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独立行政法人評価委員会産業技術分科会

第２１回新エネルギー・産業技術総合開発機構部会 議事録

１．日 時 平成２３年６月１３日（月） １４：００～１６：００

２．場 所 経済産業省別館１０階 １０２８号会議室

３．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２２年度業務

実績について

（３）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務方法書の改正（案）

について

出席委員

岸部会長、石谷委員、末吉委員、谷田部委員、渡辺委員

議事内容

○岸部会長

それでは、定刻となりましたので、ただいまより、第２１回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）部会を開催したいと思います。私も座

ったままで進めさせていただきますが、よろしくお願いしたいと思います。

それでは、議事に入る前に、事務局からごあいさつがございます。中西審議官、よろし

くお願いいたします。

○中西審議官

私、この１月に産業技術環境局の審議官になりました中西と申します。よろしくお願い

します。

本日は、ＮＥＤＯの５ヵ年計画の３年目の中間的な評価であり、よろしくお願いしたい

と思います。

これは今さらでございますが、今般、震災の流れの中で、ＮＥＤＯに対するいろいろな

議論は、もう少しリアリティーをもって考えなければいけないと。例えば省エネの問題、

新エネルギー問題、中期的・長期的、さらには短期的なバランスも考えなければいけま

せんし、我が国全体の企業の競争力という意味では、やはりサプライチェーン、日本だ

けに頼っていてはいかんぞという形で、中国、韓国、いろいろな追い上げる国が虎視た
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んたんとねらっている中で、ＮＥＤＯに期待するところも大きくなってきているのでは

ないかと思っております。とはいいつつも、世の中全体、独法の見直しというのがある

中で、まず、ＮＥＤＯのしっかりした評価を前提にして、次の議論に進んでいければな

と考えているところでございます。政府全体としても、復興構想会議や新成長戦略実現

会議、さらには、足元の我々の産構審の産業技術分科会でも、次のステップをどうすべ

きかといった議論もやり始めたところでございますので、そういったところでのいろい

ろな形での支援を期待しているところでございます。

22年度の評価ということで、本日は、まず、事務局並びにＮＥＤＯから、その状況につ

いてご報告させていただきまして、１ヵ月後を目途に、最終的な評価をとりまとめいた

だくという形で進めさせていただきたいと考えておりますので、資料もかなり大部にな

ってございますが、いろいろな形でのご意見をいただければと思っております。よろし

くお願いいたします。

○岸部会長

ありがとうございました。

それでは、続きまして、事務局から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

技術振興課長をしております吉村と申します。

お手元の「議事次第」のところに「配付資料一覧」ということで、資料が13種類、参考

資料が６種類の19種類に加えて、ＮＥＤＯの活動報告といたしまして「アニュアルレポ

ート2011」とＮＥＤＯの「実用化ドキュメント」の２種類を配付させていただいており

ます。

説明の中において、万が一にも資料等が入っていないという場合には、ご連絡いただけ

ればと思います。

○岸部会長

どうでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、早速、「議事次第」に従いまして、最初の議題である「評価基準及び評価ス

ケジュールについて」に入りたいと思います。

では、まず、事務局からお願いします。

○吉村技術振興課長

議題の１に入りますが、まず、評価委員会の議事録や配付資料につきましては、従前か
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ら当省のホームページで公表しております。本日の部会におきましても同様にさせてい

ただくことをあらかじめご了知いただきたく存じます。したがいまして、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。

資料３―１、３―２、３―４の評価スケジュール、評価基準、新旧対照表、参考資料２

―１、参考資料２―２に基づきまして、ご説明申し上げます。委員の方々の資料には耳

せんをつけておりまして、資料は「資」と書いてあって、参考資料は「参」と書いてあ

って区分けしております。

下の方にあって恐縮でございますが、その中の参考資料２―１、参考資料２―２をお手

元に置いていただけますでしょうか。

この資料は、経済産業省の各独法の大もとになります総務省の独立行政法人評価委員会

から示されたものでございます。「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」と

いうことで、全部で11ページほどございますが、「基本的な視点」としまして、業績の

評価、国民に対するサービスの質の向上、国民の理解を深める広報等、第２としまして

「各法人に共通する個別的な視点」ということで、政府の方針に従って具体的に取り組

むこととされている行動がそのとおりになっているかどうかという観点、財務状況、ま

た、保有資産につきまして、きちんと方針等に沿った形でできているか、無駄なものが

ないかどうか、知的財産につきましては、知的財産の活用に関する方針の策定状況につ

いて評価が行われているかどうか、また、人件費関係、契約関係等々がございます。

この「基本的な視点」に基づきまして、参考資料の２―２になります今年度の評価、す

なわち、昨年度のＮＥＤＯの業務実績評価について、具体的にどう評価しなさいという

ガイドラインが同じ総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会から示されております。

今年度の評価に当たっては、昨年度の評価と違いまして、極めてコンパクトになってお

ります。その理由は、前段の部分に書いておりますが、震災の影響がありますので、コ

ンパクトな評価をしなさいと。そういう中でも、特に、１番にあります「保有資産の管

理・運用等」について評価しなさい、また、「内部統制」について評価しなさいという

格好になっております。

具体的には、参考資料２―１に戻っていただきまして、それの11分の７ページ目、８ペ

ージ目が、昨年度と今年度の評価の視点に対する新旧の形になっておりまして、それの

11分の８ページ目のところでございます。11分の８ページ目の下の方に「３ 保有資産

の管理・運用等」というところがございます。右側でございますが、昨年度は「非金融
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資産」と「金融資産」という２択の区分けでございました。今年度はもっと細かく、金

融資産以外の資産を「実物資産」と「知的財産」に区分しています。

また、次の11分の９ページ目になりますが、金融資産の運用のところで、運用体制の整

備状況を評価しなさいと書かれていたり、知的財産を抜き出したことに伴う必要な評価

事項が追加されたりしております。

また資料が前の方になって恐縮でございますが、今度は参考資料ではなくて、資料３―

４をお手元に置いていただけますでしょうか。

こういった本部会での評価基準の変更に影響を与える大本の評価委員会に基づいて、Ｎ

ＥＤＯ部会としての評価基準ということで、左側が今年度の案でございます。右側が昨

年度の評価基準でございます。今ご説明申し上げました参考資料２―１、２―２に基づ

きまして、事務局で、これをどのように反映させるかと考えてつくらせていただきまし

たのが左側の22年度の評価シートという形になります。

例えば、８ページございますが、資料３―４の８分の３ページ目をお開きいただけます

でしょうか。ここに「（ア―３）研究開発マネジメントの高度化」というところがござ

います。ここにつきまして、例えば、右側にありますが、昨年度におきましても、バイ

ドールの適用や実施許諾状況調査という形で評価基準の中に既に取り込まれております。

また、内部統制についてでございますが、８分の７ページ目をお開きいただけますでし

ょうか。８分の７ページ目にありますが、内部評価ということで、この段階で既に取り

込んでいるわけでございます。

保有資産につきましても、３のところで「その他、不要財産の国庫返納を行う。」とい

うことで、昨年度との比較において、追記しているという形でございます。

ほかにもさまざまな細かいところについて修正を施しておりますが、これらは、先ほど

申し上げました視点や具体的な取り組みで修正されました点をチェックいたしまして、

必要な修正を加えているところでございます。

他方、実際の評価事項や評価項目の大枠、枠組みにつきましては、大もとの評価基準視

点等を踏まえましても、大幅にその構成を変更する必要がないと考えております。

いずれにいたしましても、事務局といたしましては、今申し上げたような細かい点もチ

ェックした上で、実際の評価シート案をつくらせていただいているところでございます

が、新旧対照表ではない、ある種きちんとした評価基準が、資料３―２の形でコンパイ

ルした状況になっているものでございます。
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簡単でございますが、以上で評価基準についてのご説明をさせていただきました。

○岸部会長

どうもありがとうございました。

今は評価基準及び評価スケジュールなのですが、本部会の後、７月14日に予定されてお

ります経済省独法評価委員会、いわゆる親委員会には、私が部会長として出席しており

ます。そこで当部会の審議結果を報告しているのですが、私、以前からの先約がありま

して、海外出張が入っております。非常に申しわけないのですが、代わりを渡辺委員に

お願いしたいと思いますが、皆さん、それでご了承を得られるでしょうか。

（「はい」の声あり）

ありがとうございます。それでは、渡辺先生、よろしくお願いしたいと思います。

○吉村技術振興課長

済みません。スケジュールについてなのですが、資料３―１をおあけいただけますでし

ょうか。

本日、第21回ということで、今年度の評価の１回目の部会で、業務実績について説明・

報告・質疑をさせていただきまして、終了後、恒例でございますが、委員の方々に資料

３―３の平成22年度の評価シートをメールで送付させていただきます。本日、松田委員

がご欠席でございますが、松田委員にも資料を送付させていただきます。

今日の質疑応答等で不足の部分も多々あると思いますが、来週の月曜日まで、各委員の

方々からの個別の補足質問を受け付けております。23日までに回答いたしまして、これ

も従前と同じような形で、各委員の方々からいただいた質問、それに対する回答は、す

べからく各委員の方々で共有するという格好にさせていただこうと思っています。

２回目の部会の前に、次のページにございますが、現地調査を３ヵ所予定しております。

20日に宮崎県、22日に府中市、30日に北九州という形で予定させていただいております。

評価シートでございますが、６月27日（月）までに回答を寄せていただければと思って

おります。

７月11日に、時間も同じでございますが、22年度の評価をしていただくという形になり

ます。その前に、ＮＥＤＯから昨年度の財務諸表についての説明を受けます。

７月11日にＮＥＤＯ部会としての評価が決定しましたら、先ほど部会長からもご紹介が

あったように、７月14日に、経済産業省全体で11、独法がございますが、各独法の評価

を説明し、経済産業省としての議決を得るという格好になります。
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○岸部会長

どうもありがとうございました。

それでは、次に、議題２の「平成22年度のＮＥＤＯの業績実績について」に入りたいと

思います。

資料４―１、４―２、４―３になりますが、ＮＥＤＯから「平成22年度の実績」につい

てご説明いただいた後に、委員の皆様からご意見、ご質問をお伺いする形式で進めたい

と思います。

それでは、村田理事長、よろしくお願いいたします。

○村田理事長

理事長の村田でございます。本日は、委員の皆様、大変ご多忙の中、ご出席を賜りまし

て、誠にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。

また、渡辺委員には、岸部会長にかわりまして、親委員会へのご出席及び対応をお願い

しましたが、よろしくお願いいたします。

さて、皆様ご案内のように、３月11日以来、大変な事態になっているわけでございます。

そういった中で、私どものＮＥＤＯにも関わりのある課題が幾つか浮かび上がってきて

おります。現在、いろいろなアイデアが上がっておりますが、一連のＮＥＤＯにかかわ

りますこと以外のことも含めまして、所感を申し上げますと、今こそ、スポーツの世界

でいいますと、心技体の、ある意味で平仄のとれた実力が求められているのではないか、

本当の実力は、やはり心技体一体でないと出てこないのではないかと思っております。

価値選択、それを実現する強い意志、その意志を実行・実現するための組織マネジメン

トシステムの構築、この三拍子そろった取り組みがいろいろな意味で求められていると

思うわけでございます。そういった中で、いろいろなアイデアが浮かんでは消え、浮か

んでは消えしておりますが、私どもは、将来を見据えて、しっかり地歩を固めつつ、私

どもができること、やるべきことを実施してまいりたいと思っているところでございま

す。

そういう視点で22年度を振り返りましたときに、やり足りないことがたくさんあったわ

けでございますが、今申し上げましたように、将来につながるいろいろな展開をやって

きたと、自信をもって申し上げられるのではないかと思っております。

その一つは、今、盛んにいわれておりますスマートコミュニティ、スマートグリッドで

ございますが、これは、ご案内のように、日本の国内では、電力業界初め、いろいろな
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意見がございます。そういった中で、私ども日本企業、日本産業、日本経済が世界の最

先端の技術力をきちっと身につけていかないとえらいことになるということで、制約の

より少ない、しかも国際的な価値体系にきちっと対応していけるだけのバリエーション

を実力としてもつために、積極的な海外展開を図ってまいりました。私の感じで申し上

げますと、スマートコミュニティ、スマートグリッド以外にも、人類の将来にかかわり

ます水の問題とか幾つか大事な問題がございますが、こういった点につきましても、で

きるだけ展開を図ってきたつもりでございます。

そうした結果、現時点におきましては、第一段階の展開は終わったかと思っております。

これからは量を増やすのではなく、むしろバリエーション、肉付けをどうしていくか。

その肉付けは、参加する日本企業の実力の育成のみならず、相手国や相手国企業とのア

ライアンスを含めた立体的な力をどうつけていくかという第二段階にこれから入ってい

くことになるだろうと思います。22年度は、そういった意味で第一段階の展開はひとま

ず中間的な踊り場に至ったかなと思っている次第でございます。

昨年度は、ご案内の事業仕分け等々がございました。昨年のこの委員会の場でも申し上

げたと思いますが、私どもとしましては、マイナスに受け取るのではなしに、むしろこ

れをプラスのバネにしていきたいということで取り組んできたつもりでございまして、

手前みそでございますが、所期の成果はあったのではないかと思っております。

ただ、これからどうするかという点につきましては、独立行政法人としての非常に厳し

い立場も引き続きございますし、きちっと腹を据えて、覚悟を決めて取り組む必要があ

ると思いますが、それだけではなく、大震災を受けて、将来どうするかということに向

けての積極果敢な挑戦もそういった中でしていかなければならないと思っております。

この点につきましては、委員の諸先生のさらなるご指導、ご鞭撻をぜひともお願いした

いと思っているところでございます。

こうした中で、これからのエネルギー政策議論あるいは技術開発議論の展開如何により

まして、私どもの課題も大きく左右されてくると思います。そういったあたりのマッチ

ングをきちっと図りながらやっていきたいと思います。また、何か困ったときに何でも

かんでも技術開発に全部ゆだねて気が済むという傾向が非常に強い。特に今回の震災を

通じて、そういう思いが非常にするわけでございますが、その技術を実際に世の中でど

うやって使っていくか、どうやってこの技術を生かしていくかというのは、現実との間

のフィードバック関係を常に念頭に置きながらやっていかないと意味がない。そういう
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ことを考えないで、単に技術開発計画を立てていればいいとか、技術開発期間を拡充す

ればいいという問題ではないわけでございまして、そういったあたりの地に足をつけた

取り組みが大事だろうと思っております。

先ほども申し上げましたように、私ども、政府の政策動向等々によって大きく左右され

るわけでございますが、そういった点のいろいろな政策的な検討においても、できる限

り、私どもの知見をご参考までに提供していきたい。そういった中で切磋琢磨して、私

どもの進路を見定めていきたいと思っている次第でございます。

ちょっと長くなりました。ひとつよろしくお願い申し上げます。

○古谷理事

それでは、私どもの22年度の活動の実績概要につきまして説明させていただきたいと思

います。

使います資料でございますが、お手元の資料４―１が総括資料の概要版でございます。

詳しい資料になってございますのが資料４―２でございますが、主に資料４―１を使い

ながらご説明させていただきたいと思います。

非常に多岐な項目にわたっておりますので、まず、全体、どのような流れになっている

かということで、資料４―１の表紙の裏をおめくりいただきますと目次がございますの

で、ここでまず全体をご説明したいと思います。

評価の項目は評価基準に沿ったものになってございまして、大きく３つございまして、

「業務運営の効率化等」、それから「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、ここは、私どもの「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等」、「クレジット取得関連業務」の３本立てに

なっております。最後に「財務内容の改善その他」ということで、このような順でご説

明してまいりたいと思います。

この薄い方の資料につきましては、右下にＡの何とかという格好で数字を振ってござい

ますので、このページで申し上げてまいりたいと思いますが、まず、Ａ―４でございま

す。「業務運営の効率化等」ということで、「組織・人事等」に関してでありますが、ご

案内のように、私どもＮＥＤＯは、独立行政法人になりまして、状況に応じて機動的に

組織を改編し、それを運営していくといったメリットがございます。そのメリットを生

かしまして、平成22年度におきましては、先ほど理事長の挨拶の中にもございましたが、

国際関連の事業を大きく展開する。また、スマートグリッド関係、スマートコミュニテ
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ィ関係についても力を入れていくということで、「国際部」と「スマートコミュニティ

部」を新設したということでございます。もう一つの資料のＢ―４は、組織の改編状況

が一目でわかるような格好になってございます。こういった業務に対応するために組織

の改編をしたということでございます。

海外につきましては、見開きのＢ―５のところにございますが、10月にシリコンバレー

に事務所を新設いたしました。これはＢ―５の上の四角の中に書いてございますが、ニ

ューメキシコ、ハワイ等におきまして、日米スマートグリッド実証プロジェクトを進め

ておりまして、そういうこと等も含めまして、現地の政府関係者との連携拠点という格

好で新たに設けたものでございます。

他方、Ｂ―４にございますが、機構全体で申し上げますと、部の統廃合や債務保証業務、

経過・承継業務の資産管理部への集約等によりまして、部の数につきましては、20から

18にスリム化したということでございます。

国際拠点の事務所の件につきましては、Ｂ―５にございますように、全体で６つの海外

事務所になってございますが、実は、事業仕分けによりまして、「独立行政法人の事務

・事業の見直しの基本方針」が定まりまして、これに基づきまして、他の独立行政法人

との海外事務所の共有化等について、検討を実施しているということでございます。

その次のＡ―４の下半分の人材配置につきましては、昨年、この場でもご紹介申し上げ

ましたように、東京大学への職員の派遣、ＧＩＳのモニタリング等々のための欧州事務

所への専門駐在員の派遣、ＩＲＥＮＡへのＮＥＤＯの職員の派遣といったことで、海外

や国内の大学につきましても人材配置をしているということでございます。

その次のＡ―５でございますが、「外部人材を積極的に登用する。」ということでござい

ます。もう一つの資料の方ではＢ―８にございますが、ナショナルプロジェクトにおき

ましては、指導力と先見性を有するプロジェクトリーダーを外部から約100人お願いし

てございまして、技術指導やマネジメント機能の高度化に貢献していただいているとい

うことでございます。

なお、このプロジェクトリーダーにつきましては、ＮＥＤＯのいろいろな評価の中でも、

その役割は非常に重要であるということから、それぞれのプロジェクトのステージ、例

えば基礎に近いのか、あるいは実用化に近いのかということ等も踏まえまして、プロジ

ェクトリーダーに求められる役割をきちんと踏まえて、それにふさわしい方をお願いす

るといったことにも注意をしているわけでございます。
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Ａ―５の下の方にございますが、これは昨年もご紹介申し上げました。実は、役員の公

募によりまして、民間出身の理事の方にお越しいただいているわけでありますが、この

理事においては、実際に民間企業で研究開発のマネジメントあるいは研究者に対するマ

ネジメントをやってきましたので、その経験をＮＥＤＯの中で生かしてもらうというこ

とで進めているわけであります。

次に、Ａ―６にまいりたいと思いますが、職員の研修でございます。この評価委員会の

中で、従来から、プロパーの職員に対する人材育成が重要であるというお話を頂戴して

いるわけでありますが、Ａ―６の中ほどに書いてございますように、プロジェクトマネ

ジメントに関する研修を新設いたしました。これは、イノベーション論や戦略的技術開

発支援マネジメント等につきまして、単に講義だけではなく、演習という格好で、外部

の専門の先生や内部の経験ある者がこの講習等を行っているということでございます。

プロジェクトマネジメントについては、実際の研究開発現場での経験ももちろん重要で

ございますが、他方、このような系統立てた勉強も重要であるということで、これをス

タートさせたわけでございます。

その次のＡ―７にまいりたいと思いますが、評価でございます。ＮＥＤＯにおいては、

他の機関に先駆けて、いろいろな人事の評価制度を設けてございますが、平成20年度か

ら導入しました人事評価の定着を図るため、さらにコミュニケーションの場、これは目

標を設定する場面、年度の中間段階、最後の自己評価とその結果のフィードバックを面

談でするということで、これまでの制度のより一層の高度化を図ったということを、新

たな取り組みとして、追加として申し上げることができるかと思います。

次のＡ―８にまいりたいと思います。ここからは「業務の効率化」ということでござい

ます。

「業務全般のＰＤＳサイクルを確立し、運用する。」という一番上の部分でございます

が、従来から私どもＮＥＤＯの中で、中間評価、事後評価という結果を評価し、その結

果をプロジェクトの改善につなげていくという取り組みをしているわけでありますが、

さらに、事後評価やいろいろな評価の中から得られた知見や教訓を今後のマネジメント

に活用すべく、マネジメントガイドラインを改善するという努力をしておりますし、こ

れまで、技術開発に関して、知財をいかにマネジメントするかが重要であるというご指

摘を頂戴してまいりましたので、「知財マネジメント基本方針」を策定いたしました。

それとともに、ＮＥＤＯではバイドールを適用してございますので、知財は研究開発の
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委託者の方で管理することになってございますので、プロジェクトを公募する際に、ど

のような格好で知財マネジメントをするかという提案を、委託を受けようとする事業者

から頂戴しまして、これを踏まえてプロジェクトを実施するといった取り組みを新たに

進めているところでございます。

Ａ―８の下側にまいりまして、「業務の電子化を推進する。」ということにつきまして、

次期ＰＣ―ＬＡＮとして情報基盤サービスを調達し、この運営を開始しております。

Ａ―９に入りますが、昨年末の11月から、新たなシステムとしてクラウドコンピューテ

ィング、シンクライアントを導入いたしました。国の機関で、1,000台規模でこういう

ものを導入するのは初めてのケースであると聞いてございますが、これによりまして、

このクラウドの提供する事業者側の電力消費も含めましてトータルで考えますと、30～

40％に及ぶ大幅な消費電力の削減が達成されておりますし、我々の従来あったパソコン

の中のデータが全部手元になくなるという格好でございますので、セキュリティ対策の

強化にも資するような結果になってございます。

Ａ―９の中ほどに書いてございますが、サーバー室の削減といったことも踏まえまして、

環境保全や温室効果ガスの排出抑制に関する取り組みといたしましては、18年度を基準

といたしますと、22年度に、こういったものの30.9％の削減が実現した。これはまだ暫

定値でございまして、23年の12月ごろにこれが確定するということでございます。

次に、Ａ―９の下にまいりまして、一般管理費の削減につきまして申し上げたいと思い

ます。これにつきましては、平成19年度比で15％を上回る削減を５年間で実施しろとい

う目標になってございますが、22年度は５年間の中間の年度に当たります。22年度時点

におきまして、暫定値でございますが、マイナス12.9％という非常に大きな削減を前倒

しで実施しているところでございます。

Ａ―10にまいりまして、同じような項目で人件費の抑制がございます。これは17年度比

で５％の削減が目標になってございますが、22年度におきまして、平成17年度比14.9％

ということ。これは、出向者の抑制、役職員の給与や賞与の支給額の引き下げといった

ことによりまして、目標を大きく上回る削減を達成したということでございます。

今度は事業費でございますが、Ａ―10の中ほどにございます。事業費の効率化は予算で

みておりますが、事業費は平成19年度比22.9％の削減ということで、５年５％の３年目

でございますが、これも既にそれを大きく上回るような事業費の削減ということになっ

てございます。
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他方、これだけ事業費が削減されたにもかかわらず、後で申し上げますように、いろい

ろな研究開発やエネルギー関係の事業は、目標を達成すべく推進していることをあわせ

て付言させていただきたいと思います。

次に、Ａ―11にまいりまして、コンプライアンス体制でございます。これにつきまして

は、Ｂの方の資料もあわせてお開きいただきたいと思いますが、Ｂ―21のところでござ

います。

まず、機構運営の重要事項は、運営会議で審議するという体制をとっておりますが、運

営会議に監事も参加いたしまして、理事長のリーダーシップ及び内部統制機能強化と監

事の監査機能強化を確保して、重要事項については、ここで審議するという格好になっ

ております。

翌年度の事業計画を立てるに当たりまして、まず、個別のプロジェクト等々の基本計画

を定めるわけでありますが、これにつきましては、理事長と担当役員、担当部長との間

で何度も議論し、どういう方針で臨むかということも理事長のもとで検討してございま

す。

次に、コンプライアンスの関係でありますが、監事監査や内部監査、契約監視委員会、

契約に関しては契約・助成審査委員会がありますが、こういったものにつきましては、

その結果、内容等を逐次、理事長へ報告することを制度化いたしまして、必要に応じて

はフィードバックされるといった仕組みにしてございます。また、理事長をヘッドとす

るコンプライアンス推進委員会を７月に開催いたしておりまして、理事長自ら、コンプ

ライアンスの重要性を役職員に指導するということ。また、コンプライアンス上問題の

ある案件は総務企画部でマネジメントをし、これにつきましても逐次、理事長に報告し

て、指導を仰いで、必要に応じて、それをフィードバックするといった体制を構築して

いるわけであります。

ここで東日本大震災について付言してございますが、震災直後、職員の安否確認や、当

日、川崎駅でも外部の帰宅困難者があふれたわけでありますが、その帰宅困難者を当機

構の会議室に受け入れたということ。また、研究開発現場で、特に東北大学等でござい

ますが、震災の被害がございましたが、その状況を早期に把握し、これに対しても迅速

な対応を実施したところでございます。

以上がコンプライアンスの主なところでございます。

次に、Ａ―12にまいりまして、今度は入札の関係でございます。「官民競争入札等の活
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用・検討を行う。」ということでございますが、ＮＥＤＯにおきましては、民間活力の

活用を大原則にしてございまして、原則、すべてのプロジェクト等につきまして、企画

競争・公募を実施の上、実施しているということであります。

また、「入札・契約を適正に行う。」ということで、「競争性のある契約方式における国

の水準（20年度の件数ベースで82％、金額ベースで78％）」を上回るようにするという

目標が設定されているわけでありますが、ＮＥＤＯにおきましては、電気代など、随契

によらざるを得ないような場合を除きましては、もうこれ以上ないという「競争性のあ

る契約方式」を採用しておりまして、結果といたしまして、件数ベースでは97.6％、金

額ベースでは99.8％ということで、国を大きく上回るような数値を達成しているという

ことでございます。

次に、Ａ―13にまいりまして、給与水準の話でございます。これは先ほどの人件費のと

ころで申し上げました。ここはそれを繰り返し書いているということでございます。

以上が第１項目でございます。

次に、２番目の項目として、研究開発、エネルギー、クレジットの関係でありますが、

まず、最初の「研究開発関連業務」についてご説明申し上げたいと思います。Ａ―15で

ございます。

まず、「研究開発マネジメントの高度化を適切に実施する。」ということに関しましては、

先ほど少し触れましたが、知財マネジメントの基本方針を新たに策定いたしました。も

ちろん、知財につきましては、いろいろな研究開発プロジェクトの技術の内容や体制、

あるいは、どのような事業化を図っていくのかということで、一律に、このような知財

マネジメントがいいと決めることはできないわけでありますが、例えば、実施者の中で

特許を共有するような仕組みがいいのではないかとか、プロジェクトを始めるに当たっ

て、考えなければいけないポイントをきちんと明示いたしまして、それによって、各プ

ロジェクトに応じて、適切な知財運営のあり方、マネジメントのあり方をきちんと明確

にするといったことをこの中で新たに策定したわけであります。

「企業・大学インタビュー」の関係につきましては、従前から進めておりますが、平成

22年度におきましては、46社のＣＴＯ等に対しまして実施させていただきまして、部長

職以上が300件以上現場を訪問、指揮したということでございます。

そのページの中ほどに書いてございますが、「海外機関との情報交換協定などの協力関

係構築を推進」ということにつきましては、冒頭申し上げましたように、22年度は国際
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展開を非常に積極的に進めてございまして、もう一つの資料のＢ―36のところに世界地

図が入っておりまして、ここに年月で、22年度に新たにいろいろ展開したものを書いて

ございますので、ざっとお目通しいただければ、いかに多くの展開をしてきたかという

のがおわかりいただけるのではないかと思います。

「研究開発の企画段階においてマネジメントの高度化を適切に実施する。」ということ

でありますが、まず、「実施プロジェクト数が平成19年度の数を上回らないよう重点

化」という目標に対しましては、19年度の120件から、平成22年度は104件に重点化した

ということでございます。

それをもう少し申し上げますと、グリーンイノベーションやライフイノベーションとい

う重点事業がございまして、これを強化するとともに、新規の事業につきましては、厳

選して立案して、予算の重点化を実施したということでございます。

Ａ―15の下から２つ目の項目でございますが、22年度の新規事業につきましては、費用

対効果、アウトカム目標を明確化することを新たに重点化すべき点として事業をしてま

いりました。プロジェクトの場合、ともすると技術開発が自己目的化してしまう面が全

くないわけではないわけでありまして、そういう意味でいきますと、新しい事業を立て

るときに、この事業の最終的なアウトカムは一体何を目標としているのかということを

常に明確にして、これを念頭に置きながらプロジェクトの構築、プロジェクトの運営を

しなければならない。そういう意味でいきますと、新規事業について、費用対効果やア

ウトカム目標を明確化することは非常に重要であると考えておりますし、先ほど申し上

げましたように、理事長と各理事、各部長が翌年度の事業計画をディスカッションする

際にも、それぞれの技術開発プロジェクトは、どういう政策目標に対して、どのような

格好で実現していくのか、また、技術ができ上がった際にも、それを一体だれがどのよ

うな格好で国民に届けていくのか、あるいは国際展開していくのかという一種のビジネ

スプランのようなものも含めて、きちんと考えることを、我々、従来以上に力を入れて

やってきたということを一つ申し上げることができるかと思います。

次に、Ａ―16にまいりまして、「マネジメントの高度化を適切に行う。」ということであ

りますが、それぞれのプロジェクトにつきまして、審査の期間などが定まっております。

これにつきましては、約９割の事業が定められた期間内で完了ということでございます

が、実はプロジェクトの場合には、審査して採択するかしないかということだけではな

くて、採択する場合でも、それが実際にプロジェクトとして成功し、その実用化にちゃ
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んとつながっていくかということのために、いろいろな条件をつける場合がございまし

て、そのようなものの検討等に時間を要したものについては、この期間を超えたものが

一部あるということでございます。

Ａ―16の下のところにございますが、ＮＥＤＯでは、使いやすいＮＥＤＯということで、

いろいろな制度改正をこれまで進めてきております。その代表的なものとしましては、

例えば複数年度契約・交付決定や年複数回採択といったもので、これまで、こういうも

のをご紹介してまいりましたが、平成22年度におきましては、例えば大学関係や労務費

関係などを実施してきたわけであります。

その結果、事業者自身に対するアンケートにおきまして、ＮＥＤＯのいろいろな制度に

つきまして、96％の方から肯定的な回答を頂戴しておりまして、私どもＮＥＤＯのいろ

いろな制度改善で相当使いやすいものになっていると自負しているところでございます。

次に、Ａ―17でありまして、マネジメントの高度化であります。

一つは、実際にプロジェクトが終わったものにつきまして追跡調査をしておりまして、

ＮＥＤＯのプロジェクトが終わった後、事業者の方でどれだけ継続しているかというこ

とを把握しております。これの目標値は90％以上でございましたが、調査の結果、継続

事業の比率は100％ということでございます。

追跡調査の件数でございますが、もう既に、追跡調査の対象としている70本に新たに24

本加え、トータル94本ございます。この94本について調査しておりまして、Ａ―17の真

ん中辺に書いてございますが、上市・製品化した企業の67％が、ＮＥＤＯのこういった

ものは実用化までの期間短縮に寄与と回答していただいているわけであります。

次に、おめくりいただきまして、Ａ―18でありますが、研究開発マネジメントというこ

とで、ＮＥＤＯのいろいろな成果を積極的に国民へ情報提供ということで広報・情報発

信するということであります。

これはＢの資料をごらんいただいた方が早いかと思うのですが、ＮＥＤＯがプレス関係

に発表させていただいたものを、Ｂ―58、59、60という格好でずっと掲載してございま

す。子供向けの広報活動については、その続きのＢ―63というところに掲げてございま

す。このように非常に積極的な広報をやらせていただきました。

ＮＥＤＯのいろいろな成果は、従来からいろいろなところで評価を受けております。Ｂ

の資料では、今回も同じようにいろいろな賞をいただいたものをその後ずっと掲載して

いるところでございます。
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次に、Ａの資料に戻りまして、Ａ―19でございますが、「ナショナルプロジェクトを適

切に実施する。」ということで、ＮＥＤＯのプロジェクトについての評価をしてござい

ます。19ページの中ほどに書いてございますように、事後評価をした結果、20件、平成

21年度で終了したプロジェクトを22年度で評価してございますが、このうち100％、20

件すべてが合格以上ということであります。特に、この中で点数を一定以上とった優良

案件につきましては45％ということで、これまでの累計では48％ということでございま

す。22年度は真ん中の年でございますので、まだ残りの年がございます。最終的には６

割の優良にもっていくのが我々の立てている目標でございます。

Ａ―19の一番下の行にございますが、ここでまた大震災の関係に触れてございます。大

震災の影響を考慮しまして、公募中であった事業の公募期間の延長を行いましたし、提

案公募事業の中で、即効的に電力需給に対する技術テーマの追加をさせていただいたと

ころでございます。

１枚おめくりいただきまして、Ａ―20でございますが、実用化・企業化促進事業につい

ての実用化達成率の目標を設定してございまして、25％以上に対しまして、平成22年度

におきましては31.5％ということでございますし、イノベーション推進事業につきまし

ては、順調であるかどうかをその後ずっと追っておりますが、６割以上が順調という目

標に対しまして、調査した結果、83.6％が順調であるという評価になってございます。

次に、新エネルギーと省エネルギーの話に移りたいと思います。しばらくページをおめ

くりいただきまして、Ａ―24からがこの部分でございます。

この中で特に申し上げたいのは、先ほど冒頭で申し上げましたスマートコミュニティの

関係でございます。もう一つの資料のＢ―99をおめくりいただければと思いますが、ス

マートコミュニティにつきましては、平成22年の４月に、ＮＥＤＯが事務局を務める官

民協議会の「スマートコミュニティ・アライアンス」を発足させました。スマグリにつ

きましては、いろいろな技術を全体としてパッケージで考えていかなければならないと

いうことで、相当多くの関係する企業を集めて推進を図っていくということであります

が、「スマートコミュニティ・アライアンス」を構築させていただきまして、その後の

活動例といたしましては、Ｂ―99の下にございますように、官民合同のミッションやス

マートグリッドサミット、これは今年も計画されているわけでありますが、昨年の６月

17日から18日に開催させていただいたということでございます。

Ｂの資料を１枚おめくりいただきまして、Ｂ―100にございますが、スマートコミュニ
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ティに関しましては、標準化が非常にキーになるわけであります。いろいろな技術の組

み合わせであるし、システム技術でありますので、いかに標準化を構築していくか、ま

た、国際標準の中で、いかに我が国の技術がきちんと使えるような格好になっていくか

ということが重要でありまして、「スマートコミュニティ・アライアンス」におきまし

ては、国際標準化ワーキンググループがございまして、その中で、海外の状況等も踏ま

えながら、対応を進めているということでございます。

次に、同じくＢ―101でありますが、今度は水素社会でございます。水素社会につきま

しても、これから水素インフラを早期に普及し、構築していく上で、実証や基準・標準

化の一体的な推進が重要なわけであります。これにつきましても、国際標準化等を踏ま

えまして、積極的な対応をとっているという状況にございます。

Ｂ―102から、先ほど冒頭申し上げましたいろいろな国際展開につきましてまとめてご

ざいます。世界地図の上にいろいろなものを書かせていただきましたが、海外といろい

ろな事業協力を進めてきているということでございます。101、102、103、ともに同じ

ようなことでございます。

Ｂ―104以降は、それぞれの事業につきまして書かせていただいたものでございまして、

104につきましてはフランス、スペイン、105につきましては中東、北アフリカ、106は

デリームンバイ公社という格好で、いろいろな国際関係のものがここに記載されてござ

います。

最後の部分でございますが、Ｂ―110をお開きいただきたいと思います。「再生可能エネ

ルギー技術白書」をＮＥＤＯで策定させていただきました。これは私どものウェブサイ

トに掲載しているわけでありますが、８万回を超える閲覧をいただいておりまして、世

の中で非常に活用されているのではないかと考えているわけでございます。

以上がエネルギー関係のところでございます。

次に、クレジット関係のところにまいりたいと思います。またＡの資料に戻っていただ

きまして、Ａ―28でございます。Ｂの資料でまいりますと、Ｂ―122をあわせてお開き

いただきたいと思います。

これは、政府から委託を受けて、クレジットの購入、クレジットの取得を行っているも

のでございます。平成22年度におきましては、ポーランド共和国と400万トンのクレジ

ット購入契約を締結いたしました。しかも、この契約締結におきましては、先方との非

常に厳しい交渉の結果、取得価格の抑制に成功したということでございます。これに伴
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いまして、総契約量は累積で9,782万トンということでございまして、一応これで考え

られている目標はほぼ達成できたということで評価してございます。

また、実際に移転された総移転量につきましては、約8,194万トンということでござい

ます。このうち、平成22年度に移転された量は3,380万トンということでございまして、

クレジット総契約量の約84％を移転完了したということでございます。Ｂ―123に、全

体の状況がわかるものがございます。

その次のＢ―124をお開きいただきたいわけでありますが、実は、このクレジットにつ

きましては、それぞれにリスクがありまして、契約をしただけでは不十分でございます。

ＣＤＭにつきましては、契約した分のクレジットが毎年確実に発行され、ＮＥＤＯに移

転されること、ＧＩＳに関しましては、支払った資金をもとに、確実にグリーニングプ

ロジェクトが進捗することがこの達成目標でありまして、ＮＥＤＯとしましては、こう

いったものにつきまして、きちんとフォローするということを進めてございますし、Ｂ

―125にございますように、ＧＩＳにおきます取り組みといたしまして、先方の環境対

策における日本技術の貢献や、ＧＩＳ資金の一部が日本企業の参加促進に活用されるよ

うな仕組みの導入ということで、こういう点につきましても、我々、力を入れているわ

けであります。

Ｂ―127のところにグラフをかいてございますが、ＣＤＭに関しましては、国連の厳し

い登録審査がございまして、従来よりも、例えば登録申請までの平均日数がかかるとか、

登録までの日数がかかるといった状況になってきております。このような状況にきちん

と対応するために、契約に基づく財政クレジットの補てん義務を積極的に活用して、ク

レジットの移転量を確実に確保するとか、登録が見込めないようなものにつきましては、

早目に契約を解除していくといったことにもあわせて取り組んでいるわけであります。

Ｂ―129をお開きいただきたいと思いますが、このクレジットに関しましては、東大の

茅先生を委員長として、事業評価委員会を設けてございます。その中におきましては、

枠の中に書いてございますが、取得総量が約9,782万トンに達したことに対しまして、

高い評価を得るなどの評価を頂戴しているということでございます。

最後にまいりますが、財務内容の改善ということでございます。またＡの資料にまいり

まして、Ａ―31でございます。実は、先ほどご説明しました点と何点かダブるわけであ

ります。内部監査の実施、コンプライアンスにつきましては、先ほどのご説明とダブる

ので、省略させていただけたらと思います。
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Ａ―32にまいりまして、保有資産の件でございます。これにつきましては、Ａ―32に書

いてございますが、これまで、例えば桜新町の倉庫等々につきましては、売却し、国庫

納付したということ、白金台の研修センター等につきましては、国に現物納付するとい

うことで、その準備を進めているということ等がございます。いずれにしましても、保

有資産につきましては、適切な処分に努めているということでございます。

金融資産関係につきましては、Ａ―33にありますが、省エネリサイクル法の債務保証業

務等につきましては、国庫返納を実施いたしましたし、先ほど申し上げました売却でき

たものにつきましても、22年度末に国庫納付を実施しているということでございます。

その次のところに書いてございますが、すべての現預金、有価証券等について、保有の

必要性等々を検討いたしまして、前年度に引き続き、年度末での未払金の計上を減少さ

せたということもございます。

次に、Ａ―34にまいりますが、「交付金債務の適性化に向けた取組」でございます。今

年は、特に震災の関係や、積極的に展開してまいりました国際事業については、相手国

側のいろいろな都合がありまして、トータルいたしますと、交付金債務としては254億

円、19.2％になる見込みでございます。

なお、これ以外に補正予算があるわけでありますが、補正予算自体はもともとスタート

が非常に遅かったということで、これを含めますと、一番下に書いているように大きな

数字になるわけでありますが、震災の問題や国際事業の関係を除いたものにつきまして

は、試算しますと、169億円、12.8％という状況になっているわけであります。

財務内容の改善という意味では、先ほど冒頭に申し上げました業務の効率化等も非常に

大きな成果を上げていると考えておりまして、ダブりますので、説明は省略させていた

だきますが、一般管理費の削減、総人件費の削減、事業の効率化、競争入札の関係につ

いても、非常に大きな成果を上げているといえると思います。

Ａ―36にまいりまして、関係法人でありますが、ＮＥＤＯが出資している会社は現在ご

ざいません。

なお、関連法人はございますが、これにつきましては、企画競争・公募を実施し、きち

んと評価した上で、必要なものにつきましてはそれを使うということになっているわけ

であります。

ただ、Ｂの方の表にもございますように、実際には、ＮＥＤＯの関連のこういった法人

につきましては、数が減少しているという状況でございます。
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次に、Ａ―37にまいりますが、目的積立金を申請しない理由は、昨年と同様でございま

す。

リスク管理債権の解消につきましては、一番下のところに書いてございますような経過

業務の終了によりまして、22年度末に総額180億円、対前年度比で12億円の減という格

好になってございます。

Ａ―38にまいりまして、繰越欠損金の関係でありますが、制度的に欠損金が出る仕組み、

つまり、国から受けた出資金を使って研究開発をするもので、そこに書いてございます

が、595.4億円（マイナス93.7億円）の繰越欠損金という状況でございます。

Ａ―39にまいりまして、「債務保証経過業務・貸付経過業務を計画的に行う。」というも

のにつきましては、先ほども触れましたが、省エネルギー・リサイクル支援法の関係、

鉱工業承継業務の関係につきましては、国庫へ返納ということで処理が進んでいるわけ

であります。

最後に、石炭経過業務がＡ―40にございますが、これは、13年度に石炭関係法が廃止さ

れまして、残された業務を適切かつ着実に実施しているという状況でございます。

以上、駆け足でございましたが、「平成22年度実績概要」についてご説明させていただ

きました。ありがとうございました。

○岸部会長

どうもご苦労さまでございました。

引き続き、徳本監事から「監事監査の実施状況について」の報告をお願いしたいと思い

ます。

○徳本監事

常勤監事の徳本でございます。

お手元の資料５をご参照いただきたいと思います。平成22年度の監事監査につきまして

は、年度当初に「監査計画」を策定いたしまして、特に、内部統制の一環としまして、

監事によるモニタリングを強化するという観点から、監事への報告を求める重要事項に

ついて、具体的に「監査計画」の中に明示するとともに、運営会議を通じましてＮＥＤ

Ｏ内に周知いたしました。

また、随意契約の適正化を含めた入札及び契約の状況あるいは情報開示の状況等の「独

立行政法人整理合理化計画」に記載された監事監査の重点事項及び契約の状況について

四半期ごとに報告を求める等々の通年監査、いわゆる集中監査だけではなくて、年度を
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通じて点検するという通年監査の考え方のもとに、独法全体の業務について監査をいた

しました。

また、期末監査におきましては、「独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針」が出

されておりますので、これの措置状況や東日本大震災の対応状況についても監査を行い

ました。

監査の実施状況につきまして、お手元資料のローマ数字Ⅰにその要点を記載しておりま

す。

特に契約に関する事項につきましては、申しましたように、請負及び委託契約について

は四半期ごとに全件報告を求めるということ。少額の随意契約につきましても、10万円

以上100万円未満の全件について四半期ごとにリストアップしまして、必要に応じサン

プリングを行いまして確認しております。

いずれにつきましても契約は適切に行われておりまして、指摘すべき事項はございませ

ん。

「契約監視委員会」を開催して、機構の契約状況について、外部委員の先生方に点検を

お願いしておりますが、これにつきましても指摘事項はございませんでした。

次に、平成22事業年度の特筆事例ということでご紹介したいと思います。

まず、先ほど申し上げました内部統制に関してでありますが、ＮＥＤＯにおける内部統

制の仕組み、あるいはその運用の状況については、平成21年度の監事監査におきまして

詳細に点検いたしました。その結果としまして、ＮＥＤＯにおける内部統制の仕組み等

々は整っておりますし、重大な指摘事項はございませんでした。

一方で、株式会社の世界に目を移しますと、これを律する会社法におきましては、監査

役に対する報告体制を含めた内部統制の基本方針については、取締役会決議をすること

と定められているわけです。ところが、独法通則法においては、こういった定めはござ

いません。もともとこの考え方は、申しましたように、監査役ないしは監事がいつも日

常的に業務を点検するのだと。また、改善すべき事項があったときには、適切に、速や

かにフィードバックするのだという考え方になっているわけであります。そこで、昨年

の内部統制に関する点検の中でも、改善が望まれる事項の一つとして、独法におけるモ

ニタリングの強化をお願いしたわけでありますが、その一環として、監事監査によって

独法の日常的なモニタリングを強化することを考えておりまして、申しましたように、

集中的な監査に加えて、日常的な点検をしているということでございます。契約状況は
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もちろんでございますが、情報開示の状況、入札・公募の状況、あるいは、機構の内部

の仕組みでありますが、文書処理の状況などについては通年で監査をしております。必

要な改善については、速やかにフィードバックしているという状況でございます。

「契約監視委員会」の指摘事項の一つとしまして、いわゆる一者応募・一者入札を減ら

すという観点で、公募情報に関して、メール配信サービスをもっと活用したらどうかと

いうご指摘をいただいているところでありますが、こちらにつきましても、監事が要請

いたしまして、積極的な登録勧誘をお願いいたしました。

今の状況を申し上げますと、ホームページが更新されたというちょうどいいチャンスも

ございまして、ＮＥＤＯにおいては、大型の案件のときには１月程度前に公募の予告を

するわけですが、公募の予告の段階からメール配信サービスへの登録をしていただけれ

ば、ＮＥＤＯの側からそういった情報が提供されますよというご案内をするという標準

書式になっておりまして、公募あるいは入札を考えておられる方々がその情報を見逃す

ということについては、登録していただければ非常に極小化されているという状況にた

だいまのところはなっております。

各部におきましても、いろいろな機会に登録の勧誘をしていただいておりまして、その

結果としまして、登録者数で申し上げますと、昨年の8,674件から、５月17日現在です

が、１万1,809件と約３割上がっている。この中の９割近くの方々が、公募あるいは入

札の情報を欲しいということで登録されているという状況であります。

簡単ですが、以上で報告にかえさせていただきます。

○岸部会長

どうもありがとうございました。

それでは、ただいま説明がございました「ＮＥＤＯの業務実績」、「監事監査の実施状

況」について、各委員からご意見やご質問があればお願いします。エネルギーが非常に

大きな課題になっている現状です。どうぞ忌憚のないご意見を幅広く述べていただけれ

ばと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。

○渡辺委員

スマートグリッド等のことについては、後半で少し聞きたいことがあるのですが、最初

に、細かいところなのですが、Ａ―８のところに、応募のときに「知財マネジメント基

本方針」を明示することを新しく導入しているということなのですが、これはものすご

くリスキーな話につながる可能性がある。知財が大事だというのは総論としてはいいの
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ですが、各論からすると、大学自身の研究というよりも、大学との共同研究などを含ん

でいると、ほとんどが共同特許になってしまう。共同特許になったものほど使えないも

のはないということなので、その辺の背景をよく吟味した上で物をしゃべらないといけ

ない。下手な共同特許は、技術を殺すための共同特許というのがかなり含まれておりま

すので、特許をとることが、逆にイノベーションのマイナス要因になってしまうという

ことが現場で行われているし、かつ、応用開発の面における特許は効果が余りない。実

際に事業化するときには、100件、200件の特許を出しますので、１、２件特許が出たか

らといって、それはほとんど意味をなさない部分もある。基本特許的なところだと極め

て重要になってくるのですが、ガイドラインというのであれば、その辺の兼ね合いをも

う少し丁寧にいっておかないといけない。申請する側も生半可な特許知識で、いや、特

許をとりますとか、積極的にやりますと。積極的にやるのはちょっとまずいよという場

合もあるので、その辺を危惧したので、ちょっとしゃべってみました。

○岸部会長

特許のあり方について、いかがでしょうか。

○古谷理事

ご指摘、ありがとうございます。我々も、特許は何でもとればいいとか、何でも共有す

ればいいという考え方には立っておりません。ただ、これまでのプロジェクトの進め方

につきまして、特許の扱い自身がはっきりしていなかったのが大きな問題であろうと。

極端なケースをいえば、一つの戦略として、特許にしないでもっておくというのもあり

得るわけでありまして、そのようものも含めて、プロジェクトが始まる前に、どのよう

な考え方で臨むのか、考え方をきちんと示してくださいという趣旨でございます。した

がいまして、我々、特許の件数をふやすために、どんどん特許を出してくださいという

意味でこれをやっているということではございません。特許の知財マネジメントにつき

ましては、我々も、例えば特許をパテントプールにするとか、いろいろな過去のケース

をみておりまして、決して一律にこうした方がいいと考えているわけではございません。

○岸部会長

よろしいでしょうか。

○渡辺委員

はい。

○岸部会長
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ほか、どうぞ。

○末吉委員

詳しいご説明、ありがとうございました。

いつもながらで申しわけないのですが、数字による評価といいますか、実績のお話があ

るので、代表例で一つ、中身を伺いたいということで、Ａ―７の人事評価のところなの

ですが、例えば「アンケートを実施し、評価制度の理解度について、98％が理解できた

と回答」と書いてある。これを読むと、制度がすごく定着したように思えるのですが、

これは実際、例えばＢ―12のこれをみていて、昇進にどのような変化が出ているのでし

ょうか。今までこういう人を昇進させていたけれども、こういう評価制度にして、今ま

で漏れていたこういう人が浮き上がってきたとか、逆があるとか、評価を受ける側で、

ここに書いてあるような意欲の向上がみられたとか、どういうぐあいに理解すればよろ

しいのでしょうか。

○古谷理事

まず、我々、この評価の段階によって、実際に受ける報酬に差が出るというシステムを

導入しております。それは、今おっしゃった、これによって昇進がどうなるかというこ

とではなくて、まずは報酬に反映されるような仕組みが導入されているということでご

ざいます。

実際の効果としては、22年度の新たな取り組みとして、面接を非常に重視しているとい

うことでありますが、我々のような組織は、例えば技術開発一つをとってみますと、技

術開発だけではなくて、これをいかに政策的な目標につなげていくのかということで、

その職務を実施する上で考えるべき点を、上司と評価を受ける側の相手できちんと明確

にしただけではなくて、最後にそれで評価を受けるわけですから、そういうことをずっ

と意識しながら１年間仕事をする。そういう意味で非常に効果があるのではないかと考

えているところです。よろしいでしょうか。

○岸部会長

ほか、どうぞ。

○石谷委員

資料の４―１は非常によく整理できていて、こっちもだんだんなれてきて、採点がだん

だん楽になってくるような気がして、非常にありがたい資料だと思います。ありがとう



- 25 -

ございました。

二、三、細かいことで伺いたいのですが、一つは、ＭＯＵが非常に多量にできている。

そのフォローアップが非常に大変だろうと思うのですが、この辺、どのくらいうまくい

っているのか、あるいは、そのフォローアップはどのように工夫しているのか。

共同研究みたいなものでお金が動いているものは、担当者も非常に多いので、いいと思

うのですが、とりあえずやってみようなんていうＭＯＵ、私も一つ加わったものがある

のですが、スタートのときから、一体どうやって具体的な成果を出そうかというのは非

常に気になっていまして、その相手がたまたま３月に来たときに聞いたのですが、動き

が余りみえなかったのですね。費用はかかっていないから、仲よくするのは非常にいい

ことだと思うのですが、これだけ数が多いと、少しフォローアップして厳選される必要

があるのか、それとも、そういうことはいいから、とにかくやっておこうというのか、

そのあたりの考え方をちょっと伺いたい。

最初に理事長からお話があったように、こういう時期から後、自然エネルギーの技術開

発などに非常に期待がいくのと一緒に、何かやたらにふやせという話があるようなので

すが、例えば太陽光が原発にとってかわると、私の計算では１けたぐらい高くつく。出

力だけでしたらいいのですが、量からいうと効率が非常に低い。

そういったときにいつも気になっていますのは、例のロードマップがおくれているわけ

ですね。2020年とか2030年は先の話ですから固定しているのですが、目の前のところが

どんどんおくれている。一方で、性能がいいか悪いかは別として、中国の製品などはそ

れなりに安い製品があって、ここで補助金を払うと、結果としては、中国の産業を維持

するような話にもなりかねない。あの辺をもうちょっと深掘りしていただく必要がある

かと思うのですが、その前に、ロードマップをもう一回見直しておられるのかどうか。

おくれたのに、海外はどうして値段が違うのかとかいろいろな話があると思うのですが、

実は、総合科学技術会議の例のグリーン・イノベーションのアクション・プランが出て、

この間、議論があって、そこでも同じ話をするわけですね。今、太陽電池を大量に入れ

なければいけないとといった話になっているけれども、今の値段で本当にいいのか。Ｎ

ＥＤＯはそれをずっと育てていらっしゃったわけで、ロードマップもできているわけで

す。普通ですと、５年先、10年先の議論をしていればいいのですが、こういう状況にな

りますと、それを即振ってくるような話に直面していると思いますので、そのあたり、

詰めてご検討いただければと。こういう話と直接関係ないのですが、非常に重要な時期
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ではないかと思いましたのが１点。

これもＮＥＤＯの仕事かどうかわからないのですが、最近、電池などで非常に課題にな

っているのは技術流出なのですね。もちろん、生きている技術はいいのですが、退職者

などがどんどん流出する。これは民間では手の打ちようがないということで、ＮＥＤＯ

でもそれを抑える手段はないのでしょうが、それを防ぐような研究というか、手段を少

し検討していただければなと。できるかできないかはわからないのですが、この話は電

池だけではなく、非常に深刻になっているのかなという感じがいたします。

もう一つ、これもまた話が違うのですが、先ほどお話のあった職員の教育というところ

で、ＮＥＤＯで従来採ってらした者の学歴がだんだん上がってきて、最初から高いレベ

ルの職員が育っていくのは非常にいいことだと思うのですが、岸先生もそうですが、実

は私、宇宙研で実験をやっていると、マネジメントをするにしても、研究は一度はやっ

ておかないといけないのかなと。もう一つ大事なことは、お金をもらって研究する側に

いないと苦労がなかなかわからない。ＮＥＤＯの方は、もちろんマネジメントはやって

おられると思いますが、金をやる側の立場ともらう側の立場は全然違うのですね。もら

う側で苦労して研究されると、相手がどうごまかすかもわかりますし、研究はどういう

ところが重点かということがわかる。若い職員で、大学を出られてすぐのときにいきな

りマネジメントをやるよりも、大学なり何なり、できたらＮＥＤＯの金が回っていると

ころにでもぶち込んでしまうといいと思うのですが、そのようなことも少し工夫される

と大分違うのかと思いますので、ぜひ一度ご検討いただければと。既にやってらっしゃ

るのかもしれませんが。

細かい話で、Ａ―15ページに「費用対効果、アウトカム目標を明確化」というお話があ

りますが、これは具体的にＢの方に資料が出ているのでしょうか。これは非常に難しい

話だと思うのです。もちろん、こういうことが正確にできれば非常にいいことなのです

が、ともすると作文だけに終わってしまう可能性もある。この辺をもうちょっと詳しく

ご説明いただけたらと思います。

○村田理事長

非常に多岐にわたるご指摘で、しかも私どもがお答えすべきかどうか、いささか疑問の

ご質問もあったように思うのでございますが、私どもがお答えすべき点は古谷からお答

えします。お答えすべきではない点は、個人的見解になりますが、可能な範囲でお答え

するということにしたいと思います。
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まず、２点目の、自然エネルギーは高くつくとか、中国云々といったお話もそうですし、

３点目の技術流出もそうだと思うのですが、ひとえに政策の問題だと思います。個々の

機関がどうこうするというよりも、あえて申し上げますが、日本のエネルギー需給構造

をどうもっていくのだと。いろいろなリスクが想定される中で、同時に、釈迦に説法で

すが、日本の国内の産業の競争力にも関係しますし、国際的な分業にも関係しますし、

もちろん国民生活自体にも関係してくるわけですが、そういった二次的、三次的な影響

を含めて、どうするのだという意志をまず決めなければならない。要するに、政策を決

めなければならないと思うのです。では、どうやってマイナス面をミニマイズしながら、

プラス面をマキシマムにしていくか。しかも、国際競争の中ですから、どうやって先手

を打っていくかということを考えなければならないわけですね。だから、フィードイン

タリフ一つとっても、私は３、４年前から必要といっている。それは、何もそれだけや

ればいいといっているのではなくて、それをもって先行者利益を早く確保する。３、４

年たって、おくれて確保すれば、おっしゃったとおり、中国メーカーとか安くつくれる

ところがその余得を得ていく。それは当然予見されたわけですね。先行者利益をきちっ

と確保できれば、それは次の技術開発につながるし、量産効果にもつながる。その好循

環をどうつくり出していくかというのはまさに政策それ自体なのです。

今、原子力がこうなって、自然エネルギーが非常に問題になっていますが、遅くてもや

らなければいかんことはやらなければいかんわけで、おくれたところをきちっと念頭に

置きながら、では、この失敗をどう取り返すのかということを含めて考えるべきだろう

と私は思うのです。そのときに、単に技術開発すればいいといった安易な問題ではない

と思うのです。世の中は実際にどのようにワークしているのか、あるいは、ワークしな

い原因はどこにあるのかというところからきちっと積み上げて考えることも一つの方法

としてとっておかないと、宙に浮いた議論ばかりしていてもしようがないと思います。

大事なことは、日本のエネルギー供給の安定性であるわけですが、これは量的な問題だ

けではなしに、コスト面でも産業なり経済の基盤が崩されないように、世界に比べて比

較的優位を保っていけるように、どうもっていったらいいかということですので、ここ

に経済産業省の方がいっぱいおられますが、考えてもらいたいと思います。

技術流出は、エネルギーだけではなしに、日本の技術の各面、各段階にわたるノウハウ

をどう守っていくのか、どうやってこれを戦略的に生かしていくのかと。そのときに、

人材を含めて、日本としてどのような活躍の場を、将来にわたる価値の継続と同時に考
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えていくのかというところまで政策的に考えておかなければいかんと思いますね。

問題意識は全く同じなのですが、私どもＮＥＤＯがやれることは数が限られていまして、

申しわけございませんが、私はそのように考えております。

１番目のＭＯＵでございますが、これは確かに結びっ放しでは意味がないわけでござい

ます。私どもは事業ベースのＭＯＵが多いものですから、事業を共同でやる場合には、

どのような構想で、どういう事業をどの程度の規模でやるのか、そのコンセプトなり具

体的な目標をどうつくるのか、それに対して異なる国がどのような形で参画するのか、

それはフィージブルか、フィージブルでないか。ほとんどケースの場合、フィージビリ

ティスタディからスタートして、段階的に積み上げるという方策をとっているわけです。

したがいまして、そこのところで合意に至らなければ、あるいはフィージビリティがな

くなれば、その段階でストップするということでやってきていまして、現在までのとこ

ろ、ほとんど全部、遅い・早いはございますが、段階を追って進みつつあるという状況

です。

ただ、この前、チュニジアでも政変があったのですが、幸いなことに、後継政権が引き

続きやりたいということなので、職員の安全や関係企業の社員の安全を確保しながらや

っていく。これはおくれ気味ですが、ステップ・バイ・ステップでやり始めている。あ

る国につきましては、当初のイメージがお互いに食い違っていまして、これは最初から

やり直そうということで、もう一回最初から練り直すということで、状況に応じて具体

的に組みかえているという状況でございます。

それでは、４番目、５番目。

○古谷理事

それでは、最後の方から答えてまいりたいと思いますが、費用対効果でございます。Ｂ

―39には、数字を具体的に書けるものの例を挙げておりまして、「地球水素供給インフ

ラ技術・社会実証」に関して、非常に大きな目標の数値が出ているようなものが出てお

ります。我々ＮＥＤＯで開発する技術そのものがどれだけの価値を生むのかというもの

を金額で書くのは非常に難しいのですが、金額で書けば、やはりこういう格好になると

思うのですね。

それよりも我々が重視しているのは、先ほども少しご説明しましたが、ある技術を開発

しようとしたときに、それが最終的にどのような格好で世の中に出ていくのか、きちん

とイメージを描いて進めていくということであります。例えば電子関係のいろいろな技
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術を進めておりますが、そういったばらばらの技術で世の中に出ていくわけではないし、

ばらばらの技術で日本が競争力を確保するわけではないわけですね。例えば、今、我々

が進めていますのは、ノーマリーオフコンピューターといって、ふだんは電源が切れて

いて、エネルギー効率が非常に高いものがあるわけですね。だから、最後、どういう格

好でそれが出ていって、国際的に評価を受けて、それが勝っていくのかというイメージ

を明確にする。そのために、単なる技術の開発だけではなくて、その後のプロセスにお

いて、どのような製品に組み込まれないといけないのかといったビジネスモデルを明確

に描く。それが、こういう中で我々が進めている取り組みであるということで、具体的

な文章にはなっておりませんが、そういうことを議論して進めていくのが非常に重要だ

と考えて、実際に実施しております。

職員の教育に関してですが、今、我々の方針として、採用後、すぐに大学にお戻しする

という格好にはなかなかなっていなくて、最初に、ＮＥＤＯの基本的なシステムなどを

身につけてもらうことをやっております。

ただ、その後、もちろん職員全員というわけにはいきませんが、ＮＥＤＯの研究をやっ

ている研究室の中に入ってもらっております。これは研究をしないわけでありますが、

研究室の中に入りますと、先ほど先生がいわれたように、実際には、使う側ではこんな

ことで苦労しているといった会話が交わされているわけですね。そういうことによって、

実際の研究現場では、こういうことで困っているのだというフィードバックをそういう

人間から我々受けておりますので、いわれたことのすべてではありませんが、我々とし

ても何らかの格好で、いろいろな情報や現場の状況をキャッチできているのではないか

と考えているわけです。我々がすごく大きな人数を採用できていれば、ある程度全体で

回すことができるのですが、今はそのような状況にはございません。

○石谷委員

どうもありがとうございました。理事長のおっしゃるとおり、ＮＥＤＯの問題かどうか

は別として、自然エネルギーで申し上げたかったのは、理事長が最初のご挨拶でおっし

ゃったように、技術に対する過大な期待と何でも技術という話がどうも表に出過ぎるの

ですね。今の技術はどうかということが本当にわかっていないのではないかと私は心配

しています。例えば自然エネルギー、太陽光にしろ、風力にしろ、いろいろな技術的な

問題もあるし、それ以外の制約もあるのですが、技術のところはきれいな絵しか知らな

くて、例の2030年には、あのような話で目の前の話が本当に動き出しますと、これは非
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常に危険なので、そのあたりはＮＥＤＯの方で、原因と結果と広報といいますか、しか

るべき方に伝えておいていただいて、今、何ができて、何はどのくらい時間がかかるか

というところを、経済産業省か村田理事長か、どっちだか私にはよくわからないけれど

も、とにかくしっかりとしておかないと政策を誤るのではないかと心配しているわけで

す。

○村田理事長

おっしゃるとおりだと思います。多分、経済産業省の皆さんを含めて、そこは十二分に

わかっているはずです。ただ、問題は、何のためにそういう政策論をしているかという

ことで、そういう方の意図とは関係ないところで、そういう形で動いていますから、そ

こはハンドリングしにくいことは事実だと思います。ただ、おっしゃる危惧点は全く同

感でございます。

○末吉委員

今のお話は全くそのとおりだと思いますので、ぜひ政策のところも踏まえて、というこ

となのですが、国民の側からみると、ＮＥＤＯは政策に非常に近い場所にいるとみえる

わけですので、すべてが政策だという話ではなくて、影響力をもっと行使していただき

たいし、その補完能力も十分おもちだと思いますので、そこをぜひお願いしたいと思い

ます。

今のお話とも少し関連するのですが、ご参考までに、金融といいますか、資本市場の今

の話を少し申し上げたいのですが、いわゆるニューマネーがニューテクノロジーにどれ

ぐらい新規投資されているかという統計があって、これによりますと、去年１年間だけ

で2,530億ドルという数字があります。相当大きいです。私が過去５年間足すと、これ

は8,000億ドルを超します。こういうニューマネーがグリーンテクノロジーに入ってい

るという統計があります。これは、現実に起きているプロジェクトの数字を集めてきて

足し算しているという手法のようです。

一方で、再生可能エネルギー関連あるいは省エネ関連で上場企業が相当出ているのです

ね。私の知る限り、日本では起きていません。全部ニューヨーク・ストック・エクスチ

ェンジやロンドン、上海といったところです。ですから、こういう分野での新規事業、

特に自然エネルギーのところの人たちが、キャピタルマーケットで新規のお金をどれほ

ど手に入れるのか。先ほど、技術だけではないというお話でしたが、去年の秋に、風力

のターバインをつくる中国の会社がニューヨークで上場したときに、3.5億ドル手に入
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れたというわけです。このお金がどこに行くかというと、創業者の懐もでしょうが、次

の生産能力に行ったとしたら、これは好循環が始まっていきます。そういったことが現

実に起き始めているわけです。これは、日本の証券取引市場と海外と比べると全くの差

であります。これをもっと真剣に考えないと、先ほどおっしゃった日本トータルとして

のパワーが全然出てこないということであります。

もう少し具体的なミクロの世界でお話ししますと、ＫＫＲはご存じですよね。企業買収

で一世を風靡して、札束で人のほっぺたをたたいて会社を買って、ガーッと揺すって金

をもうけるところが、実は既にサステーナブル・ポートフォリオ・プログラムをつくっ

ているのですね。自分たちが買収した企業の体質改善をどこからやっているかというと、

実は環境問題からなのですね。それは省エネであり、新エネであり、循環型である。こ

のＫＫＲも、例えば３社、自分のポートフォリオの企業で２年間実験をやったら、160

ミリオンですから１億6,000万ドルですか、のコストカットになったといって非常に喜

んでいるわけですね。

一方、皆さんもよくご存じだと思いますが、ＫＫＲと非常に似たところで、ＫＫＲがＬ

ＢＯとすれば、マネジメント・バイアウトをやっているカーライルもエコバリュー・ス

クリーンという制度を始めまして、これから自分たちが投資しようと思う対象企業を環

境問題でみたときに、中長期的にどういうバリューを生み得る可能性があるのかという

ことが買収の判断に反映されていく。そういったことを反映して買収企業を考えていく

ようなものも既に始まっております。

くしくもこの両者は、アメリカの非常に有名なＮＧＯのエンバイロメンタル・ディフェ

ンス・ファンド、例のＤＤＴの禁止をつくり上げた科学者が集まったＮＧＯの流れのと

ころがアドバイザーとして入って、こういうことをやっている。

実は、こういうことは世界で非常に起きておりまして、それの典型例ですが、ＦＴＳＥ

（フッツィ）はご存じだと思います。これは、フィナンシャル・タイムズとロンドン・

ストック・エクスチェンジが合弁でつくった投資コンサルタント会社ですね。投資情報

を流す非常に大きな会社がありますが、これが2000年ごろから、ＦＴＳＥ・フォー・グ

ッド、いいことのためのＦＴＳＥでありたいということで、社会問題や環境問題をテー

マにしてインデックスをつくって、投資家に情報を流して、インデックスに入っている

企業を買えば、こういう分野ではうまくいってもうけられますよという流れになってい

るわけですが、それが今年の４月に、ＥＳＧで格付をするのを始めました。これは世界
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2,400社だそうですが、内々聞きますと、日本の企業は四百数十社入っているそうです。

このインデックスは何かというと、環境や社会的責任、ガバナンスで格付をして、１番

から順番をつけていくわけですね。としますと、今、世界の投資家、特に年金基金など

は、単に株価が上がるだけでは買わなくなったのです。こういった分野でどれだけ努力

しているのか、将来的に、こういう分野でどのようないいことをしてくれるのかを投資

判断に反映させていく時代が始まっている。そのための参考資料がこういう形で出始め

ている。とすれば、「アウトカム目標の明確化」というところで申し上げれば、売り上

げ56兆円という数字がありますが、その手前の、だれが新しい投資家になってくれるの

か、そもそもエクイティーファイナンスができるのかどうかといったところもこういっ

た視点が非常に重要になってきている。そういった出口をみながら、ＮＥＤＯがいろい

ろなお仕事をなさるときに、どうしたらいいのかという視点が必要なのではないか。そ

れは私、前から申し上げているので、くどいのですが、その流れの変化を思いますと、

改めて痛切に感じているところです。

○村田理事長

ありがとうございました。ＮＥＤＯの責任と、もう一段積極的にやってほしいというこ

とでもあるかと思いますが、期待が大き過ぎるのだと思います。ただ、おっしゃること

はごもっともだと思います。日本の国の社会なり経済なり政治なりの雰囲気がどんどん

前に進むのだ、新しい未来社会を我々日本が築いていくのだという意気込みでいろいろ

な価値体系を組み直し、政策体系も組んでいけば、一番望ましいマーケットをそれなり

に準備していけるわけです。そこに対する投資も非常に価値が高まると思うのですね。

はっきり申し上げて、残念ながら、そうなっていないわけです。我田引水で申し上げる

のではなしに、私どもがなぜ海外にスマートグリッドの活路を見出したかというのはま

さしくそこなのです。だから、日本国内の市場で活躍している企業、日本国内市場に依

存している日本企業は評価されなくても仕方ないと。海外にまで広げて、世界を相手に

戦っていく、そして世界の将来を先取りするような企業に育ってほしいという思いなの

です。それはおっしゃるとおりなのですが、ダイレクトにイコールＮＥＤＯというとこ

ろだけはぜひもう少しご考慮いただいて。

○末吉委員

いや、ポツをつけて、アバウトに同列にしておきます。

○村田理事長
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ありがとうございます。頑張りますので、よろしく。

○渡辺委員

それに関して、私も、ＮＥＤＯがこんなに頑張っているのに、日本の経済のダイナミズ

ムはちっとも進まないとかねがね思っているのですが、昨年、日本で新規上場した会社

は21社なのですね。アメリカのリーマンショックから回復して210社あるのです。210社

のうち、バイオテクノロジーが20％、中国企業が20％で、さすがに半導体は少なくなっ

て、数社になっていますが、そういう意味でいうと、ダイナミズムの違いが余りにも大

き過ぎて、比較のしようがない状態になってしまっているということなのですね。例え

ばバイオテクノロジーが今の時点でまだ20％あるということは、40社ということなので

す。そういう意味でいうと、何か違いを感じ取らなければいけない。そこのところは、

ある意味ではプロジェクトを推進する人をどうするかいうことで、今のプロジェクトの

実施主体の問題。何か成果を目の前で上げて、進めばいいという実施主体であれば事業

化にならないのですね。技術的に進んで、できそうだからそうするということではなく

て、もう少しチャレンジするところをどうやってピックアップするかということを真剣

に考えないと、これは全然進まないだろうと思っているところです。例えば、技術的に

できそうだから、実績もあるからといっても、やる気がない人に幾らお金を出しても、

技術は開発されても事業にはならないということが今、蔓延してきている。30社のＣＴ

Ｏに聞くといっても、研究開発実績がたくさんあるからといっても、それはほとんどイ

ンクリメンタルな技術開発に使われているわけなので、そこのマインドセットはできな

いと思うのですね。もう少しチャレンジするところをどう探し出してやっていくかとい

うことを考えないといけない。

理事長のお話のように、海外で活躍しようということで、最近のベンチャーはすべて最

初から海外なのです。日本の企業あるいは日本の製造的な公的機関を相手にしてもらち

が明かない。ですから、昨年度末上場したセルシードもリヨンから始めて、ヨーロッパ

の医療から始めるのですね。日本ではないのですよ。ＮＥＤＯとチャレンジというのは

距離があるかもしれませんが、そこを縮める手だてとして、窓口のところで、どうチャ

レンジャブルなものとしてプロジェクト選択していくかというところがこれからますま

す非常に大きな課題になるだろうと。

では、日本でスマートグリッドはなぜだめなのか。それは今度の震災で明確になって、

ピラミッド型の送電網の構築によって、絶対安定して供給できますという供給保証を前
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面に出したやり方論では済まなくなった。そういう面での新しい電力インフラを考えざ

るを得ない。それによって新エネルギー開発の元気も出るわけで、そこの元気が出ない

原点が崩れた。

その辺のことは政策論なので、これからいろいろ考えなければいけないのですが、理事

長のおっしゃるように、海外でやっているのは必ず日本にフィードバックできますので、

らちのあかない日本よりも海外でプロジェクトメークしていくのは、私は非常に賛成で

す。ただ、日本にどうやってフィードバックさせるかといったときの制度論をこれから

１年かけてやっていくことになるのだろうと思いますが、それは政治状況にもよるので、

どうなるかわかりません。それがもし変わらないとしたら、相当やばいことになるなと

思っていますが、今、海外で活躍しようとしている技術は、日本でやりたいけれども、

なかなか相手がいないということなのですね。そういう意味では、プロジェクト選択の

チャレンジャブルというところを非常に重視した運営の方法をどこかに埋め込んでいっ

てもらいたいなと思っているところなのですね。

○岸部会長

ありがとうございました。チャレンジの精神ということで。

時間が少し押してまいりましたが、谷田部先生、いかがですか。

○谷田部委員

この間、ＮＥＤＯの事業の成果報告を聞く機会があったのですが、評価ということでか

なり厳しくされている部分もあると思うのですが、余りにも客観的過ぎてしまって、聞

いていても夢を感じないというか、将来につながる可能性みたいなことが逆に感じられ

なくなってしまっているのではないかという気がしたのですね。広報や情報発信などに

も通じることだと思うのですが、世界をリードするとか、日本の国益につながるといっ

た大目標がある中で行われている研究なのに、研究成果そのものだけで語られてしまう。

成果を発表するには当然の態度だと思うのですが、全体のくくりの中に、そういう夢の

部分を必ずつけるようなことがないと、情報としてなかなか納得できない。何でこんな

ことをやっているのだと逆に思ってしまうようになってはまずいと思うので、厳しい評

価は必要だと思うのですが、夢の部分も必ずつけ加えていただくような発表の仕方や情

報発信の仕方が必要なのではないかなと思いました。

細かいところで、Ａ―11ページに、東日本大震災について、迅速に対応したといった記

述があるのですが、これは迅速に対応できなかったというのが一般的なとらえ方なので、
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ＮＥＤＯがこう書く以上は、何か特別な方法があったのか。ちょっと皮肉な見方をして

申しわけないのですが。

Ａ―15ページの企業インタビューのところで「訪問、指揮。」と書いてあるのですが、

指揮とはどういう意味なのか。Ｂの方をみてもわからなかったので、そのあたり。

細かいことでいくと、Ａ―19の一番最後のところにある「電力需給問題の解決に資する

技術テーマの追加設定」というのが余りよくわからなかった。

Ｂ―45ページで告発制度みたいなことが取り上げられているのですが、原子力安全・保

安院で告発制度が取り入れられて、結構重大なことが浮かび上がって、本当は今回の震

災にもつながっていることだと思うのです。ＮＥＤＯでそんな大ごとはそんなにたくさ

ん起きないと思うのですが、なぜこういう項目をつくったかということと、これを設け

たことによって、何か具体的な動きがあったのかといったあたりも伺えたらと思うので

す。

○岸部会長

それでは、ひとつ手短にお願いします。

○古谷理事

わかりました。

まず、迅速にというのは、私どものような機関としては迅速に対応できたと。我々本部

自身が震災に遭っているわけではありませんので、本部機能はそのままきちんと機能し

たという意味で迅速ととらえております。

２点目の指揮は、陣頭指揮をとって現場訪問して対応したという趣旨です。書き方が間

違っていて、大変失礼いたしました。

３点目は、電力需給に対応する項目として、そのような技術開発テーマがあれば、それ

を出してくださいという格好で追加公募したということでございます。

最後のＢ―45ページは、済みませんが、検査・業務管理部長からお願いします。

○元木検査・業務管理部長

検査・業務管理部からお話しいたします。

基本的には、ホームページ等々に載せることによって、窓口を設けることによって、不

正等々、不正でないかも含めて、事業者の方、事業者を取り巻く方からの通報があると

いうことで、年間20件程度、そういうものがあるということでございます。今までです

と、そういう通報の窓口が見つからなかったり、用意できなかったというのがあるので
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すが、そのような形で設けさせていただいていることによって、そういう疑義がある方

も含めて、私どもによりご紹介いただけるということになっているところでございます。

○岸部会長

よろしいでしょうか。

ちょっと時間が押してきてしまったのですが、非常に重要なご議論をいただいたと思い

ます。ある意味では官邸で行うような話なのかもしれませんが、エネルギー政策という

ことで、ＮＥＤＯを中心に、大きな前進が行えればと期待する次第です。

それでは、最後の議題の３に移りたいと思います。「業務方法書の改正案についての意

見聴取」について、よろしくお願いします。

○吉村技術振興課長

資料６―１、６―２で簡単にご説明申し上げます。

石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律が改正されまして、題名が非化

石エネルギー法になっております。今度、この法律が施行になる予定でございます。こ

の法律を引用しておりますＮＥＤＯの業務方法書は２つございます。新エネルギー・産

業技術業務方法書及び京都メカニズムのクレジット関係の排出削減単位取得等業務方法

書はこの法律を引用しているものですから、技術的な修正が必要になってきます。技術

的な改正ではございますが、独通法に基づきまして、主務大臣が認可するときには、あ

らかじめ評価委員会の意見を聞かなければいけないという形になっておりますものです

から、本日、ご意見を聴取する次第でございます。

○岸部会長

ただいまの改正案について、何かご意見がございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、これに準じて進めさせていただきます。

以上をもちまして、本日の議題はすべて終了いたしました。

次回、７月11日、ぜひご出席いただきたいと思います。会議室が変わり、10階の1014の

会議室ということです。

それでは、これで本日の部会を閉会とさせていただきます。長時間にわたり、本当にご

協力、ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。

──了──


