）しており、
平成２９年度中に達成の見込み。 56,57

・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」を平成２７年１０月から刊行開始。平成２８年度に公開した７分野を含め、これまでに計１
７分野をＮＥＤＯウェブサイトで公開中。また、期間中に「TSC Foresightセミナー」を計９回開催し、累計参
加者は２，２００名以上となる見込み。

58,59

【見込み評価】
・企業や大学での実務経験を有する外部人材を、平成２８年度までに４６名採用。また、クロスアポイントメ
ント制度を平成２８年度までに４名に適用。 62

・平成２７年度に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職員を参加
させ、実践的な研修方法を習得。平成２８年度からＮＥＤＯにおいて初めて体系的にプログラムされたＰＭ
育成講座を新たに開始。

63

・ＮＥＤＯ特別講座について、計画期間中に９講座実施し、１３６回の講義で延べ６，９００名以上が受講。
シンポジウムを２０回開催し、延べ２，０００人以上が参加。また、学会発表を約７０回、論文発表を約５０
回、企業との共同研究を４件実施。

64

・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平
成２８年度までに７，５９１人（目標：６，６６６人）を養成。中長期計画期間における目標を４年目で前倒し
達成。

65

・イノベーションジャパン、ＴＯＫＹＯイノベーションリーダーズサミット等の展示会で１２３６件、マッチング会・
ピッチイベントで７６件のマッチングをアレンジ。

4

4

・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、世界的な
評価関連学会であるＡＥＡ（American Evaluation Association）での発表を含め、研究開発マネジメント関連
学会等において２８本発表。また、技術戦略研究センター職員が研究・イノベーション学会誌に投稿した内
容が論文賞を受賞。

【平成２８年度評価】

【平成２８年度評価】

B

・２８年度においては、ドイツ、ポーランド、ロシア、南アフリカ共和国、インド、 タイ等のエネルギー及び産業
関係の行政機関や国立研究開発機関等と１８件の協力協定書（ＭＯＵ）を締結。

（エ）国際共同事業の推進 B 3

A 4

・金融機関とのマッチングを推進し、産業革新機構（ＩＮＣＪ）、日本政策金融公庫（ＪＦＣ）へ１０件推薦。新た
にＩＮＣＪから２社が出資を獲得し、ＪＦＣから２社が融資を得た。

・技術開発プロジェクトにおける標準化に係る取組について、平成２８年度は３０件（目標：３０件）、プロジェ
クト基本計画に記載。標準化に関する提案件数については、８件（目標：５件）提案し、目標を上回って達
成。

・「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
２８年度は５件を掲載。

・平成２８年度は７分野の「TSC Foresight」を公表。 各界を代表する計１７名の有識者を迎えて、「TSC
Foresightセミナー」を３回開催（６月、１２月、２月）し、平成２７年度を上回る参加者（約８００名）を得た。

3

（カ）情報発信等の推進 A 4

・来場者１万人超の展示会を中心に２１件（うち１万人超は１５件）出展。また、ＮＥＤＯフォーラムについて、
目標（全国５ケ所）を上回る全国９ケ所（札幌市、仙台市、さいたま市、静岡市、名古屋市、大阪市、広島
市、松山市、北九州市）で開催し、述べ１，４６１名が出席。

・伊勢志摩サミット、ＣｅＢＩＴ（ドイツ国際情報通信技術見本市）など、政府と一体となったイベント開催・出展
を実施。伊勢志摩サミットでは、官房長官をはじめ、各国要人が多数来場。ＣｅＢＩＴではメルケル首相（ドイ
ツ）と安倍総理大臣がブース内の装着型ロボットを視察し、メディアでも大きな注目を集めた。

（オ）技術開発成果の事業化支援 A 4

・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（３名）や、プロジェクトの
企画・運営等を担う者（８名）として、平成２８年度は計１１名を中途採用。また、クロスアポイントメント制度
を平成２８年度までに４名に適用。

・平成２８年度からナショナル・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ＰＭ育成講座を
新たに開始。目標を上回る全１８回（目標：８回）の講義を開催し、延べ約７００名のＮＥＤＯ職員が研修に参
加。

A

A

・ニュースリリース１５６件、記者会見・現場見学会２７回（うち現場見学会１７回）実施（目標：１０回以上、う
ち現場見学会３回以上）。理事長が出席する記者との懇談会を４回実施（目標：２回以上）。

【平成２８年度評価】

・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１，
３７６人を養成。中長期計画期間における目標を４年目で前倒し達成。

・ＮＥＤＯ特別講座において、オンライン動画学習サービスを新しく導入したことにより、生放送時に延べ４３
０名以上が受講、録画した動画の再生回数が２，１００回以上となり、１講座当たりの受講者数が増加。

（キ）人材の流動化促進、育成 A 4

【平成２８年度評価】

・World Robot Summit (ＷＲＳ、ロボットの国際競技大会)について、ＮＥＤＯが、経済産業省とともに、２０１８
年プレ大会（東京）、２０２０年本大会（愛知、福島）を主催する予定であり、開催に向けた準備を推進。平成
２８年１２月、世耕経済産業大臣が、大会名称や開催地の決定等を、記者会見で発表。

・ロシア（連邦技術発展庁（ＡＴＤ））とチェコ（チェコ技術庁（ＴＡCR））と協力協定を締結。

・平成２９年３月に、ドイツ連邦経済エネルギー省（ＢＭＷｉ）と「研究・開発及びイノベーションに関わる相互
協力に係る共同声明」に調印。コファンド事業の対象国にドイツを追加。

2



【見込み評価】

68

・[太陽電池]化合物３接合型太陽電池モジュールで３１．２％を達成するなど、各種太陽電池で従来の値
を上回る世界最高変換効率を達成。発電コスト目標（２０２０年１４円／ｋＷｈ、２０３０年７円／ｋＷｈ）達成
に寄与する大きな成果を得た。

69

・[バイオ燃料]セルロース系バイオマスからのエタノール生産において、平成２７年度に高濃度スラリー対
応のパイロットプラントの設計・建設を実施。平成２８年度は研究室レベルで、バガス（サトウキビ搾汁残
渣）の発酵に適した世界最高レベルの組換え酵母株を開発。

72

・[未利用熱]鉛を使わない熱電材料と熱電モジュールの開発に成功。自動車排熱温度(５５０℃)で世界最
高レベルの性能（変換効率８％以上）を達成。世界最高水準の発電効率１２％（従来比約２倍）の中低温
排熱発電装置を開発。

76

・[戦略省エネ]戦略的省エネルギー技術革新プログラムにおいて、従来品比５３％省エネの超高輝度・大
光量ＬＥＤ照明、従来比発電効率を１割向上した上で、２倍以上の負荷変動への追従性を両立するガスエ
ンジン発電システム等の上市・製品化を実現。

77

・[蓄電池］産学連携体制による集中研方式により革新型蓄電池開発を推進。最先端の高度解析技術を
駆使し、車載用電池として現行比３倍のエネルギー密度を達成。また、車載用リチウムイオン電池につい
て、世界トップレベルのエネルギー密度を達成。 79,80,81

【見込み評価】

90

・[クリーンデバイス]クリーンビーコンを用いた観光ガイドの実証や車両の窓で透明ディズプレイの実証実
験等を行うとともに、社会実装に向けた共通仕様を策定、公開。また、ＳｉＣ小型電源モジュール、透明ディ
スプレイやヘッドマウントディスプレイの国際標準案を提案。

91

・[パワー半導体]平成２７年度にフルＳｉＣパワーモジュール適用主変換装置を世界で初めて高速鉄道に
搭載するなどの成果を達成。 95

・[ＣＮＴ]平成２７年度に世界初の単層ＣＮＴ量産工場（山口県）を稼働したほか、ＣＮＴを用いた世界最高水
準の革新材料を創出。 96

・[ＣＮＦ]世界で初めてリグノＣＮＦと樹脂複合材料の一貫製造プロセスを構築。
98

・[ロボ]災害調査用ドローンの国交省試験で最高位評価を獲得したほか、福島のイノベーションコースト構
想の実現にも貢献するなど、インフラ維持管理や災害調査のロボットを実用化開発を推進。また、生活支
援ロボットの開発において、安全基準や安全性検証手法を確立。成果を基に、国際標準規格を提案し、世
界初となる生活支援ロボットの「国際標準規格ＩＳＯ１３４８２」が発行。

100,101

【見込み評価】

107

・中長期計画中は、世界各国で計５２件の実証事業を実施。エネルギーに関する国際的な課題解決に貢
献することで、我が国のエネルギーセキュリティの確保を図るとともに、我が国エネルギー産業の海外展
開、市場開拓を促進。

108

・平成２８年度から、国際的なエネルギー技術に関する市場動向に基づき事業方針を明確化するととも
に、実証事業終了後の成果の普及を図る観点から、原則補助事業に変更し企業のコミットメントを強化す
るとともに、事業開始時や終了時の評価を厳格化。

109

・［英国］世界初となる、ヒートポンプを活用した需要家の消費電力制御に成功。電力消費・蓄熱の集約・
制御によって、電力市場で取引可能な調整力を創出。 110

・［米国］米国テキサス大学オースティン校のデータセンターにおいて、世界的にも事例の少ない大容量
（５００ｋＷ級）のＨＶＤＣ給電システム技術の導入に成功。
・[タイ] 世界初となるキャッサバパルプを原料とするバイオエタノール製造プラントの実用化に成功。 111,112

・[ＩＣＥＦ] 安倍首相の提唱で始まった地球温暖化問題の解決に向けたエネルギー・環境技術分野のイノ
ベーションを促進する方策を議論する「Innovation for Cool Earth Forum（ＩＣＥＦ）」の年次総会を平成２６年
度から合計３回開催。他の国際的な枠組み・機関（ＵＮＦＣＣＣ、ＩＥＡ、ＩＲＥＮＡ)と連携することで、気候変動
問題解決に向けたイノベーション促進に貢献。

113

【見込み評価】

・平成２５年度までに約９，７５０万トンＣＯ２のクレジットを適切に取得することで、京都議定書の目標達成
に大きく貢献。

116

・ウクライナのＧＩＳ事業において、政情不安により全予算の執行が困難になったことから、同国首相との
面談を含む相手国政府上層部との交渉により、ウクライナ政府初となる「未使用金返還に係る閣僚会議
令」を実現させ、平成２８年２月までに約１０億円を受領。また、一部未完工分については、不履行相当額
等の返還に係るＭＯＵを合意させるなど、適切な事業管理を実施。

116

83

・[石炭火力]石炭火力発電からの大幅なＣＯ２排出削減のため、世界初の試みとなる商用規模の燃料電池
とＣＯ２分離・回収型酸素吹ＩＧＣＣを組み合わせたＩＧＦＣの実証を開始。酸素吹ＩＧＣＣの実証事業におい
て、目標を上回る発電効率４０．８％を達成。

・[石炭火力]石炭火力発電からの大幅なＣＯ２排出削減のため、世界初の試みとなる商用規模の燃料電
池とＣＯ２分離・回収型酸素吹ＩＧＣＣを組み合わせたＩＧＦＣの実証を開始。酸素吹ＩＧＣＣの実証事業におい
て、目標を上回る発電効率４０．８％を達成。

4

・平成２８年度から、国際的なエネルギー技術に関する市場動向に基づき事業方針を明確化するとともに、
実証事業終了後の成果の普及を図る観点から、原則補助事業に変更し企業のコミットメントを強化するとと
もに、事業開始時や終了時の評価を厳格化。

・平成２８年度に実施したエネルギー分野の事後評価対象６件のうち、５件（８３％）が合格、４件（６７％）が
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］化合物３接合型太陽電池モジュールで３１．２％、結晶シリコン太陽電池でセル変換効率２６．
６％、ＣＩＳ系薄膜太陽電池サブモジュールで１９．２％などの世界最高記録を達成。

・平成２８年度は、新たに１２件の実証事業を開始。エネルギーに関する国際的な課題解決に貢献すること
で、我が国のエネルギーセキュリティの確保を図るとともに、我が国エネルギー産業の海外展開、市場開
拓を促進。

クレジット取得関連業務 - -

4

4

・平成２８年度に実施した産業技術分野の事後評価対象５件のうち、５件（１００％）が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。

・[ＩＣＥＦ]地球温暖化問題の解決に向けたエネルギー・環境技術分野のイノベーションを促進する方策を議
論するＩＣＥＦの第３回年次総会を開催。ＩＣＥＦロードマップ（「ＣＯ２利用」「ＺＥＢ／ＺＥＨ」）を作成し、ＣＯＰ２２
サイドイベントで発表。

・[戦略省エネ]産業・民生・運輸部門等の省エネルギーに資する重要技術に係る分野を中心に９テーマ採
択。また、省エネルギー技術の研究開発や普及を効果的に推進するため、省エネルギーに大きく貢献する
重要分野を特定した「省エネルギー技術戦略２０１６」を策定。

・[パワー半導体]大容量フルＳｉＣパワーモジュールを世界で初めて鉄道車両用主変換装置として実用化
し、鉄道実車両にて実証。また、車載向けＳｉＣインバータを開発し、電力損失を従来比１／３を達成。

・平成２８年度は、次期中長期計画を見据え、国際展開支援分野の個別テーマごとの評価の試行に着手。
評価対象７件のうち、６件が優・良に該当。

【平成２８年度評価】

【平成２８年度評価】

・[クリーンデバイス]東大寺でクリーンビーコンを用いた観光ガイド実証の実施や埼玉新都市交通の車両の
窓で透明ディスプレイの実証を国内で初めて行う等、省エネルギーに資する電子デバイス技術（クリーンデ
バイス）の社会実装を推進。社会実装に向けて共通仕様を策定、公開。

・[ロボ]災害調査等の探査ロボット開発において、国内初となる防爆認証を取得。また、世界初となる完全
自律制御による回転翼ドローンでの長距離荷物配送の飛行実証試験を実施。

・［英国］世界初となる、ヒートポンプを活用した需要家の消費電力制御に成功。電力消費・蓄熱の集約・制
御によって、電力市場で取引可能な調整力を創出。

【平成２８年度評価】

A 4

・[ＣＮＦ］製造プロセスの最適化を効率的に進めたことで、１０ｋｇ／日の製造体制を計画より６ケ月早く確
立。ユーザー企業等への試作物提供を開始。

・[ＣＮＴ]世界最高水準の耐熱性等を有するスーパーエンジニアリングプラスチックの開発や、サーバー等
の熱問題を解決する高性能シート系熱界面材料の量産化など、幅広い分野で革新材料を創出。

（ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野） A 4 A

（ク）技術分野ごとの目標（エネルギー分野） A 4

・[蓄電池]革新型蓄電池の開発に向けて、ＳＰｒｉｎｇ－８に試料の全自動計測が可能なハイスループットビー
ムラインを前倒して増設。また、車載用リチウムイオン電池について、世界トップレベルのエネルギー密度
（ＥＶ用途で３００Ｗｈ／ｋｇ以上、ＰＨＥＶ用途で２００Ｗｈ／ｋｇ以上）及び出力密度（ＥＶ用途で１，８００Ｗ／ｋ
ｇ以上、ＰＨＥＶ用途で２，５００Ｗ／ｋｇ以上）を達成。

A 4

（ク）技術分野ごとの目標（国際展開支援） AA

・[未利用熱]ダブルリフト吸収サイクル式の冷凍機を開発し上市。未利用熱を活用し温水熱の利用温度を
より低温域まで拡大（冷熱変換量２倍）を達成。

・[バイオ燃料]セルロース系バイオマスからのエタノール生産において、研究室レベルで、バガス（サトウキ
ビ搾汁残渣）の発酵に適した世界最高レベルの組換え酵母株を開発（エタノール濃度６％以上、エタノール
変換効率９５％以上）。

＜クレジット取得関連業務＞

・［米国］米国テキサス大学オースティン校のデータセンターにおいて、世界的にも事例の少ない大容量（５
００ｋＷ級）のＨＶＤＣ給電システム技術の導入に成功。世界のデータセンター業界に広く普及する可能性を
得た。

3



【見込み評価】
・「技術戦略研究センター（平成２６年４月）」、「イノベーション推進部（平成２６年４月）」、「ＩｏＴ推進部（平
成２８年４月）」、「ロボット・ＡＩ部（平成２８年４月）」を設置するなど、政府方針を迅速に実行していくため、
機動的な組織の拡充・再編を実施。

119

【見込み評価】
・プロジェクト成果の受賞実績については、産学官連携功労者表彰（内閣総理大臣賞等）等、合計１４３件
（平成２５年度：２５件、平成２６年度：２１件、平成２７年度：４４件、平成２８年度：５３件）受賞。 121

【見込み評価】

・業務を行う上で必要な研修の充実を図るため、平成２７年度までに６コースの新規研修コースを設置し、
目標（５コース以上）を前倒し達成済。さらに、平成２８年度は３コース設置し、計９コースを設置済。技術
経営力に関する機構内職員の研修として、毎年度２コース以上実施（目標：毎年度１コース以上実施）。

123

・海外の大学院の修士課程、国内の大学院の修士課程に職員を派遣し、平成２８年度までに６名が学位
取得（目標：５名以上）。 123

【見込み評価】

・平成２７年１１月から提供を開始した新情報基盤サービスでは、サーバ監視やログ分析による不正通信
検知のほか、新たに振る舞い検知や常駐者監視等により出口対策を強化。また、データバックアップを新
たにオンラインで取得し遠隔地に蓄積するなど、災害時への対策にも配慮。また、情報セキュリティ監査の
契約形態や選定プロセスを変更し監査内容を拡充。

125,126

・新情報基盤サービスの導入により、標的型攻撃への対応やＭＤＭの導入など情報セキュリティ対策を一
層強化するとともに、ノート型シンクライアントＰＣの採用・柔軟な印刷環境の構築など利便性を向上。 126

【見込み評価】
・平成２７年度から「マイナンバー収集・管理業務」、「分野別特許出願情報収集業務」及び「中途採用事
務局支援業務」、平成２８年度から「関連公益法人等調査業務」、平成２９年度から「出張・外勤管理支援
業務」において、外部の専門機関を活用することにより業務の効率化を推進。

128

【見込み評価】

【見込み評価】

・予算の効率化目標（毎年度平均で前年度比１．０８％の効率化）を達成（平成２８年度までに毎年度平均
で１９．４％の効率化を達成）。 132

【見込み評価】
・毎年度、入札・契約の透明性及び適正性を確保するためメール配信サービス登録の推奨、研究開発事
業等公募において一者提案だった場合、公募期間の延長を実施。また、競争性のない随意契約について
は、契約監視委員会及び契約・助成審査委員会において事前点検を徹底。

134

【見込み評価】

・事業実施者に対する検査に係る説明会について、毎年度、全国で年４回、延べ１６回開催（目標：年４
回、延べ１５回以上）。採択決定時には事業実施者に対して事務取扱説明会や経理指導、代表者面談の
実施を徹底し、公的研究費の適正な執行を確保。また、採択決定前には経営診断システム等を活用した
事業実施者の経営状況を把握し、研究費のリスク管理を強化。

137

・平成２８年１２月に、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（ＩＳＭ
Ｓ）の認証を国立研究開発法人及び経済産業省所管の独立行政法人として初めて取得。
また、情報セキュリティに関する研修等について、平成２５年度～２８年度の間で計１５回（目標：９回）実
施し、目標を上回るペースで実施中。

138

【見込み評価】

・委託契約に基づく売上納付を求めるため、報告書徴収及び現地調査を実施し、累計約１６４百万円の収
益納付を達成。 142

【見込み評価】

・保有資産（伊東敷地）について、適切に売却を行い、平成２８年３月に譲渡収入を国庫納付。 144

【見込み評価】

・運営費交付金債務について、平成２６年度以降、効率的な執行により、交付金債務を削減した結果、平
成２８年度末時点で３１６億円。 146

【見込み評価】

・平成２８年度末の利益剰余金は主に研究開発資産売却収入等であり、３勘定（一般勘定、電源利用勘
定、エネルギー需給勘定）で計１２０．６億円を計上。 148

【見込み評価】
・鉱工業承継業務については、「鉱工業承継勘定」廃止に伴う出資者への残余財産分配の際、繰越欠損
金を残したまま当該勘定を廃止する可能性もあった中、最終的には出資金（国：１５億円、民間１８１社：２
２百万円）については毀損せずに返還するとともに、加えて９２百万円の剰余金を国庫に返納。

150

・貸倒懸念債権、破産更生債権等については、債権残高の解消に向けて適切なリスク管理並びに着実な
債権回収に努めており、平成２８年度末において債権残高は総額１２．６億円（対前年度２４６百万円の
減）。

152

130
・機構の平成２８年度ＣＯ２排出量実績（暫定）については２８万１４１ｋｇ-ＣＯ２となり、前年度比１２．２％の
削減、基準年度（平成１８年度）比６８．７％削減（目標：６％）。

・機構の平成２８年度ＣＯ２排出量実績（暫定）については２８万１４１ｋｇ-ＣＯ２となり、基準年度（平成１８年
度）比６８．７％削減（目標：６％）。

（３）職員の意欲向上と能力開発

B

B 3

【平成２８年度評価】

3

4

B

4 A

（２）自己改革と外部評価の徹底 B

3

3

【平成２８年度評価】

4

【平成２８年度評価】

（４）剰余金の適正化

A 4 B

（４）業務・システムの最適化 A 4

（５）外部能力の活用 B 3 B

（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮 A

（７）業務の効率化、役職員の給与等の水準の適正化 B 3 B

A

（８）随意契約の見直しに関する事項、入札・契約の適正
化、官民競争入札等の活用、公益法人等に対する支出の
適正化

B 3 B

（３）運営費交付金の効率的活用の促進 B B

4

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項

A

3

4

【平成２８年度評価】

3

・運営費交付金債務について、前年度の４７２億円から３１６億円に減少。前期（第２期中期計画の４年目：
５３５億円）よりも減少に転じており、効率的な削減に向けて推移。

【平成２８年度評価】

・平成２８年度の随意契約の割合は、件数ベース：２．６％（前年度４．４％）、金額ベース：０．１％（同：０．
１％）。引き続き入札・契約の透明性及び適正性を確保。

・海外の大学院の修士課程に２名、国内の大学院の修士課程に１名の職員を派遣。平成２８年度は１名が
学位取得。

・これまで紙媒体により提案書の送付・回収を行っていた事前評価（ピアレビュア）について、電子審査を導
入し、大幅な業務の効率化とセキュリティ強化を実現。また、出張手続き業務の効率化及び利用者の利便
性向上を目指し、アウトソーシングを含めた出張・外勤管理支援サービスを導入。

・ノート型シンクライアントＰＣの導入によるペーパレス化の推進により、複合機使用量を前年同期比２５％
（２０６万枚）削減。

・業務を行う上で必要な研修の充実を図るため、平成２８年度は「ヤングリーダーズゼミナール」など３コー
スの新規研修コースを設置（目標：１コース以上）。 技術経営力に関する機構内職員の研修として、プロ
ジェクトマネージャー育成講座など２コース、計２８回実施（目標：毎年度１コース以上、８回実施）。

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項

【平成２８年度評価】

【平成２８年度評価】

【平成２８年度評価】

【平成２８年度評価】

【平成２８年度評価】

（２）自己収入の増加へ向けた取組、資産の売却等 B 3 B 3 ・算定基準を見直した価格算定に基づき取得財産の有償譲渡を行うなど自己収入の獲得に努めた。

（９）コンプライアンスの推進

（１）繰越欠損金の増加の抑制 B 3 B

B

3

（１）機動的・効率的な組織・人員体制

・財務諸表の附属明細書の一部を作成するための「関連公益法人等調査業務」において外部の専門機関
の活用を開始し、業務を効率化。

・事業実施者における不正事案の発生を抑制するため、検査に係る説明会を全国で年４回、延べ１６回開
催（目標：年４回、延べ１５回以上）。

・平成２８年１２月に、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（ＩＳＭＳ）
の認証を国立研究開発法人及び経済産業省所管の独立行政法人として初めて取得。
また、情報セキュリティに関する研修等を計５回実施（目標：３回以上）。

【平成２８年度評価】

【平成２８年度評価】

3

3
・平成２８年度末の利益剰余金は主に研究開発資産売却収入等であり、３勘定（一般勘定、電源利用勘
定、エネルギー需給勘定）で計１２０．６億円を計上。

・委託契約に基づく売上納付を求めるため、報告書徴収（９５件）及び現地調査（２１回）を実施し、計画どお
り約１４百万円の収益納付を達成。

・プロジェクト成果の受賞実績については、産学官連携功労者表彰で内閣総理大臣賞、経済産業大臣賞等
９件、 ＣＥＡＴＥＣ ＡＷＡＲＤ２０１６で経済産業大臣賞など、合計５３件受賞。

・鉱工業承継業務については、「鉱工業承継勘定」廃止に伴う出資者への残余財産分配の際、繰越欠損金
を残したまま当該勘定を廃止する可能性もあった中、最終的には出資金（国：１５億円、民間１８１社：２２百
万円）については毀損せずに返還するとともに、加えて９２百万円の剰余金を国庫に返納。

・貸倒懸念債権、破産更生債権等については、債権残高の解消に向けて適切なリスク管理並びに着実な
債権回収に努めており、平成２８年度末において債権残高は総額１２．６億円（対前年度２４６百万円の
減）。

B 3 B

3

3
・予算の効率化目標（毎年度平均で前年度比１．０８％の効率化）を達成（平成２８年度までに毎年度平均
で１９．４％の効率化を達成）。

【平成２８年度評価】

3

B 3

3

（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

A
・「ＩｏＴ推進部」、「ロボット・ＡＩ部」、「ＡＩ社会実装推進室」を設置するとともに、ＩｏＴ関連のプロジェクトや自動
走行システムの大規模実証実験を推進するなど、ＩｏＴ、ＡＩを含む第４次産業革命等、政府方針に位置づけ
られた技術分野の研究開発プロジェクト推進を強化。

4


