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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２０回） 

議事録 

日時：平成２２年７月１６日(金) ９：５５～１２：１５ 

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、末吉委員、松田委員、室伏委員、谷田部委員、渡辺委員 

（欠席：石谷委員、竹中委員） 

 

議題 

１．平成２１年度財務諸表等について 

２．平成２１年度業務実績評価について 

３．その他 

 

議事内容 

岸部会長 

 それでは、定刻より尐し早いですが、皆さんおそろいですので、始めたいと思いま

す。座らせていただきます。 

 ただいまから、経済産業省独立行政法人評価委員会、第20回新エネルギー・産業技

術総合開発機構（NEDO）部会を開催いたしたいと思います。 

 本日の議題は、議題1.が平成21年度財務諸表等について、議題2.が平成21年度業務

実績評価について、議題3.がその他、この３つであります。スムーズに議事が進行で

きますよう、ご協力いただきたいと思います。 

 まず、本日の配付資料の確認を事務局より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。よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料で、NEDOには当然配っておりませんが、委員の方々には、議題2.に

関します平成21年度業務実績評価の資料4-1と4-2をこの段階ではまだお配りしてお

りませんで、お手元にございませんが、この後、審議が始まりますと、NEDOの方
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々にはご退室いただきますけれども、退室前に質疑応答の時間を設けたいと思いま

すので、その参考のために、これから議題1.が始まるときに委員の方々に資料4-1と4

-2は配付させていただきたいと思います。 

 そのほかに、資料の不足等がございましたら、お申しつけいただければと思います。 

岸部会長 

 それでは、議事に入ります。 

 議題1.平成21年度の財務諸表等についての検討でございます。 

 まず、その取扱いについて事務局から説明をお願いしたいと思います。 

吉村技術振興課長 

 独立行政法人の財務諸表につきましては、独立行政法人通則法におきまして、事業

年度の終了後3カ月以内に主務大臣に提出することになっております。NEDOのほう

からは6月29日に提出されております。 

 主務大臣は、その承認に当たりまして、あらかじめ評価委員会の意見を聞くことに

なっておりまして、本日、それをお諮りする次第でございます。 

 なお、経済産業省評価委員会の運営規程によりまして、財務諸表の承認につきまし

ては、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができ、さらに、部会長は分

科会長の同意を得て、部会の議決をもって分科会の議決とすることができることに

なっておりまして、既に産業技術分科会長の同意を得ているところでございます。 

 したがいまして、本日、部会として議決を行うことによりまして、評価委員会の議

決とすることができるということになっておりますので、ご審議のほどをよろしく

お願いいたします。 

岸部会長 

 今の事務局の説明のとおり処理させていただきますので、よろしくお願いしたいと

思います。それでは、財務諸表について、NEDO側からの説明をお願いいたします。 

渡邊経理部長 

 渡邊でございます。よろしくお願いします。 

 資料は、資料3-1をご覧ください。これで、平成21事業年度財務諸表等の報告をいた

したいと思います。 

 1枚おめくりいただきまして、1ページですが、通則法に基づく財務諸表等が書いて

ございますけれども、これについての詳細は資料3-2、あるいは資料3-3に書いてご
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ざいます。今日は時間の関係もございますので、主な財務資料をご説明いたします。 

 2ページをご覧いただきますと、決算報告書が書いてございます。これは平成21年度

中のNEDO全体の収入と支出をあらわしております。 

 収入の合計が全体で3,105億円でございます。その費目ですが、運営費交付金は予算

どおり全額1,903億円をちょうだいしております。 

 また、NEDO事業の大きな財源でございます国庫補助金が451億円。受託収入は、京

メカのクレジット取得事業の分でございまして、640億円。政府出資金は55億円。こ

れは基盤技術研究促進勘定で実施しております航空機の研究開発の原資でございま

す。貸付回収金は、過去の鉱工業承継で、あるいは石炭関係の貸付金の回収金でご

ざいます。業務収入ですが、これは特許等の実施料収入ですとか貸付金の利息収入

でございます。その他収入として32億円ございますが、これは資産売却収入ですと

か受取利息収入でございます。全体の収入合計が3,105億円でございます。 

 それに対して、支出でございます。支出の合計は2,746億円でございます。 

 一番大きい業務経費は1,564億円でございますが、これは運営費交付金事業ですとか、

先ほど申しました政府出資金をいただき研究開発事業等々を行う経費でございまし

て、これが1,564億円でございます。国庫補助事業費、そしてその下の受託経費でご

ざいますが、これは収入と全く同額を実施しております。借入金償還、そしてその

下の支払利息でございますが、これは鉱工業承継勘定で旧基盤技術研究促進センタ

ーが旧産業投資特別会計から借り入れをしていまして、それの元本の償還、そして

利息の支払いでございます。一般管理費は、人件費あるいは借料等が87億円。締め

て、支出合計が2,746億円でございます。 

 3ページをご覧ください。貸借対照表を掲載してございます。 

 まず、資産合計でございますが、1,607億円でございます。流動資産が759億円でご

ざいます。その一番大きいのが現金及び預金でございまして、680億円と、昨年より

も319億円ほど増加しております。これはグリーンの欄の流動負債の一番上に書いて

います運営費交付金債務が493億円と、昨年よりも336億円ほどふえておりますが、

この現金及び預金あるいは運営費交付金債務がふえた要因といいますのは、昨年、

一次、二次にわたる補正予算をいただきまして、ただ、その実施期間が短いもので

すから、どうしてもここに残ってしまったというものでございます。 

 それから、資産の部に戻りまして、未収金が38億円でございます。固定資産が848億
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円で、一番大きいのは投資有価証券でございまして、632億円でございます。 

 長期前渡金が85億円ございますが、これは京メカのクレジット取得事業の契約にお

いて、前渡金としてお金を支払っているものです。しかし、まだそのクレジットが

移転がされていないものをここに前渡金として計上する一方、負債の部の下から2行

目の受託事業預り金として同額85億円を計上しております。 

 それから、流動負債でございますが、これは先ほど申しました運営費交付金債務が

一番大きくて493億円、預り補助金等が11億円でこれは昨年なかったのですが、内閣

府で最先端研究支援プログラムを行っておりまして、そのうち2つについてNEDOが

研究支援担当機関になっております。そのお金をもらったものですから、それを預

り金として認識しているというものでございます。 

 3つ目の未払金でございますが、昨年は171億円でございましたけれども、今年度は9

1億円まで圧縮をしております。ただ、この未払金も内容を分析しますと、来年以降、

これ以上圧縮するのは厳しいのかなという感じがしております。 

 その下の為替予約が36億円でございます。これは京メカのクレジット取得事業に当

たりまして、昨年の8月に為替予約を行いました。そのときの為替レートと22年3月3

1日現在の為替レートの差は、12円ほど円高に振れておりまして、その結果、為替予

約として36億円の負債を認識しているということでございます。その見合いとして、

純資産の部の一番下に評価・換算差額等がございますが、これは繰延ヘッジ損とし

て見合いを計上しているというものでございます。 

 固定負債でございますけれども、一番大きいものは先ほどの受託事業預り金でござ

います。負債合計が770億円でございます。 

 次に、純資産の部でございます。 

 資本金が1,349億円と、昨年より55億円増加しておりますが、これは先ほど申しまし

た基盤技術研究促進勘定の航空機の研究開発に充てる政府出資金をちょうだいした

ものですから、資本金が増加しております。前年度の繰越欠損金は 441億円ござい

まして、当期で見ますと、当期総損失が39億円でございます。内訳としまして総利

益と総損失を書いてございますが、総利益は一般・電源・需給・鉱承継・特定事業

活動の5勘定において利益を出しておりまして、一方、総損失は2勘定でございまし

て、基盤技術研究促進勘定と石炭経過勘定の2勘定分でございます。 

 総資産は836億円でございます。負債・資産合計が1,607億円でございます。 
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 次に、4ページでございますが、これは1年間の期間損益でございまして、全体の経

常費用合計が2,777億円で、その一番大きいものが一番上の業務経費2,681億円でご

ざいます。この一番大きいものは、NEDOの事業のまさしく委託ですとか助成事業

を行っているものですから、ここでいう外部委託費1,299億円、補助事業費659億円、

これが大部分でございます。 

 業務費の一番最後にその他の業務費として681億円ございますが、このうちの661億

円が京メカのクレジット取得事業に係る事業費でございます。 

 一般管理費が88億円でございまして、役職員の給与、事務所の借料、福利厚生費な

どが入っております。 

 雑損ですが、これは国庫納付金でございまして、過年度に行った補助金に係る事業

者からの返還など、このうち国からいただいている分については国庫納付しなけれ

ばいけないというのが、この雑損に入っております。経常費用の合計が2,777億円で

ございます。 

 一方、経常収益でございますが、一番大きいのは運営費交付金収益でございまして、

1,566億円でございます。受託収入は、先ほど申しました京メカのクレジット取得事業

費でございます。そのほかに、補助金等収益が451億円。資産見返負債戻入が１億6,20

0万円。財務収益は、受取利息や有価証券利息などでございます。雑益は、先ほど申し

ました研究資産の売却収入等々でございます。 

 経常収益の合計が2,720億円。ここまでの経常損失として57億円が発生しております。

次に、臨時損失、臨時利益でございますが、臨時損失は尐額ですが、これは固定資産

の除却損などが若干発生しております。臨時利益は19億円でございますが、新エネル

ギーの債務保証を行っておりまして、昨年、債務保証損失引当金として17億円ほど計

上しておりましたけれども、これを積む必要がなくなったものですから、これを戻入

益としてここに計上しているものでございます。 

 当期総損失でございますが、トータルで39億円の総損失を出しております。総利益、

総損失は先ほどと同様、総利益が5勘定、総損失が2勘定でございます。この総利益、

総損失については、次の5ページをご覧いただきたいと思います。 

 上の表が利益の処分に関する書類でございまして、一般・電源・需給・特定事業活

動という4つの勘定は当期利益を発生しておりまして、この処分としては、積立金と

して処分をするというものでございます。 
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 一方、下の表、損失の処理に関する書類でございますが、実はこのうちの鉱工業承

継勘定が当期総利益として△1億4,600万円ほど立っておりますけれども、これは利

益を発生しているものでございます。ただ、これについては、前年度の繰越欠損金

が4億1,500万円ほどございまして、これに充当して、結果として繰越欠損金を2億6,

900万円まで圧縮したというものでございます。 

 基盤勘定と石炭勘定でございますが、この損失は、例えば事業に失敗したとかそう

いうものではございません。これらの事業の原資が貸付金の回収金ですとか出資金

ですとか、あくまでも資本金見合いを原資としているものですから、構造的に執行

すればしただけ欠損金が立ってしまうというものでございます。 

 飛んでいただきまして、9ページをご覧ください。関係法人について示したものでご

ざいまして、ここに書いてありますとおり、関係法人につきましては、NEDOとし

て、21年度は企画競争、あるいは公募というものを原則として採択しているもので

すから、関係法人の事業収入に占めるNEDOとの取引先が3分の1以上となった関連

公益法人等のみでありまして、例えば、議決権を過半数もっている、あるいは議決

権を20％以上もっているといった特定関連会社とか関連会社、あるいは取締役など

代表権をもっている人をそこに派遣しているとか、そういった役職員関係の法人は

全くございません。 

 事業収入が3分の1以上をNEDOに依存しております公益法人の数でございますが、

昨年は12法人でございましたが、今年度は11法人に減尐しております。 

 また、産官学のコンソーシアム型の研究開発プロジェクトの実施に当たりましては、

現在、技術研究組合を設立するケースが大変ふえておりまして、この3分の1以上を

NEDOに依存している技術研究組合の数につきましては、昨年の7法人から、21年度

は13法人に増加しております。 

 この結果、関連公益法人等の数は、昨年20年度は22法人でございましたが、21年度

は27法人となってございます。また、全関連公益法人等の総事業収入のうち、NED

Oの発注によります収入金額の中で随意契約によるものは全くございません。昨年は、

手続の関係で9万6,000円という尐額な随意契約が1件ございましたけれども、今年度

は全くなくなっております。 

 10ページですが、その具体的な法人と契約関係でございます。全体の総事業収入が3

31億円でございまして、そのうちNEDOの依存部分が227億円、平均で68.5％となっ
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てございます。説明は以上でございます。 

岸部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、引き続き、監査報告をお願いいたします。 

徳本監事 

 常勤監事の徳本でございます。財務諸表等の監査結果についてご報告をいたします。 

 お手元の資料3-2の財務諸表でございますが、最終ページに、独法通則法第38条第2

項に基づく監事の意見書が添付されておりますので、ご覧いただきたいと存じます。 

 財務諸表等につきましては、担当部である経理部より、未払金あるいは保証債務損

失引当金等々の機構の負債に関する事項を含めまして、詳細な報告を受けておりま

す。 

 また、会計監査人であるあずさ監査法人からは、監査の方法及び結果について詳細

な報告を受けるとともに、監査意見形成にかかわる監査法人内部の審査の状況につ

いても確認をいたしました。 

 なお、同監査法人からは、無限定適正意見が出されております。 

 以上をもとに、監事2名で審議をいたしました結果、平成21事業年度にかかわる機構

の財務諸表並びに決算報告書につきましては適正であると認めます。 

 以上でご報告にさせていただきます。 

岸部会長 

 それでは、ただいまの財務諸表の説明、監査報告について、ご質問等があればお願

いしたいと思いますが、いかがでしょうか。松田先生、どうぞ。 

松田委員 

 一つは質問と、一つはこういうことはできないでしょうかということです。この機

構のバランスシートで、退職給付引当金というのが3ページに載っておりますけれど

も、今の民間企業で退職金のルールというのは、どんどん定年者が累積してきます。

それはみんな年金問題に絡んでくる。原資確保が不足するので、企業側が削減を提

案すると、組合から訴訟され裁判所で大体否定される。早稲田大学も退職年金制度

を変更することを否定されてしまったわけです。貸借対照表に14億7,600万円ほど計

上されていますが、これは引き当てねばならない予測総額をどのような基準で上げ

ておられて、そして、それ以外に既に外に積立て準備している金額とはどのような
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関係になっているのかということを尐しご説明賜ればと思います。 

 もう一つは、毎回のことですが、基盤技術勘定は資本金の半分が、累積損となって

います。民間では減資して、再出発となりますが、整理しないままいつまで繰り越

していくのでしょうか。このままでは、非常に美しくない決算書が出ることになり

ます。これはやむを得ないのかもわかりませんけれども、最終的にいつどんな処置

が行われるのかを、今のところでわかる範囲内でご報告賜ればと思います。 

岸部会長 

 いかがでしょうか。 

渡邊経理部長 

 まず、基盤技術研究促進勘定でございますが、これは本来であれば、一般会計とか

石特会計から補助金等でもらえば一番美しいのですけれども、もともと原資をお願

いしているのが財政投融資特別会計、旧産業投資特別会計なのですが、ここは貸付

金と出資しか行っておりません。けれど、その会計のもともとの発想は、回収の確

実性といいますか、将来、投資しても回収できるというものに投資しているのです

が、ただ、回収年が相当長期にわたるというのも事実でございます。 

 松田委員が仰るように、これを回収を前提にしないで国からの補助金等で行えばき

れいになるのですが、国の財政も厳しくて、なかなかそちらのほうに要求できない

というのが実情でございます。 

岸部会長 

 ほかにどうぞ。 

末吉委員 

 今のご質問とも関連すると思いますが、見方をどうしたらいいのかで教えていただ

きたいのですけれども、私の理解では、NEDOのこのB/S、P/L、キャッシュフロー

は、大別して、自分ではどうしようもない、非常にパッシブにパススルーする勘定

としてのあり方と、長年の間にNEDOの中にたまってきた自己勘定といいますか、

自分でコントロールできる分野と、2種類あるのではないかと。 

 そうした場合に、税金をもらってどこかにお金を流していく、この資料でいくと、2

0ページにあるようなお金の流れの中で、単純に適正に管理してお金を予算上正しく

使ったことを見届けると、そういう管理の仕方が一つと、自分のところでもっとマ

ネジメントできる分野、あるいはマネジメントしなければいけない分野──これは金
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額の大小はあると思いますが、そうした場合に、NEDOの裁量でコントロールして、

その結果がよかったのか、悪かったのか、うまくいっているのか、いっていないの

か、そういうところが私なりのNEDOの財務諸表の見方の視点の一つだと思うので

す。その辺のところをみるにはどうしたらいいのかということです。 

 それから、そのことをもっと申し上げると、今、松田委員がおっしゃったような、

バランスシートの圧縮というのは一体だれが本気でやるのだという話も出てきます

し、12ページには、有価証券関係で満期保有の債券とか、あるいは金融商品などが

書いてありますが、こういったもののリスクマネジメントというのは一体だれがど

のようにされているのだろうかと。そして、それがもしうまくいかないときには、N

EDOの会計にどういうインパクトを与えることになるのだろうかと。 

 要するに、プロアクティブにNEDOを通じて流れるお金、NEDOにあるお金の管理

を、どうしてそれがこうなって、そしてそのやり方は実はこういうリスクにさらさ

れているのだと。そういったものがみえてくるともっといいのにというのが、私の

感想でもあり、お尋ねでもあります。 

岸部会長 

 ありがとうございました。それでは、松田先生のご質問についてからお願いします。 

渡邊経理部長 

 松田委員からご意見のありました退職給付引当金の件については、財務諸表に記載

のとおりでございますが、計上していない勘定も含めれば、引き当てなければなら

ない額は、トータルで98億円を見込んでおります。 

岸部会長 

 よろしいでしょうか。 

松田委員 

 はい。 

岸部会長 

 では、続きまして、末吉委員のご質問についてお願いします。 

福水副理事長 

 松田先生のお話にもありましたが、この基盤促の欠損金は、出資金で研究開発をや

ると必然的にたまっていくという仕組みなのですけれども、実はこの仕組みは、15

年ほど前に基盤センターというところをつくったときに、総務省と経済産業省で一
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緒になってつくった制度があります。これは10数年運営した結果、両方で2,700億円、

同じような仕組みでやったものですから、欠損金が立ちまして、あるときに法律を

つくって、それを減資する仕組みをつくったことがあります。 

 現在は、その減資する仕組みはこれについていないものですから、松田先生が仰る

ように、毎年、技術開発で使うと欠損金が積み上がるような必然的な仕組みになっ

てしまっているのですが、いつの時期かは私もはっきりわかりませんけれども、い

ずれかの時期に減資規定をつくっていただく。これは国会でつくっていただくこと

になると思いますが、我々のほうはそういうことをお願いしていますし、そういう

ことになっていくのではないかと私どもは考えています。 

 したがって、松田先生が仰るように、やればやるほどバランスシートは汚くなって、

一体何をやっているのだということになるのですが、これは基盤センターのところ

も、石炭のところですけれども、出資金で事業をしているので、石炭は事業をすれ

ばするほど欠損金がたまる。ただ、石炭は5年ごとに減資できる仕組みが既にあるも

のですから、そこは第2期に入る前には非常にきれいになったのですが、基盤センタ

ー、基盤促のほうはそれがないものですから、今はきれいにならないと。ただ、い

ずれきれいになるのではないかということを、制度をつくっていただいて、期待を

しているということであります。 

 それから、末吉先生のところは非常に厳しいといいますか、それがわかると本当は

一番いいところなのですが、我々はお金をたくさん国からいただいて、利子もここ

にあるようにわずかですが生じていますけれども、では、これを何に使ってもいい

かといわれると、決してそうではなくて、ある一定のルールの中で、国債を買うと

か、そういうところで最大限の努力をやってきていると。 

それから、研究開発で資産を獲得するわけですが、それをできるだけ売却して収入

を上げるとか、我々の自由度のところで動けるところというのは非常に尐ない範囲

になっているものですから、我々は精いっぱい努力しているつもりではいますけれ

ども、その努力を、「さあ、これだ！」とみせていくというのは、トータルの中では

非常に難しいところがあるのかなというのが現状でございます。 

村田理事長 

 前回のときにもごあいさつで申し上げたのですが、国際的な大きな流れの中で、こ

れからNEDOは何を主としてやっていくべきか、しかも、NEDOの能力を高めなが
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ら、それをどう発揮していったらいいかということを考えたときに、今のNEDOの

関係のいろいろな法律上の制約などの仕組み上の問題をどう変えていったらいいか。

そこのところをきちんと一度議論する必要があると思っています。 

 そして、先般の事業仕分けの結果でいろいろなことが指摘されているわけですが、

これを契機として、NEDOの組織自体も、機能を含めて、見直すチャンスだと思っ

て、経済産業当局ともそういう議論を実は始めているわけです。 

 ただ、実際問題として、ではどこまでできるかということになりますと、今申し上

げましたように、減資規定などもそう簡単に国会で認められるとは限らないので、

仕上がりはどうなるかわかりませんが、将来のいろいろ機能の多角化をめぐって、

そして、NEDOとして努力すればそれだけ成果が出るし、それがあらわれる形の仕

組みを目指してまたやっていきたいと思っています。 

吉村技術振興課長 

 一つだけ、事実確認でございます。釈迦に説法でございますが、基盤促勘定、企業

会計上の仕組みから、構造的に繰越欠損金がたまりますということを認識した上で、

現在、NEDOの第2期中期目標期間中でございますけれども、それを策定する際に、

そういうことも含めて、結果的に中期目標上、この第2期中期目標の終了までに、基

盤促業務につきましては廃止も含めて検討するということで目標設定がされており

ますので、まさに中期目標期間中にそこのところの結論を得なければいけないとい

うのが現在の事実でございます。 

岸部会長 

 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、財務諸表については、部会としては適当であるということにさせていた

だきたいと思います。 

 また、特段の修正等がありましたら、それは部会長のほうにご一任いただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。では、どうもありがとうございます。 

 それでは、2つ目の議題に移らせていただきます。 

 これが研究のほうの関連の本題となりますが、平成21年度業務実績評価についての

審議を行います。 

 平成21年度実績概要につきましては、前回の6月18日のNEDO部会のときにご説明い

ただき、その後、質問を受け付けましたが、特段の質問は先生方からはございませ
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んでした。しかしながら、その後、何かお気付きの点やNEDOから確認したい点な

どがありましたら、今、NEDOの方々にご退席いただく前に質問をお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、審議の結果が決まった段階で、再度、NEDOにはお戻りいただきますが、

一度ここで退席していただきたいと思います。 

 

     （NEDO退場） 

 

岸部会長 

 それでは、事務局は資料を配付していただきたいと思います。 

吉村技術振興課長 

 今、お手元にお配りさせていただきましたが、資料4-1、4-2でございます。基本的

に資料4-2に基づきまして、評価方法等につきまして若干ご説明申し上げます。 

 今年の評価につきましても昨年度と同様でありまして、概ね年度計画を達成してい

る場合につきましてはB評価とし、B以外の評価をする場合には質・量の両面から特

筆すべき点を明記することになっております。 

 今日の部会での審議をいただきました後、その審議結果を今月の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報告し、この報告に基づく審議を経

た上で、最終的な経済産業省としての評価が確定することとなっております。 

 本日ご審議いただきますNEDOの評価の基準につきましては、前回の部会でご議決

いただきましたとおり、年度評価に当たりましては、NEDOの中期計画に照らしま

して各事業年度の業務の実施状況が妥当なものであるかということで評価していた

だきますが、前回お配りしました参考資料1の評価基準のとおりにしていただき、先

生方からいただいた評価、AA～Dまでの基準と、そしてコメントを埋めて、本日ご

提示、ご審議していただくということにさせていただいております。 

岸部会長 

 それでは、ただいまの説明を踏まえまして、当部会として次のように審議を進めた

いと思います。資料としては、資料4-1で各委員の評価及びコメントをそれぞれの項

目ごとに整理したものと、「平成21年度業務実績評価（案）」として、個々の評価事
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項について当該年度の評定がBとなる基準及び平成21年度の主な実績、主な評価を取

りまとめたものが資料4-2となります。 

 資料4-2の「平成21年度業務実績評価（案）」の中の【主な評価コメント】につきま

しては、各委員から提出された評価シートに記載された各委員の評価コメントを掲

載しております。 

 部会としての評価は、AA～Dまでの5段階の評価に、「平成21年度業務実績評価

（案）」をもとに本日ご意見をいただいて作成する文章を加えたもの、これが最終的

な評価となります。 

 それでは、まず、事務局から、資料4-2の「平成21年度業務実績評価（案）」に沿っ

て、2.業務運営の効率化に関する事項から順番に項目ごとに説明をいただき、評点の

AA～Dまでの5段階と評価コメントについて、各委員からご提出いただいた評価事項

別にその内容を確認しながら、審議、評定を行いたいと思います。 

 その上で、最後に、これらの審議内容を踏まえつつ、総合評価の評定について審議

するということにしたいと思います。 

 原則的には、前年度と大きく変わったところはございません。進め方について何か

ご質問等があれば、まずお聞きしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、資料4-2「平成21年度業務実績評価（案）」の2.業務運営の効率化に関す

る事項から、事務局の説明を始めてください。 

吉村技術振興課長 

 ありがとうございます。資料4-2の1～4ページがこれから個別項目ごとにご説明する

ものをコンパイルした結果の総合評価となりますので、ここは最後のところでご審

議いただくことにさせていただきたく、したがって、5ページの2.業務運営の効率化

から説明を始めさせていただきたいと思います。 

 最初のところですので、このレイアウトの説明をしつつ、個々の業務運営の効率化

についてご説明申し上げます。 

 最初の評定結果のところにつきましては、この評価委員会が始まりましたのはNED

Oが独法化した15年10月１日でございますので、16年度から昨年度までの個々の項

目における評定結果を記載しております。 

 評価のポイントにつきましては、さらにその下のもっと細かい項目のところをまと

めたこの業務運営の効率化の全体結果として、各委員の評点結果と主なコメントを
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書かせていただいております。 

 総論のところに移ります。「1.の組織・人事等」ですが、「①柔軟かつ機動的な組織体

制を構築する」というところで、右側に平成21年度の実績及び評価ですが、構成と

しまして3つの形になりまして、【主な実績】、【評価】、そして実際の評価の文章と各

委員の方々の採点表を掲載しております。 

 【主な実績】につきましては、前回のときに配らせていただきましたNEDOからの

説明にありました業務実績の中のそれぞれの項目ごとに、主要なところをそのまま

掲載した形になっております。 

 それから、【評価】のところにつきましては、それぞれの項目ごとに、先生方からい

ただいたコメントをもとに、事務局のほうで評価としてこういう書き方でまとめさ

せていただきましたというものでございます。 

 それから、採点表につきましては、当然のことながら、そのままの形になっており

まして、平均というところがございますが、これも前回ご説明しましたように、AA

～Dまで点数がございまして、その点数でもって各委員の方々の点を単純に平均しま

すと基準が出ますので、それによって、AA～Dの点数がつくという機械的計算の結

果でございます。 

 「1.組織・人事等」の中の「①柔軟かつ機動的な組織体制を構築する」というところ

につきましては、【評価】のところにも書いてありますが、各種の組織体制の見直し、

かつ、業務の効率化だけではなく、戦略性をもたせた柔軟であり機動的な組織体制

の構築が行われているということを評価した結果、AAの方が3名、Aの方が5名、平

均するとAという結果になっております。 

 「②人材配置」のところでございます。ここのところの【評価】を見ていただきま

すと、前回のNEDOからのご説明のときに、京大等で研究開発事業をやるというと

きに、実際にNEDOの職員をそこに派遣して、そしてマネジメントを効率的・効果

的なものにする、あるいは専門駐在員を欧州に派遣しているというところの説明が

あったと思いますが、そういうところを評価された結果、AAが1名、Aが6名、Bが1

名、平均はAとなっております。 

 「③外部人材の積極登用」でございますが、【評価】のところで100名のプロジェク

トリーダー、そしてプログラムマネージャーやプログラムディレクターの登用が評

価されたと、事務局のほうでは先生方のコメントを見まして、こういう形で書かせ
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ていただいておりますが、評点結果はこのような形でございます。 

 「④職員の研修等により能力向上を図る」というところにつきましては、スキル強

化のための新規研修の4件、そして、コンプライアンスについては外部講師によって

階層別に検証したところでございまして、AAが3名、Aが4名、Bが1名、結果的にA

となっております。 

 「⑤適切な評価制度を行うことにより職員の意欲向上を図る」につきましては、人

事評価制度でございます。定着化を図るために、上司と部下のコミュニケーション

の場を設けたり、納得度や業務遂行の動機付けが評価されたということで、ここは

先ほどまでと比べると、AAが無くて、Bが2名、Aが6名、結果的に平均するとAとな

っております。 

 9ページの下に、【組織・人事等に対する主な評価コメント】というのは、この

「1.」の全体について各先生から頂戴したコメントをそのまま記載させていただいて

おります。 

 10ページですが、先ほど事務局案として書かせていただいた全体評価のところで、

クリーンコール開発推進部等々の設置を評価ですとか、研究現場への人材派遣など

についてご意見、ご指摘、評価をいただいておりますので、先ほどのこのところに

ついての評価コメントを記載させていただいたわけでございます。 

 大変恐縮ですが、A3縦長の資料4-1をご覧いただきたいと思います。 

 今、私がご説明申し上げたところが、「1.業務運営の効率化」に関する事項ですと、

「(1)組織・人事等」の1～5の説明で、これを資料4-1のA3縦長にすると、評価点の

ところがこういう形で入ってくるという形になります。恐縮ですが、資料4-2に戻っ

ていただきたいと思います。 

「2.業務の効率化、その他」でございます。「①PDSサイクルを確立し、運用する」と

いう項目についての評価でございます。12ページですが、企画段階、実施段階、事

業終了後のPDSサイクルを確立し、運用が行われていることを評価しということで、

AAが4名、Aが3名、Bが1名、平均するとAとなります。 

 「②業務の電子化」でございます。ここにつきましては、登録研究員の研究経歴書

のデータベースの一元化ですとか、「NEDOポータル」の利便性向上等を評価し、A

が5名、Bが3名、平均Aとなっております。 

 「③環境保全に向けた取組」ですが、これはNEDO自身の環境保全に対する取り組
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みでございますけれども、【評価】にありますように、排出量の暫定値の推計ですと

か、「環境報告書2009」を公表ということで、Aが5名、Bが3名、平均はAとなって

おります。 

 「④一般管理費の平成19年度比15％の削減を業務効率化の観点から適切に実施す

る」というところですが、出張旅費などの抑制等々を中期計画に掲げられた事項を

超えて行ったということが評価されて、AAが2名、Aが5名、Bが1名、平均はAとな

っております。 

 「⑤人件費につきましては、平成17年度比5％削減を実施しているかどうか」という

ことで、現在、8.8％の削減を達成しているということでして、AAが4名、Aが4名、

平均はAとなっております。 

 「⑥事業の5％の効率化」につきましては、▲14.3％でございまして、AAが1名、A

が7名、平均はAでございます。 

 「⑦補正予算の追加措置について交付金なり補助金について適切に活用したか」で

ございます。AAが1名、Aが5名、Bが2名、平均はAとなっております。 

 その15ページの下から始まりますが、この業務の効率化につきましての説明がござ

います。先ほど、末吉先生からもご指摘がございましたけれども、まさに形式的な

部分で、この基準の項目は昨年度も同じですが、そして前回もご指摘等が出ており

ますけれども、基準の設定そのものについていろいろご意見等々をいただいており

まして、十分承知の上ですが、親委員会なり、さらにその上の総務省の委員会から、

評価基準はこうあるべきということで、どうしてもそこのところののりを越えられ

ないものですから、ある種の基準の基準のような形の評価になっているところにつ

いて、十分承知しておりますが、そういうところのご意見やご指摘をいただいてい

るところでございます。 

 それから、まさに業務そのものが良いのか悪いのか、きちんとやっているのかとい

うことについて、時間の関係で細かく紹介はできませんが、ご意見やご評価をいた

だいているところでございます。 

 次に、17ページ、「3.業務・システムの最適化」ですが、これは【必須】と書いてお

りますけれども、上の評価委員会のほうから、この項目については必ず評価しなさ

いとされております。 

 前回ご説明がありましたが、独法の中では、最初にクラウドコンピューティングを
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導入したという説明があったかと思いますけれども、そういうところを評価いたし

まして、AAが1名、Aが7名、平均はAという評価でございます。 

 18ページですが、4.コンプライアンスについても必須項目になっております。 

 19ページ、【評価】でございますけれども、マニュアルの作成・配布ですとか、推進

委員会、研修等々を行ったというところで、AAが1名、Aが5名、Bが2名、平均はA

となっております。 

 5.官民競争入札等の活用でございます。これも必須事項でございます。 

 20ページですが、企画競争・公募の実施、アウトソーシング化というところで、AA

が2名、Aが5名、Bが1名、平均はAでございます。 

 【評価コメント】につきましては、全件が競争入札になっており問題はないとか、

ノウハウ蓄積等々のコメントをいただいております。 

 21ページ、入札・契約を適正に行うというところでございます。 

 これにつきましては、21ページの下の【評価】にありますとおり、契約基準の公表、

規定の適切な運用、競争性のある契約の導入状況等をきちんとやっていますという

ことで、22ページですが、AAが4名、Aが3名、Bが1名、平均はAとなっております。 

 22ページの中途から23～25ページにつきましては、それぞれ参考資料となっており

ますが、例えば、25ページに、参考5としまして、随意契約によらざるを得ない契約

の内訳ということで、例えばここのところについて去年よりも細かくこの区分けを、

具体的には、緊急を要するものとか場所が特定されるものというのを去年の段階で

はその他という形にしていまして、細かく掲載させていただいたりしておりますが、

いずれにしても、ここは参考資料という位置付けでございます。 

 28ページ、役職員の給与等の水準を妥当性のあるものにするというところでござい

ます。 

 昇給抑制、月例支給額なり賞与の引き下げ、その他法定外福利費、諸手当関係の支

給につきましても削減しましたというところを評価されたということだと思います

が、AAが2名、Aが5名、Bが1名でございます。 

 【評価コメント】で特に特徴的なところでございますけれども、メリハリのある給

与水準を期待するというご指摘があったり、専門性と業務実績を積極的に評価する

というところの給与体系のあり方も検討すべきではないか、メリハリをきちんとつ

けた給与体系にしたほうがいいのではないかというご指摘をいただいているところ
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でございます。 

 30～31ページはまさにファクツで、それぞれどうなっているかということでござい

ます。32ページ、これも参考資料でございますけれども、なぜ国に比べて給与水準

が高くなっているかということで、学歴要因、あるいは職責等々の比較を書かせて

いただいております。 

 とんでいただいて恐縮ですが、35ページをお開きいただきたいと思います。「業務運

営の効率化」の項目につきまして、前年度と今年のものについて、評価の機械的計

算の結果、5段階評価でございます。5段階評価の中で、レンジが当然あるので、な

るべく詳細にその傾向をつかみたいということで、グラフ化させていただいており

ます。 

 「1.①柔軟かつ機動的な組織体制の構築」から、「役職員給与等の適正化」まで17項

目ございますが、去年と今年を点数ベースでみますと、同じ項目が8つあります。そ

れから、昨年に比べて下がっている項目が8つございます。上昇している項目が1つ

ございます。機械的計算の結果、そういう形になっております。 

 以上が、資料4-1の「業務運営の効率化」に関する事項、全部で17項目ございまして、

このようなコンパイル作業をしたものでございます。 

 もう一度、資料4-1をご覧いただきたいのですが、今申し上げました「1.」のところ

も含めまして、最後の「財務内容の改善その他」に関する事項は、このセルが、縦

が50項目ありまして、8名の先生でございますので、50×8で400個のセルになりま

す。それで5段階評価をつけていただいて、後ほど説明するところで当然のことなが

らご審議いただければいいと思いますが、結果的に、Cが400個の中の1つだけござ

いまして、あとはAA～Bまで、それぞれの先生方の評価結果をいただいております。 

 「1.業務運営の効率化」に関する事項につきましては、事務局としましては、先生方

の意見が比較的収れんしているところにつきましては、先生方のご意見は特段乖離

がないと思いますし、相対的に他の項目に比べて乖離がみられるところにつきまし

て特に集中的にご審議いただいて、この部会としての意見を収れんさせていただく

という形で進めていただければ幸いでございます。以上でございます。 

岸部会長 

 ありがとうございました。今、全体の話もありましたが、とりあえずは、「業務運営

の効率化」に関する事柄ということで、ご質問等がありましたらお願いしたいと思
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います。皆さんの評価は、AAが1名、Aが7名となっていますので、平均的にはAと

いうことになりますが、忌憚のないご意見をお願いいたします。 

 ただ、その前に大事なことがありまして、8番目の「業務・システムの最適化」につ

いて、今、課長からご説明がありましたように、計画を策定し実施するという項目、

そして13番目以下、この辺はぜひここできちんと評価をしなければいけないといわ

れているところです。 

 それから、もう尐し注目していただきたいのは、Bが3つぐらいある項目がございま

すね。それから、BとAAがあるとか、非常にばらついているところ等もございます。 

 この辺をある程度考えて、皆さんのご意見があればお聞かせいただきたいと思いま

す。どうぞ何なりとお気付きの点、そして将来に向けて改良すべき点が含まれてい

ても構わないと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 いつもこのAとBの定義の問題になって、まあ普通にちゃんとやれているよというと

Bだということならば、ちゃんとやっているならAというところで、若干ずれてしま

うのは仕方ないかなという気はしています。どうぞ。 

松田委員 

 今、部会長が仰ったようなことで、いつも毎回悩みながら評価しているわけです。

私どもがNEDOに期待している水準は、機構一般の国の水準と比べて大分高いんじ

ゃないかなと。というのは、日本の今の状況をみていると、NEDOが牽引して一歩

一歩前へ進む必要がある。国の水準レベルではちょっと問題だろうという意識が私

にはあります。そういう意味では、Bとつけているのは当たり前の話だねということ

で、よっぽどでないと、なかなかAA、Aというのはつけられないのかなという気が

しているわけです。 

 特にNEDOの行っているいろいろな助成を含めて、私どもは現地視察でお伺いして

います。その時点では世界トップなのが、年を経るにつれて、ランキングがずるず

ると落ちていくと。ずるずると落ちていく結果市場の拡大について行けない。逆に

先行投資だけ日本が役割を果たして、果実を摘み取ることができないことをどのよ

うに改善すれば良いのかと考えます。例えばNEDOのスマートグリッドの取り組み

も、遅れたのではないか。 

 結局、アメリカの後追いでやっているにすぎないのではないかなと。その先を行く

だけの技術の先行性があるものをNEDOが主導する必要があるべきだという思いが
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評価の中に尐し出てきていると思います。 

 それから、先ほど財務のところでもありましたように、NEDOの中では、しりぬぐ

いという言葉は悪いですが、残務整理をしている業務と本来ならばNEDOが自主的

にやるべきことというのが混在している。残務整理の部分についてはどうしても高

い評価はつけられないということで、全体的にBが財務のところは多くなってこざる

を得ない。その辺を整理しながら、本来やるべきことをもっと速いスピードでぜひ

進めていくべきです。全体を評価しながら、個別にはいろいろあるのですが、この

ようなことを配慮しながら配点したつもりでございます。 

岸部会長 

 ありがとうございました。 

 確かに今のご意見は最大の課題ですね。日本は先行するけれども、その後、市場が

拡大すると全体として落ちこんでしまうと。それを克服する難しさなんですね。 

 ただ、全体としてNEDOは高いレベルで支援はしているのだろうというご意見と思

います。さらなる期待として松田先生の将来への要望という形になるのではないで

しょうか。他にいかがでしょうか。どうぞ。 

室伏委員 

 NEDOの皆さんはとてもよくやっていらっしゃると思うのです。コンプライアンス

も非常にしっかりした仕組みをつくってやっていらっしゃるのですが、それが余り

窮屈になり過ぎると、NEDOの仕事が本当に有効なものでなくなる可能性もあるの

ではないかなという懸念がちょっとありまして、もちろん「緩くしろ」という言い

方をすると世間からたたかれてしまうと思うのですが、余り細かいところまで縛り

つけるようなコンプライアンスのあり方は、NEDOですとか産総研などの法人には

向かないと思うのです。その辺の工夫をこれからしていっていただきたいなという

気がいたしました。 

 それから、人件費の節減などを随分頑張ってやっていらっしゃるのですが、これが

質の低下に結びつく可能性もあるのではないかなという心配があります。もちろん、

無駄なところは十分省いていただきたいのですが、削ってはいけない部分というの

が結構あると思うのです。それを節減しなければいけないということが金科玉条に

なってしまっていると非常によくないので、その辺も工夫をしていただきたいとい

う気がしています。 
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岸部会長 

 これも大事なところですね。一生懸命管理すると、大体、研究者はやる気がなくな

るということがありますので。それと、人件費を抑制するといい人は集まりません

ね。これも今、国の研究機関、独法の最大の課題ですね。 

 その辺は余裕の部分が必要ですよ、と相手に思わせる部分が必要なのでしょうね。

しかし、コンプライアンスはきちんと守る。末吉委員、どうぞ。 

末吉委員 

 今のお話ですが、時々、海外の研究機関に日本の研究者が流出していくとか、それ

は例えば給料の問題もありますけれども、いい意味の競争をしっかりやって、その

中に身を置くことがむしろいいのだといった選択もあると思うのです。ですから、

研究のあり方の人事管理をどういったレベルで意識しているのかですよね。 

 私もこの評価をするときにいつも悩むのは、組織として当然やるべき話がいっぱい

あるわけですよね。こういった独法の管理をもっと強化しようというと、普通です

と、競争にさらされている組織であれば、当然、その中でやってきた組織を動かす

上での創意工夫や努力をしていないのではないかと、そういう視点がまず一つある

のだと思います。ですから、どこでもやるような電子化なんていうのは、PDSなん

てなぜ今どきと、例えばそういう話と、NEDOの本来業務である新技術の問題提起

から発掘から支援していく、その本来業務を進める上でのノウハウ、マネジメント

能力というのをNEDOはどうやってつくろうとしているのか、蓄えようとしている

のか。 

 そのことと、一般組織を動かすマネジメント能力は必ずしも一致しないところもあ

ると思うのです。例えば、そういうマネジメント能力を2種類に分けるとしたら、非

常に基本的なマネジメント能力の要求、これは幾らやっても当たり前の話だと。そ

の土台の上に、NEDOの本来業務を本当に伸ばしていくためのノウハウ、マネジメ

ントをどうつくっていくのか、そのためにはどういった目標を与えないと、NEDO

の人自身も焦点が絞れないのか。その境界線がごちゃごちゃになると、先ほど室伏

さんがおっしゃったような、一体何のための管理強化なのだということに陥ってし

まいかねないのではないかなという気が尐しします。 

岸部会長 

 ありがとうございます。重要なご指摘だと思います。組織をしっかり動かすという
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ことと、研究の芽を出して加速するというところは、尐し違うところもあるのでし

ょう。ここをどうするか。ほかの委員の先生方も、ご意見がございましたら、どう

ぞ。 

谷田部委員 

 人事を効率的に適切にというのは相当難しいことだと思いますので、事業報告など

をみるとどうしても数字で上がってきているわけですが、本当にどうなのだという

ところはそれではなかなかみえないというところがあって。それは仕方のないこと

なのですけれども、それが実際に実績が全体的に上がっていれば効率的な人事が行

われているということは評価できると思うのですが、そういうことを徹底してくる

と、職場としてはぎすぎすした感じにどうしてもなってくると。 

 そこで、精神面について尐しコメントした部分もあるのですけれども、全体的に効

率的かつ人間的な組織であってほしいと思うわけですが、扱っていることもかなり

クールなものですから、どうしても非人間的になりがちではないかというおそれも

あって、しかも、それが徹底したほうが本当は効果も高いというところで、そのあ

たりは上に立つ方々の裁量という部分も大きいと思うのですけれども、数字に現れ

ない部分を大事にしていただきたいと思います。 

 それから、今、世間的にいえば、研究成果はもちろんそうなのですが、給与という

ことについてかなり敏感になっている部分もあるので、そのあたりは、実績さえ上

げてこれだけの理由があるのだということが説明できれば問題はないと思いますし、

専門性というのはこれからどんどん大事になっていくと思いますので、そういうこ

とをきちんと評価するという組織であるということもすごく大事なことだと思いま

すので、その辺もこれからは考慮していただければと思います。 

岸部会長 

 ありがとうございます。効率的で、人間的であれという、おもしろいところだと思

います。 

渡辺委員 

 それに関連して、昨年の評価のときだったと思いますが、NEDOの本社のほうに行

って、宮田先生が群馬の先生の技術開発をピックアップしてプロモーションしたと

いう説明を聞いて、これがNEDOだろうという印象をすごく受けたんです。プロジ

ェクトマネジャーとかそのへんの、誰がだめだったということをいう必要はないの
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ですが、そういうことをアピールすることがNEDOの本質をアピールしていること

になるのかなと強く感じました。 

 今回、そういうものが書かれているかと思ったら、ないので、そのへんは不平等か

もしれないけれども、あるいはそういうことをいうこと自身がリスクかもしれない、

それが将来実用化できないかもしれない。ただ、埋もれたシーズが生きてくるとい

うプロセスが標準的なプロジェクトを支援するもっともっと大きい話だと感じてい

まして、そういう評価、報告の仕方というのは、多分そういうことがあったのだろ

うと思うのですが、たまたま見たからそう感じたのであって、それがドキュメント

として世の中に見えるようにするということは大事なのではないかと。これはこち

らから見れば評価しにくいことなのだけれども、評価する側から見ると、そういう

イメージがあると評価しやすくなるということがいえるかと思います。 

岸部会長 

 ありがとうございます。群馬大の例が出ましたが、そこは目ききPDの重要性で、確

かに我々はそれなりに発展中ですから期待できるわけで、そういうものがたくさんN

EDOに出てくるとおもしろいですね。 

 この業務の効率化ということについて、よろしいでしょうか。 

 それから、AとBの値などが非常に大きく分かれているところは、その辺の考え方が

今の中に含まれているということで、よろしいですね。 

 それでは、全体としてはAということで進めさせていただきたいと思います。 

 次に、「国民に提供するサービス」、そのうちの「研究開発関連業務」について進み

たいと思います。では、課長から説明をお願いいたします。 

吉村技術振興課長 

 A3の資料4-1では、「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る事項」ということで、全部で3つにさらに分かれます。「研究開発関連業務」、「新

エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務」、「クレジット取得関連業務」の3つで

ございます。 

 まず、「研究開発関連業務」につきまして、全部で10項目ございますので、私のほう

からその説明をし、先ほどの業務運営の効率化と同じようにご審議いただいて、評

点結果を確定させていただきたいと思います。 

 資料4-2の36ページをお開きいただきたいと思います。 
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 先ほどと同じように、一番上がこの項目についての全体結果でございますので、こ

こは最後にお願いしまして、その下の個々の評価事項についてですが、「1.研究開発

マネジメントの高度化」、「①全般において研究開発マネジメントの高度化を適切に

実施しているか」という評価基準につきまして、右ですが、平成21年度の実績及び

評価のところで、先生方からいただいた評価を手前どもでまとめたところ、インタ

ビューの実施ですとか、技術戦略マップの策定、蓄電池分野の技術戦略マップを追

加したというところが評価された結果だと思いますが、AAが2名、Aが5名、Bが1名、

機械的結果として平均Aとなっております。 

 「②研究開発の企画段階におけるマネジメントの高度化の適切な実施」でございま

す。【評価】ですが、実施プロジェクトの重点化、そして先ほど申し上げました革新

蓄電池なり水関連、あるいはスマートグリッド、グリーンイノベーション、ライフ

イノベーションに関する企画立案の積極的な取り組みというところを評価された結

果だと思いますが、AAが3名、Aが4名、Bが1名、平均Aでございます。 

 38ページ、「研究開発の実施段階においてマネジメントの高度化を適切に行う」とい

う項目でございます。【評価】でございますが、中間評価の実施によって一部加速し

たり中止したりということで、評価結果をプロジェクトに反映させていること。そ

れから、不正事業者に対する処分や処分内容の公表等々。それから、バイドール等

を行って、あるいは事業者アンケートによっては96％のポジティブ回答を得ている

というところが評価された結果だと思いますが、AAが4名、Aが4名、平均Aという

評価でございます。 

 「④研究開発の評価段階においてマネジメントの高度化を適切に行う」という項目

でございます。【評価】につきましては、継続事業の比率は100％である。また、プ

ロジェクト実施企業の26％が成果を別用途に活用しているというところが、定量的

な実績として説明があったところでございますが、それらの点が評価された結果と

いたしまして、AAが2名、Aが6名という結果でございます。 

 40ページ、「⑤研究開発に関連して社会への貢献、成果の広報・情報発信を適切に実

施する」という項目でございます。【評価】ですが、「イノベーションジャパン」な

り「エコプロダクツ」の来場者数、上海万博の日本館におけるゼロエミッションタ

ウン等の説明があったところが評価されまして、AAが2名、Aが5名、Bが1名でござ

います。 
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 41ページの下が、この項目についての各先生のコメントでございます。 

 最初のところですが、内部専門家の尐ないところや、研究マネジメントに業務的な

支援と研究内容そのものを評価し目的達成を図る研究マネジメントがあり、先ほど

末吉先生からのご発言等もございましたが、その辺のご指摘をいただいております。 

 42ページですが、各種国際間の取り決めや協定締結に積極的に取り組んでいること

ですとか、費用対効果やアウトプット・アウトカムの目標の明確化等も行われてい

ると。全部はご紹介できませんが、このようなことをご意見としていただいており

ます。 

 43ページ、「2.研究開発の実施」、「①ナショナルプロジェクトを適切に実施している

かどうか」という基準でございます。 

 44ページですが、【評価】にありますように、パブコメの実施ですとか、事後評価を

実施して、すべてが合格であり、かつ、そのうちの10件はさらに優良の結果等々の

評価をいただきまして、ここについてはBがなくて、AAが2名、Aが6名という結果

でございます。 

 「②実用化・企業化促進事業の適切な実施」につきましても、省略しますが、先ほ

どと同様な結果となっておりまして、AAが2名、Aが6名となっております。 

 45ページ、「③技術シーズの育成事業の適切な実施」につきましては、論文発表等を

評価した結果、46ページでございますが、8名がAでございます。 

 また、下記の研究開発の実施に関するコメントはそのようなご意見やご指摘をいた

だいているところでございます。 

 「3.人材養成」、「①産業技術人材養成を適切に実施する」という項目でございますが、

NEDOフェロー事業、技術経営、知財戦略等々ございまして、Aが7名、Bが1名でご

ざいます。 

 47ページ、「4.技術経営力」、「①技術経営力の強化に関する助言の適切化」でござい

ますが、NEDOカレッジ、そして先ほども申し上げました「イノベーションジャパ

ン」、あるいは京都大学への常駐のプロパー職員の派遣といったところの実績の説明

があったわけでございますが、それに対する評価として、AAが1名、Aが5名、Bが2

名、平均Aとなっております。 

 以上がここの固まりでございまして、50ページに、先ほどと同じように、AA・A・

B・C・Dよりさらに細かくした数字で前年に比べてどうかということで、全部で10
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項目ございますが、下がっているのが5つ、上がっているのが4つ、変化なしが1つと

いう機械的計算結果となっております。以上でございます。 

岸部会長 

 いかがでしょうか。大体、昨年と同じような評価で、これをよくやっているとみる

のか、余り向上していないとみるのか、この見方も難しいのですが、ある意味では

非常に高い点数になっているということで、高いところを維持しているという言い

方もできるのではないかと思います。 

 これはNEDOのある意味では最も大事な研究開発関連業務ですので、何なりとご意

見をいただきたいと思います。お気付きの点をどうぞ。 

渡辺委員 

 去年も気になったのですが、平均値がいいというのは、今の日本の置かれた立場に

おいて余り効果的ではない。これは相手のあることなので、実施者のパフォーマン

スによる部分が多いので、NEDOだけの問題ではないのですけれども、失敗確率が

高くても、いいものがあれば全然問題にならないということが問われているわけで

すね。 

 平均値がよくても、国際競争力に平均値が下回ればだめになってしまうということ

であるとすれば、どういうメリハリのつけ方をしていくかということがどうしても

重要になってくるので、その努力は非常にされているなとは感ずるのですが、評価

結果をみると、みんな平均値的で、市場化は遅いと。技術は進んだけれども、市場

化は、実用化は遅いと評価されて、ただ、両方を足すといい点数ですよ、優良です

よ、ということになってしまうと。でも、そういうことがいいということであるの

はやはりおかしいのではないかと感じていまして、ただ、評価をする立場からみる

と、どうやって評価していいかわからないので、コメントにいっぱい書いておいた

のですけれども、その辺が一番気になることです。 

 それから、それと同じ発想に結びついている可能性があると感じてBにさせていただ

いたことが1つあります。NEDOカレッジなどをやっていく上で、非常に技術オリエ

ンティッドなんですね。講演の中身をみても、講義の中身をみても、ビジネスオリ

エンティッドなセンスが余り感じられなかったです。ビジネスオリエンティッドの

部分が収益を生まなければインパクトにはならないので。というのは、ベンチャー

キャピタルの立場からみれば、10個やって2個成功すればトントンになるわけですね。
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そういうセンスがリスクビジネスであるということなので、そういう面での感覚が

なかなかとれていないのではないかなと感じたので、そんなふうに評価させていた

だきました。 

岸部会長 

 ありがとうございます。ビジネスオリエンティッドというところで、確かに大事な

ご指摘だと思います。アメリカなどではナノテクの研究所をつくると、ナノビジネ

スという授業がもうあるのですね。それを学部の学生からやっていますからね。 

 他にご意見をどうぞ。室伏先生、どうぞ。 

室伏委員 

 先ほどご意見があったことと重複しますが、NEDOの仕事というのは、将来、実を

結ぶようなものを見つけ出して、それを育てるということが一番大事なのだろうと

思っているんです。ですから、今の世の中は、失敗してはいけないとか、すぐに出

口がみえなくてはいけないといった、そういう感じが蔓延しているので、余り冒険

ができないのだろうと思っているんです。 

 その冒険ができないような体質にだんだんなっていってしまうと、本当の意味で日

本発のいろいろな技術なり事業なりは出てこないと思いますので、NEDOや産総研

やJSTとかいろいろありますが、そういったところの評価の仕方は今の評価の仕方で

は本当はいけないのだろうと思うのです。でも、総務省などでこうしろといってこ

られているという問題はあるのですけれども、その中でも、NEDOは失敗してもい

いのだと、そういうところは共通の認識としてもっていく必要があるのではないか

なと思っています。 

 先ほど、別のところに技術を利用している例が結構あったという説明がありました

が、本来の目的以外にも発展する技術というのもあるわけですから、たしか去年も

申し上げたのですけれども、どういうことを開発努力をして、何がどううまくいっ

て、どこが失敗して、その失敗したものがさらにどう生きたかとか、そういう事例

集というか、マップというか、そういうものをつくっていただけると、今後のいろ

いろな産業の発展のためにも技術開発のためにも役に立つだろうと思います。 

 「失敗しました」というと世の中からたたかれるかもしれないというのがきっと問

題なのだと思うのですが、そうではなくて、いろいろ失敗するのは当たり前で、そ

の中にこれだけのものができましたという、そこを大いに宣伝して、日本がそれこ
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そ世界一になるというところを社会に知ってもらうということも必要なのではない

かと思っています。 

岸部会長 

 リスクをとる話と、失敗マップをつくってはどうかと。おもしろい発想ですね。あ

りがとうございます。他の先生、どうぞ。 

松田委員 

 研究開発のための仕込みから市場に出るまでの時間軸が結構かかるのを、1年ごとに

評価して表現をするという工夫にご苦労されているというのが非常によくわかりま

す。その中でちょっと気になるのが、成果としての論文発表とか特許件数です。発

表論文がどこまで世界中に引用されているかというのが大学の評価につながってい

るので、競争は競争として重要です。ただ、テーマの事業化ということを考えたと

きに、どの時点で論文を出していいのかと、もし出したとしたときに、今は情報ギ

ャップがないですから、あらゆる角度からすぐ調査されます。独創的なアイデアを

提供し、事業化ステージは他の国が行ってしまうことが頻繁にあります。とすれば、

知財を絡めて研究動向まである程度考えた後、2～3年待って論文発表や特許申請す

るというような指導も非常に重要なのではないかと考えます。 

 特にベンチャーを支援していて、若い先生が勇んで発表しようとするのを抑えて、

どのタイミングで出せば参入障壁がつくれるかです。その我慢の時期を、NEDOの

どういう方がどういう分野で、圧倒的な目きき力を活かして行うかです。論文や特

許のタイミングの指導はできないものでしょうか。NEDOの側の人材活用事例を、

今の公表的な評価基準以外にケース的に、時間軸をある程度考えながら集積してい

くことが重要と思います。 

 日本がこれだけ研究開発コストをかけて成果を得ようとしていることが空回りに終

わらないようにどう工夫し、仕組みを作るかという視点が尐し欲しかったという気

がいたします。 

岸部会長 

 これも大きな課題ですね。他にどうぞ。末吉先生、どうぞ。 

末吉委員 

 すごく情緒的な話なのですが、こういう評価をしていると、どうしても文章上のこ

ととか、数字上のレトリックの話になりがちで、つくられる方も非常に短いスペー
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スにどうやって最大限の情報を入れようかとされる。それを我々がみて判断してい

るわけですが、時々思うのですけれども、NEDOの人たちは本当にいろいろ苦心し

て苦労して、ある目標をもって一生懸命いろいろ取り組んでおられることはたくさ

んあるのだと思います。そういった生の声がもう尐し我々のほうに出てくると、評

価も違うものになるし、もっといえば、共感性をもちながら評価ができると。 

 数字上の評価ですと、非常に明確で分かりやすいのですが、一方で、その後ろにあ

るクオリティがみえないわけですよね。そのことは我々の評価をお聞きになってい

て、尐なくとも例えば私の評価を聞いておられて、NEDOサイドの方は非常にフラ

ストレーションを感じる方もたくさんおられると思うのです。「違う。我々はこうい

う思いで、こういうねらいでここをこうやっているのだから」と。 

 ですから、NEDOの人たちの本当に思っておられる生の声がもう尐し外に出てきて、

それをバックアップするということもあるでしょうし、「違うんじゃないですか。そ

れを幾らあなた方が大事だと思っていても、今の社会全体からみると全然トンチン

カンな方向ですよ」なんていうことも出てくるでしょうし、そういったことが本音

のところでもう尐し外部の社会の風にさらされる、そういうプロセスがあってもい

いのかなという気もします。それが我々の役割だということでもあるのかもしれま

せんけれども。 

岸部会長 

 ありがとうございました。どうぞ。 

谷田部委員 

 研究実績ということでいけば、当然、日本でトップクラスの研究機関や研究者があ

る程度対象になっていて、しかも、最先端の分野を開発するということであれば、

ある程度の成果が目に見えて出てくるというのは、当たり前といえば当たり前だと

思うのですが、NEDOという組織が専門化して、どんどん職員も高度化していくと

いうことになれば、NEDOだからこそ見出したシーズがあって、育てた果実がある

と。そういうところも当然これからどんどん出てこなければいけないということだ

と思います。 

 そういうことも、直接的には表現されていなくても、あると思うのですが、例えば、

京都大学に専門の職員を1人常設させるということももちろん大事かもしれませんけ

れども、もっと地方大学で、マネジメントができないから研究は高度化しないみた
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いなことも当然あったりすると思うのですが、そういう支援として職員が派遣され

ることによって、全く次元の違う研究開発ができるようになるみたいなことも、当

然、視野には入っていると思いますけれども、具体化していっていただいて、むし

ろ人が足りないからではなくて、システムとして人が行くことによって組織化され

て、研究開発が円滑に進むとか、高度化するとか、そういう部分もどんどん積極的

にやっていく必要があるのではないかなと。 

 既存のものだけをうまくピックアップして育てているような印象がどうしても強い 

ので、群馬大学という例が出ましたが、そういう感じで、ポコッとスポットライト

が当たれば、やっていることは同じだとしても、評価が変わってくるということも

あるし、ほかの研究者と出会うことによって全く次元の違った研究開発になるとか、

そういうこともいろいろあると思いますので、そういうことをうまくマネジメント

していくということもどんどん積極的にやっていただければと思います。 

岸部会長 

 成果を上げた研究者をどんどん使うというのは、日本の科学技術の課題なのですけ

れどね。ただ、おもしろいのは、NEDOは九州に水素のセンターをつくりました。

一昨日のWPI（世界最先端研究）の選定では、文科省で、毎年14億で10年の大きな

プロジェクト･････、それに今度、1校だけ九大のこのグループが採用されました。N

EDOのプロジェクトが核になって、おもしろいことが起きてはいるんです。ですか

ら、このような先導的な役割をNEDOが担っているのも興味あることです。 

 他によろしいでしょうか。 

 幾つか大事なご意見をいただきましたが、評価の難しさと、NEDO特有の「これ

だ」というものが出てくるとおもしろいですね。それを出すような方向の評価にも

っていかないといけないでしょうけれども、評価自体がこれでまた総務省に上がっ

て、全部形式的になってしまいますから、困ったものだなとは思っています。とい

うことですが、いかがでしょうか。余りばらついてはいませんが、Bがほんの尐しあ

りますけれども、AA、Aがそれよりたくさんあるということで、最初に平均値は余

り意味がないというご意見も配慮いたしますが、ここはAということにさせていただ

いて、よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 
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 それでは、次に進んでいただきたいと思います。 

吉村技術振興課長 

 時間が若干押しておりますので、早口で大変恐縮ですが、資料4-2の51ページでござ

います。資料4-1では、「5.新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等」で5項

目ございます。 

 「①政府レベルの温室効果ガス排出量の削減方針」、資料4-2の52ページでございま

す。【評価】ですが、設備導入補助事業による省エネ効果で、原油換算で26万7,000

キロリットル／年ですとか、PV2030の改訂等を行いまして、こういう評価結果にな

っております。 

 「②エネルギー関連業務を効果的に進めるための多様な事業連携」でございます。

スマートコミュニティアライアンスの設立と「ウォータープラザ」でございまして、

記載の結果でございます。 

 「③エネルギー関連の国際事業」でございます。【評価】は、30カ国以上のMOUの

締結等々ございまして、評価結果はAAが4名でございます。 

 54ページ、「④新エネルギー・省エネルギー導入普及のための工夫」を行いなさいと

いうことで、上海万博の話ですとか、セミナー、子供向けのコンクール等について

の評価が行われた結果、AAが2名、Aが5名、Bが1名となっております。 

  「⑤新エネルギー・省エネルギー導入普及事業により、CO2削減に貢献する」とい

うことでございます。1,700万トンという数字が実績のところに書いてありますが、

評価結果は次のようになっております。 

 55ページの下のところは、この項目におけます皆様方からいただいたコメントのま

までございます。 

 スマートコミュニティを21年度については特に取り上げていらっしゃる方が多うご

ざいます。この結果、ここの項目については57ページでございますが、昨年度との

比較で5項目ございますけれども、4つ上がって、1つ下がっているという結果でござ

います。以上でございます。 

岸部会長 

 ありがとうございました。 

 この項目について、いかがでしょうか。評価に尐しばらついている点がないわけで

もありませんが、このエネルギー関係の導入・普及についてご意見がございました



 

- 32 - 

ら、どうぞ。 

 スマートグリッドというのはスマートが大きなキーワードで、順調に取り組んでい

るということで、AAに割と近いところもありますが、平均するとAということにな

りますけれども。 

渡辺委員 

 スマートグリッドのコミュニティのあり方はちょっと不満があるのですが、利害調

整をすればいいという話ではなくて、どう国際標準をとりにいくかということが一

番の中心課題であって、遅きに失しているといいますか、要するに利害調整せざる

を得ないから出てきたような、そういう印象を受けているものですから、今、どこ

でデファクトをとろうかということで、企業はアメリカのほうにかなり出てしまっ

ているんですね。アメリカの動きにリンクして自分の標準化をねらおうとなって。 

 一番ねらうのはインドや中国でどうコントリビューションするかということで、そ

の中でどういうプロジェクトを推進するかということですが、これは企業に任せて

いたらできないことじゃないのかなと。またばらばらになってしまうのではないか

なと。日本の中でどうこうするというよりも、むしろ戦略的にどうやっていったら

いいかということを感じているものですから。 

 要するに、既存インフラをどうこうするというので利害調整は大変なのですが、今

の中国の内陸部とインドにおける電力網の構築とスマートグリッドというのは新し

い分野なので、新しいものが入り得る余地がたくさんあるものですから、そういう

面で、海外のプロジェクトを推進するということと、国内との連動ができていない。

そこはだれかが調整するとすれば、METIがやるか、NEDOがやるか、そういう課題

ではないかなと思うのです。 

岸部会長 

 今のような話は、どちらかというとMETIがやることになるのですか。 

鈴木産業技術環境局長 

 今のような話は、仰いましたインドなどとなりますと、これはやはり政府が出てい

かないとどうしようもありませんので、私どもの役目かなとは感じております。 

岸部会長 

 やはりMETIの仕事でしょうね。 

鈴木産業技術環境局長 
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 はい。ただ、その中でどのように中の規格などを構築していくのかというのは、当

然、私どもとしてもありますが、産業界と一緒になって、その調整はNEDOがやっ

ていく、そういう役割分担で進めていくのかなと考えております。 

岸部会長 

 この部会としては、NEDOは技術でそこを支えるという意味では、アドバイスをし

て、METIとしっかり連携をとってやっていただきたいと、そういうことになるかも

しれませんね。 

松田委員 

 今、METIの産業技術の委員会で提示されたスマートグリッドのプロジェクトの話で

280の会社が参加しています。日本が国としての総力戦に、負けるのではないかとす

ぐ思ってしまいます。全社の全部利害調整するのは不可能だからです。ということ

になると、逆にNEDOの役割というのは何なのか。国がリードしてグローバルは戦

いに出るときに、目きき力を活かして、どこの企業とどこの企業のみ技術力を活用

するというようなことをNEDOの技術陣を使った評価ができないのか。そういう役

割を果たしていかないと、結局、技術よりも政治パワーが強いところへいってしま

って、国際的には競争に負けることになると、一番困ります。 

 NEDOは役割分担を拡大できないのか。川上としての技術レベルの評価に加えて川

下としてのアフターサービスのところまでも含めた全体としてのバリューチェーン

にどう関与するかということですね。そこに深く関与していないと、すべての企業

参画ではなかなかうまくいかないのではないかと思います。 

鈴木産業技術環境局長 

 あれの書き方が悪いのは、352社とかと書いてありますが、それぞれのパートがあり

ますので、そこのところに来るのは多くても3～5社で、それを全体としてどのよう

に組み立てていくかということで、その3社とか5社の調整をNEDOが行い、全体の

システムとしての調整も行うと。350社の調整となると、これはもうプロジェクトと

して成り立たないと思います。 

松田委員 

 それから、今はもう財閥というグループが十分に機能しませんね。ですから、三菱

がグループ外と組んだりしています。そういう意味では、国内の組み合わせがすご

く大きく動いております。国の総合力という軸足でNEDOが中心的役割を果たして
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いただきたい。技術を基点にして国レベルの調整機能というのを果たさざるを得な

いところに今来ているのではないかという気がいたします。 

岸部会長 

 ありがとうございます。それでは、よろしいでしょうか。 

 では、また例年と同じになりますが、ご異存がなければ、新エネ・省エネのところ

もAと評価したいと思います。 

 次は、「クレジット取得関連業務」についてです。 

吉村技術振興課長 

 「クレジット取得関連業務」ですが、項目数は3つだけでございます。58ページ、59

ページをまとめてご説明させていただきます。 

 最初の「クレジット購入契約の取得」につきましては、目標1億トンに対して96％。

「費用対効果」につきましては、グリーニングの着実な実施等により、AAが2名、A

が5名、Bが1名。 

 「事務の効率化」につきましては、60ページに記載の結果になっております。ここ

で昨年との違いがございまして、昨年は、62ページにグラフ化させていただいてお

りますが、この3つの項目の結果、AAが機械的につきましたけれども、今年度は、

計算結果上、Aとなっております。以上です。 

岸部会長 

 クレジットの取得関連ですが、いかがでしょうか。 

渡辺委員 

 効率を優先し過ぎてしまっているような印象を受けて、GtoGでやるというのもいい

のですけれども、GtoGでやるということはそこにいろいろな問題が発生してしまう。

どうしても人為的コントロールの部分が多くなってしまう。経済メカニズムが疎か

になってしまう。ですから、やはり民間企業が中心になってプロモーションしてい

く部分を何としても国際的に認めさせるという努力をしていかないと、日本のプレ

ゼンスは上がっていかないし、ただ量をマスターすればいいということでは必ずし

もないと私は思っています。 

 ビジネスとの関連を考えた場合には、そこへのインセンティブとして、一緒になっ

て努力して国際的に認めさせる。その案件をいかに増やすか。一個一個は小さくて

も、非効率でもいいから、でも、一つ一つのプロジェクトからみれば、民間はそれ
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によってビジネスが拡大するわけなんですね。そういう意味で、そのトーンが効率

を重視してある程度の目標を達したという言い方をしていますが、それはいかがか

なと。バランスを欠いていると。両方大事なのだけれども、やはり民間の部分をか

なり重視した言い方が必要なのではないかなという印象をもちました。 

岸部会長 

 ありがとうございます。効率と、民間を中心にということですね。どうぞ。 

末吉委員 

 それに関連してですが、そもそも日本全体がCO2削減にどう取り組もうとしている

のか、そしてその手段として何が適切なのか、そういったところの議論が国内でよ

くできていないのだと思うのです。特に京都メカニズムの中では、嫌々ながらやっ

ている、しょうがないと、そういう側面もマクロの雰囲気としてある。そこの議論

がポスト京都にどうつながるのか、ポスト京都のあり方をどうしようかと、そうい

う議論がもう一回戻ってくると、今やる京都議定書のための削減の取り組みに、今

仰ったような官民が一緒になってもっと広い視点からの議論を本当にしているのか、

そういう雰囲気の中で物を考えているのかとなると、私は必ずしもそうではないよ

うな気がするんです。 

 ですから、そういうマクロの問題をここに持ち込むのであれば、それは私は本当に

正しいと思うのですが、そういう雰囲気が出るようなNEDOのやり方、そこから本

当の議論がもっと広がって、世界の中の日本がこの分野で、ルール作りも含めてし

っかりした立ち位置を確立するのだと、そういうマクロ観をぜひもっていただきた

いんです。 

岸部会長 

 その辺は先ほどの課題と同じで、NEDOが取り上げるのか、METI本体が取り上げる

のかなのです。この評価の委員会の先生の話は、METIと一緒に、また、METIのや

るべき政策の根幹を理解してNEDOが動く時代にあるのではないかと、感じていま

す。 

 その辺、局長、どうですか。技術としてのNEDOという感じだったのですけれども、

それだけではなく、すべてを包括的に考えるNEDOへの脱皮が要求されてきたのか

という気がするのですが。 

鈴木産業技術環境局長 
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 例えば、チェコから3,000万トンのクレジットを購入いたしました。私どもは、今、

委員がご指摘になったように、単に排出権を買ってくるということでは絶対反対だ

と。GISといいながら、実は国連の事務局が介在しないようなCDM化ができないか

ということで、例えばそのチェコの場合ですと、まず麻生総理にチェコに行ってい

ただきまして、この3,000万トンの資金について、日本製品の購入というと語弊がご

ざいますが、チェコの実際の省エネ・プロジェクトを日本の企業が一緒になって行

えるように、そこでキックオフを麻生元総理にしていただきまして、その後、NED

Oがビジネス界と一緒になってチェコ政府に働きかけていると。 

 ただ、残念ながら、1年間、間があいてしまいまして、チェコでは暫定政権が1年間

続いてしまったものですから、やっとこの7月13日に本格政権ができましたので、新

政権ともう一度、省エネ投資プロジェクトについてしっかりとやって、そこに日本

の企業が参入をして、そしてCO2を確実に減らすというところができるかどうか。

これはもっとNEDOに頑張ってもらわなければいけないと考えております。 

岸部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、クレジット取得もAということで評価したいと思いますが、よろしいでし

ょうか。それでは、最後に、「財務内容」です。よろしくお願いします。 

吉村技術振興課長 

 63ページからでございます。この項目は全部で15個ございますが、63ページの全体

のところをみていただきますと、評価のポイントのところで、順調な達成とか、経

年的な努力のところでございます。 

 一つ一つは時間の関係で説明できないところはありますが、財務評価のところにつ

きましては、冒頭の財務諸表のところで質疑応答等がございました石炭と基盤促の

ところの繰り決の構造的な問題があって、それとここの評価をどうするかというと

ころの観点だと理解しております。 

 78ページをご覧いただきたいと思います。先ほど申し上げましたように、全部で15

項目ございますが、上がっている項目は4つ、同じ項目が1つでコンプライアンス体

制の構築、下がっている項目が10個ということで、今回のNEDOの評価の中で大き

く5つの柱がありますけれども、結果、皆様方のところを計算しますとAとなるので

すが、Aの中でも、他の4つの項目に比べると相対的に低いところのAというのが機
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械的合算でございます。以上であります。 

岸部会長 

 いかがでしょうか。先ほども詳しい説明を最初にお願いしましたが、点数をつける

とAだと。ただし、ごく普通にきちっと整理しているから、Bに限りなく近いかもし

れないというところで、よろしいでしょうか。 

 それでは、そうさせていただきます。 

 そうしますと、最後の総合的な検討に移りたいのです。その前に、一言だけご意見

をお聞きしたいのですけれども、今、書面で伺い、今日もNEDOの内部の人の能力

について、すなわち、人材についてご指摘を伺っています。今、プロパーが300人、

本省から100人、民間から300人ということで、資金の問題があるとしても、官民一

体の運営もいいのですが、NEDOという組織が外の委員会等に評価を頼り過ぎて、

アメリカ的なファンディング・エージェンシー的なものに移行しなければいけない

という見方もあります。 

 目ききを含めて、この点は毎年指摘されています。かなり変わってきたという気は

しておりますが、もっと思い切って民間の人を減らして、プロパーに頑張ってもら

ったほうがいいのかなど今後のあり方につながるのですが、もしご意見があれば、

一言お願いしたいと思います。 

室伏委員 

 簡単に。前に私はアイルランドに行って、アイルランドの非常に右肩上がりのとき

に、国内でのそういった産業技術などの開発をみてきたことがあるのですが、アイ

ルランドの場合には、日本とは比較にならない小さな国ですけれども、国のそうい

ったファンディング・エージェンシーが、大学の数は尐ないのですが、各大学に人

を派遣しているんです。そして、大学で行われていることをその人がしっかりと見

極めて、始終、大学の教員たちと面接をして、そこから技術を拾ってきて、それを

中央にもってきて、そこにお金をつけてということで、かなり企業化に結びつけて

いるというのを幾つかみてきました。 

 これはおもしろいなと思ったのですが、例えば、NEDOがそういったプロパーを増

やして、1大学1人は無理でしょうけれども、幾つかの大学を担当していただいて、

その方が本当に目ききとしていろいろな技術なり何なりを拾ってくるという、そう

いうことを思い切ってやってみてもいいんじゃないかなという気はしています。 
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岸部会長 

 ありがとうございます。どうぞ。 

末吉委員 

 こういう統計が実はありまして。去年1年間で新エネルギー分野にどれだけニューマ

ネーが入ったのかと。ある統計によると、13兆円です。一昨年が15兆円だと。その

前を入れると直近3年間で45兆円、世界のニューマネーが、ベンチャーキャピタルも

含めて入っていると。非常に単純な言い方をしますと、例えば新エネルギー分野で

世界では45兆円も3年間でお金が動いているのに、NEDOの総予算3,000億円を3年間

としても1兆円なわけですね。 

 世界がそういう中で、NEDOの3年1兆円の予算でどういう戦いができるのだろうか

と。あるいは、そういうところとどう組んだらいいのかとか、そういう視点も必要

になるのではないかと思うのです。ですから、3,000億円の予算を所与のものとして、

その中での整合性、よりいいものをというのは当然なのでしょうけれども、全体の

中でどういう競争を強いられているのだと。日本がNEDOだけの予算で本当にこれ

をやっているのか、あるいは民間でどれくらい動いているのだろうかと。そういう

見方もあってもいいのかなという気はします。 

岸部会長 

 ありがとうございます。 

 そういうことを含めて、もちろんNEDOのプロパーの実力が上がるのをだれもが望

んでいることだと考えればよろしいですね。 

 それでは、最後は全体的な話をさせていただきましたが、総合評価としては、業務

運営の効率化：A、研究開発業務：A、新エネ：A、クレジット取得：A、財務：A。

そして、限りなくAAに近いものとBに近いものがあるのですが、総合評価としては

大体Aということにさせていただきたいと思いますけれども、これでよろしいでしょ

うか。 

 そのほかに、総合評価に対する評点、あるいは部会のコメントとして、文章に書い

ておくべき内容のいずれでも結構ですが、最後に一言、皆さんからご意見がござい

ましたらお願いしたいと思います。もう余り時間はありませんが、一言ずつ、いか

がでしょうか。大体意見はいただいたと思いますけれども、つけ加えることがござ

いましたら、どうぞ。 
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松田委員 

 NEDOは加速研究開発支援ということもやっておりますが、開発も事業化もスピー

ドが命の時代になってきています。日本の高齢化が進み、逆にスピードがどんどん

落ちているように思います。そういう意味では、NEDOのいろいろな対応のスピー

ドを含めて、これから頑張っていただきたいと思っています。 

岸部会長 

 ありがとうございます。スピードですね。 

 ほかにいかがでしょうか。何かキーワード的にでも。 

末吉委員 

 1点だけですけれど、理事長がよく仰っているNEDOの新しい使命は何だろうかと。

これがこれから議論になると思いますが、この評価体系の中の目標のあり方、そし

て評価の基準、それ自体の高度化、アップデートをしていく、そういうことがこの

評価体系の中で非常に大切になるのではないかと思っております。 

岸部会長 

 ありがとうございます。室伏さん、どうぞ。 

室伏委員 

 NEDOには、無難なところに逃げていただきたくないという気がしていますので、

よろしくお願いします。 

渡辺委員 

 先ほどの繰り返しになりますが、優等生を育てても、結果的にみても大きなインパ

クトのものは生まれにくいということだと思います。やはり独創力ですので、NED

Oに独断と偏見がなければそうならないので、もう尐し独断と偏見をもっていいので

はないかと思っています。 

岸部会長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、こういうことで全体の評価は本年はAということにさせていただきます。 

 では、ここで、NEDOの方に入室をお願いしたいと思います。 

 

     （NEDO入場） 
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岸部会長 

 それでは、時間を尐しとってしまいましたが、最後に入室していただきまして、あ

りがとうございます。 

 NEDOに対して部会としての審議結果の概略を説明させていただきます。 

 5つの項目について行ったわけですが、基本的に各項目の評価がAということになっ

ております。そして、かなりAAに近い部分と、Bに限りなく近い財務のようなとこ

ろもないわけではございませんが、全体としてはA。そういう意味では、最終の総合

評価もAとさせていただきました。 

 それと同時にご指摘を幾つかいただいております。 

 課題は二つあるかと思います。 

 NEDOへの要求がどんどん本省への要求というか、要望と近づいてきて、産業技術

としてのNEDOがビジネスとか市場とか産業政策のようなこととより一層連動した

ような形で進んでいただきたいという意見が一つです。 

 もう一つ大事なのは、NEDOが、大きなリスクを覚悟して、スピードをもって進ん

でいただきたいという要望です。この点に関しては、一段とプロパーの育成を加速

していただきたいという要望が付いております。 

 尐し細かくみていきますと、組織の効率化を考えるのは当然のことですが、余りそ

こを考えてしまうと、人間的なものを含めた技術の発掘や加速のようなところに逆

にマイナスも出てきますよと。ですから、それ全体をみた目ききとかPDのような人

を育てることが非常に重要になるし、パーマネントなスタッフがそういうことを先

導しなければならないということ。 

 そういう中で、あえて短時間で皆さんのご指摘をサマライズいたしますと、先ほど

お話ししたような、人材の育成、リスクをとるNEDO、そして市場までを考えたNE

DO、そういう方向に移っていく時期なのではないかという言い方もできるかと思い

ます。 

 ただ、2日前に、NEDOが水素の研究センターを九州につくりまして、それが文科省

のWPIに認定されたという意味で、おもしろい成果も起きています。NEDOにとっ

ては大きな評価の一つだと考えております。 

 ということですが、NEDOへの要望が大きくなり、METIとますます一体になってほ

しいという部分と、NEDOが荒っぽく独創的にやってほしいというご意見がありま
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すので、その辺をよくご審議いただければと考えている次第です。 

 簡単ですが、まとめにさせていただきます。 

 最後に、NEDOのほうから、コンメトを含めてお話をいただければと思います。 

村田理事長 

 大変短い期間で、しかも先生方にはお忙しい中、こういった評価に向けまして多大

なる作業をしていただき、本当にありがとうございました。また、今、岸先生から

お話がございましたようないろいろな高いお立場からの、しかも、将来に向けての

心構え、ご指導をいただきまして、本当にありがとうございました。 

 今のご指摘にも絡みますが、先般、この会でごあいさつ申し上げましたときに、シ

リコンバレーの話を申し上げました。ビジネスと技術開発というのは表裏一体でご

ざいますので、しかも、世界はどんどん動いていますので、そういう中で、NEDO

は自分のリスクというものを背負いながら、民間企業のビジネスにも結びつくよう

な形でのプログラム制作・編成をやっていかなければいけないと思っております。 

 シリコンバレーだけではなしに、例えばシンガポールや台湾など、いろいろなとこ

ろが当事者として登場してきておりまして、単にビジネスだけではなしに、技術開

発や研究開発の部分でもいろいろな連携プレーをやっていく。日本が不得意とする、

あるいは日本企業が余り得手でない分野を補完しながら、トータルとしての戦力に

していく。そういう発想をもちながら、技術開発ないしはマーケット対策というも

のを考えなければいけないと思っております。 

 もちろん、経済産業省の政策と不即不離といいますか、ある程度NEDOで動かなけ

ればいけないところと、しかし、大きな方針で経済産業省の傘下できちんとした船

団を組んで進めていかなければいけないこと、いろいろあると思いますが、そこは

私どもは従来以上にこのダイナミックな世界で動くためには必要だと考えておりま

す。 

 いずれにしましても、長時間ご議論いただきまして、本当にありがとうございまし

た。いろいろな課題をNEDOは背負っておりますけれども、引き続き、今後ともご

指導、ご鞭撻を賜りますようお願いいたしまして、簡単でございますが、御礼のご

あいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

岸部会長 

 どうもありがとうございました。 
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 それでは、最後の議題ですが、最近の独立行政法人をめぐる状況について、事務局

より報告をお願いします。 

吉村技術振興課長 

 参考資料3「独立行政法人・政府系公益法人等の抜本改革に向けた当面の進め方につ

いて」をご覧いただきたいと思います。 

 前回、1回目の今年度のNEDO部会のときに、それまでに進捗がありました昨年11月

の仕分け、あるいは4月の行政刷新会議仕分け、さらには4月19日に発表されました

直嶋3原則に基づくNEDOを含めた経済産業省11独法の改革についてご説明申し上げ

ました。 

 その後、この参考資料のところの動きがありました。6月22日の内閣総理大臣発言要

旨というものがございますが、今、私がタイトルを申し上げましたとおりの抜本改

革に向けた当面の進め方ということで、左側にございますのは内閣府の行政刷新特

命担当大臣の発言要旨でございますが、その二に、「総理より行政刷新担当大臣が中

心となって改革に取り組むよう指示を受けており、6月18日に当面取り組むべき課題、

スケジュール等について別紙のとおり取りまとめた」というところがございます。 

 その別紙が2ページでございます。6月18日、行政刷新担当大臣がまとめました当面

の進め方でございます。独立行政法人関係につきましては、1.「溜まり金」の国庫納

付を今月末を目途に報告しなさい、あるいは、2.組織の見直し・制度改革をしなさい

というところの記述がございます。 

 今日現在、新しい動きとしましては、この6月22日、あるいは6月18日のものがござ

いますので、ご報告させていただきました。以上であります。 

岸部会長 

 ありがとうございました。 

 これで閉会となりますが、委員の先生方から何かございましたら。 

よろしいでしょうか。 

 それでは、この結果を29日の親委員会で報告させていただきたいと思います。どう

もありがとうございました。 

吉村技術振興課長 

 事務的に説明します。 

 今日いただきました評価結果を親委員会のほうに報告の上、公表させていただきま
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す。それから、本日の議事録につきましても、前回同様、案を取りまとめました上

で先生方にご送付させていただき、確認いただいた後、公開するという運びになり

ますので、ご確認をお願いします。 

 それから、今日も資料一式につきましては、前回同様、すぐに送付させていただき

ます。以上であります。 

岸部会長 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 

                                 ──了── 

 


