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独立行政法人評価委員会産業技術分科会新エネルギー・産業技術総合開発機構部会 

（第１９回） 

議事要旨 

日時：平成22年6月18日（金）10:05～12:05 

場所：経済産業省別館10階各省庁共用1014号会議室 

 

出席者 

岸部会長、石谷委員、末吉委員、松田委員、室伏委員、谷田部委員、渡辺委員 

（欠席：竹中委員） 

 

議題 

１.  新エネルギー・産業技術総合開発機構部会における評価基準及び評価スケジュール

について 

２.  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構における平成 21 年度業務実績

について 

３.  最近の独立行政法人を巡る状況について（報告） 

４.  役員退職手当規程の改正について 

 

議事内容 

岸部会長 

ただいまより、第19回の独立行政法人評価委員会、新エネルギー・産業技術総合開発機

構（NEDO）部会を開催いたします。 

それでは、議事に入る前に、事務局よりご挨拶がございます。西本審議官、よろしくお

願いします。 

西本審議官 

 経済産業省の西本でございます。本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきま

して、ありがとうございます。 

 このNEDOも、平成15年に独立行政法人になって、第1期を終えて、今、第2期の3年目、

真ん中の年ということでございます。今日の委員会では、昨年度、第2期の中期計画の2

年度目、21年度のご評価をいただくということでございます。 

 この委員会も、去年の6月に開催して以来、いろいろ大きな動きがその後ございました。

ご案内のとおり、9月に新政権が発足して、11月には行政刷新とか仕分けの会議とかご
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ざいまして、また、成長戦略が必要だということで、12月30日、年末ぎりぎりに新成長

戦略の基本方針が出されて、それがちょうど今日、新成長戦略として閣議決定されたと

いうことでございますけれども、この成長戦略の中でも、イノベーション、これが一つ

の大きな柱になっているわけでございます。 

 この成長戦略に盛り込んだイノベーションの部分ですけれども、これは私どもの産業構

造審議会の産業技術分科会の中でも十分議論をして、これまでの、ややもすれば、技術

はあるけれどもなかなかビジネスにつながらないというところをどのように橋渡しして

いくのかということで、従来の研究開発だけでなくて、それの社会的な実証とか、ある

いは国際標準をとりにいくとか、あるいは規制緩和をきちんとしていくとか、そういう

きちんとしたセットで考えていこうということが打ち出されています。 

 その中でも、ファンディングエージェンシーというか、NEDOの役割というのをきちん

と位置付けて、しっかり前に進めていこうというイノベーション政策が打ち出されてお

りまして、これは5月26日、経済産業省の産業競争力部会で決めて、それを産業構造ビ

ジョン、これは6月3日に出ましたけれども、しっかり位置付けられて、これが成長戦略

に位置付けられたということでございます。 

 今回ご評価いただきますのは、昨年21年度のNEDOの業績でございますけれども、そう

いった全体のイノベーション政策を取り巻くいろんな動きも参考にしながら、ご審議い

ただければと思います。岸部会長はじめ委員の皆様方には、お忙しいところ、相当大き

な作業を伴うということで、また、一月後、７月16日にはもう一回開催させていただい

て議論いただくということでございますので、大変お忙しいと思いますけれども、ぜひ

ぜひよろしくご審議方お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

岸部会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、配付資料の確認をお願いしたいと思います。 

吉村技術振興課長 

 技術振興課長の吉村でございます。本日はよろしくお願いします。 

 本日の資料でございますけれども、委員の方々の資料につきましては、大、中、小、三

つのクリップ止めにさせていただいております。小さいクリップにおきましては、資料

3までを綴じております。大きいクリップにおきましては、資料4から資料6が綴じられ

ております。それから中くらいのクリップにつきましては、参考資料1から参考資料8ま
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でをすべて綴じております。このほかに、NEDOからご提供のありましたパンフレット

などをこれら資料の下に置かせていただいております。 

 資料に不足等ございました場合には、お知らせいただければと思っております。 

 なお、本日、評価委員会での議事録や配付資料につきましては、従前から当省のホーム

ページで公表いたしておりまして、本日の部会につきましても同様にさせていただくこ

とをあらかじめご承知いただきたく存じます。このため、議事録につきましては、後日

ご確認いただくための手続をとらせていただきます。 

岸部会長 

 よろしいでしょうか。それでは、早速ですが、議事次第に従いまして、最初の議題であ

ります評価基準及び評価スケジュールについて入りたいと思います。ここもまた、事務

局からよろしくお願いします。 

吉村技術振興課長 

 恐縮でございますけれども、資料3-1のNEDOの業務の実績の評価基準、それから資料3

-2、評価シートの新旧の対照表、それからお手数かけますけれども、参考資料2-1、独

法の業務の業績に関する評価の視点、それから参考資料2-2、21年度の業務実績の具体

的取り組みについての4種類が本議題の資料となっております。参考資料2-1と2-2でご

ざいますけれども、本部会の評価基準の大元となります総務省の政策評価独立行政法人

評価委員会から、先月末、５月31日に示されました今年度の評価に当たってのポイント

と詳細という形になります。参考資料2-1、「独立行政法人の実績に関する評価の視点」

をお開きいただければと存じます。 

 その資料の7ページ以降に、昨年度示された視点等を新旧対照表の形で並べております。

ご覧になっていただくとおわかりいただけると思いますけれども、左側が今年度、右側

が昨年度でございますけれども、特段大きな構成の違いはございません。 

 大変恐縮ですけれども、8ページをおあけいただきたいと思います。3「保有資産の管理

・運用等」のところでございますけれども、昨年は金融資産とそれ以外という形の分け

でございましたけれども、今年度は、それに加えて、知的財産についての細区分が一つ

ございます。 

 それから、ページをめくっていただきまして10ページ目、下のほうに6「内部統制」と

いうところがございます。この資産の区分と内部統制のところが、強いて申すれば変更

点ではないかと思います。 
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 次に、参考資料2-2でございます。「平成21年度業務実績評価の具体的取組について」で

ございます。これも大変恐縮でございますけれども、6ページ目から新旧対照表の形で

並べさせていただいております。変更箇所に下線が引っ張ってありますけれども、いず

れの箇所も、昨年度策定されたものから、従前定めました閣議決定の凍結など、昨年か

ら今年にかけての仕分けを初めとしました一連の事項を反映した修正等が行われており

ます。いずれも、昨年度策定していただきましたNEDO部会の評価基準の大きな評価項

目の範囲内でございまして、評価基準自体は特段の修正は必要ないと事務局としては考

えております。 

 それから部会の評価基準をもとにしまして、これをさらにブレークダウンしました評価

シート、資料3-2に戻っていただけますでしょうか。これも左側が今年度のシートの案

です。それから右側が昨年度定めていただきましたシートでございます。 

 この評価シートにつきましても、先ほど申し上げました総務省政独委の視点、あるいは

具体的取り組み、修正された点をチェックしました結果、評価事項や評価項目について、

大きくその構成を変更する必要はないと事務局としては考えております。 

 なお、当然のことながら、昨年から1年経過しておりますので、アップ・トゥ・デート

しなければならないところにつきましては、適宜リバイスをしております。 

 大変細かくて恐縮ですけれども、この中で一言付言させていただきたい点がございます。

恐れ入りますけれども、この資料の9ページ目をお開きいただければと思います。 

 9ページ目の最後、13に「繰越欠損金の計上を、業務運営上適切性のあるものとする」

と書かれてございます。そのポツの三つ目に、「基盤技術研究促進事業について、研究

委託先への現地調査及び納付の慫慂を行う」ということで、右側をごらんになっていた

だくと、20年度におきましては、納付される総額について1,000万という基準を定めて

おったわけですけれども、今年度は500万円という形で、金額の水準を下げております。

これにつきましては、前年度の2月に、当該年度の収益納付実績企業に対しまして、翌

年度の見込み額を調査しております。21年2月の調査結果、不景気で収益納付可能な企

業が尐なかったことも踏まえまして、500万円と設定させていただいております。 

 いずれにいたしましても、事務局としましては、今申し上げましたような細かい点等も

チェックした上で、本評価シート案を作成させていただいております。 

 なお、実際の評価をご記入いただくに当たっては、昨年同様、評価シートの各評価欄に

AA、A、B、C、Dのプルダウンメニューが表示され、選択していただきますと、最終
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的に総合評価が自動計算されることになっております。 

 次に、資料3-3をおとりいただければと存じます。「独立行政法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構の平成21年度実績評価等スケジュールについて」でございます。この資

料にございますように、本日の部会での21年度の業績説明の後、ご質問を23日の水曜日

まで受けさせていただきたいと考えております。質問に対する回答を、６月30日の水曜

日、1週間後までに委員の方々全員にそのご質問とその回答をメールで共有させていた

だく形で、本日の説明で足らなかった部分、あるいは今日の質疑応答で足りない部分を

このような形でフォローさせていただければと存じます。その上で、7月5日の月曜日ま

でに、大変恐縮でございますけれども、評価シートをご提出いただきたく存じます。そ

れから現地調査につきましては、そのスケジュール概要案を次のページにまとめさせて

いただいているところでございます。委員各位の評価を取りまとめたものを、7月16日

の第20回の次のNEDO部会でご審議いただきまして、最終的には7月29日に予定されて

おります経済産業省独立行政法人評価委員会にて決定するスケジュールにしております。 

 以上であります。 

岸部会長 

 ありがとうございました。昨年とそんなに大きく変わっているところもないのですが、

本部会の評価基準、評価シート及びスケジュールについて、何かご質問、採点するに当

たってのご意見等ありましたら、いかがでしょうか。 

石谷委員 

 今伺って、ほとんど差がないということで、特に問題ないのですけれども、4ページあ

たり、資料3-2ですか、ちらちらとみていると、細かい数字がちょこちょこと、厳しく

なっているのかどうか、これは最初の基本のご説明との関係が、それに対応しているの

ですか。それとも、どういう基準でこの数字を変えられたのか、ちょっと伺いたいと思

います。 

吉村技術振興課長 

 実際に4ページ目のところで、例えばア－４の研究開発マネジメントの高度化なんてい

うところにつきましては、対象事業そのものが昨年度は86本でありましたけれども、そ

れが例えば実際に対象となるのが110本という形で、いってみると、事業の数というの

が自動的にアップ・トゥ・デートされるというか、なりますので、そこのところについ

ては増える形になりますし、それから例えばア－５の研究開発マネジメントの高度化の
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ところの研究開発プロジェクトにおける標準化に係る取組を含む基本計画数というのも、

現在の事業数を勘案して、昨年は20件程度だったのですけれども、25件程度という形で

ございまして、事務局として、基準が厳しくなるところについて、当然、先生方のご意

見を伺った上でお認めいただきたいところでございますけれども、一般論でございます

けれども、厳しくすることについて、例えば親委員会でありますとか、総務省の政独委

との関係におきまして、それはおかしいというような話はないと思います。そういう意

味で、私、冒頭申し上げました基盤事業につきまして、昨年度、1,000万円は唯一とい

うか、基準を下げた形になっておりますので、特に私のほうから説明をさせていただい

たという格好になっております。 

石谷委員 

 これは実際の活動の量に比例して自然に増えたという、そういう感じで理解すればよろ

しいわけですか。 

吉村技術振興課長 

 というところが多うございます。 

岸部会長 

 ほか、いかがでしょうか。 

 このような基準で採点するということですが、前年度そういう形でやってきましたとこ

ろ、親委員会というか、経済産業省のほうでいろいろまた意見も出てきたわけです。非

常に興味があるというか、厳しいというか、又はこれを逸脱して、NEDOが本当に役に

立っているのかとか、産業技術として何が問題なのかと、尐し大きく質問が出たりして、

ご批判というよりご意見が出たというようなところはございました。 

 ですけれども、我々としては、やはり中期計画、中期目標に沿って単年度ごとに粛々と

決められたことをしっかりやっていくという立場でよろしいのではないかとは考えてお

ります。ただ、質問されたことはそれなりにまた意味のあったことでもあるので、審議

官が最初にお話しした、本当に実用化するのかとか商品化するのかというところとの兼

ね合いであったかなという気もしております。 

 それでは、よろしいでしょうか。これに従って評価を進めていくことといたしますが、

事務手続について、事務局からお願いしたいと思います。 

吉村技術振興課長 

 資料3-4の評価シート、ペーパーで配付させていただいておりますけれども、当方から
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先生方に電子メールで送付させていただきますので、それに各評価事項別に評価とコメ

ントを記載していただき、繰り返しになり大変恐縮でございますけれども、7月5日の月

曜日までに事務局あて返信していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

岸部会長 

 よろしいでしょうか。それでは、次に、議題2の平成21年度のNEDOの業務実績に入り

たいと思います。資料4-1、4-2、4-3、それから資料5になりますが、NEDOからひとつ

21年度の実績について説明をよろしくお願いしたいと思います。 

 まずは村田理事長、全体の説明をお願いいたします。 

村田理事長 

 理事長の村田でございます。 

 平素より、委員の皆様方、先生方には大変お世話になっております。ご指導いただきま

して、本当にありがとうございます。まず、この場をお借りして御礼申し上げたいと思

います。具体的な内容につきましては、副理事長より御説明させていただきたいと思い

ます。その前に、理事長といたしまして、NEDOの業務運営の基本的な考え方を申し上

げたいと思います。 

 最近、アジア諸国に出かける機会が非常に増えております。しかし、行くたびごとに、

痛切に感じるのですが、どうも日本と勢いが違う。日本に帰ってきますと、非常にさび

が出てきている感じがしてしようがありません。人々の目の輝きも違うし、一体大丈夫

だろうか、日本は、と感じております。 

 昨日、実は私どもが事務局を務めておりますスマートコミュニティアライアンスグリッ

ドアライアンスという、これは現時点で352者が全国的に業種横断的に加入しておりま

すが、それとの共催でスマートグリッドサミットを開催いたしました。世界各国からス

マートグリッド関係の、これほどのメンバーはないというレベルの方々に集まっていた

だくことができまして、講演会、その他セミナーを開催しているところですが、スタン

フォード大学の名誉教授、ダニエル沖本さんという方の基調講演がございまして、その

中で非常にショッキングなデータが紹介されました。 

 それは、「シリコンバレーとスマートグリッド」に関する講演でございましたけれども、

シリコンバレー企業がどのような国に投資しているかを各国比較しています。10カ国く

らい並んでいたと思いますが、日本はその中に入っていません。これはある意味で、非

常に大きな、刺激の強い、活性化された世界から徐々に取り残されてきているのではな
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いかという気がしてならないわけでございます。私どもNEDOとしましては、そのよう

なことを常に頭の真ん中に置きながら、日本のレベルと将来にわたっての競争力をどう

確保するかということを常に考えていかなければならないのではないかという思いを昨

日新たにしたわけでございます。 

 さて、21年度業務運営に当たりまして、三つぐらいの大きな視点といいますか、基本的

視点をもって臨んできたつもりでございます。一つは、今申し上げたことに関連するの

ですが、やはり世界的視野で物事を常に見ていくということが大事だろうと思います。

しかも、世界的な視野で見ながら、将来から現在を戻って考えてみる。将来どのように

世の中変わっていくだろうかと、そこを目指して、私ども日本は何をすべきかという視

点で見ていく必要があると痛切に思っておりまして、これを一つの基準にしているわけ

です。 

 今お話し申し上げたスマートグリッドについてもそうでございます。思い返していただ

ければと思いますが、一昨年の例えば今ごろ、スマートグリッドのスの字も世の中に、

日本の中では出ていなかったわけでございます。むしろ、スマートグリッドなどという

ものは、日本のように非常に質のいいグリッドが縦横に張りめぐらされていて、停電率

も世界一低い、そのような国では必要ないのだと。あれは停電の多い、要するに電力系

統がお粗末な国が自分たちの電力系統を立て直すために言っていることだと、このよう

な意見が大宗でございました。それは完全に間違っていたと思います。私どもが、やは

りそれではいけないという視点でスマートグリッドを叫び出し、日本の国内で相手にさ

れない段階で、アメリカその他の国でこのスマートグリッドの協力関係を仕掛けていっ

たことは、ある意味で正しかったと自負をいたしております。そのような形で、常に世

界的視野で見ていく。 

 それからもう一つは、確かにNEDOが中核となって、新エネルギー、省エネルギーの技

術開発を進めてまいりました。しかし、単体の技術ではだめだということも事実でござ

いまして、スマートグリッドというのはある意味システムですので、そのシステムをど

のように競争力の源泉にしていくかという発想がない限り、単体だけだと全部それを盗

まれてしまう、利用されてしまう、先を越されてしまうということになるわけでござい

ます。そのような観点から、やはり総合力というところをどうやって達成していくのか

ということも世界的なマーケットでよく考えて、それをターゲットにしていかなければ

いけないと思っております。 
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 例えば水の例がございます。今、その水の事業について、世界的に展開すべきだという

ことで、システム輸出という議論がありますけれども、もう先生方ご案内のように、膜

などは非常に高いレベルにあります。しかし、それだけでは利幅を得られない。他国に

利用されるだけでございます。世界的な水のメジャーのフランスなどに獲られていくわ

けでございまして、やはりシステムとして、その地域地域に合った実証的な過程を経た

上での対応力というものを作っていく必要があると思っております。そのような観点か

ら、世界的なネットワークの形成ということを進めてきたつもりでございます。 

 これは21年度の話ではございませんが、私どもとしましては、アメリカにワシントン事

務所を置いておりますけれども、シリコンバレーの企業と日本の企業をどう結びつける

か、それで技術開発の質、産業・企業の競争力をもうワンランクどのように上げていく

かということを考えなければならないと思っていまして、そのような意味でも、アメリ

カ西海岸、シリコンバレーに事務所を新設したいと思っているところですが、そういっ

た形でのネットワークを今後とも積極的に展開していきたいと思っております。 

 それから二つ目は、そういったこととも重複するのですが、戦略的な重点化を志してい

かなければならないと思っています。先ほど事業仕分けの話が出ましたけれども、私ど

もにとってはむしろチャンスでございます。これは経済産業省の皆さんがおられる前で

申し上げにくいこともあるのですけれども、私どもの事業というのは、必ずしも私ども

の主体性だけで選んでいるわけではございません。いろいろなところからのご要望があ

っていろいろなプロジェクトが入ってきているという面もございますが、できれば私は

極力重点化したい、これを選別したいと思っておりまして、そのような意味でも、事業

仕分けは、ある意味で私どもにとって好機であったわけでございます。まだまだ途上で

ございますけれども、きっちりとした戦略性をもって重点化を図っていきたいと思って

おります。 

 それから、事業の進め方につきましても、やはりNEDOは右から左へ流すだけではだめ

であって、NEDOの能力、職員の能力を上げるという意味においては、プロジェクトそ

れ自体にやはり深く入り込みながら、専門的知見をいろいろな大学の先生方、企業の皆

さん方のご指導を得ながら積み重ねていく、充実させていく必要がございます。 

 そのような意味で、例えば蓄電池の関係も、ばらばらに行われている技術開発を一元的

にまとめまして、京都大学に拠点を置いて、そこにNEDOの職員を派遣して、一緒に事

業に携わる、そのような体制を作ったところでございます。ほかの幾つかの案件につき
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ましても、今後そのような体制を重点的に作っていきたいと思っております。 

 それから三つ目は機動性でございます。予算で決められたことをそのとおり行っている

というだけでは、多分世の中の早い流れについていけない、ないしはそれをオーバーラ

イドできないわけでございます。これは若干後づけになるかもしれませんが、先般発表

させていただきましたiPS細胞に続く第三の多能性幹細胞のMuse細胞、これは東北大学

の出澤教授が見つけたわけでございますが、これも実は当初予算では予定されていなか

った事業で、私どもがサポートして、ここに至ったものでございます。 

 いろいろ見方を変えればご批判があるかもしれませんけれども、臨機応変、機動的に、

これはと思うところに重点的にやはり資金を投入していくことが私どものまた一つの、

いわば独立行政法人になったメリットでもございます。常にそのような課題があるわけ

ではございませんが、その機動性というところを常に念頭に置きながら対応していくこ

とを心がけてきたつもりでございます。 

 以上、長々と申し上げましたけれども、詳細は副理事長の説明に任せるといたしまして、

そのような基本的な構えで進めてまいりましたし、今後とも進めていきたいと思ってお

りますので、引き続きご指導方よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 また、西本審議官からもお話ございましたけれども、大変な作業をお願いいたします。

この暑い中、しかもご多忙のところ大変恐縮でございますけれども、よろしくお願い申

し上げたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。 

福水副理事長 

 それでは、資料4-1と4-2に基づきましてご説明したいと思います。4-1の資料を中心に

しますが、途中で4-2の参考資料を開いていただくという格好で進めさせていただけれ

ばと思っております。全体で40分くらいで説明するようにと言われていますので、まず、

業務運営の効率化ということで、4ページを開いていただきたいと思います。 

 4ページの左、評価事項は「柔軟かつ機動的な組織体制を構築する」ということですが、

昨年21年度は、まず総務企画部ということで、総務部と企画部を合併させまして、スリ

ム化、広報の充実、管理部門の一元化をしています。 

 それから産業技術関係で、ナノ部とか電子部とか、いろいろあるわけですが、最近その

ような融合分野が非常に大事になってきているということで、産業技術本部という横串

をつけまして、各部が独立しないような仕組みも作っております。同じように、8月に、

石炭関係の開発等々を進めるべく、クリーンコール開発推進部も作っております。それ
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から理事長の説明にありましたように、スマートグリッドが急激に注目されるようにな

ってきていまして、私ども、組織の中にスマートコミュニティ推進室を3月には作って

ございます。 

 2番の人材の点でございますが、これも先ほど理事長の話にありましたように、京都大

学に私どもNEDOの職員として10人ほどを配置しておりまして、その中にプロパーの職

員が常駐で1名、あと2～3は通いでとかいう格好で、我々が中心になってマネジメント

を行っていく体制を作っております。 

 それから京メカの関係で、グリーン投資スキーム（GIS）をいろいろ動かしているわけ

ですが、その関係で、ウクライナ、チェコ、ラトビア、これらとの普段の交渉が非常に

増えてきています。そのような意味で、欧州事務所にこれらを専門に扱う職員も配置し

ております。それからIRENA、国際再生可能エネルギー機関がドイツの提唱で、今は

アブダビに本部を置いています。ここにも、再生可能エネルギーに関する国際機関だと

いうことで、1名、具体的には今年になってからですが、5月に派遣いたしております。 

 それから5ページにまいりまして、3番の外部人材の点ですが、外部人材につきましては、

資料4-2の、B-6ページを一緒にお開けいただきたいと思います。6ページに、私どもの

プロジェクト、100くらいあって、それぞれにプロジェクトリーダーがおられますが、

その例をここに20人ほど掲示させていただいております。いろんな分野の先生を外部か

ら登用して、プロジェクトリーダーを務めていただき、このようなことで外部人材の積

極活用を進めているところでございます。 

 A-5の資料に戻っていただきまして、そのほかにも、NEDO特別講座で140名くらいの

外部の専門家にお願いして人材育成を進めているとか、あるいは下から二つ目のポツに、

去年閣議決定で、私どもの役員を公募することになりましたので、実際に公募しまして、

神戸製鋼の方を22年の1月から理事として採用しているところでございます。 

 6ページにまいりまして、職員の研修で能力を向上させるということで、昨年来、いろ

いろことが書いてありますが、まず研修を大幅に充実して、既に10個の研修コースを設

けておりまして、各職員が、研究評価、情報セキュリティ、あるいは会計などの研修を

受けております。 

 それから、特にコンプライアンスが非常に重要になってきていますので、そこにござい

ますように、19回研修して、全職員対象に、ほぼ全職員、コンプライアンス研修を受け

させるということで進めております。 
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 あとは、去年と同じですが、NEDOカレッジをやるとか、シンポジウムを開催する、下

から三つ目のポツには、早稲田、東大、東工大、ジョージ・ワシントン大に7人の職員

を派遣しまして、専門的知見を深めるよう、去年よりも充実させてございます。 

 それからA-7、5番にまいりまして、職員の評価制度をきちんと行うということで、これ

も21年度は2年目になっておりますが、部下と上司とのコミュニケーションをつくって

評価していこうということを2年目に行いまして、大分制度として定着してきまして、

その結果、そのページの下にありますように、職員、これは管理職、非管理職含めまし

て、97％がこの新しい評価制度も理解できたと。このようなことで、給与にも反映でき

るような仕組みをほぼ定着させてきております。 

 それからA-8ページにまいりまして、業務全般でPDSサイクルを確立し運用するという

ことで、これは後ろのページでまた詳しくご説明させていただきますが、企画段階では、

技術戦略マップを作っている、これは22分野で作っているわけですが、この21年度は蓄

電池分野なども新しく始めたところであります。それから実施段階では、中間評価を行

い、事業終了後では事後評価、追跡評価を実施しますが、これらは後でご説明したいと

思います。 

 それから社会経済への普及状況で、NEDOインサイド調査を始める、あるいは、より出

口イメージをはっきりプロジェクトの開始前から持たせるということで、アウトカム目

標を明確に書くとか、そのようなことを21年度から特に気をつけて進めてきております。 

 それから下から二つ目のポツに、若手の教育も含めて、このPDSサイクルをきちんと回

そうということで、現在、20名で戦略企画会議というものを、若いうちから責任をもっ

てNEDOの戦略をつくっていこうということで、部長レベルの下に課長クラスを中心に、

企画立案、議論を進めているところでございます。 

 それからA-9ページにまいりまして、業務の電子化を推進するということで、21年度ま

でに環境整備をするということになっていましたが、21年度中にこの登録研究員、現在、

NEDOには6,000名の研究員が大学、民間含めているわけですが、このCVのデータベー

スで一元的に対応するような仕組みをつくり上げてございます。そのほかにも、二つ目

のポツにございますように、実施者と私どもを電子的に結ぶNEDOポータルというもの

がありますが、これも昨年度20年度に比べてほぼ倍ぐらいのペースで利用が増えてきて

いるということで、NEDOの電子化ということも順調に成果が上がってきているところ

でございます。 



 

- 13 - 

 あわせて、電子化しますと情報セキュリティの課題が常に出てきますので、これにつき

ましても、専用回線などを作って対策を講じるとともに、セキュリティなどにつきまし

ての講習会とか研究会などを進めているところでございます。 

 それからA-10ページにまいりまして、業務・システムの最適化でございますが、そこに

赤字で書いてありますが、今年の11月からクラウドコンピューティングとシンクライア

ントシステムを導入しようということを、昨年に決定しております。これを進めますと、

3～4割の消費電力の削減、セキュリティ対策の強化、あるいはコストカットということ

で、私ども1,000台規模でこのシステムを導入するものですから、いわゆる独立行政法

人や国の機関では恐らく初めてのケースになるのではないかということで自負している

ところでございます。 

 それから9番、環境保全に向けた取り組みでございますが、エネルギー消費量について

は実は昨年は増加していて、NEDOなのになぜだということで先生方に指摘を受けたの

ですが、そこにございますように、21年は、LED照明を導入したり、あと地方支部の車

を整理できないか等々行いまして、基準年に比べまして 6.7％の削減を既に行っている

ということで、来年度以降につきましても、計画を作って、目標は6％ですが、NEDO

として恥ずかしくないような数字で進めていきたいと思ってございます。 

 それから10番は、NEDOの一般管理費の15％削減について、19年比で、5年間で15％、

年3％削減するということですが、昨年までに9.7％の削減を進めていまして、5年で15

％なので、2年目では、6％の目標に対して9.7％まで、既に人件費の削減とか、出張旅

費の見直しとか、航空機の座席の見直しとか、そのようなことで減らしてきてございま

す。 

 それからA-11ページは、今度は総人件費の毎年1％、計画期間中で5％の削減について、

これにつきましても、昇給抑制、給与、賞与の引き下げ等々で、17年度比で8.8％の削

減を既に行っております。職員からは、何とかならないかという意見もあるのですが、

このように進めてきております。 

 それから12番は、業務を効率化しようということで、これは予算でみているわけですが、

19年度比で14.3％の削減を既に進めてございます。具体的には、1,861億円が1,595億円

に予算を減らして、成果は減らないように努めているところですが、事業規模は減らし

て、削減に努めている状況でございます。 

 それからページをおめくりいただいてA-12ページの左上、13番でございます。13番は、
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補正予算をきちんと執行することでございますが、21年度補正は2回ございました。政

権交代があって、凍結や返納などいろいろな議論がありましたが、第1号が316億、第2

号は1月28日の173億、合計で約500億円の予算をいただき、これは職員が、精力的に仕

事して、年度内にすべての契約を終えました。特に1月末に法律が通って決まったわけ

ですが、それを3月末までにすべて処理したということで、皆がよくやってくれたと思

っております。 

 それから14番が、コンプライアンス体制を整備し、内部統制を行う。これは先ほど技術

振興課長から、ここについて、指摘もあるということで、具体的にはB-19ページをご覧

いただきたいと思います。「コンプライアンス体制を整備し、内部統制を行う」とあり

ますが、まず、私ども、運営会議という最高の意思決定機関がありますが、ここでは、

今までは理事長以下の理事で議論していたのですが、監事にも参加していただいており

ますし、内部統制に係る理事長のリーダーシップと監事の監査機能の強化ということで

始めております。 

 それから二つ目にありますように、先ほど申しましたように、マニュアルを作成したり、

あるいは研修を行って、全職員対象にコンプライアンス研修も行っておりますし、私ど

も、三つ目にありますように、監事監査、内部監査、契約監視委員会、契約・助成審査

委員会などがあるわけですが、この結果についても、逐次、理事長に報告することを制

度化する等々、コンプライアンス体制の整備と内部統制については、総務省のほうから

のご指摘もありましたので、より充実させて対応させていただいているという状況でご

ざいます。 

 もとに戻っていただいて、A-13ページに戻らせていただきます。A-13ページは、官民競

争入札を行うということですが、ご存じのように、私ども、原則すべて企画競争・公募

をしておりまして、そのような意味では、独法の中でも一番よくやっている、随契で残

っているようなものは、東京電力に払わなければいけないとか、あるいは大家さんに場

所代を払うなどのものでありまして、あとはほぼ公募、競争を導入しています。 

 それから管理業務につきましても、そこにございますように、ヘルプデスクの業務であ

りますとか、PC-LANの関連業務、資産管理業務、可能な限りアウトソーシングを順次

進めてきております。 

 16番の入札・契約、先ほど申しましたように、真ん中ほどに書いてありますように、私

どもの契約の状況は、件数ベースで96％、金額ベースで99.7％が既に競争になってござ
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いまして、国の状況、79、73％から大きく上回っております。 

 そのほかにも、政権が替わって、契約監視委員会をそれぞれの独法が作るよう指導を受

けておりまして、12月には、私どももこの契約監視委員会を設けまして議論を進めてお

りますし、一番下にございますように、一括の再委託、これは丸投げしないようにとか、

再委託比率を減らすようにとか、このようなものも条文化いたしております。 

 それからA-14ページ、給与の点でございます。職員給与の点につきましては、ラスパイ

レス指数が、20年度からさらに1ポイント下がりまして、104という状況になってきて

おります。その結果、総人件費は、先ほど申し上げましたように、8.8％の減尐になっ

てきているところでございます。 

 それから、特に今年書かせていただいておりますのは、上から4つ目のポツでございま

すが、レクリエーション経費とか食堂施設利用代というのを、独法の運営費から出して

はいけないという議論が、政権交代前にありましたけれども、私どものほうは21年度か

ら廃止いたしておりますし、その下のポツにございますように、永年勤続者表彰制度、

これについても法人支出を21年度をもって廃止しているという状況でございます。 

 賞与の算定式につきましても、原則、国家公務員と同じ考え方で支払いを行っていると

いう状況でございます。 

 以上が業務運営の効率化につきましてですが、A-15ページ以降に研究開発業務関連につ

きまして、引き続いて説明したいと思います。 

 まずA-16ページでございますが、研究マネジメントの高度化というところ、この辺はも

う委員の先生方ご存じのように、企業インタビューをするとか、ワークショップを行う

とか、ガイドラインをつくる、これも一層充実させておりますし、先ほど理事長の話に

ありましたように、世界を見据えてやろうということで、後ほど世界の話を詳しくさせ

ていただきたいと思っていますが、いろいろなところと新たな協力関係を結んでおりま

すし、技術戦略マップにつきましては、蓄電池を新たに加えるということも進めており

ます。 

 それから2の企画段階のマネジメントの高度化でございますが、プロジェクトの数を重

点化するということで、21年度、118件にしておりますし、22年度はさらに重点化させ

ようと動いているところでございます。それから中身につきましても、これも先ほど理

事長が申し上げましたように、蓄電池、水、スマートグリッド等々につきまして進めて

いるところでございます。 
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 それから企画の段階から費用対効果、あるいは出口イメージをしっかり持とうというこ

とで、このようなことも審査項目に追加しまして、十分な検討を進めながらプロジェク

トを進めてきているということでございます。 

 17ページにまいりまして実施段階でございますが、これはB-40ページをお開けいただき

たいと思います。プロジェクトを進めている間で、私ども、大体5年でございますので、

3年たちますと中間評価を実施しております。平成15年以降21年まで、中間評価した結

果をそこに書いてあります。中間評価して、非常にいいというものは加速しております

し、尐し時代から外れているとか問題があるものについては計画を大幅に変えたり、あ

るいは場合によっては中止するということをしております。昨年は25件、中間評価をい

たしまして、その右のほうにベースボールの四角のような図がありますが、それぞれ番

号がプロジェクトに対応していまして、評価するとこのような格好で、特に成績がいい

ものは加速したり、成績の悪いもの、時代と尐しずれてきているようなものは中止、計

画見直しをするということで、機動的な対応をしているところでございます。 

 A-17ページに戻っていただきまして、A-17の実施段階の中間評価はそのようなことでご

ざいますし、不正事業者に対しては厳しい処分を行っておりますし、制度の改善も行っ

ております。それから公募から採択まで、独法は遅くて時間がかかるということがあり

ましたので、引き続きこのような目標、45日以内にということを決めて、９割以上がこ

のような状況で業務を進めてございます。 

 昨年特に行ったことは、真ん中のところの5番目のポツに書いてありますが、お客様デ

スクというものを作らせていただいています。職員2名を専属で張りつけて、専用の電

話番号を設けて、NEDOの業務、問い合わせ等々についても一元的に電話をここに回し

てお答えしていこうということで、そこにございますように、月、約260件、年間で2,2

00件の問い合わせがあります。これだけ注目していただいているというのは嬉しいこと

だと思っているのですが、今までこれがどうなっていたかと思うとちょっと心配なとこ

ろもありますが、今はそのような問い合わせに非常に円滑に、なおかつ、的確に答えら

れるような仕組みができ上がってございます。 

 A-17ページの一番下をごらんいただきますと、不断の業務改善を私ども進めておりまし

て、事業者アンケートなども行っています。その結果、96％の肯定的回答を得た。尐し

私は高過ぎるような気もしていますが、そのように評価が非常に高くなってきていると

いうことで喜んでいるところでございます。 
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 それからA-18に、今度は事業を終了したものでございますが、5年終わった後、それぞ

れの実施者が、もう研究開発を終了してしまっているということのないように、9割以

上の方にぜひ続けてもらいたいという、そのようなプロジェクトを進めていこうとして

いるわけですが、調査をしますと、95～100％の方が継続していただいているというこ

とで、21年度につきましてはそのような状況で終わらせていただいてございます。 

 下から二つ目のポツには、総合科学技術会議が終了前評価制度を新たに作っております

ので、新しい制度につきましてもNEDOで採用させていただいている状況でございます。 

 それから19ページにまいりまして、そのようなマネジメントの結果としての成果の社会

への貢献、情報発信等々でございますが、まず標準化につきましては、28件、あるいは

提案を既に11件しておりまして、基準になったものも既にございます。引き続きこの辺

には力を入れていきたいと思っています。 

 Bのほうの58ページをご覧いただきたいと思いますが、先ほど、お客様デスクで問い合

わせが非常にあったというのと、逆に、私どものほうからの発信ということで、B-58ペ

ージにございますように、専門家の意見として、広報のアドバイザーに一昨年から来て

いただいていますが、プレスリリースや記者説明会をいかにするかということを積極的

に進めております。ウェブを変えたり、本日もお手元に配っておりますが、パンフレッ

トも分かりやすく、という活動をしております。 

 それからB-59ページを見ていただきますと、非常に大きな、参加者の多い展示会への出

展も行っております。国内はもちろんですが、右のほうには、UAEのアブダビ、これは

先ほど申し上げましたように、IRENAの本部があるところでございますが、中東であ

ったり、インドのニューデリーであったり、いろいろなところで最近は行ってございま

す。 

 それからB-60ページをご覧いただきますと、これは室伏委員にいつもご指摘をいただく

のですが、子供向けのものも引き続き精力的に、コンクールとか工作教室等々、展示会

でやらせていただいているところでございます。 

 その結果、京都サミットということで、6月にいつもありますが、21年度につきまして

も、経済産業大臣賞をはじめいろいろな賞をいただいているところでございます。 

 それからアウトカムを大事にしようということで、B-70ページをご覧ください。B-70ペ

ージは、NEDOプロジェクトの費用対効果ということで、NEDOインサイド製品調査を

21年度に行いました。これは、事業仕分けで、費用対効果はどうなっているのかという
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指摘があり、またつい最近の科学技術白書でも、費用対効果をどのように計るか、その

方法論を作らなければならないというご指摘がありましたが、今現在は明確な方法があ

りません。我々が、とりあえずここで行った方法は、そこの【前提】にありますように、

実用化されたもののうち売上高が把握できた27品目、これは71ページの下の黄色いとこ

ろに製品が書いてありますが、このようなものをこれからどれくらい売れるだろうかと

いうことを計算しますと、2010年から今後10年間で53兆円くらいになるのではないか

ということでございます。 

 さらに、ここから大胆な計算をして、B-70ページの下の四角にございますように、53兆

円の売り上げに対して、現在の日本の法人実効税率4割なので、8,000億円弱になるかと。

儲かっていればの話ですが、それから雇用創出効果は140万人くらいになるという計算

を、いろいろな仮定があって、いろいろなご批判もあることは承知の上で、このような

ものも試しに作ってみてございます。照会を含めて、またご意見いただければと思いま

す。 

 それから、もとの紙に戻っていただきまして、A-20でございますが、プロジェクトを適

切に実施するということで、三つ目のポツにございますように、終了したプロジェクト

についても事後評価というものを行ってございます。これはB-78ページをご覧いただき

たいと思いますが、先ほど中間評価でベースボールの絵が出てきましたけれども、事後

評価につきましても、このようなベースボールの表を作って、どれくらいの成果と、事

業化の見通しがどのようなものかということを、すべて終わったプロジェクトについて

評価してございます。 

 78ページの右のほうをご覧いただくと、20年度でいいますと、15件全部評価しまして、

そのうちの10件が優良だったと。そのような結果になってございます。優良というのは、

ベースボールの点線よりも右のほうにあるものを優良と我々の定義では呼んでいます。

そのようなことで、プロジェクトも適正に運営させていただいているということでござ

いますし、B-80ページに進ませていただきますと特許出願の状況が出てございます。20

年度実績1,071、387、国内、国外でございますが、21年度時点で873と267という状況

にありまして、これはあと1年くらいすると大体200～300増えていくことになろうかと

思いますので、目標ははるかにクリアしておりますし、予算も減る中で、特許の報告な

どは非常に増えてきているということかと思ってございます。 

 A-20ページに戻っていただきまして、下から4つ目のポツですが、昨年11月に事業仕分
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けがありまして、私ども、100％で実施している事業について、民間負担分を入れるべ

きではないかという指摘がありました。これを受けて今年度から国費負担を、産業界に

渡すものについては３分の２に変えていくことになっていますし、20ページの一番下に、

これは昨年、総合科学技術会議が3,000億円集めて、日本の学会で大騒動が起こった30

人を選ぶという件でございますが、これにつきましても、30名のうち２名をNEDOが支

援するということになりました、東大の瀬川先生と東レの栗原先生でございます。東レ

の栗原先生につきましては、私どもの中にそのような部屋を設けまして、東レの方がい

つ来てもできるような体制をとりますし、東大の瀬川先生のほうには、NEDOの職員を

逆に先端研のほうに派遣して、プロジェクトマネジメントに参画していこうと。そのよ

うなことで今年度から行う予定になってございます。 

 それからA-21ページにまいりまして、実用化・企業化促進ですが、これにつきましては、

実用化達成率30.4％ということで、目標の25％に比べまして順調に推移していると認識

いたしております。それから8番の技術シーズの育成事業につきましても、そこにござ

いますように、論文が若手研究者の中で620本出ておりまして、予算に対しまして、1億

円で14本ぐらいの比率。この比率がいいかどうかの議論はありますが、順調な成果を出

してきているところでございます。 

 それから人材養成でございますが、これはB-90をご覧いただきたいと思います。「産業

技術の中核的人材の養成」ということで、表がございます。21年度、1,722人という合

計になってございますが、ナショプロの中、あるいはフェローシップ、あるいは産技助

成事業、そのような中で、40歳以下の日本の研究者、これはポスドクの方も含めてです

が、このような方々にNEDOの事業の中で活躍していただいているということでござい

ます。ちなみに、この1,722というのは、単年度で新規事業で入った方ですので、NED

Oのプロジェクトというのは大体5年続きますので、これを5倍すると約8,000人くらい

の人数になっていくという状況でございます。 

 それから次は、A-23に戻っていただきまして、A-23は技術経営力の強化でございますが、

これにつきましては、NEDOカレッジで行うとか、シンポジウムを行うとか、それから

弁理士さんや公認会計士等々でコンサルティングを行うとかいうことをやらせていただ

いております。 

 それで、B-96ページをお開きいただきたいのですが、私ども、NEDO特別講座というの

をもってございます。これは現在、8講座、11拠点、そこに3講座、3拠点が書いてあり
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ますが、非常に優れた先生に研究開発とともに講座をお願いして、その先生の周辺の方

々のノウハウや知恵や方法論を、大企業はもちろんですが、中小企業も含めて伝播させ

ていただいております。そこにございますように、160回以上の講義、講座を開催して

いただきまして、延べ3,100名が受講されているということで、日本の超最先端の先生

方を中心に、各地域でこのような講座を開催して、技術経営力、あるいは人材養成等々

に努めているところでございます。 

 次に、新エネルギー・省エネルギーの話に移らせていただきまして、A-26ページをご覧

いただきたいと思います。A-26ページの1番目は、二酸化炭素（CO2）排出量の削減で、

具体的な取り組みを行うというところで、そこに書いてございますように、昨年、例え

ば三つ目にありますように、設備導入補助で、原油換算で26.7万キロ、これはCO2で70

万トンでございますが、このような削減の補助事業をやっておりますし、太陽光につき

ましては、PV2030+（太陽光発電ロードマップ）というロードマップも作ったり、ある

いは洋上風力を始めたりしておりますし、削減効果が非常に大きい代替フロンの3ガス

につきましても、実用化支援等々によりまして、これは5年間累計になりますが、1,500

万トンぐらいのCO2排出量になってきてございます。 

 それから2番目の、多様な事業連携を行うというところで書かせていただいております

が、これは理事長の話にもありましたように、スマートコミュニティアライアンスとい

うことで、スマートグリッドに関心ある人、NEDOに集まっていただいていまして、現

在、352者の方が参加されています。このような方々を統合して、戦略を作ったり、国

際標準を作ったり、海外展開を進めたり、このようなことをNEDOが責任をもって、も

ちろん経産省と一緒になってということはありますが、進めていきたいと思っておりま

す。 

 二つ目のポツには、水循環システム。今まで、水については膜の開発ということをNED

Oは行っていたのですが、トータルシステムを行っていなかった。理事長が申し上げま

したように、システムとして進めていこうということで、このような事業も、国内では

北九州市、周南市、このようなところと具体的に組んでいろいろ開始させていただいて

おりますし、燃料電池、水素につきましても、技術開発から標準化、実証に至るまで一

体的に推進しているところでございます。 

 それからA-27ページにまいりまして尐しお話しさせていただきたいのは、B-111ページ

をご覧ください。先ほど理事長が申し上げましたように、国際的な展開をしていかなけ
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ればならないという非常に強い意識があって、111ページに、昨年を中心にまとめてお

ります。アメリカ、欧州、アジア、中東といろいろなことに取り組みまして、現在、15

0本くらいの基本協定書を持ってございます。特に左の下のほうに、最近は中近東にも

我々関心を持っておりますし、中近東の方々も、日本の技術、日本のエネルギー、環境

技術に非常な関心を持っておられる。真ん中の下にインドとありますが、インドについ

ても今年行っておりますし、中国、フランス、アメリカ等々でもこのようなことを行っ

てございます。 

 次の112ページをご覧いただきますと、それぞれで行っている中身が整理されておりま

す。最近はモロッコとかチュニジアからも、NEDOと協力できないかという話をいただ

けるようになってきていますが、スマートグリッド、太陽エネルギー、蓄電池、あるい

は水関係等々を中心に、あらゆる国でこのような動きが進んできているという状況でご

ざいます。 

 それからA-28ページにまいりまして、いろいろな創意工夫をしながらそのような導入普

及も進めてございます。上海万博に行かれた方もおられるかもしれませんが、その展示

については、NEDOのノウハウで、大分水の話とか環境の話、エネルギーの話は協力さ

せていただいておりますし、そのようなところで発信しておりますし、「新エネ百選」

を使ったり、太陽電池工作コンクールをしたり、あるいは費用対効果を調査して成果発

表会をしたり等々のことを進めております。 

 それで、B-125ページをご覧いただきたいのですが、CO2の貢献量ということで整理さ

せていただいております。B-125の右下に棒グラフがありますが、21年度は188万トン

のCO2削減に寄与できたと思っておりまして、中計が、独法になりましてから合計で1,

700万トンのCO2削減に寄与してきているのではないかと考えてございます。 

 29ページから、清水さん、よろしくお願いします。 

清水京都メカニズム事業推進部長 

 京都メカニズム事業推進部長の清水でございます。クレジット関係について、私のほう

からご報告させていただきます。 

 Bの資料の128ページをお開けいただければと思います。京都メカニズムのクレジット

取得事業につきましては、経済産業省、環境省と、それから真ん中に書いてありますN

EDOが委託契約を結びまして、この委託契約に基づいて、右側に書いてございますが、

個々のプロジェクト実施者との間では、NEDOが個別に契約を結び、クレジットをNE
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DOが取得し、それをさらに政府に引き渡すという形でこの事業を行っております。関

係予算は、左側の政府の緑色の枠の中に書かれておりますが、最近は420億円レベルで

推移しております。 

 次のB-129ページの下ですが、ここに21年度の成果が書かれております。21年度におき

ましては、チェコ共和国、それからラトビア共和国の2カ国とGIS契約を結ぶことに成

功いたしまして、契約量といたしましては4,150万トン、これまで過去の契約と合わせ

た総累計量、右のほうに書いてございますが、9,580万トンということで、これは、政

府全体として1億トンのクレジットの獲得を予定しておりますので、ほぼ96％、大体移

転にめどがついたという状況になっております。 

 それから、その下に書かれているのが実際の移転量です。契約に基づいて毎年毎年計画

的にクレジットを移転していきますが、21年度におきましては、4,498万トン、クレジ

ットの移転が行われました。これまでの総累計で4,800万トンということでありますの

で、これも着実にクレジットの獲得が進んでいるということでございます。 

 次の130ページ、下のほうに四角で示した図があります。これが今の全体の状況を示す

図になっております。この四角の左から一番右までが大体1億トンと考えていただけれ

ば、そのうちを占めるのが、ウクライナ、3,000万トン、チェコ、4,000万トン、ラトビ

ア、それから間接取得と申しまして、商社などを通じてこれまで契約してきた分、それ

から直接取得ということで、NEDO自体がプロジェクトの参加者になりプロジェクトを

育て上げるようなタイプ、1億トンにはまだ400万トンほど足りませんが、ここら辺の新

規取得など含めて、これが全体像でございます。このうち、下のほうにハッチがかかっ

ている部分がこれまでの移転済み量ということ、これが全体量になってございます。 

 この内容を分析しますと、131ページに円グラフが書かれてございますが、左側がタイ

プ別クレジットの購入割合ということで、CDM関係が大体4分の1、GIS関係が4分の3、

それからホスト国別のクレジットの購入割合が右のほうの円グラフに書かれております

が、CDMでいいますと、中国が世界的には多いのですが、NEDOの獲得するホスト国

別クレジットの割合は、当然、チェコ、ウクライナなどのGISの部分が多いわけですが、

そのほか、中国のほか、ブラジル、韓国、メキシコなど、バランスのとれたポートフォ

リオになっていると考えております。 

 それから132ページで、GISを実際実施していくわけでございますが、具体的に環境プ

ロジェクトをしっかり推進していかなければならないという意味で、NEDOの関与を強
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めております。NEDOとしましては、プロジェクトをきちんと承認するとともに、現地

調査を行い、それからホスト国に対して第三者の監査法人による監査を行い、それに基

づく年次報告書をずっと確認するという形で、きちんとしたモニタリングのもと、GIS

のプロジェクトを進めております。 

 さらに、133ページに書かれておりますが、このGISの契約の中で一つ特徴的なことを

入れておりまして、これが日本の環境技術をこのGISの仕組みを利用して技術移転を促

進するという活動でございます。特にNEDOの支払い資金のGISファンドの中から、日

本のキャパシティビルディングを促進するようなセミナーなどの開催費用を支出させ、

具体的に日本の技術を対象国に紹介し、具体的な対象プロジェクトにはなるべくそのよ

うな日本の技術を入れていただくという活動を行っております。 

 それから134ページになりますが、クレジットの契約に当たり費用効果を上げるために、

これまでも為替予約の実施でありますとか、クレジットの単価を低下させるための交渉、

このために外部の有識者などを活用しておりますが、特に4のところで、既契約CDM案

件に係る対応ということを書かせていただいております。最近、国連のCDMの審査が

非常に厳しくなり、長期化し、厳格化しているという状況がございます。私ども、先ほ

ど示した中でタイプAというのは苦戦しているわけですが、国連に対してNEDOから直

接働きかけるという意味で、CDM理事会に出席したり、あるいはCDM理事会に対して

レターを提出したり、こういった働きかけを強めているということでございます。 

 それから135ページの体制でございますが、先ほど副理事長からご説明ありましたよう

に、海外事務所も活用しながら行っている。それから2のところで、今後のポスト京都

のクレジットがどうなるかということに向けて、部内に戦略チームを置きながら、将来

についても検討を続けている。こういうことで、事業評価、それから最後に事業評価委

員会による外部評価も実施しております。 

 これは、もちろん、このNEDO部会もございますが、京都メカニズム事業を専属でさら

に透明性を高めるために、東大の茅先生にヘッドになっていただき、外部評価を行って

おります。その評価につきましては、136ページにございます。 

 以上でございます。 

福水副理事長 

 それでは、最後に、「財務内容の改善その他」ということで、A-34ページから最後まで

ご説明したいと思います。 
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 まず、A-34ページでございますが、計画的に内部監査を実施するということで、4項目

の業務監査、会計監査を内部としては行ってきておりまして、その結果につきましても、

監査報告によりまして事業のやり方を変えたり、規定を変えたり、公募要領を変えたり、

そのようなことを進めてきております。 

 2番目のコンプライアンス体制の件では、これは既に申し上げたとおりでございますが、

外部の関係者にもこのコンプライアンス研修のようなものをいたしまして、特に税金を

使っておりますので、経理の仕方が特殊であるということで、特に初めての方につきま

しては経理の指導に万全を期す体制で臨んでございます。 

 35ページの保有資産関係に移りたいと思います。まず、保有資産のうち実物資産でござ

いますが、私ども、左にございますように、桜新町、祖師谷、白金台等々を持っており

ますが、いろいろ入札を行いまして、桜新町と祖師谷につきましては、ことしの5月に

売却決定をしております。それから九州の鳥飼敷地、福岡地行につきましては、21年、

昨年の9月に売却いたしております。 

 白金台のところですが、これは入札を3回やりましたが、3回とも不調に終わっています。

今回、独法通則法が通りましたので、今後、現物で返せるという可能性もありますので、

そのようなことも検討していきたいと思ってございます。 

 それから36ページ、金融資産のところでございます。36ページの冒頭にございますよう

に、私どもには、省エネリサイクルの業務で32億円、同じく5億円、それから鉱工業承

継で184億円の政府出資金があります。これは昨年の仕分け等々でいろいろ議論になっ

たところでありまして、現在、その不要額をどう返還していくかということについて、

財務省も含めて検討を開始したところで、進めていきたいと思っております。 

 それから二つ目のポツ、未払い金の計上につきましても、これは一昨年は900億円くら

いありましたが、21年度はおそらく2けたの額になるのではないかと思っておりまして、

より効率的な資金の運用に努めているところでございます。 

 それから真ん中辺にあります知的財産についてです。私ども、特許は、現在、538件保

有しております。その特許につきましてはいろいろなところで公開しておりますし、希

望者に応じてお使いいただくような体制で進めてきておりますし、もうだれも使わない

という特許につきましては、委員会等々で議論した上で、維持を放棄して経費を節減す

るような格好で進めたいと思っておりまして、A-36の最後にありますように、21年度は

3,700万の維持費で対応できるようにしてございます。 
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 それからA-37にまいりまして、交付金債務の適正化のところでございます。交付金債務

は、目標は9％以内に収めようということですが、補正予算を除いた債務が、21年は14

6億円、10.3％ということで、目標の9％よりも多くなっているのですが、これは対マレ

ーシアの国際事業で、リーマン・ショック以降、相手国政府のいろいろ動きがとれない

事業がありまして、その関係で、国際事業で尐しそのような事業が増えているものです

から、その国際事業を除きますと、125億円くらいの債務になっているのかなあと思っ

ております。いずれにしても、今年度につきましては、この交付金債務が減るように、

引き続き万全の体制で臨みたいと思っております。 

 それからA-37ページの真ん中の5の一般管理費、これは、申し上げましたように、9.7％、

総人件費は8.8％の削減。 

 それからA-38にまいりまして、業務効率のところは14.3％の削減、プロジェクト数は11

8件に削減、それから一般競争入札につきましては、件数ベースで96、金額ベースで99.

7と、ほぼ100％になっているという状況でございます。 

 それからA-39ページの、関係法人への業務委託等を妥当性のあるものとするということ

で、現在、NEDOが出資を行っている会社はございません。先ほどの入札のところで申

し上げましたように、原則、企画競争・公募を行っておりますので、関係法人といえど

も、この競争に勝ち残らないと我々との契約はできないというシステムで対応させてい

ただいております。 

 ただ、先月、公益法人の仕分けがまたありまして、その辺につきましても、より透明性

と公平性、厳正にやるべきだという意見が出ておりますので、我々、今年度さらに一層

そのような観点で対応していきたいと思っております。 

 それからA-39ページの10の利益剰余金でございますが、21年度、決算はまだですが、

約38億円出てくるのではないかという状況でございます。これは、利息、知財の実施料、

あるいは設備の売却、そのような中で出てきたものでございます。 

 A-40、目的積立金を申請しない理由は、これは昨年と同様でございますが、原資がなく

て、主要業務によって生じてこないということで、申請はいたしておりません。 

 それからリスク管理債権の12番でございますが、リスク管理債権につきましては、新エ

ネルギーの利用等の債務保証の関係で6億円の新たな債権が計上されておりますが、そ

のほかの石炭、あるいは特定事業のほうで債権回収等に努めた結果、トータルで2億円

の増にとどめてございます。 
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 それからA-41ページ、繰越欠損金でございます。まず、一番上に鉱工業承継業務につき

ましては、1.5億円減って、2.7億円になってございます。それから石炭経過業務につき

ましては、鉱害の賠償60件、ぼた山の調査等々で12億円の欠損金が増えてございます。

それから基盤技術研究促進事業につきましては、先ほど課長からご説明ありましたよう

に、徹底した収益調査等々を進めまして、目標は500万円程度ということにしたわけで

すが、結果としては約1,000万円程度の収益納付ということになってございます。新エ

ネルギーの債務保証の件につきましては、累計で22事業、129億円ということで、一部、

21年度に6億円のそのような債務保証の発生があったというところでございます。 

 それから最後の42ページでございますが、このような業務を計画的に行うということで

す。申し上げましたように、独法通則法、あるいは仕分けの結果、国庫返納に向けた調

整を現在進めているところでございます。 

 石炭経過業務につきましても、先ほど申し上げましたように、法律に則りまして粛々と

進めていると、そのような状況でございます。 

 長くなりましたが、以上で終わります。 

岸部会長 

 ありがとうございました。それでは引き続き、徳本監事から、資料5になりますが、監

事の監査の実施状況についてお願いしたいと思います。 

徳本監事 

 それでは、ご報告いたします。時間が大変押しておりますので、簡潔にご説明させてい

ただきたいと存じます。 

 資料5にございますように、Ⅱのところでございますが、平成21事業年度につきまして

は、定められた監事監査計画に基づきまして、本部、支部並びに海外事務所を対象とし

まして、業務全般についての監事監査を行っております。 

 なお、平成21年の9月1日付をもちまして、NEDOの監事2名は、いわゆる民間企業、株

式会社の1名、私は監査役のOBでございますが、もう一名は監査役ということで、いわ

ばNEDOの外部の視点を加えたということで監事監査を行っております。 

 ページを繰っていただきまして、時間がございませんので、3ページ目の【平成21事業

年度監事監査の指導等による特筆事例】、ここだけちょっとご説明させていただきたい

と思います。 

 先ほどからも話題が幾つか出ておりましたけれども、内部統制についてでございます。
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独立行政法人における内部統制につきましては、まさに今議論がなされているところと

考えておりまして、ことしの3月には、総務省から「独立行政法人における内部統制と

評価に関する研究会の報告書」というものが公表されておりますけれども、私ども外部

の目からみますと、独立行政法人一つ一つ皆性格が違いますものですから、一律に内部

統制で律するということにはならないだろうなと思っております。 

 そこで、NEDOという独立行政法人について内部統制をどのようにみるかということで、

この3ページ目にございますような6つの切り口、要素、こういったものを独自に設定い

たしまして、この観点に基づいて、NEDOにおける内部統制の仕組みの状況、それから

運用の状況について、詳細に調査をいたしました。 

 その結果を申し上げますと、重大な指摘事項はございませんでしたけれども、内部統制

といいますものは、こういったチェックをした結果を次のアクションに生かしていくと

いう、いわゆるPDCAを回していくということでございますので、そういったダイナミ

ックな動きをする必要がございますので、この結果を踏まえて、これから改善を要望し

たいと思われる点について、理事長には報告してございます。 

 それから独法整理合理化計画等々で、監事の監査として厳正に、あるいは厳格に実施す

るようにと定められております事項がございますが、特にその中でも随意契約を含みま

す入札及び契約のプロセス監査、これにつきましては、NEDOにおいては、随意契約に

ついては、10万円以下の尐額のもの、これは総額的には大してございませんので、それ

を除きまして全件リストアップしまして、サンプリングをした上で調査しております。

また、そのほかの委託契約、請負契約につきましては、全件目を通しておりますが、そ

の監査の結果として、指摘すべき事項はございませんでした。 

 それから、昨年度、いわゆる契約監視委員会が設置されまして、随意契約を中心に一者

入札、一者応募案件について点検をし、その結果、改善すべき事項についての提言をし

たところでございますが、その中でNEDOに対する具体的な指示の一つとして、いわゆ

るNEDOのほうからの調達、あるいは公募、入札、こういった事項について、NEDOの

側から積極的に発信するようにと。特にNEDOの場合は、メール配信のサービス、これ

は毎日、NEDOからの情報が配信されますが、それに登録していただきますと、入札情

報も含め、NEDO側から毎日情報が配信される。特に、一者応募の場合には、応募期間

を延長するということをNEDOの側の改善事項としておりますが、公募期間を延長する

場合でも、NEDO側から直接その情報を提供できる、待っていなくてもよいということ
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がシステムとしてでき上がっておりますので、このメール配信への登録者数を増やすと

いうことをNEDOとしては行っております。その結果としまして、昨年、21年度の初期

は、2,200件程度の登録件数でありましたが、22年3月末にはこれが8,600余件というこ

とで非常に増えておりますし、その中で、入札、公募案件の配信を希望するということ

で申告していただいている方が6,800件ということでございます。この数も今増えてお

りますので、こういったNEDO側からの情報提供機能を強化していただいて、より一層

透明性のある入札、あるいは調達の処理をしていただければありがたいと思っていると

ころでございます。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

岸部会長 

 どうもありがとうございました。 

 尐し時間も押してはいますが、ただいま説明がありました平成21年度の業務実績と監事

監査の実施状況ですね。これを踏まえて、ご質問又はご意見ありましたら、各委員から

よろしくお願いしたいと思います。どうぞ、何なりとお気付きの点からお願いしたいと

思います。 

渡辺委員 

 A-8のところで、22年度新規事業から基本計画、実施方針にプロジェクトのアウトカム

目標を明記していくという、どういう技術的結果を目標とするというのは従来あったわ

けですけれども、アウトカムというのは、どういうプロセスで事業化するか。事業化し

た場合にどの程度の経済・社会的効果があるかということを書くのだろうと思うのです

けれども、新規事業というのは、どういう事業に関してこれを書くかというのはある程

度ガイドラインができているのでしょうか。 

福水副理事長 

 出口イメージを非常に大事にしていかなければいけないということで、22年度から始め

たところですが、基本的には、私ども、プロジェクトが100くらいあって、新規プロジ

ェクト19件についてそのようなことを書いていこうと。まだマニュアルとかそこまでは

十分でき上がっていないのですが、またその辺は議論しながら、どうやってその辺の出

口のことを書いていくのかということを詰めていきたいと思っております。 

渡辺委員 

 ぜひ、大事だろうと思いますので、よろしくお願いします。 
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末吉委員 

 冒頭の村田理事長の所信表明、大変共感を覚えながらお話を聞かせていただきました。

ちょっとそれに触発されての、若干コメント的かもしれないですけれども、長期バック

キャスティングの視点をお持ちだと。三つの点の中でそういうことをおっしゃっていた

かと思うのですけれども、今、副理事長からのお話というのは、これをやりました、あ

れをやりましたといういわば加算積み上げ方式ですよね。ボトムアップでのお話で、そ

れをベースに当然評価があるべきだと思うのですけれども、長期バックキャスティング

の視点をもう一つ広げると、これは村田理事長もおっしゃっていましたが、今の世界の

トップレベルに対して、NEDOが本来果たすべき役割をみたときに、そのトップからお

りてきたときに、NEDOのまだまだ至ってない点というとちょっと言い方が変ですけれ

ども、その辺の失われたチャンスといいますか、あるいは機会コストといいますか、そ

ういったのはどういうぐあいに考えたらいいでしょうかね。 

 別に意地悪で申し上げているのではなくて、相対的にNEDOのやっていらっしゃること

の位置付けをはかりたいという、そういう思いからの質問なのですけれども。 

村田理事長 

 ご質問に、あるいはご指摘に的確にお答えすることにならないかもしれませんが、例え

ば私が感じておりますのは、新エネルギーの関係で、NEDOはPV、太陽電池について

随分、30年以上一生懸命進めてきた。このような技術としてはもちろん世界トップのレ

ベルだと。 

 ただ、世界のエネルギー賦存マップを想定していただくと、太陽のエネルギーというの

は、実は至るところに日本よりはるかに多い量が賦存しているわけです。しかも、その

太陽エネルギーの利用の仕方というのは、場合によっては、非常にコストの高い太陽光、

光を使わなくても、太陽熱を使って発生することも可能なわけです。それから、同じよ

うな意味で風力は、日本の場合、非常に風況が悪いから風力発電というのはなかなか普

及しないわけですけれども、ヨーロッパなどでは、ご案内のとおり、風力発電のほうが

むしろシェアがトップ。 

 そういったあたりを考えると、日本の技術開発というのはいかにあるべきか。世界マー

ケットで常にどこの分野でも一番をとらなければいけないということはないと思います

が、常にビジネスチャンスに結びつけて、世の中を変えていく、それがまた日本の力と

して返ってくるということを考えると、やり得るところはきちんと押さえておかなけれ
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ばならない。それを過去どのような判断で押さえなかったかというのは、日本の国内で

は風況が悪いから、あるいは太陽熱は効率悪いからと、こういうことなのですね。ただ、

そういったあたりの視野を広くもって、常にやり得ることをきちんと行っていくという

視点が大事だと思います。 

 的確なお答えになってないと思いますけれども、そういった視点が大事でないかという

のは、過去の反省に基づいて思っております。 

末吉委員 

 全く同感でありまして、世界で新しい動きが起きると、日本は国内事情最優先でものを

考えて、まずノーなのですね。スマートグリッドの場合も全くそうで。ところが、世界

の大勢が決まってくると、最後に、ノー・バッド・イエスになってしまうのですよ。こ

れはぜひ改めなければいけないと思うのですけれども、その視点から1点、私の関心の

ある金融の分野でのお話ですけれども、NEDOは外部との連携をいろいろやっておられ

て、先ほど西本審議官からも、アウトプットとか、あるいは単なる技術ではなくて、本

当のビジネス化とかいうお話があったのですけれども、例えば新エネルギー分野での、

再生可能エネルギー分野でのIPOというのは日本でほとんどゼロですよね。でも、海外

では、毎年30、40件ぐらい起きております。 

 こういったことを考えますと、日本の資本市場どうするのかという話も出てこないと、

技術、あるいはアウトプットだけをおっしゃっていても、多分、日本の中でのビジネス

化、しかも、これは海外で事業をしている人が東京でエクイティ・ファイナンスをしよ

うとかいう気に全くならないわけですよ。これは逆にいうと、日本の投資家からみると、

東京市場で世界のそういうものを買えないわけですね。ですから、そういったことを考

えますと、外部、特に金融のあり方、資本市場のあり方、それから、いわゆる銀行を含

む金融機関のあり方、これはたまたま15日に、環境省のもとに置かれています環境と金

融に関する専門委員会というのが、私、たまたま委員長を仰せつかって、一応の中間報

告をしておりますけれども、ぜひそういったところとの連携もお考えいただいて、本当

のアウトプットというのは最後にエクイティ・ファイナンスなり銀行のフローがつかな

いと事業化していかない、それが投資家にとってもすごい意味があるのだというような

視点もぜひお考えいただければ。当然お考えになっていらっしゃると思うのですけれど

も、というようなことをちょっと感じております。 

村田理事長 
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 ありがとうございます。いろいろと独立行政法人のあり方も、あるいはNEDOのあり方

も、これからまたさらにいろいろな視点から問題が出てくる、指摘が出てくると思いま

すが、私どもとしても、どのような機能が日本に、あるいはNEDOとして必要かという

その一環として、今おっしゃったようなことですとか、あるいはNEDO自体のカバレッ

ジの範囲の問題、そのあたりをもっと広げる必要があるかもしれないという意識はもっ

ておりまして、これからの議論の中で対応していきたいと思っております。 

岸部会長 

 貴重なご意見だと思います。他に、各先生どうぞ。 

室伏委員 

 重点化を図るというお話や費用対効果の分析に基づいて雇用創出効果などを出していら

っしゃるというお話がありました。今の世の中から要請されていることだと思いますの

で、こういうことを前面に出していくというのはいいことだとは思うのですが、ただ、

とても心配に思いますのは、日本のこれからの産業技術を支えていくために非常に重要

だけれどもまだまだ時間がかかるようなものというのがあるわけで、そういうものがな

いがしろにされないような配慮が、特にNEDOのような組織の場合には必要だと思うの

ですね。もちろん、選択をして絞っていくことも大事なのですが、その中で、近視眼的

なものにならないようなご配慮はぜひお願いしたいと思います。「NEDOは、長期的に、

こんなことを考えていて、日本の将来に向けて努力している」ということも一言あると

いいのではないかと思います。 

岸部会長 

 ありがとうございました。これについては、何かいかがでしょうか。 

村田理事長 

 重点化と簡単に申し上げたのですが、もう尐し言葉を、舌足らずで申し上げなかったの

で足しますと、戦略的重点化と申し上げていまして、要するに、おっしゃったとおり、

将来をにらんで、そこに向けてどう戦略的に重点化していくかと。単なる費用対効果と

いう観点では全くございませんので、ご指摘は全くごもっともだと思います。 

岸部会長 

 どうぞ、松田先生。 

松田委員 

 ご説明、どうもありがとうございました。 
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 これからまた現地調査にも伺って、それから評価していくわけですが、NEDOのやって

おられてきた集積、そして日本に個別に支援して出されている研究のレベル、どこへ行

っても、今、世界トップですと共通におっしゃっています。世界トップを10年間やって

いたらすごい成果が出ているはずですが、なかなか成果出てなくて、ここ5年間はむし

ろ停滞ぎみを感じるわけです。その中で一つは、川上のところではトップなのですが、

川下に向けてトータルでどうしてスピードダウンといいますか、研究のスピードという

のはある程度あったにしても、事業化のスピードがダウンしている。スピードダウンし

ているつもりでないですが、相対的にほかがすごく速いために、結局、後追いになって、

今回の太陽光のいろんなことを考えても、液晶にしても、気がつくといつも何番目かに

なってしまっている。 

 この仕組みをどう変えていくのかということが一つあるのと、そして、逆にNEDOが支

援しているところについては、研究者にその発想が本当にないというのでしょうか、研

究の方に、これはどう活用するのでしょうかと、できたものがどこに売れるのでしょう

かと質問したときに、なかなか明確な答えが返ってこない。そうなると、ここで論文の

件数が評価の対象になっているのですが、論文といっても、公知の事実になってしまう

ので、特許との兼ね合いの問題があります。また前段階で、特許、今出していいのか、

論文発表していいのかどうかという、そういう議論から本当に入っていかないと、知財

を守り切れないのではないか、川上の分野についてはそのような感覚をもっています。

もう一つは、出口論を研究者の方が相当考えている、そういうところにぜひ支援してい

ただきたいといつも思います。 

 それからもう一つの問題として、研究者の方々は、横展開でいろんなこと、例えば大学

ですと、ほかの大学の先生方と共同でということをやっていくわけですが、民間は今そ

の方向ではないと思います。大学の中で職務発明規程が本当に動いているのか疑わしい

からです。過去はしようがないとしても、現状、本当に動いているのでしょうか。バイ

・ドールが適用されて、大学というか、研究機関としてはハッピーな状況になるのです

が、それが無駄玉にならないように、国内の知財というのが国内できっちり活用される

一番川上のところの知財戦略は大丈夫なのでしょうかというのがいささか不安になって

いるところがございまして、このあたり、おわかりの範囲内でしたらお話しいただきた

いと思います。 

岸部会長 
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 ありがとうございました。何かお答えを。 

福水副理事長 

 例えば最近の薄型テレビ、あのようなものはすべて日本が100％で世界を制するのです

が、数年たつと、もうおっしゃるとおりになっていまして、例えば私どもで取り組んで

いる家庭用燃料電池、世界的には今のところ日本が100％ですが、ある日、これがいい

となると安く造られてしまうという。そこはまさに、金融の話がありましたけれども、

どう投資していくかということが非常に重要になっていて、投資のスピードと金額が、

従来日本人がもっている感覚と一桁か、あるいは10倍速いスピードで世の中が動いてい

ってしまうというところが非常に課題になっています。そこをどうしていくのかという

ことです。そこを守るのは、特許とノウハウだと思うのですけれども、その辺りの全体

的な成長戦略をどうつくっていくかというのは非常に難しいところではないかと思って

おります。 

 我々も、いい方策があれば、NEDOとしてできるところ、さきほど、渡辺先生から、出

口イメージをどうアウトカムとして書いていくのかという話がありましたけれども、同

じようなことになってくると思いますので、その辺は今年尐しインテンシブに議論を進

めながら対応できればと思っていますけれども、今日本が抱えるおそらく最大の課題で

はないかと思っております。 

鍜冶総務企画部長 

 それから、尐し数字を補足させていただきますと、独法化以降のバイ・ドール特許で登

録されているものは国内に2,100件、海外1,100件ございます。これらにつきまして、先

般、利活用状況について、かなり悉皆的なアンケート調査をとらせていただいたのでご

ざいますが、そこでは、回答者3,000社のうち64％の方が、自己使用している、あるい

はその予定であるという方々、それから防衛特許として、ご自分のノウハウを守るよう

な一環でお使いになっている方、これを合計いたしまして65％くらい、3分の2の方はN

EDOの発明を実際に自己の市場化をにらんでお使いになっているということでございま

したが、他方で未利用のものもかなりあるということがわかっておりまして、さらに、

この未利用特許を活用可能性ある方に展開するための新しい特許マネジメントルールも、

検討しております。 

石谷委員 

 どうもありがとうございます。さっき副理事長からのご説明で、実際の採点は進むと思
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いますので、そちらは例年何となく慣れてまいりましたので、ことごとにできると思う

のですけれども、今いろいろお話のあったようなことというのは、こういう評価の外だ

とは思うのですけれども、この前から自動車の電池の件でいろいろ議論を進めてまいり

まして、今まで議論のあったような話にかなりかかわる話だと思うのですが、今いろい

ろお話があったように、NEDOの技術開発というのは産業と非常に密接に連携している

ので、そういう意味では非常によく当たっているといいますか、事業化に進むような話

に非常に貢献しているだろうと思うのですね。五十何兆円とかいうすごい数字がありま

したけれども、あれはNEDOがその入り口をつくったかもしれないけれども、NEDOの

おかげで五十何兆円というのはちょっと過大評価だと思います。 

 それはそうとしても、NEDOでスタートしたものが事業化につながったというのは非常

にまぎれもない事実だと思うのですけれども、これは進んでいけば、絶対人件費とかな

んかで最後は負けるというのは今までのすべての世界的な傾向で、これに抵抗しても私

はもうしようがないかなと思ったのですけれども、スタート前から危ない話というのは

やはり何とか防除したいと。電池の話というのは、まさに携帯用の電池なんかはいつも

のパターンで、日本が先行して、そして次第に量が出ていったら、もう技術はないです

から、負けてしまったと。 

 しかし、自動車用電池なんて、これから始まろうというときに、もう既にその兆候がみ

えてしまって、この原因何かという議論、みんなでしていたのですけれども、一つは、

いわゆるリスクマネーをだれがしょうかという話で、日本の場合には、何といっても、

大手の企業が研究能力ももっているしいいものをつくっているのは間違いないのですけ

れども、ベンチャーには支援ができるけれども、大手にはできない。そうすると、大手

の会社というのは、とにかく確実なマーケットをにらんで、リスクマネーというのは自

分でとらなければいけませんから、なかなか動きが遅くなる。 

 それに対して、アメリカみたいにベンチャーがどんどんできるところとか、そこへ、今

回の場合、アメリカの予算が相当入りましたから、日本が立ち遅れたというか、事業化

では追い越されたというのは、これはしようがない話ですけれども、この辺はむしろN

EDOの問題よりも、経済産業省とNEDOがうまく役割を果たせるのであればぜひ考えて

いただきたいし、今のNEDOの枠では、これは多分できない話だろうと思うのです。だ

けど、だからといってしなくていい話ではなくて、NEDOは、このスタートのところの

技術は相当かんでいらっしゃるから、そこの先まで連続的にもしできるような枠組みが
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あるようであればぜひやっていただきたい。 

 それからもう一つ大きな問題だったのは、やはり人材の流出だったと思います。例のタ

ーンキー・テクノロジーですか、ああいうスタイルになって、しかも人材まで退職者が、

あるいは途中から引っ張られていく。そういうものを防ぐ手段があるかというと、これ

もやはりないのですが、NEDOの枠組みの中に何かそういう、人材をプールするとか、

そういうものもあれば、多尐は可能だったかもしれない。そのようなことは、今のNED

Oの枠内とかファンクションの完全に外だと思うのですけれども、もしこういう議論を

するのであれば、やはりその辺も含めて今後検討していただく。このような印象をもっ

ていて、ちょっとこの評価の話の外かなという感じはしたのですけれども、もし考えて

いただくのであれば、やはりNEDOのファンクションとして新たにつけ加えていただけ

ればいいのかなと。 

 それから、ちょっと違う中身で、これは質問ですけれども、今、プロパーの方は何％ぐ

らいになっていますか。 

福水副理事長 

 300人くらいです。3分の1くらいです。 

石谷委員 

 私も余り経験ないのですけれども、研究マネジメントの専門家の育成というのは非常に

難しいところがあると思うのですね。我々、大学が何かやるときに、私はたまたま宇宙

研でしたから、岸先生もよくご存じのように、プロジェクトに入っていって、一つ何か

やれば、やるというのは、若い人間が研究的テーマから入っていく。そうすると、非常

にマネジメントもつくのと一緒に問題点をよく把握できるのですが、最初からマネージ

ャーとして教育すると、これはかなり問題があるように私個人は、要するにお金を配り

ながら、マネージャーとして若い人たちが入っていくのは、やはり研究者としては距離

がある。 

 研究者としては、多分、NEDOの方は大学とか何かの中に入っていくと非常に下積みに

なってしまうのですけれども、それが非常に重要だろうと思うのですが、今はそういう

若い方の、特にプロパーで今後ずうっとマネジメントを進めていこうという方を、どう

いう教育というか、経験をさせていらっしゃるのか、その辺がちょっと気になったので

すけれども、その辺はいかがでしょうか。 

福水副理事長 
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 ご指摘のとおりで、マネージャーをするためには二つ要素があって、一つは、特に私ど

も、交付金という税金を使っているものですから、お金の使い方にものすごく詳しくな

ってないと不正になってしまうということがあります。ですから、これは特に若いうち

に徹底して教育いたします。 

 それからもう一つは、先生がおっしゃったように、我々の職員は、大学ではいろいろな

ことを行って博士号を取得しているのですが、実際のプロジェクトの現場の経験が尐な

いということがあるので、先ほど申し上げましたように、京大に派遣して、そこで経験

させる。マネージする職員もいますけれども、若い職員も出したりして、その若い職員

がマネージするわけではなくて、オン・ザ・ジョブ・トレーニングのようなことを一緒

に研究者とやってみて、研究を進めていく。そのような者が年とってくるとマネージャ

ーになっていく。まだまだ人は尐ないのですけれども、さきほど、瀬川先生のところに

も職員を派遣したというのは、そのような発想もあって、研究現場の中で実体験を積ん

で、それとお金の詳細なルールを熟知していくと、年をとってくるといいマネージャー

になるのではないかということで、今進めているところですけれども、尐し時間がかか

ると思います。 

石谷委員 

 後のほうは非常に重要だと思うのですけれども、最初にマネジメントやっても、後で研

究の真髄とかそういうものはつかめないのですが、逆は何とかなると思うのです。です

から、やはり若い、特にまだ研究意欲のあるような人をまず、プロジェクトとは何かと

か研究マネジメントは何かといったようなことを、その一員として鍛えていただいて、

その上で、一つ、プロジェクトに入れば大体の見当つきますから、それから先は、お金

の問題とか本当のマネジメントの問題をやられると相当違うだろうと思いますので、ぜ

ひその辺は留意してやっていただきたい。 

西本審議官 

 石谷先生のお話、それから末吉先生のお話にも絡む話ですけれども、国の役割みたいな

話が尐しございましたので、必ずしもこの評価委員会の中で審議するかどうかというの

はちょっとありますけれども、ちょっと私の思うところを申し上げますと、これは、冒

頭私、説明しました産業技術分科会のところでも大変議論になりました。 

 例えば、もうご存じのように、太陽電池なんていうのは、NEDOが、それこそサンシャ

イン計画から、昭和55年から、エネルギーサンシャイン計画、ムーンライト計画、ニュ
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ーサンシャイン計画、延々とその環境エネルギー関係の技術開発に投入してきて、それ

ぞれの分野で、多分その技術では世界トップレベルにあると思うのですね。いずれの分

野においても。ところが、末吉先生もご存じのように、太陽電池なんかの場合は、Ｑセ

ルズなんかは、ファンドの金をどんとつぎ込んで一気に、技術的にいいかどうかはわか

りませんけれども、とにかくファンドの金でどんとやったということでひっくり返され

たわけですね。 

 その後、しかし、また後日談があって、ほとんど半分ぐらいが中国製になっていますか

ら、彼らだって本当に成功したかどうか、Ｑセルズ、赤字になっていますのでわかりま

せんけれども、そういう、何というか、技術開発戦略だけでなしに、産業育成も含めた

全体戦略、ビジョンをもってやる必要があると思いますし、その中でそういう外部資金

みたいなものをどうやって機動的に投入するのかと。 

 私ども、産業革新機構みたいなものもつくって、いろいろリスクマネーをとっていくよ

うなことも考えようではないかということをやっていますけれども、歴史的には日本は

そこはなかなかうまくいってない部分が結構多いと思います。 

 国の役割ということですけれども、これはNEDOの役割にも絡むと思いますけれども、

先ほどの石谷先生の電池の話なんかはまさにそうでありまして、ドイツの、電池をもっ

てない国が電池の標準を国際機関に提案するということで、我々もびっくりして、それ

で反対提案をしたらまた反対提案するとか、そういう標準の世界でも大変なバトルが起

こっているわけですね。こういった中で、今回のNEDOさんの役割の中にも、きちんと

標準部隊をつくってやっていこうということでやっていただいているわけですけれども、

その辺、なかなか、委員の皆さんからみると、後手に回っているぞとご指摘いただくよ

うなこともあるかもわかりませんけれども、こういった全体戦略をつくってやっていく

中で、NEDOの役割もきちんと見極めていきたいなと、位置付けていきたいなと思いま

す。 

 それから、先ほどの理事長のご説明にもございましたけれども、やはりシステム化です

ね。単品の技術だけでなくて、システムで売っていくというときには、規制の問題もあ

るし、それからオペレーションにどうやって入っていくかとか、よその国にどうやって

売り込んでいくのかということを含めて、技術開発の枠からちょっとはみ出る部分も結

構あると思いますけれども、NEDOの役割とか国の役割というのは大きくあると思いま

すので、その辺も含めて考えていく必要があると思います。 
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 ただ、今の話は全部この評価委員の中で完結するものでない部分もあると思いますけれ

ども、そういったことも含めて行政に当たっていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

岸部会長 

 ありがとうございました。 

末吉委員 

 コメントありがとうございました。システムの重要性ということで、ちょっと１点だけ

ですけれども、私の個人的な見方ですけれども、アブダビのマスダール市計画ってあり

ますよね。あのような大型プロジェクト、全く新しい街を創るプロジェクトのコンサル

タント業務を日本の企業ができるのかどうかという視点だと思います。これは今おそら

くイギリスとＭＩＴがやっているはずで、ああいったことができるというのが本当のト

ップですよね。今日本がおっしゃっている環境技術世界一というのは、下請の部品のト

ップですよね。ぜひそういったこと、よろしくお願いします。 

岸部会長 

 谷田部先生。どうぞ。 

谷田部委員 

 いろいろNEDOのやっている業務の範囲が広いということはよくわかるのですけれども、

ちょっとご挨拶の中にもありましたけれども、例えば太陽電池工作コンクールみたいな、

一見地味ですけれども、その内容としては随分おもしろくて、企業の方がみても多尐ヒ

ントになるかなということも含んでいる、大変重要で、そういったことが毎年開催され

ているというのがNEDOの懐の広さみたいなものがあると思うのですね。 

 ただ、仕分けみたいな話が出てくると、例えばこの間の「はやぶさ」みたいなものも、

何で小惑星で探査しなければいけないのだみたいな、何の役に立つのだという話になっ

てきてしまって、我々としてはがっかりしてしまうようなところもある。ですから、そ

ういった部分が消えないようなところを、かなりこの懐の広さでカバーしていただけれ

ばと思うのですね。 

 そういった中で、Muse細胞というのは、私も取材させていただいたのですけれども、i

PS細胞とか、世界的に注目される中でうまく研究が展開してきたというのと全く別なと

ころから突然出てきてしまったようなもので、もしうまくいけばすごくおもしろいと。

日本の利益につながるかどうかは別としても、医療としてすごく革新的な部分をできる
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ようなところがある。そういった芽が結構あるのだなというところが、それをしかもう

まくカバーできているということは非常にいいことだと思うのですけれども、もう一つ、

今、例えばNEDOでもアルツハイマーの研究ということが一つのテーマになっています

けれども、もっと広い範囲でいくと、精神医学的な部分の研究というのは、逆にいうと

ほとんどされてないみたいなところがあって、これはNEDOの問題ではなくて、むしろ

もっと国としてどうするかとか、あるいは厚生労働省がどうする、文部科学省がどうす

るということもあると思うのですけれども、そういったところで関連していくと、人事

とか評価という面で、精神衛生面もどうフォローしていくか。当然やっていらっしゃる

と思うのですけれども、そういうことが例えばこういうところに強調されてくると、精

神衛生を管理する、あるいはみていくみたいなことも世の中に広がっていくのではない

か。 

 当然、NEDOだけがということではないですけれども、そういったこともある程度表に

出てこないと、逆にアルツハイマーのような形で、メインテーマになれないという部分

があるのですけれども、うつ病とか、躁うつ病、そういったものも実際には非常に大き

な問題ですし、当然、プロジェクトとして何か立ち上がっていてもおかしくないぐらい

のインパクトのあることだと思うのですね。ですから、そういった、今取り上げられな

いけれども、取り上げる芽となるインパクトあるみたいなものにもある程度気を配る。

それで、気を配った結果として、直接はプロジェクトには関係ないけれども、そういっ

た記述も目標の中に入ってくるとか、そういったことも散りばめていただければいいな

と思います。 

岸部会長 

 ありがとうございました。尐し時間が過ぎてしまいました。評価の先生のご意見も、純

粋といいますか、要素技術、産業技術から全体成長戦略、金融、今の精神面までも含め

て非常に大きなNEDOへの将来への期待という気もしてまいります。 

 ということで、とりあえずここで一段落させていただきまして、最近の独立行政法人を

めぐる状況について、説明をさせていただきたいと思います。 

吉村技術振興課長 

 簡単でございます。参考資料３が、昨年の11月26日に行われましたNEDOの事業仕分け

のところ、参考3の2-60について見直しを行うという票決結果をいただいたわけでござ

いますけれども、まさにこういった11月の段階の事業仕分けを受けまして、参考3の13
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ページをお開きいただきたいと思います。研究開発、100％、3分の2補助、2分の1補助

というのがございます。何回も実績説明のところでご紹介がありましたけれども、その

反映状況のところでございます。新規事業につきましては、100％補助を全廃、産学官

で取り組む基盤的技術の開発、安全性基準、市場性のない特定環境技術の開発、国際共

同研究・実証等につきましては引き続き委託事業とし、そのほかは3分の2補助に見直す

という形でございます。 

 それから参考資料5-1、これがいわゆる事業仕分け第二弾というものでございます。2ペ

ージ目、番号で12番、この日、４月26日、試験研究関係独法をまとめてやられたわけで

すけれども、12番のところで研究開発関連業務、それから鉱工業承継業務につきまして、

ワーキンググループの結論として、このような結果となっております。 

 それで、駆け足で大変恐縮でございます。参考資料6、4月9日に経済産業省として、「独

立行政法人・公益法人の見直しの『基本』と『3原則』」というのをまとめました。それ

で、４月19日、その参考資料の４ページ目、NEDOにおきましては、ここに掲げており

ます5つの点を大胆に整理するということを省として決定しております。 

 以上でございます。 

岸部会長 

 ただいまの説明に何かご質問等ありましたらどうぞ。仕分けに対する、既にある対応を

始めておりますというところですね。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、最後の議題ですが、役員退職手当規程の改正について、お願いしたいと思い

ます。 

吉村技術振興課長 

 1枚だけ、一番下に、参考8というのを用意させていただいております。国家公務員退職

手当法の一部改正法案が成立しております。在職中の不祥事が発覚せずに退職金が退職

後に支払われた場合、従前の規程だと返納命令等をかけることができなかったのですけ

れども、この改正によってできることになりました。 

 この法律案の審議過程におきまして、附帯決議により、国家公務員と並んで、独立行政

法人についても、同様の措置を要請するようにしなさいという附帯決議がございます。 

 参考8を受けて、NEDOにおきましても、役員の退職手当規程が直されました。それで、

独立行政法人通則法上、役員の退職手当規程改正につきましては、その届け出で委員会
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における審議事項ということになっております。新旧対照表もつけておりますけれども、

趣旨はかようなことでございまして、いずれにしても、国家公務員に準じてNEDOの役

員退職手当規程を修正する、改正するということについてお諮りしたいと思います。 

 以上です。 

岸部会長 

 ありがとうございました。今の役員退職手当規程について、いかがでしょうか。何かご

意見ございますでしょうか。特段の意見なしということでよろしいでしょうか。 

 それでは、そういうことで進めさせていただきます。 

 そうすると、以上で本日の議題は大体終了いたしました。次回の部会では、21年度評価

の審議、議決を行うこととなりますが、７月16日、本日と同じ時間で、この会議室で行

うということになっているようです。 

 それでは、閉会とさせていただきますが、今後のスケジュール、その他を入れて、事務

局から最後にお願いします。 

吉村技術振興課長 

 ありがとうございます。 

 本日の資料一式につきましては、宅急便で本日発送させて頂きます。資料の一番下にあ

て先を書かせて頂いておりますので、あて先を確認して頂ければ袋詰めは事務局で行い

ますので、そのまま机に置いてご退室ください。よろしくお願いいたします。 

岸部会長 

 どうもありがとうございました。それでは、本日は終了とさせていただきます。 

 

以 上 

 


