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Ⅰ．研究開発成果の最大化その他の業務の
質の向上に関する事項



●評価のポイント
• ２０１２年度終了案件（２０１８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、「エネルギーシステム」が６９．

４％、「省エネルギー・環境」が２８．９％、「産業技術」が２１．７％。
• ２０１３～２０１４年度に終了した案件について、終了後４年目までの追跡調査（６年目に最終調査を実施するため暫定値）により、

既に実用化を達成していることが明らかになった案件を含めた中長期計画期間全体の実績は、「エネルギーシステム」が３８．
０％、「省エネルギー・環境」が３６．４％、「産業技術」で３０．０％となっており、目標を上回る見通し。

（課題と対応）
• 基礎的・基盤的なプロジェクトが多い年など、年度単位では実用化率が低い場合もあるが、中長期計画期間全体では、目標を上

回って順調に推移する見通し。

• 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４期中長期目標期間全体で、事業終了後、５年経過後時点でセグメント
毎に実用化達成率２５％以上とする目標を設定。

プロジェクト
終了年度

セグメント
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

2012年度
（2018年度調査

対象事業）

エネルギーシステム 3 0 8 7 18 36 69.4%
省エネルギー・環境 4 0 23 5 6 38 28.9%
産業技術 16 16 40 13 7 92 21.7%

2013年度
（2019年度調査

対象事業）

エネルギーシステム 2 2 10 5 2 21 33.3%
省エネルギー・環境 1 1 13 5 8 28 46.4%
産業技術 6 6 20 6 14 52 38.5%

2014年度
（2020年度調査

対象事業）

エネルギーシステム 21 10 19 5 9 64 21.9%
省エネルギー・環境 － － － － － － －
産業技術 10 23 36 18 16 103 33.0%

総計
（2012～2014

年度）

エネルギーシステム 26 12 37 17 29 121 38.0%
省エネルギー・環境 5 1 36 10 14 66 36.4%
産業技術 32 45 96 37 37 247 30.0%

表 第４期中長期計画期間における実用化率の状況

（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

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

数値目標１．－１ ナショナルプロジェクト実用化達成率

※２０１３～２０１４年度の数字は、最終調査未了のため今後変動の可能性あり
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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

【参考】実用化達成率の導出に関する補足情報

（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

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進
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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。

• 評価においては、第４期中長期目標期間全体で、 「実用化の見通し」の評点が最上位又は上位
の区分となるプロジェクトを５０％以上（数値目標１．-１）、「マネジメント」及び「成果」の評点がと
もに最上位又は上位の区分となるプロジェクトを７０％以上（数値目標１．-２）とすることを目標と
して設定。

●評価のポイント
• ２０１７年度に終了したプロジェクト４件の事後評価を予定どおり実施し、その結果を公表。
• 評価の結果、「実用化の見通し」 （数値目標１．-１）については、対象案件があった両セグメントとも５０％、「マ

ネジメント」及び「成果」 （数値目標１．-２）については、両セグメントとも５０％。
（課題と対応）
• ２０１８年度は、事後評価の実施件数が少なかったこともあり、一部達成しなかった数値もあったが、ＮＥＤＯに

おいては中間評価の結果を踏まえた、技術開発内容やマネジメントの改善に取り組んでいるところであり（Ｐ○
参照）、中長期計画期間全体では数値目標を達成できるよう努めていく。

数値目標１．－１、１．－２ 事後評価の実施と結果

（２）技術開発マネジメントの機能強化

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

表 第４期中長期計画期間における事後評価時の目標達成状況
数値目標１．－１ 「実用化の見通し」の評点が

最上位又は上位の区分となる比率

セグメント
エネルギー
システム

省エネルギー
・環境

産業技術

目標 ５０％以上 ５０％以上 ５０％以上

２０１８年度
（実績）

５０％
（１件／２件） －

５０％
（１件／２件）

２０１９年度
～２０２２年度

（想定）

１７件実施
予定

７件実施
予定

１５件実施
予定

セグメント
エネルギー
システム

省エネルギー
・環境

産業技術

目標 ７０％以上 ７０％以上 ７０％以上

２０１８年度
（実績）

５０％
（１件／２件） －

５０％
（１件／２件）

２０１９年度
～２０２２年度

（想定）

１９件実施
予定

７件実施
予定

１８件実施
予定

数値目標１．－２ 「マネジメント」及び「成果」の評点が
最上位又は上位の区分となる比率
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セグメント 事業名 マネジメント 成果
実用化の見

通し

エネルギー
システム

海洋エネルギー技術研究開発 2.7 2.6 2.0 

風力発電等技術研究開発／②風力発電高度実用化研究開発 1.6 1.8 1.6 

産業技術

次世代材料評価基盤技術開発／有機薄膜太陽電池材料の基盤技
術開発

2.7 2.7 2.0 

次世代スマートデバイス開発プロジェクト 1.6 2.3 1.4 

（２）技術開発マネジメントの機能強化

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

【参考】２０１８年度事後評価結果（「マネジメント」、「成果」、「実用化見通し」の評点）

（注）事後評価時の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
のうち、「マネジメント」及び「成果」の評点がともに最上位又は上位の区分（３．０点中２．０以上）となるプロ
ジェクトを７０％以上、 「実用化の見通し」の評点が最上位又は上位の区分（３．０点中２．０以上）となるプロ
ジェクトを５０％以上とすることが目標。

「マネジメント」及び
「成果」

「実用化の
見通し」
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数値目標１．－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

●評価のポイント
• ２０１８年度は、すべてのセグメントで目標値を上回って達成。

• 技術開発リスクが極めて高い一方で成功した場合の経済・社会に及ぼす効果が極めて大きい非
連続ナショナルプロジェクトにつながる技術テーマに積極的に取り組むために数値目標を設定。

• ２０１８年度に設定したテーマ２１件のうち、外部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たテーマは１５件。

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

セグメント
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
ズ発掘等分野

合計（参考）

テーマ設定数※ ３ ４ ３ １１ ２１

うち、非連続テーマ数 ３ ４ ２ ６ １５

割合 １００％ １００％ ６６．７％ ５４．５％ ７１．４％

第4期中長期目標期間中
の目標値

４０％ ４０％ ４０％ ４０％

※「ＮＥＤＯ先導研究プログラム／新技術先導研究プログラム」における２０１８年度に設定した研究開発課題。

数値目標１．－３ 非連続ナショナルプロジェクトにつながるテーマ割合比率

（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
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数値目標１．－４ 国際標準化等を通じた研究開発成果の事業化支援

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

（４）国際標準化等を通じた研究開発成果の事業化支援

●評価のポイント
• ２０１８年度は、エネルギーシステム分野、産業技術分野において目標値を上回って達成。
（課題と対応）

• 標準化提案に至るまでには通常数年程度の期間が必要であることから、単年度ではまだ実績が
出ていない分野も存在するが、ＮＥＤＯにおいては「標準化マネジメントガイドライン」の改訂を行
うなどの環境整備を行っているところであり、中長期目標期間で目標達成できるよう務めていく。

• 研究開発成果の社会実装及び国際的な競争力確保への取組を評価するために数値目標を設定。

• ２０１８年度はISO・IEC等の国際標準化団体へ５件の標準案の提案。
• NEDOプロジェクトの実施者が技術開発成果の社会実装として、国際標準化活動を効果的に行うた

めの標準化マネジメントガイドラインを公表。

※第4期中長期目標期間中に実施するナショナルプロジェクトのうち、国際標準化に係る取組を含んだ基本計画が対象。

数値目標１．－４ 国際標準化の提案を行ったプロジェクトの比率

セグメント
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 合計（参考）

標準化提案を行う基本計画数※ ６ ３ １３ ２２

うち、国際標準化提案実績数 １ ０ ４ ５

割合 １６．７％ ０％ ３０．８％ ２２．７％

第4期中長期目標期間中の目標値 １５％ １５％ １５％



（参考）２０１８年度の標準化提案実績

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進
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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

高性能・高信頼性太陽光
発電の発電コスト低減技
術開発

国立研究開発
法人産業技術
総合研究所

IEC TC82/WG2 IEC TS 63209 
ED1

Extended-stress testing of photovoltaic modules 
for risk analysis

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

ゼンリン＋日本
気象協会

ISO TC20/SC16 ISO/AWI 23629-7

UAS Traffic Management (UTM) -- Part 7: UTM 
data and information transfer at interface of traffic 
management integration system and UAS 
service suppliers --Data model related to spatial 
data for UAS and UTM 

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/WG 5 IEC 62988-503-3

Printed electronics- Part 503-3: Quality 
assessment- Measuring method of contact 
resistance for the printed thin film transistor by 
transfer length method

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

株式会社日立
製作所

ISO/IEC 
JTC1/SC39 ISO/IEC 23544 Information Technology -- Data Centres --

Application Platform Energy Effectiveness(APEE)

次世代構造部材創製・加
工技術開発

RIMCOF技術研
究組合

SAE International SAE ARP5416B Aircraft Lightning Test Methods

（提案事例）
事業名 ：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
国際標準案 ：無人航空機システムの運行管理に使用する空間データのデータモデル（仮訳）

（提案先：ISO TC20（航空機及び宇宙機）／SC16（無人航空機システム））
標準案の概要：無人航空機システムの運行管理に使用されるさまざまな空間データ（地形要素、建築物要素、飛行規制要素、動的要

素（気象情報など）を統合するために必要となるデータモデルを規定する。

（４）国際標準化等を通じた研究開発成果の事業化支援
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●評価のポイント
• ハイリスクなナショプロについてはＰＭ中心の体制を

維持しつつ、階層的な管理体制等の事業特性に応じ
たマネジメント体制を採ることができるよう制度を改訂。

• マネジメント能力の底上げを目的として2016年度に開
始したＰＭ育成講座について、2018年度は15回実施。
ＮＥＤＯ職員に加え、「高度専門支援人材育成プログ
ラム」で採用された外部人材31名も受講。戦略策定プ
ロセスへのチーム制導入を踏まえ、マーケティング・ビ
ジネスモデルやアイディア創発等の企画立案に関連
する講義・演習を強化。

• 2018年度末現在のＰＭの内訳は、民間出向が３０名、
プロパーが２１名（うち民間からの転籍１１名）、官庁
出向が１名。

• ＰＭに求められる機能や役割、過去の事例、チェック
リスト等を記した「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、2018年度にＮＥＤＯホー
ムページで公開し、機構外にもマネジメントの知見を
共有するとともに、内閣府や農水省、企業等との意見
交換を実施。

ＰＭ主体のプロジェクト実施体制を推進

11

• 2015年度のＰＭ制導入以降の経験を踏まえ、ガイドラインやマネジメント報告会等により職員の
マネジメント能力を底上げするとともに、事業形態に応じたマネジメント体制の多様化やＰＭ育成
講座のカリキュラムの改訂等の改善を実施。

• 機構職員向けに策定した研究開発マネジメントガイドラインをＮＥＤＯホームページに掲載して外
部に公開し、蓄積されたプロジェクトマネジメントの知見を機構外にも共有。

プロジェクトマネージャー育成講座

マネジメント報告会

研究開発マネジメントガイドライン

マインドセット・基礎知識

知識・スキルの習得

ナレッジの共有

OJT

実務

追
跡
調
査
に
基
づ
く
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

外部公開
機構外との意見交換

外
部
人
材
の
参
加

マネジメント能力向上の取り組み

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施
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• プロジェクトの進捗状況やプロジェクト開始後の社会経済情勢の変化等を踏まえて、実施計画の
見直し等を的確に実施するため、中間評価を実施。

事業名 評価のポイント 反映（対処方針）のポイント

革新型蓄電池実用化
促進基盤技術開発

革新型蓄電池開発と高度解析技術開
発が連携を深めていけるような抜本的
な体制の再構築も進める必要がある。

＜研究開発体制の変更＞
高度解析技術開発グループを解体し、革新型
蓄電池開発グループに併合した新体制を構築。
また、PLを解析技術の専門家から蓄電池の開
発を主導している研究者に交代。

高輝度・高効率次世代
レーザー技術開発

最終的なレーザー加工機を購入する
ユーザーが不在であり、そのため事業
化の計画、マイルストーンが不明瞭と
なっている。

＜マイルストーンの明確化＞
各テーマの開発状況と事業化の見込みに基づ
き、研究開発項目とテーマを再編済。今後、
ユーザーによるテストを進めながら、事業化計
画とマイルストーンを明確にする。

次世代火力発電等技
術開発／②高効率ガス
タービン技術実証事業

実用化・事業化の担い手となるユー
ザーの関与は要検討である。

＜実用化・事業化の担い手の関与＞
実用化・事業化の担い手となる企業を次期体
制に組み込むこととし、実施方針に反映。

中間評価の実施と結果、その反映

●評価のポイント

• ２０１８年度に中間評価対象であったプロジェクト７件について、評価を実施し、評価コメントをまと
めるとともに、評価結果を数値化して提示。

• 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、技術開発内容や
マネジメント等の改善を検討し、実施計画の見直し等を的確に実施。

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施
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セグメント 事業名 位置付け
マネジメン

ト
成果

実用化の
見通し

エネルギー
システム

革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発 3.0 2.2 2.5 2.0

地熱発電技術研究開発 3.0 1.8 2.2 2.0

省 エ ネ ル
ギー・環境

次世代火力発電等技術開発／②高効率ガスタービン技術
実証事業

2.9 2.6 2.9 2.1

高温超電導実用化促進技術開発 2.8 2.2 2.3 2.2

産業技術

高輝度・高効率次世代レーザー技術開発 2.6 2.0 2.1 1.3

植物等の生物を用いた高機能品生産技術開発 3.0 2.4 2.4 1.9

超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト 3.0 2.4 2.3 2.6

【参考】２０１８年度中間評価結果（「マネジメント」、「成果」、「実用化見通し」の評点）

（注）ナショナルプロジェクトの中間評価においては、以下４つの評価項目について評価を行う。
１．事業の位置付け・必要性について
２．研究開発マネジメントについて
３．研究開発成果について
４．成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通しについて

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施
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●評価のポイント
• アンケート調査の回答率９９．２％を達成し、精度の高い追跡調査を実現。
• 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。
• 調査・分析精度向上のため、複数年度の追跡調査結果と中間・事後評価結果の統計解析を用いて、成功・失敗

要因の分析を実施。調査及び解析方法については、国内外主要研究者・機関等との議論に基づき改善・実施。
• NEDOの追跡調査結果については、内閣府の会議（CSTI 政策討議）で取り上げられるなど、国内における優良

事例として高い評価を獲得。

• 2012、2014、2016、2017年度に終了した５７プロジェクトに対して、延べ１，１３４機関にアンケート調査を実施。
• 追跡アンケート調査が完了となった2012年度終了プロジェクトについては、プロジェクト毎に「短期的アウトカム」

として把握した状況を公表（対象 １６６事業者）
• 追跡調査の方法論・分析結果について、国内外の省庁・ファンディング機関・企業等とも共有化を図るとともに、

国内外の学会・ワークショップ等で発表・議論を実施。機構内には、内部研修を通じて共有化を実施。

追跡調査の実施と結果

◆２０１１～２０１７年度追跡調査結果（約１５０プロジェクト分）を用いた統計分析（ロジスティック回帰分析、重回帰分析等）により
抽出された主な成功・失敗要因の分析事例

実用化達成※2 

／未達
終了時継続※1

／非継続

技術課題克服の
達成度

コスト課題克服の
達成度

社内外プレゼンス
向上の達成度

事業部門との協議頻度

NEDO担当者との手続き以外の協議有無

開始時に事業部門が主体

NEDO負担率が高い

開始時に技術・コスト課題克服の期待度高

主なマネジメント因子 各種達成度 直後アウトカム 短期的アウトカム

いずれも、有意確率 ｐ＜０．０５

説明変数 目的変数

※1 継続率８２％
（平成２３～２９年度追跡調査結果）

※2 実用化達成率２９％
（平成２３～２９年度追跡調査結果）

民間負担有

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施
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（ ）は２０１８年度の実施件数【参考】追跡調査の実施と結果に係る補足資料

プロジェクト期間

終了直後 2年目 4年目 6年目

＋ 117製品
（追加2製品）

・第４期中長期目標設計への反映
・マネジメントガイドラインの改訂
・NEDO内部研修（新規着任者研修、

PM報告会）での共有（１０回）

・参加企業選定での活用（５４回）

等

アンケート調査
（５７ＰＪ、１，１３４機関を対象。

回答率９９．２％）

インタビュー調査
ケーススタディ

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

107事例
（7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
・学会発表（国内３件、海外３件）

・論文投稿（１報, (欧)Journal for Research and Technology Policy Evaluation）

・国内外機関との意見交換（１２回, (仏)ADEME, （欧) EC-DGRI等）

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

調査・分析方法の改善

実用化事例の
発信・分析

事前・中間・事後評価結果

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施
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●評価のポイント
• ２０１８年度調査では対象製品について２製品（車載用ヒートポンプ、高性能リチウムイオン電池）を新たに追加

し、１１７製品に拡大。既存製品についても、コア技術の適用製品拡大や事業撤退等による将来予測の縮小等、
主要製品に対して最新の情報を反映。

• 産業連関によるサプライチェーン上での波及効果分析及び多様な効果・便益の体系化を実施。
• 学術的な観点では、中小・ベンチャー企業に対する効果分析について欧州政策学会（１件）、国内学会（２件）で

発表するとともに、国際誌Journal for Research and Technology Policy Evaluation（査読付）に論文投稿を行い、
審査の結果、採択された。

• 効果分析の手法については、(西)CDTI, （欧)ＥＣ－ＤＧＲＩ等、国内外のファンディング機関・企業等１２機関と意
見交換を通じて共有化を図った。

• 欧州委員会研究・イノベーション総局からは、『公共的投資の重要性を一般社会に理解してもらうための手段と
して「NEDOインサイド製品」は極めて効率的なものであり、欧州連合においても同様の手法を用いることが有益
と考える。』との評価を受けた。

• 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２０１９」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：7,262億円）

製品化・上市

インプット
NEDOインサイド製品

（１１７製品）

中長期アウトカム短期的アウトカム

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

①単年度売上額(2017年度)：4.8兆円
（参考）名目GDP547兆円(2017年度)

②累積売上額 （※割引率0%～5％）

実績(～2017年度)：61.0兆円
将来予測(今後10年間)：

38.1～49.1兆円

①ＣＯ２排出量削減効果：（t-CO2／年) <33製品>

5,000万（2017年度）、8,179万（2027年度）

（参考）地球温暖化対策計画（2030年）：3億2908万

②一次エネルギー削減効果：(原油換算kL/年)<19製品>

300万（2017年度）、675万（2027年度）

（参考）長期エネルギー需給見通し（2030年）：5,030万

経
済
的
効
果

社
会
的
効
果
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【参考】ＮＥＤＯプロジェクトの費用対効果に係る補足資料

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進
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アウトカム目標設定ガイドラインの策定

18

●評価のポイント

• 本ガイドラインの策定により、ＮＥＤＯの様々なナショナルプロジェクトにおける研究開発成果の市
場規模予測などアウトカムの推計方法を統一。今後、事業間の比較や、ＮＥＤＯ全体の推計作業
に寄与。これらの取組を通じて、アウトカムを意識したプロジェクトマネジメントを推進。

• 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、ナショナルプロジェクトの基本計画
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」を策定。

① 獲得する市場規模
② 達成するコストダウン金額
③ エネルギー削減量(原油換算等)
④ 温室効果ガス削減量
⑤ その他

7

シナリオ
達成年
（単年）

対象市場 獲得するシェア 想定アウトカム金額

該当の技術が影響を及ぼす市場範囲 対象領域
（国）

金額 想定される
シェア仮説

想定を説明

するシナリオや
根拠情報

総額 PJTなかっ

た場合と
の差額

想定範囲 想定を説明
するシナリオ
や根拠情報

Global? 
Domestic?

想定金額 想定を説明

するシナリオや根
拠情報

現状 － － Global Global ●●円

（うち国内△△
円）

Global何％
（国内何％）

－

PJTなかっ
た場合

2030 現状と同じ － Global Global ●●円

（うち国内△△
円）

Global何％
（国内何％）

○○億円 -

シナリオ１ 2030 ケースA

××技術が中核と
なって△△製品を
用いた■■という
新規市場を創出、
もしくは完全置き
換えするので、
サービスを含めた
■■市場を対象

××技術に対
する代替技術
や手段が現状
無く、その状
態が将来も続
く前提

Global Global ●●円
国内△△円

市場は2025年頃、

国内から立ち上
がり、当初規模
□□億円程度と
仮定。成長曲線
から2030年には

●●億円規模と
予想。海外は
2028年~

Global何％
（国内何％）

●●億円 ＋▲億円

シナリオ２ 2030 Domestic 国内△△円 国内何％

シナリオ３ 2030 ケースB

××技術が□□と
いう部品として
△△製品の特性を
大きく変えるので
□□部品市場を対
象とする

××技術を用
いた□□部品
は従来技術の
過半数を

Global Global ●●円
国内△△円

△△市場が年5％

の成長が予想さ
れており、□□部
品の寄与率（コス
ト比率）から算出
して～～

Global何％
（国内何％）

従来の□□市場
のGシェア●●％

●▲億円 ＋◆億円

シナリオ４ 2030 Domestic 国内△△円 国内何％

シナリオ５ 2050 ケースC

××技術が□□と
いう部品を構成す
る▼▼素材に寄与
するので▼▼素材
市場を対象とする

素材の寄与率
○％を□□市
場金額に乗じ
て、▲△億円
と算出

Global Global ●●円
国内△△円

現状使用されてい
る素材のG市場規

模を完全に置き
換えたとすると
□□億円。新たな
価値により市場規
模そのものが
10％大きくなると
想定・・・

Global何％
（国内何％）

シナリオ６ 2050 Domestic 国内△△円 国内何％

Max

…Min

戦略・基本計画等に記載すべき
最もあり得そうなシナリオを決定

・対象市場金額 ×シェアで算出
・総額と差分を明示

・想定する市場のシナリオを複数検討
・技術の影響範囲と対象国を設定

① ② ③＝①×②

関連市場規模（世界）

対象市場規模（世界）

獲得市場規模（アウトカム目標）

×寄与率

×獲得するシェア

シナリオを仮定した推計対象とするアウトカムと推計方法

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施
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●評価のポイント
• ＮＥＤＯピッチ登壇をきっかけとして、１９件の面談と具体的な事業提携に向けたNDA締結等の協

業の成立が７件実現する等、オープンイノベーションの推進に大きく寄与※。
• ２０１８年度は、新たに内閣府や厚生労働省、JEITA等との共催によりピッチイベントを開催する

など、関連機関との連携を強化し、オープンイノベーションの裾野の拡大に貢献。

ビジネスマッチングの促進

19

• 機構が事務局を担うオープンイノベーション・ベンチャー創造協議会（JOIC）では、具体的な連携
事例の創出を目的にピッチイベントを開催。

• ２０１８年度は関連機関（内閣府、厚生労働省やJEITA等）と連携を図りつつ、ピッチイベントを合
計９回（NEDOピッチを５回、その他計４回）開催。

• 研究開発成果とその利用及び活用を希望される幅広い企業等とのマッチング促進を目的とした、
webページ「マッチングスペース」を一新。「橋渡し支援窓口担当者」一覧を掲載し、問い合わせ先
を明確化した他、NEDO事業成果８２件を追加。

※ NEDOピッチ登壇後のアンケートにおいて、登壇者中１９社からの回答によるもの

会 社 名 事業概要 内 容

(株) Atomis
＜第26回登壇者＞

・京大発ベンチャー。多孔性配位高分子PCP/ MOFに特化した日
本唯一のベンチャー。材料開発・提供による他社開発支援、次世
代免疫制御剤開発、次世代高圧ガスボンベ開発を実施。
・2017年度SUI事業採択

・某社より研究開発を受託
（２０１８年）

Hmcomm (株)
＜第25回登壇者＞

・産総研発ベンチャー。独自の音声処理技術を用いた要素技術の
研究／開発、ソリューション／サービスを提供。主な技術はディープ
ラーニング音声認識処理、自然言語解析、処理。

・某社より直接出資
（２０１９年初旬）

NEDOピッチをきっかけに協業に至った例

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施
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●評価のポイント
• 各展示会等において、動画や広報誌などと連動させるなどの工夫を行い、セグメントごとの目標値を達成。
• 実際に、共同研究等の成約まで至ったものが２８件あり、研究成果の社会実装に貢献。

マッチング促進に向けた取組

20

• 展示会等の機会を活用し、ＮＥＤＯ事業で開発した成果のマッチング機会を創出。２０１８年度は
１５件の展示会やセミナーで４２１件、８２１事業者のマッチング機会を提供し、合計２，８６２件の
マッチングを創出。

イノベーション・ジャパン２０１８
ＮＥＤＯが支援する中小・ベン
チャー企業から１００者以上が
出展し開発技術・製品等をＰＲ。
イベント会期中マッチングルー
ムでは、約８０件の個別相談を
実施。ＮＤＡを締結し他社の技
術と組み合わせる共同研究を
予定する等の実績につながった。

※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。

ものづくり、サービス、インフラ
維持管理・災害対応等の分野
から６点の最新ロボットを展示し、
デモンストレーションを実施。さ
らに、開催後のフォローアップと
して、展示物の動画をYouTube
で公開、さらに広報誌でも紹介。

【マッチングの定義】
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、（１）ＮＥＤＯが問合せを受けて事業者
に繋いだもの、（２）会場配布以外の資料請求を受けたもの、（３）共同研究や協業等に関する相談を受けたもの、（４）開発した製品や素材等
のサンプルを提供したもの、（５）実際に共同研究や協業・販売等が決まったものの件数をカウント。

セグメント
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
ズ発掘等分野

合計（参考）

目標値（件数） １００ １００ ５００ ５００ １，２００

実績値（件数） ２７０ １１４ １，３５５ １，１２３ ２，８６２

セグメントごとのマッチング件数

World Robot Summit 2018（NEDOブース）

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施
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• 国際共同研究開発については、対象３か国（イスラエル、フランス、ドイツ）の実施機関との協力
協定に基づき、７件の事業を実施。

• 企業マッチングや知財総合戦略を支援する他の公的機関の支援スキームと連携を図るとともに、
広報活動も強化し、事業推進体制を強化。

イスラエル 実施企業 事業期間

1 スマートピンチバルブの研究開発
旭有機材
(株)

２０１７~
２０１８

2
公共・自営安心安全ＬＴＥシステム向け、サ
イバーセキュリティ及びモバイルエッジコン
ピューティングの研究開発

日本無線
(株)

２０１８~
２０１９

フランス 実施企業 事業期間

3
半導体検査装置用２６６ nm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)オキサ
イド

２０１７~
２０１９

ドイツ 実施企業 事業期間

4
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)オキサ
イド

２０１７~
２０１９

5 形状記憶ポリマー３Ｄプリントテストを有す
るステントグラフトの開発

キョーラク
(株)

２０１７~
２０１９

6
ＣＦＲＴＰ高圧パイプ用 高機能ＴＰＵＤテー
プシステムとＡＴＬシステムにおけるＡＩ品質
評価/データ解析システムの研究開発

丸八（株）
２０１８~
２０１９

7 低熱膨張高強度セラミックコンポジットの開
発

スーパー
レジン工業
（株）

２０１８~
２０１９

国際実証・国際共同事業の効果的な推進

機関名 連携事業スキーム 連携内容

日本貿易振興機構
（ＪＥＴＲＯ）

グローバルアクセラレー
ションハブ

現地の有力なスタートアップアクセラレーターによるメンタリング・マッチングサービスや日
本企業ミッション派遣との連携を図り、相手国企業とのマッチングを促進。

中小企業基盤整備機構 Ｊ-Ｇｏｏｄｔｅｃｈ
（ジェグテック）

我が国の中小企業向けのビジネスマッチングサイトの活用や日本企業ミッション派遣との
連携を図り、相手国企業とのマッチングを促進。

工業所有権情報・研修館（ＩＮ
ＰＩＴ）

「ビジネス・知財総合戦
略」相談窓口

外国企業との共同研究契約やその後の事業化戦略における知財の取扱や取極について
経験豊富な専門家によるアドバイザリーサービスを提供。

●２０１８年度 国際研究開発事業一覧

●２０１８年度 他機関との連携一覧

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施
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●評価のポイント

• 国際エネ実証事業において、公募段階
で技術分野の課題設定を実施。我が国
の国際競争力強化に資する技術分野
の案件を戦略的形成し、国際競争力強
化に貢献。

• また、実証要件適合性等調査から、実
証前調査への移行時にステージゲート
審査を新たに設けて案件の絞り込みを
行う等、より競争性の高い制度を設計。

• 国際実証事業における「リスクマネジメ
ントガイドライン」の改訂を行うなど、国
際実証のマネジメント体制の高度化を
推進。

国際実証・国際共同事業の効果的な推進

22

• 国際実証事業に係る協力協定を新たに２件（インドネシア、タイ）締結。２４件の実証事業、２０件
の調査を推進し、我が国エネルギー産業の海外展開、市場開拓、国内外のエネルギー転換・脱
炭素化、我が国のエネルギー安全保障に貢献。

• ２０１７年度より運用を開始した、国際実証事業の「リスクマネジメントガイドライン」の改訂を行う
ため、「国際実証事業におけるリスクマネジメントの浸透・定着に係る調査」を開始。

●リスクマネジメントガイドラインの概要

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施
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Innovation for Cool Earth Forum（ICEF）第５年次総会の成果（２０１８年）

●評価のポイント

• 第５回ICEF年次総会では、約７０ヶ国、約１，０００名が参加し、ビジネス主導の脱炭素化に向け
た技術イノベーションや企業・消費者を巻き込む社会イノベーション等について、世界のリーダー
達が議論。

• 解振華中国気候変動事務特別代表、テルマ・クルーグ気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
副議長等、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「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。

• 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、２０１４年度に安倍首相の提唱で開始。

• 「エネルギー・環境技術版ダボス会議」として、世界でもトップレベルの産官学関係者が一堂に会
し、活発な議論を実施。

第５回年次総会／キーノートディスカッション
／２０１８年１０月１０日

（田中伸夫氏、解振華氏、テルマ・クルーグ氏）

第５回年次総会／本会議／２０１８年１０月１０日
（安倍首相ビデオメッセージ）

ＣＯＰ２４／公式サイドイベント／２０１８年１２月１０日
（ＩＣＥＦロードマップ発表イベント）

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施
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●評価のポイント
• 「ロボット新戦略」に基づき、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。
• 日本発のルールで開発競争を加速させることを目的に、4つのカテゴリー（ものづくり、サービス、

インフラ・災害対応、ジュニア）を設定、全9種目の競技会「World Robot Challenge」を開催。
23の国・地域から126チームが参加し、多様な技術やアイデアを披露。

• 国内外の最新ロボットが揃った展示会「World Robot Expo」を開催。 94社・団体が出展。
• カーネギーメロン大学 金出教授、TOYOTA Research Institute Gill Pratt氏、宇宙飛行士 山崎直子氏

など、37のステージプログラムに100人以上の有識者が登壇。さらに体験・実演企画も実施。

• 日本経済再生本部にて策定された「ロボット新戦略」（2015年2月）に基づき、ロボットの社会実装
と研究開発を加速するため、経済産業省とともに、ロボットの国際大会「World Robot Summit

(WRS) 2018」を、東京でプレ大会として開催。5日間で50以上の国・地域から約8万人が参加し、

人とロボットが共生し協働する未来の姿を発信。その模様はテレビ・新聞(計100件以上)、Web記
事(計600件以上)等の国内外メディアで紹介。

• 2020年には本大会「World Robot Summit（WRS）」を、 愛知県・福島県において開催予定。

ロボットの研究開発・社会実装を加速させる国際大会

表彰式の様子

開会式

世耕大臣挨拶

インフラ・災害対応

ものづくり

ジュニア

サービス
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「水素閣僚会議２０１８」を開催

25

●評価のポイント

• ＮＥＤＯは経済産業省とともに各国関係機関との事前調整から本会議の運営を主体的に担い、
世界初となる「水素閣僚会議」の開催に大きく貢献。

• 関係各国の連携の重要性などについて認識を共有するとともに、議長声明として国際共同研究
開発の推進や標準化の推進など４項目をまとめたTokyo Statement（東京宣言）を発表。

• Tokyo Statementを踏まえ、ＩＥＡ（国際エネルギー機関）などの国際機関及び世界のリーダー企

業から世界の最新動向、水素の利用拡大の道筋や今後の展望について講演を行う民間セッショ
ンを設け、本分野の主要な関係者間で水素社会の実現に向けた課題及び方向性を共有。

• 経済産業省及びＮＥＤＯは、２０１８年１０月にグローバルな水素利活用に積極的に取り組む世界
２１の国・地域・機関の代表を一堂に集め、国際的な水素社会の実現に向けた課題や政策の方
向性を議論する場として「水素閣僚会議」を世界で初めて開催。

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施
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特定公募型研究開発業務（ムーンショット型研究開発事業）

• ２０１８年１２月の研究開発力強化法の改正により、先進的で緊要な革新的技術の創出のための
研究開発等（特定公募型研究開発業務）を行うため、資金配分機関（ＮＥＤＯ、ＪＳＴ等）に基金の
設置が可能となったところ。

• ２０１８年度二次補正予算において、基金予算が措置されたことを受けて、我が国発の破壊的イ
ノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開
発を推進する制度（ムーンショット型研究開発事業）を新たに創設。

制度のイメージ
●評価のポイント

• 資源配分機関のうち、ＮＥＤＯ
及びＪＳＴが研究推進法人とし
てマネジメントを担当。

• 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
れる補助金により約２００億円
の基金を設置。

• 機構内に新たに「ムーンショット
型研究開発事業準備室」を設
置。研究開発を推進する体制
を整備。

• 今後、内閣府、経済産業省等
関係機関と連携のもと、ムーン
ショット目標の達成に向けて、
研究開発を推進。

 人々を魅了する野
心的な構想を掲げ、
世界中から研究者
の英知の結集を目
指す

 我が国の基礎研究
力を最大限に引き
上げつつ、失敗も許
容しながら革新的な
研究成果を発掘・育
成

 研究マネジメント手
法の刷新、最先端
の研究⽀援システ
ムの構築、オープ
ン・クローズ戦略の
徹底等

Ⅰ．１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進

（６）特定公募型研究開発業務の実施
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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

Ⅰ．２．世界に通用するｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの促進と研究開発型ベンチャー企業の育成
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• イノベーションの担い手として重要な技術集約型の中堅・中小・ベンチャー企業の育成・支援に意
識的に取り組む観点から、新規採択額に占める中堅・中小・ベンチャー企業の採択額の割合に
ついて目標を設定。

• また、中堅・中小・ベンチャー企業の採択を更に拡大していくため、事業の性質等を踏まえつつ、
中堅・中小・ベンチャー企業からの提案について、採択時に加点できる制度を導入。

●評価のポイント
• 2018年度の新規採択額に占める中堅・中小・ベンチャー企業の割合について、すべてのセグメ

ントで目標を上回る実績を達成。また、ＮＥＤＯ全体でも、３２．４％となり、目標を上回る実績を達
成。

セグメント
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
ズ発掘等分野

合計（参考）

目標値 １５％ １５％ １５％ ６０％ ２０％

実績値

（中堅・中小・ベンチャー企業
新規採択額／新規採択総額）

２１．９％

（５１．９億円／
２３７．５億円）

５７．４％

（１８７．３億円／
３２６．３億円）

１６．５％

（９７．４億円／
５９１．３億円）

８４．７％

（６０．５億円／
７１．５億円）

３２．４％

（３９７．２億円／
１２２６．５億円）

※中堅企業：従業員１，０００人未満又は売上１，０００億円未満の企業であって中小企業を除く。

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
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●評価のポイント
• 資金呼び込み倍率について、目標を大きく上

回る１．５２倍（目標：０．６９倍以上）を達成。
• ２０１８年７月にNEDO事業と協調し、ベン

チャー支援を行うＶＣ（NEDOが認定ＶＣとして
認定）について１０社・チームを追加認定。地
域案件の発掘・初期段階の育成支援のため、
地域・アクセラレーター枠を設定し、新たに地
方のＶＣも認定ＶＣに追加。現在３４社・チー
ムを認定し、応募数の増加及び地域発も含
めて有望案件の発掘を促進。

• 民間における投資のタイミング等に鑑み、年
間の公募予定を事前に公開の上、複数回公
募を実施するなど、弾力的に事業を運営。

• 事業連携及び追加資金調達に繋げるため、
展示会出展及びピッチ登壇機会の提供等を
実施。

数値目標２．－２ 民間ベンチャーキャピタル等からの資金呼び込み効果

Ⅰ．２．世界に通用するｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの促進と研究開発型ベンチャー企業の育成
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• 機構が技術と資金の結節点となり、研究開発型ベンチャー支援のハブとしての役割を果たすこと
を図る指標として、民間ベンチャーキャピタル（ＶＣ）等からの資金呼び込み額を指標として設定。

• 具体的には、機構の支援をきっかけとして、研究開発型ベンチャーが民間ベンチャーキャピタル
等から得た外部資金を機構支援額で除して得られる倍率について目標を設定（第４期中長期計
画における目標は３．４６倍以上、２０１８年度の目標は０．６９倍以上）。

２０１８年度
第４期中長期
目標期間

目標 倍率 ０．６９倍以上 ３．４６倍以上

実績

倍率 １．５２倍 ―

研究開発型ベン
チャーが民間ベン
チャーキャピタル等か
ら得た外部資金

１９．８億円 ―

機構支援額※ １３．０億円 ―

0.00

2.00

4.00

2018 2019 2020 2021 2022

倍率（目標） 倍率（実績）

資金呼び込み倍率の目標及び実績

※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支援事業
（ＳＴＳ）、専門家による伴走支援事業（ＮＥＰ））における支援額を集計 28



●評価のポイント
• J-Startup企業の第１回選定にあたり、ＮＥＤＯ

が抱える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。

• 第１回選定９２社のうち４３社について過去に
機構の支援を受けた事業者が選定されるな
ど、現在活躍しているベンチャーの多くが
NEDO事業を利用し成長。

• 選定企業に対しては、「研究開発型ベンチャー
支援事業」において審査時に一定の優遇措置
を設ける等、施策と連携した事業運営を実施。

スタートアップ企業の育成支援（「J-Startup」）

Ⅰ．２．世界に通用するｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの促進と研究開発型ベンチャー企業の育成
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• 「世界で戦い、勝てるスタートアップ企業を生み出し革新的な技術やビジネスモデルで世界に新し
い価値を提供する。」を目的に官民連携してスタートアップ企業を育成するプログラム（「J-
Startup」事業）を開始。事務局として第１回目の選定を実施し、９２社を選定。

• 「J-Startup」事業では、事務局として経済産業省やＪＥＴＲＯ等と協力して、ローンチセレモニー
（大臣が参加）等の関連機関へのＰＲ・関係構築等のためのイベントを１１回開催。ＰＲのための
公式ＨＰの構築や関連機関との連携の取りまとめを実施。

• 米国で開催される世界最大規模のビジネス展示会（SXSW）など、海外のイベントに出展希望者向
けにマーケティング等に関する国内研修への参加や現地でのピッチ登壇機会を提供（計10社）。

■プログラムスキーム図

■展示会等における展示ブースの出展・カンファレンスの開催

■出展国内イベント例

29
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●評価のポイント
• ピッチイベントにおいては、「研究開発型ベ

ンチャー支援事業」等のNEDO事業の支援
を受けた事業者７社を含むベンチャー企業
に登壇機会の提供を行い、ベンチャー支援
施策とも連携を図りつつ事業化を支援。

• オープンイノベーションの促進に資する会
員向けワークショップを開催し、参加者の７
割程度から抱える課題解決に寄与したと
の回答を得た。

• ６月にオープンイノベーション白書第二版
を公開。各種専門誌やビジネス系webサイ
トでの記事公開、講演依頼を受けるなど高
い関心を獲得。

• ２０１９年４月１日時点の会員数は１３６６者
となり、昨年同時期より１８％増加。

• 民間事業者の「オープンイノベーション」の取組みを推進するとともに、「ベンチャー宣言」を実現
することにより、日本のイノベーションの創出及び競争力の強化に寄与する活動を行う場として、
オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会（ＪＯＩＣ）の事務局をＮＥＤＯが担当。

• ２０１８年度はベンチャー企業の事業化・連携のため、ピッチイベントを９回、オープンイノベーショ
ンにおける諸問題の解決に資するためのワークショップを６回、セミナーを３回開催。

• ２０１８年６月にオープンイノベーション白書第二版を公開。

Ⅰ．２．世界に通用するｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの促進と研究開発型ベンチャー企業の育成

オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会（ＪＯＩＣ）

ワークショップ参加前に感じていた課題の解決

NEDOピッチ登壇者アンケート結果（回答15社）

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

特になし

その他

参加企業・団体から出資を受けた

参加企業・団体と提携した

参加企業・団体との提携を検討中

参加企業・団体と連絡をとっている、もしくは面談をした

これまで接点のなかった企業・団体とのつながりができた

第二版白書の公開

登壇をきっかけに提携の検討、
具体的な提携に結びついた例も
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解決できた 解決できなかった 未回答
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11月28日(n=28)

1月30日(n=24)

2月28日(n=19)

解決できた 解決できなかった 未回答

（１）オープンイノベーションの促進
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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」におい

て、２０１８年度は４９件のベンチャー・起
業家を支援。

• ＶＣとの協調支援プログラムを中心に複数
のプログラムを実施し、シーズ発掘から事
業化に至るまでシームレスな支援環境の
構築を実現。

• 「J-Startup事業」の本格運用、「NEDO 
Entrepreneurs Program（ＮＥＰ）事業」の開
始、「ＡＩシステム共同開発支援事業」の実
施等、各フェーズ・分野の支援ニーズに応
じ柔軟に支援プログラムを拡充・運用。

• シリコンバレーにおける研修事業をきっか
けに、参加者が米国法人を２０１９年１月
に設立。

• ビジネスプラン構築から起業、ＶＣからの資金調達、事業会社との連携の促進まで一貫した支援を
4つの支援プログラムを通じて実施。また、エコシステム下支えの観点より支援人材育成も実施。

• 技術シーズを活用し新規事業・起業のための活動を行う起業家候補人材に対し、事業カタライ
ザーによる伴走支援を特長とした「NEDO Entrepreneurs Program（ＮＥＰ)」を開始。加えて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」を実施し、２５社を支援。

• ＮＥＤＯ支援事業者を対象に、シリコンバレーにおける研修及びピッチを実施し、９社が参加。

Ⅰ．２．世界に通用するｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの促進と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に対するシームレスな支援を実施

（２）研究開発型ベンチャー企業の育成

31



地域のシーズ発掘・地域の大学等との連携体制の強化

Ⅰ．２．世界に通用するｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの促進と研究開発型ベンチャー企業の育成

32

• 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。

• ２０１８年度は川崎市と起業家支援のワンストップ拠点に関する覚書や地域の複数の大学と起業家支援に係る
相互協力の覚書を締結し、起業家支援への相互協力を強化。

• 「NEDO Technology Commercialization Program」では地域のイベントへ審査員の派遣や本選審査への出場権
の付与等などにより連携しつつ地域シーズの発掘への取組を実施。

• ２０１８年１２月に「NEDOフェスタ in 関西」を開催し、支援制度紹介や中小・ベンチャー企業とのマッチングイベ
ント等を実施。また、経済産業省主催の「地域未来牽引企業サミット（熊本、新潟）」において、地域未来牽引企
業に対し支援制度の普及・広報を実施。

■起業家拠点「K-NIC」の開設・運営開始

■全国の地域イベントとの連携

■地域発ベンチャーのNEDO支援活用例
㈱ケミカルゲート（福井大発）：SUI※→SCA※

㈱マイオリッジ（京都大発）：SUI※→STS※

●評価のポイント
• 川崎市と共同で起業家支援拠点

「Kawasaki-NEDO Innovation Center（K-
NIC）」を２０１９年３月に開設、運営を開始。

• 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）及び神戸大学
（３月）と計５大学と起業家支援に係る相互
協力の覚書を締結し、地域大学との連携の
強化を推進（引き続き拡充予定）。

• １９件（２０１７年度は１１件）の地域発シー
ズについて「研究開発型ベンチャー支援事
業」で資金支援を実施。

※SUI：起業家候補（SUI）支援事業、STS：シード期の研究開発型ベンチャーに対する支援事
業、SCA：企業間連携スタートアップに対する支援事業

■地域大学との覚書締結の推進

（２）研究開発型ベンチャー企業の育成
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支援先のＩＰＯ状況

• これまで、機構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２３社。２０１８年度は新たに３社上場。

33

Ⅰ．２．世界に通用するｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの促進と研究開発型ベンチャー企業の育成

33

●評価のポイント
• 上場した２３社について、２０１

９年３月時点での時価総額は１
兆２，７９１億円を達成。

※Yahoo!ファイナンスから算出（２０１９年３月末時点））

No. NEDO支援先名
時価総額(億円）

(平成31年3月29日東京終値）
上場時期 大学発 支援開始年度 支援終了年度

1 ペプチドリーム株式会社 6739.19億 2013/6 東京大学 2006 2010

2 CYBERDYNE株式会社 940.13億 2014/3 筑波大学 2005 2015

3 ダイキョーニシカワ株式会社 750.79億 2014/3 - 2009 2017

4 株式会社レノバ 739.39億 2017/2 - 2014 2015

5 株式会社ユーグレナ 630.63億 2012/12 東京大学 2010 2018

6 株式会社フィックスターズ 467.24億 2014/4 - 2010 2014

7 オンコリスバイオファーマ株式会社 454.06億 2013/12 - 2005 2014

8 株式会社自律制御システム研究所 393.13億 2018/12 2014 2018

9 イーソル株式会社 259.68億 2018/10 2012 2020

10 株式会社リプロセル 171.98億 2013/6 東大・京大 2006 2014

11 シンバイオ製薬株式会社 163.15億 2011/10 - 2009 2010

12 ブライトパス・バイオ株式会社（旧グリーンペプタイド） 129.34億 2015/10 久留米大学 2013 2014

13 新田ゼラチン株式会社 125.86億 2011/12 - 2011 2012

14 リネットジャパン株式会社 119.4億 2016/12 - 2016 2018

15 神戸天然物化学株式会社 115.49億 2018/3 - 2008 2018

16 株式会社エーアイ 112.43億 2018/6 2007 2008

17 株式会社ダイキアクシス 102.87億 2013/12 - 2010 2011

18 株式会社リボミック 95.69億 2014/9 東京大学 2011 2013

19 株式会社ＪＭＣ 67.7億 2016/11 - 2014 2016

20 株式会社カイオム・バイオサイエンス 57.57億 2011/10 - 2009 2010

21 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 56.46億 2013/12 慶応義塾大学 2010 2014

22 株式会社メドレックス 53.53億 2013/2 - 2009 2016

23 株式会社クレステック 45億 2015/7 - 2010 2014

12790.71億

出典：（株）自律制御システム研究所

物流・空撮・測量・点検など産業用ドローンの開
発を実施。2014年度より複数の事業で支援。

【支援事業例】
「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）」
「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」
「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」
「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」
「AIシステム共同開発支援事業」

（株）自律制御システム研究所（2018年上場）

ACSL-PF

（２）研究開発型ベンチャー企業の育成
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数値目標３．－１ 産学連携研究開発プロジェクトにつながった技術戦略割合

●評価のポイント
• ２０１８年度は、すべてのセグメントにおいて目標値を達成。

• ２０１８年度以前に策定・改訂した技術戦略に基づき、新規（拡充を含む）産学連携研究開発プロ
ジェクトに活用された件数は１８件。経済産業省関連のプロジェクトへ活用のほか、他府省関連
プロジェクトにも活用。

• 先見性の高い技術戦略の策定を評価するため、技術戦略がその後の研究開発プロジェクトにつ
ながった比率を数値目標として設定。

• ２０１８年度に策定した技術戦略は９本。研究開発プロジェクトに活用された技術戦略は１５件。

Ⅰ．３．技術に対するインテリジェンスの向上による成果の最大化

セグメント
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 合計（参考）

技術戦略策定数（大幅改訂を含む）※ ４ ２ ３ ９

産学連携研究開発プロジェクトにつな
がった数※

６ ３ ９ １８

割合 １５０％ １５０％ ３００％ ２００％

第4期中長期目標期間中の目標値 １１０％ １１０％ １１０％ １１０％

※技術戦略の策定時期（分母）と活用される時期（分子）は時期ずれが生じるため、純粋な活用率にはなっていない。

数値目標３．－１ 産学連携研究開発プロジェクトにつながった技術戦略割合
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（参考）産学連携研究開発プロジェクトにつながった技術戦略割合

策定・改訂した技術戦略 セグメント

１ 超分散エネルギー エネルギーシステム

２ 太陽光発電 エネルギーシステム

３ 次世代バイオ燃料 エネルギーシステム

４ 水素 エネルギーシステム

５ リサイクル促進 省エネルギー・環境

６ 自立分散駆動機器 省エネルギー・環境

７ 人工知能 産業技術

８ 航空機 産業技術

９ バイオプラスチック 産業技術

Ⅰ．３．技術に対するインテリジェンスの向上による成果の最大化



36

（参考）産学連携研究開発プロジェクトにつながった技術戦略割合

Ⅰ．３．技術に対するインテリジェンスの向上による成果の最大化

活用先 活用された技術戦略 セグメント

１
再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化
技術開発

超分散エネルギーシステ
ム

エネルギーシステム

２ 再生可能エネルギー熱利用にかかるコスト低減技術開発
再生可能エネルギー熱利
用

エネルギーシステム

３ 太陽光発電システム長期安定電源化基盤技術開発 太陽光発電 エネルギーシステム

４ IoT社会実現のための超微小量センシング技術開発 ナノIoT 産業技術

５ IoT社会実現のための超微小量センシング技術開発 リビングデバイス 産業技術

６ 積層造形部品開発の効率化のための基盤技術開発事業 積層造形 産業技術

７ 機能性化学品の連続精密生産プロセス技術の開発
機能性化学品製造プロセ
ス

産業技術

８ 次世代人工知能・ロボット中核技術開発 人工知能 産業技術

９ 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 AASD 産業技術

１０ ＮＥＤＯ先導研究ＰＧ課題 資源循環 省エネルギー・環境

１１ ＮＥＤＯ先導研究ＰＧ課題 太陽光発電 エネルギーシステム

１２ ＮＥＤＯ先導研究ＰＧ課題 水素 エネルギーシステム

１３ ＮＥＤＯ先導研究ＰＧ課題 車載用蓄電池 エネルギーシステム

１４ ＮＥＤＯ先導研究ＰＧ課題 資源循環 省エネルギー・環境

１５ ＮＥＤＯ先導研究ＰＧ課題 自立分散駆動機器 省エネルギー・環境

１６ 他府省事業（ＳＩＰ 第2期） ヒューマンセンシング 産業技術

１７ 他府省事業（ＳＩＰ 第2期） 微生物群制御 産業技術

１８ 他府省事業（ＳＩＰ 第2期）
バイオマスからの化学品
製造

産業技術



※各年度において、新規に採択された研究開発委託事業の実施者のうち、４０歳以下の研究員数及び女性の研究員数をカウントして合計
（実績値（合計）欄では重複は排除）。

（単位：人）
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Ⅰ．３．技術に対するインテリジェンスの向上による成果の最大化

• 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
究員及び女性研究員を積極的に養成していくため、数値目標を設定。

• 今後、更なる養成を進めていくため、採択審査の際に若手研究員及び女性研究員の役割につい
て、事業の性質等を踏まえつつ審査項目とする制度を導入。

数値目標３．－２ 若手研究員数・女性研究員数

セグメント
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
ズ発掘等分野

合計

目標値 ５００ ２００ ５００ ２００ １，４００

実績値（合計） ５８８ ２７２ ９０６ ６０ １，８２６

若手研究員数
女性研究員数

５３１
１１４

２３２
６５

８４１
１７８

５４
１４

１，６５９
３７１

●評価のポイント

• ２０１８年度は計１，８２６人の若手研究員及び女性研究員を養成。
• 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どおりとの回答を得ている。

数値目標３．－２ 若手研究員・女性研究員の育成



インテリジェンス機能の更なる
高度化が求められているポイント

新たな取組

現行のNEDOプロジェクト関係以
外の技術の動向の把握強化

社会課題に基づくバックキャスティ
ングの強化

研究開発行政に大きな影響を与え
うるグローバルなトレンドを把握す
べき

社会課題起点の技術ツリーを用いたアイデア創発ブレス
トセッションを実施。分野横断的なテーマや国内政策文
書に記載のない新たなテーマの創発及び技術戦略のロ
ジックを強化（詳細は39ページ参照）。

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）。未だＮＥＤＯでは取り上げていない新技術につい
て、有識者を招いてＮＥＤＯ－ＭＥＴＩ関係者がイノベーショ
ンシーズを創発するグループワークを実施し、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。

海外技術情報ユニットを新たに設置（2018年4月）し、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。

食
糧
不
足

課題の背景 先行事例社会課題・ニーズ 技術の体系化

十分な食糧を確保す
る

農作物の生産
増加

農作物

食品劣化防止

生産での増加

天然由来の食
糧増加

流通での増加
供給の増加

需要の減少

食用需要削減

必要量の削減

サプライチェー
ン上のロス

人

食品劣化許容

次世代物流システム構築事業
（経産省）

遺伝子組み換え

ドローンの活用（日本等）

エネルギー用
需要削減

過分量の削減

農地以外での
生産

屋内生産

水分や栄養等のデータ管理（米等）

AIやIoT等の活用による病害虫の早
期診断及び被害対策（農水省）

植物工場（日本、インド等）

食品分野でのIoT活用（蘭）

需要変動によ
るロス

需要に対する生産量の最適化

需要変動の抑制（需要の固定化） 食品サブスクリプションコマース（米等）

食品寿命の延長

流通の最適化

貯蔵寿命延長技術

二次オンラインマーケットプレイス（米）

植物工場（日本、インド等）

人体に必要な摂取量の減少

食品中の包含量の増加

食文化の見直し

バイオマス用
途需要削減

土地
資源

農地での生産

労働力

ノウハウ

環境

工場生産水産物

畜産物

生産と消費の近接化

余剰食糧の市場形成

人工の食糧増
加

食糧源拡大

食品直接生産

満腹感の醸成

農業用機械

農作物の危険察知技術（イスラエル）

ブロックチェーン技術を用いた
追跡サービス（米）

3Dプリンターでの食糧の生成（
蘭、米）

昆虫の食糧化

藻類の食糧化

細胞培養

ミドリムシの大量培養技術（日本）

コオロギの食糧化（米）
ウジ虫の食糧化（アイスランド）

純肉（培養肉）の開発（JST）

生産者直販のオンラインマーケ
ットプレイス（日本等）

完全栄養食（米）

ARによる拡張満腹感（日本）

農業

ソフト
ウェア

機械

ソフト
ウェア

バイオエンジ
ニアリング

凡例：

社会実装

実証段階

研究段階

世界での人口増
加や新興国の発
展により食料需
要が増加し、食糧
を確保することが
困難になる
（自由民主党）

主に中所得国や
低所得国での人
口増加により世
界での食糧需要
が増加し、食糧の
確保が厳しくなる
（米シンクタンク
Rand）

気候変動による
世界での農作物
の収穫量が減少
し、2040年以降に

は世界の食糧事
情は悪化の一途
を辿る

（仏経済学者ジャ
ック・アタリ）

第一回WS
叩き台

社会課題起点のｱｲﾃﾞｱ創発ﾌﾞﾚｽﾄｾｯｼｮﾝ

非連続ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼｰｽﾞ研究会

海外情報に基づくインテリジェンス強化

将来的な経済効果（アウトカム）の
把握強化

将来的な経済効果（アウトカム）を推計するための手法を整理したガイドラ
インを策定（2018年4月）。（詳細は18ページ参照）

アウトカム目標設定ガイドラインの策定

Ⅰ．３．技術に対するインテリジェンスの向上による成果の最大化

技術インテリジェンス向上に係る取組

• TSCの技術インテリジェンスの高度化に向け、２０１８年に、バックキャスティング高度化、シーズ
探索機能強化、アウトカム設定ガイドライン策定、 海外情報に基づくインテリジェンス強化等を
実施。
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（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



バックキャスティング手法の高度化

Ⅰ．３．技術に対するインテリジェンスの向上による成果の最大化

●評価のポイント
• 食料問題、インフラの老朽化等の社会課題を体系的に抽出するための一手法として新たに実施。
• ＮＥＤＯだけでなく、政策立案を担う経済産業省の関係者も参加することで、協働するプロセス作りを実施。

• 社会課題の動向に関する情報を収集・把握・分析するため、試行的に、２０３０年以降に想定され
る社会課題を例にとり、これらを解決し得る技術の体系化を行うための少人数チームのワーク
ショップを実施。

• これらの取組を通じて、バックキャスティングプロセスの高度化に活用していく。

食糧不足を社会課題とした技術ツリー図のイメージ

・食糧不足
・人為的な環境汚染・環境破壊
・公共インフラの老朽化
・社会保障費の増大
・制御不能な感染症の拡大
・資本主義の限界
・都市インフラ利用の全体最適化
・専門的な人材不足
・人為的な環境汚染・環境破壊

取り上げた社会課題例

（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
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Ⅰ．３．技術に対するインテリジェンス向上による成果の最大化

• 企業や大学で実務経験を有する外部人材を、１７名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適用者を２名受け入れ。

• 多様なバックグラウンド・経験を持つ人材を結集して業務にあたるため民間企業、独法（産総研
など）から出向、派遣にて職員を２８８名受け入れ。主にプロジェクトマネジメント業務に従事させ
ることで、プロマネ人材などとして育成。

• 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。
マーケティング・ビジネスモデル等のプロジェクト立案段階に関連する講義を強化し、技術戦略か
ら実施段階に至るプロジェクト全体の運営に必要な知識・スキルを習得。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。

●評価のポイント

• 民間企業１００社以上、独法等から多
様なバックグラウンドを持つ人材を受
け入れるなど幅広い人事交流を実施。
受け入れた人材はPM等として活躍。

• 延べ６００名超の職員と「高度専門支
援人材育成プログラム」で採用された
外部人材31名がPM育成講座に参加

し、習得した知識やスキルを実際のマ
ネジメントに活用。

外部人材の獲得・活用

PM育成講座（座学・演習）
実施風景

（２）人材の流動化促進、育成
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• 大学等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。２０１８年度は、２講座３拠点におい
て講座を開講。

講座名 内容

実データで学ぶ
人工知能講座

大阪大学と東京大学を拠点に、AI人材の育成講座を昨年に引き続き
実施。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。

ロボット性能評
価手法に係る
講座

MSTC（一般財団法人製造科学技術センター）を拠点に、NEDOプロ
ジェクトの成果である「ロボット性能評価手法」に関する人材育成講
座を展開。今年度は、シンポジウムのほか、東名阪での講義を実施。

●評価のポイント
• 人工知能分野の講座を展開し、社会的に急務となっているAI人材不足の解消に貢献。受講生の

一部が即戦力として、企業等で活躍。
• ロボット性能評価手法に関する講座を通じ、人材育成だけでなく、NEDOプロジェクトの成果・情報

の発信、社会普及を推進。
• ２講座で延べ１６３回講義等を行い、４５２名が受講。実技を取り入れた質の高い授業を実施した

ほか、シンポジウム、各種勉強会を通じ、様々な業種の人材交流を促進。

●２０１８年度実施の特別講座

ＮＥＤＯ特別講座の実施

シンポジウムの様子（ロボット性能評価手法に
係る講座）

Ⅰ．３．技術に対するインテリジェンス向上による成果の最大化

（３）情報発信の推進



革新的な太陽電池で世界最大面積のモジュールを作製

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標
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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：２０１５～２０１９年度）

エネルギーシステム分野

世界最大面積のフィルム型ペロブスカイト太陽電池モジュール
面積：24.15cm×29.10cm、703cm2、変換効率：11.7%

※ペロブスカイト太陽電池
ペロブスカイト結晶からなる光発電層と、光発電層より発生する
正孔・電子を分離する半導体層より構成される、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、実用化に向けた技術開発を推
進。世界では小面積（約１ｍｍ２）での高効率化に向けた激しい開発競争が行われているが、ＮＥ
ＤＯは効率に加え、実用化を目指した大面積化に注力。さらに、軽量性や柔軟性、低コストで製造
可能、といった特長を活かすための開発も推進。

• ２０１８年度は、大面積化時に起こる、結晶の不均一成長によって変換効率が大幅に低下すると
いう課題を克服する新しいプロセスを開発。その結果、世界最大面積のモジュールで、従来よりも
高い変換効率を記録。

●評価のポイント

• 産学の連携について、開発の加速に必要な太
陽電池デバイスシミュレーションに知見を持つ
大学を参画させ、連携を強化。また、手法精査
のために外部有識者会議を設置（年３回）し、
進捗・開発の方向性について定期的に確認。

• （株）東芝が新たなプロセスを開発し、世界で
初めて大面積化（７０３ｃｍ２）と高い変換効率
（１１．７％）との両立を実現。

• 今後は、更に実用化に向けた技術開発を加速、
従来設置が困難であったビルの壁面や重量制
約のある屋根への適用等、太陽電池の用途
拡大に貢献し、２０３０年、モジュール製造コス
ト１５円／Ｗ達成に向けた研究開発を推進。
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●評価のポイント

• 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。２０１９年５月の安全管理審査後、実証運転を開始する予定。

• ２０２３年以降、水深５０～１００ｍの海域を対象に、発電コスト２３円／kWhの達成に向けて、低コ
ストかつコンパクトな浮体式洋上風力発電システムの技術を確立し、洋上風力発電導入促進に
寄与。

• 浮体式洋上風力にとって比較的浅い水深となる、水深５０メートルから１００メートルで適用可能
な低コストの次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究を実施。

• ２０１８年８月、バージ型浮体の上に２枚羽風車を搭載した日本初のバージ型浮体式洋上風力発
電システムを組立完成し、２０１８年９月、北九州市響灘沖の実証海域に設置工事を完了。

日本初のバージ型浮体式洋上風力発電システム実証機設置完了
風力発電等技術研究開発

（事業期間：２００８～２０２２年度）

浮体式洋上風力発電システム実証機「ひびき」 実証機設置位置

・設備容量：3MW（2枚羽風車）
・浮体形式：バージ型（鋼鉄製）

51m×51m×10m

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

エネルギーシステム分野
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●評価のポイント
• 自然環境や景観への配慮が重要となる発電

所の立地と施設配置に着目し、建設候補地
の選定や土地利用計画における配慮に重点
を置いたプロセスを「自然環境・風致景観配
慮マニュアル」として取りまとめ。

• 地域環境や景観に配慮した設計（デザイン）
を開発事業者が発電所を計画する際に活用
できるよう、地熱発電所建設の際に実施され
た配慮事例をパタン化し、「配慮手法パタン
参考集」として取りまとめ。

• これらのマニュアルをNEDOホームページで
公開。地熱発電の導入を検討している事業
者がこれらを活用することで、地熱発電の導
入が円滑化かつ加速化されることが期待。

地熱発電導入事業者向け環境・景観配慮マニュアルを公表
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地熱発電技術研究開発
（事業期間：２０１３～２０２０年度）

• 国立・国定公園第２種・第３種特別地域内での地熱開発が、自然環境・風致景観への配慮等、特
段の取り組みを行った優良事例には開発が認められるよう規制が緩和（２０１２年）。

• 地熱開発で実施可能な自然環境や風致景観への配慮手法の具体化を目指し、国内外の地熱発
電所の現地調査や開発事業者へのヒアリング等から得られた情報を「エコロジカル・ランドスケー
プデザイン手法（※）」という設計手法の観点から検討・整理。

作成した「自然環境・風致景観配慮マニュアル」（左）および
「配慮手法パタン参考集」（右）

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

エネルギーシステム分野

※エコロジカル・ランドスケープデザイン手法
地域の潜在能力を活用してその地域であるべき環境を保全・創
出し、健全な生態系を維持する設計手法。
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屋外開放型設備で培養・収穫した藻体から純バイオジェット燃料を製造

45

バイオジェット燃料生産技術開発事業
（事業期間：２０１７～２０２０年度）

• 藻体培養から純バイオジェット燃料生産までの一貫製造技術確立を目指して、タイ王国で延べ
15,000m2の培養施設を整備完了。

• 藻体培養等に係るスケールアップを検証し、収穫、藻油抽出及び改質・精製を行い、純バイオ
ジェット燃料のサンプル製造を開始。

●評価のポイント
• 国内（鹿児島）での小規模培養試験

の知見を活かし、タイ王国で延べ
15,000m2の培養施設を整備し、藻体
の培養、収穫、藻油抽出、改質・精製
を経て純バイオジェット燃料のサンプ
ル製造を開始。

• 藻体から製造した純バイオジェット燃
料サンプルを試験機関に提出し、試
験を開始。

• 純バイオジェット燃料の最終製品に向
けて、燃料製造事業者との連携を開
始。２０３０年頃のバイオジェット燃料
の商用化に大きく前進。

タイ王国サラブリ県に延べ15,000m2の培養施設
を整備し、培養、収穫を継続中（タイ王国サラブリ県）

藻培養・収穫・乾燥 藻油抽出 改質・精製 製品出荷

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

エネルギーシステム分野

45



Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

エネルギーシステム分野

• リチウムイオン電池の性能限界を遥かに超える革新型蓄電池（エネルギー密度５００Ｗh／ｋｇ）
の２０３０年ＥＶ搭載を目指し、１９大学・４研究機関・１０企業の産学連携・協調（集中研方式）によ
り共通基盤技術を開発。高度解析技術を開発し、それを順次活用することにより、３タイプの革新
型蓄電池において、中間目標とする実セルでエネルギー密度３００Ｗｈ／ｋｇ以上を実証。

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

●評価のポイント

• 亜鉛空気電池、コンバージョン電池及び硫化物電池について、５～８Ａｈ級実セルでエネルギー
密度３００Ｗｈ／ｋｇ以上を実証。従来、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。

• ハイスループット高度解析装置を活用した革新型蓄電池材料の高速スクリーニングに着手。
• ２０３０年代にガソリン車並みの走行距離（１充電で５００km）を有する普及価格帯の電気自動車

の実現に貢献（約１，３５０万トン／年のＣＯ２削減効果を期待）。

全自動XRD装置試料及び周辺

全自動XAFS装置試料及び周辺

ハイスループット解析装置亜鉛空気電池実セル 硫化物電池実セルコンバージョン電池実セル

革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発
（事業期間：２０１６～２０２０年度）
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●評価のポイント

• ＦＣＶの市場投入により顕在化してきた技術
課題を業界内で共有・討議するため、ＮＥＤ
Ｏが複数の自動車会社のハブとなり、各社
が個別に取り組むべき課題と、企業独自で
は取組むことが困難なハイリスクな「協調領
域」の技術課題を整理分別。

• 従来は個別独自に研究を行ってきた大手自
動車会社２社が協力して一つの発表資料に
共通課題を整理し交互に解説するという世
界初の取組「ＦＣＶ課題共有フォーラム」を開
催。

• ４００名超の研究者らが参加し、課題を共
有・議論するとともにアンケートやヒアリング
を通じて、ＦＣＶの共通課題に対し我が国研
究者の叡智を糾合した国家事業の体制で取
り組むべき課題を抽出。

自動車用燃料電池の
高性能化・普及拡大に貢献

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

47

• 燃料電池自動車（ＦＣＶ）の普及促進・市場拡大を図るため、ＦＣＶ開発の関係者に対して、ＦＣＶ
用燃料電池に関する技術課題のうち協調領域の課題を共有及び討議することを目的とした「ＦＣ
Ｖ課題共有フォーラム」を開催。

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：２０１５～２０１９年度）

トヨタ自動車、本田技術研究所が同一資料で合同講演

エネルギーシステム分野
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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

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

48

• 水素のエネルギー利用を大幅に拡大するため、水素を燃料とするガスタービンを用いた発電シ
ステムの技術開発を実施。

• 再生可能エネルギーと水素を組み合わせた、新たな低炭素エネルギーシステムの開発を推進。
世界最大級の水電解水素製造装置などの設計を完了し、建設工事に着手。

水素社会構築技術開発事業
（事業期間：２０１４～２０２０年度）

●評価のポイント

• 神戸市ポートアイランドの水素ガスタービン発電設備（１ＭＷ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。ＣＯ２フリーとなる水素１００％発電の実現に
向け、各機器とシステムの性能を評価するとともにシステム全体が問題無く稼働することを確認。

• 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。

• 水素をカーボンフリーなエネルギーの新たな選択肢として位置づけ、日本の一次エネルギー供給
構造の多様化、大幅な低炭素化の実現に貢献。

福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）神戸市ポートアイランドの水素ガスタービン発電設備

エネルギーシステム分野



再エネ導入拡大のための系統運用技術開発

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

49

電力系統出力変動対応技術研究開発事業
（事業期間：２０１４～２０１８年度）

●評価のポイント
• NEDOが実施者間及びテーマ間の情報共有を促進し、世界初の信頼性の高い統合予測手法※1・出力変動対

応技術を開発。開発した予測手法の実証や、シミュレーション結果と実データの相互フィードバックにより成果
向上を図り、風力予測では従来技術より予測精度を20%以上改善し、目標を達成。

• 実系統（独立系統）において、蓄エネ、再エネ、デマンドレスポンス※2を活用し、再エネ率22～24%（第5次エネル
ギー基本計画における2030年の目標値）を安定運用可能な技術を獲得。

• 経済産業省「次世代双方向通信出力制御緊急実証事業（2015年度）」を引き継ぎ、九州電力管内の実系統に
おいて、39.4万kWの太陽光発電設備へ出力制御システムを導入し、遠隔制御の運用高度化・実効性を確認。

• 再生可能エネルギーの導入拡大の大きな課題である出力予測技術や出力の変動に対応する制
御技術、設置が義務化された遠隔出力制御システム等の研究開発及び実証を実施。

• 電力系統に連系している一定規模の風力発電設備を対象に、発電出力及び気象データのモニタ
リングを行い、予測が困難であった急激な出力変動（ランプ）現象の発生要因を気象学から解析。

• 再エネが大量導入された2030年の日本の電力系統を模擬したシステムを新島村に構築し、実証。
• 風力発電及び太陽光発電の遠隔出力制御に関する実証試験を実施。

エネルギーシステム分野

東京都新島村／実証試験設備

新島
式根島

阿土山WT(300kW×2)

大原PV(315kW)

※1 複数の手法による予測値の重み付けし平均をとる事で更に予測精度を向上した手法。
※2 電気料金価格の設定またはインセンティブの支払に応じて、需要家側が電力の使用を抑制するよう電力の消費パターンを変化させること。 49



国際エネルギー実証事業（個別テーマの成果）

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

50

●評価のポイント

• ドイツの送電系統運営者（ＴＳＯ）から課される厳しい条件を満たし、２種類の蓄電池の強みを活かしたハイブリッド蓄電池システムを同構成ではドイツ

で初めて運用承認を得て欧州電力系統に接続し、電力取引市場に参画。

• NEDOとドイツ側カウンターパートが共催する定例会議に合わせ、本実証事業と連携するenera※プロジェクトとのワークショップを開催。技術面と市場の

課題を早期に共有するとともに、eneraプロジェクトが新たに創設する試行的な電力取引市場等の世界最先端の状況にいち早く対応する等により、実

証事業の効果を最大化。

• 系統連系国際会議（IRED）の機会を捉えてNEDO実証成果を紹介するサイドイベントをウィーンで開催。欧州の電力事業関係者への効果的・効率的な

情報発信によりに実証システムのビジネス展開を支援。

※ ドイツ側実証参加企業（EWE  AG）が代表幹事を務めるドイツ経済産業省支援の大規模再生可能エネルギー導入対策プロジェクト。

エネルギーシステム分野

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： １９９３～２０２０年度）

▼独国ニーダーザクセン州大規模ハイブリッド蓄電池システム実証事業（２０１７～２０１９年度）
• 風力発電の導入が進み、系統安定化ニーズの高いドイツ北部ニーダーザクセン州において、系

統情報制御技術（GCS）と連動させた高出力（リチウムイオン電池）と大容量（NAS電池）を両立す
るハイブリッド蓄電池システムを実際の市場取引条件で運用し、経済性も含めた検証を実施。

• ドイツの国内プロジェクトと連携、最新の技術動向を実証に取込むことで我が国技術の優位性、
親和性を確保。

大規模ハイブリッド蓄電池システム
委託先：日立化成（株）、 （株）日立パワーソリューションズ、日本ガイシ（株）

リチウムイオン電池(LIB)：7.5MW/2.5MWh
NAS電池：4MW/20MWh

◆再生可能エネルギーの大量導入に向けて、電力系統安
定化のために必要とされる蓄電池の性能を複数用途で検
証し、経済性向上を目指す。

ユースケース１：周波数調整のため、30秒以内に応答
ユースケース２：需給調整のため、5分以内に応答
ユースケース３：発電事業者や電力需要家で構成されるグ

ループ内の電力需給バランスを調整
ユースケース４：電圧安定化のための措置

ニーダーザクセン州
北部が対象エリア

変電所
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「熱」の革新的利用技術開発で世界を先導

51

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： ２０１５～２０２２年度）

• 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、遮熱、蓄熱）、再利用（ヒートポンプ技術）、
変換利用（熱電変換、排熱発電）する技術、熱マネジメント技術等を一体的に開発。

• 産業分野、運輸分野、民生分野において２０３０年時点で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。

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

省エネルギー・環境分野

●評価のポイント
• 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。有
機薄膜など、面内方向と厚さ方向で特性が異なる材料の熱電変換性能をより正確に評価することが可能。

• 熱関保冷剤などの開発で求められる、相変化中の物質の熱の流出入量の計測技術を新たに確立。
• 熱利用量の多い１５業種を対象とした工場設備に関するアンケート調査を実施し、「排熱実態調査報告書」を

NEDOとして約２０年ぶりに公表するとともに、200℃未満を中心とした未利用熱活用の重要性と技術開発につ
いて広報を行い、当該報告書が公表月（３月）だけで800件以上ダウンロードされるなど、反響を得た。

テルル化鉛熱電変換材料で
無次元性能指数1.9
（＠530℃）を達成

成果を基に開発された
厚さ方向熱電特性評価装置

「NEDO未利用熱エネルギーシンポジウム」 の様子
とNEDO広報誌『FocusNEDO』でのプロジェクト紹介

排熱実態調査報告書（記載例）

業種別・温度帯別の未利用熱量
（排ガス熱量）の全国推定値

従来材料

約２倍に性能向上



多岐に渡る省エネルギー技術開発の推進

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

52

戦略的省エネルギー技術革新プログラム
（事業期間：２０１２～２０２１年度）

●評価のポイント
• 未搭乗者の預け入れ荷物を迅速に取り降ろす「航空機出発遅延抑制システム」を開発。中部国際空港の搭乗

ゲートを利用し、空港では世界初となる基礎評価試験を実施。荷物の取り降ろし時間の短縮に有効であること
を確認。定時運行の確保による航空機燃料の削減により、省エネ効果が期待できる。

• 日本独自技術の原子スイッチに基づく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。JAXAのイプシロンロケット４号機の小型衛星RAPIS-1に搭載され、宇宙空間での実証試験を
実施。

• ２０１７年度までに終了した１３１件の事業について、２０１８年度に新たに１６件が上市・製品化を達成（累計４６
件が上市・製品化を達成）。これらにより、累計で３９１万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。

• 「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。２０１８年
度は７５テーマを実施。

• 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のエ
ネルギー消費量の削減を目指す。

省エネルギー・環境分野

「航空機出発遅延抑制システム」の開発
㈱デンソーウェーブ

原子スイッチに基づく放射線耐性が高い半導体チップ 「NB-FPGA」の開発
日本電気㈱

採択テーマの成果事例



高効率石炭火力発電技術の開発

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標
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次世代火力発電等技術開発
（事業期間：２０１６～２０２２年度）

●評価のポイント

• 第１段階の実証試験を完了。IGCCの基本性能、
設備信頼性、プラント運用性、経済性等に関す
る、全ての実証試験の目標を達成した。

• １７万ｋW規模の石炭火力発電プラントとして世
界最高水準の発電効率４０．８％（送電端）を達
成。商用機での発電効率約４６％の達成に見通
しが得られ、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。

• プラント運用性では、負荷変化率*3 １６％／分と
急激な出力変動に対応できることが実証され、
電力系統の安定化への寄与が期待。

• 石炭火力発電から排出されるＣＯ₂を大幅に削減するため、究極の高効率石炭火力発電技術で
ある石炭ガス化燃料電池複合発電（ＩＧＦＣ*1）とＣＯ₂分離・回収技術を組み合わせた革新的な低
炭素石炭火力発電の実現を目指す「石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業」を実施。

• ２０１８年度は、第１段階である酸素吹石炭ガス化複合発電技術（ＩＧＣＣ*2）実証試験が完了し、
第２段階のＣＯ₂分離・回収型酸素吹ＩＧＣＣ実証試験設備の建設を進め、本事業の最終段階であ
る第３段階のＣＯ₂分離・回収型ＩＧＦＣ実証事業に着手。

省エネルギー・環境分野

実証試験設備配置図（中国電力（株）大崎発電所構内）
出典：大崎クールジェン（株）

事業概要図 出典：大崎クールジェン（株）

*1：Integrated Coal Gasification Fuel Cell Combined Cycle
*2：Integrated Coal Gasification Combined Cycle
*3：負荷変化率：１分間あたりの発電出力変化の割合で、この値が大きい方が柔軟

な出力調整可能。現在普及している超々臨界圧微粉炭火力での負荷変化率は
１～３％。 53



●評価のポイント
• 北海道苫小牧市のＣＣＳ実証試験サイトに

おいて、製油所から排出されるガスから分
離・回収したＣＯ₂を国内では類のない大き
な偏距*2を持つ圧入井*3により、陸域から
海底下の地中（地下１，０００ｍ以深）に圧
入。２０１８年度は約７８，０００トンのＣＯ₂を
圧入し、２０１６年度からの累計圧入量は
約２３５，０００トン。

• 年間１０万トン程度のＣＯ₂貯留を目指し、２
０１９年度もＣＯ₂の圧入を継続。また、貯留
したＣＯ₂のモニタリングを継続し、安全なＣ
Ｏ₂地中貯留技術の確立を図る。

省エネルギー・環境分野

ＣＯ₂大規模貯留実証試験を実施

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

54

ＣＣＳ研究開発・実証関連事業
（事業期間：２０１８～２０２２年度）

• 二酸化炭素回収貯留（ＣＣＳ*1）技術は、火力発電からのＣＯ₂排出量をゼロに近づける切り札と
なり得る技術の一つ。NEDOでは、２０１８年度に経済産業省から「ＣＣＳ研究開発・実証関連事
業」を承継して技術開発を推進。

• 北海道苫小牧市のＣＣＳ実証試験サイトでは、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。

出典：日本ＣＣＳ調査（株）

*1： Carbon dioxide capture and storage
*2： 偏距（へんきょ）：坑口から坑底までの水平距離
*3： 圧入井（あつにゅうせい）：ＣＯ₂を地中に圧入するための井戸 54



NEDOのＪＣＭ実証事業で初めてクレジットが発行

55

民間主導による低炭素技術普及促進事業
（事業期間：２０１８～２０２２年度）

●評価のポイント
• 合計１１件の新規調査に着手し、日本企業の低炭素技術の海外展開を推進。
• ＪＣＭ実証事業において、ベトナム２件及びラオス１件で、ＮＥＤＯプロジェクトとして初めてのクレジットを発行。合

計１，３４６トンのクレジットが発行され、日本及び相手国の温室効果ガス排出削減に貢献。
• インドネシアで実施していた実証３事業は、ＪＣＭプロジェクト登録され、実証事業により合計で約３３，１００トン

の温室効果ガスを削減できる見込み。今後、ＪＣＭ合同委員会におけるクレジット発行審議に付議。

• 民間主導による低炭素技術の海外展開及び地球規模での温室効果ガス排出削減への貢献を
目的として、戦略的案件組成調査９件、実証前調査２件を新規採択。

• 地球温暖化対策技術普及等推進事業（ＪＣＭ実証事業）で実施していた実証事業のうち、ベトナ
ム２件及びラオス１件がＮＥＤＯプロジェクトとして、初めてクレジットが発行（クレジット総発行量１，
３４６トン）。

• ２０１８年に実証を終了したインドネシアの３件のＪＣＭ実証事業は、日本の優れた低炭素技術実
証事業により、合計約３３，１００トンの温室効果ガスを削減（見込み）。

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

省エネルギー・環境分野

ベトナム・グリーンホスピタル事業
（クレジット発行量：８７８トン）

ベトナム・省エネホテル事業
（クレジット発行量：２６１トン）

ラオス・データセンタ事業
（クレジット発行量：２０７トン）

55



●評価のポイント

• AI分野の卓越した研究者を米国から招聘する研究
開発体制を整備。(カーネギーメロン大学他9大学。
埼玉/名古屋/広島/東北/大阪/筑波大学)日本の国
際競争力の強化に寄与。

• 世界で初めて、顔データを含むコミュニケーション
解析用データセットを大学や企業の研究機関向け
に無料で提供予定。全国の大学で同一規格でデー
タ収集ができるコンソーシアムを設立、東京電機大
学ほか10大学以上が参加。大量データの時系列分
析及びデータへの意味付け技術の向上に寄与。

• 世界最長10mの超長尺多関節ロボットアームで水
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、小型軽量化及び省エネ化を実現。ロボット関
節やEVの変速機等への展開が期待。

• ビジネスマッチングイベントを開催し、プロジェクト参
加者間の連携を10件、外部との連携25件を創出。

56

• 日本の産業競争力の基盤となるAI、ロボット技術について、基礎研究と社会実装を両輪で進め、
世界トップ水準の成果を創出。3件をプレスリリース（新聞15件、雑誌1件掲載、テレビ取材2件）。

• 実用化に向けて、基礎研究分野の情報交換会及びビジネスマッチングイベントを開催（3回）。

• AIの最新動向と社会実装への取り組みに関するシンポジウムを開催し、展示成果や実証実験を
紹介。（参加者200名以上）

超長尺多関節ロボットアーム逆駆動可能なバイラテ
ラル・ドライブ・ギヤ

第1回NEDO
先進AIシンポジウム

次世代人工知能・ロボット中核技術開発
（事業期間：２０１５～２０２３年度）

次世代人工知能技術・ロボット要素技術の研究開発

産業技術分野

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

56
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●評価のポイント
• インフラ点検や災害対応に活用されるロボットの性能を評価するための手順書を公表。
• 性能評価に関する講座による人材育成にも着手。2019年4月に南相馬市との協力協定締結。
• 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。
• 同一空域で、災害調査、警備、物流、郵便を想定したドローン10機による運航管理システムの実証に成功。
• 準天頂衛星システム「みちびき」対応受信機を搭載した物流用途のドローン実証に成功。
• 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。
• ドローンの運行管理に係る情報提供機能についてISO/TC20/SC16にNP提案・承認。
• ロボット・ドローンの開発を通じて、約8,000億円（2030年）の市場創出に貢献。

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：２０１７～２０２１年度）

ロボット・ドローンの性能評価と社会実装

産業技術分野

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

衝突回避の模擬飛行試験製品化した耐火型ドローン 運航管理システムにおける飛行状況画面（イメージ）

57

• 物流やインフラ点検等の分野で活用できるロボット・ドローンの社会実装を世界に先駆けて進めるため、それらの性
能を定量的に評価するための基準の策定やシステムの開発を実施。

• 福島イノベーションコースト構想と連動し、福島ロボットテストフィールドで公開飛行試験を2件実施。
• 官民協議会の分科会へ研究成果等2件を報告、小型無人機の環境整備に係るルール（航空法等）の改正に貢献。
• 運航管理システムのＡＰＩ※ 公開を予定、国内外の人材が集う環境整備を推進。
• 6件の記者会見・プレスリリースから新聞54件、テレビ報道10件。

※アプリケーション・プログラミング・インターフェース
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●評価のポイント

• 高速道路、パーキングエリア、橋梁、オフィスビル、ダム、プラント配管等、実際の施設を利用した実証試験を実施。開
発成果の実現目途を立てた。(製品化済4者、具体的計画段階8者、製品化予定3社)

• 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、点検事業者に無料で公開。さらに検出時間
1/10をめざし、AI開発を推進。

• 大型構造物点検のため、三次元方向の微小変位を測定するカメラを開発、製品化。
• 昨年度終了事業者との実用化意見交換会を開催。実例を共有することにより、実用化を加速。
• 成果物の普及のため、成果物全15件を紹介する小冊子や技術資料集、動画等を公表。

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：2014～2018年度）

• 建設後50年を超え老朽化する社会インフラや産業インフラが急増。管理・修繕の費用や人材・技術

の不足等へ対応するため、橋梁、河川、ダム等を一括で点検できるロボットやモニタリングシステム
の開発、災害時の調査向けのロボットの開発・実証を実施。

• 5年間の開発成果を発表するシンポジウムを開催し、約200名が参加。更に開発成果の普及のため
に、土木学会との連携によるCPD発行※ 、日本ロボット学会と建設ロボットシンポジウム、センサ・マ
イクロマシンと応用シンポジウムにて成果発表。 ※土木学会が発行する資格。NEDO開催イベントに出席することでCPD認定可能とした。

インフラ点検ロボット等の実証強化

産業技術分野

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

NEDOインフラモニタリング技術シンポジウム

イメージングによるモニタリング技
術の実証実験と製品化したカメラ

成果物全15件を紹介した小冊子、
技術資料集や動画等を公開

58



●評価のポイント
• 小型・省電力・低コスト化に有効なシリ

コンを用いた受光素子の開発を進め、
世界最高の感度（21.8A/W）を達成。

• オンボード光モジュール標準化団体と
共同で規格化した世界最小トランシー
バを光I/Oコアを用いて実現し、グロー
バルな展示会でデモを実施。

• “光電子集積インターポーザ”のための
高速伝送・小型化技術の開発を進め、
昨年度比約30％省電力化の見通しを
得た。

• 2017年に新設分割した「アイオーコア
株式会社」の事業性が認められ、JEITA
ベンチャー賞を受賞。

59

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：２０１３～２０２１年度）

• クラウドコンピューティングやＡＩ等の進展により、情報処理量や通信トラフィックは指数関数的に増
大し、サーバ等の消費電力も急増している。省電力かつ高速処理が可能なICT機器を実現するた
め、情報伝送を電気配線から光配線へ変換する光エレクトロニクス実装システム技術を確立。

• これまでに開発・実用化した光トランシーバ“光I/Oコア”の技術を基盤として、ICT機器を更に高速
化・小型化・省電力化する“光電子集積インターポーザ”のデバイス・実装技術開発及びシステム
化技術開発を２０１８年度より開始。

光による情報伝送実装技術でICT機器を低消費電力化

本PJ実施期間

2012年度 2014年度 2017年度 2021年度

0.3T

10Tシ

ス

テ

ム

性

能

2.4T

(bps)

光電子集積
インターポーザ

光I/Oコア

光I/O付LSI基板

LSI

10Tbps
光信号

③最短電気
配線構造

①電気光変換
デバイス高速化

ポリマー層
②高密度光ファイバ接続

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

産業技術分野

※光電子集積インターポーザ： 高速かつ低損失に情報を伝送するため、LSI近傍で電気信号を光信号に変換する高集積光電子中継デバイス 59



世界最小サイズのアニーリングマシンを開発

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

60

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（事業期間：２０１６～２０２７年度）

●評価のポイント
• 現在発表されているアニーリングマシンの中で、世界最小サイズを実現したことにより、従来のクラウド上での

処理以外に、エッジ（ネットワーク末端）のカメラやセンサ等のIoT機器への適用範囲を広げることに成功。
• エッジ環境で高度な情報処理が行われれば、クラウド（サーバ－）側の省エネルギー化だけでなく、新たなサー

ビスの創出にも繋がる成果。
• 例えば自動運転では、クラウド側からの通信が数秒遅れるだけで交通事故の危険が高まるため、クラウド、

エッジ双方で高度な情報処理が行えることは、高い安全性の確保にも貢献。

• IoT社会において、ナビゲーションシステム、回路設計、医療・創薬、金融など、無数の情報の組
み合わせから最適解を高速かつ効率的に探索するサービスの需要は、増加の一途。

• この計算を瞬時かつ省エネルギー（従来比1000倍以上）に実施できる、アニーリングマシン※の
開発を実施。

• 今後求められるＩoT端末（エッジ側機器）に搭載可能な世界最小のCMOSアニーリングマシン※を
試作。

世界最小のCMOSアニーリングマシン

産業技術分野

※ アニーリングマシン：エネルギーを高めた状態から低くしていくことで、最適な状態が導かれる工程を情報処理に応用したコンピュータ。

ユーザー獲得に向けた
CMOSアニーリング
マシン試行環境の公開
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マルチビーム加工ヘッドにより
3本の高輝度青色半導体レーザービームを重畳

高輝度青色半導体レーザー搭載ハイブリッド複合加工機

多品種少量生産に向けたレーザー技術

61

高輝度・高効率次世代レーザー技術開発
（事業期間：２０１６～２０２０年度）

●評価のポイント

• 本成果の事業化を担うメーカーを委託先に追加する、ＴＡＣＭＩコンソーシアムの協力でテストユー
スを加速するなど、プロジェクト推進体制の変更によって、成果の社会実装に向けた活動を強化。

• 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。

• 純銅をコーティングして放熱性を向上させた高放熱部材など、航空・宇宙・電気自動車に必要な
エンジン周辺などの部品加工への活用が期待。

• 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）。

• 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の開発を実施。

• 従来の近赤外線レーザー搭載複合加工機では加工が困難であった、純銅などの難加工材料に
ついて高効率で高品質な溶接や積層が可能となる、高輝度青色半導体レーザーを搭載した複
合加工機を世界で初めて開発。

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

産業技術分野

※ＴＡＣＭＩコンソーシアム：高効率レーザープロセッシング推進コンソーシアム。光科学分野の産学官連携による研究開発を担う場として、東京大学に設置。
ＮＥＤＯプロジェクトメンバー及びユーザー企業含め44法人が参加。 61



輸送機器の抜本的な軽量化のための材料開発を推進

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

産業技術分野

62

革新的新構造材料等研究開発
（事業期間：２０１４～２０２２年度）

●評価のポイント
• 難燃性マグネシウム合金において、加工性や腐食性の課題を解決し、世界最大級の高速鉄道車両部分構体

を試作。従来のアルミニウム合金に対して約２８％の軽量化の見通しを得たことにより、軽量化によるＣＯ２排出
量削減、高速化の進展が期待。

• 自動車の骨格に用いられる１．２ＧＰａ級中高炭素鋼板同士の接合において、従来の高温摩擦接合では接合部
が脆くなるという課題を克服するため、高印加圧力の下、溶融温度以下で接合可能な摩擦線接合技術を開発
し、母材と同等の強度維持に成功。

• 材料の軽量化よる燃費向上等により、３７４万トン以上（２０３０年度）のＣＯ₂排出量削減に貢献。

• 自動車等の輸送機器における燃費向上・ＣＯ₂排出量削減のため、鋼材、炭素繊維等の素材の
高強度化、高耐久性化を進め、マルチマテリアルによる抜本的な軽量化の技術開発を実施。

• ２０１８年度は、新幹線と同一断面サイズ（２．９ｍ×３．４ｍ×１．０ｍ）の難燃性マグネシウム合
金を使った世界最大級の高速鉄道車両部分構体の試作に成功。

• 高強度鋼（強度１．２ＧＰａ級）同士の接合において、新規の摩擦線接合技術を開発し、母材と同
等の強度を達成。

難燃性マグネシウム合金を用いた車両部分構体

（断面構造拡大図）

新規な摩擦線接合による断面構造

（従来技術）
高温で接合

脆い組織
＝強度低下

接合部も母材
と同等の強度

（本成果）
高印加圧力の下、
溶融温度以下で

接合
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「人工光合成」の実現に向けた光触媒開発を推進

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

63

• 太陽エネルギーを利用し水から製造したＨ２と、工場等から排出されるＣＯ２からプラスチック原料
等）となる基幹化学品を製造する「人工光合成」の実現に向け研究開発を実施。

• 有望な光触媒材料として知られる窒化タンタルにおいて、水分解を世界で初めて実証。
• 水素生成用光触媒において、太陽電池材料として知られるＣｕ（Ｉｎ,Ｇａ）Ｓｅ２（略称：ＣＩＧＳ）を用い

て水素生成エネルギー変換効率１２．５％の性能を達成。窒化タンタルの赤色透明な酸素生成
光電極と組み合わせ、太陽光エネルギー変換効率５．５％を達成（目標：１０％（２０２１年度末））。

●評価のポイント
• 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。
• ＣＩＧＳをベースとした半導体膜の組成分布と電解液成分を最適化することで、世界最高の水素生成エネルギー

変換効率１２．５％の性能を達成。また、薄膜プロセスの工夫により窒化タンタルの赤色透明な酸素生成光電極
を形成し、CIGS水素生成光電極と組み合わせてタンデム型光水分解セルを構築、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。

• 人工光合成によるプラスチック製造の実現により、約１，０００万トン／年（２０３０年）のＣＯ₂排出量削減に貢献。

10mm

産業技術分野
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：２０１４～２０２１年度）

赤色透明な窒化タンタル
酸素生成光電極

窒化タンタルにおいて
水分解を実証 ＣＩＧＳベースの水素生成用光電極

500 nm

タンタル酸
カリウム

窒化タンタル
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産業技術分野

●評価のポイント
• 長鎖ＤＮＡ合成技術の研究開発を前倒しで完了し、核酸合成機の製品化を実現。長鎖ＤＮＡの大

量生産が可能となり、「スマートセルインダストリー」の進展が期待。
• 細胞代謝物を一斉かつ高感度に分析できる「高精度メタボローム解析システム」を開発し、従来

は熟練者の手作業で行っていた前処理工程を自動化し、解析時間や網羅性の大幅な改善が期
待されるハイスループット化を達成。

• プロジェクト後半に向けて、中間評価結果等を踏まえ、テーマの集約・連携強化を実施。
• スマートセルインダストリーの進展により、2030年時に85.8万kl相当の原油削減に貢献。

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：２０１６～２０２０年度）

• 植物や微生物が持つ物質生産能力を人工的に最大限引き出した細胞「スマートセル」を構築し
工業材料等を生産するため、国産ゲノム編集技術、長鎖ＤＮＡ合成技術等の開発を実施。

• 化学合成ＤＮＡにおいて、他社の既存製品と比較し、半分以下の時間と１０分の１のコストで一括
合成できる長鎖DNA合成用核酸合成機の製品化を実現。

• 細胞代謝物を一斉かつ高感度に分析できる「高精度メタボローム解析システム」を開発し、前処
理工程を自動化し、作業時間が半分以下となるハイスループット化を達成。

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

長鎖DNA合成用核酸合成機

「スマートセルインダストリー」のための基盤技術を開発

「高精度メタボローム解析
システム」（前処理装置）研究対象の例

シソ

タバコ コリネ型細菌

糸状菌
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革新的な技術シーズを発掘し先導研究を実施

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

65

ＮＥＤＯ先導研究プログラム
（事業期間：２０１４～２０２３年度）

●評価のポイント

• 「エネルギー・環境新技術先導研究プロ
グラム」（２０１４年度～）及び「新産業創
出新技術先導研究プログラム」（２０１８
年度～）では、累計１４９件の「先導研
究」を実施。うち、２０１８年度は新たに１
１件、２０１４年度以降の累計で３６件が
国家プロジェクトへ移行し、技術シーズ
の発掘を実現。

• 従来にない、高いエネルギー効率かつ
低コスト化が実現可能な、新しい発電デ
バイスの実現を目指し、実用サイズのプ
ロトン導電性セラミック燃料電池セル（Ｐ
ＣＦＣ）の作製に世界で初めて成功し、ナ
ショナルプロジェクトに移行。

• 中長期的課題解決に資する革新的な技術の原石を発掘し、将来の国家プロジェクト化への道筋
をつけることを目的に「ＮＥＤＯ先導研究プログラム」を実施。

• 省エネルギー・新エネルギー・ＣＯ２ 削減等のエネルギー・環境分野を対象とした先導研究に加

え、２０１８年度は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４３件の研究開発テーマを採択し、現在実施中。

試作した８０mm角平板の
プロトン導電性セラミック
燃料電池セル（PCFC）

（国研）産業技術総合研究所

技術シーズの
探索・創出

技術シーズの
発掘・育成

実用化国家プロジェクト
等

ＮＥＤＯ先導研究プログラム

新産業創出・シーズ発掘等分野
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リアルデータを持つ事業会社とＡＩベンチャーの連携支援

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

66

ＡＩシステム共同開発支援事業
（事業期間：２０１７～２０１８年度）

• 「Connected Industries」で定める重点取組５分野（「自動走行・モビリティサービス」、「ものづくり・
ロボティクス」、「バイオ・素材」、「プラント・インフラ保安」、「スマートライフ」）におけるリアルデー
タを保有する事業会社と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
チャーとの連携によるＡＩシステム開発を支援。

●評価のポイント

• 日本が強みをもつ現場

データとエッジコンピュー

ティング等を組合せたＡＩ

システムのコンセプト検

証と導入に向けた開発を

促進。

• ２５件のＡＩベンチャーと

事業会社との連携したＡＩ

システムの開発を支援。

• 事業成果を活用し２０１８

度中に１件がサービス開

始。２０１９年度中のサー

ビス提供開始については

３件が決定。

■事業例「プラントにおける深層学習を用いた運転状態予測」
（株式会社グリッド（連携先：千代田化工建設株式会社））

 最適運転のための設定値や

運転パラメータを推定するAI

の開発により、石油・ガスプラ

ントの生産性を向上させ、 故

障、寿命の予兆を未然に取

得し警告するAIの開発により

稼働率を向上させる。

 AIモデル自動化システムの開

発により継続性を確保するこ

とで労働集約的な構造を改

善させる。

▶事業概要

■事業終了後の事業化案件
①株式会社レトリバ
 コールセンターにおける回答支援を行うAIシステムの外販を開始（２０１８年度にサービス提供開始）。
②ブレインズテクノロジー株式会社
 サーバー、エッジ間の予防保全及びITリソース需要予測に関するサービスを２０１９年度に開始予定。
③株式会社リノシス
 モスフードサービスの実店舗において音声による注文システムの試験導入を２０１８年度に実施済み。

新産業創出・シーズ発掘等分野
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再エネ・福祉・宇宙分野等における新たな産業を創出

Ⅰ．４．技術分野ごとの目標

67

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
（事業期間：２００７年度～） 他（※）

●評価のポイント

• 高効率で静粛な小型風力発電システムである、集
風レンズ風車によるマルチロータシステムを開発、
実証を開始。無人カメラ、電灯、電波中継、非常時
電源等の分散電源への事業展開が期待できる。

• 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。現時点で２０の言語に対応しており、
国際的な展開が期待できる。

• 再生可能エネルギー関連事業者を対象とした「ＮＥ
ＤＯベンチャービジネスマッチング会」は８事業者が
参加し、総計１５３件の個別面談を実施。うち２件
が成約し、延べ１６件が継続協議中。

• 再生可能エネルギー、福祉用具等に、宇宙分野を加え、支援事業を充実化。これにより、中小企
業等に対する実用化・事業化開発を支援。２０１８年度は７２件の支援を実施。

• 「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」の支援事業者を対象に、「ＮＥＤＯベ
ンチャービジネスマッチング会」を開催。技術紹介や個別商談会を実施し、マッチングを促進。

• 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。

（※） 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（２００７年度～）、 課題解決型福祉用具実用化開発支援事業（１９９３年度～）、宇宙産業技
術情報基盤整備研究開発事業（ベンチャー企業等による宇宙用部品・コンポ―ネント開発助成）（２０１８年度～）、中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進
事業（２０１４年度～）、戦略的基盤技術高度化支援事業（プロジェクト委託型）（２０１５～２０１８年度）

集風レンズ風車
（株）リアムウインド

ＱＲコードで印刷物を音声化
エクスポート・ジャパン（株）

宇宙ビジネス投資マッチング・プラット
フォーム（Ｓ-Ｍａｔｃｈｉｎｇ）

ＮＥＤＯベンチャー
ビジネスマッチング会

新産業創出・シーズ発掘等分野
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Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項



（１）業務の効率化

業務運営の効率化、業務改善に向けた取組

Ⅱ．１．柔軟で効率的な業務推進体制

69

• NEDO内の業務運営の効率化、綿密な連絡体制の構築等を推進するため、ＮＥＤＯ本部（川崎）、
分室（霞ヶ関）、バンコク事務所（タイ）、欧州事務所（フランス）、ニューデリー事務所（インド）にテ
レビ会議システムを導入。

• NEDO内の業務のうち、旅費の確認作業等の定型業務について、業務の効率化・高度化を図る
ため、Robotic Process Automation（RPA）等の技術の導入可否及び効果の検証調査を実施。

●評価のポイント

• テレビ会議システムについて、２０１９年
２月に本格運用開始以降、約１ヶ月でテ
レビ会議システムを活用した打合せを15

回開催、延べ１００名超の職員が利用。
NEDO職員の移動に係る旅費等、約１４
０万円の節減効果（NEDO試算）。

• ＮＥＤＯ分室（霞ヶ関）を活用することによ
り、経済産業省等の外部関係者との打
合せにもテレビ会議システムを活用し、
綿密な連絡体制の構築と業務の円滑化
に寄与。

• RPAが適用可能な３つの業務について

概念実証を行い、作業時間を４０～１０
０％削減できる見込みを得た。

• ＮＥＤＯ本部は、川崎市に所在
しているため、経済産業省等都
内で打ち合わせには、移動時間
が必要（往復で約２時間程度）。

• 従来の対面による打ち合わせを
テレビ会議システムに置き換え
ることにより、旅費と移動時間
の削減に貢献。

テレビ会議システムの導入

ＲＰＡ等の導入効果検証調査の実施

概念実証対象業務 作業時間削減効果

旅費精算時の確認作業 約４０％
（１２０時間→７２時間）

ホームページ掲載等に係る入力作業 約５０％
（７５時間→３８時間）

委託契約における外貨換算レート表
の更新作業

約１００％
（６時間→ほぼ０時間）
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70

• 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。

新プロジェクトマネジメントシステム【新ＰＭＳ】の開発

●評価のポイント
• 新プロジェクトマネジメントシステム（PMS）の開発・テスト等を予定どおり実施。運用ルールの策定など新シス

テム利用に向けた取組を着実に実施。

1.プロジェクト
情報の
可視化

2.ナレッジの
蓄積・共有

3.事業者
との

情報共有

新システムのポイント

ペーパーレス

電子決裁

予算・進捗・課題管理

ＰＪ関連情報・ドキュメント一元管理全文検索

PJ毎、契約毎の進捗状況、予算執
行状況、課題(リスク）管理状況を
トップ画面（ダッシュボード）で表示

BI（ビジネスイン
テリジェンス）導入

プロジェクト関連情報の
一元管理による検索性
向上と資料作成時間の
短縮

PJ類型・実施フェーズ毎の

標準タスクをセットし、作業
状況の確認とリマインダー
による漏れを防止

事業者から提出される
申請・届出文書を含め
たPJ関連ドキュメントの
ペーパーレス化

バージョン管理
によるドキュメン
トの適切な管理
と決裁・承認の
早期化

これまでのPJの経

緯や課題とその対
応等を蓄積し、PM

等の引継ぎをサ
ポート

事業者サポート

• 業務の更なる効率化を目指し、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Ｐ
ＭＳ）の開発・導入を進めているところ。

• 昨年度までに行ったシステム設計に基
づき、システム開発・テスト等を実施し、
２０１９年５月から機構内での利用開始
に向けた準備を進めた（事業実施者の
利用は２０１９年９月から開始予定） 。

• 新システムを利用したプロジェクトマ
ネジメントを想定し、業務運用ルール
の策定や関係規程、マニュアル等の
変更に関する検討を実施。事業実施
者を含めた業務の効率化と利便性向
上を実現すべく事前準備を開始した。

（１）業務の効率化

Ⅱ．１．柔軟で効率的な業務推進体制
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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、2018年度は全国に
おいて目標値を上回る延べ２１回開催し、延べ１,０4７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、契約・検査に係る制度改善を実施。

（１）業務の効率化

 主な制度改善の取組内容について（例）

●評価のポイント
• 事業者からの意見を踏まえて事業者所有装置の保守費を計上可能とするなど、事業者からの意見や国の政策

方針等を適時反映した更なる制度改善を実施。
• これらの取組を踏まえ、業務改善に係る実施者からのアンケートでは、NEDOの契約・検査制度等について、目

標値（８割）を上回る約８９％から肯定的な回答を得ており、目標を達成。

 制度に係る説明会開催実績等

●開催回数
全国で年４回、延べ２１回開催。
（目標値：年４回、延べ１５回以上）

●参加人数
１，０４７名（前年度：１，００７名）

●アンケート結果
約８９％から肯定的回答。
（目標値：80％以上）

Ⅱ．１．柔軟で効率的な業務推進体制

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

【2017年度検討、2018年度実施】
●事業者が所有する装置の保守費を計上可能

事業者からの意見を踏まえ、事業者が所有する装置について、ＮＥＤＯ事業
での専用使用を条件に、保守費の計上を可能とした。

●外注費における相手先を明示
外注費については月別項目別明細表に外注相手先を明記することとした。

【2018年度検討、2019年度実施予定】
●従事内容の週単位での記載を可能

事業者からの意見を踏まえて、研究や作業内容を詳細に記載できるよう、従
事日誌の週単位での記載を可能とすることで利便性を向上させた。

●月別項目別明細表における相手先、法人番号の明示
一契約２００万円以上の全ての取引に対し、月別項目別明細表に相手先と法
人番号を記載することとした。

71



72

• 国の政策や民間企業の開発戦略の策定にかかる知見・経験を深め、また、各機関との関係強化
にも寄与すべく、６機関へ計１７名の職員を派遣（目標：１名以上）。

• 職員がプロジェクト・マネジメントに必要な専門知識を習得できるよう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し（４５名が利用）、職員の仕事と生活の両立を支援すると
ともに年次休暇の取得促進等に向けた労働環境の整備を進め「働き方改革」を推進。

●評価のポイント
• ２０１８年度は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。

• テレワーク制度の導入等を通じて職員の柔軟な働き方を支援するとともに、働き方改革法（年次
休暇の時季指定義務化等）に対応すべく、３６協定の見直しなど労働環境の整備を促進。

外部機関への派遣を通じた能力向上、働き方改革の推進

政府機関 大学・独法等 民間企業

経済産業省（４） 京都大学（１） 三菱電機（１）

内閣府（１）
日本医療研究開発
機構（９）

防衛装備庁（１）

【外部派遣先】 （ ）内は派遣人数

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
上げや博士課程の新設など制度の
拡充を実施。

• 海外の大学院のMBAコースに１名、
国内の大学院の博士課程に１名の
職員を派遣。

海外・国内留学

（２）機動的・効率的な組織・人員体制

Ⅱ．１．柔軟で効率的な業務推進体制
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Ⅱ．１．柔軟で効率的な業務推進体制

●評価のポイント

• 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。
• 新プロジェクトマネジメントシステムの開発、導入による更なる業務の電子化を推進。

業務・システムの最適化

＜新文書管理システムの開発を行い、２０１９年４月から利用を開始 ＞

・更なる業務の電子化推進の観点から、機構内文書の電子決裁を行う新文書管理システムの開発を実施し、２０
１９年４月からの運用開始に向けた準備を完了させた。

・新文書管理システムと新ＰＭＳ間のデータ連携を図り、事業実施者から提出される申請・届出文書の電子化と、
これら文書の電子決裁による完全ペーパーレスを実現することにより事業実施者を含めた決裁早期化と検索
性向上等による利便性向上をさらに進めることとしている。

・機構と事業実施者との間で申請・届出等のドキュメントの電子化を可能とする新たなプロジェクトマネジメントシ
ステム（新ＰＭＳ）については、昨年度までに行ったシステム設計に基づき、システム開発・テスト等を実施した。

・新たなシステムを利用したプロジェクトマネジメントを想定し、２０１９年５月から機構内での利用開始に向け業
務運用ルールの策定や関係規程、マニュアル等の変更に関する検討を進めた。さらに、２０１９年９月から機構
と事業実施者との間での新システムの利用開始に向け全国６箇所で事業実施者に対して説明会を開催する等、
事前準備を開始した。

＜新プロジェクトマネジメントシステムの開発・テスト等を実施＞

• 文書決裁手続きの電子化を目指した新文書管理システムの開発完了。２０１９年４月から利用開
始。

• 新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（再掲）。

（４）業務の電子化の推進



（２）適切な調達の実施
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• 「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」に基づき、２０１８年度においても外
部有識者による契約監視委員会を開催し、契約等の点検・見直しを受けるとともに、引き続き入札・
契約の透明性及び適正性を確保するための取組を実施。

• 具体的には、入札予定の事前公表、メール配信サービスの登録の推奨、研究開発事業等の委託
事業の公募において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等、競争性
の確保に向けた取組を推進。

• これらの取り組みにより、２０１８年度の競争性のない随意契約の割合は、件数ベース：３．８％（前
年度４．１％）、金額ベース： ０．１％（同：０．３％）となった。また、一者応札の割合は、件数ベース：
１４．３％（前年度１５．２％）、金額ベース： ２６．９％（同：２０．７％）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

2017年度
(構成比)

2018年度
(構成比)

比較増△減
(2018年度の対2017年度伸

率）

件数 金額 件数 金額 件数 金額

競争性のある
契約

396
（95.9％）

506.4 
（99.7％）

462
（96.3％）

1039.9
（99.9％）

66 
(16.7％)

533.6
(105.4％)

競争性のない
随意契約

17 
（4.1％）

1.6
（0.3％）

18
（3.8％）

1.1
（0.1％）

1
(5.9％)

△0.5
(△31.1％)

合計
（100％） 413 508.0 480 1041.0 67 533.0

◆２０１８年度 機構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）

2017年度
（構成比）

2018年度
（構成比）

比較増△減
(2018年度の対2017年度伸率）

ニ者以上
件数 336 ( 84.9%) 396 （85.7％） 60 (17.9%)
金額 401.4 ( 79.3%) 760.5 （73.1％） 359.2 (89.5%)

一者
件数 60 ( 15.2%) 66 （14.3％） 6  (10.0%) 
金額 105.0 ( 20.7%) 279.4 （26.9％） 174.4 (166.1%)   

合計
件数 396 (100.0%) 462 （100.0％） 66   (16.7%)
金額 506.4 (100.0%) 1039.9 （100.0％） 533.6 (105.4%)

Ⅱ．２．公正な業務執行とアカウンタビリティの向上
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Ⅲ．財務内容の改善に関する事項



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

• ２０１８年度末における運営費交付金債務は３０７億円。２０１３年度（前期中長期計画期間の初年
度）と比べて３８億円減少。

●２０１８年度の取組

• 早期執行に向けた、執行管理の高度化を図った。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適宜開催。また、毎月各事業推進部署に対する、契約・執行状況の詳細調
査を実施し、計画と実績のかい離状況を常に把握し必要な対策を講じた。

• これら取組の結果、債務残高の割合は２０１８年度予算額に対して１７．０％。国際実証事業にお
ける相手国の手続遅延、天災等や補正予算等のやむを得ない事情により発生した債務を除いた
場合は、１１．２％ （ ２０２億円）となる。
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運営費交付金の効率的活用の促進

Ⅴ．財務内容の改善に関する事項

１．財務運営の適正化

●２０１８年度運営費交付金債務残額と前期中長期計画期間初年度（２０１３年度）との比較
単位：億円、％

区分

２０１８年度 （参考）２０１３年度(第３期中計初年度)

全体 相手国 補正
その他

全体 相手国 補正
その他

予算 起因等 予算 予算 起因等 予算

運営費交付金総
額(億円)[A]

1,808 1,211

運営費交付金債
務残額(億円)

[B]
307 91 14 202 

（うち、SIP事業：50、
経費節減の取組：2） 345 128 102 115

債務残高割合
[B/A]

17.0% 5.0% 0.8% 11.2% 28.5% 10.6% 8.4% 9.5%
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Ⅲ．９．債務保証経過業務

債務保証経過業務

（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（２０１０年度）に新規引受を停止しているが、既存の債務保証先等を適正に管
理し、代位弁済の発生可能性の低減に努めている。

• ２０１８年度においては、完済が見込めない求償権債権（破産更生債権２社）１２億円について、
適切なリスク管理に努め、債権売却により債権処理を完了。同年度末においては保証債務残高
３社９億円、保証債務損失引当金残高８億円。

【 保証残高推移 】

30期首～30年度末 増減

２０１９年度末２０１８年度末
（30年度末）

第４期 中長期目標期間

855百万円 △ 200百万円

２０１８年度期首
（30年度期首）

２０２０年度末 ２０２１年度末 ２０２２年度末

1,055百万円

●評価のポイント

• 第４期中長期計画期間中における業務終了の実現に向けて、２０１８年度はこれまで完済が見
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。また、残りの保
証先３社は、今後、約定返済が順調に履行されれば２０２２年５月に全額完済の見込み。

• ２０１８年度に課題であった債権処理が完了したことから、第４期中長期目標期間中に業務終了
を目指すとされた目標の達成に向けて、着実に進展。

1,055百万円 855百万円 649百万円 464百万円 225百万円 0円計 画 ：

実 績 ：
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Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項
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Ⅳ．１．積極的な広報の推進

各種メディアを活用した情報発信

●評価のポイント
• イノベーションのスピーディな社会実装手段の一つとして、ニュースリリース１４３件、記者会見・

現場見学会３１回等の報道発表を実施。その結果、新聞記事１，４００件以上、テレビ放映３０件
以上の露出により、成果普及・標準化活動支援、地元地域での理解促進、新技術への期待創出
など、事業推進に貢献する報道結果が得られた。

• 各産業分野をリードする「顔」として、プロジェクトマネージャー（PM）のメディア露出を図る等の工
夫を行った結果、ＮＥＤＯを主体とした新聞記事の露出が約６０％増加（２０１７年度比）。

先進・革新蓄電池材料評価技
術開発（第２期）
記者会見(６月１５日)

・７０名以上の記者参加
・１００件以上の新聞記事

（うち五大紙５件）
・テレビ放映２件（NHK）

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
記者会見・見学会(１２月１４日、
３月１日、６日)

・６０名以上の記者参加
・２０件以上の新聞記事

（うち五大紙１件）
・１０件以上テレビ放映

（NHK、テレビ東京、福島）

上：細井PM 左下：電池模型 右下：関係者集合写真 上：宮本PM 左下：実証動画 右下：会見後の集合写真
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• 検査に係る説明会について、２０１８年度は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等を配布し、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。

• ２０１７年度に発覚した研究費の不正使用事案を踏まえ、再発防止策の検討など、制度の強化・
改善を実施。

Ⅳ．３．不正事案への対処

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、目標値（延べ１５回以上）を上回る回数を開催

するとともに、採択決定時には事業実施者に対して事務取扱説明会や経理指導、代表者面談
の実施を徹底し、公的研究費の適正な執行確保を着実に実施。

• 研究費の不正使用事案を踏まえ、再発防止策を検討し、一部試行運用を実施したほか、２０１９
年度から機構内の組織体制を強化するなど、再発防止に向けた取組を着実に実施。

 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。

・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の面談を原則必須とし不正等
の抑制の一助とした。

・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）の頻度を高めるなど、一部試行運用を実施。また、２０１９年
度からは、臨時検査（抜き打ち検査）の着実な実施、外注先など
の選定理由の明確化、機構提出書類（月別項目別明細表）への
取引先などの記載義務化等からなる再発防止に本格的に取り組
んでいく。

・機構の活動全体の信頼性確保に向け、外部からの通報への的
確な対応の強化を含む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、２０１９年４月に新たに「公正対策室」など
から構成される「リスク管理統括部」を設置。

 不正事案発生抑制のための今後の取組
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登録証の授与式
（２０１９年１月１７日）

情報セキュリティの適正な管理

• 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）の認証を全部署
（国内全拠点）で取得。

Ⅳ．４．情報セキュリティ対策等の徹底

• 情報セキュリティを確保し、内外関係者等からの信
頼性向上を目的として、２０１６年度から取り組んで
きたＩＳＭＳ（Information Security Management 
System）認証取得推進活動について、２０１８年度
に計画通り国内全拠点について認証を取得 。

• ２０１６年１２月１５日登録（７部署）、２０１７年１２月
１４日変更拡大登録（１４部署）、２０１８年１２月６日
変更拡大登録（２１部署）の登録証交付。

• 今後、現在のＩＳＭＳ推進活動の水準を維持しつつ、
有効期限（２０１９年１２月）の更新を目指す。

• ＩＳＭＳ推進ＷＧは、管理部署を中心とした事務局と、
各部推進担当者、これに専門的な知見を有するコ
ンサルティング会社を加えた体制（昨年同様）とし、
第４期中長期計画期間中はこの体制を維持すると
ともに、将来的に自律的な活動となるよう模索。

ISMS中長期計画 ～継続的改善に向けて～

●評価のポイント
• ２０１６年度にＩＳＭＳ認証を７部署で取得し、その対象範囲を、２０１７年度に１４部署、２０１８年度に全部署（２

１部署）に拡大。中長期計画に掲げられた全部署認証取得を達成。

高セキュリティ
段階

より高度なセキュリティ
ソリューションの導入等

現状
最低限の主要手続きのみ

1年目

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
レ
ベ
ル

高

低

マネジメントシステム構築・導入
（部分取得で基礎固め）

手続きの実施を計画している
手続きの実施を訓練している

実施結果を点検している

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

プロセスの効果を改善している

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

現状調査・計画策定

目標：ISMS体制の構築と認証取得 目標：より高度なセキュリティ対策導入

ポリシー策定

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最適化

２～４年目 以降～
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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

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．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
【エネルギーシステム分野】

○ 風力発電・地熱発電・水素エネルギー・次世代蓄電池の技術開発で、世
界初・世界最高水準など成果を得たことは高く評価できる。市場成長期に
コスト競争に勝てるような長期戦略を持って、世界のデファクトとなってほ
しい。

【省エネルギー・環境分野】
○ 化石燃料にエネルギーを頼っている日本こそ、省エネや環境分野で先行

的技術開発が重要。戦略的省エネ技術、次世代火力発電技術、CCS研
究開発・実証事業等の実証実験で世界最高水準の達成や、新たな上市・
製品化等実用化が進みつつある。

○ 高効率石炭火力発電の技術開発において、十分な成果が得られている
ことは理解できる。環境影響に対する懸念もあるので、将来のビジョンを
示し、国民的な理解が得られるようにして欲しい。

【産業技術分野】
○ 2012年度終了案件の実用化達成率について、開発段階に留まっている

テーマがある点については今後フォローが必要である。
○ 日本の産業技術の向上には、世界のトップ水準との交流が重要であり、

World Robot Summit（WRS）の開催等は評価できる。
○ 優れた技術開発成果が得られているが、新しい産業分野を切り開くこと

ができるように、社会的なニーズを掘り起こす努力を行って欲しい。

【新産業創出・シーズ発掘等分野】
○ 研究開発型ベンチャー育成について、NEDO支援における民間VC等の

外部資金の導入倍率について目標を達成するなど、着実に経済的効果
を出している。

○ また、２０１８年度には新たに11件、2014年度以降の累計では３６件が国
家プロジェクトに移行し、技術シーズ発掘を実現できたことは高く評価でき
る。

平成３０年度業績評価に係る委員からの主なコメント

【その他、セグメント共通内容等】
○ 国際標準化提案について、国際競争力上自国技術のデファクト化がない

限り、研究開発段階で世界初であっても、技術で勝ってビジネスで負けて
しまうことが確実であるので、実績比率をさらに、高めていただきたい。

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項
（業務の電子化の推進）
○ 新プロジェクトマネージメントシステム(新PＭS)の開発・テスト、新文書管

理システムの開発完了等、確実かつ着実に業務を遂行することができて
いる。

（広報の推進）
○ メディアに対する見学会について、成果が出た段階だけでなく、プロジェ

クトの途中段階等でも開催するなど、記者が興味を持つような工夫をして
欲しい。

Ⅲ．財務の内容の改善に関する事項
（運営費交付金の適切な執行に向けた取組）
○ 事業の進捗管理の徹底を図り、期中での適切な予算追加投入を実施し、

成果の最大化に勤めたことを含めて、着実に業務を遂行できたと評価す
る。

（債務保証経過業務）
○ 完済が見込めない求償権について、計画どおり12億円を債権売却し、

2022年の完済に向けて着実に処理が進んでいる。
Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項

（不正事案への対処）
○ 抜き打ち検査、「公正対策室」等から構成される「リスク管理統括部」の

設置など機構内の組織体制を強化し、再発防止に向けた取組を実施して
いる。

○ この件にかかわった担当者等から聞き取り調査などに行い、不正の芽を
見極めるための感覚や不正に発展することを防ぐ方策などを見出し、情
報を共有して、他事業でも活用して欲しい。

（情報セキュリティ対策等の徹底）
○ 情報セキュリティマネジメントの国際規格の認証を全部署（国内拠点）に

拡大し、中長期的に掲げた全部署認証を取得達成している。


