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１．研究開発の成果の 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 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

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ａ、第３期中長期目標期間：Ａ

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ａ 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
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【平成２９年度評価】
（ⅰ）企画、実施段階

• 平成２９年度は、１１分野の技術戦略に基づき、新規ナショナル・プロジェクト９事業を立案、既存の７事業に活用。経済産業省関連プロジェクトへ
の活用のほか、農商工連携を含む他省庁関連プロジェクトにも活用。

• 内閣府が実施する戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）について、第１期は５課題、第２期は４課題の管理法人となり、両期ともに管理法
人中、 多の課題を担当。総合科学技術・イノベーション会議、内閣府など、関係府省・関係機関とも密接に連携し、省庁横断で行う研究開発に
貢献。

• 「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２９年度に８件のナショナル・プロジェクト化を達成。また、２０
５０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ため、革新的な技術・システムを対象とした「未踏チャレンジ２０５０」を新たに開
始。

• 非連続ナショナル・プロジェクトについて、平成３０年度開始事業から４件の非連続ナショナル・プロジェクトを新たに選定。

• 平成２８年度に策定した「ＮＥＤＯ研究開発マネジメントガイドライン新訂第１版」について、研修等を２１回実施。さらに、内閣府、総務省及び農水
省など他省庁とのディスカッションに活用。

（ⅱ）評価/反映・実行

• 事後評価（対象８件）を実施し、８件が合格・優良に該当（合格率１００％（目標：中長期計画期間平均８０％以上）、優良率１００％（目標：中長期
計画期間平均６０％以上））となり、目標を上回る評価を達成。

• ナショナルプロジェクト（平成２３年度終了案件）の実用化達成率は、３６．１％であり、第３期中長期計画期間（５年間）の実用化達成率は、目標を
上回る２８．４％を達成（目標：中期計画期間平均２５％以上）。

• 実用化促進事業の事後評価（平成２９年度）における順調率は、目標値を上回る７３．２％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２５年度終了案件）の実用化達成率は、３０．２％となり、第３期中長期計画期間（５年間）の実用化達成率は、３１．３％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２９年度は、延べ５８プロジェクト、延べ８３８機関に追跡調査を実施。極めて高い回
答率（９８．３％）を達成し、精度の高い追跡調査を実現。追跡調査の分析研究について、「研究・イノベーション学会」学会賞を受賞するなど高い
評価を獲得。

• プロジェクトの費用対効果の分析（ＮＥＤＯインサイド製品）について、１１５製品の費用対効果を把握（７，２３６億円の投入費用に対して、累積売
上実績５２．５兆円の経済効果）。また、中小・ベンチャー企業にフォーカスした調査を実施し、評価手法の基盤を確立。

（ⅲ）その他
• 国の研究開発プロジェクトに係るデータの利活用促進のため、 ＮＥＤＯプロジェクトでデータマネジメントを試行。結果を経済産業省にフィードバッ

クし、データマネジメントガイドラインの作成に大きく貢献。また、ＮＥＤＯにおいても「ＮＥＤＯプロジェクトにおけるデータマネジメントに係る基本方
針」を策定、公表。

• 事業者からの要望や国の政策方針等を踏まえ、学生の研究員登録拡大、中小企業等に対する間接経費率拡大等、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

評価根拠
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【期間評価】
（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～２９年度の累計で２８分野の技術戦略を策定し、新規ナショナル・プロジェクト２１事業を立案、既存の２３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４１％→平成２７～２９年度平
均約９１％）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１１８件の先導研
究を実施し、２５件のナショナル・プロジェクト化を達成。

• 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し、平成２７年度以降、８件の非連続ナショナル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６６件）を実施し、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）、８９％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）、目標を大幅に上回り達成。特に優良率については、第２期の実
績（５８．５％）を大幅に上回る成果。

• 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２８．４％を達成（目標：中期計画期間平均２
５％以上）。

• 実用化促進事業の事後評価（平成２５～２９年度）における順調率は、目標値を上回る７１．４％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～２５年度までの終了分）の実用化達成率は、目標を上回る３１．３％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２９年度までに、延べ３４６プロジェクト、延べ４，７３１機関に追跡調査を実施。ア
ンケートシステムの改良、設問数削減等により、回収率を高める努力を行った結果、極めて高い回答率（９７．５％）を達成し、精度の高い追跡調
査を実現。海外機関からも高い関心を集めるとともに、追跡調査の分析研究について、「研究イノベーション学会」学会賞を受賞するなど国内外
から高い評価を獲得。

• プロジェクトの費用対効果の分析（ＮＥＤＯインサイド製品）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、製品ライフサイクル
や産業連関による波及効果の分析を実施するなど、精緻な中長期アウトカムの分析・評価を実現。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２８年度実
施）、学生の研究員登録拡大（平成２９年度実施）等、他機関に先駆けた制度改善を実施。

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２９年度は、１１分野の技術戦略に基づき、新規ナショナルプロジェクト９事業（表中１～９）を
立案するとともに、既存７事業（表中１０～１６）に活用。（平成２９年度）

•経済産業省関連のプロジェクトへ活用の他、農商工連携を含む他府省関連プロジェクトにも活用。
（平成２９年度）

•累計で２８分野の技術戦略に基づき新規２１事業立案、既存２３事業に活用。（平成２６～２９年度）

技術戦略 研究開発ナショナルプロジェクト

１ 人工知能
次世代人工知能・ロボットの中核となるインテグ
レート技術開発

２ 人工知能 人工知能技術適用によるスマート社会の実現

３ 計測・分析機器
省エネ製品開発の加速化に向けた複合計測分析
システム研究開発

４
AIを支えるハー
ドウェア

ＡＩチップ開発加速のためのイノベーション推進事業

５ 車載用蓄電池 先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第２期）

６ 水素 超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業

７ 海洋エネルギー 海洋エネルギー発電実証等研究開発事業

８
地球環境対策
(フロン)

省エネ化・低温室効果を達成できる次世代冷凍空
調技術の 適化及び評価手法の開発

９ 地熱発電 超臨界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

技術戦略 研究開発ナショナルプロジェクト

10 風力発電 風力発電等技術研究開発

11
AIを支えるハー
ドウェア

高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次
世代コンピューティングの技術開発事業

12 水素 水素利用等先導研究開発事業

13 高効率火力発電 次世代火力発電等技術開発

14 地熱発電 地熱発電技術研究開発

15 太陽光発電
高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト
低減技術開発

16 太陽光発電
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



•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の研究評価委員会で実施。

●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２７～２９年度平均で約８９％に向
上）を実現するなどの効果を創出。（平成２７～２９年度）

具体的な新規プロジェクト立案プロセス

予算
要求

公
募
・
実
施
体
制
構
築

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ス
タ
ー
ト

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募

集
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ

Ｐ
Ｏ
Ｓ
Ｔ
）

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

8

技
術
戦
略
の
策
定

新
規
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
構
想

の
策
定

Ｐ
Ｍ
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

基
本
計
画
原
案
の
策
定

内
部
事
前
評
価

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
基
本
計
画

の
決
定

平成２８年度から導入

外
部
事
前
評
価
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●評価のポイント
• 「エネルギー・環境新技術先導プログラム」は、平成２６年度から平成２９年度までで合計１１８件の「先導研究」を実施。うち２５

件（平成２７年度３件、平成２８年度１４件、平成２９年度８件）がナショナルプロジェクトへ移行し、技術シーズの発掘を実現。
（平成２６～２９年度）

• 同プログラムは、事業の実施スキームを随時見直すことで将来有望な技術シーズ発掘を促進、効果的な「先導研究」を推進。
適切な公募課題設定のため、技術情報収集（ＲＦＩ：Request for information）の開始(平成２７年度) 、大学枠の追加※２ (平成２
７年度)及び募集区分Ｂの実施※３(平成２９年度)。（平成２６～２９年度）

• 「エネルギー・環境イノベーション戦略」を踏まえ、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ため、
革新的な技術・システムを対象とした「未踏チャレンジ２０５０」を新たに開始。（平成２９年度）

• 「未来投資戦略２０１７」等を踏まえ、新産業創出につながる産業技術分野を対象とした「新産業創出新技術先導研究プログラ
ム」を平成３０年度から迅速に実施するため、技術情報収集、公募等を開始。（平成２９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、「先導研究」として実施し、ナショナルプロジェクト
等への道筋をつける提案公募型事業、「エネルギー・環境新技術先導プログラム」を実施。

・ 平成２９年度は４０件の「先導研究」を新規採択。平成２６年度から平成２９年度までの合計で１１８件を推進。

ナ
シ
ョ
ナ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ナ
シ
ョ
ナ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

実
⽤
化

実
⽤
化

先導研究からナショナルプロジェクトへ

○平成２９年度 ８件（採択件数）
・地熱発電技術研究開発 ・・１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
・ＩｏＴ推進のための横断技術開発

プロジェクト等 ・・２件
・次世代人工知能・ロボット中核

技術開発 ・・１件
・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 ・・１件

・安全保障技術研究推進制度※１ ・・１件
（※1）防衛装備庁事業

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に向けた取組

※２ 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。
※３ 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の実施。

技
術
情
報
収
集
（
Ｒ
Ｆ
Ｉ
）

技
術
情
報
収
集
（
Ｒ
Ｆ
Ｉ
）

公

募

公

募
委託

エネルギー・環境新技術先導プログラム

未踏チャレンジ２０５０

企業、⼤学等が原則、連携して
「先導研究」を実施

新産業創出新技術先導研究プログラム
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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。平成２７年度開始事業から１件、平成２８年度開始
事業から２件、平成２９年度開始事業から１件、平成３０年度開始事業から４件の非連続ナショナ
ルプロジェクトを選定。（平成２８～２９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。

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

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２７～３０年度の該当プロジェクト
• 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

• 次世代人工知能・ロボットの中核となる
インテグレート技術開発

• 超臨界地熱発電技術研究開発
• 高効率・高速処理を可能とするAIチップ・

次世代コンピューティングの技術開発事業
• 水素利用等先導研究開発事業

非連続ナショナルプロジェクト選定方法の立案

平成３０年
度開始事
業として、
新たに４件
選定



（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などＮＥ
ＤＯ内のプロセスを明確化。（平成２８年度）

• 平成２９年度末現在のＰＭの内訳は、民間出向が２５名、
プロパーが２２名（うち中途採用１０名）、官庁出向が２名。
（平成２９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）

• 新規着任者研修やＰＭ育成講座等において「マインドセッ
ト」としての啓蒙活動を年間２１回実施。加えて、内閣府や
総務省、農水省など他省庁とのディスカッションにもガイド
ラインを活用。（平成２９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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ＰＭ氏名 属性 プロジェクト名

森嶋 誠治※

プロパー

バイオジェット燃料生産技術開発事業

阿部 正道※ 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

在間 信之※ 先進的な火力発電技術等の海外展開支援推進事業／
石炭高効率利用技術共同実証事業

佐野 浩 先進的な火力発電技術等の海外展開支援推進事業／
先進的な火力発電技術等に係る導入促進事業

川端 紳一郎 次世代型産業用3Dプリンタの造形技術開発・実用化事業

工藤 祥裕 IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業

宮本 和彦 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

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） ２６プロジェクト／１８名 （１２プロジェクト／８名）

官庁出向 ２プロジェクト／２名

民間出向 ２３プロジェクト／２５名

【平成２９年度から開始したプロジェクト】

【平成２９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

※平成２９年度までに開始した別プロジェクトにおいてもＰＭを担当
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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

（ⅰ）企画、実施段階

●評価のポイント
• ＳＩＰについて、ＮＥＤＯは第１期は５課題、第２期は４課題の管理法人となり、両期ともに管理法

人中、 多の課題を担当。（平成２６～２９年度）
• 既存のＮＥＤＯ事業と相互に有効な情報・成果の共有等を行うなど、連携を推進。 （平成２６～２

９年度）
• ＮＥＤＯのマネジメント能力を活かしつつ、総合科学技術・イノベーション会議、内閣府など、関係

府省・関係機関とも密接に連携し、省庁横断で行う研究開発に貢献。 （平成２６～２９年度）

• 内閣府が実施する戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）について、ＮＥＤＯは管理法人とし
て複数課題のマネジメント業務を実施。

ＮＥＤＯが管理法人を担っている課題

第１期（平成２６～３０年度） 第２期（３０～３４年度）

次世代パワーエレクトロニクス ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術

インフラ維持管理・更新・マネジメント技術 フィジカル領域デジタルデータ処理基盤技術

革新的設計生産技術 IoT 社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ

重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保 自動運転（システムとサービスの実用化）

自動走行システム（のうち大規模実証）

戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）の推進
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• 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、中間評価を平成２９年度に１４件、第３期中長期計画期間中に５３件
実施。

事業名 評価のポイント 反映（対処方針）のポイント

未利用熱エネル
ギーの革新的活
用技術研究開発

具体的な数値目標を立てていることは評価で
きるが、実質が伴わない可能性がある目標値
については、よりユーザーニーズに近い目標
設定に見直してほしい。

＜目標の見直し＞
基本計画の 終目標を、材料の性能指数か
ら、ユーザーがモジュールやユニットの実用
性評価に用いる出力密度や発電効率等に置
き換える。

非可食性植物由
来化学品製造プロ
セス技術開発

一貫製造プロセスの開発では、リグニンにつ
いてはまだ基礎研究も必要ではないかと判断
する。

＜研究開発内容の追加＞
平成３０年度より、プロジェクト内に「評価グ
ループ」を新たに設置し、リグニンの解析、評
価を実施する。

革新的新構造材
料等研究開発

終的に材料を利用するユーザーがメンバー
として積極的に係わっている分野とそれほど
明確でない分野があるため、横串を通す役割
を担っていると考えられる「戦略基盤」と協力
して、 終材料使用ユーザーとの連携につい
ても更なる推進をはかってほしい。

＜プロジェクト内連携強化＞
従前からユーザーとの連携を進めてきた所
であるが、「構造体接合部の設計・評価」テー
マを新規に立ち上げ、自動車メーカーと材料
メーカーが協調する仕組みを強化する。

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

中間評価の実施及び結果の反映

●評価のポイント

•平成２５年度から平成２９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２５～２９年度）



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
（13件）

ＦＹ28
（11件）

ＦＹ29
（8件）

位置付け マネジメント 成果 実用化

（ 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。プロジェクト終了時点でのアウトプット（成果）と短期的なアウ
トカム（実用化の見通し）を評価。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設定。

●評価のポイント

•平成２９年度は事後評価８件実施し、８件（１００％）が合格、合格のうち８件（１００％）が優良に該
当。第３期中長期計画期間の目標を上回って達成。（平成２９年度）

•第３期中長期計画期間中に、６６件実施（合格６５件、優良５９件）し、合格率９８％、優良率８９％
と、目標を大幅に上回り、平成２８年度時点で１年前倒しで目標を達成。（平成２５～２９年度）

•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２５～２９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

◆事後評価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

37%

67%

45%

70% 68%

84%
93% 92%

82%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FY20
(19件)

FY21
(15件)

FY22
(20件)

FY23
(30件)

FY24
(22件)

FY25
(19件)

FY26
(15件)

FY27
(13件)

FY28
(11件)

FY29
(8件)

合格率
優良率

◆合格率・優良率の推移

第２期中期計画期間 第３期中長期計画期間
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（ 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２９年度事後評価結果（「研究成果」と「実用化見通し」合計）

事業名
「研究成果」と

「実用化見通し」
合計

先進・革新蓄電池材料評価技術開発 5.6

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
（研究開発項目①-4～11、②-1-2、②-2、②-3-4～5）

5.3 

高効率低GWP冷媒を使用した中小型空調機器技術の開発 5.3

環境調和型鉄プロセス技術の開発／水素還元活用製鉄プロセス技術開発（STEP2） 5.0

水素利用技術研究開発事業 5.0 

バイオ燃料製造の有用要素技術開発事業 4.9

リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業 4.4

太陽光発電多用途化実証プロジェクト 4.1 

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

優
良
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●評価のポイント

•平成２３年度終了案件（平成２９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、３６．１％（５７事業者／１５８事業者）となり、目標を上回って達成。（平成２９年度）

•第３期中長期計画期間中の達成率は２８．４％（２０６事業者／７２５事業者）となり、目標値（２
５％）を上回り達成。なお、平成２７年度時点で達成率が２７．８％であったため、２年前倒しで目標
を達成。 （平成２５～２９年度）

• プロジェクト終了後、５年経過後時点でのアウトカムの実績を把握するため、追跡調査により実
用化達成状況を評価。第３期中長期計画期間においては、事業終了後、５年経過後時点で実用
化達成率２５％以上とする目標を設定。

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 88 46 64 19 40 257 23.0%
平成２３年度 23 16 62 30 27 158 36.1%

総計 188 122 209 95 111 725 28.4%

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。

19

●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２５～２９年度）

• イノベーション・ジャパン等のマッチングイベントへの出展を促す等、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２５～２９年度）

• 上記取組の結果、平成２５年度から平成２９年度までの順調率は７１．４％（２５５件／３５７件）であり、第３期中
長期計画に掲げる目標（順調率６０％）を達成。（平成２５～２９年度） 19

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 ３０ ７３．２

合計 ３５７ ２５５ ７１．４

※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］
・中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業

［平成２６～３１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）

平成２５年度終了案件
（平成２９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 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 ２ ０

イノベーション実用化ベンチャー支援事業 - - - - - - - - １３７ ４２

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 - - - -
合計 ５０ １８ １１０ ３５ ８９ ２３ ４３ １７ １３９ ４２

実用化達成率 ３６.０％ ３１.８％ ２５.８％ ３９．５％ ３０．２％

• 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。

• 事業終了後のアウトカムの実績を把握するため、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２１～２５年度の終了分の実用化達成率は、３１．３％で目標達成（１３５／４３１件）。（平成２５～２９年度）

実用化促進事業の実用化達成率
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●評価のポイント

• 大規模なシステム改修による利便性向上、約３０％の設問数削減（第２期比）による負荷低減及び地道な電
話・メールによる協力依頼により、平成２５～２９年度のアンケート回答率９７．５％を達成し、精度の高い追跡
調査を実現。（平成２５～２９年度）

• 実用化実績をデータベース化し、採択審査やマッチング会参加企業選定への活用を開始。（平成２５年度）
• 分野横断的な分析・評価手法探索のため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。アンケート調査設問や費用対効果分析の方法論に反映。(平成２８～２９年度)
• 第三者的立場の国内研究者による追跡調査データの分析研究を開始（８チーム・２７名）。本取組が「オープン

データによる研究開発評価の先駆的な実践」として「研究・イノベーション学会」学会賞を受賞。（平成２９年度）
• 事後評価結果及び追跡調査結果間の関連性分析を行い、第４期中長期目標設計に反映。（平成２９年度）

• 第３期中長期計画期間において、延べ３４６プロジェクト、延べ４，７３１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。

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

（ ⅱ ）評価／反映・実行

■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＝７２５

終了直後 終了後5年経過

◆平成１９～２３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の分析結果の一例
分野による中止・中断要因の違い NEDOプロジェクトによるAdditionality
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（ ）は第３期中長期計画期間中の実施件数

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】追跡調査の実施と結果に係る補足資料

（ ⅱ ）評価／反映・実行

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)

・第4期中長期目標設計への反映
（平成29年度）

・マネジメントガイドラインの改訂
・NEDO内部研修での共有（４７回）

・参加企業選定での活用（１４４回）

等

アンケート調査
（３４６ＰＪ、４，７３１機関を対象。

回答率９８％）

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
（47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・便益分析）

追跡調査期間

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
・公募型データ提供による研究（８チーム）

・学会発表 （国内１８件、海外１２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（１回）

・国内外機関との意見交換（２２回）

プロジェクトマネジメントへの反映

成功・失敗要因等の分析
実用化事例の

発信・分析

研究・イノベーション学会 学会賞を受賞



（ 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２５～２８年度の間で７０から１１５製品に拡大。さらに、平成２９年度は既存製品の再

試算を実施し、数値を精緻化。（平成２５～２９年度）
• 物価変動及び５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）

• フランスのファンディング機関（ADEME）や欧州委員会イノベーション総局（EC-DGRI）が「NEDOインサイド製
品」の評価手法を比較分析し、自らの評価手法への活用を検討。（平成２８～２９年度）

• 中小・ベンチャー企業にフォーカスした調査を実施し、売上、実用化率のほかDID（差分の差分）分析などを含
む評価手法の基盤を確立。特にDID分析では、他国機関も試行する中、企業自身にもたらす効果として、売上
高変化率に有意差を確認。また３９事例のヒアリングを行い、成功要因を特定。（平成２８～２９年度）

• 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２０１８」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︓7,236億円） 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(2016年度)︓4.6兆円
（参考）名⽬GDP539兆円(2016年度)

②累積売上額 （※割引率0%〜5％）
実績(〜2016年度)︓52.5兆円
将来予測(今後10年間)︓

36.1〜46.5兆円

①ＣＯ２排出量削減効果︓（t-CO2／年) <32製品>
4,792万（2016年度）、9,591万（2026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>

294万（2016年度）、903万（2026年度）
（参考）⻑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



（ 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】中小・ベンチャー企業の効果・便益の把握 ＞＞ 評価手法の基盤を確立

実用化状況 全体 実用化 達成率

中小企業 ※1 718件※2 (509社) 210件※3 (179社) 29.2％

ベンチャー ※1 616件※2 (406社) 182件※3 (151社) 29.5％

※１ 中小企業： 資本金3億円以下、又は従業員300人以下
ベンチャー企業： 起業後、NEDO事業参加年度が10年未満の中小企業
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
※３ 平成１４～２７年度までに終了したプロジェクト及び平成１９～２７年度までに終了した制度について、５年経過後の実用化状況を調査

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

中小企業
実用化

上市・製品化

IPO

M&A

倒産・解散・清算

509社

406社

【定量的分析①】 実用化とイグジット状況

製品の売上高としての直接経済効果※４は小さいが、資本財としての波及効果※５は大きい。

※４ 直接経済効果：240億円（累積売上高）

⇔ 投入費用：311億円

※５ 大企業へ部品・部材、製造装置、検査装置を供給

(例）スマホの指紋認証センサーの保護膜、半導体検査装置等

【定量的分析②】 直接経済効果と波及効果
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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

（ ⅱ ）評価／反映・実行

【定性的分析】 インタビュー調査による成功要因の導出

NEDO事業に参加した39社にヒアリングを行い、成功要因を特定

⇒ 報告会を開催し、推進部署へのフィードバックを予定

リソースを獲得・拡充する
アクションが重要

成功要因

【定量的分析③】 NEDO事業の参加効果

NEDO事業に参加していない企業との比較を行うDID（差分の差分）分析を行い、
事業参加により企業自身にもたらされる影響を分析。
売上高変化率に有意差が認められた。

(英) Innovate UK, (仏) ADEME, (EU) EC-DGRI等の海外ファンディング機関でも、同様の分析が試行されているが、明
確な結果は示されていない。

DID分析：同一地域、同一産業分類の企業で、売上高、従業員数が近い類似企業との、201組のマッチングを行

い、ＮＥＤＯ事業開始 ６年後の両企業の比較分析を行った。

【参考】中小・ベンチャー企業の効果・便益の把握 ＞＞ 評価手法の基盤を確立
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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２９年度は新たに９プロジェクトに「ＮＥＤＯ知財方針」を適用。（平成２９年度）
• 「ＮＥＤＯ知財方針」の適用は平成２５年度から国に先駆けて開始。（平成２５～２９年度）
• 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」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「ＮＥＤＯ知財方針」をカスタ
マイズし、プロジェクトごとに 適な知財方針を策定する運用に変更。平成２９年度末までに５８
プロジェクト（延べ１６０プロジェクト）に対して適用。（平成２５～２９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

プロジェクト名 「ＮＥＤＯ知財方針」カスタマイズ 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 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



•平成２８年に官民データ活用推進基本法が制定され、平成２９年に同法の基本方針が閣議決定。
•国の研究開発プロジェクトに係るデータの利活用促進のため、 「ＮＥＤＯプロジェクトにおけるデータ
マネジメントに係る基本方針」（以下「ＮＥＤＯデータ方針」という。）を策定。
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●評価のポイント

•平成２８～２９年度にＮＥＤＯにおいて４プロジェクト、７０事業者においてデータマネジメントを試行。
結果を経済産業省にフィードバックし、データマネジメントガイドラインの作成に貢献。（平成２８～２
９年度）

•経済産業省との情報交換及びＮＥＤＯにおいてパブリックコメントを実施し、平成２９年度にＮＥＤＯ
データ方針を策定・公表。（平成２９年度）

•約款、マニュアル、文書決裁規程等の改訂により、ＮＥＤＯ内での実施体制の整備。（平成２９年度）

データマネジメントの導入

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

（ ⅲ ）その他

・試行に対する事業者からの意見、
NEDO内における意見を参考にして、
研究開発データの分類と、それぞれ
に対応するデータマネジメントの運用
方法が決定され、経済産業省ガイド
ラインインに反映。

・NEDOは、データの第三者利活用の
ため、委託者指定データとオープン
可能データの索引情報をホームペー
ジに掲載することを決定。
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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回以上開催し、平成２９年度は延べ１,００７名が参加。

• 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２９年度は目標値を上回る９８％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

（ 大25％（基本率15％＋加算率10％）→ 大30％ （基本率15％＋加算率15％） ）

【平成２８年度検討、平成２９年度実施】

●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

（中小企業等：15％→20％ 国立研究開発法人等：10％→ 大15％（加算率5％を新設）

【平成２９年度検討、平成３０年度実施】
●事業者所有装置の保守費を計上可能とする
●外注費における相手先の明示

●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、各種ルールの周知を徹底。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。（平成２５～２９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９

８％となり、目標を達成。（平成２５～２９年度）

制度に係る説明会開催実績
●毎年度（平成２５～２９年度）

全国で年４回、延べ２０地域以上で開催。

（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

平成２９年度：１，００７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



１．研究開発の成果の 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２９年度評価】
• 高度専門支援人材の育成プログラムや「J-Startup事業」を新規に開

始するとともに、ＡＩベンチャーを対象とする支援事業を開始するなど、
ベンチャーエコシステムの更なる強化を推進。

• 北海道大学と協定を締結するなど、地域のイノベーション促進を担う
大学やベンチャー支援・育成を行う関係機関等と幅広く連携。地域発
の技術シーズを１１件発掘、支援。

• 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２９年度は新たに１社が上場し、累計で２０社が上場。上場した２０
社の平成３０年３月時点での時価総額は１兆３６８５億円を達成。

• 中堅・中小・ベンチャー企業の採択額比率について、平成２９年度は
目標を上回る２４．３％（目標：２０％以上）を達成。

【期間評価】

• 「研究開発型ベンチャー支援事業」の実施を通じて、ベンチャー企業
を支援する人材（１００名以上）やVC（２４社・チーム）とのネットワーク

を構築。平成２９年度末までに２６０件以上の支援を実施するなど、
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。

• 地域のイノベーション促進を担う大学やベンチャー支援・育成を行う関
係機関等と幅広く連携し、地域発の技術シーズを１１件発掘、支援。

• 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２０社が上場。上場した２０社の平成３０年３月時点での時価総額
は１兆３６８５億円を達成。

• 中堅・中小・ベンチャー企業の採択額比率について、第３期期間にお
いては目標を上回る２６．８％（目標：２０％以上）を達成。

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ａ、第３期中長期目標期間：Ａ

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ａ 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
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●評価のポイント
• 「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２６０
件。（平成２６～２９年度）

• ベンチャーの成長に必要な支援人材、
ベンチャー・キャピタル（ＶＣ）、事業会
社と連携した４つの支援プログラムを
拡充し、支援人材（１００名以上）やＶＣ
（２４社・チーム）とのネットワークを構築。
シーズ発掘から民間リスクマネーの獲
得、事業化支援に至るまでのシームレ
スな支援環境の構築を実現。（平成２６
～２９年度）

• 高度専門支援人材の育成プログラム
（SSA）や「J-Startup事業」を新規に開
始。加えてＡＩベンチャーを対象とする
支援事業を開始等、ベンチャー・エコシ
ステムの更なる強化を推進。（平成２９
年度）

• 平成２９年度は、新たにベンチャー・エコシステム構築の重要性に鑑み、経済産業省、ＪＥＴＲＯ及び
ＮＥＤＯが事務局となり、官民で優良ベンチャーを集中支援する取組として「J-Startup事業」を開始。

• 日本のベンチャー・エコシステムを下支えするための公益的視点と、広い知見や高い専門性を
持って研究開発型ベンチャーの成長を伴走支援できる人材の育成を目的とした、高度専門支援人
材育成プログラム「NEDO Technology Startup Supporters Academy（通称SSA）」を開始。

• ＡＩベンチャーと事業会社の連携を支援する「ＡＩシステム共同開発支援事業」を開始。

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

平成26年度~（31件）

「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

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1/3以上
の出資

・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~（163件）

平成28年度~（12件）

平成27年度~（54件）

NEDO SSA
(⾼度専⾨⽀援⼈材育成スキーム)

連携
J-Startup事業

※官⺠で優良ベンチャーを集中⽀援

事業会社
・技術連携



他のベンチャー支援機関、地域の大学等との連携

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

各種地域イベントとの連携

• ＮＥＤＯは、ベンチャー支援事業やイベント開催等を通じて、地域のイノベーション促進を担う大学
やベンチャー支援・育成を行う関係機関等と幅広く連携し、地域の技術シーズの発掘や地域にお
けるベンチャー企業等の育成を推進。

• シーズ発掘から事業化支援に至るシームレスな支援スキームを活用し、地域発のベンチャー企
業の事業化を促進。（※事業化支援の詳細は、別頁で記載）

地⽅の⼤学との連携
＜北海道⼤学等＞
 ⽂科省の次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-

NEXT）で選定された「EARTH on EDGE（北海道⼤学
ほか４⼤学）」との連携やベンチャー企業育成に係る
協定を締結（平成30年2⽉）。

＜九州⼤学＞
 ベンチャー企業育成に係る協定の締結（平成30年5⽉

31⽇）
関係機関との連携
＜ニュービジネス協議会＞
 イベントの共催（徳島、名古屋（予定）等）

＜THE INDEPENDENTS CLUB＞
 イベントに⽀援ベンチャーを派遣（札幌、京都、松⼭等）

＜川崎市＞
 起業家⽀援に係る覚書を締結（平成30年5⽉28⽇）

「研究開発型ベンチャー⽀援事業（NEDO
Technology Commercialization program）
の地域予選と連携。地⽅の技術シーズの発掘
を推進。

地域発ベンチャーのNEDO⽀援活⽤例
㈱セツロテック（徳島⼤発）︓TCP※→SUI※

㈱Photo electron soul（名古屋⼤発）︓TCP※→SUI※→STS※

 平成２９年度は、地域発の技術シーズを１１件発掘。
※TCP︓Technology Commercialization program ※SUI︓起業家候補⽀援事業 ※STS︓シード期の研究開発型ベンチャーに対する事業化⽀援 32



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２０社。平成２９年度は新たに１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３０年３月）
上場時期

株式会社カイオム・バイオサイエンス ９１億円 平成２３年１０月

シンバイオ製薬株式会社 １２６億円 平成２３年１０月

新田ゼラチン株式会社 １４６億円 平成２３年１２月

株式会社ユーグレナ ８５３億円 平成２４年１２月

株式会社メドレックス １７８億円 平成２５年 ２月

ペプチドリーム株式会社（※東京大学に支援） ６，４９２億円 平成２５年 ６月

株式会社リプロセル ２１８億円 平成２５年 ６月

オンコリスバイオファーマ株式会社 ９５億円 平成２５年１２月

株式会社ダイキアクシス ２１１億円 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 １３３億円 平成２５年１２月

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 ２，１１０億円 平成２６年 ３月

ダイキョーニシカワ株式会社 １，２６３億円 平成２６年 ３月

株式会社フィックスターズ ６０７億円 平成２６年 ４月

株式会社リボミック ９４億円 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 ３１８億円 平成２７年１０月

株式会社JMC ２９億円 平成２８年１１月

リネットジャパン株式会社 ５０億円 平成２８年１２月

株式会社レノバ ３６５億円 平成２９年 ２月

神戸天然物化学株式会社 ２６５億円 平成３０年 ３月

合計 １兆３６８５億円
33

●評価のポイント
• 上場した２０社の、平成３０年３

月時点での時価総額は１兆３６
８５億円を達成。（平成２９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）

※Yahoo!ファイナンスから算出（平成３０年３月末時点））



• 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

●評価のポイント

• 平成２９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２４．３％（新規採択額
２８９．３億円のうち中堅・中小企業等の採択額７０．４億円）となり、目標を上回る実績を達成。
（平成２９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２６．８％（新規採択額１，１００．３億円のうち中堅・中小企業等の採択額２９４．
４億円）となり、中長期計画における目標を達成。（平成２７～２９年度）

※括弧内は補正予算を含まない数値（参考値）
平成２９年度は補正予算による新規採択無し

平成２９年度 第３期中計合計

新規採択額総額 ２８９．３億円
（２８９．３億円）

１，１００．３億円
（１，０４１．６億円）

うち、中堅・中小・ベンチャー企業新規採択額 ７０．４億円
（７０．４億円）

２９４．４億円
（２３６．１億円）

中堅・中小・ベンチャー企業の割合 ２４．３％
（２４．３％）

２６．８％
（２２．７％）



１．研究開発の成果の 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

35

評価概要

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

対応する年度計画の項目

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ａ、第３期中長期目標期間：Ａ

【平成２９年度評価】

• イベント開催や広報活動の強化等により、オープンイノベーション・ベ
ンチャー創造協議会（JOIC）の会員数は１，１３５者（平成３０年３月末
時点）となり、大幅な増加。

• オープンイノベーション白書について、平成２９年度中に第二版のとり
まとめを実施（平成３０年６月に発行予定）。

• マッチングイベントやワークショップ等を２４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１０件、具体的な事業提携事例を３件創
出するなど、オープンイノベーションの推進に大きく寄与。

【期間評価】

• 平成２７年２月にオープンイノベーション協議会を設立。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、会員数は１，１３５
者（平成３０年３月末時点）となり、設立当時（２１８者）比５２０％とな
る大幅増加。

• 平成２８年度に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。科学技術白書（文部科学省）に引用されるなど高い関心を得
た。

• セミナー、ワークショップ、ＮＥＤＯピッチを計５８回開催。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契約の
締結が３０件、具体的な事業提携事例を５件創出するなど、オープ
ンイノベーションの推進に大きく寄与。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 － － Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

評価方式 － － 主務大臣による評価
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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
年度を上回る２４回（平成２９年度目標：２
０回）開催。成果としては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締結案件が３０件あり、具体
的な事業提携事例を５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２７～２９年度）

• 平成２８年度にオープンイノベーション白
書を日本で初めて公表。科学技術白書
（文科省）に引用されるなど高い関心を得
た。平成２９年度中に第二版の原稿のとり
まとめを実施。（平成２８～２９年度）

• イベント開催や広報活動の強化等により、
平成３０年３月３１日時点の会員数は
１，１３５者となり、設立当時（２１８者）比
５２０％となる大幅増加。（平成２９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３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５８回（平成２７年度：１１回、２
８年度：２３回、２９年度：２４回）開催。また平成３０年３月にはオープンイノベーション白書第二版の原稿とりま
とめを実施（平成３０年度６月に発行予定）。

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）

平成２８年度以降 JOIC会員推移
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会 社 名 事業概要 内 容

トリプル・ダブリュー・ジャパン(株)
＜第7回登壇者＞

・排泄の悩みや負担を軽減するソリューション
『DFree』を開発。超⾳波技術で排泄のタイミン
グを検知し、スマホアプリで知らせる。
・SCA事業者

・パラマウントベッド(株)及び川崎市と
連携
・企業間連携スタートアップに対する
事業化⽀援（SCA）に採択

エネフォレスト(株)
＜第7回登壇者＞

・⽇本で唯⼀CDC（アメリカ疾病予防管理セン
ター）ガイドラインに準拠し、殺菌効果と安全性
を兼ね備えた紫外線殺菌装置「エアロシールド」
を開発する⼤分県のベンチャー企業。

・(株)⽩⻘舎と販売店契約を締結
(平成28年11⽉16⽇付)

ティエムファクトリ(株)
＜第8回登壇者＞

・地球上の透明固体の中で最も軽く、最も⾼い断
熱性能を持つエアロゲルの⼀種SUFA(スーファ）
を京都⼤学と共同で開発。

・⼤⼿化学メーカーと量産化に向けた
共同開発契約を締結（平成29年秋頃）

(株)クロスコンパス
＜第13回登壇者＞

・学習済みニューラルネットワーク活⽤のための⼈
⼯知能情報処理プラット フォーム構想を推進し
ているAIベンチャー企業。

・ソフトバンク・テクノロジー(株)とサー
ビス連携を開始
（平成30年1⽉25⽇付プレスリリース）

(株)リトルソフトウェア
＜第19回登壇者＞

・脳波やバイタルデータを感情に翻訳し、「⾒える
化」するリトルAI（感情認識⼈⼯知能）と、ヒト
型（IoH)ブレインプラットフォームを開発している、
研究開発型ベンチャー。

・飲料メーカと共同研究契約を締結
（平成30年2⽉1⽇）

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

【参考】ＮＥＤＯピッチ 事業提携事例
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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付けられており、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１９０機関
を確認。（平成２７～２９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）、事業を実施。（平成２８～２９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 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

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

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ｂ

【平成２９年度評価】

• 平成２９年度においては、ドイツ、サウジアラビア、ロシア、カ
タール、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１３件の協力協定書（ＭＯＵ）を締結。

• 国際共同事業（コファンド事業）について、イスラエル、フランス、
ドイツで計４件採択し、日本企業と海外企業のオープンイノベー
ションを推進。

【期間評価】

• 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。第３期中長期計画期間中
に新たに８１件の協力協定を締結。実証事業の実施国が、１
４ヶ国（第２期までの累積）から２７ヶ国に増加。

• 国際共同事業（コファンド事業）について、フランス(Bpifrance)、
イスラエル(Israel Innovation Authority)、ドイツ（ドイツ連邦経
済エネルギー省（BMWi））と協力協定を締結し、これまで計１
４件のプロジェクトを実施。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ｂ 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



• 第３期中長期計画期間においては、実証事業・MRV調査※の実施対象国が、１４ヶ国（第２期までの
累積）から２７ヶ国に増加。ＭＯＵ締結数は、１３７件（第２期までの累積）から、２１８件に増加。

• 具体的には、第３期中長期計画期間中にロシア、イタリア、スロベニア等の事業に係るMOUや、国
際連合工業開発機関（UNIDO）やThe European Network of Innovation Agencies（TAFTIE）といった
国際機関・ネットワーク、チェコ等の各国政府との協力関係を新たに構築し、実証サイトを拡大、各
国政府等との協力関係を強化。

• 平成２９年度に締結した協力協定は１３件（事業に係る協定：８件、協力関係に係る協定：５件）
※ MRV調査：JCM制度に基づいて実施される、Measurement, Reporting and Verification の略語。「（温室効果ガス

排出量の）測定、報告及び検証」のことを指す。
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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

ドイツ連邦教育研究省と共同宣言に署名

ロシア連邦ブリヤート共和国政府と意向表明書を交換カタール電力・水公社と基本協定書を締結

サウジアラビア海水淡水化公社と
基本協定書を交換

ロシア連邦サハ共和国政府およびルスギドロ社と
間協力覚書を締結

タイ王国国家イノベーション庁と基本協定を締結
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●評価のポイント

• 産業用Ｒ＆Ｄ分野における二国間の研究協力事業は日
本初の試み。（平成２６年度～）

• イスラエル・日本の経済産業大臣間の覚書の重要事項
に位置づけられ、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」に調印し、閣
僚級合意文書（ハノーバー宣言）に日独協力事項として
位置づけられた。（平成２８年度）

• イスラエル、フランス、ドイツとで計４件の事業を採択。
（平成２９年度）

• 我が国企業の、海外展開推進、経済成長促進、産業競争力強化を早期実現するために、平成２
６年度から海外企業との国際共同研究開発を推進。

• 海外の技術開発マネジメント機関等とともに、優れた技術を持つ我が国企業と相手国企業による
共同研究開発事業を「コファンド形式」により支援し、我が国企業の国際的なオープンイノベー
ションを促進。

• 平成２６年度以降、イスラエル(Israel Innovation Authority)、フランス(Ｂｐｉｆｒａｎｃｅ)、ドイツ連邦経
済エネルギー省（BMWi）と協力協定を締結し、プロジェクトを実施。

• これまで全１４件を採択し、うち１０件は事業完了。平成２９年度に採択した４件の事業を実施中。

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。

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
（フランス）

フランスのバイオアクシャル社及びパスツール研究所との共同研
究開発事業。コニカミノルタの蛍光ナノ粒子技術、バイオアクシャ
ル社の 先端顕微鏡技術とパスツール研究所のバイオイメージ
ング技術によって、新薬の薬効メカニズムを正確に評価する技術
の共同開発に成功。 細胞内で候補薬が設計通り作用しているか
を分子レベルで可視化することができる世界でも例のない技術で
あり、今後の臨床試験の成功率向上に寄与することが期待され
る。

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

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

No テーマ名 実施先 実施期間

フランス

1
ヒト化動物を用いた次世代型がん領域創薬の開発・検証システム
の確立に関する研究

（公財）実験動物中央研究所
インビボサイエンス株式会社

平成２４～
２５年度

2 Ondemand Multi-mixed Protein Quantification Kitの研究開発
株式会社Proteomedix

Frontiers
（国法）東北大学

平成２４～
２５年度

3 急性期バイオマーカーのPoint of Care Testing（POCT）の開発 株式会社シノテスト
平成２４～
２５年度

4 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

5 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

6
半導体検査装置用266nm高出力ピコ秒パルスファイバレーザ光源
システムの実用化開発

株式会社オキサイド
平成２９～
３１年度

イスラエル

7
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-Ｔｒｅｋ

平成２７～
２９年度

8 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

9
スマート社会実現に向けたIoT用光アクセスプラットフォームの研究
開発

沖電気工業株式会社
平成２７～
２８年度

10
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

11
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

12 スマートピンチバルブの研究開発 旭有機材株式会社
平成２９～
３１年度

ドイツ

13
非周期分極反転波長変換デバイスによるライフサイエンス用実時
間デュアル光コムスペクトロスコピーシステムの実用開発

株式会社オキサイド
平成２９～
３１年度

14
形状記憶ポリマー3Dプリントステントを有するステントグラフトの開
発

キョーラク株式会社
平成３０～
３１年度
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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

対応する年度計画の項目

１．研究開発の成果の 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

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ａ、第３期中長期目標期間：Ａ

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 － － Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

評価方式 － － 主務大臣による評価

【平成２９年度評価】

• 資金需要のある有望な事業者をＮＥＤＯから産業革新機構（ＩＮＣＪ）、日
本政策金融公庫（ＪＦＣ）へ１６件推薦。新たに３件の出資、融資が決定す
るなど、中堅・中小・ベンチャー企業に対する事業化支援を推進。

• ・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１，８４０件のマッチングをアレンジ。また、マッチング会・ピッチ
イベントで１３６件のマッチングをアレンジし、３４件のＮＤＡ契約が締結さ
れたほか、１３件が共同研究等の協業や売上等の成果に結びついた。

• 技術開発プロジェクトにおける標準化に係る取組について、平成２９年度
は２９件（目標：２５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、５件（目標：５件）提案し、目標を達成。

• World Robot Summit (ＷＲＳ、ロボットの国際競技大会)について、２０１

８年のプレ大会の具体的な開催形式を決定するとともに、世耕経済産業
大臣から協議大会の参加者募集については記者会見で発表（平成３０
年１月）するなど、政府と一体になって開催準備を推進。

【期間評価】

• 資金需要のある有望な事業者をＮＥＤＯから産業革新機構（ＩＮＣＪ）、日本
政策金融公庫（ＪＦＣ）へ５９件推薦。１０件の出資、融資が決定するなど、
中堅・中小・ベンチャー企業に対する事業化支援を推進。

• マッチングを目的とした展示会に３年間合計で９７０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４，６９８件のマッチングをアレ
ンジ。また、マッチング会・ピッチイベントで２７３件のマッチングをアレンジ
し、５８件のＮＤＡ契約が締結されたほか、２９件が共同研究等の協業や
売上等の成果に結びついた。

• 技術開発プロジェクトにおける標準化に係る取組について、第３期中長
期計画期間中延べ１４４件（目標：１２２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、第３期中長期計画期間中延べ５１件
（目標：１９件）提案となり、目標を大幅に上回り達成。

• World Robot Summit (ＷＲＳ、ロボットの国際競技大会)について、ＮＥＤ

Ｏ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）を主催することを決定しており、具体的な開催形式の決定
や参加者募集等、開催に向けた準備を推進。

評価根拠
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●その他の取組
・文科省のEDGE-NEXTのコンソーシアムであるEARTH 
on EDGE（東北大学、北海道大学、ほか４大学）とNEDO
との間で、ベンチャー企業育成に係る協定を締結（平成
３０年２月）。引き続き、各省庁との連携等踏まえ、地域
におけるベンチャー企業等の育成を進める予定。

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 紹介件数 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社 ７６件 １０社 ４件

平成２９年度 ３２５社 １，８４０件 １２４社 １３６件 １６社 ３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。

紹介

• 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
とのＭＯＵ及び（株）政策金融公庫と協力し、ＮＥＤＯから有望な事業者を紹介。１０件の出資・融
資を実現。
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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：Green Earth Institute（株）
◆設立年：平成２３年

◆事業概要：非可食バイオマスを原料としたバ
イオエタノール生産の高効率化のために、膜
技術を使った触媒菌体のリサイクルシステム
を組み込んだ革新的バイオプロセスの開発

◆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：
• 新エネルギーベンチャー技術革新事業

◆社名：エレファンテック（株）
◆設立年：平成２６年

◆事業概要：インクジェット印刷による電子回路
製造技術P-FlexTMを世界で初めて実現。製造

につきものの「ロット」「初期費用」という概念か
らメーカーを解放。必要なものを必要な量だけ
製造することが可能に。

◆出資元：（株）産業革新機構（３億円（上限））

◆ＮＥＤＯの主な支援事業：

• 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
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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合計で３２５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１，

８４０件のマッチングをアレンジ。（平成２９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。２７３件のマッチン

グのうち５８件のＮＤＡ契約※が締結されたほか、２９件が共同研究等の協業や売上等の成果に結びついた。
（平成２７～２９年度）

• 金融マッチングでは５９件を紹介。１０件が資金調達を実現（ＩＮＣＪ：6社、ＪＦＣ：4社）。（平成２７～２９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

（ｎａｎｏｔｅｃｈ２０１８）

高機能性素材、プリンテッドエレクト
ロニクス材料、革新的な構造材料、
省エネルギーの５つの分野構成で

新成果を展示。マッチング成果と
して、サンプル提供や共同研究等、
約４５０件の問い合わせがあった。

（イノベーション・ジャパン２０１７）
ＮＥＤＯが支援する中小・ベン
チャー事業者から１００者以上が
出展し開発技術・製品等をＰＲ。
平成２９年度の来場者は２.５万人。

マッチングスペースでは約６０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。

（ＮＥＤＯベンチャービジネスマッチング
会）

プレゼン、展示、個別面談を実施。平
成２８年度は１３社が参加し、５６件の
マッチングが行われ、翌年度のフォ
ローアップでは１件の成約のほか、８
件が継続協議していることを確認。同
様に、平成２９年度は１０社が参加し５
３件のマッチングが行われた。

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



各種マッチング促進に向けた取組③

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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制度説明

キャラバン活動

個別相談会を20回以上、説明会等
を延べ5,000名以上実施。

橋渡し連絡
窓口担当者

個別相談会／マッチング会

終了事業者等のベ
ンチャークラブ

出前キャラバン/相談会/マッチング会

海外におけるマッチング活動
＜アメリカ・シリコンバレー＞
・Silicon Valley Immersion Program（夏・冬 年2回実施）

200名超のシリコンバレーの投資家、事業会社等の観
客に対し、資金調達や事業提携に向けたプレゼンテー
ションを実施。（平成２９年度は８月及び２月に開催）

＜タイ・バンコク＞
・タイ国家イノベーション庁（NIA）とのスタートアップ相互
支援のMOU締結(平成２９年７月)

・StartupThailand（タイ政府主催）における出展支援、イ
ベント主催

StartupThailand2017ではNEDOセッションを開催



技術開発と標準化との一体的な推進

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
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●評価のポイント

・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、第３期中長期
計画期間中に、延べ１４４件（目標：
延べ１２２件）のプロジェクト基本計画
に記載。目標を大幅に上回って達成。
（平成２５～２９年度）

・機構の事業における国内審議団体
又はＩＳＯ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等への標準化に
関する提案件数について、第３期中
長期計画中に計５１件を提案（目標
延べ１９件） 。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２５～２９年度）

・「新市場創造型標準化制度」に採択
されたプロジェクトの成果２件を含む、
プロジェクトの成果に係る標準案を５
件提案。 （平成２９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

・機構の事業における成果を国内審議団体又はＩＳＯ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等への標準案を提案。

平成26年2月、
「ﾊﾟｰｿﾅﾙﾛﾎﾞｯﾄに
関する安全要求
事項」ISO13482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 計画と実績】

【第３期 主な実用化】

H25FY H26FY H27FY H28FY H29FY 合計

実績値 21 30 34 30 29 144
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

標準提案数

基本計画数



技術開発と標準化との一体的な推進

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
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【 平成２９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

次世代プリンテッド
エレクトロニクス材
料・プロセス基盤技
術開発

次世代プリン
テッドエレクト
ロニクス技術
研究組合

IEC/TC119
/WG2

IEC 62899
-202-6

Printed electronics – Part 202-6 : 
Materials - Conductive film –
Environmental test of a printed 
metal based conductive layer on 
flexible substrate（内容追加提案）

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/TC113
IEC TS 
62607-7-2

Nanomanufacturing - Key Control 
Characteristics - Part 7-2: 
Nano-enabled photovoltaics -
Device evaluation method for 
indoor light

Ⅱ．ＪＩＳへの提案

事業名 委託先名 提案先 規格番号等 規格(案）名称

革新的新構造材料
等研究開発PJ

日本マグネシ
ウム協会

日本工業
標準調査

会
JIS H4204 マグネシウム合金押出形材

Ⅲ．新市場創造型標準化制度の活用

事業名 委託先名 提案名称

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／デンマークにおける生活支援ロボット
を活用した介護サービス提供に係る国際研究
開発及び実証事業

(株)テムザック
馬乗り形電動車椅子に関する
標準化

平成27年度中堅・中小企業への橋渡し研究
開発促進事業／電解砥粒研磨を用い色調均
一化を実現するSUS発色の実用化開発

(株)アサヒメッ
キ、(地独)鳥取
県産業技術セ
ンター、（国研）
産業技術総合
研究所

ステンレス製品の化学酸化発
色皮膜に関する標準化

建築分野、自動車分野等での活用が
期待される発色ステンレス製品の化
学酸化発色皮膜について、色むら等
の評価が可能となるよう試験方法等
の標準化を推進。

光の干渉
による発色

ステンレス
製品の発色

応用

ベッドから車椅子に移乗する際、介護
者に抱きかかえられ、回転して椅子に
座るまでの抱きかかえ移乗介助が過
度な負担ともなることから、負担を軽
減して移乗・移動が容易となる馬乗り
形電動車椅子の性能特性評価等の性
能特性評価
等の標準化
を推進。

移乗移動
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●評価のポイント
• 「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・イノベーションのしかけづくりを主導。
• 「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３０年のＷＲＳの具体的な開催形式を決定。さらに競技内容として４カテゴリー全９種目を設定し、ルールや
使用するプラットフォームロボットを決定。 （平成２９年度）

• 平成３０年１月、世耕経済産業大臣が、２０１８年のＷＲＳの競技大会の参加者募集等について記者会見で発表。
（平成２９年度）

• 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）に基づき、２０１８年にロボットの国際大会「World Robot Summit（WRS）」のプレ大会、
２０２０年に同本大会を、経済産業省とともに主催することを決定。

• ＷＲＳ開催に向けた検討・準備のために「実行委員会」およびその「諮問会議」、「競技委員会」を
運営。競技会を想定したトライアル、デモンストレーションの実施、主要な国内外の学会・展示会、
Webページ等における情報発信を行い、世界中に向けて、競技会や展示会の参加者募集を開始。

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

カテゴリー 種⽬
ものづくり 製品組⽴チャレンジ

サービス
パートナーロボットチャレンジ(リアルスペース)

〃 (バーチャルスペース)
フューチャーコンビニエンスストアチャレンジ

インフラ・
災害対応

プラント災害予防チャレンジ
トンネル事故災害対応・復旧チャレンジ
災害対応標準性能評価チャレンジ

ジュニア スクールロボットチャレンジ
ホームロボットチャレンジ

競技会

展⽰会

シンポジウムなど

World Robot Challenge

World Robot Expo

Robotics for Happiness
⼈間とロボットが共存し共働する世界の実現へ

メッセージ



１．研究開発の成果の 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
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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

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ｂ

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ａ 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２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。
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評価概要

【平成２９年度評価】

• ニュースリリース１７４件（平成２８年度１５６件）、記者会見・現場見学
会３３回（目標：１０回以上）を実施した結果、全国紙への露出機会が
前年比２４％増となる等、情報発信の推進を実現。また、YouTubeに
「NEDO Channel」を新規開設。動画による広報コンテンツを拡充。

• 来場者１万人超の展示会を中心に２０件（うち１万人超は１６件）出展。
また、ＮＥＤＯフォーラムについて、全国５ケ所で開催し、地方における
ＮＥＤＯの理解を促進。さらに、ロシア 大規模の産業総合博覧会と
なる「INNOPROM２０１７」への出展等、政府と一体となったイベント
開催を実施。"

• 「ＮＥＤＯプロジェクト実用化ドキュメント」では、開発に携わった方々へ
の取材に基づいて、成功に至ったマネジメント・経緯を事例としてまと
め、ウェブサイト及びパンフレットを作成し、日・英の両言語にて公開。
平成２９年度は７件を掲載。

• 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２０本発表。また、追跡調査に関する研
究活動の実施が認められ、「研究・イノベーション学会」から学会賞を
受賞。

• 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」について、平成２
９年度は９分野公表。 また、各界を代表する計３３名の有識者を迎え
て、「TSC Foresightセミナー」を３回開催。

【期間評価】

• ニュースリリースは年々増加し、第３期中長期計画期間中に６５１件
実施（平成２４年度：６９件→平成２９年度１７４件）。また、トップ広報

の一環として、第３期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１２回実施し、情報発信を強化。

• 平成２６年度からＮＥＤＯフォーラムを開始。これまでに全国２１ケ所
で開催し、地方におけるＮＥＤＯの理解を促進。さらに、「伊勢志摩サ
ミット（平成２８年度）」、「ドイツ国際情報通信技術見本市（CeBIT）

（平成２８年度）」等、各国首脳クラスが参加・来場するイベントに出
展し、海外メディアからも注目を得た。

• 「ＮＥＤＯプロジェクト実用化ドキュメント」では、第３期中長期計画期
間中に計９３件を掲載。中小・ベンチャー企業を積極的に掲載し、製
品の認知度向上等に貢献。

• 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、第３期中長期計画期間中に１１４件発表（目標：１
００件）し、目標を達成。

• 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。第３期中長期計画期間中に計２６分野をＮＥＤＯ
ウェブサイトで公開。また、期間中に「TSC Foresightセミナー」を計
９回開催し、約２，５００名の参加者を得た。

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

• ニュースリリース件数は年々増加し、第２期中期計画 終年度（平成２４年度）と比較して、発信
件数を約２.５倍に充実。（平成２５～２９年度）

• 平成２５年度から、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１２回実施し、
トップ広報を推進。（平成２５～２９年度）

• これらの取組により、全国紙（日経、読売、朝日、毎日、産経）への露出件数は前年度比で２４％
増加するなど、情報発信の強化を実現。（平成２９年度） 53

• 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通じて広く社会や国
民に対し、ＮＥＤＯ事業の情報や社会的貢献、意義について積極的に発信。

• 平成２９年度は、ニュースリリース１７４件、記者会見・現場見学会３３回（目標：記者会見・現場
見学会１０回以上）等を実施。

平成２９年７月７日 現地見学会
「世界初、実海域において海流発電の

１００kW級実証試験を実施へ」
＜日経、読売、朝日、毎日、ＮＨＫなど＞

平成２９年６月１５日 記者会見
「無人航空機の安全な運航管理

システムの実現に向けて」
＜日経、朝日など＞

【平成２９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

年度 （Ｈ２４） Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

件数（件） （６９） ７５ １０１ １４５ １５６ １７４

【第３期中長期計画期間のニュースリリース件数】



＜特集内容＞

第６５号 ①ロボット・ドローン
②AI

第６６号 ①海洋エネルギー
②東南アジアのビジネス

第６７号 ①CMC（セラミックス基複合材料）
②航空機先進システム

第６８号 ①レーザー加工技術
②IoTで加速する欧州産業革新

●評価のポイント

•コンテンツの拡充やメール配信サービ
スでの告知等により、『Focus NEDO』の
各号平均アクセス数（公開後３か月間）
は平成２４年度比で約１．７倍（平成２８
年度実績）に増加し、さらに、平成２９
年度の同誌の配布数は前年度比約１．
６倍に増加するなど、利用促進。（平成
２５～２９年度）

•平成２９年度に「NEDO Channel」を新
規開設し、新たに９０本の事業紹介動
画等を作成し公開するなど、情報発信
を強化。（平成２９年度）
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• 広報誌『Focus NEDO』を平成２９年度に４回（目標：４回）、第３期中長期計画期間には合計２１回
発行し、ＮＥＤＯが取り組む技術開発事業や成果について発信。

• 平成２８年度から、より注目度の高いテーマにフォーカスした他、著名人からの寄稿欄を設け、さ
らにニュースリリースの解説ページや実用化されているＮＥＤＯプロジェクトの成果紹介ページ等
を作成しコンテンツの拡充に取り組んだ。

• 平成２９年度にYouTubeに「NEDO Channel」を新規開設。既存で公開していた動画を移管した他、
新たにマッチングイベントのセミナー映像や省エネルギー分野の事業紹介動画等を新たに９０本
作成し、公開。

【平成２９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

制作物の充実化及び利用促進

＜主な公開動画＞
・ＮＥＤＯピッチ（第１６回～２３回）
・スマートコミュニティサミット２０１７
・ＮＥＤＯプロジェクト紹介 新の省エネルギー技術
・戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）／重要イ

ンフラ等におけるサイバーセキュリティの確保

●Focus NEDO

●YouTube「NEDO channel」



●評価のポイント

•「ICEF」（平成２６～２９年度） 、「伊
勢志摩サミット」（平成２８年度）、
「CeBIT」（平成２８年度）、
「INNOPROM」（平成２９年度）等、政
府と一体となったイベントの開催・出
展を行い、広報成果の 大化を目
指した。（平成２５～２９年度）

•出展の効果、内容の見直しに向け、
全展示会統一したフォーマットで来
場者アンケートを実施。来場者カウ
ント手法を統一し、各イベントの動
向分析を開始。（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・シンポジウム等を積極的に開催。

• 平成２９年度は、来場者１万人超の展示会を中心に２０件（うち１万人超は１６件）出展。また、ＮＥ
ＤＯの取組や成果の理解促進のため、成果報告会を１１件、セミナー･シンポジウムを４７件開催。

• さらに、 「INNOPROM 2017」や「 Innovation for Cool Earth Forum(ICEF) 」等、政府と一体となった

イベントの開催・出展。また、 「イノベーション・ジャパン」の開催等、他独法との連携も推進。

＜平成２９年度＞
「INNOPROM 2017」（ロシア）

ロシア 大規模の産業総合博覧会

（平成２９年７月１０日～１４日）
ＮＥＤＯブース来場者数 約４，３００名

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

イベントの開催・出展

【平成２５～２９年度 主な実績】

＜平成２８年度＞

「CeBIT2017」（ドイツ）
ドイツ国際情報通信技術見本市
（平成２９年３月２０日～２４日）

ＮＥＤＯブース来場者数 約６，９００名

●政府と一体となり取り組んだイベント

●他独法と協力し開催したイベント

＜平成２９年度＞
「イノベーション・ジャパン2017」

ＪＳＴと共催した展示会
（平成２９年８月３１日～９月１日）

ＮＥＤＯブース来場者数 約１３，０００名
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• 国内外から産学官のリーダーを招いた講演会及び展示会を行い、ＮＥＤＯの 新成果・取組を報
告（NEDO Forum）。２日間で延べ約５，０００名が来場。（平成２７年２月１２月～１３日）

• セミナー（地域版ＮＥＤＯフォーラム）を平成２９年度は全国５ヶ所で開催、延べ約５００名が出席し、
地方でのＮＥＤＯの取組や事業への理解を促進。平成２６年度からの累計では、全国２１ヶ所で開
催し、延べ約３，３００名が出席。

• ＮＥＤＯが中心となって他の公的機関（経産局、産総研、中小機構、ＪＳＴ等）による制度紹介の場
を設け、幅広い段階での研究支援策の紹介を実施。

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認知向上のための取組

特別講演（左：榊原経団連会長、右：天野名古屋大学教授）

会場の様子 展示会の様子

＜ＮＥＤＯ Ｆｏｒｕｍ＞

講演の様子（大阪大学 関谷栄誉教授）
「NEDOフォーラム2017 in 熊本」

フォーラムの様子
「NEDOフォーラム2016 in 関東」

個別相談会の様子 パネル展示コーナー

＜地域版ＮＥＤＯフォーラム＞
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●評価のポイント

• 平成２９年度は、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、新たに
７件を掲載。（平成２９年度）

• 平成２５～２９年度までに４７件を掲載（実用化ドキュメント作成以来、合計９３件掲載）。（平成２５～２９年度）
• 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２８年度から、活躍が見込まれる中小・ベンチャー企業の案件を中心に掲載したことで、「製品の知名度
アップ・信頼性の獲得、海外企業への理解増進」など、実用化の促進に貢献。（平成２８～２９年度）

• 「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
両言語により公開。

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

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成２９年度掲載事例 ◆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

第３期中長期計画期間

・燃料電池に燃料を送り込む
ブロワの開発を支援。

・実用化ドキュメントコンテンツを、
社外へのPRに活用。

・生活支援ロボットの安全性を検証す
る手法を確立。

・安全検証センターを設立し、国際安全
規格ISO13482の発行に貢献。

生活支援ロボットの安全検証
（産総研、（一財）日本自動車研究所、名古屋大学）

燃料昇圧ブロワ
（(株)テクノ高槻）



※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

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

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）

エコセメント
（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
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



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

59

●評価のポイント

• 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２
８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）

• 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２０本発表。（平成２９年度）

• 他法人より先駆けて、追跡踏査をはじめとする一部
のデータを大学の研究者と共有し、マネジメント等
に係る研究活動の実施が認められ、研究・イノベー
ション学会から学会賞を受賞。（平成２９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１１４本の発表が行われ、目標を大きく上
回り達成。（平成２５～２９年度）

• 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。

研究・イノベーション学会において学会賞を受賞

マネジメント関連学会での発表



【平成２９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３２回年次学術大会 ９件
○ 日本ベンチャー学会第20回全国大会 ３件

（海外）
○ Eu-SPRI2017 １件
○ American Evaluation Association / Evaluation ２０１７ ２件

発
表
・投
稿
内
容
例

○ 産学連携学会第１５回大会
・NEDOフェロー人材のネットワーク構築の取り組みについて

～地域ハブ機能としての人的ネットワークの活用の検討～
○ 日本ベンチャー学会第２０回全国大会

・NEDO事業に参加した中小・ベンチャー企業の開発成果に関する評価
○ Eu-SPRI ２０１７

・QUANTITATIVE ANALYSIS ON IMPACT RESULTING FROM PUBLIC R&D INVESTMENT
○ American Evaluation Association / Evaluation ２０１７

・Factors of Status Change in Post-Project Research and Development

60

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 平成２９年度 合計

国内 １８件 １３件 ２３件 ２４件 １７件 ９５件

海外 ４件 ４件 ４件 ４件 ３件 １９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」の公表に併せ、「TSC Foresightセミナー」を開催。

61

●評価のポイント
• 平成２９年度は９分野の「TSC Foresight」を公表。 各界を代表する計３３名の有識者を迎えて、「TSC Foresightセ

ミナー」を３回開催し、約９００名が参加。第３回では、同時に報道記者への説明会も実施。（平成２９年度）
• 第３期中長期計画期間に２６分野の「TSC Foresight」を公表するとともに、「TSC Foresightセミナー」を９回開催し、

約２，５００名の参加者を得た。 （平成２７～２９年度）

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

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
２９年度
第１回

鷲崎 弘宜 学校法人早稲田大学理工学術院 基幹理工学部 情報理工学科 教授

松本 勉 国立大学法人横浜国立大学 大学院環境情報研究院 社会環境と情報部門 教授

花岡 悟一郎
国立研究開発法人産業技術総合研究所 情報技術研究部門
高機能暗号研究グループ 研究グループ長

山地 憲治◎ 公益財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE）理事・研究所長 兼 東京大学名誉教授

荻本 和彦
国立大学法人東京大学 生産技術研究所 人間・社会系部門 エネルギー工学連携研究セ
ンター 特任教授

菅沼 敏幸
東京電力ホールディングス株式会社 経営技術戦略研究所 経営戦略調査室 スペシャリス
ト（需給分析技術）

平成
２９年度
第２回

馬場 嘉信◎
国立大学法人名古屋大学 大学院工学研究科、医学系研究科 教授
先端ナノバイオデバイス研究センター センター長

坂入 実 株式会社日立製作所 研究開発グループ 基礎研究センタ チーフサイエンティスト

竹内 昌治
国立大学法人東京大学 生産技術研究所
統合バイオメディカルシステム国際研究センター センター長

山内 康弘
三菱日立パワーシステムズ株式会社 エンジニアリング本部
ボイラ技術総括部 ボイラ開発部 部長

林 潤一郎 国立大学法人九州大学 先導物質化学研究所 所長

漆坂 雅弘◎
三菱ケミカル株式会社 高機能ポリマー部門 サステイナブルリソース本部 サステイナブル
リソース事業部 企画管理グループ グループマネジャー

平成
２９年度
第３回

本村 陽一 国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター 首席研究員

森川 博之◎ 国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科 教授

一村 信吾◎ 国立大学法人名古屋大学 イノベーション戦略室長・教授

平成２９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 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

63

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

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ａ

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ａ 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
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評価概要

【平成２９年度評価】

• 企業や大学での実務経験を有する外部人材を、平成２９年度は
１０名を中途採用。また、クロスアポイントメント制度を３名に適
用。さらに、民間企業、独法から出向、派遣により、２９２名を受
け入れ、プロジェクトマネジメント業務に従事させることで、プロ
マネ人材育成、帰任後のキャリア形成に大きく貢献。

• 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育成講座を全１５回（目標：８回）開催し、延べ約５
００名のＮＥＤＯ職員が研修に参加。ベンチャー企業を支援する
人材の育成事業とも連携し、初めて外部からの受講生受け入
れを実施。外部人材の育成にも貢献。

• 平成２９年度は２講座３拠点において「ＮＥＤＯ特別講座」を実施。
ＡＩ分野の講座を新規開設し、急務となっているＡＩ分野の人材育
成に対応。

• 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１，５０３人を養成。平成
２９年度までに９，０９４人（目標：６，６６６人）を養成し、中長期
計画における目標を約３３％上回って達成。

【期間評価】

• 企業や大学での実務経験を有する外部人材を、第３期中長期
計画期間中に５６名採用。また、クロスアポイントメント制度を
平成２９年度までに６名に適用。さらに、民間企業、独法から
出向、派遣により、延べ８４７名を受け入れ、プロジェクトマネ
ジメント業務に従事させることで、プロマネ人材育成、帰任後
のキャリア形成に大きく貢献。

• 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育成講座を開始。他事業の受講生
も参加するなど、外部人材の育成にも貢献。

• ＮＥＤＯ特別講座について、計画期間中に９講座実施し、２０９
回の講義で延べ７，３００名以上が受講。シンポジウムを２２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第３期中長期計画
期間中９，０９４人（目標：６，６６６人）を養成。中長期計画にお
ける目標を約３３％上回って達成。

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

• 企業や大学で実務経験を有する外部人材を、平成２９年度は１０名、平成２５～２９年度の間に
計５６名を機構職員として採用。

• 機構と所属元機関の双方で活躍可能となるクロスアポイントメント協定を平成２７年度以降、大阪
大、岐阜大、東北大、産総研等と締結し、平成２９年度までに計６名を受入れ。

• 民間企業、独法（産総研、農研機構等）から出向、派遣によって平成２７～２９年度の間に延べ８
４７名の職員を受入れ、主にプロジェクトマネジメント業務に従事させプロマネ人材等として育成。

●評価のポイント

• クロスアポイントメント制度を活用し、
平成２９年度までに計６名を受入れ。
（平成２７～２９年度）

• 上記制度適用者のうち、１名をセン
ターユニット長として、２名をプロジェク
トマネージャー等に指名するなど外部
人材の活用を推進。（平成２７～２９年
度）

• 民間企業や独法から、主に研究員を
出向等により積極的に受け入れ、プロ
ジェクトマネジメント業務などに従事さ
せプロマネ人材として育成し、帰任後
のキャリア形成等に大きく貢献。（平成
２７～２９年度）

経験者採用の実施、クロスアポイントメント制度の適用による外部人材の獲得・活用

経験者採用者の主な出身団体

民間企業 大学・独法等

東京電力㈱ 古河電工㈱ 神戸大学

日立金属㈱ 日産自動車㈱ 東京工業大学

日本電気㈱ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ 東京医科歯科大学

ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本㈱ ㈱東芝 物質・材料研究機構

ﾙﾈｻｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ 電源開発㈱ 産業技術総合研究所

㈱三菱総合研究所 旭化成㈱ 情報通信研究機構

ｿﾆｰ㈱ 電力中央研究所 日本政策投資銀行



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ＮＥＤ
Ｏ職員を参加させ、実践的な研修方法を習得。（平成２
７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。（平成２８年度）

• 平成２９年度も引き続きＰＭ育成講座を実施。全１５回
の講義を開催し、延べ約５００名の職員が参加。「ＮＥＤ
Ｏ研究開発マネジメントガイドライン新訂第１版」の活用
も促進。ベンチャー企業を支援する人材の育成事業（※）

とも連携し、初めて外部からの受講生受入れを実施。外
部人材の育成にも貢献。（平成２９年度）
※高度専門支援人材育成プログラム（NEDO Technology Startup 

Supporters Academy）

• 機構の研修制度を利用した、技術戦略研究センター研
究員が平成２６年度に東京大学大学院博士号（学術）を
取得した後、平成２８年度に研究・イノベーション学会に
て論文賞（テーマ名：コンソーシアム型研究開発プロジェ
クトの政策評価）を受賞するなど、高い有効性を確認。
（平成２６～２８年度）

• 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。平成２９年度は昨年度の実施を踏まえ、より効果的なプログラムとなるよ
うに一部を再構成して実施。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。

PM育成講座の様子

ＰＭ育成講座を実施

PMBOK等の一般的なプロジェクトマネジメントに留まらず、
イノベーション・マネジメントに必要なエッセンスをバランスよく配置 66



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

産業界の
人材不足
の解消に

貢献

AI分野の人材不足に対応するため、大阪大学と東京大
学を拠点に、即戦力人材の育成講座（実データで学ぶ人
工知能講座）を平成２９年度から開講。AI知識を体系的
に学習するほか、製造現場や顧客行動等の様々なデー
タを用いた演習を通じて、データの構築方法や解析手法
などの実践的なAI技術の習得を目的とする。

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。

人材育成の
取組波及

「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。 67

●評価のポイント
• 平成２９年度は２講座３拠点において「ＮＥＤＯ特別講座」を実施。

AI分野の講座を新規開設し、急務となっている人材育成に対応。
２講座で、延べ７３回講義を行い、４０４名が受講。実技を取り入
れた質の高い授業を実施。（平成２９年度）

• 第３期中長期計画期間全体で計９講座実施し、２０９回の講義で
延べ７，３００名以上が受講、シンポジウムを２２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２５～２９年度）

特別講座の展開・効果

ＮＥＤＯ特別講座の実施

◀実データで学ぶ人

工知能講座の様子



※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。

（単位：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。

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 平成２９年度

ナショナル
プロジェクト等

６,６６６ ８８３ ３,６８５ １,６４７ １,３７６ １，５０３

総計 ６,６６６ ９，０９４

●評価のポイント

• 平成２９年度は１，５０３人の若手研究者を養成。（平成２９年度）
• 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）を約３３％上回って達成。（平成２

５～２９年度）
• 人材育成の効果を追跡調査により確認した結果、ＮＥＤＯプロジェクトにおける人材育成（研究

者の質的向上）の達成度の評価は約８６％が期待を上回るまたは期待通りとの回答を得た。
（平成２５～２８年度）

若手研究者育成



１．研究開発の成果の 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）

69

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）

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ａ、第３期中長期目標期間：Ａ

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ａ 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
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評価概要

【平成２９年度評価】
• [事後評価]平成２９年度に実施したエネルギー分野の事後評価対象７

件のうち、７件（１００％）が合格・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。

• [水素]大規模水素サプライチェーン構築に向けて、ブルネイ、豪州でプ
ラント建設に着手。また、世界初となる１ＭＷ級水素コジェネレーション
システム（水素ＣＧＳ）を用いた市街地域への電熱供給の実証試験を開
始。

• [海洋エネルギー]１００ｋW規模の海流発電として世界初となる水中浮
遊式海流発電システムの実証試験を完了。

• ［太陽電池］結晶シリコン太陽電池セルで変換効率２６．７％、ＣＩＳ系薄
膜太陽電池セルで変換効率２２．９％などの世界 高変換効率を達成。

• [未利用熱]世界で初めて中高温域での熱電変換を実現する「クラス
レート焼結体 U字型 熱電変換素子」を開発。国内展示会や米国
(ARPA-E サミット）で反響を得た。

• [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、世界
初となる８K映像データの無瞬断切換を実現する波長多重伝送切換装
置を開発。

• [蓄電池]革新型蓄電池の開発に向けて、蓄電池内部の動的な反応・
劣化機構を正確に把握可能な世界トップレベルの解析技術を開発。亜
鉛空気電池等の実セルで、エネルギー密度３００Ｗｈ／ｋｇ以上での充
放電作動を実証。

• [石炭火力]石炭火力発電からの大幅なＣＯ２排出削減のため、世界初
の試みとなる商用規模の燃料電池とＣＯ２分離・回収型酸素吹ＩＧＣＣを
組み合わせたＩＧＦＣの実証を開始。酸素吹ＩＧＣＣの実証事業において、
世界 高水準の連続運転時間２，１６８時間を達成。

【期間評価】

• [水素]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
トを推進。また、世界初となる１ＭＷ級水素コジェネレーションシステ
ム（水素ＣＧＳ）を用いた市街地域への電熱供給の実証試験を開始。

• [海洋エネルギー]黒潮を利用した純国産の海流発電システムを開発。
１００ｋW規模の海流発電として世界初となる水中浮遊式海流発電シ
ステムの実証試験を完了。

• [太陽電池]結晶シリコン太陽電池セルで変換効率２６．７％、化合物３
接合型太陽電池モジュールで変換効率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 高変換効率を達成。

• [未利用熱]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）した世界 高効率のダブルリフト吸収サイクル式の冷凍機を開発、
上市。また、世界 高水準のファイバーレス断熱材や「クラスレート焼
結体 U字型 熱電変換素子」を開発。

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

• [蓄電池］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以上など）を達成。また、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。世界トッ
プレベルの解析技術を開発。亜鉛空気電池等の実セルで充放電作
動を実証。

• [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、世界 高水準の連続運転時間２，１６８時間を達成。

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

先進・革新蓄電池材料評価技術開発 3.0 2.6 3.0 2.6 5.6

高効率低 GWP 冷媒を使用した中小型空調機器技術の開発 3.0 2.8 2.8 2.5 5.3

水素利用技術研究開発事業 3.0 2.4 2.7 2.3 5.0

環境調和型製鉄プロセス技術の開発／水素還元活用製鉄プロセス技術（STEP2） 2.8 2.5 2.7 2.3 5.0

バイオ燃料製造の有用要素技術開発事業 2.7 2.4 2.9 2.0 4.9

リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業 3.0 2.4 2.3 2.1 4.4

太陽光発電多用途化実証プロジェクト 2.9 2.4 2.1 2.0 4.1

• 平成２９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２．２～２．７、実用
化見通し１．８～２．３）、事後評価（研究開発成果２．１～３．０、実用化見通し２．０～２．６）※１。

• 事後評価対象７件のうち、７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

未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発 3.0 2.4 2.2 2.0

水素利用等先導研究開発事業 3.0 2.1 2.3 1.9

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 3.0 2.3 2.3 2.0

固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業 3.0 1.7 2.3 2.1

高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発 3.0 2.7 2.7 2.3

次世代洋上直流送電システム開発事業 2.9 1.9 2.3 1.9

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 (1) (5) ・CO2 回収型ク
ローズド IGCC 技術開発

2.8 2.7 2.5 1.8

次世代火力発電等技術開発／石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業 3.0 2.6 2.7 2.1

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）
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（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）

●評価のポイント

• ブルネイ（有機ケミカルハイドライド）、豪州（液化水素）の両水素サプライチェーンを本格化。い
ずれも各プラントの基本設計を完了し、詳細設計に移行。 （平成２９年度）

• 世界初となる１ＭＷ級水素コジェネレーションシステム（水素ＣＧＳ）を用いた地域への電熱供給
について、設備設置を完了。今後実証を経て有効性を検証。（平成２９年度）

• 水素エネルギー需要の大幅な拡大と、その需要に対応するため、安価で安定的に水素を供給可
能な国際間の水素サプライチェーン構築を目指した技術開発を実施。

• 水素を燃料としたガスタービン発電技術、水素を長距離かつ大量輸送を可能とするため、液化水
素や有機ケミカルハイドライドに転換して輸送する技術開発を実施。

日本海外

水素製造 貯蔵・輸送 水素利用

大規模水素エネルギー利用システムイメージ

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）

脱水素プラント完成イメージ

神戸

水素製造・水素化プラント完成イメージ

ブルネイ 豪州 川崎

水素コジェネレー
ションシステム
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（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）

水素ステーションの低コスト化に向けた規制見直し、機器開発 水素利用技術研究開発事業
（事業期間：平成２４～２９年度）

• ２０２０年以降のＦＣＶ及び水素供給インフラの本格普及に向け、国内規制適正化・国際基準調
和・国際標準化に関する研究開発、ＦＣＶ及び水素ステーション用低コスト機器・部品等の研究開
発を実施。

• 本事業の成果により、「保安検査基準 （圧縮水素スタンド関係 ）」、「セルフ充填のガイドライン
（案）」等を策定。

• コスト目標を達成するプレクーラシステム、水素圧縮機、水素製造装置を開発し、商用・実証ス
テーション等に導入。

●評価のポイント

• 保安検査基準の策定により、検査作業の統一化等の効率化が図られ、水素ステーションの運営
費の削減（２０２５年に現行から半減程度）に貢献。（平成２９年度）

• 規制適正化、低コスト機器開発の達成により、２０２５年水素ステーションの建設コスト２億円の
達成に寄与。（平成２９年度）

小型化、低コスト化プレクーラ（巴商会） 新砂水素ステーション保安検査基準
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（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）

業務用固体酸化物形燃料電池システムの
高効率化に成功・販売開始

固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発事業
（事業期間：平成２５～３１年度）

・業務用（数～数百ｋＷ）固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）システムについて、実負荷条件下等での
実証試験を実施し、その導入効果の検証及び実用化へ向けた課題抽出を行う。

・数ｋＷ～数百ｋＷ級の業務用ＳＯＦＣシステムにおいて、高い発電効率と総合エネルギー効率９０％
以上を達成し、平成２９年度年度から一般販売開始及び工場等における実負荷状況下での設置・
実証運転を開始。

●評価のポイント

• 発電時に発生する高温排熱を効率的に利用し、総合効率９０％を達成。３～５ｋＷクラスでは国内初
となるコージェネレーション型の業務用ＳＯＦＣシステムを商品化。（平成２９年度）

• 業界トップクラスとなる発電効率５２％超を達成。現在、発電のみでも発電効率５５％以上を目指し
て実証を継続中。（平成２９年度）

丸ビルに設置工事中の
２５０ｋＷ級ＳＯＦＣ製品外観

（ＭＨＰＳ製）

発電効率５２％超を達成した
２０ｋＷ級ＳＯＦＣ製品外観

（日立造船製）

総合効率９０％を達成した
４．２ｋＷ ＳＯＦＣ製品外観

（三浦工業製）
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（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）

●評価のポイント

• 株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングスは、世界で初めて電解質膜に電極触媒を直接塗工・乾燥
することが可能な燃料電池製造装置の販売を開始。従来の方式と比べ生産効率が１０倍に向
上。（平成２８年度）

• 燃料電池の反応生成液水の可視化を世界で初めて実現。リアルタイム・高解像の解析により自
動車用燃料電池の高性能化に貢献。（平成２９年度）

• 燃料電池自動車の普及促進・市場拡大を図るため、性能向上、商用車への適用拡大に向けた
燃料電池スタック耐久性向上させるための基盤的技術開発を推進する。

• これまで実現困難とされていた、触媒層付き電解質膜を直接塗工・乾燥する方式で連続生産に
世界で初めて成功。

• 解析評価技術開発において、物理学的・機械工学的な解析手法の検討を実施するとともに、そ
のシミュレーション技術の精度が向上したことで、固体高分子形燃料電池（ＰＥＦＣ）の低コスト化
に向けた反応メカニズム解析技術に一定の目途をつけた。

燃料電池製造装置

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）
固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業（事業期間：平成２７～３１年度）

可視化された反応生成液水
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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 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セルで世界 高変換効率２６．７％を達成。（平成２９年度）
• ＣＩＳ太陽電池セルで世界 高変換効率２２．９％を達成。（平成２９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２９年度）

• 上記の成果等、開発の著しい進捗を踏まえ、結晶シリコン・ＣＩＳ太陽電池については、開発目標を５年前倒し。
（平成２９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㎠）

ＣＩＳ - 17.5%（808㎠）
20.9%（0.5㎠）

22.3%（0.5㎠）
19.2%（841㎠）
19.8%（24㎠）

22.9%（1㎠）

化合物３接合型
44.4%（0.165㎠）

※1 - - 31.2%（968㎠） -

有機系 - 10.7%（26.55㎠）
※2

18.2%（1㎠）※3
11.2%（1㎠）※4 - -

• ＮＥＤＯは、２０２０年１４円／ｋＷｈ、２０３０年７円／ｋＷｈ（ただし、実用化が進んでいる結晶シリ
コン太陽電池とＣＩＳ太陽電池については、２０２５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２６．７％、モ
ジュールで２４．４％、ＣＩＳ太陽電池セルで２２．９％等の世界 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：集光倍率302倍の条件において確認された数値 ※2：色素増感太陽電池 ※3：ペロブスカイト太陽電池 ※4：有機薄膜太陽電池

世界 高変換効率の達成推移（※赤字は現在も世界 高値 ※モジュールは下線付き）

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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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／太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト

（事業期間：平成２６～３０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）

太陽光発電システム社会定着のための技術開発を実施

• 昨今の自然災害による太陽光発電システムの飛散、火災・感電、水害等の事例を受け、安全を
確保する評価・設計手法を確立するため、構造安全・電気安全等の課題に関する調査・研究・実
証を開始。作成した設計例が「電技解釈※」に採用された。

• 今後予想される使用済み太陽光発電システムの大量破棄に備えて、リサイクル・リユース技術の
開発を実施。処理コスト５円／Ｗ以下の達成に向けて異なる方式のリサイクル処理技術の開発
を推進。一部の技術については前倒して実用化。

ホットナイフ

ＥＶＡとガラスを
分離

ホットナイフ分離法による
ガラスと金属のリサイクル水没実験の状況（一例）

●評価のポイント
• 不適切な構造設計に起因する、強風によるパネルの脱落・飛散や架台の損壊等の問題が生じていることを受け、「地上

設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン ２０１７年版」を策定。（平成２８年度）
• ガイドラインの設計事例の「電技解釈」への反映により、適切な設計が行われていない例もあった小規模太陽光発電シ

ステムに対し、設計基準を明確化することで安全の確保を進めた。また、水没実験等の実証へも取組を開始し、更なる
ガイドラインの充実を図った。 （平成２９年度）

• 将来の大量廃棄が懸念される太陽電池モジュールのリサイクル処理技術を確立することでリサイクルシステム構築に
貢献。また、開発した技術の一つ、低コスト汎用処理プラントは基本計画の目標を前倒して平成３０年度の実用化を予
定。（平成２９年度）

ガラス

EVA セル

低コスト汎用処理プラント

※電技解釈：電気設備の技術基準の解釈。「電気設備に関する技術基準を定める省令」の技術的要件を満たすものと認められる技

術的内容をできるだけ具体的に示したもの。
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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。

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 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±１
０～３０％程度）等、高精度化を実現。（平成２８年度）

• 着床式洋上風力のポテンシャルが高い海岸線付近の風況精度を向上するとともに、洋上風力発電事業者が事
業化を検討する際の海域選定に必要な情報として、関係機関から収集した制約情報を追加。（平成２９年度）

（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

年間平均風速（海面上100ｍ） 制約情報例（航空制限区域） 制約情報例（自衛隊関連施設）

※NeoWins ： NEDO Offshore Wind Information System



79

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）
• 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）
• 銚子沖と北九州市沖において国内初となる本格的な洋上風力発電実証研究を実施。（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、保守等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）
• 環境アセスメントに係る手続期間の半減を目指し、迅速化に向けた前倒し環境調査等の手法を取りまとめた「環境アセ

スメント迅速化手法のガイド」を公表。（平成２９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
組み、平成２９年度には「環境アセスメント迅速化手法のガイド」を公表。

• 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海域において
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。



●評価のポイント
• 年間を通じて安定した流れがある黒潮を利用した純国産の海流発電システムを開発。（平成２６～２

９年度）
• １００ｋＷ規模の海流発電として世界初となる水中浮遊式海流発電システムの実証試験を完了。実

証試験に先立って実施した曳航試験で１００ｋＷ、実証試験で３０ｋＷの発電を達成。（平成２９年度）
• 海流・潮流発電デバイスとして国内で初めてのプロトタイプ認証を日本海事協会から取得。（平成２

９年度）

世界初、１００ｋＷ級の海流発電の実証試験を完了

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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海洋エネルギー技術研究開発
（事業期間：平成２３～２９年度）

• 海洋エネルギー発電技術の実用化を実現するとともに、海洋エネルギー産業の新規創出、エネル
ギーセキュリティー向上に資することを目的とした研究開発を実施。

• 平成２３年度から海流発電システムの研究開発に取り組み、平成２９年８月に鹿児島県口之島沖で、
１００ｋＷ規模の海流発電として世界初となる水中浮遊式海流発電システムの実証試験を完了。

実証試験の概要

陸上受給電設備
制御・監視設備

実証機の外観



バイオマスエネルギーの導入要件・技術指針を公表

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
バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業

（事業期間：平成２６～３２年度）

• バイオマスエネルギーの利用拡大を推進するための技術指針・導入要件（ガイドライン）策定を
目的とし、先行事例の調査や事業性評価（ＦＳ）事業及び実証事業を実施。

• バイオマスエネルギー導入を推進又は検討する事業者、自治体等を対象にヒアリング調査を１３
９件実施。また、ヒアリング調査やＦＳ及び実証事業の知見を活用し、技術相談、公募前の事前
相談等を１６９件実施。

●評価のポイント

• 多様な原料に対応する、縦型乾式メタン発酵システムを導入した実証事業を国内で初めて実施。
（平成２８～３１年度）

• これまでの調査結果を反映した「バイオマスエネルギー地域自立システムの導入要件・技術指
針」を策定し、ホームページ上で公開。（平成２９年９月）。平成３０年４月末までに８，６０２件のア
クセスを得た。今後、現在実施中の実証事業のデータ等を反映し、随時アップデートを実施予定。
（平成２９年度）

ＨＰアクセス数

合計 8,602件

ガイドライン

(平成29年9月～4月末)

実証事業の一例 【助成先：(株)富士クリーン】全国ヒアリング調査

成果反映
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縦型乾式メタン発酵施設イメージ図

管理棟

発酵槽

ガスホルダー

機械棟



「発電所に係る環境影響評価の手引」（経済産業省）に成果反映

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）
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・地熱発電所の環境アセスメントでは、冷却塔排気に含まれる硫化水素の発電所計画地域周辺にお
ける拡散予測が必要。従来、拡散予測は地形、建物の影響等を考慮した風洞実験により実施。６ヶ
月程度の期間を要していた。

・本技術開発では風洞実験を代替可能な硫化水素拡散予測数値モデルを開発し、予測評価に係る
期間及び費用を従来の風洞実験と比して半減することを目指し実施。

●評価のポイント
• 硫化水素拡散予測評価の所要期間及び費用を半減する数値モデルの開発に成功。（平成２７年度）
• 開発した硫化水素拡散予測数値モデルが「改訂・発電所に係る環境影響評価の手引（経済産業省）」に

反映され、実際の環境アセスメントで利用可能となった。（平成２９年度）

（ⅰ）新エネルギー分野
地熱発電技術研究開発

（事業期間：平成２５～３２年度）

数値モデルによる拡散予測計算
のイメージ

改訂・発電所に係る環境影響評価の手引（経済産業省）【抜粋】

（新） （旧）

【第4章 六 予測の基本的な手法に
ついて】 イ 基本的考え方
発電所の・・・従ってその着地濃度

の予測は地形、建物の影響及び排
気の上昇過程の相似性を考慮した
風洞実験、又は風洞実験に代替で
きる数値計算モデル（例えば、「地熱
発電所から排出される硫化水素の
大気拡散予測のための数値モデル
開発、大気環境学会誌、第52巻、第
1号、pp.19-29(2017)｣に示される数
値計算モデル）により行う。

【第4章 六 予測の基本的な手法に
ついて】 イ 基本的考え方
発電所の・・・従ってその着地濃度

の予測は地形、建物の影響及び排
気の上昇過程の相似性を考慮した
風洞実験により行う。なお、風洞実
験に代替できる数値計算モデルが
開発された場合は、それに基づく理
論拡散式で硫化水素の着地濃度を
予測する。



●評価のポイント
• １３００℃の耐高温性能を有し、従来比３倍の性能

で未利用熱を回収可能な熱交換器を実用化（平成
２７年度）、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）した世界 高効率のダブルリ
フト吸収サイクル式の冷凍機を開発（平成２８年度）、
上市し、コージェネ大賞２０１７を受賞（平成２９年
度）。プロジェクトの部分成果の早期実用化を達成。
（平成２７～２９年度）

• 小型電気炉への施工で使用電力量を従来比で約３
８％削減する、１５００℃以上で高断熱性と強度の
両立を世界 高水準で達成したファイバーレス断
熱材を開発。（平成２８年度）

• 接合部の電極を無くし高温耐性を確保した、世界
で初めて中高温域での熱電変換を実現する「クラ
スレート焼結体 U字型 熱電変換素子」を開発。（平
成２９年度）

• 上記の成果は、国内展示会や米国(ARPA-Eサミッ
ト）で反響を得た。（平成２９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おり、そ
の広域に分散した未利用熱を効果的に、削減（断熱、蓄熱、遮熱）、回収（熱電変換、排熱発電）、
再利用（ヒートポンプ技術）する技術、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２０３０年時点において６００万ｋＬ/年程度以上（原油換算）の
省エネを目指し、可能な部分から確実に実用化しつつ研究開発を推進。

従来比２倍性能の世界 高効
率の冷凍機を開発・実用化

(平成２８年度開発、
平成２９年度実用化)

接合部の電極を無くし
高温耐性を確保した
熱電変換素子を開発

（平成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）

「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）

直火で発電RCFフリー

コージェネ大賞２０１７ 受賞未利用熱を従来比3倍の
性能で回収可能

高温用高効率熱交換器
を実用化 (平成２７年度)

高温炉（ ～１３００℃ ）
に設置可能

高断熱と強度を両立した
「ファイバーレス断熱材」
を開発（平成２８年度）



（ⅱ）省エネルギー分野
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●評価のポイント

• 電力送電用に長寿命化（目標：現状約８ヶ月のメンテナンス間隔を約４年半に延ばす）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約１年間(平成２９年３
月～平成３０年４月)の系統連系実証試験を実施し、高温超電導送配電システムの安全性・信頼
性を確認。（平成２９年度）

• 世界に先駆けた実用１／２サイズでの３Ｔ（テスラ）高温超電導コイル（アクティブシールド型）の
主要コイルを製造し、高温超電導ＭＲＩシステムの実用化に向け前進。（平成２９年度）

• 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上でシステムとして 適化するための技術開発を推進。

• 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
と実証試験を実施。

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（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

② ＭＲＩ等に適用する
高温超電導コイルを開発



●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）
• 従来品比５３％省エネの超高輝度・大光量ＬＥＤ照明を開発、上市。平成２９年度省エネ大賞受賞。

（平成２５年度、平成２９年度）
• 発電効率を従来比１割向上しつつ、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

システムを開発、上市。（平成２７年度）
• ８Ｋ映像データの無瞬断切換を実現する世界初の波長多重伝送切換装置を開発。（平成２９年度）
• 平成２８年度までに終了した１０４件の事業のうち、３１件が上市・製品化を達成。これらにより、２０

０万ｋＬのエネルギー消費量（２０３０年度時点、原油換算）の削減の見込みを得た。（平成２５～２９年度）

（ⅱ）省エネルギー分野

85

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㈱

高発電効率・高負荷変動
追従性ガスシステム

三井造船㈱

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）

多岐に渡る省エネルギー技術開発の推進

超高速PLZT光スイッチを採用
した波長多重伝送切換装置

㈱ｵｰｴｰ研究所、ｴﾋﾟﾌｫﾄﾆｸｽ㈱平成２９年度省エネ大賞 受賞



• 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
300Wh/kg以上、ＰＨＥＶ用途で200Wh/kg以上）及び出力密度（ＥＶ用途で1,800W/kg以上、ＰＨＥ
Ｖ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。

（EV用）
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

（EV用）
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

（EV用）

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
（PHEV用）
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

各実施者の主な成果

液系リチウムイオン電池

エネルギー密度600Wh/L
出力密度 2,000W/L

@ コインセル

トヨタ自動車
豊田中央研究所

全固体リチウムイオン電池

先進的な車載用蓄電池のプロトタイプの開発が完了

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

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

●評価のポイント
• 世界 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 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

(600Wh/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)

東芝インフラシステムズ
（EV/PHEV用）
エネルギー密度275Wh/L
@ 30Ah級角形セル
(ISS用）
出力密度3,500W/kg

86



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

革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発
（事業期間：平成２８～平成３２年度）

• 新原理に基づいた革新型蓄電池（エネルギー密度５００Wh/kg）の２０３０年ＥＶ搭載を目指し、１６
大学・４研究機関・１０企業（自動車・電池メーカ等）の産学連携体制で共通基盤技術を開発。

• 蓄電池内部の動的な反応・劣化機構を正確に把握可能な世界トップレベルの解析評価基盤を、
大型放射光ＳＰｒｉｎｇ-８の専用ビームラインに構築。革新型蓄電池の特性改善を迅速化。

• ３タイプの革新型蓄電池について実セル（容量５Ａｈ級以上）で試作を行い、エネルギー密度
300W/kg以上（中間目標値）での充放電作動を実証。

硬X線分光解析装置 亜鉛空気電池８Ａｈ級セル共焦点X線回折装置

３タイプの革新型蓄電池で高エネルギー密度充放電を実証

専用ビームライン

大型放射光施設
ＳＰｒｉｎｇ-８

硫化物電池５Ａｈ級セル

●評価のポイント

• 空間分解能１０μｍのイメージング硬X線光電子分光解析装置(ＨＡＸＰＥＳ)、従来比１．５倍の感
度を有する共焦点Ｘ線回折解析装置（ＸＲＤ)等の世界トップレベルの解析技術を開発。（平成２９
年度）

• 亜鉛空気電池は８Ａｈ級、コンバージョン電池及び硫化物電池は５Aｈ級の実セルで、エネルギー
密度３００Wh/kg以上での充放電作動を実証。（平成２９年度） 87



●評価のポイント

• 第１段階の酸素吹ＩＧＣＣ実証では、発電効率（目
標：４０．５％、実績：４０．８％）及び環境緒元の中
間目標を達成。また、実証運転１年目にして世界

高水準の連続運転時間２，１６８時間を達成した。
（平成２９年度）

• 第３段階のＣＯ２分離・回収型ＩＧＦＣ実証事業のた
めの基盤技術開発を実施。燃料電池向け石炭ガ
スクリーンナップ技術要素研究において、燃料電
池性能に影響を及ぼす被毒成分を特定した。

また、燃料電池への石炭ガス適用性研究において、
模擬ガスによる発電試験を行い、ガス組成と発電
性能の関係を把握した。（平成２９年度）

（ⅳ）クリーンコールテクノロジー分野
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• 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。

• 第１段階である酸素吹ＩＧＣＣ実証事業では、長期耐久試験を行い、通算運転時間４，１８８時間、
連続運転時間２，１６８時間を達成。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・回収技術の実証事業を開始し、工事着工のため詳細設計を実施。さらに、第
３段階であるＣＯ２分離・回収型ＩＧＦＣ実証のための基盤技術開発を実施中。

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

基盤技術開発の一例

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

ガスクリーンナップ技術

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

• 世界初の水素活用技術による革新的な製
鉄プロセス技術開発により、製鉄所から排
出されるＣＯ２の３０％を削減できる目途を
得た。（平成２９年度）

• 低い温度での反応性に優れる吸収液の開
発等により、従来の化学吸収法では４，２０
０円程度だったＣＯ２１トン当たりの分離・回
収コストを２，０００円以下まで低減できる
見通しを得た。(平成２８年度)

• 世界初の試みである水素リッチガスの直
接導入と送風操作を実施し、ＣＯ２排出量
を削減する目途を得た。（平成２９年度）

（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）

• 試験高炉におけるＣＯ２分離回収装置と連携した試験操業の結果、水素還元効果を確認。

• 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
として世界 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。

• 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。

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）

製鉄プロセスのＣＯ２排出量３０％削減に向け前進
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●評価のポイント
• 「タンデム型光触媒」では、光触媒の形成プロセスとデバイス構造を改良、ソーラー水素変換効率を、開発スタート
時の０．２～０．３％(植物光合成と同等)から世界 高の３．７％に引き上げた。（平成２９年度）

•ＭＴＯ反応用「超高耐久性ゼオライト触媒」では、基幹化学品の合成に適した高温スチーム条件下(５００℃)におい
て、触媒寿命を、既存触媒の約２倍である世界 長１,５００時間に引き上げた。（平成２８年度）

• 「光触媒パネル反応器」では、世界で初めて低コストで大面積(１ｍ２)化に成功、さらに世界で初めて水深１ｍｍで
の水の安定分解を実証した。（平成２９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水からH2(ソーラー水素)を製造、そのH2とCO2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“人工光合成”の実現に向け研究開発中。

•H2/O2光触媒を直列に配した「タンデム型光触媒」で、ソーラー水素変換効率３．７％を達成。また、基
幹化学品を高収率に製造するＭＴＯ※反応用「超高耐久性ゼオライト触媒」の触媒寿命１，５００時間
を達成。さらに、光触媒粉末を塗布したシート式「光触媒パネル反応器」を低コストで大面積(１ｍ２)化。

□「タンデム型光触媒」
（ｿｰﾗｰ水素変換効率＝３．７％）

□大面積「光触媒パネル反応器」
（面積＝１m2）

□「超高耐久性ゼオライト触媒」

酸素発生用
光触媒

水素発生用
光触媒 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

低コスト・大面積パネルによる水の安定分解を実証
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１ｍ

光触媒粉末塗布シート(連結可)で構成

※ＭＴＯ反応： メタノール to オレフィン反応



性能向上

構造の明確化に成功基幹原料多様な素原料

分子量と末端構造を制御可能な合成法を開発
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• 砂（シリカ）から有機ケイ素部材を製造するプロセスにおけるエネルギーとコストの問題を解決し、
高機能なシリコーン等を安定的に提供する触媒技術及び触媒プロセス技術を開発中。

• 多様な素原料から、有機ケイ素の基幹原料（テトラアルコキシシラン）を直接製造するプロセス技
術を開発。

• ガラスやシリコーンの基本構造単位であるオルトケイ酸やそのオリゴマーを安定に単離して、その
構造を明確にするとともに、構造規則性を持たせながらそれらを重合する合成プロセスを開発。

●評価のポイント
• 金属ケイ素を経由せずに基幹原料を製造する触媒プロセス技術により、プロセス温度を従来の

１，８００℃から２００℃まで大幅低減。反応温度と反応時間を低減した省エネルギープロセスで、
砂や灰などの多様な素原料からの基幹原料の直接製造を可能にした。 （平成２６～２８年度）

• 世界で初めて、安定に単離したオルトケイ酸を、構造規則性を持たせながら重合する合成プロ
セスを開発したことで、耐熱性、光学特性、耐衝撃性等の機能を発現するシリコーンを自由に
設計でき、現行より優れた性能を有する高機能シリコーン製造が期待できる。（平成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）

(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）
省エネルギー型の高機能シリコーン製造プロセス

珪砂珪石

もみ殻
焼成灰

合成石英
副生成物

直接製造

１，８００℃で
２４時間以上加熱

触媒技術により
２００℃で３時間
の加熱まで低減

Si

OH

OHHO
OH ２量体 環状３量体

金属
ケイ素 （

シ
リ
コ
ー
ン
等
）

有
機
ケ
イ
素
部
材

オルトケイ酸

ポリシロキサン



(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） このうち１種類
の冷媒の製品化が実現。（平成２９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する等により、高圧ガス保安法の改正に寄与。 （平成２
８年度） この結果、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）

• 要素技術・新冷媒の開発、新冷媒の安全性評価、機器の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）

• 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。

（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

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媒について、
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

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

【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

＜「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の正確な計測等

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） 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 ※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）【製品化】 ※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



１．研究開発の成果の 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）

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ａ、第３期中長期目標期間：Ａ

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ａ 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
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評価概要

【平成２９年度評価】
• [事後評価]平成２８年度に実施した産業技術分野の事後評価対象１

件のうち、１件（１００％）が合格・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。

• [IoT]世界初の１秒間あたり１，０００枚の高速画像処理を実現できる

共通プラットフォームを開発。多岐にわたる分野への応用展開が可能
であり、ＩｏＴ技術の社会実装推進に資する成果。

• [電子技術]世界 小、指先サイズの光トランシーバー「光I／Oコア」の

事業化を進めるため、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「アイ
オーコア株式会社」を設立。

• [高性能磁石]ＦｅＮｉ超格子磁石材料の開発について、規則合金形成プ

ロセスを新たに考案し、高純度合成に世界で初めて成功。また、レア
アース（ジスプロシウム）フリーの省ネオジム耐熱磁石の開発に世界
で初めて成功。

• [構造材料]革新鋼板に関して、世界 高水準の目標（強度１．５ＧＰａ、

伸び２０％）を５年前倒しで達成。また、世界で初めてオール熱可塑性
ＣＦＲＰ製の自動車シャシーの開発に成功。

• [ロボット]ロボット・ドローンの実証について、平成２９年１１月に福島県

と協力協定を締結し、福島ロボットテストフィールド活用に向け連携強
化。4G LTEで自律飛行する複数ドローンを活用した広域警備の実証
実験に世界で初めて成功。

• [レーザー]青色半導体レーザー光源の高輝度化により純銅を積層造
形できる３Ｄプリンタを世界で初めて実現。

【期間評価】

• [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 高水準の革新材料を創出。

• [ＣＮＦ]世界で初めて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を構築。

• [ロボット]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。また、インフラ維
持管理用ロボットについては国内初の防爆認証を取得する等、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。さらに、世界
初となる完全自律制御ドローンでの長距離荷物配送を実証などドロー
ンの社会実装を推進。

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

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 2.9 2.4 2.9 2.4 5.3

• 平成２９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１．７～３．０、実用化
見通し１．７～２．６ ） 、事後評価（研究開発成果２．９、実用化見通し２．４） ※１。

• 事後評価対象は１件のうち、１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

航空機用先進システム実用化プロジェクト 2.9 2.6 2.7 2.4

次世代人工知能・ロボット中核技術開発 3.0 2.4 1.7 1.9

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 3.0 2.9 3.0 2.6

非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発／非可食性バイオマスから化学
品製造までの実用化技術の開発・木質系バイオマスから化学品までの一貫製造プ
ロセスの開発

3.0 2.3 2.4 2.1

革新的新構造材料等研究開発 2.9 2.3 2.6 1.7

次世代構造部材創製・加工技術開発④-2、⑤ 3.0 2.7 2.3 2.2

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

96

• 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等、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

東大寺で実証したクリーンビーコンとアプリイメージ

埼玉新都市交通の車両を用いた透明ディスプレイの実証

●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）

• 実証実験を通して策定した共通仕様を基に、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、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し活動を継続。
（平成２８～２９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ＨＭＤの国際標準案を５件提案（平成２８年度）し、
２件委員会原案を回付。（平成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（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



• 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。

• 世界初の１秒間あたり１，０００枚の高速画像処理を実現し、高速移動体等のリアルタイムソ
リューションを可能とするための共通プラットフォームを開発し提供を開始。
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●評価のポイント

• 世界初の１秒間あたり１，０００枚
の高速画像処理を実現できる共通
プラットフォームを開発したことで、
いち早く、ユーザのニーズに対応
することを可能とした。（平成２９年
度）

• 同製品は、工場等のＦＡ※や検査
の分野に限らず、映像メディア、バ
イオ・医療、セキュリティ、自動車・
交通、高速３Ｄ入力、高速ロボット
等、多岐にわたる分野への応用展
開が可能であり、ＩｏＴ技術の社会
実装推進に資する成果。 （平成２９

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）

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

※FA：Factory Automation



●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 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「アイオーコア株式会社」を設立。
（平成２９年度）

（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 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
社を設立。

ＮＥＤＯプロジェクト成果の事業化に向け新会社を設立
―世界 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期中⻑期計画期間

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）

• ３．３ｋＶ／１５００Ａ定格フル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おいて、従来比４０％の省エネ
効果を確認。（平成２７年度）

• ３．３ｋＶ／１５００Ａ定格フル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、駆動システムの大幅な小型化・
軽量化を実現。（平成２７年度）

• 昇圧コンバータを使わない２電源２インバータ電動
システムを開発し、従来比１／３の電力損失実現。
（平成２９年度）

• 耐圧６．５ｋＶのフルＳｉＣパワーモジュールを開発し、
出力密度従来比２倍を達成。 （平成２９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
道実車両を用いて実証。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

東海道新幹線Ｎ７００Ｓ確認試験車（平成29年度）及び
主変換装置（３．３ｋＶ/1500A定格フルＳｉＣパワーモジュール適用）

６．５ｋＶ耐圧フルＳｉＣパワーモジュール



• 社会インフラ、産業保安等、様々な分野におけるＩｏＴ等の社会実装を促進する環境整備を行い、
産業・社会の変革を加速させるべく事業を推進。

• メーカーから小売りまでの情報をサプライチェーン全体で共有するシステムや電子レシートを社
会インフラ化するための実証試験、プラント事業者の自主保安力向上に資するガイドラインやマ
ニュアルの原案の作成等を実施。
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●評価のポイント

• メーカー８社、卸、コンビニ３社により、商品個品
単位で情報共有するシステムを構築し、コンビニ
で実際に商品販売を行う形態で実証試験を実施。
業界横断的にデータを共有するためのデータ標
準やシステム要件を作成。（平成２９年度）

• 東京都町田市内の業態の異なる小売店舗２７か
所でスマートフォンアプリを使った電子レシートと
プラットフォームを試験的に導入。企業別に異な
るレシートの印字項目を網羅的に整理し、データ
活用の利便性を高める標準仕様を作成。（平成２
９年度）

• 産業保安向けに、関係者間のプラントデータの共
有促進を目的としたデータの利用に関する契約
ガイドライン及びＩｏＴセキュリティ対応マニュアル
の原案を作成。本原案を基に、経済産業省がガ
イドラインとマニュアルを公表。（平成２９年度）

ＩｏＴを活用した新産業モデル創出基盤整備事業
（事業期間：平成２９～３０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）

（ⅵ）電子・情報通信分野

ＩｏＴによる社会変革を促す成果を創出

複数のメーカーから⼩売りまでのデータ共有をRFIDの活⽤で検証

スマートフォンアプリを使った電⼦レシートの有⽤性検証



構造材料の軽量化に向けた開発を世界に先駆け推進

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）

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野
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革新的新構造材料等研究開発
（事業期間：平成２６～３４年度）

●評価のポイント
• 難燃性新マグネシウ合金を用いて、高速鉄道車両の実物大側パネルを開発。（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、平成３４年度の事業終了時に目指した世界 高水

準の目標（強度１．５ＧＰａ、伸び２０％）を５年前倒しで達成。（平成２９年度）
• 接合技術に関して、１．２ＧＰａ級中高炭素鋼板同士を摩擦撹拌点接合により目標強度で接合することに成功

し、接合ツール寿命についても当初目標を大きく上回る１０，０００打点に耐え、実用レベルを達成。（平成２９
年度）

• 自動車・炭素繊維メーカー等の参画により、高速成形等の製造ニーズを踏まえたＣＦＲＰ用高速大型プレス成
形システムを完成させ、世界で初めてオール熱可塑性ＣＦＲＰ製の自動車シャシーの開発に成功。（平成２８
～２９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２９年度は、溶接が極めて困難な１．５ＧＰａ級中高炭素鋼板同士を目標強度で接合するこ
とに成功し、接合ツールの寿命についても実用レベルを達成。また、ＣＦＲＰに関して、名古屋大
学に設置した炭素繊維と熱可塑性樹脂を混練するシステムと国内 大級３，５００トンの高速大
型プレス成形システムを用い、オール熱可塑性ＣＦＲＰ製の自動車シャシーの開発に成功。

摩擦撹拌点接合ツール耐久性評価
ＣＦＲＰ用高速大型プレス成形システム

（ 大荷重：３，５００トン、成形サイズ：２ｍ２程度）
オール熱可塑性ＣＦＲＰ製

自動車シャシー

⽬標強度

S45C_1.5GPa級模擬鋼板_1.4mmt

接合温度 約780℃

10,000打点後新品ツール

打点数

引
張
せ
ん
断
荷
重【
ｋ
Ｎ] 

⾃主⽬標
4,000点



資源リスクを低減した高性能磁石開発を推進

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）

（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野
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次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発
（事業期間：平成２４～３３年度）

●評価のポイント
• モータ電磁損失の分析装置において、誤差の要因となっていた機械摩擦が発生しない超高精度

モータ損失分析装置を世界で初めて開発。また、薄帯状材料の磁気特性を応力下で測定可能な
評価装置を世界で初めて開発。（平成２７年度）

• ＦｅＮｉ超格子磁石材料では、規則合金形成プロセス（ＮＩＴＥ法）を新たに考案し、これまで誰も成し
得なかった高純度合成に世界で初めて成功。（平成２９年度）

• 磁石粉末のナノ複相組織制御、バルク化等の要素技術を確立し、従来のＮｄ磁石と同等の性能を
持つＤｙフリー省Ｎｄ耐熱磁石の開発に世界で初めて成功。今後、次世代自動車やロボット等、
様々な分野のモーターへの使用拡大とレアアース資源の有効活用が期待される。（平成２９年度）

• 資源リスクのある重希土類元素に依存しない革新的高性能永久磁石の開発、低損失な高性能軟
磁性材料の開発を実施。また、これらの磁性材料の性能を 大限に生かした高効率モーターの設
計技術開発を実施。

• 平成２９年度は、ＦｅＮｉ超格子磁石材料の高純度合成に世界で初めて成功。また、従来ネオジム
（Ｎｄ）磁石と同等の耐熱性能を持つジスプロシウム（Ｄｙ）※フリー省Ｎｄ磁石を世界で初めて開発。

ＮＩＴＥ法で合成したＦｅＮｉ超格子のＳＴＥＭ-ＥＤＸ像 省Ｎｄ耐熱磁石の電子顕微鏡像と組成分析像

※ Ｄｙ・・ジスプロシウム。重希土類元素の一つ。



1SUN

3SUN

5SUN

10SUN

（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ニクスデバイスについて、
材料メーカー及び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。

• 平成２９年度は、ＯＰＶの信頼性評価として重要な寿命評価技術の開発を実施し、ペロブスカイト
型及びフィルム基板のバルクヘテロ型のＯＰＶにおいて、従来より高速で寿命予測が可能な加速
寿命評価方法を確立。

加速寿命評価装置有機薄膜太陽電池（ＯＰＶ）

●評価のポイント

•ＯＬＥＤに関して、水蒸気バリア性評価、機械強度評価に関して４件国際標準化。（平成２７年度）
•ＯＰＶに関して、既存装置を用いてバリアフィルムの酸素透過率を従来よりも１桁高感度で評価す
る高精度な手法を開発。（平成２８年度）

•ＯＰＶに関して、従来より高速で寿命予測が可能な加速寿命評価方法を確立。ペロブスカイト型Ｏ
ＰＶでは８０倍に加速（１０年寿命を４６日間で予測可能）。（平成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（産業技術分野）

次世代有機エレクトロニクスデバイスの評価技術を確立

日照強度×時間

変
換

効
率

（
比

）
日照強度１０倍
条件下でも、劣
化挙動が変化し
ないことを確認



（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野
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●評価のポイント
•次世代産業“スマートセルインダストリー”の実現を目指しオールジャパン体制を構築し、さらに膨
大な生物情報の活用をさらに加速するためＡＩ基盤技術開発体制を強化。（平成２８～２９年度）

•代謝系遺伝子発現制御技術に関して、独自のハイスループット解析法により、植物体を枯死させる
ことなく、高い二次代謝増減作用を有する新規生理活性物質を世界で初めて発見。（平成２９年度）

•長鎖ＤＮＡ合成技術に関して、長さが従来の２倍のＤＮＡを短時間かつ低コストで合成する世界
先端のＤＮＡ合成装置試作機を開発。（平成２９年度）

植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発
（事業期間：平成２８～３２年度）

•植物や微生物が持つ物質生産能力を人工的に 大限引き出した細胞“スマートセル”を構築し工
業材料等を生産するため、国産ゲノム編集技術、代謝系遺伝子発現制御技術、長鎖ＤＮＡ合成技
術、生物情報に基づく合理的な生物機能設計技術等の開発を実施。

•平成２９年度は、従来法に比べ大幅な低コスト化及び長鎖化を実現した世界 先端のＤＮＡ合成
装置を試作。また、情報技術を核とした超高速スマートセル創出プラットフォーム開発として、種々
のスマートセル創製に特化したＡＩ基盤技術の開発を加速。

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）

長鎖ＤＮＡ合成装置の試作機（９６本同時合成型）ＡＩ基盤技術を活用した新規代謝経路の推定
シロイヌナズナシソ

タバコ

バイオプロセスによる工業材料生産技術開発を推進

研究対象植物の例



（ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野
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●評価のポイント
• 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）
• 一貫製造プロセスの 適化を進め、１０ｋｇ／日の製造体制を６ヶ月前倒しで確立し、ユーザ企

業等への試作物提供を開始。（平成２８年度）
• リグノＣＮＦの実用化を促進するため、安全性評価手法の開発、木質系バイオマスの効果的な

利用に向けた特性評価を実施。（平成２９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２９年度は、リグノＣＮＦの早期実用化を目指し、ユーザー企業等への試作物提供を拡大し、
ＣＮＦの安全性評価手法の開発、木質系バイオマスの効果的な利用に向けた特性評価を実施。

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
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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 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の衝撃強度を向上させたゴルフク
ラブの製品化等、幅広い分野で革新材料を創出。（平成２８～２９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 大のミッションとしてプロジェクトを実施。

• 事業 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１９件・記者会見５件
を実施。国際シンポジウム（ＣＮＴ２５）の開催、展示会（ｎａｎｏ ｔｅｃｈ）において毎年多数展示、Ｃ
ＮＴ書籍「カーボンナノチューブのすべて」の刊行等、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 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



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）
• 「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）
• 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～

２９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年度）

• 高齢者介護等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、世界で初となる「生活支援ロボット安全検証センター」を開設。

• 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

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）



●評価のポイント

• 全１１種類のインフラ維持管理用ロボットの開発事業を終了し、全ロボットの実用現場での実証実験を実施し
実用性を検証。国内初の防爆認証を取得。（平成２８年度）

• Ｘ線配管厚計測器や中性子水分計を搭載した配管検査ロボットを開発。鋼製配管（管厚７mm）の管残厚の計
測に成功。 （平成２８年度）

• コンクリートひび割れを８０％以上の高精度で検出するＡＩシステムを発表。点検時間を１/１０短縮を目標に、
現在も点検事業者に公開中。さらに点検活用に向けパノラマ合成機能等システムアップ中。（平成２９年度）

• 平成２９年度終了となったロボット分野について、成果報告会を開催。開発したロボットの動画をNEDO 
Channelで公開。（平成２９年度）

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２６～３０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・技術不足等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。全国１０か所の供用中のイン
フラ施設や災害現場で１１種類のロボットの実証試験を実施。災害調査用の探査ロボットで国内
初となる防爆認証を取得。

防爆性能を備えた探査ロボット橋梁点検用ロボットの実証実験（神奈川県川崎市）

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）

中性子水分計を搭載した配管検査ロボット
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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
（事業期間：平成２９～３３年度）

（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）

ロボット・ドローンの性能評価と社会実装

• ロボットによる新たな産業革命の実現に向け、福島イノベーションコースト構想と連動し、物流、イ
ンフラ点検及び災害対応分野における無人航空機やロボットの性能評価手法を開発。

• 未来投資戦略2017／移動革命でも重要とされている、目視外飛行や第三者上空飛行等、高度な
飛行を可能とするドローンの運行管理システムや、衝突回避機能の研究開発を開始し、飛行試
験の公開実施で社会受容性の醸成に貢献し、研究成果の国際標準化を推進。

●評価のポイント
• 福島県南相馬市において、世界初となる完全自律制御ドローンでの長距離荷物配送を実証※。

（平成２８年度）
• 福島県とロボット・ドローンの実証について、平成２９年１１月に協力協定を締結し、福島イノベー

ションコースト構想の推進を狙う福島ロボットテストフィールド活用に向け連携強化。（平成２９年度）
• ４Ｇ ＬＴＥで自律飛行する複数ドローンを活用した広域警備の実証実験に世界で初めて成功。（平

成２９年度）
• 性能評価手法について、日本初となる米国国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）への提案の準備を進め、

また、ドローンの運行管理についてISO/TC20/SC16国内委員会内で国際標準化を提案。（平成２
９年度）

南相馬市でのヘリコプター／無人航空機ドローン運航管理統合機能 記者発表 警備分野運航管理システムデモ

※本テーマは、平成２８年度まではインフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクトで実施、平成２９年度から本プロジェクトに移管されたもの。



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

110

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年度）

• 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）の開発を推進。

（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）

ダイレクトティーチ機能を有する、
実用的な多能工ロボットアームの開発

「産業用ロボットの「目」と「脳」
の高度化と普及化開発」

●評価のポイント

• ダイレクトティーチ機能を有し、需要に合わせた
軸数やアーム長でのロボットの製作を可能とす
るロボットアームを開発。従来では難しかった、
小さい動力で高速な柔軟物や異形物のハンド
リングを実現でき、食品工場や農作業などへの
応用が期待。（平成２８年度）

• 開発スケジュールを半年前倒しし、商品設計ス
テージを加速し、基本機能（把持、衣類拾い上げ
及び受け渡し、衣類の積み重ね）の開発に成功。
世界初の全自動洗濯折り畳み機の商品化を加速。
（平成２９年度）

• 粉塵の多い工場等でも、光沢の強い金属部分
の認識を可能とした三次元ビジョンセンサーの
防塵化と高輝度化の開発に成功。プロトタイプ
の実証評価を終え、平成３０年に量産化・市場
投入の実現に目途。（平成２９年度）

多軸ロボット

マルチビジョンヘッド

ハ
ン
ドワ

ー
ク

世界初の全自動洗濯折り畳
み機の商品化を加速

全自動洗濯折り畳み機（商品イメージ）
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●評価のポイント
• 人工知能分野（拠点）・ロボット分野については、ＮＥＤＯに常駐する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２７～２９年度）
• ビジネスマッチングを目的としたワークショップを開催し、外部機関との連携を６６件、委託先間の連携を１４件を実

現。ユーザー等との連携を促進。（平成２８～２９年度）
• 「人工知能技術戦略会議」でとりまとめられた「人工知能技術戦略」を踏まえ、平成２９年度から、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（１５件）を実施。 また、同戦略のベンチャー支援策として、コンテス
ト方式により、上位から委託費上限額を傾斜配分するAI中小・ベンチャー企業支援（６件）を実施。（平成２９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２７～３４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（４６０
名）、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」でとりまとめられた「人工知能技術戦略」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やコンテスト方式によるＡＩ中小・ベ
ンチャー企業支援を実施。

意思決定⽀援

予測共通コア⼈⼯知能

⾔語理解

Ｖ⼈⼯知能分野の研究者の英知を
産総研 ⼈⼯知能研究センター に結集

＜AI社会の実現イメージ＞

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）

世界初の高精度力触覚技術で遠隔地での作業を可能に

＜コンテストによるAIベンチャー支援＞

優れたＡＩ研究テーマの６社を表彰

＜身体感覚を伝送する双腕型ロボットの開発に成功＞



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２９～３０年度）
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●評価のポイント

• 公募と併せて大規模実証実験への参加者を募集し、
自動車メーカー、自動車部品サプライヤー、ベン
チャー企業、大学等、国内外から２２者が参加。（平
成２９年度）

• ドライバーの覚醒度を指標化するために、自動車
メーカーや大学ら６者が同じ装置を用いて、６か月に
渡り公道上で実際に車を走行しデータを収集する、
国内初の試みを実施。（平成２９年度）

• 本実証実験は、自動走行に係る我が国 大規模の
実証実験であり、一般道、高速道等、複数種類の環
境を用意し、多くのメーカーがオープンに参加、協調
して取り組む、国際的にも例をみない枠組み。（平成
２９年度）

• 国際標準化に向けて、ダイナミックマップの仕様につ
いて協議し、参加した日欧２２者間で合意した。（平
成２９年度）

• 内閣府が実施する「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」の管理法人を担い、実施体制を速やかに決定。国内外から２２者が参加し、平成２９年１０
月から高速道路や一般道といった公道等での実験を実施し、国際連携・国際標準化の推進を
図った。

• 重要課題として ①ダイナミックマップ ②HMI（Human Machine Interface） ③情報セキュリティ
④歩行者事故低減 ⑤次世代都市交通 の５課題を実施。さらに、社会受容性の醸成に関する課
題の調査の公募を実施。

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）

大規模実証実験の実施場所



多品種少量生産の実現に向けたレーザー技術の開発

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）

（ⅹ）新製造技術分野
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高輝度・高効率次世代レーザー技術開発
（事業期間：平成２８～３２年度）

• 多品種少量生産を実現するために、これまでにない高輝度かつ高効率なレーザー技術や、その
レーザーを用いた加工技術を開発し、デジタル制御がしやすいレーザー加工を社会に普及させ
ることを目指したプロジェクトを実施。

• 本プロジェクトのテーマのうち、青色半導体レーザー光源開発で世界 高クラスの性能を実現。

●評価のポイント

• 金や銅等の加工に適している青色半導体レーザーについて、世界 高水準の出力１００Ｗ級高輝度光源を開
発。従来の赤外域のレーザーでは金や銅に対するエネルギー吸収率が低く加工が困難であったが、本プロ
ジェクトではエネルギー吸収率の高い青色域におけるレーザーの高出力化に成功。（平成２８年度）

• 青色半導体レーザー光源の高輝度化により純銅を積層造形できる３Ｄプリンタを世界で初めて実現。（平成２９
年度）

• 本プロジェクトの成果をもとに高輝度青色半導体レーザー光源は製品化され、平成３０年１月から販売開始。
（平成２９年度）

高出力・高輝度青色半導体レーザー純銅を積層造形できる３Ｄプリンタと３Ｄプリンティングした純銅のサンプル



１．研究開発の成果の 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

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）

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ａ、第３期中長期目標期間：Ａ

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ａ 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
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評価概要

【平成２９年度評価】
• [事後評価]平成２９年度は、評価対象６件のうち、５件が「優」、
１件が「良」の評価に該当。

• [海外展開]平成２９年度は、新たに４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。

• [リスクマネジメント]国際実証に内在する課題・リスクを体系化

した「リスクマネジメントガイドライン」を策定し、運用を開始。国
際部内に制度改善・リスクマネジメントＧを新たに設け、当グ
ループを中心として個々の事業の採択時から実証の完了・普
及まで、あらゆるリスクに対するチェック体制を強化。

• [ドイツ/スマコミ]シュパイヤー市において地域公共事業会社

（シュタットベルケ）等と協力し、太陽光発電（ＰＶ）、蓄電池、
ヒートポンプ（ＨＰ）等の各機器を 適制御し、実環境で「エネ
ルギーの地産地消」（電力自給率：集合住宅で６９％、戸建住
宅で６０％）を達成。地域公共事業会社から高く評価されたこと
により、ドイツ国内での普及期待大。

• [ロシア/省エネ]モスクワの慢性的な渋滞を改善すべく日本の

高度交通信号システムを導入し、 大で４０％の大幅な渋滞
削減を達成。国営メディアで放送されるなど現地での評価が
高く、他地域にも本システムの導入が決定するなど、民間単独
では参入の難しいロシアのインフラ分野において日本のシス
テムの普及展開に大きく貢献。

• [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４
回年次総会を開催。ＩＣＥＦロードマップ（「ＣＯ2利用 ２．０」「エ
ネルギー貯蔵」）を作成し、 ＣＯＰ２３ （ドイツ）のサイドイベント
で年次総会の成果とともに発表。

• [海外展開]中長期計画中は、世界各国で計５５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。

• [経済性評価の導入・リスクマネジメント]経済性評価を新たに

導入する等、当該技術の普及の蓋然性を高めるべく制度改
善を実施。国際実証に内在する課題・リスクを体系化した「リ
スクマネジメントガイドライン」を策定し、運用を開始。国際部
内に制度改善・リスクマネジメントＧを新たに設け、当グルー
プを中心として個々の事業の採択時から実証の完了・普及ま
で、あらゆるリスクに対するチェック体制を強化。

• ［英国/スマコミ］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。一般家庭のＨ
Ｐを活用した大規模な実証事業は世界初の成果。

• [ＪＣＭ] 第３期中長期計画期間中、８件の実証事業を実施。

ベトナムにおいて、水銀灯に代わり、特殊なＬＥＤを採用した
漁灯システムを導入し、船舶の省エネ化を実現。ベトナム国
内で技術の規格化／認証制度の確立されれば、高品質な日
本製システムの普及が期待される等、マーケットの開拓を推
進。

• [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（ＩＣ

ＥＦ）」の年次総会を平成２６年度から合計４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

個別テーマ事業名
位置付け／マ
ネジメント

実証成果 普及可能性 総合評価

酵素法によるバガスからのバイオエタノール製造技術実証事業（タイ） 2.7 2.8 1.8 優

フランス・リヨン再開発地域におけるスマートコミュニティ実証事業 2.5 2.0 1.8 優

ハワイにおける日米共同世界最先端の離島型スマートグリッド実証事業 2.8 2.6 1.8 優

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 2.2 2.0 1.8 優

携帯電話基地局エネルギーマネジメントシステム実証事業（インド） 2.8 2.8 2.6 優

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 1.8 1.3 1.8 良

＜制度・事業評価実施事業＞

• 平成２９年度は、６件の国際エネルギー実証の個別テーマ事業の事後評価と、３件の制度・事業
評価を実施。

• 国際エネルギー実証の個別テーマ事業の事後評価結果※１については、対象事業６件のうち全て
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
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事業名（評価の種類） 評価概要

国際研究開発／コファンド事業（中間）
国境を越えたオープンイノベーションを志す企業を支援する産業用R&D 分野として、我が国初の制度
であり、国際競争力の強化に資する重要な事業。相手国実施機関との調整に多くの労力を要するが、
着々と相手国を増やし、制度の発展が図られていることは高く評価される。

エネルギー消費の効率化等に資する我が国
技術の国際実証事業（中間）

政府方針である「エネルギー基本計画」に即した、我が国の技術を活かして世界の課題を解決する先進性の
高いテーマが採択されており、多くの成果が上がっていることが認められる。

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（事後）

CO2削減事業は、当初段階では採算性が必ずしも高くなく、技術リスクや事業リスクが高いので、途上
国の政府や事業者が単独で実施する際の当該リスクを軽減するためにも、有力なスキームの一つとし
て継続するべき。国際交渉の中でJCMの位置づけが変化する中、独自の工夫を凝らして本事業を推進し
てきたことを高く評価する。

＜国際エネルギー実証／個別テーマ事業事後評価結果＞



●評価のポイント

• リスクマネジメントガイドラインは、「全体方針」
「リスクチェックリスト」「リスク対応計画」「リスク
対応方針例」で構成。（平成２９年度）

• 個々の事業の採択時から実証の完了・普及まで、
さまざまな課題・リスクを想定し、柔軟に対処で
きる体制を構築。（リスクの特定→リスクの分
析・評価→リスク対応計画の作成→リスク対応
計画の監視・評価） （平成２９年度）

• さらに、国際実証において実際に起こった事例
を教訓として取りまとめ、ＮＥＤＯの形式知とする
仕組みを構築。必要に応じて、国際実証の制度
に反映。 （平成２９年度）

• ＮＥＤＯ内だけでなく、広く一般にも活用できるよ
う、ホームページでガイドラインを公開。 （平成２
９年度）

国際実証におけるリスクマネジメントガイドライン

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）

（ⅻ）国際展開支援
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• NEDOが行う国際実証は、交渉の長期化、事業の大幅な遅延や中止、コストの予期せぬ増加等、
常に様々なマネジメント上の課題を抱えてきた。

• この状況を改善すべく、平成２９年１０月、国際部内に制度改善・リスクマネジメントグループを設
置。当グループを中心に、国際実証に内在する課題・リスクを体系化し、平成３０年３月、リスクマ
ネジメントガイドラインを策定し、運用を開始。



＜中国＞

●バイオエタノール（馬鈴薯澱粉残渣）

●省エネビル

●需給調整EMS

＜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

●スマートグリット（配電システム）

● 適制御技術（製鉄所）

●ICT活用型省エネ病院

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

●省エネ型海水淡水システム

＜南アフリカ＞

●水再利用統合システム

中東・アフリカ

＜ロシア＞

●高度交通信号システム

●風力発電システムインフラ

＜ドイツ＞

●スマートコミュニティ （ｴﾈﾙｷﾞｰ地産地消）

●スマートコミュニティ （大規模ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ蓄電
池）

＜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（系統安定化）

欧 州

●：エネ実証／平成２８年度以前開始事業
●：エネ実証／平成２９年度新規開始事業

（ⅻ）国際展開支援

ASEAN
＜タイ＞

●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

（工業団地向け電力品質向上）

●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＞

●短時間充電大型ＥＶバス

＜フィリピン＞

●新公共交通システム

＜米国＞

●省エネビル

●EVの利用範囲拡大

●電力系統用蓄電池

＜カナダ＞

●太陽光発電装置用蓄電インバータ

米州

• 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。

• 第３期中長期計画期間においては、南アフリカ、カタールのような中東・アフリカ地域、イギリス、ドイツ、ポルトガ
ルといった欧州地域での新たな実施国の拡大に成功。

• 平成２９年度は新たに４件の実証事業を開始。本中長期計画中は計５５件※の実証事業を実施。
• 経済性評価を新たに導入する等、当該技術の普及の蓋然性を高めるべく制度改善を実施。

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）

国際エネルギー実証事業の実施状況
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※平成２９年度末時点実績。
ＪＣＭ事業の実証数も含む。

エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際
実証事業（事業期間：平成５～３２年度）



（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）

エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際
実証事業（事業期間：平成５～３２年度）

国際エネルギー実証事業 個別テーマの成果 ①

委託先：（株）日立製作所、ダイキン工業（株）、（株）みずほ銀行



（ⅻ）国際展開支援

●評価のポイント

• 期間内に機器設置が効率よく行われるよう、ＮＥＤＯが主導してドイツ政府やドイツ第３者認証機関と交渉し、約
２ヶ月の遅延リスクを回避。（平成２８年度）

• 今後、我が国が経験する２０１９年のＦＩＴ（固定価格買取制度）の買取期間終了や蓄電池設置による自己消費
が経済的となる環境でのビジネスモデルを先取りし、優れた制御手法によりエネルギーコストを 小化しつつ、
実環境で「エネルギーの地産地消」（電力自給率：集合住宅で６９％、戸建住宅で６０％）を達成。（平成２９年度）

• 相手国のシュタットベルケは効果を高く評価し、ドイツ国内で３００のシュタットベルケが加盟する団体で事業を自
ら周知宣伝。当該技術の普及展開が期待。（平成２９年度）

▼ ドイツ・シュパイヤーにおけるスマートコミュニティ実証事業（平成２６～２９年度）
• シュパイヤー市のシュタットベルケ※１ （地域公共事業会社）、住宅供給公社等と協力し、市内の戸建

て（想定）住宅及び集合住宅各１６世帯に太陽光発電（ＰＶ）、蓄電池、ヒートポンプ（ＨＰ）を導入し、ク
ラウドＨＥＭＳにより各機器を 適制御することで、ＰＶからの発電電力の自己消費モデルを確立する。

• 再生可能エネルギーによる電力自給率６９％（集合住宅全体）を達成。同市における２０３０年までに
再エネ１００％の目標達成に大いに貢献。

※１ シュタットベルケ：ドイツ各地で地域エネルギーと生活インフラの整備・運営を担う小規模の地域密着型事業体。
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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 個別テーマの成果 ② エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際
実証事業（事業期間：平成５～３２年度）

実証機器が設置された住宅の外観

余剰電⼒の販売

不⾜分の電⼒を系統から購⼊⾃家消費
電⼒会社の系統

PV

HEMS

ヒートポンプ

温⽔

リチウムイオン 蓄電池自己消費モデル
委託先：（株）ＮＴＴドコモ、（株）ＮＴＴファシリティーズ、日立化成（株）、（株）日立情報通信エンジニアリング
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▼高度交通信号システム（自律分散制御）実証事業（ロシア国：モスクワ市）（平成２６～２９年度）
・モスクワの慢性的な渋滞を改善すべく、リアルタイムで交通量を予測し、信号サイクルを自律的に
制御する、日本の高度交通信号システムを導入し、 大で４０％の大幅な渋滞削減を達成。

・移動時間短縮による経済活動の活性化や、車の燃費改善によるCO2削減効果に貢献。

●評価のポイント
• 信号待ちの時間を４０％短縮、信号待ちの車の台数を３０％削減、さらに移動時間を 大で４０％短縮を達成。

• ＮＥＤＯの実証成果により、ロシアのヴォロネジ市の１０交差点への本システムの導入が決まる等、民間単独で
は参入の難しいロシアのインフラ分野において日本のシステムの普及展開に大きく貢献。

• 安倍総理からプーチン大統領に提案した８項目の『協力プラン』の１つとして大きな成果をあげることに成功。

• 実証完了式では、２０社以上のメディアから取材があり、現地ドライバーの「移動時間が短くなって嬉しい」等の
肯定的コメントが国営テレビで放送される等、現地での評価も高い。（平成２９年度）

実証前後の朝の混雑時間帯における道路の様⼦
（写真奥⾏き⽅向がモスクワ市内に向かう⽅向）

実証前 実証後

実証前平均 実証後平均 短縮秒数 短縮率

7分54秒（474秒） 4分46秒（286秒） 3分8秒（188秒） 40％

モスクワ市内に向かう⾞の移動時間の計測結果（朝の混雑時間帯）

国際エネルギー実証事業 個別テーマの成果 ③ エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際
実証事業（事業期間：平成５～３２年度）

委託先：（株）京三製作所、（株）野村総合研究所

（ⅻ）国際展開支援

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）
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●評価のポイント
• ベトナム初の廃棄物焼却発電プラントとして運転開始。（平成２９年度）
• 一日当たり７５トンを衛生的に安全に焼却処分することで約１０％（約７．５トン）までの減容化、お

よび排熱回収により１，９３０kW規模の発電を達成。（平成２９年度）。
• 有害廃棄物を含むさまざまな種類の産業廃棄物への適用可能性を確認。（平成２９年度）
• ベトナムのＴ＆Ｔグループと委託先との間で、ゴミ処理発電案件での提携覚書の締結につながり、

技術の普及展開への道筋を確立。（平成２９年度）

（ⅻ）国際展開支援

▼産廃発電技術実証事業（ベトナム）（平成２２年～２９年度）
• 産業廃棄物焼却炉（高温燃焼）と排煙浄化装置、排熱回収ボイラーと蒸気タービン発電装置を設

置し、無害化と減容化を両立。

• 余剰電力は電力会社へ販売し、周辺地域への電力供給に貢献。
• ベトナム初の廃棄物焼却発電システムであり、許認可手続きや運用に関する実証を実施。

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）

・建設地：ナムソン処理場
（ハノイ市郊外）

・焼却方式：
ロータリキルンストーカ式

・処理量：75トン/日×1炉
・発電容量：1,930kW

国家電力網：約1,200kW
所内負荷：約730kW

・原油削減効果
2020年：6.4万kL/年
2030年：32万kL/年

・温室効果ガス削減効果
2020年：18万t-CO2/年
2030年：90万t-CO2/年

産業廃棄物焼却発電プラント プラントシステム概要図

国際エネルギー実証事業 個別テーマの成果 ④ エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際
実証事業（事業期間：平成５～３２年度）

委託先：日立造船（株）
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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：約８０ヶ国から約８００ 名が参加。内山田竹志 トヨタ自動車会長等、閣僚や各界の著名人約５
０名が講演。（平成２６年度）

• 第２回年次総会：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：約８０ヶ国から約１，０００名が参加。アジア開発銀行（ADB） 中尾 武彦総裁等、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、ＣＯＰ２
２（モロッコ）の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）

• 第４回年次総会：約８０ヶ国から約１，０００名が参加。 ホーセン・リー気候変動に関する政府間パネル（IPCC）議
長等、世界各国の産学官の著名人約１００名が講演。ＩＣＥＦロードマップ（「ＣＯ２利用 ２．０」「エネルギー貯蔵」）を
作成し、 COP２３ （ドイツ）のサイドイベントで年次総会の成果とともに発表。（平成２９年度）

• 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、安倍首相の提唱で平成２６年度に開始。

• 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～）

第4回年次総会
（安倍総理ビデオメッセージ）

第4回年次総会／キーノートディスカッション
（右から、ホーセン・リー氏、中西会長、田中ICEF運営委員長）

第4回年次総会／本会議 第4回年次総会／分科会
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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※１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、普及を促進。

• また、JCM方法論を適用し、第三者機関による検証やＪＣＭ合同委員会※２の承認によって、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。
• 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。

※１ JCM (Joint Crediting Mechanism)：日本の持つすぐれた低炭素技術や製品、システム、サービス、インフラを途上国に提供することで、途上国の温室効果ガスの
削減など持続可能な開発に貢献し、その成果を二国間で分けあう制度。同制度のパートナー国は17か国（平成３０年3月末現在）。

※２ JCM合同委員会：JCMの運用（ルールの開発、方法論の承認、プロジェクト登録、クレジット発行等）に関する各種決定を行うため国ごとに設置する政府間会議。

実証フェーズの事業一覧（４か国８件／２９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＞

■グリーンホスピタル

■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２９年度完了事業
■：平成３０年度継続事業

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）

●評価のポイント

• ベトナム沿岸漁業用船舶に設置されているメタルハライド灯や

水銀灯等に代わり、新技術チップオンボードモジュールを搭載し

た特殊LED漁灯システムを導入し、対象船舶の省エネ化（70％

以上の省エネ効果）及び船上作業改善を実現。（平成２９年度）

• これにより、ベトナムにおける低炭素技術（LED漁灯システム）

の普及による温室効果ガスの削減、日ベトナム間に構築された

JCM下の事業として実施することに伴う我が国の地球温暖化対

策に貢献。 （平成２９年度）

• ベトナム政府の第一次産業ハイテク化政策に連動。本政策に基

づく同国のハイテク技術導入支援制度に適用できるよう「漁灯

用LED照明に関する品質ガイドライン（案）」を作成し、ベトナム

側関係省庁等に説明、提出。ベトナム国内で技術の規格化／

認証制度が確立されれば、高品質な日本製システムの普及が

期待される等、マーケットの開拓を推進。（平成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（国際分野）



１．研究開発の成果の 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

【期間評価】
• 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、不履行相当額等の返還に向けた取組を
重ねた結果、平成２９年度に残金等を回収し、国庫に納付。全ての業務を完了。

１.（２）クレジット取得関連業務

対応する年度計画の項目

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

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２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：－、第３期中長期目標期間：Ｂ
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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）※３」、「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２０～２４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２７年度）

• 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案に合意。 （平成２８年度）

• 本合意に基づき、ウクライナ側から返還期限後の平成
２９年１２月１日に一部返金があり、１２月２８日に残額
及び遅延金利額が支払われ、平成３０年２月１６日まで
に国庫に返納し全ての業務を完了。（平成２９年度）

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 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※１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年度中に返金がなされ、国庫納付が終了し、全ての業務を完了。

１.（２）クレジット取得関連業務

※１ GIS (Green Investment Scheme)：京都議定書第17条に基づく排出量取引のうち、ＡＡＵ※２等の移転に伴う資金を温室効果ガスの排出削減その他環境対策を目的に使用する
という条件の下で行う、国際的な排出量取引。

※２ AAU：京都議定書第3条に基づき、同議定書附属書B国に割り当てられる排出枠。

※３ ＣＤＭ (Clean Development Mechanism)：先進国の資金や技術支援により、途上国で温室効果ガスの排出削減等事業を実施し、結果生じた削減量の全部または一部に相当
する量を先進国が排出枠として獲得、先進国が削減目標の達成に利用できる制度
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２．業務運営の効率化に関する事項



評価概要

評価根拠

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２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ａ

対応する年度計画の項目

【平成２９年度評価】

• 国際事業に伴うリスクに対処するため、国際部に「制度・リスクマ
ネジメントグループ」を設置し、国際事業の経験や教訓の共有を
推進。また、「次世代電池・水素部」の設置準備を進めるなど、機
動的な組織の拡充・改編を実施。

• 技術戦略研究センターにおいて、オフィスのフリーアドレス化を導
入。機構内から業務改善に関する意見聴取を実施し、大型ディス
プレイ導入によるペーパレス会議の推進等、業務の効率化を推
進。

【期間評価】

• 「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。

• 文書決裁基準の見直しにより、決裁日数の短縮化（約４０％）を
図るなど、事務手続きの効率化や業務改善を推進。また、理事
長名による「ＮＥＤＯ働き方改革宣言」の策定、プレミアムフライ
デーの取組を通じた計画的な休暇取得の推奨、テレワーク制度
の試行等、職員のワークライフバランスの向上を推進。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ａ 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
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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。

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。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。

平成３０年２月 国際事業に伴うリスクに対処するため、国際部に「制度・リスクマネジメントグループ」を設置し、国際事業の経験や教訓の共有を推進。

平成３０年３月
蓄電池、燃料電池及び水素分野の技術開発を推進するため、「次世代電池・水素部」の新設に向けて規程を整備（設置は平成３０
年４月）。

129

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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●評価のポイント
• 「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）
• 総理指示で創設された「人工知能技術戦略会議」に関するタスクフォースを運営し、「人工知能の研究開

発目標と産業化のロードマップ」の策定に寄与。（平成２８～２９年度）

• 人工知能分野に関する政府の取組を広く情報発信する「AIポータル」の視認性を改善するとともに、人
工知能技術により生活や社会が大きく変容することを、イメージイラストや動画により分かり易く説明す
るなどコンテンツも拡充。（平成２９年度）

• AIデータフロンティアコースにおいて、初年度（平成２９年後期）に修了生６７名を輩出。（平成２９年度）

• 人工知能技術の研究開発及び社会実装を戦略的に推進するため、 「ＡＩ社会実装推進室」を新設
し、人材育成、ベンチャー支援、情報発信（AIポータル）に関して様々な取組を実施。

• 人材育成に関しては、NEDO特別講座の一環として、人工知能分野の人材不足に対応するため、
大阪大学と東京大学を拠点として選定し、即戦力人材の育成講座（AIデータフロンティアコース）を
2017年度から開講。 先端のAI技術に関して、実践的な力を持った即戦力人材の育成を目指す。

【参考】 新設したAI社会実装推進室の取組

２.（１）機動的・効率的な組織・人員体制

AIﾃﾞｰﾀﾌﾛﾝﾃｨｱｺｰｽ (講義風景)

出典：「新産業構造ビジョン」 ～第4次産業革命をリードする日本の戦略～ 産業構造審議会 中間整理, 2016/4/27, 経済産業省を基に出口分野の省庁、プログラム等を追記。

NEDO ＡＩ社会実装
推進室は、４つのＴＦ
の事務局を担当。 大阪大学 東京大学



センター長室

備蓄倉庫
コピー機

小会議室

●評価のポイント

• 文書決裁基準の見直しにより、決裁日数の
短縮化を図るなど、事務手続きを効率化。
（平成２６～２７年度）

• 理事長名による「ＮＥＤＯ働き方改革宣言」を
策定。プレミアムフライデーの取組を通じた
計画的な休暇取得の推奨やテレワーク制度
を試行し、育児など事情のある職員のワーク
ライフバランスの向上に寄与。（平成２８～２
９年度）

• 機構内から業務改善に関する意見聴取を行
い、改善方策を検討。（平成２８～２９年度）

• 技術戦略研究センターにおいて、オフィスの
フリーアドレス化を導入。職員間のコミュニ
ケーションの活性化を推進。（平成２９年度）

• 会議等に使用する液晶ディスプレイを各部の
要望に合わせて設置。機構の用紙発注量の
削減（平成２９年度：前年度比－２７％）に大
きく貢献。

業務運営の効率化、業務改善に向けた取組

２.（１）機動的・効率的な組織・人員体制
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• 機構内の業務運営の効率化等を進めていくため、事務手続きの効率化など業務改善を推進。

• また、政府方針等を踏まえ、機構においても「働き方改革」を推進。

個人ワークスペース

技術戦略研究センターにおいて、多用なワークスペースを導入しグループワーク等
ユニットをまたいだ業務・コミュニケーションが行いやすい環境を整備

コワーキングスペース

多様な打合せスペース
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迅速な意思決定による機動的な業務遂行の推進

• 平成２６年６月から運営会議において了承された審議事項については、専決権者を主管部長と

し、運営会議メンバー等の決裁を不要とする文書決裁の簡素化を実施した結果、前年度比で決

裁日数を平均０．８日短縮。（平成２６年度）

• 平成２７年６月から案件の重要度を検討した上で、２億円未満の事業実施起案に係る決裁基準

について、 終決裁者を理事長→主管理事の専決とするよう効率化を図った結果、前年度比で

決裁日数を平均３．1日短縮。 （平成２７年度）

• 上記の取組により平成２９年度までに平成２５年度比で決裁日数を平均４．９日（約４０％）短縮。

２.（１）機動的・効率的な組織・人員体制

図：運営会議了承案件並びに委託及び助成事業に係る決裁文書の決裁日数の変化

決
裁

日
数

（
日

）

H25 H26 H27 H28 H29

12.3日 11.5日 8.4日 8.3日 7.4日
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評価概要

評価根拠

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

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ｂ

【平成２９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、経済産業大臣賞など、計３４件受賞。

【期間評価】

• 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、計１７７件受賞。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ｂ 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



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２９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 ＡＷＡＲＤ２０１７で総務大臣賞など、３４件を受賞。これまでに合計１７７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、平成２９年度３４件）を
受賞。

【平成２５年度～２９年度 主な実績】

＜単結晶ダイヤモンドウェハ＞

＜RTミドルウェア搭載事例＞

○経済産業大臣賞

ロボットＯＳ「ＲＴミドルウェア」の研究開発と

標準化

「次世代ロボット知能化技術開発プロジェク

ト」の成果

（平成２０年度～平成２３年度）

○内閣総理大臣賞
単結晶ダイヤモンドの工業製品化
「産業技術実用化開発費補助事業

大型ダイヤモンドモザイク単結晶量産技術の
開発」（ 平成２２年～平成２３年度）
「イノベーション実用化ベンチャー支援事業
大型無色ダイヤモンド単結晶開発」

（平成２６年度） の成果

＜産学官連携功労者表彰＞ ＜日本ベンチャー大賞＞（平成２６年度）
○内閣総理大臣賞

「戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業」
（平成２２年～平成２６年）

「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業」
（平成２６年～）

＜ユーグレナ（ミドリムシ）の様子＞

＜ユーグレナ増殖性能の屋外実証の様子＞

【平成２９年度 主な実績】
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評価概要

評価根拠

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

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ｂ

【平成２９年度評価】

• 業務を行う上で必要な研修の充実を図るため、２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３０回実施（目標：毎年度１コース以上、８回実施）。

• 外部の技術開発現場等での技術開発マネジメント能力のさらな
る向上や国の政策・民間企業の開発戦略の策定にかかる知見を
深めるべく、平成２９年度は５機関へ計１６名の職員を派遣。また、
海外大学院の修士課程等に職員を派遣し、２名が修士号を取得。

【期間評価】

• 業務を行う上で必要な研修の充実を図るため、若手職員の基
礎力向上を目的とした「ヤングリーダーズゼミナール」など、第３
期中長期計画期間中に１１コースの新規研修コースを設置（目
標：５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、毎年度２コース以上実施（目標：毎年度１コース以上実施）。

• 第３期中長期計画期間中に６機関に延べ５４名の職員を派遣。
第2期（実績２２名）に比べ大幅に増加。また、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２９
年度までに８名が学位取得（目標：５名以上）。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ｂ 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



• 職員が各種業務を行う上で必要な能力を習得するため、平成２５年度以降、計１１コースの新規

研修コースを設置。平成２９年度は２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、平成２５年度以降、毎年度２コース以上実施。平

成２９年度は、プロジェクトマネージャー育成講座（全１５講座）及び出口戦略セミナー（全１５講

座）等を実施。
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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２９年度までに若手職員の基礎力向上を目的とした「ヤングリーダーズ
ゼミナール」等を含む計１１コースを設置。目標（中長期計画期間中に５コース以上設置）を上回って達成（平成
２５～２９年度）

• 技術経営力に関する機構内研修について、平成２９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２９年度は計３０回実施し、目標を上回って達成（目標：平成２９
年度中に８回以上実施）。平成２５年度以降、延べ９３講座を実施。（平成２５～２９年度）

平成２９年度新規研修として「英語
リスニング力＆スピーキング力強
化研修」「英語ミーティング研修」を
設置
職員の英語力向上のため、演習
を組み合わせた研修をレベル別に
実施。

２.（３）職員の意欲向上と能力開発

研修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

講座名 延べ講座数

①プロジェクトマネジメント研
修、プロジェクトマネジメント
特別講座、基礎講座

１３講座（Ｈ２５～２７）

②プロジェクトマネージャー
育成講座

３３講座（Ｈ２８～２９）

③出口戦略強化セミナー ４７講座（Ｈ２５～２９）

（参考）第２期 ７０講座

プロジェクトマネジメント研修、出口戦略強化セミナー新規研修コースの設置



• 外部の技術開発現場等での技術開発マネジメント能力のさらなる向上や国の政策・民間企業の

開発戦略の策定にかかる知見を深めるべく、平成２９年度は５機関へ計１６名の職員を派遣。

• 国内・海外大学における博士・修士号の取得について、平成２５年度以降計８名が学位取得。
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●評価のポイント

• 平成２５年度以降、６機関に延べ５４名の職員を派遣し、第２期（実績２２名）に比べ大幅に増加（目標：毎年１
名の職員を派遣）。（平成２５～２９年度）

• 大学における博士・修士号の取得について、平成２９年度は新たに２名が学位を取得し、平成２９年度までに
計８名が学位取得（目標：５名以上の取得）。（平成２５～２９年度）

２.（３）職員の意欲向上と能力開発

職員の外部機関への派遣や留学を通じた能力向上

期間 派遣延べ人数 職員派遣先

第３期（Ｈ２５～Ｈ２９） ５４名
東京大学先端科学技術研究センター、経済産業
省、日本医療研究開発機構、防衛装備庁、内閣
府、三菱電機

（参考）
第２期（Ｈ２０～Ｈ２４）

２２名
東北大学未来科学技術研究センター、東京大学
先端科学技術研究センター、経済産業省等

職員の外部機関への派遣

留学制度について、資格年齢の引き上げや全日制通学など制度の拡充を実施。
その結果、応募者も増え第２期（実績４名）に比べ、学位取得者が８名に増加。

【主な留学先】
横浜国立大学大学院国際社会学府経営学専攻、法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科
イノベーション・マネジメント専攻、メルボルン大学、リムリック大学、ユニバーシティカレッジロンドン等

海外・国内留学
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評価概要

評価根拠

２．業務運営の効率化に関する事項

（４）業務・システムの 適化

２.（４）業務・システムの最適化

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ｂ

【平成２９年度評価】

• 新プロジェクトマネジメントシステムの基本設計と詳細設計を完
了。また、文書決裁手続きの電子化により、機構内業務の効率
化、ペーパーレス化をさらに進めるため、新プロジェクトマネジメ
ントシステムとの連携を含めた新たな文書管理システムの導入
に向けた検討を開始。

• 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２６％削減。

【期間評価】

• 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、
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、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。

• 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Ｍ
ＤＭ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。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ａ 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



• 新プロジェクトマネジメントシステムの基本設計と詳細設計を完了。

• 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。（提案公募関連事業において試行的に取
組を開始）

業務・システムの 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＞

・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 ＞

・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の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基本設計と詳細設計を予定どおり完了（平成３０年３月）。本システム導入に向け、実運用
を踏まえた業務運用設計と新たに本システムの利用者となる外部事業者に向けたアナウンスを開始。各種申請・届出文
書の電子化により、事務手続きにかか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設計完了＞

＜新文書管理システム導入に向けた検討を開始 ＞

・文書決裁手続きの電子化により、機構内業務の効率化、ペーパーレス化をさらに進めるため、新プロジェクトマネジメント
システムとの連携を含めた新たな文書管理システムの導入を図るべく、仕様書の取りまとめを行い、開発ベンダーを決定
（平成３０年３月）。新システム導入により全法人文書の適切な管理の実現と利用者の利便性向上を目指す。



• 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 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（※１）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（※２）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）。

（※1）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。

（※２）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、前年次（平成２７年１１月～平成２８年１０月）６３２万枚から４６９万枚
となり、複合機使用量を２６％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）

• 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）

• 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２６％削減。（平成２９年度）
• 新プロジェクトマネジメントシステムの基本設計と詳細設計を完了。新システム導入に向けた取組を着実に実施。
（平成２９年度）

業務・システムの 適化（２／２）
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評価概要

評価根拠

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

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ｂ

【平成２９年度評価】

• 引き続き、「中途採用事務局支援業務」、「関連公益法人等調査
業務」等において、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。

【期間評価】

• 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２
８年度から「関連公益法人等調査業務」等において、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。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ｂ 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



• 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２９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～）

• 新卒採用事務局支援業務（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～）

• 出張・外勤管理支援業務（平成２９年度～）

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

• 第２期中期計画期間からの継続分も含め、全１７業務で外部能力を活用し業務を効率化。（平成２５～２９年
度）

• 「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２５～２９年度）
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評価概要

評価根拠

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

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ｂ

【平成２９年度評価】

• 温室効果ガス排出抑制等のための実施計画を新たに策定。２０
２０年度までに１０％削減を掲げた国の実行計画を上回る２０％
削減の目標を設定。 平成２９年度のＣＯ２ 排出量実績（暫定）に
ついては２８万３８３３ｋｇ-ＣＯ２となり当初の目標である基準年度
比（平成２５年度）１３．８ ％削減を達成。

• 平成２９年度のコピー用紙の使用量は、１万５１５０ｋｇとなり、前
年度から２７．１％削減。

【期間評価】

• 第３期中長期計画期間中のＣＯ２ 排出量について、２６．０％（９
万９８５８ｋｇ-ＣＯ２）削減（暫定値、平成２４年度比）。

• 第３期中長期計画期間中のコピー用紙使用量は、５８．３％（２
万１１７６ｋｇ）削減（平成２４年度比）を達成。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ａ Ａ Ａ 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
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省エネ・省資源・環境配慮

• 平成２５年度～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」、平成
２９年度においては、新たに策定した「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
における温室効果ガス排出抑制等のための実施計画」（以下「実施計画」という。）に基づき、環
境保全及び温室効果ガス排出抑制に資する取組を実施。

• 平成２９年度の二酸化炭素排出量実績（暫定値）は実施計画の基準年度（平成２５年度）比１３．
８％（ ４万５４０１ｋｇ-ＣＯ２（暫定値））削減。

• 平成２９年度のコピー用紙の使用量は実施計画の基準年度（平成２５年度）比５２．３％（１万６５
７８ｋｇ）削減を達成。

２.（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮

●評価のポイント

• エネルギー・環境問題の解決に貢献する技術開発に取り組む組織として不断の努力を行い、第３期中長期目
標期間の５年間で二酸化炭素排出量については暫定値で平成２４年度比２６．０％（９万９８５８ｋｇ-ＣＯ２）削減、
コピー用紙使用量については平成２４年度比５８．３％（２万１１７６ｋｇ）削減を達成。（平成２５～２９年度）

• 平成２９年度のコピー用紙の使用量は１万５１５０ｋｇ、前年度比２７．１％（５６４４ｋｇ）削減。（平成２９年度）
• 新たに策定した実施計画においては温室効果ガス排出削減割合に関し、国の実行計画で謳われている２０２０

年度までに１０％削減を上回る２０％削減の目標を設定。（平成２９年度）

第３期中長期計画期間における主な取組の内容

• 執務室の省エネルギー

（会議室の見直し、照明のＬＥＤ化）

• クールビズ・ウォームビズの推進

• 情報基盤サービスの入替

（ＰＣの省電力化、複合機台数の削減）

• ペーパーレスの推進
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評価概要

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

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ｂ

評価根拠

【平成２９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２９年度までに毎年度平均で１５．４％の効率化を達
成）。

【期間評価】

• 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２９年度までに毎年度平均で１５．４％の効率
化を達成）。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ｂ 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
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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 ▲１５．４％

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２９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１５．４％の効率化を実現し、目標を達成。（平成２５年度～平成２９年度）

経費削減に関する主な取組
0.4％
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評価概要

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

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ｂ

評価根拠

【平成２９年度評価】

• 平成２９年度の随意契約の割合は、件数ベース：４．１％（前年度
２．６％）、金額ベース：０．３％（同：０．１％）。引き続き入札・契約
の透明性及び適正性を確保。

【期間評価】

• 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。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ｂ 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



148

• 「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２９年度の随意契約の割合は、件数ベース：４．１％（前年度２．６％）、金額ベース： ０．３％（前
年度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)

平成29年度
(構成比)

比較増△減
(平成29年度の
対28年度伸率）

件数 金額 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％）

396
（95.9％）

506.4 
（99.7％）

59
(17.5％)

△404.6
(△44.4％)

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％）

17 
（4.1％）

1.6
（0.3％）

8 
(88.9％)

0.6
(56.3％)

合計
（100％）

289 465.1 506 913.3 498 954.4 346 912.0 413 508.0 67 △404

◆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）

平成29年度
（構成比）

比較増△減
(平成29年度の対28年度伸率）

ニ者以上
件数 222 ( 84.4%) 439 ( 90.0%) 425 ( 89.3%) 289 ( 85.8%) 336 ( 84.9%) 47  (16.3%)
金額 338.8 ( 73.0%) 796.9 ( 87.3%) 728.6 ( 76.4%) 690.5 ( 75.8%) 401.4 ( 79.3%) △289.1 (△41.9%)

一者
件数 41 ( 15.6%) 49 ( 10.0%) 51 ( 10.7%) 48 ( 14.2%) 60 ( 15.2%) 12  (25.0%) 
金額 125.1 ( 27.0%) 115.5 ( 12.7%) 224.7 ( 23.6%) 220.5 ( 24.2%) 105.0 ( 20.7%) △115.5 (△52.4%)   

合計
件数 263 (100.0%) 488 (100.0%) 476 (100.0%) 337 (100.0%) 396 (100.0%) 59   (17.5%)
金額 464.0 (100.0%) 912.3 (100.0%) 953.3 (100.0%) 911.0 (100.0%) 506.4 (100.0%) △404.6 (△44.4%)

●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、契約監視委員会や契約・助成審査委員会において事前点検を徹底。（平成２５～２９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

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

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｃ、第３期中長期目標期間：Ｃ

評価根拠

【平成２９年度評価】

• 平成２９年度に発覚した研究費の不正使用事案については引き
続き原因調査を進めるとともに、再発防止策を検討中。

• 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／Ｉ
ＥＣ２７００１（ＩＳＭＳ）の認証について、平成２９年度にその対象
範囲を１４部署に拡大。

【期間評価】

• 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）。

• 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／Ｉ
ＥＣ２７００１（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平成２８年度に初めてＩＳＭＳ認証
を７部署で取得し、平成２９年度にその対象範囲を１４部署に拡
大。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ

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



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２７～２９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２５～２９年度）

• 個人情報保護研修については、定期開催のメール誤送信防止
等の研修に加え、必要に応じてタイムリーな集中研修と情報展
開を実施。（平成２７～２９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２７～２９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２８～２９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２９年度 平成２５～２９年度合計

コンプライアンス
研修

１４回（目標：１３回）
（うち、外部講師による研修１回）

６８回
（目標合計：３８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）

６８回
（目標合計：３９回）
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• 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。
• 平成２９年度に発覚した研究費の不正使用事案を踏まえ、制度の強化・改善を図り、周知徹底

に努めていく。

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２５～２９年度）

 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。

・平成２９年度に発覚した研究費の不正使用事案については、引
き続き該当事案の原因調査を進めるとともに、以下の内容を軸と
した再発防止策を検討中。
①外注先への調査の実施（外注費が一定割合・一定金額以上

の事業であって、外注先が研究助成先と関係が深い会社であ
る場合等）

② 検査時に必要に応じて、当該事業に関連する専門家を参加さ
せる

③ 抜き打ち検査の頻度を高める
・機構の活動全体の信頼性確保に向け、これら再発防止策を含む

取組を徹底して実行し、外部からの通報への的確な対応を含め、
機構自身が研究費不正使用事案を発見するよう努めていく。

 不正事案発生抑制のための今後の取組
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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。

（平成２９年度実施）
委託事業及び助成事業に
おける経費計上等の重複
に関する防止措置の実施
状況について

公募時に提案書で類似の研究開発等の有無を確認したり、機構内の関係部門間で事業の重複の有無等についてメールで問
い合わせを行ったり、検査時に事業実施者に対し、経費計上等の重複について確認が行われている。
さらに、発生原因を究明することにより重複防止の対応措置を執ることができるかを検証し、可能な措置があれば制度改善とし
て取り入れる必要がある旨、示唆した。

◆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２５～２９年度）

内部監査の実施



登録証の授与式
（平成２９年１２月２６日）

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

＜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、ＩＳＭＳ活動を推進（平成２８年３月～）。

平成２８年度の認証を取得した７部署に加え、平成２９年
度は７部署を認証範囲に加え、セキュリティレベルの向上を
図った。今後、認証範囲をさらに拡大し、平成３０年度まで
に全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３～５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年度から目標を高め（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～

●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平成２８年度に初めてＩＳＭＳ認証を７部署で取
得し、平成２９年度にその対象範囲を１４部署に拡大。（平成２８～２９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合計２０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）を大幅に上回り達成。（平成２５～２９年度）

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
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

適化
標準化されたプロセスを改善・改良し、
常に 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

A
P

D
C

A
P

D
C

A
P

D
C

A
P

D
C

ISMS
認証取得

A
P

D
C

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 適化

２～４年目 以降～
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３．財務内容の改善に関する事項



155

評価概要

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

対応する年度計画の項目

評価根拠

【平成２９年度評価】

• 委託契約に基づく売上等の納付を求めるため、報告書徴収（５４
件）及び現地調査（１８回）を実施し、約９百万円の納付を達成。

【期間評価】

• 委託契約に基づく売上等の納付を求めるため、報告書徴収及
び現地調査を実施し、累計約１７３百万円の納付を達成。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ａ Ｂ 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

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ｂ



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５４件（前年度９５件）の報告を徴収し、研究委託先等への現地
調査を１８回（前年度２１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、約９百万円（前年度約１４百万円）の収益納付を達成（収益納付累計額は約１７３百万
円）。
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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２９年度末の繰越欠損金は６２２億円。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



157

評価概要

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

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ｂ

評価根拠

【平成２９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。

【期間評価】

• 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。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ｂ Ｂ 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



• 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３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期中長期計画期間）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
・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 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上で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 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 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

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

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ｂ

評価根拠

【平成２９年度評価】

• 運営費交付金債務について、前年度の３１６億円から１３４億円
に減少。

【期間評価】

• 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２９年度末時点で１３４
億円となり、第２期末の３７５億円から２４１億円減少。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ｂ Ｂ 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



• 独立行政法人における運営費交付金のメリットを 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。政策効果を 大化しつつ、計画
した業務を完了させた。

• 期末における運営費交付金債務は第２期中期計画期間末から２４１億円削減し、１３４億円に減
少。平成２９年度予算額に対して９．０％。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９８億円（ ６．６％）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。これらの取組の結果、第２期中期計画期間と比較し、運営費交付金債務を
約２４１億円削減（第２期期間：３７５億円、第３期期間：１３４億円）。
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運営費交付金の効率的活用の促進

（単位：億円）

３.（３）運営費交付金の効率的活用の促進

平成２９年度の取組

第２期中長期計画期末及び前年度末の運営費交付金債務残額との比較

全体 相手国 補正 全体 相手国 補正 全体 相手国 補正
予算 起因等 予算 予算 起因等 予算 予算 起因等 予算

運営費交
付金総額

（A）
1,219 1,393 1,484

運営費交
付金債務
残額（B）

375 200 0 175 316 46 15 255 134 36 0 98

債務残高
割合

（B/A）
30.8% 16.4% 0% 14.4% 22.7% 3.3% 1.1% 18.3% 9.0% 2.4% 0% 6.6%

平成２８年度(前年度) 平成２９年度

その他 その他 その他
区分

平成２４年度(第２期中計末)
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評価概要

３．財務内容の改善に関する事項

（４）剰余金の適正化

３.（４）剰余金の適正化

対応する年度計画の項目

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ｂ

評価根拠

【平成２９年度評価】

• 平成２９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）で主に研究開発資産売却収入等で計
上された１６６．８億円に加え、運営費交付金債務の全額収益化
に伴う１３４．２億円の計３０１．０億円を計上。

【期間評価】

• 平成２９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）で主に研究開発資産売却収入等で
計上された１６６．８億円に加え、運営費交付金債務の全額収
益化に伴う１３４．２億円の計３０１．０億円を計上。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ｂ Ｂ 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２９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）で主に
研究開発資産売却収入等で計上された１６６．８
億円に加え、運営費交付金債務の全額収益
化に伴う１３４．２億円の計３０１．０億円を計上。
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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 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２９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）で主
に研究開発資産売却収入等で計上された１６６．８億円に加え、運営費交付金債務の全額収益
化に伴う１３４．２億円の計３０１．０億円を計上。

○ 剰余金の適正化

３.（４）剰余金の適正化

注）２９年度末のカッコ内は、運営費交付金債務の全額収益化に伴
う利益剰余金であり、外数。

勘定名
25年
度末

26年
度末

27年
度末

28年
度末

29年
度末

一 般 勘 定 10.9 18.9 21.8 24.0 29.5
(11.9)

電 源 利 用
勘 定

4.6 6.0 6.4 6.7 6.8
(0.2)

エネルギー
需 給 勘 定

27.9 57.7 78.1 89.9 130.5
(122.1)

鉱工業承継
勘 定

0.1 0.1 0.5 － －

合 計 43.4 82.7 106.8 120.6 166.8
(134.2)

[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

•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。

運営費交付金債務の全額を収益化
⇒運営費交付金収益、運営費交付金精算

収益化額



163

評価概要

対応する年度計画の項目

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

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

評価根拠

【平成２９年度評価】

• 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２９年度末において債権残高は総額１２．５億円（対前年度９
百万円の減）。

【期間評価】

• 鉱工業承継業務については、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２９年度末において債権残高は総額１２．５億円（対前年度
９百万円の減）。

※平成２９年度及び第３期中長期目標期間評価はＮＥＤＯ自己評価を記載。

各事業年度の評価

年度評価 中長期目標期間評価

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 見込評価 期間実績評価

評定 Ｂ Ｂ 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

ＮＥＤＯの自己評価 平成２９年度：Ｂ、第３期中長期目標期間：Ｂ



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 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。 164

（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 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 】

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（２４億円）を達成することができた要因

は、保証リスクを低減させるため、保証先との対話を密にしつつ、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
な限り返済計画の見直し・検討を促し、期限前繰上償還等が図られるよう保証先との調整に努め
たことによるものである。（平成２５～２９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 大化に努めている。

•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、債務保証残高も２４億円減少する等、適正に管理を行っている。
（ 平成２５年度期首残高：６社３５億円 → 平成２９年度末残高：３社１１億円 ）

•求償権債権については代位弁済後長期にわたって支払が停滞していたが適切なリスク管理に努め、
平成２８～２９年度にわたって求償先３社から、求償先よりの弁済並びにＮＥＤＯ自らの強制執行手
続きによる配当等により計６７１万円（平成２８年度：９８万円、 平成２９年度：５７３万円）を回収。

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

25期首～29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 △ 2,441百万円

25年度期首 27年度末 28年度末

3,496百万円

29年度末

1,055百万円



リスク管理債権の適正化

【第３期中長期計画期間における実績】

• 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。

（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２９年度末において債権残高は総額１２．５億円（対前年度９百万円の減）。（平成２９年度）
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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

25年度期首 25年度末 26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 備 考

貸付経過業務

（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
（求償権）

1,213,226 1,213,226 1,221,052 1,221,052 1,220,071 1,209,601
新エネルギー利用等債務保証
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
（未収金）

71,894 281,236 275,262 284,064 38,150 39,390
委託等事業における過払い金
の返還等の際に発生した債権
の管理・回収業務

貸付等残高の合計(Ａ) 1,358,901 1,564,643 1,562,895 1,505,116 1,258,221 1,248,991 △109,910 （△8.1％）
（25期首～29年度末 増減）

(Ａ)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% 100%
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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 特別嘱託
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 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）

○ １１分野の技術戦略に基づく新規ナショナルプロジェクトの立案、内閣府
SIPを管理法人として実施していること、エネルギー・環境新技術先導プロ
グラムで採択されたテーマのうち、８件のナショナルプロジェクト化を達成
等の成果があり、企画・実施段階での活動が高く評価できる。

○ 産業構造の変化、企業の盛衰などを見据えて、柔軟に対応することが求
められており、プロジェクトでの予測を越えるような事態に進展に応じ、迅
速に対応できる技術開発の方向性を期待したい。

（技術開発型ベンチャー企業等の振興）
○ 新たな試みを実行に移し、既存企業とのマッチングイベントを活発に行い、

研究開発型ベンチャーの振興とその支援者の質と量の拡大に多大な貢
献をしている。

（オープンイノベーションの推進）
○ マッチングイベントやワークショップの開催も目標を上回って、成果を上

げている。

（技術開発成果の事業化支援）
○ 生活支援ロボットの標準化は重要。２９年度は馬乗り型電動車椅子につ

いて、性能評価等の標準化の推進が行われているが、国民にとって必要
性や関心の高い分野であり、評価すべきである。

（情報発信等の推進）
○ 「NEDO Channel」の新規開設は、従来のメディアへの働きかけでは得ら

れない直接的な情報伝達が可能な方法であり評価できる。

（人材の流動化促進、育成）
○ 大学からのクロスアポイント制度を3名に適用した点は特記できる。大学

からの民間企業へのクロスアポイントがなかなか進まない中、大学教員
のマネージメント経験の場として今後有効になると思われる。

平成２９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）
○ 化石燃料に依存しない もクリーンな水素、シリコン電池の変換効率、

海洋や地熱、蓄電池関連のエネルギー分野で目標を達成している。
○ 高効率石炭火力発電の技術開発において、世界 高水準の連続運転

時間の達成や製鉄プロセスでも水素活用技術で排出されるCO₂の30％を
削減できる目途を得るなど、多様な成果を上げている。

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）

○ 働き方改革が求められる中、NEDO働き方改革宣言、オフィスのフリーア
ドレス化の導入など、時代に合わせた意欲的な改革が進められている。

（職員の意欲向上と能力開発）
○ 職員の能力向上は目に見える形で行われているが、意欲向上につなが

る努力は顕著な形にはなっておらず、今後の課題。

（コンプライアンスの推進）
○ 発覚した研究費不正使用はNEDOの根幹を揺るがす極めて重要な事案。

NEDOへの信頼が低下したというような受け止めが必要。直接プロジェク
トに関わった者だけでなく、管理、評価にあたった者などから、不正の兆
候が捉えられたのか否か、掬い上げた事柄を今後の教訓として生かすべ
きである。

○ グループを活用した外注受託開発をどこまで認めるのか等、審査体制を
拡大する必要性を感じる。また、補助金決定後のモニタリング体制につき、
研究費の発生と申請時の予算使用計画との乖離があるのは当然である
が、補助先へのモニタリングの方法を考える必要がある。

○ 今回の事案を反映した確実な再発防止策の策定を望む。

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）

○ 運営交付金債務は、効率的な執行により減少している。
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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 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）

○ 中長期計画の目標は達成できている。
○ 実用化達成状況の追跡調査によるアウトカムは重要であるが、その調

査分析研究が国内外で高く評価されている。国内外で評価された調査分
析手法を他省庁横断的に共有化し、国としてのデータマネジメントの強化
と効率性を追求してほしい。

（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をシームレスに支援する体制が整ってきた。これ

を、ＮＥＤＯ及び経済産業省に閉じることなく、ワンストップで、官民の支援
が一体的に情報入手から手続き・実行を受けられるように、省庁横断的
エコシステム体制をリードしていただきたい。

○ 企画誘導に優れた事例が多いことは評価できる。地域の大学との連携
などをさらに拡大してくことが期待できる。

（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・ベンチャー創造協議会（JOIC)の会員数は設立

当時と比べて５２０％と大幅な増加で、本期間中、顕著な成果を上げるこ
とが出来た項目の一つである。

（技術開発成果の事業化支援）
○ 日本の知財戦略、その標準化調整・推進機能を今後さらに果たしていた

だきたい。

（情報発信等の推進）
○ NEDO情報のうち、日英に加えた多言語の情報発信をどの程度行うかを

今後検討していただきたい。日本発の新たな知の事業化で世界に貢献す
るにあたり、世界から人材を吸引するための情報発信基点をNEDOに期待
したい。

（人材の流動化促進、育成）
○ NEDOと外部との人材交流を活発にし、研究成果を高め、その成果を事

業化するための人材の厚みを増すために、3年間で若手研究者を延べ
9,094人養成してきた。目標もはるかに上回り、今後の効果が期待できる。

第３期中長期目標期間の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）
○ 世界初の実証試験、世界 高水準の開発、開発システムの上市や製品

化等、採択したプロジェクトについて当初の目標以上の成果を挙げている。
○ 社会実装に向けた共通仕様の策定、国際標準案の提案、装置の搭載、

具体的な製造プロセス構築、工場での稼働等具体的な成果を挙げている。
○ 海洋エネルギーでの海流発電システム開発では100KW規模の世界初と

なる水中浮遊式発電システムの実証試験を完了した点は評価できる。エ
ネルギー分野に関しては、NEDOは我が国で も実用化に近い分野の研
究開発を総合的に担当しており、今後の継続的な成果の創出が大いに
期待される。

○ エネルギーに関する国際的課題解決に貢献するため、中東・アフリカ地
域など新たな実施国の拡大をはかり、我が国のエネルギーセキュリティ
の確保、エネルギー産業の海外展開、市場開拓にも貢献。

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）

○ 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をベースに、
機動的、効率的な組織体制が構築されている。

（職員の意欲向上と能力開発）
○ 研究支援のプロの機関には、博士学位や修士学位の職員が普通の状況

を作り出さないと、海外との交流にも見劣りするので、国内外での学位取
得は積極的に支援する必要がある。

（業務・システムの 適化）
○ 新情報基盤サービスの導入により情報セキュリティ対策を一層強化した

点は、地味ではあるが確実に実施している点で評価できる。

（コンプライアンスの推進）
○ 積み重ねで築き上げた信頼が下がった。研究開発を委縮させることなく、

適切な執行体制を再構築することが求められる。

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平成２９年度末時点で１３４億円となり、第2期末の
３７５億円から大幅に減少できている。


