
国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構
第4期中⻑期⽬標（案）における主要検討事項
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Ⅰ－１．研究成果の社会実装推進
研究成果を速やかに社会実装へつなげるため、具体的な数値⽬標を設定し、ＮＥＤＯに積極的な取組を促す。

○プロジェクト終了５年経過後の実⽤化達成率 25％以上＜継続指標＞
（⽬標設定の考え⽅）
・研究成果の社会実装を測るため、実⽤化につながった割合をもって評価する。
・なお、実⽤化のみを⽬的とした安易なプロジェクト組成を回避するため、⾮連続ナショナ
ルプロジェクトは、対象外とする。
・平成23年度以前に終了したナショナルプロジェクト243件の終了5年経過後の実⽤化
達成率実績は26.2%。平成27年度以降、⻑期的な技術戦略に基づいてナショナル
プロジェクトが組成される仕組みが導⼊され、プロジェクトの難易度が上がっているため、
⽬標値は第３期と同様の25%以上とする。
※プロジェクト終了５年経過後の実⽤化達成の例及び⾮連続ナショナルプロジェクトの例は次ページを参照。

○終了５年経過していないプロジェクトは、事後評価における実⽤化⾒通しを基
に実⽤化達成率の将来予測を⾏う。その最上位⼜は上位の区分となる⽐率を
５０％以上とすることを⽬標とする。＜新規指標＞
（⽬標設定の考え⽅）
・終了５年経過後時点で実⽤化達成率のみを評価すると、第４期中に終了する
プロジェクトの実⽤化達成率は反映されない。
・このため、第４期中に終期を迎えるプロジェクトの実⽤化達成率の予測を⾏うため、
事後評価における「実⽤化⾒通し」の評価項⽬において、最上位⼜は上位の評
価区分となる⽐率に⽬標値（50%以上）を設ける。
・この⽬標設定により、５年経過後の実⽤化達成率を予測するとともに、ＮＥＤＯ
が研究開発成果の実⽤化に向けたマネジメントに、より⼀層取組むことを促す。

平成23年度以前に終了したﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ243件の事後評価結果（実⽤
化⾒通し）とﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了５年経過後の実⽤化達成率の状況
※評点は０〜３点

評価区分 ①5年後実⽤化
件数

②5年後実⽤化
割合

③評価区分
分布率

最上位区分(2.5以上) 52/127 40.9% 7%

上位区分(2.0以上) 155/541 28.6% 34%

下位区分(1.5〜1.9) 174/745 23.3% 39%

最下位区分(1.5未満) 55/249 22.0% 20%

計 436/1,662 26.2% 100%

⽬標１

⽬標1-2

根拠データ

評価区分 5年後実⽤化割合
(実績・仮置)

最上位区分 31%
(実績207/668)上位区分

下位区分
20%(※)

最下位区分

５年後実⽤化率において25％を越える事後評価は、最上位区
分と上位区分。従って、この２区分に⽬標を設定する。

①の分⼦は5年後実⽤化達成企業数、分⺟はﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加企業数。
②は、①の％表⽰。
③は243件のプロジェクトの事後評価（実⽤化⾒通し）における評価区
分の分布。

⽬標値 実⽤化予測

50％ 0.155

50% 0.10

計 25.5%

⽬標1-1

×

×

※ 予測精度の向上と上位区分以上
の増加により、下位区分以下からの実
⽤化達成率は低下すると考えられる。 1



○既存技術の延⻑線上の改良・漸進的進展ではない、⾮
連続な⾶躍が認められる技術開発。

○技術的な難易度が⾼く不確実性が極めて⼤きい。
○これに伴い、ＮＥＤＯによる研究開発の終了から実⽤化
までには、１０年〜２０年のリードタイムが必要と⾒込ま
れる。（プロジェクト終了５年経過後での実⽤化達成が
困難と⾒込まれる。）

○実⽤化した場合、あらゆるものづくり産業への波及効果が
期待。実⽤化による経済効果が⼤きいと⾒込まれる。 2

（参考）ＮＥＤＯプロジェクト終了５年経過後、実⽤化達成の事例（出所：NEDOインサイド製品２０１７（2017年6⽉公開）より）

○クリーンディーゼルエンジン 〜最適な燃焼条件を実現するエンジンを開発〜
【ＮＥＤＯプロジェクト】
⾰新的次世代低公害⾞総合技術開発（2004-2007）
（研究内容）
・企業が有するディーゼルエンジンに関するノウハウと、⼤学が有する燃焼
シミュレーション技術や触媒分析技術の融合により、⾰新的な技術開
発が実現。
・NＯｘ排出、燃費向上の両⾯で研究開発⽬標を達成。
【実⽤化の状況】
・ＮＥＤＯプロジェクトで開発した技術を⽤いたエンジンは、国内主要
メーカーの⾞種（乗⽤⾞）に搭載。2012年2⽉より販売を開始し、
国内外市場で順調に売上げを伸ばしている。

事例１：省エネルギー・環境技術 事例２：産業技術（新材料開発）

○衝撃吸収ナイロン 〜⾼分⼦の常識を越えた新素材を開発〜
【ＮＥＤＯプロジェクト】
精密⾼分⼦技術（2001-2007）
（研究内容）
・世界初の押出機開発による⾰新的なプラスチック材料を開発。
（強い衝撃を受けるとゴムのように弾性変形するこれまでにない特性を持つ
素材を開発）
・また、ナノレベルの分⼦観察技術による衝撃吸収のメカニズムも解明。
【実⽤化の状況】
・2007年2⽉にテニスラケットで製品化。プロジェクト終了とほぼ同時に実
⽤化に成功。（⾃転⾞、マットレス等15品⽬が製品化に向けて進⾏）
・また、⾃動⾞等の衝突時保護、⾦属構造部材の代替、機器や住宅の
振動・騒⾳吸収材等の⽤途に展開することが検討されている。

（参考）⾮連続ナショナルプロジェクトの例
○⾼効率・⾼輝度な次世代レーザー技術の開発事業(2016-2020)
（概要）
・これまでにない⾼効率かつ⾼輝度（⾼出⼒・⾼ビーム品質）なレーザー技術を開発することにより、燃
料消費・温室効果ガス排出の削減を図るとともに、わが国ものづくり産業の競争⼒強化を図る。

（事業イメージ）
【加⼯品質の追求】
短波⻑領域の⾼輝度・⾼効率レーザーシステムの開発
【パワーの追求】
キロジュール級の⾼輝度・⾼効率レーザーシステムの開発
【従来性能を遙かに凌駕する新光源の追及】
次世代の⾼輝度・⾼効率なレーザー光源の開発

従来のレーザー加⼯の例
（熱による加⼯のため熱変性層やバリが発⽣する）

短波⻑･短パルスレーザー
による⾮熱加⼯のイメージ
（⾼品質な微細加⼯）

次世代レーザー
加⼯技術

これまでにない⾼効率･⾼輝度な次世代レーザー技術ならび
に加⼯技術の開発により、機能性材料等の加⼯品質の向上
や⾃動⾞部品等の加⼯プロセスの効率化などにより、我が国
ものづくり産業の競争⼒強化に貢献。

（特徴）



Ⅰ－３．技術戦略に基づいたチャレンジングな研究開発の推進
実⽤化達成率だけを求めるとリスクが⾼い研究開発が実施されにくい懸念が⽣じるため、技術戦略に基づいたチャレンジングな
研究開発が⾏われるための数値⽬標を設ける。これにより、安易に⽬標1-1を追求するのではなく、研究開発を速やかに社会
実装につなげるマネジメントとチャレンジングな研究開発を両⽴させることが必要となる。

○ナショナルプロジェクトにおける事後評価項⽬「マネジメント」及び「成果」について、
最上位⼜は上位の区分の評価となる⽐率 ７０％以上を⽬標とする。
＜継続指標：⽬標値の引き上げ及び⼀部の内容変更＞

（⽬標設定の考え⽅）
・ＮＥＤＯの技術開発マネジメントを直接を測るため、プロジェクト終了時の事後評価に
おける評価項⽬「マネジメント」及び「成果」の評価結果を⽤いる。
・なお、第３期では同割合を６０％以上としていたところ、これまでの実績を踏まえて⼀
層の努⼒を引き出すため、第４期において⽬標値を７０％以上に引き上げる。
・なお、事後評価の評価項⽬①位置付け、②マネジメント、③成果、④実⽤化⾒通し
のうち、マネジメント結果を直接的に測定できる②・③に特化する。

平成28年度までに事後評価を完了した358件のプロジェクトの「マネジメ
ント」、「成果」の評価項⽬の評点区分別の分布
※評点は０〜３点

⽬標２ 根拠データ

累積分布

最上位区分以上(2.5以上) ２０％

上位区分以上(2.0以上) ６８％

下位区分以上(1.5〜1.9) ９４％

最下位区分以上(1.5未満) １００％

計 １００％

Ⅰ－２．技術開発マネジメントの機能強化
技術開発マネジメントについて、具体的な数値⽬標を設定し、ＮＥＤＯに⼀層積極的な技術開発マネジメントへの取り組み
を促す。

⽬標３

○ナショナルプロジェクト実施前に⾏う先導研究において、外部審査委員会において⾮連続ナショナルプロジェクトにつながるものとして分類される
テーマを全体の４０％以上とすることを⽬標とする。
＜新規指標＞
（⽬標設定の考え⽅）
・ナショナルプロジェクト実施前に⾏う先導研究において、外部審査委員会において⾮連続ナショナルプロジェクト（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、特にリスクが⾼いもの）につながるものとして分類されるテーマを全体の４０％以上とすることを⽬標とする。
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○ナショナルプロジェクトにおける国際標準化に係る取組を含んだ基本計画のうち、Ｉ
ＳＯ/ＩＥＣ、フォーラム規格等国際標準化の提案を⾏ったプロジェクトの⽐率を
１５％以上とする。
＜新規指標＞
（⽬標設定の考え⽅）
・研究開発成果の社会実装及び国際的な競争⼒確保への取り組みを評価するため、
新たに国際標準化に係る指標を設定。過去の実績以上の数値⽬標とすることで、国
際標準化への積極的な取り組みを促す。
・なお、国内外の関係機関との連携が必須となる国際標準化活動において、提案をリー
ドすることは、相当の困難性があるものと考えられる。

第３期中⻑期⽬標期間中の国際標準化提案実績

⽬標４ 根拠データ

エネルギーシステ
ム分野

省エネルギー・環
境分野 産業技術分野

基本計画に国際標準化
の記載があるプロジェクト
数

１７件 １１件 ３４件

上記のうち国際標準提
案まで⾄ったプロジェクト
数

２件 １件 ５件

⽐率
１１．８％ ９．１％ １４．７％

１２．９％

Ⅰ－４．国際標準化等を通じた研究開発成果の事業化⽀援
研究開発成果を速やかに社会実装につなげるとともに、研究開発成果を取り⼊れた製品等の国際的な競争⼒を確保するた
め、プロジェクトの基本計画において、研究開発と標準化戦略及び知的財産マネジメントを⼀体的に推進する体制を明確にす
るとともに、国際標準化への取組を促すための数値⽬標を設ける。

技術分野の考え⽅

○再⽣可能エネルギー（太陽光発電、⾵⼒発
電、バイオマスエネルギー、波⼒・潮⼒等の海
洋エネルギー等）技術

○蓄電池技術
○⽔素エネルギー技術
○上記の技術に関する海外実証事業等
○CO2排出削減ポテンシャル・インパクトが⼤き
い有望技術（次世代太陽光、次世代蓄電
池、⽔素製造・貯蔵・利⽤技術、ＡＩ等の活
⽤によるエネルギーシステム統合技術）

○省エネルギー・温室効果ガス排出削減に資する技
術

○環境調和型製鉄プロセス技術、⾼効率⽕⼒発電
技術

○⼆酸化炭素回収・有効利⽤・貯留（ＣＣＵＳ）
技術

○フロン・リサイクルシステム技術等
○上記に関する海外実証事業等
○CO2排出削減ポテンシャル・インパクトが⼤きい有
望技術（⾰新的⽣産プロセス技術、超軽量・耐
熱構造材料技術等）

○IoT・電⼦・情報技術
○材料・ナノテクノロジー技術
○バイオテクノロジー技術
○ロボット・ＡＩ技術
○ものづくり技術
○境界・融合領域技術
○上記に関する海外実証事業等
○CO2排出削減ポテンシャル・インパクトが⼤きい有
望技術（次世代パワーエレクトロニクス、
⾰新的センサー等）

エネルギーシステム分野 省エネルギー・環境分野 産業技術分野

4



○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・⽀援に意識的に取組む観点から、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％以上とすることを⽬標とする。
＜継続指標＞
（⽬標設定の考え⽅）
・NEDOが研究開発型ベンチャーの育成に積極的に取組むことを促すため、第３期に引
き続き⽬標を設定する。ただし、同⽬標は、第３期の期中の平成27年度に追加された
指標であり、⼗分な根拠データが揃っていないことから、同値を継続する。

⽬標１ 根拠データ

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平均
第３期における実
績（左記の⽬標は
平成２７年度から
導⼊）

29.0% 24.8% 集計中 27.6%

Ⅱ．世界に通⽤するオープンイノベーションの促進と研究開発型ベンチャー企業の育成
組織や業種等の壁を越えて技術・ノウハウや⼈材等を組み合わせ、新たな価値を創造する「オープンイノベーション」の取組を
積極的に推進しつつ、新規産業・雇⽤の創出の担い⼿として、新規性・機動性に富んだ「研究開発型ベンチャー企業」等の育
成を図る。この取組を促すための数値⽬標を設ける。

⽬標2

○研究開発型ベンチャー⽀援のハブとしての役割を評価するため、⺠間ベン
チャーキャピタル（ＶＣ）等からの資⾦引き込み額を指標とする。具体的
には、ＮＥＤＯの⽀援をきっかけとして⺠間VＣ等から得た外部資⾦をＮ
ＥＤＯ助成額で除した倍率について、第３期における実績⾒込の倍率か
ら１.５倍以上とすることを第４期の⽬標とする。
＜新規指標＞
（⽬標設定の考え⽅）
・ＮＥＤＯが技術と資⾦の結節点となり、研究開発型ベンチャー⽀援のハブと
しての役割を果たす。この役割を測る指標として、⽬標を新たに設ける。
・これにより、研究開発型ベンチャーの初期段階の研究開発リスクを低減させつ
つ、⺠間ＶＣ等からの資⾦を引き込むことを促進させ、将来ユニコーンベン
チャーに育つ可能性がある極めて有望なベンチャーに対する⽀援が促進される
とともに、有望な技術を持ちながらも特に資⾦⾯で事業化にまで⾄らないことと
なる、いわゆる死の⾕を多くのベンチャーが乗り越えていくことが期待される。

第4期 研究開発型ベンチャー⽀援のイメージ図
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○産学連携研究開発プロジェクトにつながった技術戦略（⼤幅改訂を含む）の割合
を延べ１１０％以上とすることを⽬標とする。
＜新規指標＞
（⽬標設定の考え⽅）
・最新の技術動向や市場動向を把握し、先を⾒据えた中⻑期の技術戦略を策定する
こととしており、先⾒性の⾼い技術戦略の策定を評価するためには、技術戦略がその後
の研究開発プロジェクトにつながった⽐率を指標とすることが合理的。⼀⽅で、研究開
発プロジェクトを創出するためだけの技術戦略という位置付けではない。
・このため、経済産業省からのNEDO交付⾦に基づく研究開発プロジェクトだけではなく、
⺠間主導や他府省の公募型事業を含む産学官連携プロジェクトにつながった技術戦
略の⽐率に⽬標を設定することで、技術インテリジェンスの向上を促す。

第３期中の技術戦略と研究開発プロジェクトの関係

⽬標１ 根拠データ

エネルギーシステ
ム分野

省エネルギー・環
境分野 産業技術分野

①技術戦略策定数 １３件 ８件 ２４件

②研究開発プロジェクト
数 １０件 ９件 １７件

割合（②/①）
７７％ １１１％ ７１％

８０％

Ⅲ．技術に対するインテリジェンス向上
戦略分野を⾒極めつつ、中⻑期的な視点に⽴った研究開発を進めていくために、ＮＥＤＯの技術インテリジェンス機能を強化
する。具体的には、ＮＥＤＯ技術戦略研究センター（ＴＳＣ）において、国内外の有望技術・先端技術等に関する情報収
集能⼒を強化し、それら情報に基づいて先を⾒据えた中⻑期の技術戦略を策定するものとする。また、この取組を促すための数
値⽬標を新たに設ける。

⽬標２

○ＮＥＤＯ事業に参加する４０才以下の若⼿研究員及び⼥性研究員を年間
１，４００⼈以上とすることを⽬標とする。
＜継続指標：⽬標値の引き上げ＞
（⽬標設定の考え⽅）
・若⼿研究員及び⼥性研究員に、技術開発マネジメントノウハウを浸透させるために、研
究開発プロジェクトに携わる若⼿研究員及び⼥性研究員の⼈数に⽬標を設定する。
・これにより、⼈材交流等を含めた若⼿研究者等の⼈材流動化が促進されることが期待
されるとともに、これらの研究者等と⻑期間にわたって情報交換等を⾏うによってＮＥＤ
Ｏの技術インテリジェンスの向上が期待される。

根拠データ

平成25年度〜
平成28年度の年平均 平成29年度

ＮＥＤＯ事業に参加する若⼿
研究員等

年平均：
1,302⼈(※) 集計中

第３期中のＮＥＤＯ事業に参加する若⼿研究員等実績

※内閣府が戦略を策定し推進する戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ）事業を除く。
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○組織の根幹をなす⼈材確保のため、他の国⽴研究開
発法⼈での例も踏まえ、毎年度の業務効率化係数の
対象から⼈件費を除くこととし、新しい業務効率化係数
を設定する
（効率化係数の考え⽅は右図）
※新効率化係数については、独⽴⾏政法⼈通則法第６７条の規定
による財務⼤⾂協議前であることから暫定値である。

１.柔軟で効率的な業務推進体制

（１）業務の効率化
○役職員の報酬・給与⽔準の公表
○プロジェクト進捗管理のための新シス
テムの導⼊

（２）機動的・効率的な体制
○柔軟な組織・⼈員体制の整備と機
動的組織⾒直し

○産学官からの優れた⼈材の登⽤
等

（３）外部能⼒の活⽤
○費⽤対効果、専⾨性の観点から
業務を精査し、必要なものは外部
委託を活⽤

（４）業務の電⼦化の推進
○制度利⽤者の利便性向上のため
⼀層の業務電⼦化を推進
○業務・システム最適化計画の実施

効率化係数

Ⅳ．業務運営の効率化
政府の政策に応じて、機動性・効率性が確保出来るような柔軟な組織・⼈員体制を整備するとともに、技術インテリジェンスの
強化に伴うＴＳＣの体制強化やプロジェクトマネージャー（ＰＭ）⼈材の確保等、組織の根幹をなす⼈材確保のため、他の
国⽴研究開発法⼈での例も踏まえ、毎年度の業務効率化係数の対象から⼈件費を除くこととし、新しい業務効率化係数を
設定する。また、役職員の報酬・給与⽔準の公表や業務の電⼦化等を進める。

２.公正な業務執⾏とアカウンタビリティの向上
（１）⾃⼰改⾰と外部評価の徹底
○適正な評価と不断の業務改善
○外部の専⾨家・有識者による適切な評価
○ＰＤＣＡ／マネジメント・サイクルの仕組みの深化により、
「成果重視」の視点を貫く

（２）適切な調達の実施
○外部有識者等からなる契約監視委員会による契
約状況の点検
○契約の公正性、透明性の確保
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１.積極的な広報の推進
○技術開発成果の情報発信、成功事例のＰＲ
○展⽰会等における積極的発表、企業に対するマッチングの機会提供

２.内部統制及びコンプライアンスの推進
○内部統制の推進に関する基本⽅針に基づき、法令遵守体制、業務管理体制等
を着実に実⾏するとともに、更なる充実・強化を図る

○コンプライアンスの取組について、必要な組織体制・規程の整備により体系的に強化
○外部監査に加え、内部業務監査や会計監査を実施

３．不正事案への対処
○事業者側の研究費不正使⽤事案については、不正事案の発⽣を抑制する取組を⼀層強化するものとする。また、発⽣した不正事案については、その発⾒に努
め、不正⾏為の態様に応じて厳正に対処するとともに、不正の⼿段を踏まえた適切な再発防⽌策を講ずるものとする。

４．情報セキュリティ対策等の徹底
○不正アクセスに対する⼗分な強度を確保するとともに、
震災等の災害時への対策を確実に⾏い、業務の安全
性、信頼性を確保
○情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の
国際認証であるＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１の全部
署への適⽤を第４期の早い段階で実施。

Ⅵ．その他業務運営に関する重要事項

Ⅴ．財務内容の改善
１.基盤技術研究促進事業については、資⾦回収の徹底を図り、繰越し⽋損⾦の減少に努める。
２.⾃⼰収⼊の増加に向けた検討。
３.運営費交付⾦債務の発⽣要因等の分析と、減少に向けた努⼒。
４.新エネルギーの導⼊に係る債務保証経過業務については、求償権の回収の最⼤化に努め、第４期中に業務終了・出資
⾦の国庫返納を⽬指す。

５．情報公開・個⼈情報保護の推
進
○適切かつ積極的に情報の公開を⾏うとともに、
個⼈情報の適切な保護を図る取組を推進。

６．職員の能⼒向上と⻑期的な
キャリア開発
○⼈事評価結果を賞与や昇給・昇格に適切に
反映。

○職員の能⼒開発のための研修の実施。
○外部の技術開発現場の経験等、業務に必要
な知識・技能の獲得、能⼒開発に努める。
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中⻑期⽬標 対⽐表
数値⽬標 第４期（案） 第３期

ナショナルプロジェクトの実⽤
化達成率

○ナショナルプロジェクト終了５年経過後の実⽤
化達成率 ２５％以上

○ナショナルプロジェクト終了５年経過してないも
のについての５年経過後実⽤化達成率予測

○ナショナルプロジェクト終了５年経過後の
実⽤化達成率 ２５％以上

ナショナルプロジェクトのマネジ
メント

○ナショナルプロジェクトの事後評価における評
価項⽬「実⽤化⾒通し」の評価区分が、最
上位⼜は上位の評価を得る割合７０％以上

・注１：「優良」と「最上位⼜は上位」は同義である。
・注２：事後評価項⽬「①位置付け、②マネジメント、③成果、④実⽤化⾒通し」

のうち、第３期はすべての項⽬の評価、第４期は②・③に特化する。

○ナショナルプロジェクトの事後評価において
優良評価を得る割合６０％以上

チャレンジングな研究開発 ○先導研究において、⾮連続ナショナルプロジェ
クトにつながるものとして分類されるテーマを全
体の４０％以上

○無し

国際標準化等を通じた研究
開発成果の事業化⽀援

○国際標準化に係る取組を含んだ基本計画の
うち、国際標準化の提案を⾏ったプロジェクト
の⽐率を１５％以上

○無し

オープンイノベーション・研究
開発型ベンチャー⽀援

○新規採択額に占める中堅・中⼩・ベンチャー
企業の割合２０％以上

○⺠間ベンチャーキャピタル等からの資⾦引き込
み額の増加

○新規採択額に占める中堅・中⼩・ベン
チャー企業の割合２０％以上

インテリジェンス向上 ○４０才以下若⼿研究員等の⼈数
○産学連携研究開発プロジェクトにつながった技
術戦略割合延べ１１０％以上

○４０才以下若⼿研究員等の⼈数
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