
1 
 

「NEDO プロジェクトのアウトカム把握のための基礎調査」公募説明会 
補足説明資料 

平成 30 年 12 月 6 日 
評価部 

 
 
１．NEDO プロジェクトに関する基本情報 
調査件名 対象 PJ（件数） 
平成 29 年度「研究開発プロジェクトにおける評

価結果及び評価結果間の関連性に関する調査」 
H14～H29FY に NEDO が中間・事後

評価を実施した PJ（約 420 件） 
平成 25 年度「NEDO プロジェクトの変遷と技術

や人材等の流動等に係る調査」 
NEDO 設立～H24FY 実施 PJ（約 630
件） 

 
[資料掲載場所] 
NEDO 成果報告書データベース：http://www.nedo.go.jp/library/database_index.html 
 
２．アウトカム把握・分析のための評価・調査報告等 
（１）アウトカム目標、想定される波及効果等 
資料名 対象 PJ（件数） 
基本計画／アウトカム目標 H22FY 以降に開始した PJ（約 70 件） 
中間評価報告書・事後評価報告書 
 

H14～H29FY に NEDO が中間・事後

評価を実施した PJ（約 420 件） 
 
[資料掲載場所] 
NEDO の評価制度 
http://www.nedo.go.jp/introducing/kenkyuu_houkoku_index.html 
基本計画（各 PJ ページ） 
http://www.nedo.go.jp/activities/introduction.html 
評価報告書（プロジェクト毎評価分科会に評価年度別・PJ 別に掲載）

http://www.nedo.go.jp/introducing/iinkai/kenkyuu_index.html 
 
 
（２）NEDO における主なアウトカム把握関連調査（分野横断型） 
調査件名 対象 PJ（件数） 
追跡アンケート調査結果 
※原則、PJ 終了後、1・2・4・6 年目に実施。 

H12～H28FY 以降に終了した PJ（約

350 件） 
NEDO インサイド製品調査結果 NEDO 設立以降に実施し、NEDO イン

サイド製品に関連したプロジェクト

http://www.nedo.go.jp/library/database_index.html
http://www.nedo.go.jp/introducing/kenkyuu_houkoku_index.html
http://www.nedo.go.jp/activities/introduction.html
http://www.nedo.go.jp/introducing/iinkai/kenkyuu_index.html
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（約 150 件） 
平成 29 年度「NEDO プロジェクトに参加した中

小・ベンチャー企業への支援の成功要因に関する

検討」 

H13～H28FY に終了した PJ に参加し

た中小・ベンチャー企業 

平成 28 年度「NEDO プロジェクトに参加した中

小・ベンチャー企業の開発成果の評価に関する検

討」 

H13～H27FY に終了した PJ に参加し

た中小・ベンチャー企業 

平成 24 年「NEDO プロジェクトから生まれた製

品、NEDO インサイドに関する体系化調査」 
NEDO 設立～H23FY に終了した PJ 

平成 23 年「NEDO プロジェクトから生まれた製

品、NEDO インサイドに関する俯瞰調査」 
NEDO 設立～H22FY に終了した PJ 

平成 19 年度「エネルギー及び地球環境問題の解

決に対して影響を及ぼした NEDO 研究開発プ

ロジェクト等の技術的成果に関する調査」 

NEDO 設立～H19FY に実施したエネ

ルギー・環境関連 PJ 

平成 18 年度「日本の産業に影響を及ぼした

NEDO 研究開発プロジェクトの技術的成果に関

する調査」 

NEDO 設立～H18FY に終了した PJ
（247 件） 

平成 17 年度「NEDO 研究開発成果の経済効果及

び貢献度に係る基礎調査」 
NEDO 設立～H12FY に終了した PJ
（178 件） 

平成 14 年度「新規産業創造型提案公募事業の追

跡評価手法及び波及効果に関する調査」 
新規産業創造型提案公募事業（H7～
H11FY 採択分） 

 
[資料掲載場所] 
NEDO 成果報告書データベース：http://www.nedo.go.jp/library/database_index.html 
 
（３）NEDO における主なアウトカム把握関連調査（分野別） 
調査件名 対象 PJ（件数） 
平成 26 年度「NEDO プロジェクトから実用化し

た製品やプロセスに関する可視化・俯瞰に関する

検討」 

NEDO 設立～H25FY に実施した省エ

ネルギー型熱源機器および熱供給シス

テム関連 PJ 
平成 25 年「NEDO プロジェクトから生まれた製

品およびプロセス(NEDO インサイド製品)に関

する体系化調査」 

H4～H24FY に実施したリサイクル関

連技術 PJ 

平成 25 年度「NEDO の取り組みの見える化に係

る手法の調査 プロジェクト又は分野毎におけ

る便益の推定と技術伝播等の流れの見える化」 

・H12～H25FY に実施した固体高分子

型燃料電池関連 PJ（5 件） 
・NEDO 設立～H19FY に終了したヒ

ートポンプ給湯機関連 PJ（4 件） 
平成 21 年度「『人間協調・共存型ロボットシステ 人間協調・共存型ロボットシステム研

http://www.nedo.go.jp/library/database_index.html
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ム研究開発』に係るアウトカム情報収集」 究開発（H10～H14） 
平成 21 年度「機能性高分子材料の技術開発に係

るアウトカム調査」 
NEDO 設立～H12FY に終了した機能

性高分子材料関連 PJ（4 件） 
平成 21 年度成果報告書 情報収集事業 「触媒

アウトカムローリング先導調査」 
H2～H21FY に終了した触媒技術関連

PJ 
平成 20 年度「エネルギー・環境、化学品製造に

おける触媒技術に関する NEDO 研究開発成果の

アウトカム調査」 

H8～H15FY に終了した触媒技術関連

PJ 

平成 20 年度「半導体関連技術プロジェクトに係

るアウトカム調査」 
H7～H20FY に実施した半導体製造関

連技術関連 PJ（17 件） 
平成 19 年度「りん酸形燃料電池（PAFC）に係

るアウトカム調査」 
NEDO 設立～H12FY に終了した PJ（5
件） 

平成 19 年度「NEDO 研究開発プロジェクトの社

会・経済等への効果の定量的把握手法に関する調

査」 

NEDO 設立～H18FY に終了した太陽

光発電関連 PJ（6 件） 

平成 19 年度「セラミック材料の技術開発に係わ

るアウトカム深掘調査」 
NEDO 設立～H19FY に実施したセラ

ミックス材料関連 PJ（5 件） 
平成 18 年度「セラミックス材料に関する技術開

発に係るアウトカム調査」 
NEDO 設立～H19FY に実施したセラ

ミックス材料関連 PJ（6 件） 
平成 18 年度「バイオツール技術に係るアウトカ

ム調査」 
H10～H17FYに実施したバイオツール

技術関連 PJ（9 件） 
平成 18 年度「半導体製造関連技術に係るアウト

カム調査」 
H8～H15 に実施した半導体製造関連

技術関連 PJ（6 件） 
平成 18 年度「マイクロマシン技術に係るアウト

カム調査」 
H3～H17FY に実施したマイクロマシ

ン技術関連 PJ（3 件） 
平成 18 年度「高性能工業炉に係るアウトカム調

査」 
高性能工業炉の開発（H5～H11FY）（1
件） 

平成 17 年度「太陽光発電システム及びその関

連技術に係るアウトカム調査」 
NEDO 設立～H17FY に実施した太陽

光発電関連 PJ 
平成 12 年度「エネルギー使用合理化に係る機械

分野における成果に関する調査」 
・マイクロマシン技術（H3～H12FY） 
・超音速輸送機用推進システム研究開

発（H2～H11FY） 
 
[資料掲載場所] 
NEDO 成果報告書データベース：http://www.nedo.go.jp/library/database_index.html 
 
（４）経済産業省による主なアウトカム把握関連調査・評価 
調査・評価件名 対象 PJ（件数） 

http://www.nedo.go.jp/library/database_index.html
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「健康安心イノベーションプログラム追跡評価

報告書」（平成 24 年 4 月） 
H10～H17FY に終了したバイオ・医療

関連 PJ（21 件） 
「太陽光発電研究開発追跡評価報告書」（平成 23
年 4 月） 

NEDO 設立～H19FY に終了した太陽

光発電関連 PJ（9 件） 
「超電導材料・超電導素子研究開発追跡評価報告

書」（平成 22 年 3 月） 
NEDO 設立～H19FY に終了した超電

導関連 PJ（12 件） 
「超先端電子技術開発促進事業追跡評価報告書」

（平成 21 年 4 月） 
超先端電子技術開発促進事業（H7～
H13FY） 

「分散型電池電力貯蔵技術開発プロジェクト追

跡評価報告書」（平成 20 年 4 月） 
分散型電池電力貯蔵技術開発プロジェ

クト（H4～H13FY） 
「超先端電子技術開発促進事業の技術・産業・社

会へのインパクトに関する調査」（平成 20 年 3
月） 

超先端電子技術開発促進事業（H7～
H13FY） 

「人間感覚計測応用技術研究開発プロジェクト

の技術・産業・社会へのインパクトに関する調査」

（平成 19 年 3 月） 

人間感覚計測応用技術研究開発プロジ

ェクト（H2～H10FY） 

「新型電池電力貯蔵システム開発プロジェクト

の技術・産業・社会へのインパクトに関する調査」

（平成 19 年 3 月） 

新型電池電力貯蔵システム開発プロジ

ェクト（H4～H13FY） 

「マイクロマシン研究開発プロジェクト追跡評

価報告書」（平成 18 年 7 月） 
マイクロマシン研究開発プロジェクト

（H3～H12FY） 
「原子・分子極限操作技術研究開発プロジェクト

追跡評価報告書」（平成 18 年 7 月） 
原子・分子極限操作技術研究開発プロ

ジェクト（H4～H13FY） 
「超先端加工システム研究開発プロジェクト追

跡評価報告書」（平成 16 年度） 
超先端加工システム（S61～H6FY） 

「光関係研究開発プロジェクトの技術・産業・社

会へのインパクトに関する調査」（平成 16 年 3
月） 

超先端加工システム（S61～H6FY） 

「材料・ナノテク関連施策の技術・産業・社会へ

のインパクトに関する調査」（平成 15 年 3 月） 
・高効率電光変換化合物半導体開発

（H10～H14FY） 
・非鉄金属系素材リサイクル促進技術

開発（H5～H14FY） 
「水総合再生利用システム追跡評価報告書」（平

成 14 年 7 月） 
水総合再生利用システム（ S60 ～

H2FY） 
「三次元回路素子追跡評価報告書」（平成 14 年 7
月） 

三次元回路素子（S56～H2FY） 

「導電性高分子材料研究開発プロジェクトの技

術・産業・社会へのインパクトに関する調査」（平

導電性高分子材料研究開発プロジェク

ト（S56～H2FY） 
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成 13 年 3 月） 
「ファインセラミックス追跡評価報告書」（平成

12 年 12 月） 
ファインセラミックス（S66～H4FY） 

「リン酸型燃料電池発電技術研究開発追跡評価

報告書」（平成 12 年 5 月） 
リン酸型燃料電池発電技術研究開発

（S56～H2FY） 
「海外の評価機関を活用した研究開発プロジェ

クトの技術・産業・社会へのインパクトに関する

調査」（平成 12 年 3 月） 

極限作業ロボット研究開発プロジェク

ト（S58～H2FY） 

 
[資料掲載場所] （最終アクセス 平成 30 年 12 月 6 日） 
H20～H29FY の追跡評価報告書 
http://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/e0000000.html  
H9～H20FY の調査報告書 
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286890/www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/e0
000000.html 

http://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/e0000000.html
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286890/www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/e0000000.html
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286890/www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/e0000000.html

