
第３期中長期目標期間終了時に
見込まれる業務実績概要

及び
平成２８年度の業務実績概要

国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構

資料１



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

（ア）技術開発マネジメントの機能強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

（ⅰ）企画、実施段階

（ⅱ）評価／反映・実行

（ⅲ）その他

（イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９

（ウ）オープンイノベーションの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３

（エ）国際共同事業の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６

（オ）技術開発成果の事業化支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４１

（カ）情報発信等の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４９

（キ）人材の流動化、育成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６０

（ク）技術分野ごとの目標 （エネルギー分野）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６６

（ク）技術分野ごとの目標 （産業技術分野） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８８

（ク）技術分野ごとの目標 （国際分野） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０５

（２）クレジット取得関連業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１５

目次

1



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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１８

（２）自己改革と外部評価の徹底・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２０

（３）職員の意欲向上と能力開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２２

（４）業務・システムの最適化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２４

（５）外部能力の活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２７

（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２９

（７）業務の効率化、役職員の給与等の水準の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３１

（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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３３

（９）コンプライアンスの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３５

３．財務内容の改善に関する事項

（１）繰越欠損金の増加の抑制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４１

（２）自己収入の増加へ向けた取組、資産の売却等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４３

（３）運営費交付金の効率的活用の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４５

（４）剰余金の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４７

（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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４９

2

目次



3

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．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

（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

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

評価概要

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：Ａ、第３期中長期目標期間見込：Ａ

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ａ 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目
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【平成２８年度評価】
（ⅰ）企画、実施段階
• 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。
• 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。

• 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
• 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）。

• 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）。

• 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、３
１．８％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９８．２％を達成。
• 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
を分析し高い実用化率の達成と経済効果を把握。

（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、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。

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

評価根拠
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【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。

• 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４
１％→平成２７、２８年度平均約９４％）を実現するなどの効果を創出。

• 「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のテーマ化決定。

• 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。

• 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。

（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。

• 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２８．０％（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。

• 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）。
• 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）。

• 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。

• 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。

（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。
• 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２
８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。

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

●評価のポイント

• 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（１～３）を立案
するとともに、既存３事業（４～６）に活用。（平成２８年度）

• 平成２６～２８年度の累計で２３分野の技術戦略に基づき新規１２事業立案、既存１６事業に活
用。（平成２６～２８年度）

技術戦略 研究開発ナショナルプロジェクト

１ 次世代バイオ燃料 バイオジェット燃料生産技術開発事業

２
無人航空機（ＵＡＶ）シス
テム

ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト

３
リサイクル促進 高効率な資源循環システムを構築するためのリサイクル技術の研

究開発事業

４ ナノカーボン材料 超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト

５ 化学品製造プロセス 二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発

６ 地熱発電 地熱発電技術研究開発

• 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～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。

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



• 平成２７年度から技術戦略に基づきプロジェクトマネージャー（ＰＭ）が新規プロジェクトを立案する
プロセスを新たに導入。

• また、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、経済産業省で実施する外部評価及び予算要求に協力。

• 平成２８年度からは経済産業省で行われていた外部事前評価をＮＥＤＯの研究開発委員会で実施。

●評価のポイント

• 外部事前評価をＮＥＤＯで行うことで外部有識者の意見を迅速に基本計画やマネジメントへ反映
することが可能となった（平成２８年度）。

• 平成２７年度以降、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、ＰＭによる基本計
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％に対し平成２７、２８年度平均約９４％）を実
現するなどの効果を創出。（平成２７～２８年度）

具体的な新規プロジェクト立案プロセス
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技術戦略及びプロジェクト構想の策定

平成２７年度から導入

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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●評価のポイント
• 事業の実施スキームを随時見直すことで将来有望な新シーズを積極的に発掘。ＲＦＩ（Request for 

information）の開始(平成２７年度)、大学枠の追加(平成２７年度)、募集区分Ｂの追加(平成２９年度見込)。
• 平成２６年度から平成２８年度までの合計で７８件を採択し、うち１９件がナショプロのテーマ化決定
（平成２７年度３件、平成２８年度１４件、平成２９年度２件）。（平成２６～２８年度）

• ２０５０年頃を見据えた温室効果ガスの抜本的な排出削減を実現する革新的な技術・システムを対象
とした「未踏チャレンジ２０５０」のスキーム構築に向けた検討を開始。ＪＳＴと定期的な連絡会を開催し、
連携体制を構築。（平成２８年度）

• 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２８年度は１２件を新規採択。平成２６年度から平成２８年度までの合計で７８件を採択。

再委託

企業

大学
再委託

企業

企業

大学

革新的研究開発
シーズ技術の原石発掘

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）

・ナショプロへの予備的研究
・ナショプロ化検討 ・外部発信、知財戦略等

ナ
シ
ョ
プ
ロ

ナ
シ
ョ
プ
ロ

実
用
化

実
用
化

企業、大学等による産学連携体制(一例）
ＮＥＤＯ

◇ナショプロのテーマ化決定◇

○平成２８年度 １４件
・ＩｏＴ推進のための横断技術開発プロジェクト

・・１０件
・超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト

・・ ２件
・戦略的省エネルギー技術革新プログラム

・・ １件
・戦略的創造研究推進事業 ・・ １件

○平成２９年度 ２件
・ベンチャー企業等による新エネルギー
技術革新支援事業 ・・ ２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

将来のナショナルプロジェクト化の取組

※ 大学枠 ・・・・産学連携体制での具体的な研究開発構想を有する大学等のみによる実施
募集区分Ｂ・・・・比較的短期間かつ小規模の先導研究が見込まれる研究開発課題
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●評価のポイント

• 平成２８年度に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。（平成２８年度）

• 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

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

平成２７年度以降の該当４プロジェクト
• 次世代人工知能・ロボット中核技術開発
• 高輝度・高効率次世代レーザー技術開発
• 超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト

• 高効率な資源循環システムを構築するため
のリサイクル技術の研究開発事業

非連続ナショナルプロジェクト選定方法の立案



（ⅰ）企画、実施段階
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●評価のポイント
• 平成２７年に「プロジェクトチーム及びプロジェク
トマネージャーの設置に関する機構達」を整備し、
第３期中長期計画で定めたＰＭの役割とＮＥＤＯ
としてＰＭ主体のプロジェクト実施体制を推進す
る方針を明確化。（平成２７年度）

• ＰＭ指名は所属部長がＰＭに書面を手交して行
う、といったＮＥＤＯ内のプロセスを明確化。（平
成２８年度）

• 平成２８年度末現在のＰＭの内訳は、民間出向
が３１名、プロパーが１８名（うち中途採用８名）、
官庁出向が３名となっている。（平成２８年度）

• 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。（平成２８年度）

• ＰＭの選考基準に基づき部長がＰＭを指名し、その後はＰＭが主体となり、採択審査委員からの
意見を踏まえた上でプロジェクトの実施体制を構築する仕組みを開始。

• また、基本計画等、実施者と取り交わす文書をＰＭ主体で策定することにより、マネジメントの責
任主体がＰＭであることを明確化。

部長

ＰＭを選定・指名
書面で手交

ＰＭ

ＰＭ主体の
マネジメント体制

PM向けガイドライン
（ＮＥＤＯ研究開発
マネジメントガイドライン
新訂第１版）

○○プロジェクト

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主体のプロジェクト実施体制を推進
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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

• 新規着任したＰＭの立ち上がりを早めることを目的に、追跡調査の結果を活用しながら、従前の
「ＮＥＤＯ研究開発マネジメントガイドライン」「ＰＭ行動ガイド」 「アクションチェックリスト」を体系的
に統合・再構築した「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。

（ⅰ）企画、実施段階

●評価のポイント

• プロジェクトの立ち上げから終了後のフォローアップまで、プロジェクトのライフサイクルを考慮。
付録では各業務フローに関連する規程やマニュアルとの関連付けを行うなど、ＮＥＤＯのミッショ
ンから具体的なアクションまで網羅しつつシンプルに構成。章ごとの意図や用途に適した読みや
すく、使いやすいデザインを導入。（平成２８年度）

１章：ガイドラインの使い方

３章：プロジェクトマネジメントの具体的な進め方

２章：プロジェクトマネージャーに求められる機能と役割

４章：成功に導くマネジメント事例
（２章、３章との関係性を明示するとともに事例をストーリーで紹介）

５章：チェックリスト

付録：規程やマニュアル等への関連付け

【ガイドラインの構成概要】

概念的

具体的

マネジメントガイドラインを刷新
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ＰＭ氏名 属性 プロジェクト名

國谷 昌浩

プロパー

超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト

林 智佳子 植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発

千田 和也 ＩｏＴ推進のための横断技術開発プロジェクト

梅田 到 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

須永 吉彦 高輝度・高効率次世代レーザー技術開発

村上 武 次世代火力発電等技術開発／CO2有効利用技術開発

阿部 正道
高効率低GWP冷媒を使用した中小型空調機器技術の開発
アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業

アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業／動・静脈プレイヤー間のネットワーク化による高効
率リサイクル技術の開発半沢 弘毅

桜井 孝史 官庁出向 革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発

岩坪 哲四郎

民間出向

高温超電導実用化促進技術開発

高橋 洋一 次世代火力発電等技術開発／次世代火力発電基盤技術開発／燃料電池石炭ガス適用性研究、ガス
タービン燃料電池複合発電技術開発、石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業

佐藤 順 次世代火力発電等技術開発／高効率ガスタービン技術実証事業／１７００℃級ガスタービン、高湿分利
用空気ガスタービン（ＡＨＡＴ）、石炭火力の競争力強化技術開発

足立 啓 次世代火力発電等技術開発／次世代火力発電基盤技術開発／CO2回収型クローズドIGCC技術開発、先進超々臨界圧
火力発電技術開発、次世代技術の早期実用化に向けた信頼性向上技術開発

西岡 映二 次世代火力発電等技術開発／次世代火力発電基盤技術開発／燃料電池向け石炭ガスクリーンナップ
要素研究

中田 博之
次世代火力発電等技術開発／次世代火力発電基盤技術開発／次世代ガス化システム技術開発、CO2
分離型化学燃焼石炭利用技術開発
クリーンコール技術開発／低品位炭利用促進事業

武信 弘一 クリーンコール技術開発／石炭利用環境対策事業

村松 猛 アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業／籾殻焼却灰（シリカ等）の資源循環システムの実
証事業（実現可能性調査）

宮代 一利 アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業／バングラデシュ国ダッカ市における廃電子機器等
の適正処理・金属再資源化実証事業（実現可能性調査）

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）

１８プロジェクト／１０名
（９プロジェクト／６名）

官庁出向 ２プロジェクト／２名

民間出向 ２５プロジェクト／２４名

【平成２８年度から開始したプロジェクト】

【平成２７年度までに開始したプロジェクト】

（ⅰ）企画、実施段階

ナショナルプロジェクトとＰＭ



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

『人間の能力を超える、又は人間の能力に匹敵する人工知能・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

実用化への道筋を付けるべく、委託先と企業等と
のマッチングをＰＭが支援。産学官連携体制の構
築や本プロジェクトにおける分野間・分野内連携を
促進。計３６件のマッチングに繋がった。

【効果①】 『知的財産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中、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内に常駐。

【効果②】 『ワークショップの開催』

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

14

（ＡＩＲＣ）

○センサ、アクチュエータ、インテグレーションに関する革新的ロボット要素技術の研究開発を実施。
平成２８年度には、社会課題に対応した研究開発課題を設定した公募により、今まで実現されていない
ロボットハンドや味覚センサ等、新たに１１件の先導研究を始動。

１８件の革新的ロボット要素技術について、コア技術の独
自性・優位性、実用化に向けた戦略の策定状況に重点を
置いたステージゲート評価を実施。１２件を本格的な研究
開発に移行。

【効果③】 『ＰＭ主導による優れたテーマの絞り込み』

○産総研・人工知能研究センター（ＡＩＲＣ）を研究開発拠点とし、大学・研究機関等の研究
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。



（ⅱ ）評価／反映・実行
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●評価のポイント
• 中長期目標期間中に中間評価を合計５１件実施。（平成２５～２７年度： ２７件、平成２８年度：１２
件、平成２９年度：１２件）

• 平成２５年度から平成２８年度までの対象プロジェクトついて評価を実施し、評価コメントをまとめ、
評価結果を数値化して提示。評価結果は、その後のプロジェクトの運営に活用。（平成２５～２８
年度）

• 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、実施計画の見直
し等を的確に実施するため、中間評価を実施。

事業名 評価のポイント 反映（対処方針）のポイント

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目標と
して掲げているモーター
の損失削減目標は、見直
しが必要である。

現状の最新モーター損失削減達成状況及び、第１期でシミュレー
ションにより算出された達成見込み値から、従来の２５％削減より
高い４０％削減に目標を見直す。

太陽光発電システ
ム効率向上・維持
管理技術開発プロ
ジェクト

一部のテーマについては、
実用化に向けた見通しに
関する検討そのものが、
やや不十分の印象を受
ける。

市場の変化も踏まえ、実用化・事業化の見通しを再精査するとと
もに平成２９年度以降のＮＥＤＯ負担割合を２／３から１／２に見
直し、実施内容を事業化の可能性が高いものに重点化する。

有機ケイ素機能性
化学品製造プロセ
ス技術開発

ジアルキルジアルコキシ
シランの実現性の高い合
成法の見通しが得られて
いない。

実用化の見込みが低い検討項目については、平成２８年度末を
もって終了とし、研究開発資源を、ジアルコキシシランの合成法の
確立を含む①－(２) (Q 単位構造中間原料からの有機ケイ素原
料製造技術の開発)の課題に集中する。

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

中間評価の実施と結果、その反映



（ⅱ ）評価／反映・実行
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• 研究成果の達成度・意義等を客観的に評価し、評価結果を以後のプロジェクトの企画・運営管理
に反映するため、事後評価を実施。第３期中長期計画期間では、８０％以上が合格、６０％以上
が優良との評価を得ることを目標としている。また、評価結果の公表も行っている。

2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8

2.1 2.1 2.0
2.2 2.2

2.3 2.4 2.5 2.42.2 2.3 2.2 2.4 2.3
2.6

2.5
2.6 2.6

1.6 1.8 1.7 1.8
1.8

2.0 2.2 2.1 2.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

ＦＹ20
（19件）

ＦＹ21
（15件）

ＦＹ22
（20件）

ＦＹ23
（30件）

ＦＹ24
（22件）

ＦＹ25
（19件）

ＦＹ26
（15件）

ＦＹ27
（12件）

ＦＹ28
（11件）

位置付け マネジメント 成果 実用化

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

実
用
化
の
見
通
し

成果

優良

合格

◆平成２８年度事後評価の「成果」及び
「実用化の見通し」評点の分布

◆事後における評価評点の推移

第２期中期計画期間 第３期中長期計画期間

●評価のポイント

• 事後評価１１件実施し、１０件（９１％）が合格、合格のうち９件（８２％）が優良に該当。第３期中長期計画期間
の目標を上回っている。（平成２８年度）

• これまでに、５８件実施（合格５７件、優良５１件）し、現時点で合格率９８％、優良率８８％と、目標を大幅に上
回り、１年前倒しで目標を達成。（平成２５～２８年度。なお、平成２５～２７年度は４７件（１００％）が合格、合格
のうち４２件（８９％）が優良）

• 特に優良率については、推進部のマネジメント力の向上により、第２期中期計画の実績（５８．５％）を大幅に
上回っている。（平成２５～２８年度）

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

事後評価の実施と結果

●第二期
中期計画期間

● 平成２５～２７年度
● 平成２８年度
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事業名
「研究成果」と
「実用化見通し」

合計

次世代材料評価基盤技術開発／有機EL材料の評価基盤技術開発 ５．４

革新的低消費電力型インタラクティブシートディスプレイ技術開発 ５．３

ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発 ５．２

高効率ノンフロン型空調機器技術の開発 ５．２

次世代構造部材創製・加工技術開発 〔１〕～〔１｝-１ ５．０

次世代半導体微細加工・評価基盤技術の開発 ４．８

次世代火力発電等技術開発／先進超々臨界圧火力発電技術開発 ４．７

グリーン・サステイナブル・ケミカルプロセス基盤技術開発／資源生産性を向上できる革新的プロセス及び
化学品の開発／微生物触媒による創電型廃水処理基盤技術開発

４．５

安全・低コスト大規模蓄電システム技術開発 ４．３

次世代送電システムの安全性・信頼性に係る実証研究 ３．４

太陽熱エネルギー活用型住宅の技術開発 ２．９

（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１．０以上、
かつ、「研究成果」及び「実用化見通し」の評点の合計が３．０以上。
優良の基準は、４つの評価項目の評点が全て１．０以上、かつ、「研究成果」及び「実用化見通し」の評点の合計が４．０以上。

優
良

合
格

事後評価１１件実施し、１０件（９１％）が合格、合格のうち９件（８２％）が優良、１件（９％）が不合格。
合格を得られなかった「太陽熱エネルギー活用型住宅の技術開発」については、事業終了後ではあるが、推進
部署のフォローの下、事後評価結果を活用した改善を進めているところであり、具体的には、成果の普及のた
めのマニュアル作成、実証結果のフィードバック等を実施。

（ⅱ ）評価／反映・実行

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

【参考】平成２８年度事後評価結果（「研究成果」と「実用化見通し」合計）
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●評価のポイント

• 研究開発の段階及び実用化達成率の定義を明確に示し、事業終了後５年経過後の目標値を設定。実用化達成
率は、第３期中長期計画期間の目標達成率（２５％）を上回った。（平成２５～２７年度）

• 第３期中長期計画期間中の達成率は２８．０％となり、目標値（２５％）を２年前倒しで達成済み。 （平成２８年度）

• 平成２２年度終了案件（平成２８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、２２．７％（５８事業者／２５６事業者）。

• 第３期中長期計画期間（５年間）の実用化達成率は、２８．０％（２０３事業者/７２４事業者）。

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 ９１ ４３ ６４ １９ ３９ ２５６ ２２．７％

平成２３年度 ２４ １７ ６２ ３１ ２４ １５８ ３４．８％

総計 １９２ １２０ ２０９ ９６ １０７ ７２４ ２８．０％

※網掛け部分は、今後、変動の可能性あり
※平成２８年度の実用化達成率は、 ２２．７％であり目標値（２５％）を下回った。これは、平成２２年度終了案件に半導体分野のプロ
ジェクト参加事業者が多数含まれていたことが主要因であり、これらを除いた実用化達成率は２４．５％であった。

表 第３期中長期計画期間における実用化率の状況

（ⅱ ）評価／反映・実行

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

ナショナルプロジェクト実用化達成率
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段階 ＮＥＤＯ追跡調査における段階定義

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）

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）

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）

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

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

継続 プロジェクト終了後も研究開発を継続

非継続 プロジェクト終了直後研究開発を中止・中断

表 ＮＥＤＯ追跡調査における研究開発段階の定義

実用化達成率の定義
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上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

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

【参考】実用化達成率の導出に関する補足情報

（ⅱ ）評価／反映・実行



• 実用化促進事業のうち特にイノベーションに資する事業※は事後評価において、６割以上が「順
調」の評価を得るという目標を設定。

20

●評価のポイント

• 採択審査では、選定を行う際の審査基準を、技術・事業化の両面で設け、事業化への見通しも含めた審査を
実施。加えて経営者との面談も実施し、事業化への意識の高い案件を採択。（平成２６年度）

• イノベーション・ジャパン等へのマッチングイベントへの出展を慫慂するなどして実施期間中に事業化を常に意
識したマネジメントを実施。（平成２５～２８年度）

• 上記取組の結果、平成２５年度から２８年度までの順調率は７１．２％（２２５件／３１６件）であり、中長期目標
（順調率６０％）を前倒しで達成（平成２９年度の対象件数は４１件）。 （平成２５～２８年度）

20

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

対象件数 順調件数 順調率（％）

平成２５年度 ５４ ４０ ７４．１

平成２６年度 １３８ ８９ ６４．５

平成２７年度 １２４ ９６ ７７．４

平成２８年度 - - -

（平成２９年度） （４１） - -

合計 ３１６ ２２５ ７１．２

※対象事業（平成２８年度は事後評価対象無し）
・イノベーション推進事業［平成１２～２３年度］
・イノベーション実用化ベンチャー支援事業
［平成２４～２５年度］
・平成２５年度イノベーション実用化ベンチャー支援事業
［平成２５～２６年度］

○支援事業者例：Ｓｐｉｂｅｒ㈱

クモの糸の主成分をベースと
するバイオ素材QMONOS®の
量産技術を開発

実用化に向けた支援と評価

「順調」の計算式：①技術に関する評価項目（技術開発の達成状況等）及び②実用化・事業化の見通しに関する評価項目（実用化ス
ケジュール等）をそれぞれＡ＝４点、Ｂ＝３点、Ｃ＝２点、Ｄ＝１点、Ｅ＝０点で評価者に評価してもらい、それぞれ平均得点を算出し
た上で、原則として合計４．０点以上の場合を「順調」とする。
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平成２１年度終了案件
（平成２５年度集計）

平成２２年度終了案件
（平成２６年度集計）

平成２３年度終了案件
（平成２７年度集計）

平成２４年度終了案件
（平成２８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 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 １８ ７

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 １９ ７

イノベーション推進事業 １３ ３ ９ ２ ３３ ８ - -

ＳＢＩＲ技術革新事業 - - - - ６ ２ ６ ３

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 ８９ ２３ ４３ １７

３６.０％ ３１.８％ ２５.８％ ３９．５％

• 実用化に比較的近い技術の開発を広く支援する実用化促進事業を実施。

• 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。

（ⅱ ）評価／反映・実行

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

●評価のポイント

• 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、事業化への見通しも含めた審査を実施。（平成２５年度）

• 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、財務状況等を確認。(平成２５年度)

• ヒアリング審査に加え、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。（平成２６年度）

• 平成２１～２４年度の終了分の実用化達成率は、３１．８％（９３件／２９２件）。（平成２５～２８年度）

• 平成２５年度終了案件（平成２９年度集計）の実施件数は１３７件であるところ、目標達成できる見込みを得た。
（平成２９年度見込）

実用化促進事業の実用化達成率



22

●評価のポイント

• 平成２５～２８年度のアンケートの回答率について９７．３％を実現。（平成２５～２８年度）
• 平成２８年度の回答率は前年度（９７．５％）を上回り、９８．２％を達成。（平成２８年度）
• 実用化実績をデータベース化し、採択審査の企業選定やマッチング会参加企業選定への活用を開始。設問数
の絞り込み（４割削減）、ケーススタディ調査を６分野で実施。新規調査（簡易中止調査）を開始。国内研究者へ
のデータ提供と意見交換を開始。一般公開のワークショップを開催し、調査結果を公表。 （平成２５～２７年度）

• 海外類似機関における追跡調査手法・結果の調査による国際的ベンチマークを実施。 (平成２８年度)
• データ提供を行っている国内研究者８チームとの議論により、評価・予測モデルの構築を目指す。国際的ベンチ
マークで得られた結果を追跡調査・評価へ反映を予定。（平成２９年度見込）

• 第３期中長期計画期間において、延べ２８８プロジェクト、延べ３，８９３機関に追跡調査を実施。
• 調査結果に基づき、実用化状況の把握・分析と、成功・失敗要因分析を実施。分析結果は、マネジメントガイド
ラインへの反映や内部研修での共有により機構内のプロジェクトマネジメント向上に貢献。

■非継続
■継続

■中止・中断
■研究段階
■開発段階
■製品化段階
■上市段階

Ｎ＝５６６

終了直後 終了後５年経過

◆平成１９～２２年度終了プロジェクトに参加した企業の
終了直後及び終了後５年経過時点の実用化状況

◆追跡アンケート調査結果の内部研修への反映例
～NEDO-PMとの普段の協議内容に対する回答結果～

0%
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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

追跡調査の実施と結果

■H28年度（N=101）H27年度終了プロジェクト対象
□H23年度（N=258）H22年度終了プロジェクト対象

（ⅱ ）評価／反映・実行
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プロジェクト期間

終了直後 ２年目 ４年目 ６年目

＋

１１５製品
（４８製品）

• マネジメントガイドラインの改訂
に反映（平成２８年度）

• NEDO内部研修での共有（４０回）
• 参加企業選定での活用（１０９回）
• マッチング会の出展候補選定での
活用 等

アンケート調査
（２８８ＰＪ、３，８９３機関を対象。

回収率９７％）

インタビュー調査（１８件）
ケーススタディ（６件）

立案
採択

「NEDOインサイド製品」調
査で中長期アウトカム把握

９３事例
（４０事例）

NEDO実用化ドキュメント
～サクセスストーリー～

NEDOインサイド製品
～効果・便益の定量化～

追跡調査期間

（ ）は第３期中長期計画期間中の実施件数

開発成果・マネジメント情報
のデータベース化

分析方法・結果の発信・議論
• 国内研究者との共同研究（８チーム）
• 学会発表 （国内１２件、海外９件）
• 論文 （英文１報、和文１報）
• ワークショップ（１回）、学会セッション企画（１回）
• 国内外機関との意見交換（１４回）

プロジェクトマネジメントへの反映

（左）ワークショップ
（下）全米評価学会

成功・失敗要因等の分析
実用化事例の
発信・分析

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

【参考】追跡調査の実施と結果に係る補足資料

（ⅱ ）評価／反映・実行



（ⅱ ）評価／反映・実行
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●評価のポイント
• 対象製品について、平成２５～２７年度の間で７０から１１２製品に拡大。さらに、平成２８年度は、６製品の追加
と既存製品の統合を実施し、計１１５製品に拡大。（平成２８年度）

• 物価変動及び３種類の割引率による補正、製品ライフサイクルを考慮するなど精度向上を実施。また、産業連
関による波及効果分析、ケーススタディ調査（２分野）などの多面的評価を実施。（平成２５～２７年度）

• 費用対効果の方法論については、学術的評価を高めるため、２報を論文化（査読有）。（平成２５～２７年度）

• ＮＥＤＯの評価手法に、仏国のファンディング機関ＡＤＥＭＥが注目。先方が比較分析を実施。（平成２８年度）
• 中小・ベンチャー企業にフォーカスした調査を開始。８４２件を分析し高い実用化率の達成と経済効果を把握。
（平成２８年度）

• 中小・ベンチャー企業にフォーカスした調査については、引き続き対象を広げ、成功要因の絞り込みを実施予
定。（平成２９年度見込）

• 技術開発の成果を基礎とした産業技術、エネルギー及び環境分野への貢献（アウトカム）につい
て、「NEDOインサイド製品２０１７」としてとりまとめている。売上などの経済的効果や社会的（環
境）効果を試算し、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。

R&D成果
（投入費用：6,890億円） 製品化・上市

インプット
NEDOインサイド製品
（１１５製品）

中長期アウトカム短期的アウトカム

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

ＮＥＤＯプロジェクトの費用対効果

①単年度売上額(2015年度)：5.6兆円
（参考）名目GDP532兆円(2015年度)

②累積売上額 （※割引率0%～5％）
実績(～2015年度)：45.7兆円
将来予測(今後10年間)：

44.0～56.6兆円

①ＣＯ２排出量削減効果：（t-CO2／年) <32製品>
3,759万（2015年度）、8,288万（2025年度）

（参考）地球温暖化対策計画（2030年）：3億2900万
②一次エネルギー削減効果：(原油換算kL/年)<18製品>
248万（2015年度）、835万（2025年度）

（参考）長期エネルギー需給見通し（2030年）：5,030万

経
済
的
効
果

経
済
的
効
果

社
会
的
効
果

社
会
的
効
果



（ⅱ ）評価／反映・実行
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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

【参考】ＮＥＤＯプロジェクトの費用対効果に係る補足資料



実用化状況 全体 実用化 達成率

中小企業※１ ４４９件（※２） (３５２社) １５１件（※２） (１３２社) ３３．６％

ベンチャー ３９３件（※２） (２９２社) １２９件（※２） (１１４社) ３２．８％

（ⅱ ）評価／反映・実行
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手法：実用化企業２２９社へのアンケート調査
上記の内、顕著な成長企業９社へのインタビュー調査

結果：費用対効果は小さい（１倍程度）。波及効果の精査が課題。

※１ 中小企業： 資本金３億円以下、又は従業員３００人以下
みなし大企業、ホールディングス、大企業の連結会社・関係会社・グループ会社は今回対象外

※２ テーマ数

会社設立 Ｒ＆Ｄ支援 実用化 イグジット

プロジェクト・
テーマ公募
事業

ベンチャー
１０年未満

中小企業

実用化
上市・製品化

IPO

M&A

倒産・解散・清算社内ベンチャー
（スピンオフ）

３５２社

２９２社

上市・製品化
投入費用：１３７億円
（平成２８年度調査内容）

直接的経済効果
累積売上額：１５４億円
（平成２８年度調査内容）

成長ポテンシャル
（平成２９年度調査内容）

サプライチェーン
全体での波及効果
（大企業への部品・部材の
供給）
（平成２９年度調査内容）

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

【参考】中小・ベンチャー企業の効果・便益の把握
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• 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毎年度、全国において
目標値を上回る延べ２０回開催をし、平成２８年度は延べ１,１０２名の参加があった。

• 事務処理の効率化の推進及び不適切な事務の未然防止のため、事業者からの要望・意見や国の
政策方針等をもとに、毎年度、契約・検査に係る制度改善を実施。

• 業務改善に係るアンケートの結果、平成２８年度は目標値を上回る９６．５％から肯定的回答を得
た。

（ⅲ ）その他

主な制度改善の取組内容について（例）
【平成２５年度検討、平成２６年度実施】

●NEDO帰属及び共有資産の効率的な使用（共用使用）の促進

【平成２６年度検討、平成２７年度実施】

●処分制限財産等の目的外使用の柔軟対応（特例の創設）

【平成２７年度検討、平成２８年度実施】

●他機関に先駆け、大学等に対する間接経費率の上限の引上げ

【平成２８年度検討、平成２９年度実施予定】

●学生（大学院後期博士課程）の研究員登録を可能とする

●中小企業等及び国立研究開発法人等に対する間接経費率の拡大

●評価のポイント

• 事業実施者への説明会について、毎年度、目標値（年４回、延べ１５回以上）を上回る回数を開催し、各種

ルールの徹底に着実に取り組んでいる。さらに、毎年度、事業者からの意見や国の政策方針等を適時反映し

た制度改善を実施している。（平成２５～２８年度）

• 主な取組としては、他機関に先駆けた、大学等に対する間接経費率の上限引き上げ（平成２８年度実施）等が

挙げられる。これらにより、業務改善に係るアンケートにおいて毎年度、目標値（８割）を上回る肯定的な回答

を得、第３期中長期計画期間の平均は９８．７％となり、目標を達成している。（平成２５～２８年度）

制度に係る説明会開催実績
●毎年度（平成２５～２８年度）

全国で年４回、延べ２０回開催した。

（目標値：年４回、延べ１５回以上）

●制度説明会参加人数実績

平成２５年度： ７５２名

平成２６年度：１，１６０名

平成２７年度：１，１８３名

平成２８年度：１，１０２名

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

制度面・手続き面の改善に係る説明会、契約・検査制度の改善について、アンケートの実施
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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

●評価のポイント
• 平成２８年度は４４プロジェクト（うち新規１２プロジェクト）に「ＮＥＤＯ知財方針」を適用。さ
らにこれまでの知財マネジメントの取組を研究・イノベーション学会や広報誌「ＦｏｃｕｓＮＥ
ＤＯ」を通じて情報発信。（平成２８年度）

• 「ＮＥＤＯ知財方針」の適用は平成２５年度からＮＥＤＯ独自の取組として開始。平成２７
年度の経済産業省「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、当該ガイドラインに整合するように、 「ＮＥＤＯ知財方針」と約款を改
訂するとともに、プロジェクトの開発フェーズ、実施体制等を勘案し、必要に応じて「ＮＥＤ
Ｏ知財方針」をカスタマイズし、プロジェクトごとに最適な知財方針を策定する運用に変
更。平成２８年度末までに延べ１０９プロジェクトに対して適用。（平成２５～２８年度）

• 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、「ＮＥＤＯプロジェクトにおける知財マネジメント
基本方針」（以下「ＮＥＤＯ知財方針」という。）を適用。

「ＮＥＤＯ知財方針」をカスタマイズした主なプロジェクト一覧

プロジェクト名 「ＮＥＤＯ知財方針」カスタマイズ最適化のポイント

エネルギー・環境新技術先導プログラム （追加公募）
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。

革新型蓄電池実用化促進基盤技術研究開発
知財の取り扱いについて産学連携拠点と協議することを定め、知財や技術の専門家で構成し
た知財運営委員会で知財の強化に取り組む体制を整備した。

次世代ロボット中核技術開発 （追加公募）
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。

遺伝子組換え植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発
研究テーマ間のシナジー効果発揮等によるプロジェクトの成果最大化を目指し、知的財産権
（フォアグラウンドＩＰ）については、別のテーマ参加者からの実施許諾の求めにも原則応じる
ことを定めた。

高輝度・高効率次世代レーザー技術開発
ＮＥＤＯの指示の下、新たにテーマ間連携を行う時は、両テーマ参加者間で知財財産の取り
扱いについての合意形成を行うことを定めた。

戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）／革新的設計生産技
術 （追加公募）

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。

未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発／技術シーズ
発掘のための小規模研究開発(蓄熱) （追加公募）

先導研究であるため、知的財産権の実施については特段制限を課さない方針とした。

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

Ｆｏｃｕｓ ＮＥＤＯ Ｎｏ．６４



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

（イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興
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評価概要

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２８年度評価】

• 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。

• 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。

• 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。

【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。

• 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。

• 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。

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：Ａ、第３期中長期目標期間見込：Ａ

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ａ 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目
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●評価のポイント

• ＳＴＳに対する支援として、認定ベン
チャーキャピタル（ＶＣ）が協調支援（出
資）とハンズオン支援を行うスキームを
開始。（平成２７年度）

• ＳＣＡに対する事業化支援制度を新たに
開始し、研究開発型ベンチャーに対する
シームレスな支援制度の拡充を行った。
（平成２８年度）

• 認定ベンチャーキャピタル（ＶＣ）の追加
公募を実施し、１５社・チームを追加認定
した。認定ＶＣの数は、合計２５社・チー
ムに拡大。（平成２８年度）

• 「研究開発型ベンチャー支援事業」に
よって支援を実施したベンチャー企業の
数は、平成２９年度末までに合計２００件
以上となる見込み。（平成２９年度見込）

• 研究開発型ベンチャーに対するシーズ発掘から事業化の支援に至るまでのシームレスな支援
環境を構築するために「研究開発型ベンチャー支援事業」（事業期間：平成２６～３０年度）を実
施。平成２８年度は、事業全体として４制度で合計６８件を新規採択し、支援を実施（なお、平成２
６年度からの累計で１８３件を採択）。

• 平成２８年度は既存の制度に加えて、新たに研究開発型ベンチャーと事業会社との連携を促進
する「企業間連携スタートアップ（ＳＣＡ）に対する事業化支援」を開始し、１２件を新規採択。

平成26年度~ 平成27年度~

「研究開発型ベンチャー支援事業」概要図

大学等発起業家支援
Technology 

Commercialization 
Program (TCP)

スタートアップ
イノベーター

(Startup Innovator 
(SUI))支援事業

ステージ/時間

事
業
規
模

・ビジネスプラン作成研修
・ピッチイベント
・メンタリング
・企業・投資家とのマッチング
・国内外研修、海外派遣等

・事業カタライザー
によるメンタリン
グ・伴走支援

・専門/技術カタライ
ザー

カタライザー
・メンタリング
（新事業展開支援）

・事業会社との技術
連携

事業会社
・技術連携

シード期の研究開発型
ベンチャー(Seed-
stage Technology-
based Startups
(STS))事業化支援

・認定VC等による１５%
出資

・認定VC等によるハンズ
オン支援

企業間連携
スタートアップ
(Startups in 
Corporate 

Alliance(SCA))支援

認定VC
・出資

支
援
内
容

平成26年度~

平成28年度~

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

研究開発型ベンチャーに対するシームレスな支援を実施



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１９社。平成２８年度には新たに３社上場。
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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）
上場時期

株式会社カイオム・バイオサイエンス １１０億円 平成２３年１０月

シンバイオ製薬株式会社 １０７億円 平成２３年１０月

新田ゼラチン株式会社 １３９億円 平成２３年１２月

株式会社ユーグレナ １，０１８億円 平成２４年１２月

株式会社メドレックス ４９億円 平成２５年 ２月

ペプチドリーム株式会社（※東京大学に支援） ３，００９億円 平成２５年 ６月

株式会社リプロセル ２４７億円 平成２５年 ６月

オンコリスバイオファーマ株式会社 ９０億円 平成２５年１２月

株式会社ダイキアクシス １１５億円 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 １１９億円 平成２５年１２月

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 ３，４３６億円 平成２６年 ３月

ダイキョーニシカワ株式会社 １，０７８億円 平成２６年 ３月

株式会社フィックスターズ ２２２億円 平成２６年 ４月

株式会社リボミック １０３億円 平成２６年 ９月

株式会社クレステック ４１億円 平成２７年 ７月

株式会社グリーンペプタイド ２３４億円 平成２７年１０月

株式会社JMC ５８億円 平成２８年１１月

リネットジャパン株式会社 １０７億円 平成２８年１２月

株式会社レノバ ３１１億円 平成２９年 ２月

合計 １兆５９３億円
31

●評価のポイント
• 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。（平成２８年度）

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社は平成２５年度に上
場。ＮＥＤＯはこれまで、生活支援ロボットの装
着型ロボットスーツ「ＨＡＬ®」の開発をはじめと
して、医療機器としての欧州安全基準を満たし
たことを証するＣＥマークの取得等、実用化に
向けた取組を後押し。

ロボット治療機器として世界で初めてＣＥマーキ
ングを取得した「ロボットスーツＨＡＬ®医療用」

（提供：ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社）

※日本経済新聞ＨＰの情報から算出（平成２９年３月３１日時点））



• 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を２０％以上とする
目標を設定。

中堅・中小・ベンチャー企業の採択額比率
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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

平成２８年度 平成２７～２８年度合計

新規採択額総額 ２６４．１億円
（２４２．８億円）

８１１．０億円
（７５２．３億円）

うち、中堅・中小・ベンチャー企業
新規採択額

６５．４億円
（４４．１億円）

２２４．０億円
（１６５．７億円）

中堅・中小・ベンチャー企業の割合 ２４．８％
（１８．２％）

２７．６％
（２２．０％）

●評価のポイント

• 平成２８年度の新規採択額に占める中堅・中小企業等の採択額の割合は２４．８％（新規採択額
２６４．１億円のうち中堅・中小企業等の採択額６５．４億円）となり、目標を上回る実績を達成。
（平成２８年度）

• 第３期中長期計画期間の合計（平成２７年度以降）では、新規採択額に占める中堅・中小企業等
の採択額の割合は２７．６％（新規採択額８１１．０億円のうち中堅・中小企業等の採択額２２４．
０億円）となり、中長期計画における目標を達成見込み。（平成２７～２９年度見込）

※括弧内は補正予算を含まない数値（参考値）



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

（ウ）オープンイノベーションの推進
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評価概要

【平成２８年度評価】

• 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。

• 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。

【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。

•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。

•セミナー、ワークショップ、ＮＥＤＯピッチを計３４回開催。また、Ｎ
ＥＤＯ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。

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

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 － － Ａ A A

評価方式 － － 主務大臣による評価

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：A、第３期中長期目標期間見込：A

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目
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●評価のポイント
• 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（平成２８年度
目標：２０回以上）開催。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。（平成２８年度）

• 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。
各種書籍等で引用されている。（平成２８
年度）

• 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（２
１８者）比３７３％となる大幅増加。（平成２
８年度）

• 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）。平成２９年３月には、日本ベン
チャー大賞の事務局を担うベンチャー創造協議会と合併し、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（事務局は引き続きＮＥＤＯが務める）。

• 協議会設立から２年間でセミナー、ピッチイベント等のＪＯＩＣ主催イベントを合計３４回（平成２７年度：１１回、２
８年度：２３回）開催。また、平成２８年７月にはオープンイノベーション白書を公表。

オープン
イノベーション白書

第4回JOICセミナー（白書報告会）の様子

第15回NEDOピッチ（宇宙特集）の様子

【イベント開催実績】 平成２７年度 平成２８年度 合計

大規模セミナー ３回 ３回 ６回

JOICワークショップ ２回 ５回 ７回

ＮＥＤＯピッチ／ＮＥＤＯドリームピッチ ６回 １１回 １７回

JOIC異業種交流会 － ４回 ４回

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

オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会（JOIC）
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• 日本国内の公的研究機関、大学又は高等専門学校のうち、技術シーズを事業化に結び付ける
機能を有する機関を橋渡し研究機関として確認し、中堅・中小・ベンチャー企業と橋渡し研究機
関との共同研究を要件として助成を行うことで、技術力の向上と橋渡し機能の強化を図っている。

• 当該事業は、新輸出大国コンソーシアムの関連施策の一つとして位置づけられており、本助成
事業で開発する技術や製品の販売先として海外市場を見据えている場合は、新輸出大国コン
ソーシアムが設置するコンシェルジュ等から、申請に当たっての推薦や、事業実施に係るアドバ
イス、支援を受けることが可能。

●評価のポイント

• 平成２７年度から事業を開始し、現在までに８３件を新規採択。橋渡し研究機関として１９２機関
を確認。（平成２８年度）

• 新輸出大国コンソーシアムの関連施策として、ＪＥＴＲＯ等と連携。本助成事業への申請にあたっ
て、新輸出大国コンソーシアムのコンシェルジュから推薦書を受け付け、推薦を受けた１７件を採
択。（平成２８年度）

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

橋渡し機能の強化



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

（エ）国際共同事業の推進
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評価概要

評価根拠

【平成２８年度評価】

• 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。

• ロシア（連邦技術発展庁（ＡＴＤ））とチェコ（チェコ技術庁（ＴＡＣ
Ｒ））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。

【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２
７ヶ国（見込みでは２８ヶ国）に増加。

• 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。

• 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。

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

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：B、第３期中長期目標期間見込：B
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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ B B 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目



• 第２期中長期計画においては、共同で事業実施の可能性がある各国政府機関、国際機関と積極
的に包括的な協力協定を締結し、幅広くシーズ発掘を実施。

• 第３期中長期計画期間は、前期で締結した包括的な協定のもとで具体的な案件を形成・実施した
ことで、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２８ヶ国）に増
加。ＭＯＵ締結数としては、６８件。

• また、平成２８年度に締結した協力協定は、１８件（事業関連１６件、二国間関係に係るもの２件）。
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ドイツ・ニーダーザクセン州等と
基本協定を締結

タイ王国国家イノベーション庁と
基本協定を締結

南アフリカ共和国のダーバン市と
基本協定を締結

ロシア連邦ブリヤート共和国と
意向表明書に署名

ポーランド・エネルギー省と
基本協定を締結

インド鉄鋼省と基本協定を締結

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

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①
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●評価のポイント

• ＮＥＤＯがケニア及びエチオピアで実施したマイクロ水力発電技術

に関する調査事業について、アフリカでの事業実施に知見があるＵ

ＮＩＤＯが事業の有望性を高く評価。本事業をＵＮＩＤＯが実施する低

炭素・低排出クリーンエネルギー技術移転プログラム（ＬＣＥＴ）の事

業として採用。事業終了後は、二国間クレジット制度（ＪＣＭ）に繋げ

るべく、ＮＥＤＯで温室効果ガス排出削減の定量化に係る調査事業

を実施中（平成２５～２９年度見込）。

• 日本政府が主導し、国連等が共催するアフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）

について、ＵＮＩＤＯとの協力関係に基づき、第５、６回アフリカ開発

会議（ＴＩＣＡＤⅤ、Ⅵ）で講演を実施（平成２５、２８年度）。

• プーチン大統領が、海外からの技術導入を進めるために平成２８

年５月に設立したＡＴＤと、安倍総理大臣の訪露に伴い、ＭＯＵを締

結（初の締結国の一つ）、ロシアでの日本の技術普及への貢献が

期待される。（平成２８年度）

• 新たに協力協定（ＭＯＵ）を締結した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した。

• 従前から関係のある国際エネルギー機関（ＩＥＡ）、アジア開発銀行（ＡＤＢ）等の国際機関とは、定期
的な会合の出席やエネルギー技術に関する意見交換等を通じ、更なる協力関係を発展させた。

• 平成２８年度は新たにロシアの連邦技術発展庁（ＡＴＤ）、チェコ技術庁（ＴＡＣＲ）と協力協定を締結。

ロシア技術発展庁（ＡＴＤ）とのＭＯＣ調印（平成２８年９月）

ＴＩＣＡＤⅥのイベントの様子（平成２８年８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

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②
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●評価のポイント

• イスラエルとの産業Ｒ＆Ｄ分野における二
国間の研究協力事業としては日本初の試
み。地政学的に進出し難い当該地域の企業
との共同研究の推進に貢献。（平成２６年
度）

• 日仏首脳の共同宣言において、当該事業が
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。（平成２７年度）

• 対象国・案件の拡大を図り、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。（平成２８
年度）

• ＮＥＤＯと海外の技術開発マネジメント機関等が連携し、「コファンド形式」で本邦企業と相手国企
業等によるオープンイノベーションを支援。

• 平成２６年度以降、イスラエル(Israel Innovation Authority)、フランス(Ｂｐｉｆｒａｎｃｅ)と協力協定の
下で、これまで７件のプロジェクトを実施。

• 平成２９年３月にはドイツ連邦経済エネルギー省（ＢＭＷｉ）との間で協力協定を締結し、平成２９
年度中に公募の実施を予定。

実施体制

日本企業等 相手国企業等連携

協力

公募・提案・採択

日本 相手国

公募・提案・採択

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

我が国企業の国際展開・海外企業とのオープンイノベーションを支援 ①
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コファンド実施事業一覧 成果例

別の種類の細胞を検出する、赤・青２種
類の蛍光ナノ粒子が、多数細胞表面に付
着している様子。

フランスＢｐｉｆｒａｎｃｅとの国際研究開発・実証事業
蛍光ナノイメージングを用いた創薬支援システムの開発

パスツール研究所は、コニカミノルタの蛍光ナノ粒子を薬剤に結
合させ、 バイオアクシャル社の超解像顕微鏡で当該ナノ粒子が
付着したタンパク質等の挙動を高い解像度で観察することにより、
どのタンパク質に薬の効果が発現しているかを検証。本事業で開
発する先進的バイオイメージング技術は、新薬開発のスピード
アップへ貢献。本事業の開発成果は創薬支援受託ビジネス（ＣＲ
Ｏ)として確立していく予定。

バイオアクシャル社の

超解像画像観察装置CODIM

ＮＥＤＯ Bpifrance
協定

コニカミノルタ
蛍光ナノ粒子開発

バイオアクシャル
超解像度顕微鏡

パスツール研究所
蛍光ナノ粒子を活用した細胞実験

やマウスでの実験

コンソーシアム

No テーマ名 委託先 履行期間

フランス

1

フランスＢｐｉｆｒａｎｃｅとの国際研
究開発・実証事業蛍光ナノイ
メージングを用いた創薬支援
システムの開発

コニカミノルタ株式会社 平成２７～２９年度

2

フランスＢｐｉｆｒａｎｃｅとの国際研
究開発・実証事業 ライダー用
可視・紫外レーザ光源の研究
開発

株式会社オキサイド 平成２７～２９年度

イスラエル

1

日本ーイスラエル研究開発協
力事業光学マイクロフォンを
利用したヘッドセットを用いた
高騒音下でも使用可能な音声
認識システムの研究開発

株式会社フュートレック
株式会社ＡＴＲーＴｒｅｋ

平成２７～２９年度

2
日本ーイスラエル研究開発協
力事業サイバー・フィジカル統
合セキュリティ基盤の研究開発

日本電気株式会社 平成２７～２９年度

3
パブリックセーフティ向け自立
分散型LTE無線通信システム
の研究開発

日本無線株式会社 平成２８～２９年度

4
車載表示機器における対象物
追尾ＡＲ表示トラッキング技術
の研究開発

株式会社リコー 平成２８～２９年度

5
スマート社会実現に向けたIoT
用光アクセスプラットホームの
研究開発

沖電気工業株式会社 平成２７～２８年度

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

我が国企業の国際展開・海外企業とのオープンイノベーションを支援 ②
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評価概要

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

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：Ａ、第３期中長期目標期間見込：Ａ

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定
－ －

Ａ Ａ Ａ

評価方式
－ －

主務大臣による評価

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目

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

（オ）技術開発成果の事業化支援
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評価概要

【平成２８年度評価】

• 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。

• 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。

• 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。

• 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。

【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。

•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。

•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。

• 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。

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

評価根拠
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• ＮＥＤＯがこれまで支援した事業者に対してその後の実用化を推進するため、ビジネスの専門家
（カタライザー）からの助言の機会や、展示会・ピッチ（ショートプレゼン会）等のマッチングの機会
を提供。

• さらに、中堅・中小ベンチャーに対しては、必要な資金調達を支援するため、（株）産業革新機構
や日本政策金融公庫とのＭＯＵ等に基づき、ＮＥＤＯから有望な事業者を推薦し、７件の出資・融
資を実現。

＜写真＞TVS３．０のビジョンヘッド
• 対象物の３次元認識を行い、認識された対象物の３次元位置・姿
勢に基づき、産業用ロボットの動作を最適に制御

• 高速・高精度認識により、ばら積み部品供給の自動化を実現

（株）産業革新機構
からの出資例：
（株）三次元メディア

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

各種マッチング促進に向けた取組①

展示会 マッチング会・ピッチイベント 金融マッチング

出展者数 マッチング数※ 出展者数 マッチング数 推薦件数 出資・融資数

平成２７年度 ３２２社 １，６２２件 43社 61件 33社 3件

平成２８年度 ３２３社 １，２３６件 66件 76件 10社 4件

※ マッチング数・・・サンプル提供、共同研究依頼、資料要求等の総数。
実施後に出展者にアンケート調査カウント。
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【参考】金融マッチングによる出資・融資の獲得

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

◆社名：（株）スマートサポート
◆設立年：平成２０年

◆事業概要：介護など中腰姿勢や持ち上げ動
作が多い作業をサポートし、作業者の腰痛を
防ぐ筋力補助スーツを開発

◆融資元：（株）日本政策金融公庫
（金額非公表）

◆ＮＥＤＯの主な支援事業：
• 福祉用具実用化開発推進事業

※ 平成２８年度は計４件の金融マッチングに成功（（株）３次元メディアは４３ページに記載）

◆社名：オスカーテクノロジー（株）
◆設立年：平成２５年

◆事業概要：自動並列処理でマルチコアプロセッ
サ用のソフトウェアを生成する並列処理対応の
高速コンパイラ開発

◆出資元：（株）産業革新機構（２億円（上限））

◆ＮＥＤＯの主な支援事業：
• TCP(Technology Commercialization 

Program)
• 平成２７年度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
チャーに対する事業化支援

自動並列処理の高速化スキーム
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●評価のポイント
• 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
ど計２，８５８件のマッチングをアレンジ。（平成２７～２８年度）

• 中堅・中小・ベンチャー企業を対象としたＮＥＤＯピッチやマッチング会を年間を通して開催。１３９件のマッチン
グのうち２０件のＮＤＡ契約※が締結されるなど、具体的な協業に向けた成果を創出。（平成２７～２８年度）

• 金融マッチングでは４３件の推薦のうち７件が資金調達を実現（ＩＮＣＪ：４社、ＪＦＣ：３社）。（平成２７～２８年度）

各種マッチング促進に向けた取組②

広報部 イベント
の事例を掲載

H27は透明導電
膜を掲載

(ｎａｎｏｔｅｃｈ２０１６)
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引き
合いがあり、新規ユーザーや新規
市場開拓の機会として大いに活用。

広報部 イベント
の事例を掲載

H28成果で記載

（イノベーション・ジャパン２０１６）
ＮＥＤＯが支援する中小・ベン
チャー事業者から１２０者以上が
出展し開発技術・製品等をＰＲ。
来場者は約２万人。マッチングス
ペースでは約７０件を超える個別
商談を実施。

※ ＮＤＡ契約・・連携具体化に向け、重要な技術情報等を相手先に開示して協業可能性を検討する際に、当該情報の流出を防ぐために締結するもの。

（ベンチャービジネスマッチング会）

ビジネスマッチング会ではプレゼン、
展示、個別面談を実施。平成２７年
度は１１社が参加し、２１１回の商
談が行われ、翌年度のフォローアッ
プでは１１件の成約とＮＤＡ締結な
どの継続案件が１２件となった。同
様に平成２８年度は１３社が参加し
２０９回の商談が行われた。

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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●評価のポイント

• 標準化に係る取組について、平
成２８年度は３０件（目標値３０
件程度）、第３期中長期計画中
では見込で延べ１４０件（目標値
１２２件程度）のプロジェクト基本
計画に記載。（平成２５～２８年
度）

• プロジェクトの成果に係る標準
案について、平成２８年度は８件
（目標値５件程度）、第３期中長
期計画中見込で延べ５１件（目
標値１９件程度）を提案。目標を
大幅に上回って達成するなど、
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。（平成２５～２８年度）

• 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、プロジェクト基本計画に記載。

• プロジェクトの成果として、国内審議団体又はＩＳＯ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等への標準案を提案。

平成２６年２月、
「パーソナルロ
ボットに関する安
全要求事項」ＩＳＯ
１３４８２が発行。
並行して認証ｽｷｰ
ﾑも確立し、認証
を取得した複数の
製品が上市。

【第３期中長期計画 目標と実績】

H25FY H26FY H27FY H28FY H29FY 合計

実績値 21 30 34 30 (25) (140)

目標値 21 21 25 30 25 122

実績値 3 23 12 8 (5) (51)

目標値 2 4 3 5 5 19
( )は見込

標準提案数

基本計画数

【第３期中長期計画 主な実用化例】

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

技術開発と標準化との一体的な推進
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透明ディスプレイの測定法

実環境を想定した明るい背景でのコ
ントラスト性能を測定することで、カ
ラーの鮮やかさ等が比較可能。適切
な性能評価により、市場導入を促
進。

【 平成２８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 委託先名 提案先 規格番号等 規格(案）名称
クリーンデバイス社
会実装推進事業

シャープ、産総
研

IEC/TC110/
WG2

IEC/TR 
62977-2-5

Measurement of transparent 
displays

クリーンデバイス社
会実装推進事業

大阪大、島津
製作所

IEC/TC110/
WG10

IEC/PWI 
62906-4-1

Blank detail specification of 
raster-scanning retina direct 
projection laser display 
devices

クリーンデバイス社
会実装推進事業

大阪大、島津
製作所

IEC/TC110/
WG10

IEC/PWI 
62906-5-5

Optical measuring methods 
of rasters-canning retina 
direct projection devices 

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

光電子融合基
盤技術研究所

IEC/SC86C IEC
62149-11

Multiple channel 
transmitter/receiver chip 
scale package with 
multimode fibreinterface

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

IEC/TC119
WG5

IEC
62899-401 Printability - Overview

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

IEC/TC119
WG5

IEC
62899-502-
1

Mechanical stress testing of 
OLED elements formed on 
flexible substrates

リチウムイオン電池
応用・実用化先端技
術開発事業

日本自動車研
究所、産総研

IEC/TC21 IEC
62660-1 Performance testing

Ⅱ．フォーラム規格等への提案

事業名 委託先名 標準機関名 規格番号等 規格(案）名称

クリーンデバイス社
会実装推進事業

NTT・ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃ
ｸﾉﾛｼﾞ、埼玉大、
大阪大

OITDA(光産
業技術振興協

会)

OITDA/TP 
27/AA 

Interface standard - Optical 
deflector using KTN crystal

平成２８年９月、「透明ディスプレイの
測定法」IEC/TR62977-2-5を提案。

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

技術開発と標準化との一体的な推進

47
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●評価のポイント
• 「実行委員会」、「実行委員会諮問会議」を発足（カーネギーメロン大学金出教授、宇宙飛行士山崎直子氏、

Toyota Research Institute CEO ギル・プラット氏ほか）。（平成２７年度）
• 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。（平成２８年度）

• 平成２８年に策定された「ロボット新戦略」に基づく、日本が世界をリードする新たなロボット・イノベーション創出
のしかけづくりを推進。ＮＥＤＯが、経済産業省ともに、プレ大会・本大会を主催する予定。（平成２９年度見込）

• 安倍総理イニシアティブで設置された「ロボット革命実現会議」による「ロボット新戦略」（平成２７
年２月）で掲げられた２０２０年のロボットの国際大会「World Robot Summit（WRS）」を、経済産業
省とともに主催することを決定。

• ２０１８年プレ大会（東京）、２０２０年本大会（愛知、福島）に向けた検討・準備のために「実行委
員会」、「実行委員会諮問会議」を発足・運営し、競技種目や開催場所、名称、ロゴなどを決定。
特設ウェブサイト、ソーシャルメディア、プロモーションビデオ等を活用して広く世界へ情報発信中。

～世界が注目する高度な技術を集結し、各課題を解決すると同時に、新たな利活用方法が生み出される機会に～

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

ロボットの研究開発・社会実装を加速させる国際大会



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

（カ）情報発信等の推進

49

評価概要

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

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：Ａ、第３期中長期目標期間見込：Ａ

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ａ 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目
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評価概要

【平成２８年度評価】

• 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）。

• 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か所）を上回る全国９
か所（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。

• 「ＮＥＤＯプロジェクト実用化ドキュメント」では、開発に携わった者への
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。

• 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。

• 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。

【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。

• 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か所で開催。

• 「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。

• 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。

• 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１
０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１７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。

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

評価根拠



●評価のポイント

• 第２期中期計画最終年度（平成２４
年度：６９件）に比較し、ニュースリ
リースは年々増加（平成２５年度：７
５件、平成２６年度：１０１件、平成２７
年度：１４５件、平成２８年度：１５６
件）しており、発信する情報量を充実
させている。（平成２５～２８年度）

• 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。（平成２５～２８年度）
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• 国民への情報発信及び国内外で実施する事業の社会的貢献、意義を伝えるため、ニュースリ
リースや記者会見・現場見学会等、各種メディアへの情報発信を積極的に実施。

• 平成２８年度は、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）
（目標：記者会見・現場見学会１０回以上（うち現場見学会３回以上））実施し、理事長が出席する
記者との懇談会を４回（目標：２回以上）実施。また、広報誌『FocusＮＥＤＯ』を４回発行（目標：４
回発行）した。

平成２８年７月２８日 理事長 記者懇談会

「ロボット・ＡＩ分野における研究開発と社会
実装の展望」

１月１２日現地見学会

「世界初・完全自律制御ドローンでの
長距離荷物配送を実証」

広報誌『Focus NEDO』では、新たに巻
頭に「未来技術への提言」と題し、著名
人によるコメントを掲載。

６１号 照明デザイナー 石井幹子氏
６２号 将棋棋士 羽生善治氏
６３号 建築家 隈研吾氏
６４号 元陸上選手 為末大氏

【平成２８年度主な実績】

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

各種メディアを活用した情報発信



●評価のポイント
• ＮＥＤＯの成果や取組を一体的に発信する
ため、「ＮＥＤＯ Ｆｏｒｕｍ」を開催。（平成２６
年度）

• 地方におけるＮＥＤＯの理解促進をめざし、
新たに「ＮＥＤＯフォーラム」を開始。これま
でに全国１６ヶ所で開催。（平成２６～２８年
度）

• Innovation for Cool Earth Forum(ＩＣＥＦ)
や伊勢志摩サミット、ＣｅＢＩＴなど、政府と一
体となったイベント開催・出展を行い、広報
効果を最大化を目指した。（平成２８年度）
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• ＮＥＤＯが取り組んできた開発成果等を広く国民に理解してもらえるよう、各種成果報告会、セミ
ナー・シンポジウム、小中学生向けのイベント等を積極的に開催。

• 平成２８年度は、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。地方での
ＮＥＤＯの取組や事業への理解促進を進めるため、セミナー（ＮＥＤＯフォーラム）を全国９ヶ所（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、延
べ１，４６１名が出席。

• また、ＮＥＤＯの取組や成果の理解促進を行うため、成果報告会を９件、セミナー･シンポジウムを
７０件開催。また、継続的に科学技術館で展示を行うとともに、小中学生向けのイベント等、啓発
事業を４回実施した。

ＮＥＤＯフォーラム２０１６ ｉｎ 関東
（さいたま市、平成２８年９月１６日）

来場者数２９１名

イノベーション・ジャパン ２０１６
（平成２８年８月２５日～２６日）

ＮＥＤＯブース来場者数２０，５７６名
マッチング件数１５７件

ｎａｎｏ ｔｅｃｈ ２０１７
（平成２９年２月１５日～１７日）

ＮＥＤＯブース来場者数２５，７４６名
マッチング件数３１９件

【平成２８年度主な実績】

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

イベントへの出展・開催
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●評価のポイント
• 平成２５～２７年度までに３５件を掲載（合計８１件）。（平成２５～２７年度）
• 平成２８年度に５件を掲載（合計８６件）。（平成２８年度）

• 平成２８年度から、今後、活躍が見込まれる中小・ベンチャー企業の実用化の促進を目指し、それらを中心に
掲載することを開始。また、これまでの掲載案件を、 「ＮＥＤＯ研究開発マネジメントガイドライン新訂第１版」に
おいて、マネジメントの成功事例として紹介。（平成２８年度）

• 平成２９年度は、さらに７件掲載予定（合計９３件予定）。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。（平成２９年度見込）

• 「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
両言語にて公開している。

平成２８年度
掲載事例

太陽光発電システム検査装置
（(株)システム・ジェイディー）

・大学発ベンチャー企業の研究開発を支援し、
世界初の技術が誕生。
・海外展開の際もＮＥＤＯが支援を実施。
その結果、２ヶ国で販売に至る。

スマートスーツ
（(株)スマートサポート ）

・大学発ベンチャー
企業の研究開発を
支援。人の身体能
力の低下を防ぎつ
つ、補助する福祉
用具を開発。

・福祉だけでなく、農
業・工業などの多く
の産業で活用。

◆中小・ベンチャー企業の
各年度における新規掲載割合

N=46   15 15       5    5    7（予定）

第３期中長期計画期間

ＮＥＤＯプロジェクト成功事例の情報発信

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



掲載
年度

対象 取材先

平
成
27
年
度

プラスチックリサイクル JFEスチール（株）

家電リサイクル
システム

（株）日立製作所
／東京エコリサイクル（株）

高精度放射線
治療装置

三菱重工業（株）
／京都大学

／神戸市立医療センター

肝線維糖鎖マーカー 産総研／シスメックス（株）

脳梗塞リスクマーカー
（株）アミンファーマ研究所

.／千葉大学

平
成
28
年
度

太陽光発電システム検査
装置

（株）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（株）
／三重大学

乳房専用PET装置 （株）島津製作所

カーボンナノチューブ 日本ゼオン（株）／産総研

スマートスーツ
（株）スマートサポート
／北海道大学

平
成
29
年
度
（予
定
）

燃料電池システム用高効
率ブロワ

（株）テクノ高槻

ヒト多能性幹細胞大量培
養技術

京都大学／日産化学工業（株）
／ニプロ（株）

産業用ロボット用三次元
ビジョンセンサ―

（株）三次元メディア

マイクロ波利用化学プロ
セス

マイクロ波化学（株）

ECMセメント
（株）竹中工務店／東京工業大

学 他5社

SiCパワー半導体 三菱電機（株）／産総研 他1社
ロボット安全検証センター JARI／産総研／名古屋大学

掲載
年度

対象 取材先

平
成
26
年
度

クリーンディーゼ
ルエンジン

マツダ(株）

バイオマスガス
化発電

中外炉工業(株）

ガラス研磨用
パッド

九重電気(株）
／立命館大学

介護用移乗器 イデアシステム(株）

超硬工具 住友電気工業(株）

石炭ガス化発電
プラント

三菱日立パワーシステムズ(株）
／常磐共同火力(株）

空気冷媒超低
温冷凍システム

(株）前川製作所

全固体紫外レー
ザー

(株）光学技研／大阪大学

半導体検査装
置

産総研／(株）日立製作所
／(株）日立ハイテクノロジーズ

ガスエンジンコ
ジェネシステム

三井造船(株）

RPF製造装置
(株）アーステクニカ
／(株）関商店

可視光応答型
光触媒

昭和電工セラミックス(株）／
ＴＯＴＯ(株）／パナソニック(株）

ピンチテクノロ
ジー

千代田化工建設(株）

MEMS オムロン（株）

小型オンサイト
水素製造装置

三菱化工機（株）

掲載
年度

対象 取材先

平
成
25
年
度

電子ビームマ
スク描画装置

（株）ニューフレ
アテクノロジー

プラスチック 東レ（株）

２本腕の建設
機械

日立建機（株）

大型ガスタービ
ン

三菱重工業
（株）

車いす全自動
洗浄

アタム技研
（株）

フロン・ハロン
代替材料

東ソー・エフ
テック（株）

レスキューロ
ボット

千葉工業大学

家庭用燃料電
池システム

大阪ガス（株）

エコキュート （株）デンソー

無段変速機 ジヤトコ（株）

蒸留塔
木村化工機
（株）

給油計量機 （株）タツノ

小形風力発電
システム

（株）ゼファー

直流給電シス
テム

（株）NTTファシ
リティーズ

高性能工業炉
日本工業炉協

会

※黄色セル：中小・ベンチャー
企業を含む案件

【参考】第３期中長期計画期間中の実用化ドキュメント掲載案件

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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【Ｇ７伊勢志摩サミット２０１６】

•国際メディアセンターに設置された展示スペースでの
展示協力を実施。

• 「インフラ・交通カテゴリー」でセルロースナノファイ
バーや人工クモ糸などの革新材料分野の成果を展
示し、「医療・保健」カテゴリーでは、ロボットスーツや
パーソナル・モビリティといった介護ロボットを展示・
デモ等を行った。

•会期中は菅官房長官をはじめ安倍総理夫人、トル
ドー首相夫人（カナダ）とする各国要人が多数来場し、
介護ロボット等を体験。

• ＮＨＫをはじめとする主要局、主要紙で報道されるほ
か、新華社通信など海外メディアでも多く取り上げら
れた。

【ドイツ国際情報通信技術見本市

（ＣｅＢＩＴ ２０１７） 】

• センサーやスマートデバイスといったＩｏＴやロボット、
ＡＩに関する次世代の最新技術や、ドイツで実証を
行っているスマートコミュニティ・プロジェクトなどを紹
介すべく、出展。

• 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する等、ドイツ・日本政府要人
が多数来場。

•テレビ東京やＮＨＫなど国内で報道されほか、ドイツ
を中心に、海外メディアでも多数取り上げられた。

＜展示会場の様子＞＜展示スペースの様子＞

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

【参考】イベントへの出展・開催 政府と一体となった広報活動



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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●評価のポイント

• 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
果を世界的な評価関連学会であるAEA
（American Evaluation Association）での発表を
始めとして、研究開発マネジメント関連学会等にお
いて２８本発表。（平成２８年度）

• ナノテク・材料分野及びライフサイエンス分野の４８
プロジェクトを対象として、研究開発体制がプロジェ
クト終了後の成果に及ぼす影響について回帰分析
を行い、その結果を平成２７年に研究・イノベーショ
ン学会誌に投稿。平成２８年に執筆者である技術戦
略研究センター加藤知彦研究員が論文賞を受賞。
（平成２８年度）

• 第３期中長期計画期間中では、目標である１００本
に対して、９４本（平成２５年度２２本、平成２６年度
１７本、平成２７年度２７本、平成２８年度２８本）の
学会発表を実施。平成２９年度中に目標を達成する
見込み。（平成２５～２９年度見込）

• 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、
その結果を学会等において発表。これにより、外部への情報発信に加え、ＮＥＤＯ職員のマネジ
メント力を向上。

論文賞を受賞した加藤研究員

若手職員の発表

マネジメント関連学会での発表



【平成２８年度の主な発表】

学
会

（国内）
○ 研究・イノベーション学会（旧：研究・技術計画学会）第３１回年次学術大会 １４件
○ 産学連携学会第１４回大会 ３件
（海外）
○ American Evaluation Association / Evaluation ２０１６ ４件

発
表
・投
稿
内
容
例

○ 研究・イノベーション学会誌「研究 技術 計画 Ｖｏｌ. ３１, №. １, ２０１６」
・標準化・知財戦略の分析から透けるドイツのビジネスモデル

○ 産学連携学会第１４回大会
・ＵＲＡや産学官連携従事者が活動しやすい研究支援体制とは

○ 日本ベンチャー学会第１９回全国大会
・研究開発型ベンチャー支援における既存企業との連携

○ 第64回応用物理学会春季学術講演会
・ＮＥＤＯにおける超電導技術開発

○ American Evaluation Association / Evaluation ２０１６
・Approaches for evaluation planning using logic models
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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

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

国内 １８件 １３件 ２３件 ２４件

海外 ４件 ４件 ４件 ４件

マネジメント関連学会での発表



• 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」を公表。ウェブサイトで公開中。

• 「TSC Foresight」の公開に併せ、「TSC Foresightセミナー」を開催。
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平成２７年度
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（平成28年度）
• 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。第２回では、株式会社
産業革新機構と連携し、産業化を見据えたパネルディスカッションを行う等の新たな取組を実施。（平成２８年度）

• 平成２９年度も引き続き「TSC Foresight」を公開し、 「TSC Foresightセミナー」を年３回開催予定。第３期中長期計
画期間に「TSC Foresightセミナー」を合計９回開催し、登壇いただく有識者は３５名、参加者累計は２,２００名を超
える見込み。 （平成２９年度見込）

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

平成２８年度
Vol.分野名
１１太陽光発電分野
１２地熱発電分野
１３メタルリサイクル分野
１４化学品製造プロセス分野
１５自己組織化応用プロセス分野
１６生物機能を利用した物質生産分野
１７無人航空機（UAV）システム分野

技術動向等をまとめたレポート「TSC Foresight」を公表
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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

平成２８年
第１回

瀬川浩司
国立大学法人東京大学大学院総合文化研究科 教授
兼 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター 教授

浅沼宏
国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所
再生可能エネルギー研究センター 地熱チーム長

平成２８年
第２回

大木 達也 国立研究開発法人産業技術総合研究所 環境管理研究部門総括研究主幹

松方 正彦 学校法人早稲田大学理工学術院 先進理工学研究科応用化学専攻教授

下村 政嗣 学校法人千歳科学技術大学理工学部教授

平成２８年
第３回

石野 良純◎ 国立大学法人九州大学大学院農学研究院教授

五十嵐圭日子
国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科准教授
兼 VTTフィンランド技術研究センター 客員教授

近藤 昭彦 国立大学法人神戸大学大学院 イノベーション研究科 研究科長

鈴木 真二◎ 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻教授

和田 昭久
一般社団法人ミニサーベイヤーコンソーシアム 安全管理委員会委員長、日本
電気株式会社防衛ネットワークシステム事業部 シニアエキスパート

野波 健蔵◎ 国立大学法人千葉大学大学院工学研究科人工システム科学専攻特別教授

春原 久徳 一般社団法人セキュアドローン協議会 会長

原田 賢哉
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構航空技術部門航空技術実証研究
開発ユニット 研究領域主幹

平成２８年度 「TSC Foresightセミナー」講演者リスト（◎は基調講演ご登壇者）

「TSC Foresightセミナー」で各界を代表する専門家とディスカッション



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

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

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：Ａ、第３期中長期目標期間見込：Ａ

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ａ 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目
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評価概要

【平成２８年度評価】

• 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ＮＥ
ＤＯ職員が研修に参加。

• 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４３０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。

• 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。

【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。

• 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。

• 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。

• 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。

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

評価根拠
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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（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。

• 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平成２７年度から実施し、平成２８年度までに４名適用。

中途採用による組織能力の強化

●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４６名採用。（平成２５～２８年度）
• クロスアポイントメント制度を開始し、平成２８年度までに４名に適用。（平成２７～２８年度）

• 上記制度適用者のうち、１名をユニット長として採用し、１名をプロジェクトマネージャーに指名。
外部人材の活用を推進。（平成２７年度）

分野 平成２８年度 平成２５～２８年度

技術戦略の検討 ３名 １９名

プロジェクトの

企画・運営等

プロジェクトマネジメント業務 ６名 １９名

国際関連業務 １名 ２名

プロジェクト支援業務 １名 ６名

合計 １１名 ４６名

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



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
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●評価のポイント

• ＰＭ育成講座をスタートさせるべく、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。（平成２７年度）

• ＮＥＤＯにおいて初めて体系的にプログラムされた
ＰＭ研修を実施。年間８回の目標を上回る全１８回
の講義を開催し、延べ約７００名のＮＥＤＯ職員が
研修に参加。（平成２８年度）

• 平成２９年度も継続してＰＭ育成講座を実施予定。
（平成２９年度見込）

• 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。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で効果的なプロジェクト運営の
スキルを学習。これにより、戦略的なナショナルプロジェクトを主体的に担うＰＭを育成。

演習の様子

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２

マネジメントとイノベーションの基礎

基礎１

ＰＭ育成講座を開設



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

• 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「ＮＥＤＯ特別講座」を実施。

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

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 63

●評価のポイント

• 平成２８年度は１講座１拠点において「ＮＥＤＯ特
別講座」を実施。参加型オンライン動画学習サー
ビスを新しく導入し、５回の講義を開催したことに
より、生放送時に延べ４３０名以上が受講、録画
した動画の再生回数が２，１００回以上（１，８００
アカウント以上からのアクセス）となり、１講座当
たりの受講者数が増加。（平成２８年度）

• 第３期中長期計画期間では計９講座実施し、１３
６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。（平成２５～２
８年度）

特別講座の成果波及例

ＮＥＤＯ特別講座の実施



※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２８年度新規採択事業の研究者総数は３，６３５人）

（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２８年度は約１,４００人の若手研究者を養成。第３期中長期計画における目
標を前倒しで達成。

若手研究者数

中長期目標期間 第２期 第３期

年度 平成２０～２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

ナショナルプロジェクト等
６,６６６ ８８３ ３,６８５ １,６４７ １,３７６

総計 ６,６６６ ７,５９１

●評価のポイント

• 第３期中長期計画における目標（第２期中期計画と同等程度）を４年目で大幅に前倒し達成。
（平成２５～２８年度）

若手研究者育成



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）技術分野ごとの目標 （エネルギー分野）
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評価概要

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

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：Ａ、第３期中長期目標期間見込：Ａ

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ａ 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目



67

評価概要

【平成２８年度評価】
• 平成２８年度に実施したエネルギー分野の事後評価対象５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。

• [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）。

• [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。

• [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。

• [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1800W/kg以上、PHEV用途で2500W/kg以上）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ＩＧＣ
Ｃ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。

【見込み評価】

• [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。

• [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。

• [未利用熱]自動車排熱温度(５５０℃)で世界最高レベルの性能を有す
る、鉛を使わない熱電材料と熱電モジュールの開発に成功。実用化
に適した世界最大級の熱電材料を開発し、実用サイズ（５０ｍｍ）のモ
ジュールで、発電出力３０Ｗ、変換効率８％以上を達成。

• [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％の省エネ効果となる超高輝度・大光量ＬＥＤ照明を開発
や印刷可能な有機トランジスタとして世界最速のプラスティック電子タ
グを世界で始めて開発するなどの成果を得た。

• [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。

• [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ＩＧＣ
Ｃ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。

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

評価根拠
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事業名
位置付け・
必要性

マネジメント
研究開発成果

（A）
実用化見通し

（B）
A+B
合計

太陽熱エネルギー活用型住宅の技術開発 2.9 1.4 1.6 1.3 2.9

次世代送電システムの安全性・信頼性に係る実証研究 2.6 2.0 1.7 1.7 3.4

安全・低コスト大規模蓄電システム技術開発 2.8 2.2 2.5 1.8 4.3

グリーン・サステイナブル・ケミカルプロセス基盤技術開発／資源生産性を向上できる
革新的プロセス及び化学品の開発／微生物触媒による創電型廃水処理基盤技術開発

2.5 2.5 2.5 2.0 4.5

高効率ノンフロン型空調機器技術の開発 3.0 2.6 2.9 2.3 5.2

次世代火力発電等技術開発／先進超々臨界圧火力発電技術開発 2.7 2.4 2.6 2.1 4.7

• 平成２８年度に実施したエネルギー分野の評点は、中間評価（研究開発成果１．８～２．７、実用
化見通し１．４～２．６ ）、事後評価（研究開発成果１．６～２．９、実用化見通し１．３～２．３）※１。

• 事後評価対象６件のうち、５件（８３％）が合格、このうち４件（６７％）は優良に該当※２。

事業名
位置付け・
必要性

マネジメント 研究開発成果 実用化見通し

海洋エネルギー技術研究開発 2.9 2.1 2.0 1.4

再生可能エネルギー熱利用技術開発 3.0 2.4 2.3 2.0

太陽光発電システム効率向上・維持管理技術開発プロジェクト 2.3 1.8 1.8 1.7

太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト 2.7 2.2 2.5 2.5

水素社会構築技術開発事業／II 「大規模水素エネルギー利用技術開発」 3.0 2.1 1.9 1.7

分散型エネルギー次世代電力網構築実証事業 2.9 2.3 2.1 2.0

電力系統出力変動対応技術研究開発事業／（I）風力発電予測・制御高度化（II）予測技
術系統運用シミュレーション

3.0 1.9 1.9 1.6

二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発 3.0 2.9 2.7 2.6

有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発 2.8 2.3 2.3 1.8

エネルギー分野のプロジェクト外部評価結果

※１ 各評価委員が４段階（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）で評価し、Ａ＝３、Ｂ＝２、Ｃ＝１、Ｄ＝０ として事務局が数値に換算しプロジェクト毎に平均値を算出。
※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

中間評価

事後評価

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



（ⅰ）新エネルギー分野
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●評価のポイント
• 化合物３接合型太陽電池モジュールで世界最高変換効率３１．２％を達成。（平成２８年度）
• 結晶シリコン太陽電池として世界最高となる、セル変換効率２６．６％を達成。（平成２８年度）
• ＣＩＳ系薄膜太陽電池サブモジュールで世界最高変換効率１９．２％を達成。（平成２８年度）
• 特に、化合物３接合型太陽電池や結晶シリコン太陽電池については、従来の値に圧倒的な差を
つける成果であり、車載やＺＥＢ等、高性能太陽電池の新市場創出の可能性を見出す成果であ
る。 （平成２８年度）

高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発
（事業期間：平成２７～３１年度）

化合物３接合太陽電池
モジュール

結晶Sｉ太陽電池（ヘテロ接合
バックコンタクト型）

種別 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

結晶シリコン - - 25.1%（152㎠） 24.4%（13,177㎠）
26.6%（180㎠） 26.7（79㎠）※4

ＣＩＳ系薄膜 - 17.5%（808㎠）
20.9%（0.5㎠） 22.3%（0.5㎠） 19.2%（841㎠）

19.8%（24㎠） -

化合物３接合型 44.4%（0.165㎠） - - 31.2%（968㎠） -

有機系 - 10.7%（26.55㎠）
※1

18.2%（1㎠）※2
11.2%（1㎠）※3 - -

• ＮＥＤＯは、太陽光発電開発戦略で、２０２０年１４円／ｋＷｈ、２０３０年７円／ｋＷｈの発電コスト
目標を提示。その実現に向け、太陽電池の開発目標を定め、技術開発を推進。

• 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セルで２６．６％、モ
ジュールで２４．４％、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。これらの成果によって、発電コスト目標達成の見通しを得た。

※1：色素増感太陽電池、※2：ペロブスカイト太陽電池、※3：有機薄膜太陽電池、
※4：Solar cell efficiency tables（ver50） in Wiley Online Library掲載に向け推薦中

世界最高変換効率の達成推移（※赤字は現在も世界最高値）

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

各種太陽電池で変換効率記録達成
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• 洋上風力発電事業の適地検討には、海域利用者との円滑な調整を行うための、信頼できるデー
タと出典情報が必要。

• 日本近海を対象に、高精度洋上風況シミュレーションを開発、自然環境情報、社会環境情報を一
元化したＮｅｏＷｉｎｓ※（洋上風況マップ）を公開。洋上風力発電事業を検討する事業者や自治体
に、本マップが広く有効に活用されることで導入促進が図られる見通し。
※ NeoWins : NEDO Offshore Wind Information System

風力発電等技術研究開発
（事業期間：平成２６～２９年度）

●評価のポイント
• 「広範囲かつ高解像度の風況情報」、「自然・社会環境情報社会」、「衛星データ」、 「発電量簡易予測」という洋
上風力発電の適地の初期検討に必要な情報を一つのマップ上で見られるように実現したのは国内初であり、世
界でも最先端のマップ。本マップは、欧州等の風況マップと比べ、気象モデルの計算解像度が５００ｍまで細密化
されており（通常２～３ｋｍメッシュ）、さらにシミュレーションと実観測値とのずれが±５％以内である（通常±１０
～３０％程度）等、高精度化を実現。（平成２８年度）

• 今後は、必要とされるコンストレイン（制約要件）情報等の追加を検討し、洋上風力発電計画の策定において有
用性の高い洋上風況マップへと更新して行く予定。（平成２９年度見込）

（ⅰ）新エネルギー分野

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

国内初、風況情報等を一元化した「洋上風況マップ」を公開
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風力発電等技術研究開発、風力発電等導入支援事業
（事業期間：平成２１～２９年度）

●評価のポイント
• 世界初となる油圧式ドライブトレインを搭載した７ＭＷ超大型風車の要素技術を開発。（平成２６年度）
• 洋上風車の大型化実現に向けた中速ギヤドライブトレインと高速スレンダーブレード等を搭載した洋上用大型
風車の開発を実施。（平成２６～２８年度）

• 国内初となる本格的な洋上風力発電実証研究を実施。銚子沖と北九州市沖における風況観測データ、海象観
測データ等を取得。（平成２５～２８年度）

• この実証研究の成果と併せて、着床式洋上風力の設置、運転、保守など洋上風力発電計画を策定する上で有
用な情報をガイドブックとして取りまとめ、広く公開。（平成２７年度）

（ⅰ）新エネルギー分野

銚子沖洋上風力発電７ＭＷ大型風力発電設備(英国) 北九州市沖洋上風力発電洋上用大型風力発電設備

風力発電の導入拡大に向けての取組

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

• ＮＥＤＯは、風力発電の導入拡大及び一層の低コスト化に向けて、日本の厳しい気象・海象条件
に適応した風力発電技術の研究開発やメンテナンス技術の高度化等、設備利用率の向上に資
する研究開発を実施。さらに、環境アセスメントの手続き期間を短縮する手法等の開発にも取り
組んでいる。

• 我が国における着床式洋上風力発電の実用化を目指し、平成２５年から国内の２海域にて着床
式洋上風車の実証研究を実施し、平成２８年度まで約４年間の運転・保守管理を行った。

• また、国内外の洋上風力発電市場のニーズが高い５ＭＷ、７ＭＷクラスの洋上用大型風車を実
現するため、発電効率及び信頼性の向上を目的として、実用化に向けた開発に取り組んだ。
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バイオ燃料製造の有用要素技術開発事業
（事業期間：平成２５年～平成２８年）

• セルロース系バイオエタノールを生産するために、酵素糖化と微生物発酵を同じ槽内で行う同時
糖化発酵プロセスに適した高機能組み換え酵母株を開発し、実証試験を実施。

• 独自の撹拌方法で高濃度スラリーに対応可能なパイロットプラントにおいて、前処理バイオマス
から目標値の５％を超えるエタノール濃度かつ目標量の１．１倍のエタノール生産に成功。

高濃度スラリー対応
パイロットプラント（２m3）

高
機
能
組
換
え
酵
母
株
の
開
発

生
産
規
模
を
順
次

ス
ケ
ー
ル
ア
ッ
プ

●評価のポイント
• 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２７年度）
• 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）。（平成２８年度）

• 開発した酵母株を用いたパイロットプラントでの実証試験において、目標値を超えるエタノール濃度および生産
量を達成。（平成２８年度）

• 本事業で得られたノウハウを「セルロース系エタノール生産システム総合開発実証事業（平成２６年度～３１年
度）」に活用し、大規模なエタノール生産システムの開発を目指す。（平成２９年度見込）

（ⅰ）新エネルギー分野

酵母株

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

セルロース系バイオマスからのエタノール生産
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• 再生可能エネルギーの利用拡大に向けて直接の熱利用を促進するために、地中熱、太陽熱、雪
氷熱等の熱利用システムの導入コスト、運用コストを低減する技術を開発。これまで20テーマの
掘削、地中熱利用システム、地中熱ポテンシャル評価等の技術開発を実施。

• 掘削技術、熱利用システム等の要素技術開発及び一部実証設備の構築を実施、地中熱利用ポ
テンシャル評価の要素技術を開発し、ポテンシャルマップを試作。

ポテンシャルマップ試作地域例長野地域
（約0.2万m2）

関東地域
（約1.5万m2）

●評価のポイント
• 地中熱利用ポテンシャルの基本評価手法を確立し、定量的な地中採熱指標を表示可能な国内初のポ
テンシャルマップを試作。（平成２８年度）

• 今後、関東と東北地方を包括する広域マップを追加・拡充する予定。また、ポテンシャル評価の計算基
準、マップ表示の標準化にも別途取り組んでいく予定。（平成２９年度見込）

• ６０ｋＷ地中熱利用ヒートポンプの高効率化とコストダウンの開発を実施し、従来機より高いＣＯＰ（エネ
ルギー消費効率）を達成する見込み。（平成２９年度見込）

（ⅰ）新エネルギー分野

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

再生可能エネルギー熱利用
再生可能エネルギー熱利用技術開発
（事業期間：平成２６～３０年度）
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●評価のポイント
• ２０３０年頃の水素エネルギーシステム確立を目指し、海外の未利用資源を活用した世界初の大
規模水素サプライチェーン構築のための技術開発プロジェクトを開始。（平成２７年度）

• １ＭＷ級ガスタービン発電システム（水素ＣＧＳ）を用いた新エネルギーシステムの開発について、
システム設計、機器製作及び現地工事を平成２８年度に着手し、国内初である水素発電による
地域への電熱供給の実証試験を行う見込み（平成２８～２９年度見込）

• エネルギーセキュリティ確保への貢献を目的に発電分野による水素利活用の抜本的拡大と２０３
０年頃の本格的な水素サプライチェーン構築及びエネルギー供給システムの柔軟性確立を目指
した技術開発を実施。

• 水素の需要を増加させるだけで無く、需要に見合った水素を安価で安定的に供給するために公
募を行い、水素の「製造」、「輸送・貯蔵」及び「利用」に関する技術を開発。

日本海外

水素製造 貯蔵・輸送 水素利用

図 大規模水素エネルギー利用システムイメージ

（ⅰ）新エネルギー分野

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（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
（事業期間：平成２６～３２年度）



75

●評価のポイント
• 触媒における白金使用量を１／１０に低減させるめどをつけ、燃料電池の本格普及を進める上
で重要な低コスト化・耐久性向上に資する、低白金・非白金触媒技術や新規の電解質膜を開発。
（平成２６年度）

• これまで実現困難とされていた、電解質膜に電極触媒を直接塗工・乾燥する技術開発に世界で
初めて成功。燃料電池の製造時間の短縮と生産コスト低減が期待でき、燃料電池市場拡大と同
分野の発展に貢献。（平成２８年度）

• 固体高分子形燃料電池の普及促進・市場拡大を図るため、高性能化に資する基盤技術開発を
推進するとともに生産技術、高付加価値化技術、安全技術等の実用化技術開発を実施。

• 株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングスは、燃料電池の量産製造技術開発を実施。平成２８年度
に燃料電池に用いられる触媒層付き電解質膜をロールｔｏロール方式で連続生産することが可
能な燃料電池製造装置の販売を開始。

図 燃料電池製造装置 ＲＴシリーズ

（ⅰ）新エネルギー分野

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

自動車用・家庭用燃料電池の高性能化・普及拡大に貢献 固体高分子形燃料電池
実用化推進技術開発

（事業期間：平成２２～２６年度）



●評価のポイント
• 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。（平成２７年度）

• ダブルリフト吸収サイクル式の冷凍機を開発
し上市済み。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）した。（平成２８年度）

• 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。今後更
なる性能向上を図りつつ、実証を行う予定。
（平成２９年度見込）

• プロジェクト全体の効果試算として、各研究
開発項目の最終目標をハイブリッド車に適用
して燃費改善効果を推計。３代目プリウス基
準で夏季３０％、冬季１０％の高い燃費改善
の見通しを得た。（平成２８年度）

（ⅱ）省エネルギー分野
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• 運輸・産業・民生の分野において、一次エネルギーの半分以上が排熱として捨てられている現状
に、広域に分散した未利用熱を有効利用するため、熱を逃さない技術（断熱）、熱を貯める技術
（蓄熱）、熱を電気に変換する技術（熱電変換）、熱マネジメント技術等を一体的に開発。

• 「自動車分野と産業分野」の両輪で国内市場創出効果１兆円（２０３０年）を目指し、可能な部分
から確実に実用化しつつ研究開発を推進。

未利用熱を従来比２倍効果的に
活用可能なダブルリフト式冷凍機

（平成２８年度）

熱電変換モジュール

50mm

（平成２７年度）

低温廃熱で従来比２倍（世界最高
性能）の発電効率を有するコンパ
クトな排熱発電装置の実証に着手

（平成２９年度見込）

プロジェクト成果を高精度
シミュレーションで効果試算

（平成２８年度）

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

「熱」の革新的利用技術開発で世界を先導
未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発

（事業期間：平成２７～３４年度）



●評価のポイント
• 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。（平
成２８年度）

• 平成２７度までに終了した事業のうち、２６社が上市・製品化を達成。これらにより、２０３万ｋｌのエネ
ルギー消費量（２０３０年度時点、原油換算）の削減が見込まれる。（平成２８年度）

• 従来品比５３％省エネの超高輝度・大光量ＬＥＤ照明（平成２５年１１月上市） 、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（平成２
７年７月上市） 、快適性の向上と省エネを両立する明るさ感指標を利用した光環境制御システム
（平成３０年４月上市）等、多岐に渡る分野において上市・製品化を実現。（平成２５～２９年度見込）

（ⅱ）省エネルギー分野
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戦略的省エネルギー技術革新プログラム
（事業期間：平成２４～３３年度）

• 「省エネルギー技術戦略」に掲げる重要技術を中心に、２０３０年度に原油換算で１テーマあたり
１０万ｋｌ以上のエネルギー消費量の削減が見込める技術の開発及び実用化を推進。本事業に
より省エネルギーの技術開発・普及が拡大することで、２０３０年度に１，０００万ｋｌ以上のエネル
ギー消費量の削減を目指す。

超高輝度・大光量ＬＥＤ照明
四国計測工業㈱

明るさ感指標を利用した
光環境制御システム

㈱大林組

高発電効率・高負荷変動
追従性ガスシステム
三井造船㈱

0%

5%

10%

15%

20%

25%

H25 H26 H27 H28

目
標
達
成
率

60万kl

131万kl

203万kl

省エネ効果目標達成状況

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

着実な省エネルギー技術開発の推進



（ⅱ）省エネルギー分野
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●評価のポイント

• 長寿命化（６，０００～４０，０００時間のメンテナンス間隔）を狙った我が国の独自技術である高効
率大容量ターボブレイトン式冷凍機を用いた一年間の系統連系実証試験を開始。(平成２８年度)

• コイル化後の線材良品率を９５％に改善するとともに、 １／２アクティブシールド型３Ｔ（テスラ）高

温超電導コイルを試作。世界に先駆けて１／２サイズでの高温超電導ＭＲＩコイル技術実用化の
目途を得る見込み。（平成２９年度見込）

• これまで蓄積してきた線材や冷凍機、適用機器の技術開発成果を踏まえ、高温超電導技術の適
用側の要求も明確にしたうえでシステムとして最適化するための技術開発を立ち上げ。

• 大きな省エネルギー効果と市場創出が期待される電力送電用及び鉄道き電線用の送配電並び
に高磁場コイル分野に対象を絞り込み、世界に先駆けた社会実装を目指した戦略的な技術開発
と実証を開始。

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

早期実用化に向けた高温超電導技術の開発
高温超電導実用化促進技術開発
（事業期間：平成２８～３２年度）

① ターボブレイトン式冷凍機による
１年間の系統連系実証試験の実施

②ＭＲＩ等に適用する
高温超電導コイルを試作



（ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野

• １３大学・４研究機関、１３企業（蓄電池・自動車メーカ等）が参加する産学連携体制による集中研
方式で、ＥＶ航続距離５００ｋｍ以上を実現する革新型蓄電池（ポストリチウムイオン電池）を開発。
京都大学の集中研拠点にＮＥＤＯ職員が常駐し、研究開発を機動的にバックアップ。

• オリジナリティの高い革新型蓄電池（亜鉛空気、ナノ界面制御、硫化物）について、最終目標であ
る「２０３０年に現行リチウムイオン電池の５倍のエネルギー密度（５００Ｗｈ／ｋｇ）を見通すことが
できる３００Ｗｈ／ｋｇの蓄電池の検証」を前倒しで実現（亜鉛空気：３３０Ｗｈ／ｋｇ、ナノ界面：３９
５Ｗｈ／ｋｇ、金属多硫化物：３０２Ｗｈ／ｋｇ)。
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●評価のポイント
• 最先端の高度解析技術を駆使し、革新型蓄電池を開発。電解液中のイオン溶解度の制御という新しいコンセ
プトに基づき、添加剤の導入や電極―電解質界面のナノレベルでの制御等によって、車載用電池として現行比
３倍のエネルギー密度を達成しつつ、サイクル特性や充放電特性を大幅に向上。（平成２７年度）

• 充放電中の電池内部を観測することのできる、放射光や中性子ビームライン等の世界オンリーワンの解析技
術を用いて革新型蓄電池を検証。また、開発した解析技術の技術検証を通じて、参画企業の実用電池の開発
にも貢献。（平成２７年度）

• 論文発表件数（２２９件）、学会発表件数（ ９１３件）、特許出願件数（２０７件）。（平成２１～２８年度）

亜鉛空気電池（１０×１０cmセル） 硫化物電池（５×５cmセル） 放射光ビームライン 中性子ビームライン

SPring-8 J-PARC

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

現行比３倍のエネルギー密度を有する革新型蓄電池を検証
革新型蓄電池先端科学基礎研究事業
（事業期間：平成２１～２７年度）



（ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野
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●評価のポイント
• 既設ビームライン（ＢＬ２８ＸＵ）による反応ダイナミクス解析と、今回増設のビームラインによるＸ線回折（ＸＲＤ）、Ｘ
線吸収微細構造（ＸＡＦＳ）等の構造解析を組み合わせることにより、革新型蓄電池の開発を大幅にスピードアップ。
（平成２８年度）

• 論文発表件数（１７件）、学会発表件数（６４件）、特許出願件数（７件）。（平成２８年度）
• 今後は、中性子、ＴＥＭ、ＮＭＲ、計算科学等の解析技術も相補的に活用し、エネルギー密度５００Ｗｈ／ｋｇ以上の
みならず、車載化に必要とされる耐久性・安全性を確保し、５Ａｈ級セルでの実証を目指す。（平成２９年度見込）

革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発
（事業期間：平成２８～３２年度）

ビームラインＢＬ２８ＸＵ（既 設）ビームラインＢＬ３２Ｂ２（増 設） ＳＴＥＭ・計算科学を融合した解析
硫化物電池

亜鉛空気電池

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

ＳＰｒｉｎｇ-８に世界最先端の蓄電池解析ビームラインを増設

• 革新型蓄電池先端科学基礎研究事業（ＲＩＳＩＮＧ）で得られた成果を実用化に向けて更に発展さ
せるため、１６大学・４研究機関、１０企業（自動車・蓄電池メーカ等）が参加する産学連携体制に
よる集中研方式で、革新型蓄電池（エネルギー密度５００Ｗｈ／ｋｇ）の２０３０年実用化を目指した
共通基盤技術を開発。

• ＲＩＳＩＮＧで抽出した有望な革新型蓄電池（亜鉛空気、ナノ界面制御、硫化物）について、小型プ
ロトタイプを試作・評価しながら、電極活物質・電解質等の特性向上を推進。国際的な競争が激
化しつつある革新型蓄電池開発で世界をリードしていくため、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（ＢＬ３２Ｂ２)を前倒して増設。
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●評価のポイント
• 先進ＬＩＢは、４種類の１Ａｈ級のラミネート形の標準電池モデルを開発。（平成２７年度）
• 先進ＬＩＢの高精度の発熱挙動評価法、単層短絡の釘刺し安全試験法を開発。 （平成２８年度）
• 全固体ＬＩＢは、シート成形電池モデルを大面積化し（２ｃｍ角→７ｃｍ角）、容量を１０倍増加させた５０ｍＡｈ級
標準電池モデルを開発。（平成２８年度）

• 文科省プロジェクトとの連携について、これまで意見交換レベルであったものを強化し、共同ワークショップの
開催や学術成果であるサンプルを受け入れて、電池試作・評価を開始。（平成２８年度）

• 先進ＬＩＢ・全固体ＬＩＢ共に、産業界・アカデミアから８０件以上の新材料サンプルを受け入れて電池試作・評価
を行い、開発した評価技術の有用性・妥当性の検証を完了見込み。（平成２９年度見込）

• 産業界の共通指標（ものさし）として機能する蓄電池材料の評価技術を開発。リチウムイオン電
池（ＬＩＢ）に用いられる新規材料について、初期特性、寿命特性、安全性・信頼性等を評価する技
術を開発して、国内材料・蓄電池メーカによる市場差別化された製品の実用化を促進。

• 材料メーカー(１５社)や連携している文科省プロジェクトから目標の７０件を大幅に上回る新規材
料２１２件を受け入れて電池試作・評価し、開発した材料評価技術の妥当性検証を推進。

テーマ

先進LIB 革新電池

PJ-1

高電圧正極

PJ-2

高容量正極

PJ-3

高容量負極

PJ-4

難燃性電解液

PJ-5

全固体LIB

標
準
材
料

正 極 LNMO Li過剰固溶体 LFP, NCA 高電圧LCO NMC, 有機硫黄系

負 極 人造黒鉛/SC 人造黒鉛 SiO/黒鉛 人造黒鉛 人造黒鉛

電解質 カーボネート系 EC系 EC系
EC系

（添加剤入）
LPS

セパレータ 乾式コート品 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン －

平成２８年度

新材料サンプル

評価件数

（目標件数）

43件
（15件）

14件
（10件）

44件
（15件）

96件
（25件）

15件
（5件）

先進ＬＩＢ

ラミネート形

（１Ａｈ）

全固体ＬＩＢ

圧粉成形タイプ

（２ｍＡｈ）

電池モデルの構成と新材料サンプルの評価件数

新材料評価用の電池モデル

全固体ＬＩＢ

シート成形タイプ

（５０ｍＡｈ）

先進・革新蓄電池材料評価技術開発
（事業期間：平成２５～２９年度）

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

（ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野

蓄電池材料の共通的評価技術の妥当性検証が進展
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●評価のポイント
• 世界最高のリチウムイオン伝導率の硫化物系超イオン伝導体を発見し、現行の液系リチウムイオン電池の３
倍以上の出力特性を試作セルで確認。(平成２７年度)

• 全固体電池の実用化の最重要課題である活物質と固体電解質の複合化に成功し、高エネルギー密度(６００
Ｗｈ／Ｌ)と高出力(２，０００Ｗ／Ｌ）を実証。（平成２８年度）

• 液系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有する大型プロトタイプセルで安全
性、耐久性及びコスト等も含め、２０２０年代の製品化の見通しを得られた意義は大きい。(平成２８年度)

• 車載用の液系リチウムイオン電池及び全固体電池について、６社中５社が目標を達成。(平成２８年度)

• ２０２０年代に急拡大が予想されるエコカー市場での国際競争力の強化に向け、車載用リチウム
イオン電池の高性能化・低コスト化を図る技術開発を推進。

• 開発した大型プロトタイプセルにおいて、世界トップレベルのエネルギー密度（ＥＶ用途で３００Ｗ
ｈ／ｋｇ以上、ＰＨＥＶ用途で２００Ｗｈ／ｋｇ以上）及び出力密度（ ＥＶ用途で１８００Ｗ／ｋｇ以上、
ＰＨＥＶ用途で２５００Ｗ／ｋｇ以上）を達成。また、量産時のコストとして２万円／ｋＷｈの見通しを
得た。今後、各社は製品化ステージ（車載評価、生産設備投資）に移行の予定。

エネルギー密度320Wh/kg
出力密度 2,620W/kg
@ 30Ah級ラミネートセル

日立製作所
日立オートモティブシステム

エネルギー密度308Wh/kg
出力密度1,900W/kg 
@ 8Ah級ラミネートセル

エネルギー密度302Wh/kg

出力密度2,190W/kg

@ 3Ah級ラミネートセル

パナソニック

エネルギー密度600Wh/L
出力密度 2,000W/L
@ コインセル

エネルギー密度208Wh/kg
出力密度2,800W/kg
@ 50Ah級角形セル

NEC、積水化学工業
田中化学研究所

日産自動車

トヨタ自動車
豊田中央研究所

各実施者の主な成果

液系リチウムイオン電池

全固体リチウムイオン電池

・5V級活物質と酸化物系固体
電解質をナノコンポジット化し
た電極層の作製技術を開発
・電極層と電解質層を約400℃
（従来、約800℃）で接合する
技術を開発

リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業
（事業期間：平成２４～２８年度）

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

（ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野

先進的な車載用蓄電池のプロトタイプの開発が完了



●評価のポイント

• 石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業を開始。第１段階
である酸素吹ＩＧＣＣ設備の建設・試運転を行い、定格出力
１６６ＭＷを達成、実証試験に移行。また、試運転におい
て目標である送電端効率４０．５％を上回る４０．８％を達
成。また、燃料電池被毒成分の影響確認試験や燃料電池
への石炭ガス適用性研究など、ＣＯ２分離・回収型ＩＧＦＣに
関する基盤研究を実施。（平成２８年度）

• 第１段階では競合技術よりも長時間となる５，０００時間の
耐久試験を実施し設備信頼性を確認。また第２段階は、
平成２８年度に得られた基本設計を基に設備建設に向け
た詳細設計を実施。更に、ＣＯ２分離・回収型ＩＧＦＣに係る
基盤研究を継続し、その成果を平成３０年度から開始する
第３段階で活用。（平成２９年度見込）

（ⅳ）クリーンコールテクノロジー分野

83

• 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

*1を組み合わせたＩＧＦＣ*2実証を開始し、ＣＯ２分離・回収設備を付
設した石炭火力発電として世界最高水準の発電効率（送電端効率）４７％達成を目指す。

• 第１段階である酸素吹ＩＧＣＣ実証事業では、既存の微粉炭火力を大きく上回る商用機での発電
効率４６％達成見込みを得るための実証設備で発電効率４０．８％を達成。また第２段階として、
ＥＡＧＬＥ*3の成果を基にした物理吸収法によるＣＯ２分離・回収技術の実証を開始。更に、第３段
階であるＣＯ２分離・回収型ＩＧＦＣ実証のための要素技術開発を実施中。

ＥＡＧＬＥ

大崎クールジェン（ＯＣＧ） 燃料電池

スケールアップ

ＩＧＦＣはＩＧＣＣに
燃料電池を組み
込んだ石炭火力
発電システム

ＩＧＣＣ実証試験設備（１，１８０ ｔ／ｄ）

ＣＯ2分離回収設備 ガス化炉

ガス化炉

ガス精製
ＧＴ・ＳＴ
発電機

ＰＰ （１５０ ｔ／ｄ）

ＣＯ2分離・回収型
ＩＧＦＣの実証化

要素研究の一例

*1：Integrated Coal Gasification Combined Cycle
*2：Integrated Coal Gasification Fuel Cell Combined Cycle
*3：Coal Energy Application for Gas, Liquid & Electricity

ガスクリーンアップ技術

燃料電池

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

高効率石炭火力発電技術の開発
次世代火力発電等技術開発
（事業期間：平成２８～３３年度）



●評価のポイント

• 水素リッチガスの直接導入と送風操作によ
り、ＣＯ２排出量を削減する世界初の試み
を実現。（平成２５～２９年度見込）

• 試験高炉による試験操業の結果、水素還
元効果を確認。また、高炉内数学モデルは、
水素還元反応を詳細に反映することで予
測精度が向上し、試験高炉での水素還元
効果実績値との整合性が向上。(平成２８
年度)

• 原材料の最適化によるメリットを享受でき
るフェロコークス活用製銑プロセスの実証
開発に着手。(平成２９年度見込)

（ⅳ）クリーンコールテクノロジー分野
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環境調和型製鉄プロセス技術の開発/
水素還元活用型製鉄プロセス技術（STEP２）

（事業期間：平成２５～２９年度）

• 我が国における産業部門ＣＯ２排出量の約１４％を占める鉄鋼業において、製鉄所からＣＯ２排出
量を３０％削減すべく世界初の水素活用技術を活用した革新的な製鉄プロセス技術開発を開始。

• コークス炉ガス（ＣＯＧ）中の水素を活用する鉄鉱石の還元技術、高炉ガス（ＢＦＧ）から未利用排
熱を活用した革新的なＣＯ２分離回収技術を開発し、それらの効果を検証するために、試験高炉
として最大規模の１２ｍ３の高炉を用いたパイロットレベルでの総合実証試験を実施。

• 試験高炉にて、約１ヶ月の試験操業を２回行い、水素還元などの送風操作による高炉からのＣＯ２
排出量削減目標を達成する見通しを得た。また、低い温度での反応性に優れる吸収液の開発等
により、ＣＯ２１トン当たりの分離・回収コスト２，０００円以下という目標を達成できる見込みを得た。

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

試験高炉でＣＯ２削減・分離・回収技術の有効性を確認し、
製鉄プロセスのＣＯ２排出量３０％削減に向け前進



(ⅴ)環境・省資源分野
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●評価のポイント

• 業務用空調機器用の低温室効果の新冷媒を２種類開発※２（計画：１種類以上）。（平成２７年度）
• 「低温室効果冷媒」の燃焼性を世界で初めて正確に計測し、高圧ガス保安法の改正に寄与。 （平成２８年度）
• 低温室効果冷媒を使用した大容量ターボ冷凍機※３の製品化を実現。（平成２９年度見込）

• 要素技術・新冷媒の開発、新冷媒の安全性評価、製品化までの一体を、計画を上回る成果・スピードで達成。
（平成２９年度見込）

• 業務用空調機器を対象に、新たな「低温室効果冷媒」を用いた省エネルギー化及び高効率化を実現
するべく、新冷媒の開発と低温室効果冷媒適用業務用空調機器の開発を実施。

• 実用化のハードルとなる、 「低温室効果冷媒」の特性であるわずかな燃焼性（微燃性）の「安全性及
びリスク」評価を実施。産官学連携の「微燃性冷媒リスク評価研究会」を立ち上げ、運営。

• 本研究会のレポートが、低温室効果冷媒の使用を新たに規定する高圧ガス保安法の改正（平成２８
年１１月１日）に寄与し、低温室効果冷媒の普及拡大に貢献。

＜「微燃性冷媒リスク評価研究会」の成果＞
世界初、微燃性冷媒の燃焼性を正確に計測。

（三菱重工サーマルシステムズ）
出典：Ｐｒｅｓｓ Information 2017年2月16日 発行 第 5840号
※1 GWP：地球温暖化係数（Global Warming Potential）の

略。
ＣＯ2を1として冷媒の温室効果の大きさを示す相対値。

【通常重力下実験】

火炎は大きくゆがむ
【微小重力下実験】
燃焼性を正確に計測

低温室効果冷媒（微燃性）の安全性評価

指定された微燃性冷について、
不燃性冷媒と同様の取扱いが
可能に。
低温室効果の微燃性冷媒の
安全な使用を規定。
（平成２８年１１月１日）

低温室効果冷媒適用機器の製品化

低温室効果冷媒を使用した
大容量ターボ冷凍機を製品化（平成２９年４月）
冷媒のＧＷＰ※1は１以下（既存冷媒は１４３０）

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

低温室効果な冷媒を適用した業務用空調機器の実現
高効率ノンフロン型空調機器技術の開発
（事業期間：平成２３～２７年度）

高圧ガス保安法の改正

※２ 既存冷媒：R410A（GWP2090）、R134ａ（GWP1430） →新冷媒：HFO1123系混合冷媒（GWP300以下）、HCFO1224ｙd(Z)（GWP10以下）
※３ 本製品に関する基盤研究開発は「ノンフロン型省エネ冷凍空調システム開発（平成１７～２２年度）」の成果
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●評価のポイント
• 混合粉末型光触媒シートは、 １枚で水分解ができる世界初のシートで、植物の光合成と同等だった開発当初
の変換効率と比べ約４倍の１．１％を達成（構造が単純で大面積化と低コスト化に優位）。（平成２７年度）

• 二段型光触媒シートでは、光触媒の形成プロセスとデバイス構造の改良により、植物の光合成と同等だった開
発当初の変換効率と比べ約１０倍の３．０％を達成。（平成２８年度）

• 開発したＭＴＯ(メタノール-to-オレフィン)反応用の超高耐久性ゼオライト触媒は、基幹化学品の合成に適した
高温スチーム条件下でも、公知の触媒の２倍以上に相当する１,５００時間の触媒寿命を達成。（平成２８年度）

二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発

（事業期間：平成２６～３３年度）

• 太陽エネルギーを利用して、水から水素を製造し、その水素と二酸化炭素からプラスチック原料等
となる基幹化学品を高選択的に製造する研究開発を実施中。

• 水中に沈めて太陽光を当てるだけで、水を分解して水素と酸素を発生させる「混合粉末型光触媒
シート」を開発。二段階光触媒シートでは、ソーラー水素変換効率３．０％を達成。また、高収率か
つ高生産性で基幹化学品の製造を可能とするＭＴＯ反応用の超高耐久性ゼオライト触媒を開発。

光触媒シート（３cm×３cm）
光源： 疑似太陽光（日本の緯度相当）

二段型光触媒シート
（ＳＴＨ＝３．０％）

混合粉末型光触媒シート
（ソーラー水素変換効率 ＳＴＨ＝１．１％）

酸素発生用
光触媒

水素発生用
光触媒

超耐久性ゼオライト触媒

光触媒シート模式図
高温スチーム暴露（７００℃５時間）後の

ＭＴＯ反応の転化率

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

(ⅴ)環境・省資源分野

二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術
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• 砂（シリカ）から樹脂を製造するプロセスにおけるエネルギー面、コスト面の問題を解決し、安定的
に高機能な有機ケイ素部材を提供するための革新的触媒技術及び触媒プロセス技術を開発中。

• 世界で初めて、金属ケイ素を経由せずにシリカから有機ケイ素基幹原料（テトラアルコキシシラ
ン）の合成プロセスを開発。さらに、アルコールと無機脱水剤を用いて、砂、灰、産業副生物などか
らも短時間かつ高収率で合成可能な実用的なプロセスの開発にも成功。

砂からの有機ケイ素原料の製造プロセス

開発年度
反応温度
/℃

反応時間
/ｈ

有機ケイ素
基幹原料
の収率/％

コスト
（従来法の
コストを１）

従来法
（金属ケイ素経由）

1,800 ＞24 60 1

平成２６年度時点
（金属ケイ素を経由しない）

240 24 50 1.2

平成２８年度成果
（金属ケイ素を経由しない）

200 3 80 0.8

従来法と開発した有機ケイ素基幹原料合成プロセス技術の比較

●評価のポイント
• 金属ケイ素を経由しないことで、プロセスに必要な温度を従来法の１,８００℃から２００℃まで低
減。（平成２６年度）

• 高価な原料を使わず短時間かつ高収率な有機ケイ素基幹原料合成プロセスを開発したことで、
平成２６年度時点と比べ約１／３のコスト低減を実現。（平成２８年度）

• また、使用する無機脱水剤は有機ケイ素原材料から容易に分離できるため、回収や再利用も可
能なサステイナビリティに優れたプロセスを実現。（平成２８年度）

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

(ⅴ)環境・省資源分野
有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発

（事業期間：平成２６～３３年度）
有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発



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）技術分野ごとの目標 （産業技術分野）
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評価概要

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：Ａ、第３期中長期目標期間見込：Ａ

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ａ 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目
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評価概要

【平成28年度評価】
• 平成２８年度に実施した産業技術分野の事後評価対象８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。

• [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。

• [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。

• [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。

• [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ヶ月早く確立。ユーザー企業等への試作物提供を
開始。

• [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。

【見込み評価】

• [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。

• [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。

• [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。

• [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。

• [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。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）

評価根拠
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事業名
位置付け・
必要性

マネジメント
研究開発成果

（A)
実用化見通し

（B）
A+B
合計

ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発 3.0 2.8 3.0 2.2 5.2

革新的低消費電力型インタラクティブシートディスプレイ技術開発 2.8 2.5 3.0 2.3 5.3

次世代半導体微細加工・評価基盤技術の開発 2.9 2.6 2.9 1.9 4.8

次世代材料評価基盤技術開発／有機EL材料の評価基盤技術開発 2.9 2.7 3.0 2.4 5.4

次世代構造部材創製・加工技術開発 〔1〕～〔4〕-1 3.0 2.6 2.7 2.3 5.0

• 平成２８年度に実施した産業技術分野の評点は、中間評価（研究開発成果１．８～２．７、実用化
見通し１．６～２．０ ） 、事後評価（研究開発成果２．７～３．０、実用化見通し１．９～２．４） ※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
位置付け・
必要性

マネジメント 研究開発成果 実用化見通し

インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト 2.7 2.3 1.8 2.0

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／①（10）、③ 2.8 1.8 2.7 2.0

次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発 2.9 2.1 2.0 1.6

産業技術分野のプロジェクト外部評価結果

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）

中間評価

事後評価

※１ 各評価委員が４段階（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）で評価し、Ａ＝３、Ｂ＝２、Ｃ＝１、Ｄ＝０ として事務局が数値に換算しプロジェクト毎に平均値を算出。
※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



（ⅵ）電子・情報通信分野
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• 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）を活用した用途実証により、クリー
ンデバイスの社会実装を推進。さらに、市場創出に貢献していくため、信頼性・安全性、標準化・
共通化の計画策定及び体制を構築。

• 外国人観光客向けの東大寺の観光ガイドのおもてなし実証など、社会性や公共性が高い産業
分野において実証実験を実施。さらに、クリーンデバイスを各ユースケースに適用し、社会実装
するための共通仕様を策定・公開。

屋内低照度環境下でも
発電・稼働

蓄電デバイス（内蔵）

ソーラーパネル

ビーコンＩＤ送出

図１．東大寺で実証したクリーンビーコンとアプリイメージ

図２．埼玉新都市交通での車両と透明ディスプレイ

●評価のポイント

• 世界でも歴史的に著名な東大寺のクリーンビーコンの
観光ガイド実証、埼玉新交通で車両の窓に国内初の透
明ディスプレイの実証、高精度・安定性が求められるＳ
Ｐｒｉｎｇ-８でＳｉＣ（炭化ケイ素）小型電源モジュールを用
いた加速器電源装置の実証、ＫＴＮ光制御デバイス用
いた硬性内視鏡で世界初の生体組織の３次元イメージ
ング実証実験より共通仕様を策定。（平成２８年度）

• 策定した共通仕様は、コンソーシアム（ＷＩＮＤＳ※１ネット
ワーク、可視光半導体応用コンソーシアム、ＷＧＢ※2実
装コンソ―シアム）やＷＧ（半導体利活用委員会）等を
設立して、事業終了後も国際標準化やデファクト標準を
目指す体制を構築。（平成２８年度）

• 環境発電、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。（平
成２７年度）

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）

東大寺等における実証実験により社会実装を推進
クリーンデバイス社会実装推進事業
（事業期間：平成２６～２８年度）

※１WINDS : World Initiative of Novel Devices and Systems
※2 WGB: Wide Gap BandでＳｉＣを含む次世代半導体の半導体物性を表す用語



技術の横断的連携

• ＩｏＴ社会の大量のデータを、収集・蓄積・解析するために必要な基盤・実装技術及びセキュリティ
基盤技術等の研究開発を実施するとともに、ユーザーと連携し新技術の社会実装を推進するこ
とで、ＩｏＴ技術を用いた社会・産業の変革と効率化に向けた開発を実施。

• ＩｏＴ社会のスマート化を実現する基盤技術の開発に関して、新たに１１テーマを採択し、研究開
発を開始。電力効率１０倍以上の要素技術の確立に向け、試作チップ・機器等の仕様策定、部分
的試作の実施、シミュレータによる実現性確認等を実施。
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●評価のポイント

• 一部のテーマについて、初年度から
ユーザー側のアドバイザーを含めた
委員会を開催。本プロジェクトでの
構想を説明し、開発対象の端末・シ
ステムの要求仕様等について意見
交換を実施。（平成２８年度）

• また、横断的適用分野の拡張に向
け、開発段階から潜在ユーザーや
構成機器ベンダー、商社等（２３社）
により構成されるコンソーシアムの
設立準備（平成２９年６月設立）、脳
型推論ハードウェア等に係る人材育
成スクールを実施。（平成２８年度）

ＩｏＴ推進のための横断技術開発プロジェクト
（事業期間：平成２８～３２年度）

収集 蓄積 解析

セキュリティ

データ

制御

各業種への横断的適用

工場 農場 小売 医療

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）

（ⅵ）電子・情報通信分野

２０３０年の高度なＩｏＴ社会を支える研究開発を実施



• ＩｏＴ社会に求められる電子デバイスの開発を対象に、その試作等を行うためのオープンイノベー
ション拠点を構築するとともに、拠点を活用する研究開発を並行して実施し、低消費電力のデバ
イス等の開発を推進。

• 拠点構築に関する１テーマと、拠点を活用した研究開発に関する６テーマを採択。平成２９年度
半ばの拠点構築に向けて、主要研究開発装置の仕様検討と導入を進めるとともに、電力効率２
倍以上の各種デバイス確立に向け、設計・試作等を実施。
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●評価のポイント
• オープンイノベーション拠点の構築
においては、平成２９年度から本格
的に実施する拠点を活用したＩｏＴ技
術開発に向けて、主要研究開発装
置の仕様検討と導入を進め、拠点
の整備を開始。拠点を活用した研究
開発に関する６テーマにおいては、
試作に向けた設計を進めるなど、各
助成先の研究実施場所で検討でき
る内容を中心に研究開発を実施。
（平成２８年度）

拠点

設備の利用・研究開発の改善策の提案

ＩｏＴデバイス

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）

（ⅵ）電子・情報通信分野

誰もが使えるＩｏＴ技術開発の拠点構築
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

（事業期間：平成２８～２９年度）



●評価のポイント
• ５mm角で並列２５Gbps×１２chの送
信・受信が可能な、世界最小、指先
サイズの光トランシーバ「光Ｉ／Ｏコ
ア」の基盤技術を確立。（平成２６年
度）

• 「光Ｉ／Ｏコア」の実用化に必要な信
頼性の確認及び実装技術を開発す
るとともに、その生産と販売を行うた
め、技術研究組合から研究成果の知
的財産権と技術の一部を承継して新
設分割する初めての事例となる新会
社の設立準備を推進。（平成２８年
度)

• 新会社「アイオーコア株式会社」を設
立（平成２９年４月１７日）。（平成２９
年度見込）

（ⅵ）電子・情報通信分野
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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（事業期間：平成２５～２９年度）

• 電気配線を光化する光配線技術と電子回路技術を融合させた革新的光エレクトロニクス実装シス
テム技術を確立し、情報通信機器の低消費電力化と高速化を両立した技術開発を推進。

• 光と電子技術が融合した光電子モジュール技術等の開発の一環として、世界最小、指先サイズの
光トランシーバー「光I／Oコア」を開発し、事業化を進めるため、光I／Oコアを生産・販売する新会
社の設立を推進。

ＮＥＤＯプロジェクト成果の事業化に向け新会社を設立
―世界最小、指先サイズの光トランシーバー「光I／Oコア」を製品化へ―

システム化

平成24年度 平成26年度 平成29年度 平成33年度

0.3T

10T
シ
ス
テ
ム
性
能

第３期中長期計画期間

光I/Oコア

2.4T
光I/O付LSI基板

(bps)
光電子集積
インターポーザ

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）

光Ｉ／Ｏコアの実用化に向けて新会社の設立を推進



●評価のポイント
• ３．３ｋＶ／１５００Ａ 定格対応の大容量フルＳｉＣ

パワーモジュールを世界で初めて鉄道車両用
推進制御装置として実用化。（平成２６年度）

• フルＳｉＣパワーモジュール適用推進制御装置
を搭載した小田急電鉄１０００ 形リニューアル

車にて、従来比４０％の省エネ効果を確認（図
参照）。（平成２７年度）

• フルＳｉＣパワーモジュール適用主変換装置を
世界で初めて新幹線を含む高速鉄道に搭載し、
車両の軽量化を実現。（平成２７年度）

• また、昇圧コンバータを使わない車載向けＳｉＣ
インバータを開発し、従来比１／３の電力損失
実現。（平成２８年度）

• 耐圧６．５ｋＶのＳｉＣ－ＭＯＳＦＥＴを開発し、電
流密度従来比２倍を達成。 （平成２８年度）

（ⅵ）電子・情報通信分野
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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（事業期間：平成２６～３１年度）

• 革新的な効率向上を実現するため、ＳｉＣパワーモジュール／インバータを活用した新規な車載
電動システムや鉄道車両向け高出力システムを開発。

• 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推進制御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を実現。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）

高耐圧・低損失ＳｉＣパワーモジュールを実用化

フルＳｉＣパワーモジュール適用推進制御装置

小田急電鉄１０００形リニューアル車



（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野
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●評価のポイント
• プロジェクト成果を基に、日本ゼオンが世界初の単層ＣＮＴ量産工場（山口県）を稼働。（平成２７
年度）

• ＣＮＴを利用した材料開発として、世界最高水準の耐熱性（耐熱性４５０℃で２時間安定）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（熱抵抗０．０５℃/W）の量産化、ＣＦＲＰの衝撃強度向上でゴルフクラブ応
用を見込むなど、幅広い分野で革新材料を創出。（平成２８年度）

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
（事業期間：平成２２～２８年度）

• 革新的な性能が期待される新素材のカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）やグラフェン等、ナノ炭素材料
を製品化へ結び付けることを最大のミッションとしてプロジェクトを実施。

• 事業最終年度である平成２８年度は、技術開発に取り組む中で実用化に向けた課題抽出や競合
製品に対する優位性等の検討を行い、終了テーマ２４件のうち２０件で５年以内の上市を予定
（例：放熱材、ＣＮＴ複合ＣＦＲＰ製ゴルフクラブ）。

• これまでの事業成果等に基づき、第３期中長期目標期間でニュースリリース１８件・記者会見５件
を実施、国際シンポジウムＣＮＴ２５を開催、展示会ｎａｎｏ ｔｅｃｈで毎年多数展示、ＣＮＴ書籍
「カーボンナノチューブのすべて」を刊行等、積極的な成果発信を実施。

ＣＮＴを利用した
ＣＦＲＰの衝撃強度向上

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

高性能なシート系

熱界面材料の量産開始

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）

ナノ炭素材料により革新材料を創出



（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野
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次世代材料評価基盤技術開発
（事業期間：平成２２～２９年度）

• 有機EL（ＯＬＥＤ）や有機薄膜太陽電池（ＯＰＶ）等の次世代有機エレクトロデバイスについて、材料
メーカー及びユーザー（デバイスメーカー）が共通の指標として利用できる材料評価技術を開発。

• ＯＰＶは水蒸気だけではなく酸素も劣化の要因とされるが、バリア性能評価において水蒸気の
評価が先行。本事業では酸素の評価技術の開発に取り組み、平成２８年度に世界初の酸素透過
度の高感度評価技術を確立。

検知部

恒温槽（透過セル）

バリア層（Aｌ）
30μm

PET
100μm

酸素 開口部
（バリア層のみ除去）

測定装置参照試料有機薄膜太陽電池（ＯＰＶ）

●評価のポイント
• ＯＬＥＤに関して、水蒸気バリア性評価等に関して４件国際標準化。（平成２７年度）
• ＯＰＶに関して、既存装置を用いて従来よりも１桁高い感度（測定感度１０-3 cc・m-2・day-1・atm-1

レベルまで可）で評価する高精度な手法を開発。（平成２８年度）
• 本事業で開発したＯＬＥＤ評価技術の成果が、有機ＥＬテレビの省エネ化を目指したディスプレイ
用材料開発に活用される見込み（「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」で採択）。（平成２
９年度見込）

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）

世界初の高感度酸素透過度評価法を確立



（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野
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●評価のポイント
• 京都大学に、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。（平成２７年
度）

• 試作物の提供先候補に対して使用用途や応用製品の実用化イメージ等のヒアリングを個別に行
い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ヶ月早く
確立することができ、ユーザー企業等への試作物提供を開始。（平成２８年度）

非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発
（事業期間：平成２５～３１年度）

• 非可食性バイオマスのマテリアル利用への促進に向けた取組を推進するため、リグノセルロース
ナノファイバー（リグノＣＮＦ）と樹脂複合材料の一貫製造プロセスの開発を実施。

• 平成２８年度は、各製造工程における生産能力を向上させるための最適化検討を実施し、ユー
ザー企業等への試作物提供を開始することで、より高品質なリグノＣＮＦ生産のためのフィード
バックを得る体制を早期に確立。

一貫製造プロセス
射出成形粉砕と樹脂複合 ナノ解繊とマスタバッチ化

化学処理パルプ化非可食性バイオマス

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）

リグノＣＮＦ・樹脂複合材料の試作物提供開始



（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野

難燃性マグネシウム合金を
用いた側パネル

新幹線車両の
断面構造 CFRP用高速大型プレス成形システム

（最大荷重：3,500トン、成形サイズ：2m2程度）

●評価のポイント
• マグネシウム材に関して、難燃性マグネシウム合金の技術課題を克服する新合金開発を加速予
算の投入により計画を２年前倒しで実現。（平成２７年度）

• 難燃性マグネシウム合金の開発加速により、早期に部材試作が進捗。（平成２８年度）
• 自動車メーカーや炭素繊維メーカー等の参画により、自動車部材製造で必要な高速成形等の
ニーズを踏まえた、ＣＦＲＰ用高速大型プレス成形システムを完成。（平成２８年度）

• 革新鋼板に関して、鉄鋼メーカー間の競争を促すことで、事業終了時（平成３４年度）に目指した世
界最高水準の目標（強度１．５GPa、伸び２０％）を５年早く達成する目途を付けた。（平成２８年度）

革新的新構造材料等研究開発
（事業期間：平成２６～３４年度）

• 輸送機器の軽量化に向けて、鋼材、アルミニウム材、チタン材、マグネシウム材、炭素繊維及び
炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）等の素材の高強度化、高耐久性化等の技術開発を実施。

• 平成２８年度は、新たに開発した難燃性マグネシウム合金を用いて新幹線の車両窓部を模擬し
た側パネルを試作。また、ＣＦＰＲに関して、名古屋大学に炭素繊維と熱可塑性樹脂を混練する
国内最大級３,５００トンの高速大型プレス成形システムを完成させ、自動車用熱可塑性ＣＦＲＰフ
ロアパネルを試作。
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熱可塑性CFRPの
フロアパネル試作品

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）

構造材料の軽量化に向けた開発を着実に推進



生活支援ロボットの安全検証技術の開発と標準化

（ⅸ）ロボット技術分野
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●評価のポイント
• 安全基準や安全性検証手法を確立するとともに、認証スキームを開発し、国際標準機構（ＩＳＯ)
に提案。世界初となる生活支援ロボットの国際標準規格「ISO13482」発行。（平成２５年度）

• これまでに１２件の国内の各種ロボットが事業化に向けて上記規格の認証を取得。（平成２５年
度２件、平成２６年度３件、平成２７年度２件、平成２８年度５件）

• 「第１３回産学官連携功労者表彰」で内閣総理大臣賞を受賞。（平成２７年度）

生活支援ロボット実用化プロジェクト
（事業期間：平成２１～２５年）

• 高齢者の介護などを行う生活支援ロボットの安全基準や安全性検証手法を確立。各種ロボット
の具体的な試験方法等を確立しつつ、「生活支援ロボット安全検証センター」の設立につなげた。

• プロジェクトの成果を基に、国際標準化を提案した結果、日本の提案が採用される形で、世界初
となる生活支援ロ ボットの国際安全規格「ISO13482」が発行された。この功績は「第１３回産学

官連携功労者表彰」（平成２７年）において内閣総理大臣賞を受賞。

生活支援ロボット安全検証センター 認証取得製品例（平成２９年４月時点で１２件取得）

CYBERDYNE株式会社
ロボットスーツＨＡＬ® 

パナソニック株式会社
リショーネ

介護支援用 福祉用

Prof. Sankai, University of Tsukuba / CYBERDYNE Inc.

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）
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●評価のポイント
• 全１２種類のインフラ維持管理用ロボットの実用現場での実証実験を実施。国内初の認証取得や、世界初の
ドローン実証に成功。（平成２８年度）

• 各種ロボットの性能評価基準の開発に着手。福島県ロボットテストフィールド開設に向けて仕様を提案すると
ともに、シンポジウム等を通じ広く情報発信を実施。（平成２８年度）

• インフラ維持管理や災害調査のロボットを実用化。国交省試験での最高位評価、国内初の防爆認証、世界
初飛行試験の成功。（平成２８年度）

• ロボット性能評価手法を開発予定。福島イノベーションコースト構想実現に貢献。（平成２９年度見込）

インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト

（事業期間：平成２６年度～平成３０年度）

• 橋梁、河川、ダムなどのインフラの効果的・効率的な維持管理・更新等ができるロボットや、災害
調査のロボットの開発・実証を実施。財政問題や人材・技術不足などの社会課題の解決に寄与。

• インフラ点検では国土交通省・自治体との連携で実証実験を強化。災害調査等の探査ロボットで
国内初となる防爆認証を取得。福島県浜通りで世界初となる完全自律制御による回転翼ドロー
ンの長距離荷物配送（約１２km）の飛行実証試験に成功。

防爆性能を備えた探査ロボット川崎市での橋梁点検用ロボットによる実証実験 長距離荷物配送の飛行実証試験

インフラ点検ロボット等の実証強化

（ⅸ）ロボット技術分野

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）
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●評価のポイント

• ビジネスマッチングを目的としたワークショップ（プ
ライベート展示会）を開催し、ユーザー等との連携
を促進。実用化戦略重視のステージゲート評価で、
体制強化。 （平成２８年度）

• ロボット分野については、知的財産プロデュー
サーの知見を活用し、個別テーマの知財戦略に
関する調査を実施。（平成２８年度）

• 「ＡＩ社会実装推進室」を新設。（平成２８年度）
• 「次世代人工知能社会実装ビジョン」を策定・公表。
（平成２８年度）

• 総理主導で創設された「人工知能技術戦略会議」
に関するＴＦを運営。さらに、同会議でとりまとめら
れた「人工知能の研究開発目標と産業化のロー
ドマップ」を踏まえ、次世代人工知能技術の社会
実装に関するグローバル研究開発を実施すべく
基本計画等を変更。 （平成２８年度）

「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」
（事業期間：平成２７～３１年度）

• 現行技術の延長線上にとどまらない、人間の能力を超える、又は人間の能力に匹敵することを狙う
革新的な要素技術の研究開発。人工知能（ＡＩ）分野では、国内外の研究者の英知を結集し、世界
水準の研究開発拠点を形成。

• 総理主導で創設された「人工知能技術戦略会議」による「人工知能の研究開発目標と産業化の
ロードマップ」を踏まえ、次世代人工知能技術の社会実装に関するグローバル研究開発に新たに
着手すべく、基本計画等を変更。

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（AIRC）に結集

人共存 災害対応QoL向上

＜人とロボットの協働社会の実現＞

＜人を支援する社会の実現＞

【成果の適用イメージ】

次世代人工知能技術・ロボット要素技術の研究開発

（ⅸ）ロボット技術分野

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）



ものづくり・サービス分野のロボット市場規模拡大を推進
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●評価のポイント
• ものづくり・サービス分野でユーザーニーズ
に即したロボットを実用化。一部の実施業者
は事業化に向けた活動を展開中。（平成２８
年度）

• 関連事業・機関との連携やマッチング、展示
会等でテーマ発掘により、イノベーションの担
い手として重要な中堅・中小企業等の発掘に
積極的に取り組んだ（平成２８年度新規採択
額に占める中堅・中小・ベンチャー企業の割
合６割超）。（平成２８年度）

• 安倍総理が表明した「ロボット導入コスト２割
削減」の目標実現に向けて、プラットフォーム
ロボット開発に新たに着手すべく基本計画を
策定。（平成２８年度）

ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト
（事業期間：平成２７～３１年）

• 政府の「ロボット新戦略」の重点分野のうちものづくり分野・サービス分野を対象として、ロボット
の導入業種・工程の拡大を目指し、ユーザーニーズに即した研究開発を実施中。

• 平成２９年度から新たに、安倍総理が「未来投資に向けた官民対話」で表明した「ロボット導入コ
スト２割削減」の目標実現に寄与すべく、安価で汎用的なプラットフォームロボット（ソフトウェア、
ハードウェア）の開発に着手。

「ダイレクトティーチング機能を搭載した
多能工ロボット開発」
ダイレクトティーチ機能を有するロボット
アームの開発
一度大まかな位置決めを行えば、ロボットが動
作を記憶し、自動的に動作を再生出来るロボッ
トアームの関節部分の機構等とアルゴリズム
を確立。

多軸ロボット

（平成２８年度の開発成果例）

小径配管内

撮影ロボット

「小径配管点検ロボットの石油化学
プラントにおける実地試験開発」
基本機能の動作検証を終えて実証
試験を加速
テストコースで屈曲した５０ｍの配管走行に
成功。実施者は平成２９年度から、米国の
実プラントなどでの配管点検の実施試験を
開始。

（ⅸ）ロボット技術分野

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）



戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ)
自動走行システム／大規模実証実験（事業期間：平成２９～３１年度）
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●評価のポイント

• 迅速かつ柔軟な人事配置を実施して、ロボット・ＡＩ部の中に、
大規模実証実験の準備・実施を担う「次世代モビリティグ
ループ」を新設。（平成２８年度）

• 速やかに体制拡充を図り、ＮＥＤＯ固有職員をＰＭとして、自
動車系企業２名、交通システム系企業１名、通信系企業１名、
経済省出向者１名を含むチームを構成。 （平成２９年６月現
在）

• 以下の重要５課題の実用化に向けて実証実験を実施すべく
速やかに公募等の準備活動に着手。（平成２８年度）
ⅰ） ダイナミックマップ
ⅱ） HMI（Human Machine Interface）
ⅲ） 情報セキュリティ
ⅳ） 歩行者事故低減
ⅴ） 次世代都市交通

• さらに、社会受容性の醸成に関する課題の調査の公募準備
等に着手。 （平成２８年度）

• 自動走行システムの実用化の加速を図るため、平成２９年の秋から高速道路や一般道といった
公道等での大規模実証実験を実施。

• 平成２８年３月、同実験の円滑な推進のため、平成２９年度からＮＥＤＯが管理法人となって推進
することが決定。ロボット・ＡＩ部の中に実施を担うプロジェクトグループを設置の上で準備活動に
着手。

実施予定エリア図（予定）

自動走行システムの大規模実証実験

（ⅸ）ロボット技術分野

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（産業技術分野）



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）技術分野ごとの目標 （国際分野）
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評価概要

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：Ａ、第３期中長期目標期間見込：Ａ

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ａ 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込み評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目
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評価概要

【平成２８年度評価】

• 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。

• 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。

• ［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。

• ［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。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。

• [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。

【見込み評価】

•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。

•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。

• ［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。

• ［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。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。

• [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。

• [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。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）

評価根拠



※１ 外部有識者によるテーマ評価において、各評点を0～3.0で評価
※２ 優：「位置付け・必要性／マネジメント」＋成果＋普及可能性＝6.0以上かつ全ての評価軸が1.0以上

良：「位置付け・必要性／マネジメント」＋成果＋普及可能性＝4.5以上かつ全ての評価軸が1.0以上

（ⅻ）国際展開支援

国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業
位置付け／
マネジメント

実証成果 普及可能性 合計

キャッサバパルプからのバイオエタノール製造技術実証事業（タイ） 2.4 2.0 1.6 6.0

スペインにおけるスマートコミュニティ実証事業（スペイン） 2.0 1.8 1.3 5.1

寒冷地・独立系統地域に適合した風力発電システム実証（ロシア） 2.5 2.2 1.2 5.9

環境･医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト

ロボット分野の国際研究開発・実証事業（アメリカ）

ロボット分野の国際研究開発・実証事業（ドイツ）

ロボット分野の国際研究開発・実証事業（フランス）

準天頂衛星情報利用システム実証事業（タイ）

＜事後評価対象事業一覧＞

各個別テーマの評価結果を用いた本評価手法は、今中長期計画中は試行的に実施している段階のため、「環境･医療分野の国際研究開発・
実証プロジェクト」のテーマ評価の結果は、非公開。

• 平成２８年度は、次期中長期計画を見据え、評価の試行に着手。国際展開支援分野の下で実施
されている各制度の個別テーマごとの評価結果について、相手国との連携や海外展開といったマ
ネジメント等の評価視点を踏まえ、総合評価を算出。

• 事後評価対象７件のうち、６件が優・良※２に該当。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）

国際展開支援分野の評価結果

107



＜中国＞

●バイオエタノール（馬鈴薯澱粉残渣）

●省エネビル（上海）

＜モンゴル＞

●乾式選炭

＜ウズベキスタン＞

●ガスタービン高効率システム

北東・中央アジア

＜インド＞

●大規模太陽光発電

●基地局エネルギーマネジメントシステム

●スマートグリット

●高性能工業炉

●最適制御技術（製鉄所）

●グリーンホスピタル

南アジア

＜カタール＞

●低環境負荷型造水システム

＜サウジアラビア＞

●省エネ型排水再生システム

＜南アフリカ＞

●水再利用統合システム

中東・アフリカ

＜ロシア＞

●寒冷地気候対応の風力発電

●高度交通信号システム

＜イギリス＞

●スマートコミュニティ（低炭素化）

＜ドイツ＞

●スマートコミュニティ （ｴﾈﾙｷﾞｰ地産地消）

＜フランス＞

●スマートコミュニティ（再開発地域）

＜イタリア＞

●直流送電システム向け自励式変換器

＜ポルトガル＞

●スマートコミュニティ（自動ﾃﾞｨﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ）

＜スロベニア＞

●スマートグリッド（配電系統強化）

＜ポーランド＞

●スマートグリッド

欧 州

●：エネ実証／平成２７年度以前開始事業
●：エネ実証／平成２８年度新規開始事業

（ⅻ）国際展開支援

ASEAN
＜タイ＞

●バイオマスエタノール（バガス）

●セルロース糖製造システム（バガス）

＜インドネシア＞

●スマートコミュニティ（工業団地）

●インフラ構築（CNG自動車普及）

＜ベトナム＞

●廃棄物発電

＜マレーシア＞

●大型ＥＶバス実証事業

＜フィリピン＞

●新公共交通システム

＜米国＞

●スマートグリッド（離島型）

●省エネビル（ニューヨーク）

●省エネ実証（データセンター）

● EVの行動範囲拡大実証

●蓄電池の送電・配電併用運転

＜カナダ＞

●太陽光発電装置用蓄電インバータ

米州・豪州

• 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。

• 平成２８年度は新たに１２件の実証事業を開始。本中長期計画中は計５２件※の実証事業を実施。

国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業
（事業期間：平成５年度～平成３２年度）

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）

国際エネルギー実証事業の実施状況
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※平成２８年度末時点



（ⅻ）国際展開支援

• 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、原則助成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。

国際エネルギー消費効率化等
技術・システム実証事業

（事業期間：平成５～３２年度）

●評価のポイント

• 当該技術の普及に向け事業者のコミットを高めるべく、委託事業から、原則、助成事業化。（平
成２８年度）

• 評価を事業内容に即して多角的なものにするべく、以下の評価について、新たに導入ないし改
善。（平成２７～２９年度見込）

① 経済性評価の導入：普及の蓋然性を高めるべく、事業化見通しについて外部専門家による
本評価を実施。委員の参考資料として採択時・事前評価時に使用。

②事後評価の開始 ：個別テーマにおいても、外部の有識者による事後評価を実施。

③追跡調査の改善 ：普及状況把握のためのアンケートに加え、補完的にヒアリングも実施。
事業終了後、５～１０年に渡り継続的に実施。

実証事業の流れ

①

提
案
書
評
価

①

事
業
化
評
価

②

事
後
評
価

③

追
跡
調
査

実
証
終
了

実証前調査
（原則１年以内）

実証
（原則３年以内）

※原則補助（大企業1/2、
中小企業2/3）

公
募

ビジネス
展開

Ｍ
Ｏ
Ｕ
締
結

原則助成事業化

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）

国際エネルギー実証事業における第３期中長期計画期間中の取組
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（ⅻ）国際展開支援

●評価のポイント

• 現地住民５５０戸の協力及び機器設置が効率よく行われるよう、ＮＥＤＯがマンチェスター市及び現地住宅公社
と調整し、作業員の人数、作業工程を適正化。（平成２８年度）

• 現地アグリゲータが定めた取引単位の２００ｋＷを超える抑制に成功。日本の電力市場でも将来的に有効活用
を目指している電力アグリゲーションビジネスにおいて、一般家庭のＨＰを活用した大規模な実証事業は世界
初。（平成２８年度）

• 委託先は、本事業及びマウイで実施したスマートコミュニティ実証（国際エネルギー実証）の経験を踏まえ、英
国・シリー諸島で実施される約１５億円規模のスマートグリッドプロジェクトへの参画に繋げた。（平成２８年度）

▼ 英国・マンチェスターにおけるスマートコミュニティ実証事業（平成２５～２８年度）

• マンチェスターの公共住宅にヒートポンプ（ＨＰ)を５５０台導入し、情報通信技術（ＩＣＴ）によりその
電力消費及び蓄熱を集約・直接制御することで、電力市場で取引可能な調整力を創出する。

• ＨＰを活用し、小口需要家の電力消費・蓄熱の制御・アグリゲーションを通した電力市場で取引可
能な調整力創出は、実証段階ながら世界初の実績。

ヒートポンプが設置された住宅の外観
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１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）

国際エネルギー実証事業における個別テーマの成果 ①
国際エネルギー消費効率化等
技術・システム実証事業

（事業期間：平成５～３２年度）



（ⅻ）国際展開支援
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●評価のポイント
• 世界的にも事例の少ない大容量（５００ ｋＷ級）のＨＶＤＣ給電システム技術の導入により、電源変換効率を向
上させ、さらに太陽光発電システム、リチウムイオン電池を組み合わせることで、１５％以上の省エネを実現。

• 最高水準のスーパーコンピュータを有し、世界的に注目度が高いテキサス大学オースティン校において成果
をあげ、商用ベースでの普及に向けた交渉開始。（平成２８年度）

• データセンター全体での省エネ効果を評価する日本発の総合エネルギー効率指標（Datacenter Performance 
Per Energy （ＤＰＰＥ、ＪＥＩＴＡグリーンＩＴ委員会制定）を適用し、本基準を米国標準及び国際標準化とすべく、
米国関係機関への働きかけや日本および米国での学会発表を実施。（平成２８年度）

▼ 米国におけるデータセンターに関するＨＶＤＣ（高電圧直流）給電システム等実証事業（平成２６～２８年度）

• エネルギー効率向上の革新的手法の一つである「高電圧直流(ＨＶＤＣ)給電システム技術」を、
米国テキサス大学オースティン校にあるデータセンターに導入。

• 高変換効率の確保に加え、高効率で安定した電力供給を実現。さらに、太陽光発電との連系で
省エネ効果１５％以上を達成。

商用電力

太陽電池パネル

380VDC

HVDC対応
パワーコンディショナー

HVDC整流装置

リチウムイオン電池

HVDC空調

HVDC照明

HVDC対応サーバー

受電設備

太陽光発電システム

直流分電盤直流
交流

HVDC給電システム

実証事業範囲

実証実施サイト：
米国テキサス大学
オースティン校内データセンター

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）

国際エネルギー実証事業における個別テーマの成果 ②
国際エネルギー消費効率化等
技術・システム実証事業

（事業期間：平成５～３２年度）
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●評価のポイント
• ＮＥＤＯとタイ科学技術省国家イノベーション庁（ＮＩＡ）は、実証事業の成果をタイ国内だけでなくＡＳＥＡＮ諸国に
広く普及させるために、バンコク市内でキャッサバ産業関係者らを対象に普及セミナーを開催。（平成２７年度）

• 委託先企業とタイの企業のInnotech Green Energy Company Limited（ＩＧＥ社）が、バイオエタノール製造技術
の提供及びプラント設計に関するコンサルティング契約を締結。（平成２８年度）

• ＩＧＥ社は現在、年産６万ｋＬの規模でのプラント建設に取り組んでいる。これが実現すると、原油削減効果は約
４万ｋＬ/年、ＣＯ２削減効果は約１２万トン/年と試算（事後評価結果より）されている。（平成２８年度）

（ⅻ）国際展開支援

▼ キャッサバパルプからのバイオエタノール製造技術実証事業（タイ）（平成２３～２７年度）

• 新たに開発した高温発酵酵母（ＮＥＤＯ事業「耐熱性酵母による低コスト化発酵技術の研究開発」：実施期間：
平成１９～平成２２年度）を用いて、効率的な糖化・発酵が困難であったキャッサバパルプ（タピオカ残渣）から、
効率的にエタノールを製造する技術を実証。

• プロジェクトの成果を基に、委託先企業が、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、世
界初となる実用化に向けて、タイで活動を開始。

バイオエタノール製造工程の概念図（←）と、
バイオエタノール製造実証試験機の外観（↓）

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）

国際エネルギー実証事業における個別テーマの成果 ③
国際エネルギー消費効率化等
技術・システム実証事業

（事業期間：平成５～３２年度）
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（ⅻ）国際展開支援

●評価のポイント

• 第１回年次総会（平成２６年１０月８日）を開催。約８０ヶ国から約
８００ 名が参加。トヨタ自動車 内山田竹志会長等、閣僚や各界
の著名人約５０名が講演。（平成２６年度）

• 第２回年次総会（平成２７年１０月７、８日）を開催。約７０ヶ国か
ら約１，０００名が参加。ジョン・ホルドレン米国科学技術担当大
統領補佐官等、閣僚や各界の著名人約１３０名が講演。ＩＣＥＦ
ロードマップ（「蓄電池＋ＰＶ」）を初めて作成し、ＣＯＰ２１（フラン
ス）のサイドイベント等の場にて発表。（平成２７年度）

• 第３回年次総会（平成２８年１０月５、６日）を開催。約８０ヶ国か
ら約１，０００名が参加。安倍昭恵総理夫人等、閣僚や各界の著
名人約１００名が講演。新たな分野についてＩＣＥＦロードマップ
（「ＣＯ２利用」、「ＺＥＢ／ＺＥＨ」）を作成し、ＣＯＰ２２（モロッコ）サ
イドイベントで年次総会の成果とともに発表。（平成２８年度）

• ＩＣＥＦは、「地球温暖化対策計画」（閣議決定）及び「エネルギー・
環境イノベーション戦略」（総科議決定）で地球温暖化問題解決
に向けた国際連携の取組として位置づけ。（平成２８年度）

第２回年次総会／本会議／平成２７年１０月７日
（写真中央は、ローレンス・トゥビアナ仏気候変動特別代表）

第３回年次総会／開会式／平成２８年１０月５日
（写真は、安倍昭恵総理夫人）

• ＩＣＥＦは、地球温暖化問題の解決に向けたエネルギー・環境技術のイノベーションを促進する方
策を議論する国際会議であり、平成２６年度に安倍首相の提唱で開始。

• 世界でもトップレベルの産官学関係者が一堂に会する、いわば「エネルギー・環境技術版ダボス
会議」として、毎年約８０ヶ国、約１，０００名の参加者が集い、活発な議論を実施。

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）

Innovation for Cool Earth Forum（ICEF）年次総会の成果（平成２６年度～）
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二国間クレジット制度（ＪＣＭ）の成果

（ⅻ）国際展開支援

• ＪＣＭ（Joint Crediting Mechanism）制度を活用し、我が国の優れた低炭素技術・製品等の調査・技術実証を実施す
ることで、当該技術の有効性を示すとともに、普及促進を図る。

• また、ＭＲＶ※1方法論を適用し、第三者機関による検証やＪＣＭ合同委員会の審査によって、低炭素技術の有効性
を検証し、当該技術の普及を推進することで、地球温暖化対策に貢献する。

• 第２期中長期計画中は、ＪＣＭの創設に備え案件準備等を実施。第３期中長期計画中には８件の実証事業を実施。

病室内に取り付けられたインバーターエア
コン（正面壁側上部４台）と熱交換形換気
機器（中央上部）

実証フェーズの事業一覧（４か国８件／２８年度末時点）

＜モンゴル＞

■省エネ送電システム

＜ラオス＞

■省エネデータセンター

＜ベトナム＞

■低炭素ホテル

■省エネ漁灯システム

＜インドネシア＞

■石油精製プラント

■動力プラント

■携帯基地局トライブリッド

■：平成２７年度以前開始事業
■：平成２８年度新規開始事業

※2：オゾン層破壊の原因物質であると同時に、強力な温室効果ガスでもある。

二国間クレジット制度（ＪＣＭ）に係る地球温暖化対策技術の普及等推進事業
（事業期間：平成２３～２９年度）

※1：Measurement, Reporting and Verificationの略、温室効果ガス排出量の測定報告及び検証

●評価のポイント

• エアコンへの省エネラベル制度適用を検討していたベトナムにお

いて、「ベトナム国営病院における省エネ／環境改善によるグ

リーンホスピタル促進事業（平成２５～２９年度）」を実施し、イン

バータエアコンの実証とともに、高精密熱量計測装置を導入。

（平成２６～２７年度）

• これにより、国際基準である「冷房エネルギー消費効率に係る国

際規格の性能評価方式（ＣＳＰＦ）」に基づき、インバーターエアコ

ンの優位性を評価できるようになり、当該省エネラベル制度への

同評価方式の適用に貢献した。（平成２７年度）

• また、同事業では廃棄する旧型エアコン内に冷媒として残留する

特定フロンガス※２の回収と、適切な処理を実施し、ベトナム国内

初のフロンガスの無害化処理事例となった。（平成２８年度）

• ＮＥＤＯの取組は、先進的な事例として、地球環境問題を所管す

る天然資源環境省がウェブサイト（英語）で公表。（平成２８年度）

１.（１）技術開発マネジメント関連業務 （ク）技術分野ごとの目標（国際分野）



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

（２）クレジット取得関連業務
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評価概要

評価根拠

【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。
• 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。

１.（２）クレジット取得関連業務

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：－、第３期中長期目標期間見込：Ａ

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ｂ B － 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

※第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目
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（政府委託期間：平成１８～２５年度）

●評価のポイント

• 「クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）」、「グリーン
投資スキーム（ＧＩＳ）」で計２５件の事業を実
施。（平成２５年度）

• 事業期間中に取得したクレジットを政府の管
理口座へ移転し、第一約束期間（平成２０～２
４年）中の目標達成に大きく貢献。外部委員に
よる事後評価においても高い評価を得た。（平
成２５年度）

• ウクライナ国首相との面談を含む政府上層部
との交渉により、同国初となる、“未使用金返
還に係る閣僚会議令”の創設を実現。（平成２
７年度）

• 平成２８年度にはウクライナ環境･天然資源省
(ＭＥＮＲ)と協議し、不履行相当額等の返還に
係るＭＯＵ案の合意に至った。 本合意に基
づき、平成２９年度中に全ての業務を完了す
る見込み。（平成２８～２９年度見込）

政府のクレジット取得目標とＮＥＤＯの移転実績

＜年度別＞ ＜種類別＞

クレジット取得関連業務に係る成果

• 「京都議定書」における削減目標６％のうち、国内対策に最大限努力してもなお生じる差分１．６％
のＣＯ２削減に京都メカニズムを活用。

• ＮＥＤＯは予算の範囲内で平成２５年度までに計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。

• ウクライナのＧＩＳ事業において、未使用金返還や未完工問題が生じたが、前者は平成２７年度に
解決し、後者は平成２８年度に返還の目処をたて、平成２９年度中に全ての業務を完了する見込
み。

１.（２）クレジット取得関連業務
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２．業務運営の効率化に関する事項
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評価概要

評価根拠

【平成２８年度評価】

• 「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。

【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。

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

２.（１）機動的・効率的な組織・人員体制

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：Ａ、第３期中長期目標期間見込：Ａ

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ A 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目



政府方針へ対応するための迅速な組織体制の構築

• 「日本再興戦略」、「第５期科学技術基本計画」、「科学技術イノベーション総合戦略」等の政府方
針に対して、その迅速な実行及び目標の実現のため、機動的な組織の拡充・改編を実施。

時期 組織拡充・改編の概要

平成２５年７月 ＮＥＤＯ全体として外部への情報発信力を強化するため、「広報部」を設置し、戦略的な広報活動を推進。

平成２６年４月
経済産業省産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・評価小委員会における検討を踏まえ、産学官の英知を集め、
グローバル視点での技術戦略策定機能を強化するため、「技術戦略研究センター」を設置。また、有力技術の選定、資金
配分等、ＰＭによる柔軟性と機動性を確保したプロジェクトマネジメントを推進するため、「プロジェクトマネジメント室」を設置。

平成２６年４月
新たなイノベーションの担い手として期待されるベンチャー企業や中堅・中小企業等への支援を強化するため、「イノベー
ション推進部」を設置。日本再興戦略改訂２０１４（平成２６年６月２４日閣議決定）等の政府方針を踏まえ、「橋渡し」機能強
化、起業段階への支援、オープンイノベーション協議会（ＪＯＩＣ）の活動等を推進。

平成２８年４月

日本再興戦略２０１５（平成２７年６月３０日閣議決定）や第５期科学技術基本計画といった政府方針を踏まえ、全てのもの
がインターネットにつながるInternet of Things（ＩｏＴ）時代の推進に対応し「ＩｏＴ推進部」を設置。ＩｏＴに関する横断的な基盤
技術開発とＩｏＴデバイスの研究開発拠点整備を実施。また、同戦略を基に設立されたＩｏＴ推進コンソーシアム／ＩｏＴ推進ラ
ボと連携して公募を実施。

平成２８年４月

人工知能（ＡＩ）及びロボット分野の取組を強化するため、ロボット・機械システム部を改組し「ロボット・ＡＩ部」に名称変更。さ
らに、同部内に「ＡＩ社会実装推進室」を設置。ＡＩ関連の研究開発プロジェクトを大幅拡充するとともに、関係省庁・機関連携
により同分野を推進。また、「ロボット国際競技大会準備チーム」を同部内に設置し、大会の企画運営及びロボット国際競技
大会を通じた情報の収集及び発信を実施。

119

２.（１）機動的・効率的な組織・人員体制

●評価のポイント
• 技術戦略の策定及びこれに基づくプロジェクト構想を行う日本で初めての研究機関である技術戦略研究センターやプ
ロジェクトマネジメント室の設置により、研究開発プロジェクトの抜本的な改革と強化を実施。（平成２６年度）

• イノベーション推進部の設置により、ベンチャー企業や中堅・中小企業等への支援を強化し、オープンイノベーションの
促進及びベンチャーエコシステムの構築を推進。（平成２６年度）

• 「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。（平成２８年度）
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評価概要

評価根拠

【平成２８年度評価】

• 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。

【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。

２．業務運営の効率化に関する事項

（２）自己改革と外部評価の徹底

２.（２）自己改革と外部評価の徹底

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：B、第３期中長期目標期間見込：B

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ｂ 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目



プロジェクト成果の受賞実績

２.（２）自己改革と外部評価の徹底
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• ＮＥＤＯの成果のうち優れたものについては、内外の各種表彰制度にＮＥＤＯ自らが応募し、又は
事業実施者における応募を促進。

• 平成２８年度は、産学官連携功労者表彰における内閣総理大臣賞、経済産業大臣賞等や、ＣＥ
ＡＴＥＣ ＡＷＡＲＤ２０１６で経済産業大臣賞など、５３件を受賞。これまでに合計１４３件受賞（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）を受賞。

【平成２８年度主な実績】

＜国際集積エレクト二クス研究開発センター＞

＜開発された新検査＞

○経済産業大臣賞（２案件受賞）

１．世界初・糖鎖を使った肝線維化診断システムの実用化

「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」の成果（平成２５年度）

○内閣総理大臣賞
高性能不揮発性メモリとその評価・製造装置の開発、
及び国際産学連携集積エレクトロニクス研究開発拠点の構築
「生活支援ロボット実用化プロジェクト」の成果（平成２１年度～平成２５年度）

２．シャーベット状海水氷製氷機の開発

＜小型漁船への搭載＞ ＜船上搭載型製氷機 『海氷』＞

＜ＣＥＡＴＥＣ ＡＷＡＲＤ２０１６＞○経済産業大臣賞
網膜走査型レーザアイウェア技術
「クリーンデバイス社会実装推進事業
(課題解決型福祉用具実用化開発支援事業も関連プロジェクト）」の成果（平成２６年度～２８年度）

＜網膜走査型レーザアイウェア技術＞

＜産学官連携功労者表彰＞
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評価概要

評価根拠

【平成２８年度評価】

• 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）。

• 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。

【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）。

•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）。

２．業務運営の効率化に関する事項

（３）職員の意欲向上と能力開発

２.（３）職員の意欲向上と能力開発

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：B、第３期中長期目標期間見込：B

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ｂ B 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目



• 平成２８年度は３コースの新規研修コースを設置。 平成２５年度以降、計９コースの新規研修

コースを設置。

• 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（全１８講座）

及び出口戦略セミナー（全９講座）等を実施。平成２５年度以降、毎年度２コース以上実施。

• 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２５年度

以降計６名が学位取得済み。
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●評価のポイント
• 新規研修コースの設置について、平成２７年度までに６コース設置し、前倒しで目標を達成（目標：中長期計
画期間中に５コース以上設置）。さらに平成２８年度までに計９コースを設置。（平成２５～２８年度）

• 技術経営力に関する機構内研修について、平成２８年度まで毎年度２コース実施し、目標を達成（目標：毎年
度１コース以上実施）。また、本研修について、平成２８年度は計２８回実施し、目標を上回って達成（目標：平
成２８年度中に８回以上実施）。（平成２５～２８年度）

• 大学における博士・修士号の取得について、平成２８年度までに６名が学位取得（目標：５名以上の取得）。
（平成２５～２８年度）

平成２８年度新規研修
として「ヤングリーダー
ズゼミナール」を設置
若手職員の基礎力向
上のため、内外部の講
座受講と、各自が設定
した課題に関する調
査・報告を必須化。

海外・国内留学
平成２８年度は、１名
が学位取得。平成２
９年度には、２名が
学位取得予定の他、
新たに１名を海外大
学に派遣することを
予定。

２.（３）職員の意欲向上と能力開発

研修や留学を通じたプロジェクトマネジメント力の向上、幅広い知識の習得
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評価概要

評価根拠

【平成２８年度評価】

• 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。

【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。

• 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。

２．業務運営の効率化に関する事項

（４）業務・システムの最適化

２.（４）業務・システムの最適化

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：Ａ、第３期中長期目標期間見込：Ａ

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ａ B 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目



• 提案書の電子審査を他団体に先駆けて実現し、ピアレビュアへの提案書の送付・回収をなくすこ
とにより大幅な業務効率化とセキュリティ強化を実現（提案公募６事業について試行開始）

• 新プロジェクトマネジメントシステムの開発に向けた仕様書を作成。

業務・システムの最適化（１／２）
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２.（４）業務・システムの最適化

・事前評価回収システム（ピアレビュアシステム）に新たに利害関係確認機能及び提案書の技術分野とピアレビュアの審査
可能分野のマッチング機能を導入することにより大幅に業務効率を向上。さらに、これまで紙媒体で提案書の送付・回収
を行っていたが、ＰＤＦ化した提案書をセキュリティを担保した上で電子的にＰＣ画面での確認・審査を可能とし、審査結果
のオンライン提出と併せ、セキュリティと利便性を向上（平成２８年１１月）。

＜提案書の電子審査の実現＞

・機構のプロジェクトマネジメントの効率化、高度化、事業者の利便性向上及びセキュリティ強化のため、プロジェクト情報
の一元管理、ナレッジの蓄積・共有、プロジェクトの可視化及びプロジェクトに参加する事業者と情報共有を実現する新
プロジェクトマネジメントシステムの仕様書（案）を作成し、意見招請プロセスを経て仕様書が完成。これにより、事業者と
NEDOとの間で行っている各種申請・届出文書の電子化により、事務手続きにかかっている人的コストを削減し、事業者
が研究開発に注力できる環境の整備を図る。

＜新プロジェクトマネジメントシステムの仕様書の作成＞

・旅費計算業務等の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当初スケジュール通りに導入を完了（平成２
９年３月）。これにより、従来電子化されていなかった外勤を含めた全ての出張案件の申請・承認の電子化を図ると共に、
出退勤管理システムとの連携により、データの重複入力をなくし、利用者の利便性を向上。

＜出張・外勤管理支援サービスの導入＞

＜統合人事システムの導入＞

・職員の事務手続きの簡素化・迅速化を図ることを目的として、出退勤管理システム及び人事評価システムの導入を行うと
ともに、マイナンバー管理のアウトソーシングと併せ、人事部業務を総合的にサポートするシステムを導入。



• 新たな情報基盤サービスでは、情報セキュリティ対策の強化やネットワーク環境を改善するとと
もに、無線環境を活用したペーパレス化の促進、利用者の利便性向上にも寄与。
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＜新たな情報基盤サービスの運用＞

・「ＮＥＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシステムの最適化計画」に基づき、新たな情報基盤サービスについて、平成２５年度に仕様書検
討に着手以降、平成２６年度に仕様書の確定・事業者の調達を行い、平成２７年度からシステム設計・構築を進め、平
成２７年１１月からサービス提供を開始。本サービスでは、シンクライアントPC、スマートフォン、複合機、固定IP電話等
を含めた機構のトータル的なITインフラをサービスとして提供。複合機では、柔軟な印刷環境の構築など利便性を向上。
ＭＤＭ（※）を導入したスマートフォンは、機構外でもメール利用やスケジュール等の管理が可能。

・また、情報セキュリティ対策として、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、バックアッ
プデータをオンラインで遠隔地に蓄積するなど、災害時への対策にも配慮（従前は一部データを電子媒体で保存）。

（※）MDM：モバイルデバイスマネジメント。モバイル管理機能の総称で、モバイルＰＣ、スマートフォン等が盗難にあっても、遠隔制御によ
りモバイルＰＣ、スマートフォン等をロック、又は搭載ソフトウェアやデータの削除等を実行する機能。

（※）振る舞い検知：従来のようなパターンマッチングの手法ではなく、ウイルスの挙動や行動パターンを識別し、判定を行う機能。

・機構内に無線環境を構築しノート型シンクライアントＰＣによる機動的・効率的な業務を実現。運営会議等の機構内会
議におけるペーパーレス活動の推進にも寄与し、本サービス導入１年次は前年次（平成２６年１１月～平成２７年１０
月）８３８万枚から６３２万枚となり、複合機使用量を２５％削減。

２.（４）業務・システムの最適化

●評価のポイント

• 新たな技術的対策等により情報基盤サービスの出口対策を強化し、バックアップデータのオンライン取得など、災
害時対策にも配慮。（平成２７年度）

• ノート型シンクライアントＰＣを会議等で積極的に活用し、複合機使用量を前年次より２５％削減。（平成２８年度）
• 提案書の電子審査を他団体に先駆けて実現し、セキュリティと利便性を向上。（平成２８年度）
• 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。（平成２８年度）

• 新プロジェクトマネジメントシステムの仕様書を作成。（平成２８年度）

業務・システムの最適化（２／２）
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評価概要

評価根拠

【平成２８年度評価】

• 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。

【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。

２．業務運営の効率化に関する事項

（５）外部能力の活用

２.（５）外部能力の活用

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：B、第３期中長期目標期間見込：B

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ｂ B 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目



• 業務内容やフローについて不断の見直しを行い、費用対効果、専門性等の観点から、外部の専
門機関の活用が適当と考えられる業務については、外部委託を実施し業務を効率化。

• 平成２８年度は、１業務においてアウトソーシングを開始。
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【外部能力の活用による業務効率化の例】
（ＩＴの活用）

• 情報基盤サービス関連業務

• 契約・会計等システムの運用保守支援業務

• 資産管理等補助業務

（資格・専門知識等が必要な業務）

• 健康診断業務

• メンタルヘルス対策支援業務

• 退職給付債務の算出業務

（専門事業者等の活用）

• 外部来訪者の総合受付業務

• 科学術館展示ブースの保守・運営業務

• 海外出張時の航空券手配及び損害保険付保業務

• メディア掲載記事等クリッピング業務

• 研修業務の一部

• マイナンバー収集・管理業務（平成２７年度～）

• 分野別特許出願情報収集業務（平成２７年度～）

• 中途採用事務局支援業務（平成２７年度～）

• 関連公益法人等調査業務（平成２８年度新規）

• 出張・外勤管理支援業務（平成２９年度新規）

○ 外部能力の積極活用

２.（５）外部能力の活用

●評価のポイント

• 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。（平成２８年度）

• 第２期中期計画期間からの継続分も含め、全１５業務で外部能力を活用し業務を効率化。「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」、「関連公益法人等調査業務」において、新たに外部能力の
活用を開始したことで、約８００万円の費用削減効果。（平成２５～２８年度）

• その他、弁護士、税理士等の専門知識を有する外部能力を活用。（平成２５～２８年度）
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評価概要

評価根拠

【平成２８年度評価】

• 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６
８．７％削減（目標：６％）。

【見込み評価】

•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％）。

２．業務運営の効率化に関する事項

（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮

２.（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：Ａ、第３期中長期目標期間見込：Ａ

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ａ 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目
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以下の取組等により業務における省エネ・省資源・環境配慮を加速

平成１８年度から実施している取組
①執務室温度の適正化（クールビズ及びウォームビズの励行）
②執務室の昼の休憩時間帯における全消灯
③日中の間引き消灯
平成２２年度から実施している取組
④ノー残業デーの推奨

平成２８年度から実施している取組
⑤シンクライアントＰＣの切替えによるＯＡ系電気使用量の削減
（平成２７年１１月から導入）
⑥会議・打合せにおける資料のペーパーレス化を徹底
（平成２７年１１月から導入）
⑦プレミアムフライデーの推奨（平成２９年３月開始）

省エネ・省資源・環境配慮

●評価のポイント

• 平成２８年度排出量実績（暫定）については２８万１４１ｋｇ-ＣＯ２となり当初の目標である基準年度（平成１８年
度）比６％削減を大幅に上回る６８．７ ％削減を達成。前年度比では１２．２％削減を達成。（平成２８年度）

• ペーパーレス化の推進によりコピー用紙の使用量を前年度比で４１．３％削減を達成。（平成２８年度）

• 平成２８年度においては、政府が示す「当面の地球温暖化対策に関する方針」により、執務室空
調の最大限の使用抑制等、環境保全及び温室効果ガス排出抑制に資する取組を引き続き実施。

• 平成２８年度排出量実績（暫定値）は２８万１４１ｋｇ-ＣＯ２（前年度比１２．２％削減）となり、基準
年度（平成１８年度）比６８．７ ％削減を達成（平成２９年６月公表予定）。

• コピー用紙の使用量は２万７９４ｋｇ（A３用紙１２２４ｋｇ、Ａ４用紙１万９５７０ｋｇ）となり、前年度比
４１．３％削減を達成。

• 平成２７年度の環境配慮に向けた取組及び排出量実績について、環境報告として“アニュアルレ
ポート２０１６”に総括し公表。（平成２８年６月）

２.（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮
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評価概要

評価根拠

【平成２８年度評価】

• 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）。

【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）。

２．業務運営の効率化に関する事項

（７）業務の効率化、役職員の給与等の水準の適正化

２.（７）業務の効率化

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：B、第３期中長期目標期間見込：B

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ｂ B 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目
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継続 新規

２.（７）業務の効率化

• 中長期目標期間中、一般管理費（退職手当を除く。）及び業務経費＊の合計について、新規に追
加されるものや拡充される分を除き、平成２４年度を基準として、毎年度平均で前年度比１．０
８％の効率化を行う目標を設定。 （＊クレジット取得関連業務、基盤技術研究促進事業、競争的資金及び補正予算を除く。）

平均 ▲１９．４％

一般管理費及び業務経費の予算効率化の推移

効率化率

（億円）

▲27.6％ ▲0.01％

効率的な予算執行
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▲24.8％ 事業実施者負担による業務経費の削減

過年度に引き続き、平成２８年度も新規事業につ
いて以下に基づく事業は委託とし、それ以外の
事業は２／３を上限とした共同研究又は助成とし
て事業を実施
 産学官で取り組む基盤的な技術開発
 安全性基準や市場性のない特定環境技
術開発 等

▲25.1％

●評価のポイント

• 毎年度平均で１９．４％の効率化を実現し、目標を達成。（平成２５年度～平成２８年度）

経費削減に関する主な取組
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評価概要

評価根拠

【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。

【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。

２．業務運営の効率化に関する事項

（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

２.（８）随意契約の見直しに関する事項

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：B、第３期中長期目標期間見込：B

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ｂ B 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目
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• 「随意契約情報の公表に関する運用指針」に基づき、毎年度、契約の内容についてホームページ
で定期的に公表を適切に実施。

• 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％）となった。

随意契約の見直し等による入札・契約の適正化を実施

平成25年度
(構成比)

平成26年度
(構成比)

平成27年度
（構成比）

平成28年度
(構成比)

比較増△減
(平成28年度の対27年度伸率）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

競争性のある
契約

263
（91.0％）

464.0 
（99.8％）

488
（96.4％）

912.3 
（99.9％）

476
（95.6％）

953.3 
（99.9％）

337
（97.4％）

911.0 
（99.9％）

△139
(△29.2％)

△42.3
(△4.4％)

競争性のない
随意契約

26
（9.0％）

1.1 
（0.2％）

18
（3.6％）

0.9 
（0.1％）

22 
（4.4％）

1.2 
（0.1％）

9 
（2.6％）

1.0
（0.1％）

△13
(△59.1％)

△0.2
(△16.7％)

合計（100％） 289 465.1 506 913.3 498 954.4 346 912.0 △152 △42.4

◆第３期中長期計画期間における競争性のある契約及び一者応札・応募状況 （単位：件、億円）

平成25年度
(構成比)

平成26年度
（構成比）

平成27年度
（構成比）

平成28年度
（構成比）

比較増△減
(平成28年度の対27年度伸率）

ニ者以上
件数 222 ( 84.4%) 439 ( 90.0%) 425 ( 89.3%) 289 ( 85.8%) △136 (△32.0%)
金額 338.8 ( 73.0%) 796.9 ( 87.3%) 728.6 ( 76.4%) 690.5 ( 75.8%) △38.1  (△ 5.2%)

一者
件数 41 ( 15.6%) 49 ( 10.0%) 51 ( 10.7%) 48 ( 14.2%) △ 3  (△ 5.9%) 
金額 125.1 ( 27.0%) 115.5 ( 12.7%) 224.7 ( 23.6%) 220.5 ( 24.2%) △ 4.2 (△ 1.9%)   

合計
件数 263 (100.0%) 488 (100.0%) 476 (100.0%) 337 (100.0%) △139      (△29.2%)
金額 464.0 (100.0%) 912.3 (100.0%) 953.3 (100.0%) 911.0 (100.0%) △42.3   (△ 4.4%)

●評価のポイント
• 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、公募期間の延長に取り組んでいる。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。（平成２５～２８年度）

２.（８）随意契約の見直しに関する事項
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評価概要

評価根拠

【平成２８年度評価】

• 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）。

【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。

•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。

２．業務運営の効率化に関する事項

（９）コンプライアンスの推進

２.（９）コンプライアンスの推進

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：Ａ、第３期中長期目標期間見込：B
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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ｂ B Ａ 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目



内部統制の強化及び情報管理徹底の取組

２.（９）コンプライアンスの推進
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• 「『独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備』について」（平成２６ 年１１ 月２
８ 日付総務省行政管理局長通知）を受け、「コンプライアンス推進委員会」（平成２０年７月設置）

を「内部統制・リスク管理推進委員会」に改組（平成２７年４月）。行動計画を策定の上、当該計画
に基づく各種研修・監査及びリスク分析資料（業務フロー資料、リスク評価資料）の整備・更新を
実施。

●評価のポイント
• 内部統制・リスク管理推進委員会において行動計画の策定、リ
スク分析資料の整備・更新等を実施し迅速な対応が可能とな
る体制を構築・維持。（平成２７年度）

• 個人情報保護研修及びコンプライアンス基礎研修について、
目標を上回る開催実績。（平成２５～２８年度）

• 個人情報保護研修については、平成２７年度に定期開催の研
修に加えメール誤送信防止の集中研修を開催する等、タイム
リーな研修と情報展開を実施。（平成２７年度）

• コンプライアンスに関するメールマガジンを毎月配信し、役職
員のコンプライアンス意識向上に寄与。（平成２７年度）

• さらなるコンプライアンス意識向上のため、新たに営業秘密官
民フォーラムが配信しているメールマガジン「営業秘密のツボ」
を機構内全役職員に対して配信開始。（平成２８年度）

【リスク分析資料の整備・更新】
機構の業務遂行をより着実なものとするため、
企業における内部統制システム（改正会社法
（２００６年施行））を参考としつつ、業務とリス
クを分析しＰＤＣＡサイクルを展開。

（左：業務フロー図／右：リスクコントロールマトリックス／
右下：業務分類図）

【研修実績】 平成２８年度 平成２５～２８年度合計

コンプライアンス
基礎研修

１４回（目標：１３回）
（うち、外部講師による研修１回）

５０回
（目標合計：２５回）

個人情報保護研修
（平成２７年度～）

１４回（目標：１３回）
（うち、外部講師による研修１回）

５０回
（目標合計：２６回）



137

• 検査に係る説明会を毎年度、全国において目標値を上回る延べ１６回開催、各種事務処理マ
ニュアル及び不正行為等事例集や「研究不正を防ぐために」（経済産業省作成）を配布し、公的
研究費を取り扱うにあたっての心構えのほか、事業実施者におけるコンプライアンスへの取組や
法令・規程等に則した適正な経費執行について周知。

• 加えて、ＮＥＤＯ事業に初めて参画する事業実施者に対しては、経理指導等を実施。

• 研究費の不正使用等を行った事業者については、交付決定等の取消、研究費の返還請求といっ
た措置を行い、必要に応じ、新たな委託契約及び助成金交付等の停止処分を行うとともに、事業
者名などの措置内容を公表。

２.（９）コンプライアンスの推進

事業実施者における経費の適正な執行に向けた取組

●評価のポイント
• 事業実施者に対する検査に係る説明会について、毎年度、目標値（年４回、延べ１５回以上）を上回る回数を

開催するとともに、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確保を着実に実施。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強化を実施。（平成２５～２８年度）

検査に係る説明会開催実績
●毎年度（平成２５～２８年度）

全国で年４回、延べ１６回開催した。

（目標値：年４回、延べ１５回以上）

●検査説明会参加人数実績

平成２５年度：５０２名

平成２６年度：６９７名

平成２７年度：７７２名

平成２８年度：６０７名

NEDO事業に初めて参画する事業実施者に対する経理指導等

・ＮＥＤＯ事業に初めて参画する事業実施者に対して、経理指導を行う
とともに中間検査では可能な限り現地調査を実施し、研究の実施状況
も併せて把握することで公的研究費の適正な執行を確保。
・採択決定前において経営診断ツールを活用し、事業実施者の経営状
況を把握することにより、研究費のリスク管理の強化を図った。さらに、
事業費の支払（50万円以上）は原則、金融機関からの振込とした。
・採択決定時に事業実施者に対し事務取扱説明会を開催し、事務手続
の要点及び契約・検査に係る具体的な経理内容を説明するとともに、
事業実施者の代表者と面談を原則必須とし不正等の抑制の一助とした。



情報セキュリティの適切な管理

• 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＩＳＭＳ）の認証を取得。

• ｅラーニング、自己点検、標的型メール攻撃訓練及び研修・セミナーを毎年度実施。
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２.（９）コンプライアンスの推進

高セキュリティ
段階

より高度なセキュリティ
ソリューションの導入等

現状
最低限の主要手続きのみ

1年目

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
レ
ベ
ル

高

低

マネジメントシステム構築・導入
（部分取得で基礎固め）

手続きの実施を計画している
手続きの実施を訓練している
実施結果を点検している

マネジメントシステム運用
（取得範囲の拡大含む）
プロセスが標準化されている
測定可能な品質目標がある

プロセスの効果を改善している

最適化
標準化されたプロセスを改善・改良し、
常に最適化された状態を維持している

現状調査・計画策定

目標：ISMS体制の構築と認証取得 目標：より高度なセキュリティ対策導入

ポリシー策定

D
C

A
P

D
C

A
P

D
C

A
P

D
C

A
P

ISO27001
認証取得

D
C

A
P

第1回
継続&拡大審査

第2回
継続&拡大審査

更新審査
(再認証)

目標：I継続的改善プロセスの定着／情報セキュリティ対策の最適化

２～４年目 以降～

＜ＩＳＭＳの認証を取得＞
ＩＳＭＳ（Information Security Management System）の認証を
平成２８年１２月１５日に取得。本認証の取得にあたっては、総
務部・システム業務部の職員による事務局と審査対象部署の
職員による推進担当部署から構成される推進ＷＧを設置し、ＩＳ
ＭＳ活動を推進（平成２８年３月～）。
平成２８年度の登録範囲部署は、総務部、システム業務部、
技術戦略研究センター、イノベーション推進部、ＩｏＴ推進部、材
料・ナノテクノロジー部、省エネルギー部の７部署。
上記に加え、平成２９年度に７部署、平成３０年度に５部署を
追加するなど、順次認証範囲を拡大し、平成３０年度までに機
構本部・支部全ての部署の認証取得を目指す。

＜情報セキュリティに対する意識の向上＞
機構職員に対し、年３～４回（目標：年１回以上）の外部講師
等による研修・セミナーを実施し、情報セキュリティレベルに応
じた情報管理の徹底と情報セキュリティに対する意識向上を
図ってきた。特に、平成２８年度は、目標を高め（３回以上）、５
回の研修等を実施。更に、情報セキュリティｅラーニング及び自
己点検に加え、標的型メール攻撃訓練を毎年度実施。

ISMS中長期計画 ～継続的改善に向けて～

登録証の授与式
（平成２９年１月１３日）

●評価のポイント

• 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ＩＳＭＳ認証を取得。（平成２８年度）
• 情報セキュリティに対する意識向上のための研修等を平成２８年度までに合計１５回実施し、第３期中長期計
画期間中の目標回数（合計９回以上）を前倒しで達成。（平成２５～２８年度）
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• 内部監査規程に基づき、毎年度、内部監査計画及び内部監査実施計画を作成し、業務監査及
び会計監査を実施。監査報告については可能な限り具体的かつ建設的な改善提案を含め作成。
さらに、監事と緊密な情報交換を行い適切な内部監査を実施。

• 過去に実施した内部監査の指摘等への対応状況についてフォローアップ監査を適切に実施。

２.（９）コンプライアンスの推進

監査項目 監査結果及び対応策

（平成２５年度実施）

委託事業に係る資産
登録について

資産登録が必要なものについては資産管理番号等を付すこととし、より資産管理簿との突合をより確実な
ものとする措置が講じられており、今後は、同種事態の発生リスクが低減されることが期待できる。さらな
る対応策として、登録が必要な資産を明確にするため、事業者からＮＥＤＯへの提出資料の様式を改変し、
資産登録の要・不要を一覧で区別できるよう対応を図った。

（平成２６年度実施）
債権管理について

過払い金、研究用資産の有償譲渡等による納付金等の回収、督促等の管理状況等について、適正に認
識され、延滞債権についても適正に管理されていることを確認。さらなる対応策として、債権発生を未然に
防止するため主に中小事業者を採択する際に、経営診断システム等による経営状況の把握を徹底した。

（平成２７年度実施）

不正行為の再発防止
策の実施状況につい
て

再発防止策として、事業費の支払（５０万円以上）は金融機関からの振込とすること、必要に応じて臨時検
査や研究員等へ直接聴取の実施、不正行為事例集を用いた研修の実施が行われていることを確認し、
事業者面談は採択前に行うよう事業部へ推奨した。さらなる対応策として、毎年度、事業部における再発
防止策の徹底状況を把握している。

（平成２８年度実施）
概算払における過払い
発生の状況について

概算払いにより生じた過払金は、多くの場合、当該事業の進行に伴い解消されていることを確認。しかし、
過払金は不良債権化するリスクもあることから、引き続き、概算払いに当たっては資金需要の有無の確認
を徹底するよう、事業部へ指示した。

◆第３期中長期計画期間に実施した内部監査項目（例）

●評価のポイント

• 毎年度、内部監査計画及び内部監査実施計画を作成し、監査を実施。監査については、業務の適正かつ効

率的な運営及び業務改善の観点から重点項目を定め実施するとともに、過去に実施した内部監査の指摘等

への対応状況についてフォローアップを行うなど適切に実施。（平成２５～２８年度）

内部監査の実施
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３．財務内容の改善に関する事項
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評価概要

評価根拠

【平成２８年度評価】

• 委託契約に基づく売上納付を求めるため、報告書徴収（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。

【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。

３．財務内容の改善に関する事項

（１）繰越欠損金の増加の抑制

３.（１）繰越欠損金の増加の抑制

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：B、第３期中長期目標期間見込：B

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ａ Ｂ B 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目



繰越欠損金の増加の抑制
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• 基盤技術研究は、ＮＥＤＯが国から出資された資金を用いて民間企業等に対する委託事業によ
り実施しているため、事業を遂行する過程で制度的に欠損金が不可避的に生じるという特殊要
因がある。

• そのような中、繰越欠損金の圧縮に向け、管理費の低減に努めるとともに、研究成果の事業化
の状況や売上等の状況について９５件（前年度１０３件）の報告を徴収し、研究委託先等への現
地調査を２１回（前年度３７回）実施することなどにより、委託契約に従った売上等の納付を研究
開発委託先に対し慫慂。

• その結果、計画どおり約１４百万円（前年度約３０百万円）の収益納付を達成（収益納付累計額
は約１６４百万円）。

142

基盤技術研究の事業概要
基盤技術研究の成果は国民生活、社会経済活動の基盤をなすばかりでなく、革

新的な技術体系をもたらし、新規市場の創出等様々な波及効果が期待できる知

的資産を産み出す一方で、研究開発リスクが高く、企業単独で取り組むことが困

難であり、成果が開花するまでには相当の投資と期間を要する。このため、基盤

技術研究に対し、ＮＥＤＯが国から出資を受けて委託事業として支援を実施。

本事業においては、政府出資金を原資として事業を実施（費用として計上）する

仕組みとなっていること及び民間企業と同一の会計処理を法律により義務化され

ていることから、事業を遂行する過程で、会計上の欠損金が不可避に生じる。

なお、平成２８年度末の繰越欠損金は６２３億円。平成２５年度の事業終了後、

新たな事業は行わないこととしているため、繰越欠損金の額は増加しない。

国

ＮＥＤＯ （基盤技術研究促進勘定）

民 間 企 業 等

出資金

技術開発委託費

＜事業スキーム＞

※基盤技術とは、利用分野の広がりとしての波及
性、及び性能・生産性の向上に与えるインパクト
の大きさとしての効果・効用が大きい技術

３.（１）繰越欠損金の増加の抑制
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評価概要

評価根拠

【平成２８年度評価】

• 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。

【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。

３．財務内容の改善に関する事項

（２）自己収入の増加へ向けた取組、資産の売却等

３.（２）自己収入の増加へ向けた取組、資産の売却等

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：B、第３期中長期目標期間見込：B

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ｂ Ｂ B 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目



• 研究開発資産は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実施するほか、

第三期中長期計画では、保有する資産を既往の政府決定等を踏まえた措置を講じるものとして

いる。

• 措置を求められていた機構の保有資産について、売却の上で譲渡収入の国庫納付を行った。
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資産の売却

●保有資産（伊東敷地）の売却までの具体的な取組

・平成２２年１２月閣議決定「独立行政法人の事務事業の見直しの基本方針」において、国庫納付を求められる。
・平成２３年度、現物による国庫納付認可申請に向けて関係者間で調整するも、調整不調。
・平成２４年度、売却譲渡収入の国庫納付認可申請を行った後、１回の入札を実施（結果：応札者なしによる不調）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ （第３期中期目標期間）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
・平成２５年度、２回の入札を実施（結果：応札者なしによる不調）
・平成２６年度に不動産鑑定評価による価格の見直しを行い、見直し後の価格を反映した最低売却価格を初めて公表するとともに、
入札公告期間を従来より長く設けて入札を実施（結果：応札者なしによる不調）。
・平成２７年７月、以下に重点的に取り組んだうえで５回目の入札を実施。応札者が決定（譲渡完了）

 不動産鑑定評価による価格の見直しを反映した最低売却価格を公表
 入札公告期間をさらに延長
 物件の情報を地域の宅建協会を通じて、地元不動産関連業者へ広報、現地見学会の開催

・平成２８年３月に譲渡収入を国庫納付。

●評価のポイント
• 当該不動産は、所有権移転時に道路使用整備負担金及び市営水道料を購入者が負担すると
いった特殊事情もあり売却が進んでいなかったが、以下の対策を実施。

①鑑定評価による最低売却価格の見直しと金額の公表、②入札公告期間を大幅に延長して７０
日を確保、 ③地元不動産仲介業者への物件情報の広報拡大、 ④現地見学会の開催
以上、一連の対応により、落札・売却及び譲渡収入の国庫納付を実現。（平成２７年度）

３.（２）自己収入の増加へ向けた取組、資産の売却等
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評価概要

評価根拠

【平成２８年度評価】

• 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。

【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。

３．財務内容の改善に関する事項

（３）運営費交付金の効率的活用の促進

３.（３）運営費交付金の効率的活用の促進

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：B、第３期中長期目標期間見込：B

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ｂ Ｂ B 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目



• 独立行政法人における運営費交付金のメリットを最大限に活用するという観点を踏まえ、事業の
進捗管理の徹底、期中における適切な予算追加投入等を実施。

• 期末における運営費交付金債務は前年度の４７２億円から３１６億円に減少、平成２８年度予算
額に対して２２．７％。補正予算及び国際共同事業における相手国の手続遅延等やむを得ない
事情により発生した債務を除いた場合は２５５億円（ １８．３％）となる。

早期執行に向けた予算執行管理の高度化

各事業部における契約率、執行率向上に向けた取組状況と問題点を共有する会議を企画・実施し、運営
費交付金債務の削減に向けた各事業部毎の対応方針等をとりまとめるとともに、毎月執行状況報告を
行うことで執行管理を強化した。これらの取組の結果、平成２８年度の運営費交付金債務を約１５５億円
削減した。
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運営費交付金の効率的活用の促進

（単位：億円）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

全体
予算

相手国
起因等

補正
予算

その他
全体
予算

相手国
起因等

補正
予算

その他
全体
予算

相手国
起因等

補正
予算

その他
全体
予算

相手国
起因等

補正
予算

その他

運営費交付金総額
（A）

１,２１１ １,５９４ １,４２６ １,３９３

運営費交付金債務
額（Ｂ）

３４５ １２８ １０２ １１５ ５８８ ２８７ ３４ ２６７ ４７２ ２２１ ２５ ２２６ ３１６ ４６ １５ ２５５

債務残高割合
（B/A）

２８.５% １０．６% ８．４% ９．５% ３６.９% １８．０% ２．１% １６．８% ３３.１% １５．５% １．７% １５．８% ２２．７％ ３．３％ １．１％ １８．３％

３.（３）運営費交付金の効率的活用の促進

平成２８年度の取組

運営費交付金債務額の推移
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評価概要

評価根拠

【平成２８年度評価】

•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。

【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。

３．財務内容の改善に関する事項

（４）剰余金の適正化

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：B、第３期中長期目標期間見込：B

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ｂ Ｂ B 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

３.（４）剰余金の適正化

対応する年度計画の項目
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•機構の主たる業務である研究開発関連業務は、運営費交付金等を財源として着実に実施しており、
第三期中長期目標期間の最終年度に達するまでの間は、費用相当額を収益化することから、これ
により利益剰余金が発生することはない。

•平成２８年度末の利益剰余金は、３勘定（一般勘定、電源利用勘定、エネルギー需給勘定）で計１２
０．６億円を計上。

•この利益剰余金は、主に以下の発生要因により生じたもの。

• 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。

剰余金の適正化

※鉱工業承継勘定の利益剰余金は、平成２８年４月１日勘定廃止に伴い 、
利益剰余金（０．５億円）を含む残余財産を国庫納付した。

勘定名
平成２５
年度末

平成２６
年度末

平成２７
年度末

平成２８
年度末

一般勘定 １０．９ １８．９ ２１．８ ２４．０

電源利用
勘 定

４．６ ６．０ ６．４ ６．７

エネルギー
需給勘定

２７．９ ５７．７ ７８．１ ８９．９

鉱工業承
継 勘 定

０．１ ０．１ ０．５ ※－

合 計 ４３．４ ８２．７ １０６．８ １２０．６

[一般勘定、電源利用勘定、エネルギー需給勘定] 

終了した研究開発事業に係る資産について、
他の事業への利活用調査を行った上、適切に処分。
⇒研究開発資産売却収入

（単位：億円）利益剰余金の推移

[鉱工業承継勘定] 

破産更生債権の売却等に伴い、前年度決算において
計上していた貸倒引当金を戻入。（２７年度）
⇒貸倒引当金戻入益

３.（４）剰余金の適正化
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評価概要

対応する年度計画の項目

【平成28年度評価】
• 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：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）。

【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：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）。

３．財務内容の改善に関する事項

（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

評価根拠

ＮＥＤＯの自己評価 平成２８年度：B、第３期中長期目標期間見込：B

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 平成２８年度
第３期中長期
目標期間見込

評定 Ｂ Ｂ B 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

※平成２８年度及び第３期中長期目標期間見込評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

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



１４ 債務保証業務・貸付経過業務を計画的に行う

【 繰越欠損金の解消推移 】

21年度末19年度末

第１期中期計画
（H15～ H19FY）

H15年4月
基盤センター
より承継 22年度末

18,312

貸付経過業務

●評価のポイント
• 「鉱工業承継勘定」は平成１５年に基盤技術研究促進センターより承継した際、繰越欠損金△４５３百万円（※）
があったものの、第２期中期計画期間中に黒字化を達成。同中期計画期間中に出資金１６８億円及び剰余金１
５２百万円を国庫納付。（平成２５年度）

• さらに残った出資金についても平成２８年度の勘定廃止の際、出資金額（国：１５億円、民間１８１社：２２百万円）
を毀損せずに返還するとともに、９２百万円の剰余金を国庫に返納（延べ剰余金国庫納付額２４４百万円）。（平
成２８年度）
（※）承継当初の状況からは出資金を毀損することも懸念される状況にあったが、債権売却等による債権回収の
最大化や一般管理費の経費節減に努めたことにより達成できた成果。 150

（鉱工業承継業務）
• 平成１５年４月に基盤技術研究促進センターから承継した鉱工業承継業務に関し、貸付金等の回
収については債権管理を適切に行い、回収額の最大化に向けて計画的に進めた結果、第３期中
長期計画期間期首において残っていた貸付債権（破産更生債権２件３社、貸付残高：７４百万円）
について回収を進めつつ、平成２７年度に債権売却等により債権処理を完了させ、同年度末を
もって全ての鉱工業承継業務を終了。（中長期計画の達成）

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

【 政府出資金 】

24年度末

第2期中期計画
（H20～ H24FY）

25年度末 27年度末

第3期中長期計画
（H25～ H27FY）

（単位：百万円）

1,51218,31218,312 1,512 1,512 1,512

△453 △542 △269 57 152 11 49【 欠損金（ｏｒ剰余金） 】

【 資本剰余金 】 ― 42 42 42 42 42 42
【 民間出資金 】 555 81 81 81 22 22 22

黒
字
化

国
庫
納
付

16,800百万円国庫納付

28年度

出資者に
返還

92百万円
を国庫納付



１４ 債務保証業務・貸付経過業務を計画的に行う

【 保証残高推移 】 25期首～28年度末 増減26年度末25年度末

第３期 中長期目標期間

3,179百万円 2,699百万円 1,528百万円 1,289百万円 △ 2,207百万円

25年度期首 27年度末 28年度末

3,496百万円

債務保証経過業務

●評価のポイント
• 第３期中長期計画期間中に債務保証残高の大幅な減少（２２億円） を達成することができた要因
は、可能な限り保証リスクを低減させるため、事業実施状況及び財務内容をチェックし、金融機関
との連携を通じて回収に努めたことや、収益改善状況を適切に把握し、可能な限り前倒し返済を促
すとともに、繰上一括償還等前倒し弁済が図られるよう保証先との調整に努めたことによるもの。
（平成２５～２８年度）
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（新エネルギー利用等債務保証業務）
• 本業務は 「経済産業省所管独立行政法人の改革について」（22.4.19経済産業省公表）に基づき、平
成２２年度に新規引受を停止しているが、債務保証先を適正に管理し、代位弁済の発生可能性を低
減させるとともに、求償権については回収の最大化に努めているところ。

• 債務保証中の案件については、第３期中長期計画期間中においては金融機関への約定返済に加え、
期限前繰上弁済等の発生により、債務保証残高が２２億円減少する等、適切に管理を行い保証リス
クの低減に努めた。（ H２５年度期首残高：６社３５億円 → H２８年度末残高：４社１３億円 ）

• また、求償権債権についても適切なリスク管理に努め、一部求償先から平成２８年度に約百万円を
初の弁済金として回収。

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



リスク管理債権の適正化

【第３期中長期計画見込】

• 第３期中長期計画期間中、貸倒懸念債権・破産更生債権等を有する全事業について、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た。

25年度期首 25年度末 26年度末 27年度末 28年度末 備 考

貸付経過業務 (Ａ)

（貸付金）
73,781 70,181 66,581 0 ― 鉱工業承継業務に係る貸付

金の回収業務（Ｈ27年度終了）

債務保証経過業務 (Ｂ)
（求償権）

1,213,226 1,213,226 1,221,052 1,221,052 1,220,071
新エネルギー等利用債務保証
業務において代位弁済により
取得した求償権の回収等業務

研究開発等業務 (Ｃ)
（未収金）

71,894 281,236 275,262 284,064 38,150

委託等事業における過払い金
等の返還の際、一部滞ってい
るために発生した債権の管
理・回収業務

合計（ (Ａ) ＋ (Ｂ)＋ (Ｃ) ） 1,358,901 1,564,643 1,562,895 1,505,116 1,258,221 △ 100,680
（25期首～28年度末 増減）

合計に占める貸倒懸念債権及
び破産更生債権等の割合（％）

100% 100% 100% 100% 100%

（単位：千円）

区分
年度等

（注）※計数は四捨五入のため端数が合計と一致しないものがある。

●評価のポイント
• 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）となった。
（平成２８年度） 152

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
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（参考）業績評価に係る外部有識者からの意見聴取について①

ＮＥＤＯ業績評価点検委員 委員長 松田 修一 早稲田大学名誉教授
委員 須藤 亮 株式会社東芝 常任顧問
委員 谷田部 雅嗣 元日本放送協会解説委員、科学ジャーナリスト

Ⅰ．研究開発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＞
（技術開発マネジメントの機能強化）
○非連続ナショナルプロジェクト選定基準や手続きの明確化、未踏チャレン
ジ２０５０の創設、事後評価・合格基準、実用化達成率が中期計画目標を
上回る等、研究開発マネジメントの機能強化は、効率的に行われている。

（技術開発型ベンチャー企業等の振興）
○研究開発型ベンチャーに対するシームレスな支援制度の拡充など、確実
な対策が積み重ねられ、今後の拡充も期待できる。

（オープンイノベーションの推進）
○オープンイノベーション協議会はベンチャー創造協議会と合併し、我が国
でオープンイノベーションを強力に推進していく体制を構築できた。

（技術開発成果の事業化支援）
○ＮＥＤＯプロジェクトの成果の事業化支援のために、金融機関、官民ファン
ドとの連携やマッチングイベントへの参加支援や、自らのイベントを主催し
てきた。特に、技術開発プロジェクトの標準化の取組を目標に掲げ、提案
件数は今年の目標をはるかに超えている。

（情報発信等の推進）
○ニュースリリース、記者会見、理事長主催の懇談会、イベントへの参加、
フォーラムの開催など、幅広く情報発信を試みていることは評価できる。

（人材の流動化促進、育成）
○クロスアポイントメント制度やＰＭ（プロジェクトマネージャー）制度の活用で、
ＮＥＤＯ内の人材力を強化すると同時に、イノベーションを牽引する若手研
究者の育成に注力し、目標前倒して達成してきたことは、高く評価できる。

平成２８年度業績評価に係る委員からの主なコメント

（技術分野ごとの目標）
○太陽電池、バイオ燃料など、革新的な技術開発に成功。革新型蓄電池の
開発では、世界を凌駕する性能を達成している。
○材料分野で非可食性バイオマス利用のために、樹脂複合材料の一貫製
造プロセスの開発が進められおり、目標の製造量を計画より早く達成する
など、産業化に向けた伸展が期待される。
○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推進制御装
置として実用化し、実際の鉄道車両にて実証できた。ロボット分野では次世
代AI・ロボット要素技術の開発を推進し、「ＡＩ社会実装推進室」の新設や
ロードマップに基づくグローバル研究開発を実施すべく基本計画の策定を
実施した。

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項
（機動的・効率的な組織・人員体制）
○ 第4次産業革命を乗りこなすための新たな３部門を設置する等、政府方
針で明確になった技術分野の研究開発プロジェクトに、素早く対応してき
ている。

（職員の意欲向上と能力開発）
○ 新規の３つの研修コースを設置するなど、職員の能力向上に充実した施
策を進めている。

（業務・システムの最適化）
○ 提案書の電子化やシンクライアントＰＣの導入によるペーパーレス化の推
進により、大幅な業務の効率化を実現している。

（省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮）
○ 平成28年度排出量実績(暫定値）は２８万１４１Kg-CO２（前年度１２．２％
削減）となり、基準年度（平成１８年度）比６８．７％を達成した。

（コンプライアンスの推進）
○ 平成２８年末に情報セキュリティマネジメントの国際規格の認証を、国立
研究開発法人で初めて取得した。

Ⅲ．財務の内容の改善に関する事項
（運営費交付金の効率的活用の促進）
○ 運営費交付金債務は効率的削減に向けて推移している。
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（参考）業績評価に係る外部有識者からの意見聴取について②

Ⅰ．研究開発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＞
（技術開発マネジメントの機能強化）
○技術戦略やそのプロジェクト構想に基づくプロセスを円滑に実行し、非連
続ナショナルプロジェクト等の新規事業立案拡大等、明確な実績を上げて
きた。

（技術開発型ベンチャー企業等の振興）
○「研究開発型ベンチャー支援事業」では、シーズ発掘から民間リスクマ
ネー確保・事業化支援までのシームレスな支援体制をとっている。質のよ
いスタートアップとその支援者が増加しているので、期待したい。

（オープンイノベーションの推進）
○協議会の設立は、遅すぎた感があるが、その後の活動は極めて活発であ
り、多くの実績が出ているのは高い評価ができる。ただし、日本の事業会
社の経営体質、ベンチャー企業側の体制不足、オープン&クローズ戦略等
多くの課題があり、量的拡大に加えて、質的向上の両面を配慮する施策を
さらに考える必要がある。

（技術開発成果の事業化支援）
○ＮＥＤＯプロジェクトの研究開発段階で成功であっても、社会実装・事業化・
上市に具体化しないと意味がない。具体的な事業化支援を積極的に後押
しすることに注力し、また特定企業の開発成果を世界に普及させるための
標準化に高い目標を設定し、活動しているのは、開発企業が「技術に勝っ
て、ビジネスでも勝つ」ために不可欠である。

（情報発信等の推進）
○中学生・高校生も参画できる年齢に関係のないイベントをぜひ開催してい
ただきたい。
○記者会見や現地見学会を始め、イベントへの参加など様々に情報発信に
ついて積極的に取り組んでいることは評価できる。今後、ＮＥＤＯプロジェク
トによって生み出された技術が使われていることを示すシンボルを作成し、
製品やカタログ等に提示することも考えてはどうか。

（人材の流動化促進、育成）
○中長期計画の目標に掲げた以上の前倒しで、人材の流動化促進と育成
は進んでいる。なお、イノベーション人材や自律・挑戦する人材は、中高校
時代の驚きと感動がきっかけとなることが多い。技術のリアルな感動を身
近に体験させるためのイベントを学校教育の現場に働きかけていただきた
い。

第３期中長期目標期間終了時に見込まれる業務実績評価に係る委員からの主なコメント

（技術分野ごとの目標）
○世界最高変換効率の太陽電池、世界最高レベルの組み換え酵母株の開
発、超省エネ効果の初の開発、高いエネルギー密度を有する蓄電池の開
発、ＣＯ２排出削減可能な高効率石炭火力発電技術の開発等において、中
長期計画目標を前倒し達成が可能なスピードで進んでいる。
○工場や鉄道現場などで社会実装が始まっており、中長期計画の目標を前
倒しで達成できる。
○生活支援型ロボットの開発、安全検証技術の開発と国際安全規格の発行
など、有機的な連携で継続して進めており、実社会で普及が進んでいるこ
とはＮＥＤＯの大きな成果であり、国民からの評価も高い。

＜クレジット取得関連業務＞
○ウクライナとのＧＩＳ事業について、国際情勢の変化によって全予算の執行
が困難となったが、政府上層部とのたびたびの交渉を行い、返還金を受け
取るなど、適切な事業管理が実施された。

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項
（機動的・効率的な組織・人員体制）
○ 日本で初めてのプロジェクト構想の策定を行う機関となる技術戦略研究
センターと、プロジェクトマネジメント室の設置で、技術シーズの迅速な事
業化を促すプロジェクトマネジメントが強化された。

（自己改革と外部評価の徹底）
○ プロジェクト成果の受賞件数は、平成25年度以降増加しており、外部から
の評価が高まっている。

（職員の意欲向上と能力開発）
○ 機構が支援するプロジェクトの責任者のほとんどは博士学位を取得して
いるので、機構職員の修士以上が普通である体制を目指してほしい。

（業務・システムの最適化）
○ サーバー監視やログ分析による不正通信監視などの情報セキュリティの
充実を的確に進めている。

（コンプライアンスの推進）
○ 情報セキュリティマネジメントの国際規格の認証を、国立研究開発法人で
初めて取得し、コンプライアンスの順守を徹底して行っている。

Ⅲ．財務の内容の改善に関する事項
（資産売却、鉱工業承継業務 等）
○ 伊東敷地が適切に売却され、譲渡収入を国庫納付している。
（運営費交付金の効率的活用の促進）
○ 運営費交付金債務は、平成２８年度末３１６億円に減少している。


