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項目 年度評価 評点 評価比率

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 ７５．０％

＜ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野＞ Ａ ３．７ １８．７５％

＜省ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境分野＞ Ａ ３．９ １８．７５％

＜産業技術分野＞ Ａ ４．３ １８．７５％

＜新産業創出・ｼｰｽﾞ発掘等分野＞ Ａ ３．８ １８．７５％

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 Ｂ ３．０ ７．５％

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 Ｂ ３．０ ７．５％

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 Ｂ ３．０ １０．０％

総合評価 Ａ ３．７

※評点は、Ｓ＝５、Ａ＝４、Ｂ＝３、Ｃ＝２、Ｄ＝１とし、それぞれの評価比率を
掛け合わせて合算し、以下のとおり総合評価を算出。
Ｓ ： ４．５＜Ｘ≦５．０
Ａ ： ３．５＜Ｘ≦４．５
Ｂ ： ２．５＜Ｘ≦３．５
Ｃ ： １．５＜Ｘ≦２．５
Ｄ ： １．０≦Ｘ≦１．５



（補足説明資料）平成３０年度（2018年度） 業務実績及び自己評価の全体概要（評点詳細）
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（全体評点） （内訳）

項目 評価 評点 評価比率 評価 評点 評価比率

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 ７５．０％

＜ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野＞ Ａ ３．７４ ※３ １８．７５％

・数値目標の達成状況 （B） (３．５２ ※１) （10.00％)

・数値目標以外（研究開発プロジェクトの実施及び
研究開発マネジメント）の取組の成果

（A） (４．００ ※２) (8.75％)

＜省ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境分野＞ Ａ ３．８６ ※３ １８．７５％

・数値目標の達成状況 （A） (３．７４ ※１) （10.00％)

・数値目標以外（研究開発プロジェクトの実施及び
研究開発マネジメント）の取組の成果

（A） (４．００ ※２) (8.75％)

＜産業技術分野＞ Ａ ４．３４ ※３ １８．７５％

・数値目標の達成状況 （A） (３．７６ ※１) （10.00％)

・数値目標以外（研究開発プロジェクトの実施及び
研究開発マネジメント）の取組の成果

（S） (５．００ ※２) (8.75％)

＜新産業創出・ｼｰｽﾞ発掘等分野＞ Ａ ３．８４ ※３ １８．７５％

・数値目標の達成状況 （A） (３．７０ ※１) （10.00％)

・数値目標以外（研究開発プロジェクトの実施及び
研究開発マネジメント）の取組の成果

（A） (４．００ ※２) (8.75％)

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 Ｂ ３．０ ７．５％

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 Ｂ ３．０ ７．５％

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 Ｂ ３．０ １０．０％

総合評価 Ａ ３．７１ ※４

※１：中長期目標・計画に定める数値目標１０項目に
ついて、３０年度における数値達成状況により評価。
その際、重要な数値目標（基幹目標）の評価ウエイ
トをその他の数値目標の２倍とする。

・数値目標を大幅に上回り（120%以上）、かつ、
質の高い成果が得られている場合：Ｓ（５点）
・数値目標を大幅に上回る場合（120%以上）：A(４点)
・数値目標を上回る（100%以上120%未満）：B（３点）
・目標を下回る（100%未満）：C（２点）又はD（１点）

数値目標１０項目について、評価結果の和を表示。

※２：実施した研究開発プロ
ジェクトの成果及び研究開発
マネジメントの取組の成果並
びにこれらによる将来的なア
ウトカム効果を評価。

・特に顕著な成果：S(５点)
・顕著な成果：A（４点）
・着実な成果：B（３点）
・工夫・改善を期待：C（２点）
・抜本的改善が必要：D（１点）

※３ 数式により自動計算：
（例）エネルギーシステムの計算例

(3.52×（10/18.75）)+(4.00×(8.75/18.75）)＝3.74 →Ａ

※４ 数式により自動計算：
①エネルギーシステム 3.74×0.1875（評価比率）＝0.702
②省エネ・環境 3.86×0.1875（評価比率）＝0.724
③産業技術 4.34×0.1875（評価比率）＝0.814
④新産業創出 3.84×0.1875(評価比率)＝0.720
Ⅱ.業務運営 3.0×0.075（評価比率）＝0.225
Ⅲ.財務内容改善 3.0×0.075（評価比率）＝0.225
Ⅳ.重要事項 3.0×0.1（評価比率）＝0.3
計算：0.702(①)+0.724（②）+0.814（③）+0.720(④)＋
0.225(Ⅱ.)+0.225(Ⅲ.)+0.3(Ⅳ.)＝3.71 →Ａ

評価と評点の関係
Ｓ ： ４．５＜Ｘ≦５．０
Ａ ： ３．５＜Ｘ≦４．５
Ｂ ： ２．５＜Ｘ≦３．５
Ｃ ： １．５＜Ｘ≦２．５
Ｄ ： １．０≦Ｘ≦１．５
※小数点第２位を四捨五入
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項目 年度評価 評価根拠

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の
業務の質の向上に関する事項

＜ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野＞ Ａ ・数値目標について、基幹目標となっている実用化達成率（数値目標１．－１）、非連続なナショナ
ルプロジェクトにつながるテーマの比率（数値目標１．－３）、産学連携研究開発プロジェクトに
つながった技術戦略の割合（数値目標３．－１）について、目標値を達成済。
・世界初となる 「水素閣僚会議」を１０月に東京で開催。世界２１カ国の代表等が参加。
・水素エネルギー、次世代蓄電池などの技術開発において世界初となる成果等を創出。

＜省ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境分野＞ Ａ ・数値目標について、基幹目標となっている実用化達成率（数値目標１．－１）、非連続なナショナ
ルプロジェクトにつながるテーマの比率（数値目標１．－３）、産学連携研究開発プロジェクトに
つながった技術戦略の割合（数値目標３．－１）について、目標値を達成済。
・高効率石炭火力発電、ＣＣＳ（二酸化炭素回収貯留）などの技術開発において世界初となる成
果等を創出。

＜産業技術分野＞ Ａ ・数値目標について、基幹目標となっている実用化達成率（数値目標１．－１）、非連続なナショナ
ルプロジェクトにつながるテーマの比率（数値目標１．－３）、産学連携研究開発プロジェクトに
つながった技術戦略の割合（数値目標３．－１）について、目標値を達成済。
・ 「World Robot Summit 2018（ＷＲＳ2018）」を１０月に東京で開催。世界２３カ国・地域から１２６
チームが参加。国内外のメディアで多数紹介。

・ドローン、次世代レーザー、人工光合成等などの技術開発において世界初となる成果等を創出。

＜新産業創出・ｼｰｽﾞ発掘等分野＞ Ａ ・数値目標について、基幹目標となっている非連続なナショナルプロジェクトにつながるテーマの
比率（数値目標１．－３）、外部資金獲得額（数値目標２．－２）について、目標値を達成済。
・ＮＥＤＯピッチイベントの開催により、NDA締結等の協業の成立が７件実現。
・オープンイノベーション白書（第２版）を公表。
・「J-Startup」事業の実施。地方自治体や地域の大学との連携による技術シーズの発掘を推進。

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 Ｂ ・新たなプロジェクトマネジメントシステム（新ＰＭＳ）の開発・テスト等を実施。
・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し、文書決裁手続きを電子化。
・機動的な組織運営のため、「次世代電池・水素部」、「ムーンショット型研究開発事業準備室」を
設置。

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 Ｂ ・適切な予算の執行管理を実施（運営費交付金債務は３０７億円。）
・債務保証経過業務について、求償権債権（１２億円）の売却完了。

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 Ｂ ・情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＩＳＭＳ）の認証に
ついて、新たに７部署が取得し、全部署（計２１部署）に拡大。
・２０１７年度に発覚した研究費の不正使用事案を踏まえ、再発防止策を検討し、臨時検査（抜き
打ち検査）など、一部試行運用を実施。

総合評価 Ａ



平成３０年度（2018年度） 業務実績の項目別概要

5

項目 エネルギーシステ
ム分野

省エネルギー・環
境分野

産業技術分野 新産業創出・シー
ズ発掘等

（備考）

１.技術開発マネジメント等による研究開発成果の社会実装の推進

（１）世界最先端の研究開発プロジェクトの実施と成果の最大化

数値目標
１．－１
【基幹目標】

・「ナショナルプロジェク
ト（非連続ナショナルプ
ロジェクト除く）」につい
て、プロジェクト終了５
年経過後の実用化達
成率２５％以上
＜※１＞

目標：
２５％以上

目標：
２５％以上

目標：
２５％以上

－

（対象外）

〇２０１８年度にプロ
ジェクト終了５年経
過する案件（２０１２
年度終了分）につい
て、追跡調査を実施
した結果を集計。

○期間全体見込みは、
プロジェクト終了後５
年経過していないが、
途中段階の追跡調
査において実用化
が判明した事業者
分を集計した結果
（暫定値）。

実績：
2012年度終了分
６９．４％
（２５事業者／
３６事業者）

期間全体見込み
３８．０％
（４６事業者／
１２１事業者）

実績：
2012年度終了分
２８．９％
（１１事業者／
３８事業者）

期間全体見込み
３６．４％
（２４事業者／
６６事業者）

実績：
2012年度終了分
２１．７％
（２０事業者／
９２事業者）

期間全体見込み
３０．０％
（７４事業者／
２４７事業者）

・第４期において終了５
年経過していないナ
ショナルプロジェクト
（非連続ナショナルプ
ロジェクト除く）につい
て、事後評価における
実用化見通しを基に
実用化達成率の将来
予測を実施。その最上
位又は上位の区分と
なる比率を５０％以上
＜※１＞

目標：
５０％以上

目標：
５０％以上

目標：
５０％以上

－

（対象外）

○２０１８年度に事後
評価を実施したプロ
ジェクトの評価結果
を集計。

実績：
５０％
（１プロジェクト／
２プロジェクト）

－
（2018年度は事後評
価対象プロジェクト
無し）

実績：
５０％
（１プロジェクト／
２プロジェクト）

Ⅰ．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上

※１： 第４期中長期目標期間全体、かつ、評価単位で達成する目標

数値目標の実績①
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項目 エネルギーシステ
ム分野

省エネルギー・環
境分野

産業技術分野 新産業創出・シー
ズ発掘等

（備考）

（２）技術開発マネジメントの機能強化

数値目標
１．－２

・ナショナルプロジェクト
における事後評価項
目「マネジメント」及び
「成果」について、最上
位又は上位の区分の
評価となる比率７０％
以上。
＜※１＞

目標：
７０％以上

目標：
７０％以上

目標：
７０％以上

－

（対象外）

○２０１８年度に事後
評価を実施したプロ
ジェクトの評価結果
を集計。

実績：
５０％
（１プロジェクト
／２プロジェクト）

－
（2018年度は事後
評価対象プロジェク
ト無し）

実績：
５０％
（１プロジェクト
／２プロジェクト）

（３）技術戦略に基づいたチャレンジングな研究開発の推進

数値目標
１．－３
【基幹目標】

・ナショナルプロジェクト
実施前に行う先導研
究において、外部審査
委員会において非連
続ナショナルプロジェ
クトにつながるものとし
て分類されるテーマを
全体の４０％以上。
＜※１＞

目標：
４０％以上

目標：
４０％以上

目標：
４０％以上

目標：
４０％以上

○ＮＥＤＯ先導研究プ
ログラム／新技術
先導研究プログラ
ムにおいて設定し
た課題のうち、非連
続性がある課題を
集計。

実績：
１００％
（非連続課題３
／設定課題３）

実績：
１００％
（非連続課題４
／設定課題４）

実績：
６６．７％
（非連続課題２
／設定課題３）

実績：
５４．５％
（非連続課題６
／設定課題１１）

（４）国際標準化等を通じた研究開発成果の事業化支援

数値目標
１．－４

・ナショナルプロジェクト
における国際標準化
に係る取組を含んだ
基本計画のうち、ＩＳＯ
等国際標準化の提案
を行ったプロジェクトの
比率を１５％以上。
＜※１＞

目標：
１５％以上

目標：
１５％以上

目標：
１５％以上

－

（対象外）

実績：
１６．７％
（提案数１
／基本計画６

実績：
０％
（提案数０
／基本計画３）

実績：
３０．８％
（提案数４
／基本計画１３）

数値目標の実績②

※１： 第４期中長期目標期間全体で、かつ、評価単位で達成する目標
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数値目標の実績③

※３： 毎年度ごと、かつ、評価単位で達成する目標

項目 エネルギーシステ
ム分野

省エネルギー・環
境分野

産業技術分野 新産業創出・シー
ズ発掘等

（備考）

プロジェクト終了後の取組

○技術シーズのマッチ
ング件数
＜※３＞

目標：
１００件以上

目標：
１００件以上

目標：
５００件以上

目標：
５００件以上

実績：
２７０件

実績：
１１４件

実績：
１，３５５件

実績：
１，１２３件

○展示会等（展示会、
セミナー、成果報告
会等）において、
NEDO事業成果に
関する展示・発表等
を行い、問い合わ
せ、資料請求、サン
プル提供等があっ
たものを集計。
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項目 エネルギーシステ
ム分野

省エネルギー・環
境分野

産業技術分野 新産業創出・シー
ズ発掘等

（備考）

（１）オープンイノベーションの促進
（２）研究開発型ベンチャー企業の育成

数値目標
２．－１

・新規採択額に占める
中堅・中小・ベン
チャー企業の割合
NEDO全体で２０％以
上
＜※１＞

目標：

１５％以上

目標：

１５％以上

目標：

１５％以上

目標：

６０％以上

○２０１８年度に新規
契約・交付した総額
のうち、中堅・中小・
ベンチャーの採択
額の割合

○ＮＥＤＯ全体の実績
は３２．４％

実績：
２１．９％

実績：
５７．４％

実績：
１６．５％

実績：
８４．７％

数値目標
２．－２
【基幹目標】

・NEDOの支援をきっか
けとして、研究開発型
ベンチャーが民間VC
等から得た外部資金
をNEDO支援額で除し
て得られる倍率につい
て、３．４６倍以上（第
３期中長期目標実績
から５割引き上げ）と
する。
＜※２＞

－

（該当なし）

－

（該当なし）

－

（該当なし）

目標：
０．６９倍
（２０１８年度計画
（平成３０年度計
画））

○「シード期の研究
開発型ベンチャー
（ＳＴＳ）に対する事
業化支援」、
「NEDO 
Entrepreneurs 
Program（ＮＥＰ）」
事業において、ＮＥ
ＤＯが支援した研
究開発型ベン
チャーが民間VC
等から得た資金額
を集計。

実績：
１．５２倍
（外部資金獲得額：

1,978百万円／
NEDO支援額：

1,299百万円）

数値目標の実績④

※１： 第４期中長期目標期間全体で、かつ、評価単位で達成する目標
※２： 第４期中長期目標期間全体で（年度計画に当該年度の目標値設定あり）、かつ、評価単位で達成する目標
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項目 エネルギーシステ
ム分野

省エネルギー・環
境分野

産業技術分野 新産業創出・シー
ズ発掘等

（備考）

（１）技術情報の収集・分析に関する機能強化及び技術戦略の策定

数値目標
３．－１
【基幹目標】

・産学連携研究開発プ

ロジェクトにつながっ

た技術戦略の割合

延べ１１０％以上。

＜※１＞

目標：

１１０％以上

目標：

１１０％以上

目標：

１１０％以上

－

（対象外）

○技術戦略は２０１８
年度に策定した数
を集計。

○プロジェクト数は２
０１９年度予算要求
につながった件数と
先導研究の課題設
定数を集計。

実績：
１５０％
（プロジェクト：６件
／技術戦略：４件）

実績：
１５０％
（プロジェクト：３件
／技術戦略：２件）

実績：
３００％
（プロジェクト：９件
／技術戦略：３件）

（２）人材の流動化促進、育成

数値目標
３．－２

・ＮＥＤＯプロジェクトに
参加する若手研究者
等NEDO全体で年間１，
４００人以上。
＜※３＞

目標：

５００人

目標：

２００人

目標：

５００人
目標：
２００人

○２０１８年度の新規
委託契約のうち、40
歳以下の研究者と
女性研究者の数を
集計。

○ＮＥＤＯ全体の実績
合計は１，８２６人

実績：

５８８人

実績：

２７２人

実績：

９０６人
実績：
６０人

数値目標の実績⑤

※１： 第４期中長期目標期間全体で、かつ、評価単位で達成する目標
※３： 毎年度ごと、かつ、評価単位で達成する目標
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項目 エネルギーシステ
ム分野

省エネルギー・環
境分野

産業技術分野 新産業創出・シー
ズ発掘等

（備考）

１.技術開発マネジメント等による研究開発成果の社会実装の推進

（５）技術開発マネジメントの実施

①ナショナルプロジェクトの実施 〇将来的な経済効果（アウトカム）を推計する新たな取組として、基本計画におけるアウトカム
目標の考え方を整理するための「アウトカム目標設定ガイドライン」を５月に策定。

②ナショナルプロジェクト以外の事業
の実施（実証事業、テーマ公募型事
業、国際実証・国際共同事業）

○テーマ公募型事業においては、地方自治体や経済産業局等と連携し、全国で制度説明会等
を７４回実施し、提案者の掘り起こし等を実施。

③国際的な議論への貢献及び関係
機関との連携等

〇第５回「Innovation for Cool Earth Forum（ＩＣＥＦ）」を１０月に開催。「CO2ネット・ゼロ・エミッショ
ン」という目標の達成に向け、約７０か国・地域から１，０００名以上の産学官関係者が参加。
ＩＣＥＦロードマップ「二酸化炭素の直接空気回収(DAC)」を作成し、 COP２４ （ポーランド）のサ
イドイベントでICEF年次総会の成果とともに発表

〇世界初となる 「水
素閣僚会議」を１０
月に東京で開催。
閣僚級、関係企業
のトップを含め、世
界21カ国・地域・機
関の代表等が参加
し、グローバルな水
素利活用に向けた
政策の方向性等を
共有。

－ 〇 「World Robot 
Summit 2018（ＷＲ
Ｓ2018）」を１０月に
東京で開催。世界
各国から参加者を
公募し、２３ヵ国・地
域から１２６チーム
が参加。

○「Silicon Valley 
Immersion Program  
２０１８」を７月及び
１１月に米国で開催。
日本から合計９社
のベンチャー企業
が参加し、現地の
ベンチャーキャピタ
ル等とマッチング活
動を実施。

④各事業の効率的な実施 ○事業実施期間を踏まえ、引き続き複数年度契約、交付決定を適宜実施するとともに、事業実
施者からの要望などを踏まえ、保守費の計上可能範囲を拡大するなど、制度、手続面の改善
を実施。

⑤各事業における技術流出の防止 ○公募要領へ安全保障貿易管理の留意点の記載や事業者の管理体制の確認等を実施。

（６）特定公募型研究開発業務の実施

○ムーンショット型研究開発事業を実施するため国から交付される補助金により基金を設置。
○機構内に「ムーンショット型研究開発事業準備室」を設置。

数値目標以外の定性的な取組に係る実績①
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項目 新産業創出・シーズ発掘等 （備考）

２．世界に通用するオープンイノベーションの促進と研究開発型ベンチャー企業の育成

（１）オープンイノベーションの促進

オープンイノベーション・ベンチャー創
造協議会（ＪＯＩＣ）

○オープンイノベーション白書（第二版）を６月に公開。第三版に向けた調査を開始。
〇NEDOピッチについて、関係機関（内閣府、厚生労働省やJEITA等）と連携し、９回開催。参加
者のうち、NDA締結等の協業の成立が７件実現。

○オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会の会員数は１３６６者（２０１９年４月１日現在）
となり、昨年同時期より１８％増加。

（２）研究開発型ベンチャー企業の育成

研究開発型ベンチャー企業の育成 ○「研究開発型ベンチャー支援事業」により、２０１８年度は４９件のベンチャー・起業家を支援。
○個人の起業・新規事業立ち上げを後押しするNEDO Entrepreneurs Program（ＮＥＰ）事業を開
始。

○機構からの支援を受けた研究開発型ベンチャーのうち、２０１８年度は新たに３社が上場。こ
れまでに上場した２３社の時価総額合計は、1兆２，７９１億円。

「J-Startup」事業 ○「J-Startup」事業の事務局として、経済産業省やＪＥＴＲＯ等と協力し、ローンチセレモニー（大
臣参加）等、関連機関へのＰＲ・関係構築等のためのイベントを１１回開催。

○支援対象となるスタートアップ企業として、９２者を設定（うち４３者は過去にＮＥＤＯ利用事業
者）。

○事業カタライザー等の有識者及び関連機関とのネットワークを活用し、推薦人６６名及びサ
ポーター企業１３９社(２０１９年３月末時点)の支援体制の構築に貢献。

地域の技術シーズの発掘 ○川崎市と５月に「起業家支援のワンストップ拠点に関する覚書」を締結。起業家支援拠点
（Kawasaki-NEDO Innovation Center（K-NIC））を２０１９年３月に開設。

○地域の大学と起業家支援に係る相互協力の覚書を締結（九州大学（５月）、広島大学（１月）、
東北大学（２月）、名古屋大学（３月）、神戸大学（３月））。

○地域初の技術シーズ１９件を発掘し、研究開発型ベンチャー支援事業により支援。

数値目標以外の定性的な取組に係る実績②
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項目 エネルギーシステ
ム分野

省エネルギー・環
境分野

産業技術分野 新産業創出・シー
ズ発掘等

（備考）

３．技術に対するインテリジェンス向上による技術開発マネジメントの強化

（１）技術情報の収集・分析に関する機能強化及び技術戦略の策定

○人工知能、リサイクル促進、水素など９分野の技術戦略を策定・改訂を実施。

○非連続イノベーションシーズ研究会を新たに開催（2018年度、4回開催）。技術シーズ起点の

技術戦略テーマのアイデア創発を促進。

○海外における技術情報収集・分析に関する機能強化をすべく、技術戦略研究センターに「海

外技術情報ユニット」を新設（２０１８年４月）。これまでの技術分野別の技術情報収集に加え

て、地域別に最新の技術トレンドの収集を開始

（２）人材の流動化促進、育成

○民間企業・大学・研究開発法人等から２８８名（うち、クロスアポイントメント制度適用者２名）を

受け入れ。幅広い人事交流を実施。

○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育成講座を実施。

延べ６００名超の職員が参加。

（３）情報発信の推進

○「風力発電」、「海洋エネルギー」、「人工知能×ロボット」、「人工知能を支えるハードウェア」

に関するTSC Foresight セミナーを開催（2018年度３回開催）。

○海外の研究開発動向について、海外公的機関の最新情報の概要を取りまとめたＮＥＤＯ海外

技術情報を２３７件発信。

○人工知能やロボットなどのＮＥＤＯプロジェクトを核とした人材育成講座（ＮＥＤＯ特別講座）を

２講座３拠点で開催。

数値目標以外の定性的な取組に係る実績③
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項目 エネルギーシステム分野 省エネルギー・環境分野 産業技術分野 新産業創出・シーズ発掘等

技術分野

毎の取組

〇2018年度新規ナショナルプロ

ジェクト（４事業）については、９

月末までに全件公募・採択決定

済み。

〇2018年度新規ナショナルプロ

ジェクト（２事業）については、９

月末までに全件公募・採択決定

済み。

○2018年度新規事業（４事業）に

ついては、１１月末までに全件

公募・採択決定済み。

○2018年度から開始するＳＩＰ（４

事業）については、１２月末まで

に公募・採択決定済み。

〇2018年度新規ナショナルプロ

ジェクト（２事業）については、９

月末までに全件公募・採択決定

済み。

（成果事

例）

○水素エネルギー

・神戸市ポートアイランドの水

素ガスタービン発電設備（１

ＭＷ級実証プラント）におい

て、世界で初めて市街地で

の水素１００％による熱電供

給を達成。

・福島県浪江町において、世界

最大級の水電解水素製造装

置（10MW 定格運転時で年

間900ｔの水素製造（FCV 1

万台/年相当））を備えた「福

島水素エネルギー研究

フィールド（Fukushima Hydrogen 

Energy Research Field （FH2R））」

の建設工事を開始。

○高効率石炭火力発電

・酸素吹石炭ガス化複合発電

技術（ＩＧＣＣ）実証試験が完

了。１７万ｋW規模のプラント

としては世界最高レベルの

発電効率４０．８％（送電端）

を達成。現在普及している

超々臨界圧微粉炭火力に比

べＣＯ₂排出量を１５％程度削

減する目処を得た。

○ドローン

・火災現場への進入と近距離

空撮が可能な、世界初300℃

耐火型ドローンを開発。

・無人航空機による、世界初の

有人ヘリコプター衝突回避の

模擬飛行試験に成功。

・「ロボット性能評価手順書」を

公表。

○先導研究

・エネルギー・環境分野を対象

とした先導研究に加え、新た

に新産業創出に結びつく産

業技術分野を対象とし先導

研究を実施。2018年度は新

たに１１件がナショナルプロ

ジェクトに移行。

・成果例として、実用サイズの

プロトン導電性セラミック燃

料電池セル（ＰＣＦＣ）の作製

に世界で初めて成功。

○革新型蓄電池

・蓄電池への適用は困難とされ

ていた金属フッ化物の電極

活物質を用いたハロゲン化

物電池について、世界で初

めて実セルの充放電作動を

実証。

○ＣＣＳ（二酸化炭素回収貯留）

・北海道苫小牧市のＣＣＳ実証

試験サイトにおいて、分離・

回収したＣＯ₂を地中貯留す

るとともに、貯留したＣＯ₂の

挙動（移動・拡がり）と状況

（温度・圧力）についてモニタ

リングする、日本初の大規模

ＣＣＳ一貫システムの実証試

験を実施。

○次世代人工知能・ロボット

・世界最長10mの超長尺多関

節ロボットアームを開発。水

平方向10kg保持を達成。廃

炉調査等、インフラ点検等へ

応用が期待。

・世界初の100：1の減速比でも

逆駆動可能なギヤを開発。

○ＡＩベンチャー支援

・「Connected Industries」で定

める重点分野（自動走行等）

において、人工知能に関す

る先端的なソリューションや

技術を保有するＡＩベン

チャーとデータを保有する事

業会社との連携によるＡＩシ

ステム開発を支援。

技術分野ごとの取組に係る実績①
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項目 エネルギーシステム分野 省エネルギー・環境分野 産業技術分野 新産業創出・シーズ発掘等

（成果事

例）

○太陽電池

・日本発の太陽電池である「ペ

ロブスカイト太陽電池」につ

いて、世界で初めて大面積

化（７０３ｃｍ２）を実現すると

ともに、高い変換効率（１１．

７％）を達成。

○省エネルギー

・戦略的省エネルギー技術革

新プログラムにおいて、「航

空機出発遅延抑制システ

ム」を開発し、空港では世界

初となる基礎評価試験を実

施。また、放射線耐性の高い

半導体チップ「NB-FPGA」を

開発。従来比1/10の消費電

力を実現。

○次世代レーザー

・世界で初めて、レーザー加工

（純銅の溶接・積層）と切削5

軸加工の工程を集約可能な

ハイブリッド複合加工機を実

現。

・青色半導体レーザー装置の

世界最高出力1kWを達成（出

力100Wの従来品の10倍を実

現）。

○福祉、宇宙分野等のベン

チャー支援

・福祉用具の実用化開発支援

事業において、視覚障がい

者が９５％以上の確率で読

取りに成功する、ＱＲコードで

印刷物を音声化するシステ

ムの開発に成功。

・宇宙産業におけるシームレス

な支援を実施するため、内閣

府、経産省とともに、Web上

でマッチングサイト（宇宙ビジ

ネス投資マッチング・プラット

フォーム（Ｓ-Ｍａｔｃｈｉｎｇ））を

創設。

○洋上風力発電

・日本初のバージ型浮体式洋

上風力発電システム実証機

を開発し、実証海域に設置

完了、試験運転開始。

○未利用熱

・熱電変換材料の新形成法を

確立し、従来材料の約2倍の

性能を実現。また、国際標準

化の展開を見据え、従来は

面内方向のみ評価されてい

た熱電変換性能を厚さ方向

で正確に計測する手法を世

界で初めて開発。

○人工光合成

・シミュレーションにより有望材

料の一つと考えられていた

窒化タンタルにおいて、良質

な結晶成長法を開発し、世

界で初めて水の全分解の実

証に成功。

・世界最高レベルの太陽光エネ

ルギー変換効率５．５％を達

成。

技術分野ごとの取組に係る実績②
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項目 主な取組

（１）業務の効率化 ○機構・事業実施者間の双方でプロジェクト進捗に係る管理情報の共有が可能となる新たなプロジェクトマネジメントシス

テム（新ＰＭＳ）の開発・テスト等を実施（２０１９年５月から利用開始）。

○業務運営の効率化、綿密な連絡体制の構築等を推進するため、ＮＥＤＯ内にテレビ会議システムを導入。

○ＮＥＤＯ内の定型業務の効率化等を図るため、RPA（Robotic Process Automation）等の技術の導入可否及び効果の検

証調査を実施。

（２）機動的・効率的な

組織・人員体制

○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、２０１８年４月に「次世代電池・水素部」を設置。

○ムーンショット型研究開発事業を実施するため、２０１９年２月に「ムーンショット型研究開発事業準備室」を設置。

○国の政策や民間企業の開発戦略等の策定にかかる知見・経験を深めるべく、他機関へ１７名の職員を派遣。

（３）外部能力の活用 ○引き続き、専門機関の活用が適当と考えられる業務については、外部委託を活用。

（４）業務の電子化の推

進

○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し、文書決裁手続きを電子化（２０１９年４月から利用開

始）。

（５）自己改革と外部評

価の徹底

○２０１８年度は、ナショナルプロジェクト７件の中間評価及び４件の事後評価について、必要性、効率性、有効性の観点

にも留意し、外部専門家・有識者による評価を実施。

（６）適切な調達の実施 ○「調達等合理化計画」に基づき、一般競争入札による契約を原則とするとともに、一者応募だった場合の公募期間の延

長、仕様書の具体性の確保など、引き続き競争性の確保を推進。

Ⅱ．業務運営の効率化

項目 主な取組

（２）繰越欠損金の減少 ○基盤技術研究促進事業について、売上納付を求めるため報告書徴収（５０件）及び現地調査（１３件）を実施し、８百万

円の収益納付を達成。

○２０１８年度に償還期限を迎えた保有有価証券に係る政府出資金について、２０１９年4月に国庫納付済。

（３）自己収入の増加へ

向けた取組

○研究開発資産の売却等により、引き続き自己収入の獲得に努めた。

（４）運営費交付金の適

切な執行に向けた取組

○年度末における契約済又は交付決定済でない運営費交付金債務を抑制するために、事業の進捗状況の把握等を中心

とした予算の執行管理を実施。２０１８年度末の運営費交付金債務は３０７億円。

（５）債務保証経過業務 ○新エネルギー債務保証業務については、債務保証中の３社について事業の実施状況の確認及び財務状況の把握に努

め、適正に管理。（３月末保証残額３社９億円）

○これまで完済が見込めなかった求償権債権（１２億円）を債権売却することにより債権処理を完了。

Ⅲ．財務内容の改善
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項目 主な取組

（１）積極的な広報の推

進

○ニュースリリースを１４３件、記者会見（現地見学会を含む）を３１件実施し、新聞記事１４００件以上、テレビ放映３０件以

上の露出。ＮＥＤＯを主体とした新聞記事の露出が約６０％増加（前年度比）。

（２）法令遵守等内部統

制の充実及びコンプラ

イアンスの推進

○内部統制について、内部統制・リスク管理推進委員会を設置・開催し、内部統制の仕組みが有効に機能しているかの

点検・検証を実施。

○職員向けにコンプライアンス研修を毎月開催。

（３）不正事案への対処 ○２０１７年度に発覚した研究費の不正使用事案を踏まえ、再発防止策を検討し、運用マニュアル等を改定。臨時検査（抜

き打ち検査）など、一部試行運用を実施。

○リスク管理体制の強化に向けた新たな組織体制の検討を行い、「リスク管理統括部」を設置（２０１９年４月設置）。

（４）情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策の

推進

○２０１８年１２月に情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＩＳＭＳ）の認証について、

新たに７部署が取得し、全部署（計２１部署）に拡大。

（５）情報公開・個人情

報保護の推進

○機構職員を講師とする情報公開・個人情報保護研修を毎月開催。

（６）職員の能力向上と

長期的なキャリア開発

○「国の政策や民間企業の開発戦略等の策定にかかる知見・経験を深めるべく、外部の関係６機関へ計１７名の職員を

派遣（目標：１名以上）。新たに京都大学への派遣（准教授として）を開始するなど、派遣先をさらに拡大。

○プロジェクト・マネジメントに必要な専門知識を習得させるため、２名の職員を国内外の大学院に派遣（目標：２名以上）。

○２０１８年度からテレワーク制度を導入（４５名が利用）するなど、「働き方改革」を推進。

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項


