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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の 

平成２９年度計画の概要 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の平成２９年度

計画の概要は以下のとおり。 

  

１．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  

（１）技術開発マネジメントの機能強化 

 ①効率的なマネジメントの推進 

 技術戦略及びプロジェクト構想の策定（本文Ｐ３） 

・平成３０年度の予算要求に向けて、再生可能エネルギー分野や

電子・情報・機械システム分野等に関する新たな技術戦略の策

定及び既存の技術戦略の改定を行うとともに、平成３１年度の

予算要求に向けた新たな技術戦略分野の選定を行う。 

 

 農商工分野の連携を強化（本文Ｐ３） 

・農商工分野における新たなプロジェクト創出につなげるため、

農林水産省、経済産業省、関係機関と連携し、ワークショップ

等を通じて、関連する技術戦略の策定を行う。 
 

 エネルギー・環境新技術先導プログラムのうち「未踏チャレンジ

２０５０」の実施（本文Ｐ４） 

・全世界で温室効果ガスの抜本的な排出削減を実現するイノベー

ション創出を目的として、革新的な技術・システムの先導研究

を実施する。エネルギー・環境イノベーション戦略（平成２８

年４月）を踏まえ、２０５０年頃の社会普及を目指す。 

 

 中小・ベンチャー企業への支援の成功要因分析（本文Ｐ１０） 

・ＮＥＤＯ事業に参画した中小・ベンチャー企業の開発成果が社

会にもたらす効果・便益の可視化及び体系化に平成２８年度か

資料５ 
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ら取り組んでいるところであり、平成２９年度は、平成２８年

度の調査結果に基づき、成功事例の調査分析等を行う。 

 

 ②ＮＥＤＯユーザーに配慮した制度改善等 

 事業者からの意見や国の政策を反映した制度改善等の実施（本文

Ｐ１１） 

・産学協同研究を促進する国の方針等を踏まえ、技術開発プロジ

ェクトの研究員の範囲を学生（大学院後期博士課程）まで拡大

し、研究委託費の効率性・柔軟性を高めるため、中小企業等に

おいては間接経費を１５％から２０％に、国立研究開発法人等

においては１０％から最大１５％に拡大するよう改定を行う。 

・各種事業実施者からの提出物について、ウェブ上での手続きを

用いた電子システム化等の拡大の検討に着手し、機構と事業実

施者双方における事務の効率化を目指す。 

 

③技術開発型ベンチャー企業等の振興 

 「企業間連携スタートアップに対する事業化支援」の実施（本文

Ｐ１２） 

・事業会社と連携して共同研究等を行う研究開発型ベンチャーを

支援する新事業を開始する。研究開発型ベンチャーと事業会社

の連携の接点となる共同研究等を本事業で支援し、その連携を

促進することにより、研究開発型ベンチャーの事業化の加速、

ベンチャー・エコシステムの強化を目指す。 

 

 「ベンチャー・チャレンジ２０２０」への参画（本文Ｐ１３） 

・日本経済再生本部において決定された「ベンチャー・チャレン

ジ２０２０」について、政府関係機関コンソーシアム及びアド

バイザリーボード（第１回）に参加してＮＥＤＯの取組を紹介

したほか、ベンチャー支援のための共通プラットフォーム構築

に向け、各省庁のベンチャー支援(補助金、委託費等）の申請手
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続きについて、①申請様式の共通化、②法人インフォメーショ

ン等のデータベースからのデータ引用、③オンライン申請を実

現し、手続きの大幅な簡素化を目指した調査を開始する。 

 

④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の推進（本文Ｐ１３） 

・平成２８年度に「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」の合併により発足した「オープンイノベーシ

ョン・ベンチャー創造協議会事務局」として、具体的なオープ

ンイノベーション事例の創出を目的としたNEDOピッチやワー

クショップ等の取組を年間２０回以上実施。また、我が国全体

でのオープンイノベーションの取組の活性化につなげていくた

め、オープンイノベーション白書を取りまとめる。更に、「日本

ベンチャー大賞」や付随するイベント等を経済産業省と連携し

て実施・運営する。 

 

⑤国際共同事業の推進 

 ドイツとの国際共同研究の推進（本文Ｐ１３） 

・海外の優れた技術や知識等を活用し、先端的な技術創出等を図

っていくため、これまでフランス、イスラエルと国際共同研究

開発事業を推進しているところであり、平成２９年度は、イン

ダストリー４．０等の技術開発を推進しているドイツを対象国

に追加し、オープンイノベーションの促進を目指す。 

 

⑥技術開発成果の事業化支援 

 現物出資に向けた検討（本文Ｐ１４） 

・研究開発成果の実用化を図るため、ＮＥＤＯの研究開発を通じ

て取得した資産に対する出資（現物出資）の活用に向けた検討

を行っており、平成２８年度までに現物出資の審査手続き等を

整備したところであり、案件発掘及び現物出資の実施を目指す。 
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 外部機関連携の強化（本文Ｐ１２、Ｐ４） 

・ＮＥＤＯ事業終了後、一定の成果が出ている事業者に対し、金

融機関等へ紹介し、一層の成果普及のためＮＥＤＯが橋渡しを

行う。 

・エネルギー・環境新技術先導プログラムのうち「未踏チャレン

ジ２０５０」については、国立研究開発法人科学技術振興機構

と連携して実施する。 

 

 「World Robot Summit」開催に向けた準備活動の展開（本文Ｐ１

５） 

・２０１５年に策定された「ロボット新戦略（日本経済再生本部

決定）」に基づき、２０１８年に「World Robot Summit」（ロボ

ット国際大会）のプレ大会、２０２０年に本大会を開催すべく、

開催に向けた準備活動を展開する。 

 

⑦情報発信等の推進 

 地域版ＮＥＤＯフォーラムの開催（本文Ｐ１６） 

・各地域でニーズのあるテーマの特別講演やＮＥＤＯ事業活用事 

例及び支援制度の紹介を行うセミナー（ＮＥＤＯフォーラム） 

を全国５か所で開催し、各地域の大学と新たな協力関係の構 

築等を図る。 

 

⑧技術分野ごとの計画  

（ⅰ）新エネルギー分野 

 バイオジェット燃料生産技術開発事業の開始（本文Ｐ３３） 

・バイオマスのガス化・液化や微細藻類の培養技術等優れた要素

技術を基にした一貫製造プロセス構築に向けて、パイロット規

模の検証試験等を行う。 
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 オーストラリアの褐炭等を活用した水素サプライチェーン及び水

素ガスタービンによる発電システムの実証試験の推進（本文Ｐ３

９） 

・水素をエネルギーとして利用拡大するため、新たな水素需要の

創出及び安定的な水素供給を目指し、水素発電（ガスタービン）

及びオーストラリアの褐炭等の海外未利用資源を活用した水素

製造から貯蔵・輸送等に至るサプライチェーン構築に関する技

術開発を実施する。 

 

 地熱発電の導入拡大に貢献する事業の推進（本文Ｐ３４） 

・超臨界地熱発電の実現可能性調査等を行うとともに、地熱資源

有効活用に向け開発したスケール対策技術の実証及び地熱開発

の合意形成促進を目指した自然環境・風致景観に配慮した発電

所の設計を支援するツールの開発等を実施する。 

 

（ⅱ）省エネルギー分野 

 戦略的省エネルギー技術革新プログラムにおける新支援スキーム

の導入（本文Ｐ４４） 

・戦略的省エネルギー技術革新プログラムにおいて、「テーマ設

定型事業者連携スキーム」を追加する。複数の事業者が連携・

協力し、業界の共通課題等の解決に繋げる基盤技術開発や応用

技術開発を行い、開発終了後３年以内の製品化を目指す。 

 

（ⅲ）蓄電池・エネルギーシステム分野 

 革新型蓄電池の実用化を促進するための基盤技術開発(RISING2)

を推進（本文Ｐ４７） 

・「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業(RISING)」において絞り

込んだ革新型蓄電池（亜鉛空気電池、ナノ界面制御電池、硫化

物電池）について、実用化促進に資する共通基盤技術開発のプ

ロジェクトを産学連携で推進し、１回の充電あたりの車両走行
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距離が５００ｋｍかつ普及価格帯の電気自動車の実現に不可欠

な革新型蓄電池の早期開発を目指す。 

 

（ⅳ）クリーンコールテクノロジー（ＣＣＴ）分野 

 ＣＯ２分離・回収型酸素吹ＩＧＣＣ実証プラントの実証試験開始

（本文Ｐ４９） 

・石炭火力発電から排出されるＣＯ２を大幅に削減させるべく、

平成２８年度に完成した高効率な酸素吹ＩＧＣＣの実証試験設

備を用いて実証試験を実施する。また、ＣＯ２分離・回収を組

合せた実証設備を製作する。 
 

 フェロコークス活用製銑プロセス技術開発の開始（本文Ｐ５０） 

・製銑プロセスのエネルギー消費量の削減を図るため、環境調和

型製鉄プロセス技術開発について、平成２９年度から低品位の

石炭（一般炭）と低品位の鉄鉱石の混合成型等により生成され

た原料（フェロコークス）を利用した技術開発を開始する。 

 

（ⅴ）環境・省資源分野 

 資源循環システムの構築に向けたリサイクル技術開発プロジェク

トを開始（本文Ｐ５５） 

・我が国の都市鉱山を有効に活用するため、資源価値の高い小型

家電等の廃製品を対象に、現状リサイクルが行われている金属

のみならずレアメタル等も含めた多様な金属を低コストかつ高

効率にリサイクルする革新的な技術を開発し、資源循環システ

ムの構築を目指す。 

 

（ⅵ） 電子・情報通信分野 

 第４次産業革命の実現に向けたＩｏＴ推進の取組（本文Ｐ６６、

６８） 

・ＩｏＴ等の技術的ブレイクスルーを活用した第４次産業革命の
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実現に向けて、データ収集・蓄積・解析及びセキュリティ等の

次世代の技術力強化を目的とした、製造・物流・インフラ等の

複数分野に適用可能である横断的な技術の研究開発を行う。 

・また、第４次産業革命が社会に受容されるため、業界横断的な

共通仕様の整備やモデルの構築・検証等を通じ、社会インフラ・

製造業・産業保安などの産業分野ごとに必要な規制・制度改革

及び標準化等の環境整備を実施し、ＩｏＴを活用した社会シス

テムへの変革を目指す。 

 

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野 

 スマートセルによる高機能品生産技術の開発を推進（本文Ｐ７５） 

・海外技術に依存しない国産のゲノム編集技術や最新のＩＴ／Ａ

Ｉ技術を駆使して、植物や微生物の細胞が持つ物質生産能力を

人工的に最大限引き出した細胞“スマートセル”を構築し、化

学合成では生産が難しい有用物質の創製や生産プロセスの低コ

スト化・省エネ化の実現を目指す。 

 

 セルロースナノファイバーの安全性評価手法等の開発を開始（本

文Ｐ７０） 

・非可食性バイオマス原料から化学品までの一貫製造プロセス構

築を推進しており、平成２９年度からはセルロースナノファイ

バー（ＣＮＦ）の信頼性向上や高機能化・品質管理の強化を目

的にＣＮＦの安全性評価手法の開発に着手する。また、木質系

バイオマスの効果的利用に向けた特性評価も併せて実施する。 

 

 中性子線を用いた、構造材料の新たな解析技術開発等を開始（本

文Ｐ７２） 

・運輸機器の軽量化に向けて、革新的なアルミニウム材やマグネ

シウム材、鋼板、炭素繊維強化樹脂（ＣＦＲＰ）等の開発を推

進しており、平成２９年度からは、中性子線利用による解析技
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術の開発と接着技術・新規接着剤の開発に着手する。 

 

（ⅸ）ロボット技術分野 

 「次世代人工知能技術の社会実装に関する研究開発」の開始（本

文Ｐ８３） 

・次世代人工知能技術の社会実装が求められる「生産性」、「健

康、医療・介護」、「空間の移動」の３領域において、関連す

る課題の解決に資する次世代人工知能技術の社会実装に関する

先導研究を平成２９年度から新たに実施する。 

 

 「プラットフォームロボット開発プロジェクト」の開始（本文Ｐ

８３） 

・ロボット導入コストの２割削減に向け、ロボットの本体価格を

引き下げるべく、汎用的な作業・工程に使える小型汎用ロボッ

ト（プラットフォームロボット）の開発（ハードウェア及びソ

フトウェアの共通化）を平成２９年度から新たに実施する。 

 

 「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」の開始（本文Ｐ８４） 

・物流、インフラ点検、災害対応等の分野で活用できる無人航空

機及びロボットの開発を促進するとともに、社会実装に向けた

システム構築及び飛行試験等を開始する。無人航空機の運航管

理や衝突回避の技術の確立等により、ロボット・ドローンの社

会実装加速を目指すとともに、国際標準化に向けた取組を実施

する。 

 

（ⅻ）国際展開支援 

 第４回”Innovation for Cool Earth Forum（ＩＣＥＦ）”への貢

献（本文Ｐ９２） 

・安倍総理の提言の下、エネルギー・環境分野のイノベーション
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により気候変動問題の解決を図るため、世界の学界・産業界・

政府関係者間の議論と協力を促進するための国際会議を経済産

業省と主催する。本年の年次総会では、昨年の第３回年次総会

において発信された「ＣＯ２ネット・ゼロ・エミッション」に

ついて深掘りをして議論を行う予定。 

 

 国際エネルギー実証事業の実施、評価の拡充等（本文Ｐ９２） 

・再生可能エネルギーの普及拡大を戦略的に見据え、フィリピン

「新公共交通システム実証事業」や米国「電気自動車（ＥＶ）

の行動範囲拡大を目的とした実証事業」で実証運転を開始する

とともに、協力協定を首脳間で合意したロシアでは風力発電シ

ステムに関する調査を、閣僚間で合意したインドでは蓄電シス

テム導入を含む系統安定化に関する調査を開始する。 

・個別テーマ毎の取り組みでは、採択時・フェーズ移行等の事前

評価に導入した経済性評価の実効性を高めるとともに、事後評

価・追跡調査等のフィードバックと併せ、技術普及を促すため

のノウハウ蓄積につなげていく。 

 

２．業務運営の効率化に関する事項  

①機動的、効率的な組織・人員体制 

 真に必要な業務に対する人員の確保（本文Ｐ１７） 

・新卒採用のほか、民間企業・大学・公的研究機関等において一

定の実務経験を有する優秀な人材や、業務量の変化に機動的に

対応するための人材等を、引き続き中途採用や出向等により確

保し、必要な業務体制を維持・構築する。 

 

 ＮＥＤＯ内の働き方改革と業務改善の推進（本文Ｐ１８） 

・多様な働き方を可能とする制度改善の一環として、テレワーク

の導入を検討する。また、職員のワークライフバランスに対す

る意識を向上させるためプレミアムフライデーを毎月月末に推
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進する。これらを通じて職員の仕事と生活の調和を図りつつ、

自律的な業務効率化を促す。 

・ＮＥＤＯの業務運営の効率化等を進めていくため、各部から業

務改善に関する意見聴取（業務改善ヒアリング）を実施し、改

善方策を検討していく。 

 

②業務の電子化の推進 

 新プロジェクトマネジメントシステムの開発（本文Ｐ２０） 

・研究開発事業に係るプロジェクトマネジメントシステムのセキ

ュリティ強化、システム安定稼働及び業務の効率化、高度化を

目指し、新たなプロジェクトマネジメントシステムの開発を行

う。 

 

③コンプライアンスの推進 

 ＩＳＭＳの認証維持・拡大を通じた情報セキュリティ対策の強化

（本文Ｐ２２） 

・平成２８年度に取得した情報セキュリティマネジメントシステ

ムの国際規格であるＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１の認証取得部署

の拡大を進めるとともに、セキュリティマネジメントの定着を

図る。 

 

３．財務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（本文Ｐ２４） 

・事業を効率的に実施し、成果の最大化を図るとともに、年度末

における契約済又は交付決定済でない運営費交付金債務を抑制

するために、事業の進捗状況の把握等を引き続き実施しつつ、

国内外の状況を踏まえ、平成２９年度は第３期中長期計画の最

終年度であることから、事業の進捗状況の把握等を引き続き実

施していくとともに、特に緻密な予算の執行管理を行う。また、

年度期末における運営費交付金債務に関し、その発生要因等を
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厳格に分析する。 

 


