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独立行政法人評価委員会産業技術分科会 

第２２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７月１１日（月） １４：００～１６：００ 

２．場 所  経済産業省別館１０階 １０１４号会議室 

３．議 題 

（１）平成２２年度財務諸表等について 

（２）平成２２年度業務実績評価について 

（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、末吉委員、松田委員、谷田部委員、渡辺委員 

 

議事内容 

○岸部会長 

それでは、定刻になりましたので、ただいまから第２２回経済産業省独立行政法人評価

委員会新エネルギー・産業技術総合開発機構部会（ＮＥＤＯ部会）を開催させていただ

きます。本日の議題は、「平成22年度財務諸表等について」、この前お書きいただいた

「平成22年度業務実績評価について」、「ＮＥＤＯの業務方法書の改正について」という

３つでございます。スムーズな議事進行にご協力いただければと願っている次第です。 

それでは、まず、配付資料の説明からお願いしたいと思います。吉村課長、よろしくお

願いします。 

○吉村技術振興課長 

 よろしくお願いします。 

 ６名の部会委員の先生でございますが、本日、石谷委員が所用につき、ご欠席でござい

ます。資料でございますが、「議事次第」の４．にございますように、「配付資料」とい

うことで用意させていただいております資料でございます。このうち、資料４－１「平

成22年度業務実績に関する評価表（項目別の評価及びコメント）」と資料４－２「平成2

2年度業務実績評価（案）」につきましては、委員の方々に対する配付という形になって

おりまして、ＮＥＤＯ側には配付しておりません。 
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○岸部会長 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、議事に入りたいと思います。 

 議題１「平成22年度財務諸表等について」の検討に入りたいと思いますが、まず、財務

諸表の扱いについて、事務局から説明をお願いいたします。 

○吉村技術振興課長 

 財務諸表につきましては、独立行政法人通則法の第38条におきまして、事業年度終了後

３ヵ月以内に経済産業大臣に提出することになっております。ＮＥＤＯにおきましては、

６月29日付で提出されております。独通法の第38条第３項によりまして、経済産業大臣

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聴くことになっておりま

す。従いまして、本日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、部会としまして議決頂

いたことによっ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、審議のほど、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頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 それでは、平成22年度の財務諸表等について、ＮＥＤＯから説明をお願いいたしたいと

思います。 

○古谷理事 

 ＮＥＤＯの古谷でございます。それでは、ご説明させていただきますが、印刷物で「財

務諸表」と「事業報告書」、資料３－２、３－３が配られております。本来、これが説

明の対象となるものでございますが、非常に大部なものでございますので、従来と同じ

ような形式でまとめさせていただいております資料３－１にて説明させていただきたい

と思います。 

 まず、１ページ目でございますが、吉村課長からご案内のございました「通則法に基づ

く財務諸表等」といたしましては、ここに掲げているものがその一覧でございます。 

 次に、２ページ目にまいりまして、平成22年度の決算のポイントを簡単にまとめてまい

りました。 
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 一つは、ＮＥＤＯで国庫に返納できるものということで、「不要資産の国庫返納」とい

う項目を掲げてございますが、これは、昨年12月の閣議決定の「独立行政法人の事務・

事業の見直しの基本方針」等に基づきまして、22年度末に国庫返納したものでございま

す。国から出資の格好で、資本金でお金をいただいておりますので、これを返納するに

当たりましては、206.1億円の減資を実施してございます。また、これに伴いまして、

国に返納した額はそれを5,000万円上回っておりまして、206.6億円となってございます。

この5,000万円は、その下に４行ばかり書いてございまして、その３行目のところでご

ざいますが、桜新町倉庫・祖師谷宿舎の譲渡収入は2.5億円でございまして、減資は２

億円でございますので、国にはこの部分を上回って返納してございます。 

 ２点目は「特定事業活動等促進経過勘定の廃止」ということでございます。これは、国

から出資をいただきまして、債務保証しているものでありますが、これの求償権の償却

の実施等によりまして事業が終了したということで、本年の４月１日をもちまして、こ

の勘定を廃止してございます。財務諸表の承認をいただきました後に、これの部分の政

府出資金５億円を23年度中に国庫納付することに加えまして、さらに積立金1.1億円、

計6.1億円を国庫へ返納する予定にしてございます。 

 これが従来とは違った大きなポイントでございます。 

 次に、決算報告書にまいります。３ページ目でございますが、法人単位の決算報告書と

いうことで、収入と支出を対比して書いたものでございます。 

 まず、収入の部でございますが、運営費交付金は予算額どおり国から頂戴しているわけ

であります。金額としては1,665億9,500万円ということでございます。 

 収入といたしましては、それ以外に、国庫補助金、受託収入等々がございますが、国庫

補助金につきましては、その下の方に支出で同じ項目がございますが、国庫補助事業を

実施した額の確定を受けまして、収入も同じ金額を国からいただいておりますので、収

入と支出の部は同じ決算額になっております。 

 その次の受託収入も同じでございまして、京メカクレジットの関係等でございますが、

国から委託を受けまして、その事業を実施し、その事業が確定して、それに見合う収入

を国からいただいているということでありまして、収入、支出、両方とも同じ額になっ

てございます。 

 収入といたしまして、もう一つは政府出資金であります。これは、基盤技術研究促進事

業を実施するために、国から研究開発費を資本金の形でいただいているものでありまし
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て、平成22年度におきましては、86億6,300万円の出資を頂戴しております。 

 そのほか、貸付回収金、業務収入ということで、業務収入は、ＪＳＰＳが実施しており

ます最先端プログラムの事業の一部をＮＥＤＯが実施しておりまして、これにつきまし

て、業務収入としてＪＳＰＳから収入があったものでございます。 

 その他収入でございますが、平成22年度の決算額は大きな数字になっております。211

億5,500万円でございますが、先ほど申し上げましたように、資産の国庫返納に伴いま

して、有価証券を売却してございます。このために、その他収入としては大きな数字が

例年になく立っているということでございます。 

 他方、支出でございますが、業務経費、国庫補助金事業費、受託経費、借入金償還、支

払利息、一般管理費とございます。 

 最後の行にその他支出がございますが、これも先ほどのその他収入と同じでございまし

て、国にお金を返還していることに伴いまして、その他支出が従来以上に大きな数字に

なっているということでございます。 

 以上が決算報告書の収入と支出でございます。 

 次に、４ページ目にまいります。貸借対照表であります。 

 資産の部では流動資産と固定資産がございますが、流動資産におきましては、現金・預

金、前渡金が平成22年度３月末の時点よりも大きな数字となってございますが、右側の

負債の部の流動負債のところをみていただきますと運営費交付金債務がございます。こ

れは前回もご説明させていただきました。補正予算の受け入れ、あるいは海外関係の事

業進捗の遅れ等によりまして、運営費交付金債務が前年度よりも大きくなっているとい

うことでありますが、これに見合いまして、現金・預金、前渡金が大きくなっていると

いうことでございます。 

 先ほど申し上げましたように、国にお金を返還するに当たりまして、有価証券の売却を

行っているということでございますが、左側の資産の部の有価証券、固定資産の投資有

価証券の合計をみていただきますと、平成22年度末よりも金額として相当小さくなって

ございます。これは、先ほど申し上げた売却によるものでございます。 

 固定資産の下から２行目のところに長期前渡金がございますが、これは、右側の負債の

部の固定負債の受託事業預り金と全く同じ金額になってございます。平成23年３月末に

おきましては、数字として58億2,600万円、右側も58億2,600万円であります。これは、

京都メカニズムのクレジットの買い取りにつきまして、受託事業ということで国からお
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金が入ってくるわけでありますが、クレジットとなって我々に入ってくるのはもう尐し

後になってからでありますので、それまでの間は長期前渡金として立て、また、右側の

負債の方に受託事業預り金として立てているということでございます。実際にクレジッ

トが入ってきた段階で、収益・費用として振り替えていくという処理になっているわけ

であります。 

 右側の純資産の部でありますが、まず、資本金であります。平成22年３月に比べまして、

平成23年３月の金額は減ってございます。これは、資本金を減尐しまして国に返還した

部分と、先ほど申し上げました基盤技術研究促進事業におきまして、国から研究開発費

相当を資本金として受け入れた部分の差し引きでございまして、トータルとしては、こ

こに掲げてあるような額の減尐という格好で出てきてございます。 

 以上が貸借対照表の関係でございます。 

 その次の５ページにまいりまして、損益計算書でございます。 

 まず、経常費用のところでありますが、ＮＥＤＯの場合、事業の形態は大きく３つござ

います。 

 一つは、研究開発を外部の研究機関、大学に委託して実施するということで、これが外

部委託費でございます。平成22年度におきましては、1,325億円弱でございます。 

 もう一つの事業形態は、補助事業を実施するというものでございまして、これによりま

す業務費用は581億円でございます。 

 もう一つ、大きな事業形態として、その他の業務費がございます。これは533億円であ

りますが、これは京都メカニズムによりますクレジット取得の関係であります。 

 これがＮＥＤＯの事業の大きな３つの類型でございます。 

 その他、給与手当、減価償却費、その他の一般管理費は、そこに書いてあるような額。 

 トータルとしまして82億4,600万円ということになっております。 

 あと、もろもろのものがございまして、経常費用の合計としては2,557億7,900万円とい

うことでございます。 

 これは、右側の前年度と比較していただきますと、先ほどのその他の業務費のところで

比較していただくのが一番いいわけでありますが、京メカクレジット関係の業務費が減

ったということで、これに伴いまして、全体で200億円程度の減尐ということになって

おります。 

 一方、収益の方でありますが、これは、先ほど申し上げましたように、運営費交付金、
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受託収入、補助金等収益といった格好で構成されております。 

 なお、一番下のところに雑益がございますが、これは、研究資産の中古売却等に伴いま

す雑益でございます。 

 以上、経常損失は、トータルいたしまして62億6,700万円のマイナスであります。これ

は、先ほどの基盤技術研究促進事業につきましては、国から出資で資本金を受け入れ、

委託費で事業を実施するというスキームになってございますので、一つは、その分がマ

イナスになっているということ。もう一つは、石炭勘定の事業がございまして、これも

同じように、国から受け入れた出資金を原資としまして、それで事業を実施している形

態でございまして、これも同じような格好で、経常損失の方にプラスに働くというもの

でございます。 

 以上が損益計算書でございます。 

 次に、それらを含めまして、６ページ目、利益の処分に関する書類及び損失の処理に関

する書類でございますが、上に５勘定分、一般勘定、電源勘定、需給勘定、鉱工業勘定、

特定勘定が書いてあります。これらにつきましては、いずれも利益処分額として積立金

を立てるという状況になってございます。 

 この中で、特に右から２番目の鉱工業勘定につきましては、先ほどの有価証券等の売却

益がございますが、実は、それまでは欠損金が立っていたわけであります。マイナス2

億6,900万円と書いてございますが、これを全部一掃しまして、さらに積立金として5,7

00万円と大きく改善したということでございます。 

 他方、基盤勘定と石炭勘定につきましては、先ほど申し上げましたような事情によりま

して、さらに欠損金をふやし、次期繰越欠損金といたしましては、そこに書いてあるよ

うな数字になっているということでございます。 

 次以降は説明を省略させていただきたいと思いますが、従来と同じように、キャッシュ

・フロー計算書が７ページ目でございます。 

 行政サービス実施コスト計算書が８ページ目でございます。ＮＥＤＯの事業をやるに当

たって、行政サービスの実施にどれぐらいのコストがかっているかをみるものの一つが、

８ページ目の行政サービス実施コスト計算書でございます。 

 ９ページ目には会計方針がございまして、これは従前と同じでございます。 

 その次に附属明細書、関係法人の関係がございますが、11ページをお開きいただきます

と、関係法人との契約状況の一覧表がございます。そこに書いてございますように、こ



 

- 7 - 

れらはすべて企画競争・公募の結果でございまして、随意契約によるものは一件もござ

いませんので、我々としては、これは問題がないものであると考えてございます。 

 12ページ以降は、今、法人単位全体で申し上げましたものを、各勘定に分けて書いたも

のでございますが、こちらについては説明を省略させていただきたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○岸部会長 

 それでは、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。財務諸表等の監査の結果についてご報告いたします。 

 お手元の資料３－２「財務諸表」の最終ページに、独法通則法第38条第２項に基づく監

事の意見書が記載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、経理部及び個別事項の担当部から、不要資産の国庫返納の

状況、貸付債権等の管理状況、保証債務損失引当金の処理状況等を含む詳細な報告を受

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、監査報告にかかわる監査法人内部の審査の状況についても確認い

たしました。 

 なお、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名で審議いたしました結果、平成22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。 

 以上でご報告と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監査報告について、ご質問またはご意見がございました

らどうぞ。 

○松田委員 

 確認になるかと思うのですが、３点ばかり。大震災の件が２つなのですが、第１点は、

震災があった後、ＮＥＤＯさんとの契約での製品や産業の報告がおくれるということで、

交付金の債務が多くなったといったことがあるのかどうかということでございます。 

 第２点は、特別損失はそう多く出ていないので、固定資産の震災による災害の影響は極

めて尐ないということで、これは、ＮＥＤＯのやり方というか、方法論といいますか、
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固定資産の取得等々についての考え方がここに反映されているのだと思いますが、損害

は余りなかったのですね。 

 第３点は、今、４ページで全部お話し申し上げているのですが、投資有価証券、株式の

売却で返納されたということで、投資有価証券はまだ約400億残っているのですが、こ

れはほとんど長期の定期なのですかね、という確認でございます。 

○岸部会長 

 よろしくお願いします。 

○古谷理事 

 では、経理部長から。 

○渡邊経理部長 

 ３点ございましたが、まず１点は、ＮＥＤＯにおきましては、おかげさまで、震災の影

響はそんなには受けておりません。一部、確定できなくて、４月にずれ込んだというの

がございましたが、そういう影響はございません。 

 資産についても、特段大きく壊れたといったものはなくて、損失を立てる必要はないと

いうことでございます。 

 ３点目、石炭経過勘定におきまして、今後、必要な原資とするために資金をもっていま

す。それは投資有価証券で運用しているものでございます。ほとんど利付金融債や国債

で運用しております。 

○岸部会長 

 ほか、いかがでしょうか。 

○渡辺委員 

 監事からの監査報告ということで、決算書や計算書類に関する監査ということなのです

が、最近は商法でもそうなっていますが、業務の意思決定のあり方も監査の対象になっ

て、コンプライアンス的な視点から問題がないのだという報告を株主総会でよくやりま

す。特殊法人でも日常業務の監査を含めている場合があるのですが、ＮＥＤＯの場合は、

定款などに、監事は決算書類だけしかやらないと書いてあるのか、その辺はいかがなの

でしょうか。 

○徳本監事 

 監事の監査の内容についてのご質問だと思いますが、会社法と違いまして、通則法にお

いては、監事が意見表明すべき内容については、本日、ご説明を差し上げたような内容
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になっております。 

 それとは別に、年間を通じた監査の結果については理事長に報告する。これはＮＥＤＯ

の内部規程、監事監査規程で決めてありますが、こちらの方では、ＮＥＤＯの内部統制

の状況や業務執行の状況なども含めて監査した結果について報告してございます。 

 ということで、今日は、通則法に基づく監査の意見表明ということですので、お話しし

たような内容になっているということでございます。 

○岸部会長 

 よろしいでしょうか。 

 ほか、どうぞ。 

 それでは、特にご意見がないようでしたら、「財務諸表」については、部会として「適

当である」ということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 なお、財務諸表について、親委員会を通して等、所要の一部修正があった場合は、判断

をご一任いただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、非常に順調なのですが、２つ目の議題に移らせていただきます。 

 議題２「平成22年度業務実績評価について」の審議を行います。 

 平成22年度実績概要につきましては、前回、６月13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、６月23日にメールで回答がありました。 

 それでは、この後、ＮＥＤＯに席を外してもらうことになりますので、この際、確認し

 たい点がございましたらお願いいたします。 

 「事業報告書」はこれですね。一番大部なもの。評点をしたものはこれ。これが簡単な

ものですね。 

 「事業報告書」をみていて、非常によく書いてあるのですが、お金が入っているのと入

っていないのがあるのですが、これはどういう違いなのでしょうか。ああ、そうか。一

つ一つには入っていなくて、中期目標などに大きく入っているのか。 

○古谷理事 

 お金というのはＮＥＤＯの予算でしょうか。 

○岸部会長 

 そうです。研究資金、外部委託や補助金ですね。ああ、大体は入っていないのだ。これ



 

- 10 - 

は大体入れないものですね。 

○古谷理事 

 ええ、記載していないと思います。 

○岸部会長 

 これは後で委員の方でまた相談させていただきます。幾らお金を使って、何をやったと

いう話はなかなか難しいのですね。大まかには2,500億円で、500億円がクレジットで、

2,000億の仕事をした。大体そう考えればいいのですよね。それは十分な成果があるか

どうか。では、ＮＥＤＯ様の退席の後、ゆっくりご検討いただきたいなと思います。 

 では、ＮＥＤＯの方、ご退席をよろしくお願いしたいと思います。 

 

     （ＮＥＤＯ退席） 

 

○岸部会長 

 では、初めに、評価の進め方について、事務局から説明してください。 

○吉村技術振興課長 

 まず、今年度の評価のやり方について、ご説明申し上げたいと思います。 

 今年度の評価につきましても昨年度と同様でございまして、概ね年度計画を達成してい

る場合にはＢ評価としまして、Ｂ以外の評価をする場合には、質、量、どちらか一方に

ついて特筆すべき点を明記するのがＡの場合でございます。ＡＡは、質及び量の両面か

ら特筆すべきことを明記することになっております。 

 本日の部会で審議頂きました後、その審議結果を、７月14日、今週の木曜日に予定して

おります経済産業省の独立行政法人評価委員会に報告致します。この報告に基づきまし

た審議を経た上で、経済産業省の評価委員会としての最終的な評価が確定することにな

っております。 

          本日ご審議頂きますＮＥＤＯの評価の基準につきましては、前回の部会で議決頂きまし

た通り、年度評価に当たり、ＮＥＤＯの中期計画に照らして、各事業年度の業務の実施

状況が妥当なものであるか、参考資料１の評価基準＜別表１＞に示します指標により評

価頂きます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○岸部会長 
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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22年度業務実績評価（案）」として、個々の評価事項について、当該年

度の評価がＢとなる基準及び平成22年度の主な実績、主な評価をとりまとめたものが資

料４－２となります。 

 資料４－２の「平成22年度業務実績評価（案）」の中の【主な評価】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までの評点に、「平成22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となります。 

 それでは、まず、事務局から、資料４－２の「平成22年度業務実績評価（案）」に沿っ

て、「業務運営の効率化に関する事項」から順番に、項目ごとに説明いただき、評定・

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。 

 進め方について、何かご質問等あればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○松田委員 

 進め方は今のとおりで異議なくて、ＡＡ、Ａ、Ｂとつけること自体の基準についてなの

ですが、毎回それが議論になるのですね。Ｂは計画どおり達成した。ＡＡは質・量とも

に達成したということなのですが、これは計画と実績の評価なのですね。どこの基準も

そうなのですが、できるだけ達成度を高めようと思って、計画のレベルを低く設定して、

実績は非常にいいということでやるのと、アグレッシブな計画自身を目標に設定してや

っていくのがあります。ＮＥＤＯはここ数年間で随分変わってきたと認識しているので

すが、変わっていくことを計画に織り込まれているものですから、それをどのように評

価しながら評点をつけるか、結構苦労したというのが評価についてのコメントです。 

○吉村技術振興課長 

 委員ご指摘の点は、独法になってから親委員会でも毎回のように出るテーマでございま

して、組織に則った基準としては、先ほど私が申し上げましたように、参考資料１でＮ
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ＥＤＯの評価基準があるのですが、その上に立つ経済産業省の評価基準、さらにその上

に立つ総務省の評価基準に則って、評価基準を策定していただいています。基準上、表

に出ているのは、先ほど私が申し上げましたように、ＡＡなりＡは、質または量のいず

れか、あるいは両方、特段著しいものがあるかどうかというところだけが記されている

ものであって、委員のご指摘のとおり、各独法とも中期計画あるいは中期目標を経済産

業大臣なりが定めて、それに基づいて中期計画を作成し、その計画と比べて上回ってい

るかどうかという形になるのです。主務大臣が計画の目標を決めるわけでありますから、

計画をより上回るべく、独法側が相対的に低い計画をつくって、乖離幅を大きくして、

評価を高めようというのは構造的にはできない仕組みになっています。繰り返しになり

ますが、目標自体を主務大臣が決めて、主務大臣自体が目標を低めれば別ですが、そう

いう形になっていないという構造の特徴が一つあります。 

 また、目標は上回っているが、去年との比較において同じときに、去年と比べれば何ら

改善点がみられないという意味において、それはＢなのか、Ａなのかということについ

ていうと、平成16年から行っている当部会においては、相対的に去年と同じ場合、それ

をＢと評価するのではなくて、あくまでもメルクマールは、計画そのものを上回ったか

どうかというのが基本的な評価であると理解していらっしゃると思います。もっという

と、例えば、22年度の評価から、これまでの評価の考え方を違えることもできる方針に

あると思います。できるという意味は、去年までは、計画との対比において評価してい

たのを、計画との対比ではなくて、去年とことしとの対比において評価することもでき

ると思うのですが、前回の６月13日の部会のときに、昨年と同様の評価基準ですという

形でお諮りしたという事実がございますので、従前どおり、計画との比較においての評

価をいただきたいと私自身は思っております。 

○岸部会長 

 よろしいでしょうか。毎年問題になるところなのですが、最終的には、「計画どおり、

まあまあだね」というのか、「よくやったね」というのか、「へえー、こんなにやった

の」ぐらいで、Ｂ、Ａ、ＡＡとなるというぐらいしかいいようがないのですね。 

○末吉委員 

 今の話を尐し情緒的にいえば、評価を受けるＮＥＤＯで実際に働いている方々は、一年

を通じていろいろな苦労をされたり、場合によっては手抜きがあったり、非常に楽な目

標だと思ったり、いや、これはとんでもない目標だと思ったり、いろいろな思いがある
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と思うのですね。例えば、我々評価委員の目は外部の国民の目だとすれば、我々の申し

上げていることが、ＮＥＤＯの職員の人と波長が合って、ああ、我々の苦労もわかって

いただいたというのと同時に、いわれてみれば、確かに軽い目標であったとか、アサイ

ンメントがちょっとうまくいっていないといったことで、いろいろなところでプラス・

マイナスがあって、いいところをさらに伸ばしていくとなるのが本来の評価の意味なの

だろうと私は思っているのです。ですから、そういうことができるように、尐しずつ変

えていくようなことがあってもいいのではないかと思うのですね。 

 先ほど黙っていたのですが、例えば財務諸表の数字をみても、一般のビジネスの財務諸

表をみる目と全く違うわけですね。その企業のビジネスのあり方とか、本当に営業が取

り組んでいるのかとか、いろいろなことがにじみ出てくるのが財務諸表の数字だとする

と、ＮＥＤＯのこの数字は、本当に皆さんの苦労がにじみ出ているような数字なのでし

ょうかと。非常に極論すると、与えられた予算枠を消化する。数字上の消化において不

正がなかったのか、問題がなかったのか、どこかに偏っているのではないかといったこ

としかみることができないのですね。そういう意味では、本来の評価はどこを目指すの

かという思いと、たくさんある独法を、政府として一律的にみていかなければいけない

形式主義的なところとの格差といいますか、逆にいうと、接点をどうするかというとこ

ろが大切かなと思っているのですね。 

○岸部会長 

 結局そうなのですね。間違いなくやったということでいいのか、本当にどこまでイノベ

ーションにつながっていったのか、これの考え方が難しいのですね。同じぐらい、２千

億ぐらい使っているのは宇宙開発事業団なのですよ。でも、これを比べろといわれても

余りにも難しいのですね。片方は、何百億かでロケットを何回飛ばしたで終わってしま

いますしね。しかし、本来は、産業技術の指標といったものをもう一度考える必要があ

るのか。文科省だと、やはり論文も大事だということで、論文の数やサイテーションも

案外出てくるのですね。でも、ここはもともとそういう場ではないですから、これは大

分違いますよね。定量的なものがなかなか出てこない。ただ、評価委員会ではいつも割

といい点数が出ていますからね。プロジェクトがこれだけ成功していれば、まあ、Ａな

のだろうなという気がしてしまうのです。これは頭が痛いところで、これ以上はやれな

いだろうというので、Ｓをつけようと考えた時代もあったのですが、そうもいかないと

いわれると、また難しいところなのですよね。 
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 ご質問等ございましたらどうぞ。 

 それでは、資料４－２の説明をしてください。 

○吉村技術振興課長 

 Ａ３縦長の資料４－１とＡ４横長の４－２でございます。 

 最初に、「業務運営の効率化」でございますが、最初の項目でございますので、全体の

構成をもう一度おさらいさせていただければと思います。 

 Ａ３縦長のところには、例えば「業務運営の効率化に関する事項」は１．と振っており

ますが、Ａ４横長の資料４－２が正式なものになっております。資料４－１は、第１回

目のＮＥＤＯの業務実績報告を聞いていただいた後、先生方に点数をつけていただいて、

それを機械的にコンパイルし、機械的に計算した結果をまとめているわけでございます。

その意味で、Ａ４横長の資料４－２のところの評定結果につきましては、現在、空欄に

させていただいております。先生方に最初につけていただいた点、また、きょうのご審

議を踏まえて、最終的な点をつけていただきたいというのがきょうの要請でございます。 

 ＮＥＤＯの場合、大きく５項目に分かれるわけでございます。「業務運営の効率化に関

する事項」が100点満点の中の20％を占めるわけでございます。「研究開発関連業務」が

40％、「新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等」が15％、「クレジット取得関

連業務」が５％、「財務内容の改善その他に関する事項」が20％。経済産業省の独法の

中で一つも例外なく、「財務内容の改善その他に関する事項」の20％と「業務運営の効

率化に関する事項」の20％は、経済産業省の評価基準で、こういう評点割合にしなさい

と決められておりまして、残り60％が、いってみればフレキシブルな形になっておりま

す。 

 「業務運営の効率化」に関することについてご説明申し上げたいと思います。Ａ４の方

では４ページ目をお開きいただけますでしょうか。 

 全部で17項目ございます。「組織・人事等」が５項目、「業務の効率化、その他」が12項

目、計17項目をここで評価いただいているわけでございます。 

 ｢組織・人事等」につきましては、柔軟かつ機動的な組織体制や業務の効率的な実施に

向けた人材配置というところでございますが、５ページ目の真ん中のところに「機動的

な組織体制」ということで、特に評価すべき点としまして、「国際部」の新設、「スマー

トコミュニティ部」の新設、アメリカに「シリコンバレー事務所」を設けたことなど、

グローバル展開あるいは国際的なネットワークを活用した案件の企画立案等の強化が図
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れたということで、各委員につけていただいた点がそこに載っておりますが、これを平

均するとＡという格好になります。 

 人材配置につきましては、６ページ目に評価の抜粋を書かせていただいておりますが、

管理系業務の担当マネージャーの派遣や、国際機関にＮＥＤＯの職員を派遣したという

ところでございます。各委員の評点はかようになっております。 

 外部人材につきましては、６ページ目、７ページ目でございますが、プロジェクトリー

ダーの登用、プログラムマネージャー、プログラムディレクターの登用等が書かれてお

りますが、全部で70近くある項目の中で、今回、ＣあるいはＤの評価は一個もございま

せんで、最高がＡＡ、最低がＢという格好になっております。その中で、３つ目の外部

人材の積極的登用というところにつきましては、１人がＡＡ、２人がＢという評価にな

っております。たくさんある評価項目の中で、ＡＡとＢが併存するパターンが６個ぐら

いあるのですが、そのうちの一つに、この外部人材の積極的登用というところが該当し

ております。 

 「業務の効率化」に飛ばさせていただきますが、９ページ目の下の方からでございます。 

 ＰＤＳサイクルの確立と業務の電子化につきましては、１人、Ｂの方がいらっしゃいま

すが、あとはＡの評価で、平均してＡという格好になります。 

 ８番目の「業務・システムの最適化について、計画を策定し、実施する。」につきまし

ては、Ａの方が３人、Ｂの方が１人いらっしゃる格好になっております。 

 次の環境保全のところでございます。11ページでございますが、温室効果ガスの実施計

画について、排出量の暫定値の推計や公表、「環境報告書2010」の作成等でございまし

て、１人がＡＡ、残り４名の方がＡで、平均Ａという格好でございます。 

 次に、12ページになります。Ａ３の表では10番目、一般管理費の平成19年度比15％の削

減を実施することというものにつきましては、３人がＡＡ、２人がＡという形でござい

ます。 

 今のは一般管理費でございますが、次は⑤の総人件費で、17年度比５％の削減を行い 

なさいということでございます。これにつきましては、実績のところをみていただくと 

一目瞭然でございます。既に14.9％の削減を実施していることが評価されて、４名の方が

ＡＡ、１人がＡという格好になっております。 

 ⑥事業費につきまして、平成19年度に比べて５％の効率化を図りなさいということに対

しまして、22年度につきましては19年度に比べて22.9％の削減ということ、また、プロ



 

- 16 - 

ジェクト数の重点化等を行って、平均点が13ページの真ん中ぐらいにありますが、そう

いう点をいただいているところでございます。 

 補正によって追加されたものについての交付金・補助金の活用でございます。実績とし

ましては、22年度中にすべての契約を締結したということでございまして、評価Ｂが２

人、Ａが３名、平均するとＡということになります。 

 14ページの左でございますが、「業務・システムの最適化」は必須といわれていまして、

親委員会から、この項目については必ず評価しなさいといわれている項目でございます。

第１回のご説明にありましたが、独法の中ではいち早くクラウドを導入したというご説

明があった部分でございます。これにつきましても、１人がＢ、２人がＡＡという形で、

評価が分かれる項目の２つ目になります。 

 15ページの下でございますが、コンプライアンスにつきましては、コンプライアンスマ

ニュアルの作成、理事長のリーダーシップなり監事の監査機能の強化というところを評

価されまして、ここは全員Ａという格好になっております。 

 「官民競争入札等の活用」も必須項目でございます。これについては、すべて企画競争

・公募を実施しているということ、また、アウトソーシングをしているということで、

ＡＡが１人、Ａが４名という評価になっております。 

 入札・契約関係は19ページ以降でございます。「入札・契約の適正化」や、その後ろ、2

0ページ、21ページに参考資料を幾つかつけておりますが、規程類の整備や随契の見直

し計画の進捗等の結果、22ページに一般競争入札等の数値、実績が載っているところで

ございます。この関係につきましては、Ａが３名の方、ＡＡが２名の方という格好でご

ざいます。 

 最後の17番目の「役職員給与等の水準を妥当性のあるものとする。」につきましては、2

7ページに各委員の方々の評価を掲載しておりますが、全員の方がＡという評価になっ

ております。 

 評価コメントを幾つかご紹介しますと、ラスを気にすると尐数精鋭の組織にならないと

 か、ＮＥＤＯで賞与に業績評価を設けていまして、プラス・マイナス15％ぐらいだと記

 憶しておりますが、もう尐し差を大きくしてもいいのではないかとか、国の技術競争力

 の向上とラスパイレスとの関係のあり方についてのコメントをいただいているところで

 ございます。 

 以上、「業務運営の効率化に関する事項」についてご説明申し上げました。 
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○岸部会長 

 いかがでしょうか。この項目について、何か質問等ございましたらどうぞ。 

○渡辺委員 

 これは毎年一緒なのですが、細項目を合計して大項目をＡとするときの細項目のウエイ

トは、全部同じウエイトですか。 

○吉村技術振興課長 

 細項目ごとのウエイトづけは一切ございません。 

○渡辺委員 

 だから、例えば十何項目あったら十何項目の点数で、ウエイトなしで単純合計すること。 

○吉村技術振興課長 

 単純合計する形になります。 

○渡辺委員 

 例えば①の人は67点と書いてあるのは、足し算したということですね。 

○吉村技術振興課長 

 ということです。 

○岸部会長 

 ほか、いかがでしょうか。 

 これも、見れば、確かに大きいのと小さいのが入りまじってはいるのですね。 

○松田委員 

 個別コメントを詳細に書くというのが随所にあるのですが、あれは全体の指定の話で、

ＮＥＤＯとしてそれをやってほしいという話ではなくて、共通の話なのですか。 

 

○吉村技術振興課長 

 全体とおっしゃるのは。 

○松田委員 

 評価点とは違ったことで、もう尐し詳細なコメントを下さいというのが随所にあったの

ですが、各評価対象の事項はすべて同じようなものが入っているのですか。 

○吉村技術振興課長 

 基本的に同じでございます。それはある種、親委員会の工夫でございまして、点数だけ

だと何をいっているかわからないということで、なるべくコメントを各部会から上げて
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もらうようにということを経済産業省の評価委員会からいわれているので、我々もその

指示に基づき、そこのところを周知させていただいているという格好でございます。 

○岸部会長 

 よろしいでしょうか。としますと、「業務運営の効率化」は全員がＡなので、平均する

とＡになってしまうわけですね。 

○吉村技術振興課長 

 そうなのですが、計算式で申し上げますと、ＡＡは５点評価でございますので、満点を

とると、17掛ける５で85点という格好になって、それに対して許容の範囲がございます。

大変小さくて恐縮なのですが、Ａ３の一番下に※があります。ＡＡ５点からＤ１点とい

うことで、ＡＡの場合、90％から100％におさまる場合、Ａが70％から90％、Ｂが50％

から70％と順次なっていくわけです。先生方に点をつけていただいたものの単純合計は、

67点、70点、74点、66点、71点という形になります。これを全部足して人数で割ります

と、どこの範囲に該当するかということで、「業務運営の効率化に関する事項」につい

てはＡの範囲になるという形。したがって、Ａといっても70％からＡＡに近い90％まで

あるのですが、一応これが基準でございますので、この項目は、今の計算式に基づくと

Ａに該当するという格好になるわけでございます。 

○岸部会長 

 この点は67、70、74、66、71点。70をちょっと切れるぐらいか。４点で17だと68点。ち

ょうど真ん中ぐらいのＡですか。 

○吉村技術振興課長 

 そういうことになります。 

○岸部会長 

 ということなのですが、よろしいでしょうか。余り平凡過ぎておもしろくないという気

もないわけではないですが、個々にはＡをつけたり、Ｂをつけたりしてみても、平均す

るとこうなるとなりますね。 

 それでは、「業務運営の効率化」はＡという評定結果にさせていただきます。 

 次は「研究開発関連業務」についてです。 

○吉村技術振興課長 

 「研究開発関連業務」につきましては、Ａ４の横長の34ページからになります。 

 「研究開発関連業務」につきましては、全部で10項目あるわけでございます。10項目で
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比率が40％ということで、他の項目よりも一つ一つの個別項目の重みが大きいといえる

と思います。 

 大きくア、イ、ウ、エと４つに分けております。アのところ、５番目までが研究開発マ

ネジメント、いわゆるＮＥＤＯプロの企画なり評価なりの川上から川下までという形に

なります。イにつきましては、その実施についての評価をいただく。それを、各プロジ

ェクトの特性に応じて、ナショプロ実用化、技術シーズという形で分けたものになって

おります。ウは、産業人材育成の観点でございます。エは、技術経営力の強化に関する

助言についての評価という形になっております。 

 最初からいいますと、34ページ目の研究開発マネジメントの高度化の適切実施でござい

ますが、昨年度との違いとしては、「ＮＥＤＯ研究開発マネジメントガイドライン」を

改訂したことが挙げられるのではないかと思っております。２人がＡＡ、３名がＡでご

ざいます。 

 企画段階におけるマネジメントの高度化につきましては、プロジェクトの重点化、グリ

ーンなりライフに対する重点化、既存事業の強化であります。また、費用対効果なりア

ウトカム目標の明確化、テーマ公募型事業のコストパフォーマンス分析について評価し

ていただいた結果、１人がＢ、４名の方がＡという評価結果でございます。 

 36ページ目の③になります。実施段階におけるマネジメントの高度化ということで、先

だっての説明のところにもありましたが、中間評価の実施によって、一部事業の加速な

り中止を行うということ、それは評価結果をプロジェクトの具体の執行につなげている

ということ、また、不正事業者に対する措置なり処分内容の公表、複数年度契約等をし

ていること、年複数回採択といった制度の高度化を図っていること等が評価の中身にな

っております。また、事業者アンケートについて、96％という肯定的回答を評価いただ

きまして、１人がＡＡ、４名の方がＡという結果でございます。 

 評価段階についてのマネジメントの高度化ということで、37ページ目でございます。追

跡調査の対象事業94本について実施して、上市・製品化やそのコストパフォーマンスを

実際に公表したりしたということで、５名の方全員がＡという評価でございます。 

 次のページ、38ページ目でございます。研究開発に関連いたしまして、社会貢献なり広

報・情報発信についてでございます。各種の媒体、シンポジウム等を通じまして、いろ

いろな広報・情報発信をしているということでございますが、「研究開発関連業務」と

して10項ある中で２つ、ＡＡとＢという形で乖離があるところがございまして、そのう
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ちの一つが情報発信・広報ということでございまして、１人がＡＡ、１人がＢ、残りの

３名の方がＡという評価をいただいているところでございます。 

 次に、41ページに飛んでいただきまして、今度、実施段階はどうだったのかということ

で、最初はナショナルプロジェクトでございます。41ページから42ページにわたりまし

て評価の記述をさせていただいておりますが、新規プロジェクトについてのパブリック

コメントの実施や事後評価の結果が載っておりまして、３名の方がＡ、２人がＢ、平均

するとＡという評価でございます。 

 実用化・企業化促進事業の実施につきましては、おおむね計画どおりではないかという

ことで、３名がＢ、２人がＡということで、平均してＢという評価でございます。 

 技術シーズ育成事業につきましては、若手研究者の対外発信を支援したとか、論文発表

なども評価し、１人がＢ、４名の方がＡということで、平均してＡという評価でござい

ます。 

 人材養成でございますが、44ページ目になります。これにつきましては、大体計画どお

りではないかということで、４名の方がＢ、１名の方がＡという形でございます。 

 「技術経営力」につきましては、44ページ目から45ページ目でございます。助言業務の

回数、研修の実施の有無、公開講座の実施の有無等について評価いただき、ここについ

ては、「研究開発関連業務」では６個あるうちの２つ目のＡＡとＢが併存する項目にな

っております。残りの３名の方がＡという評価でございます。 

 「研究開発関連業務」につきましては以上でございます。 

○岸部会長 

 いかがでしょうか。ご意見、コメント等ございましたらどうぞ。 

 「研究開発関連業務」全体の重みは40％ということで、一番高いメーンのところです。 

○松田委員 

 これは全体のウエイトが40なのですが、メーン業務なのに何で過半いかないのかといつ

 も疑問に思うのです。一番最初と一番最後は40、40と指定されているから、中の配分上

 こうならざるを得ないのですね。そういうことですね。 

○吉村技術振興課長 

 はい。 

○松田委員 

 これはやむを得ない。 
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 ここでもずっと問題になっていますし、産業技術というほかの部会などでも課題が出る

のは、開発までの先行的優位性は日本にあるのだけれども、結局、市場拡大期に振り落

とされてしまう。それがいろいろな分野で出てきているとすると、技術経営も含めてそ

うなのですが、ＮＥＤＯの段階で何か手が打てないのかということです。マーケティン

グというか、市場寄りとか世界の動向寄りのところをきっちりアドバイスできるような

人たちも入れていかないと、その次の成長ステージになかなかつながらないのではない

か、予算を投下してもむだになってしまうのではないかということがあって、私、一番

最後のところはＢとつけました。一つ、非常にいい例だったのは、先々週ですか、北九

州へ行って、水プロジェクトをみてきたのです。日立プラントテクノロジーがやってお

られるのですが、きのうの新聞で、日立プラントテクノロジーのそのシステムを韓国Ｌ

Ｇに100億で売って、なおかつ、そのプロジェクトをＬＧと一緒に世界展開すると。そ

れは真実かどうかわかりませんが、新聞記事としてあった。それを活用できるのは、Ｎ

ＥＤＯとして非常にうれしいことであると同時に、刈り取るのはやはり韓国で、何で日

立が総合力でできないのかと、きょう新聞をみながら、ちょっと腹立たしかったわけで

あります。刈り取ることを日本がいかに実行するのが重要ですが、ＮＥＤＯさんの一つ

の組織上の限界かもわかりません。そこをブレークスルーするというか、どこの省庁も

やっていないところをＮＥＤＯが考えなければいけないのではないかという気がいたし

ました。 

○岸部会長 

 いかがですか。技術は成功、しかしながら商売は海外。これはＮＥＤＯとしての。 

○吉村技術振興課長 

 当然、ＮＥＤＯとして努力しなければいけない部分があると思うのですが、基本的には、

ＮＥＤＯでやった技術開発を、国の施策として国内企業にどのように展開していくのか。

先ほど松田先生がおっしゃったように、ＬＧに売らなくていいのではないかと。しかし、

そういうわけにもいかないところがあって、そこはまさに国の政策として。ＮＥＤＯを

活用しないと、そのシーズも生まれてこないことはご理解いただけると思うのですが、

その先のところは、まさに国の責任の部分が多々あるところであると思います。まさに

ＮＥＤＯの組織上の限界なのですが、では、ＮＥＤＯにどのようなやり方をさせれば、

ＬＧが最終的にとるのではなく、日立なり東芝なり荏原なりがとれるようになるのかと

いうところは大きな検討課題になっていて、それは我が局でも、研究開発小委等を活用
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しながら、今、真剣に議論しているところでございます。私自身も極めてジレンマとい

うか、ストレスフルなところでございますが、では、ＮＥＤＯは何ができるか。ここは

ＮＥＤＯ部会であって、というところが、限界がどうしても出てきてしまうところであ

って、そこは毎回毎回じくじたる思いで、評価を事務的にさせていただいているところ

でございます。 

○末吉委員 

 私、今のお話に全く共感するのですが、2,000億か2,500億のお金を、ＮＥＤＯが自主的

に決めた計画の中でどう使っているかをみようというバウンダリーの非常に狭い話です

よね。それはそれで一つ、評価のあり方としてあるのでしょうが、企業のレベルでいく

と、私の記憶に間違いなければ、例えば、サムスンの今年度のＲ＆Ｄや新しい工場をつ

くるあれは１兆円を超えているのですよ。多分、日本の電機メーカーを全部集めたもの

より多いと思います。そういうのが現実に、研究だけではなくて、工場をつくって、製

品をつくって、ビジネスをとっていく。そういう中にあって、「たかだか」とあえてい

いますが、たかだか2,000億のＮＥＤＯの存在をどうするのかというのは、狭いバウン

ダリーの評価の外側にある非常に大きな疑問点といいますか、何かいいたいという対象

でもあるのですよね。ですから、この評価を求められている機能とその限界をどう認識

して、例えば、来年、評価のあり方について、どのような工夫が必要なのかといった議

論もしていかないとフラストレーションがたまってしまいますよね。この中だけでやっ

て、例えば、先ほどの第１部のところでもおっしゃいましたが、単純に17を掛け算して

いって数字が出てくるわけですが、トータルとしてどうなのだという評価の部分は出て

こない。自動的に計算してＡになってしまうわけです。ですから、その辺の評価といい

ますか、目を向ける対象のところも何か工夫が必要なのかもしれないなという気がしま

す。そういう意味でいけば、ＮＥＤＯの業務計画の見直しにこういう視点を、とかいえ

ないのかという話でもありますよね。 

○松田委員 

 そうですね。計画段階でしょう。 

○末吉委員 

 ええ、そうですね。 

○吉村技術振興課長 

 まさに釈迦に説法でございますが、大きな計画自体は19年度につくったものであって、
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それを、５年ごとの中期計画あるいは中期目標の段階で変えていく。事情の変更等があ

れば、毎年、年度計画をつくりますものですから、その中で適宜アジャストメントする

というのが大きな独法のやり方になっています。100ある独法の中で、ある種、国のガ

バメント・リーチをきかせないという言い方は変なのですが、独立行政法人の自主性に

任せた形でやって、結果だけを問う独法と、毎年の予算なりを通じた形で、ガバメント

・リーチをきかせた方がいい、あるいは役所がそうすべきと考えている独法と大きく２

つに分かれると思っていて、ＮＥＤＯは、どちらかというと後者の範疇に入ると私自身

は理解しているところなのですが、さはさりながら、独法という大きな枠の桎梏を超え

られない状況にある。もしそれを変えるとしたら、100％、我々の意図するところを目

標とするならば、まさに国そのものという格好になるしかないわけであって、そこで、

15年に現在の独法制度ができて以降、先生方のフラストレーションは我々のフラストレ

ーションでもあるというところをある種コンプロマイズしながら、評価をいただいてい

るところです。さはさりながら、毎年の評価の中で工夫できるところがあるのではない

かというところにつきましては真摯に受けとめて、24年度の評価のところで、そのフレ

ームワークの中で、工夫ができるところは可能な限り変えていきたいと思います。 

○中西審議官 

 実は、一個一個のプロジェクトの評価をどうするかというところでも似たような話が出

てきています。最近、国際的なビジネスがいろいろ展開する中で、気がつくと外資系に

買われてしまっていた。国がどこまで、何をやるのですか、となるのですね。これは極

めて難しいところですが、今の目の前のご質問に対しては、私自身もそういう問題意識

はかなり強くもっていまして、例えばということでご紹介させていただくと、22年度は、

プロジェクトを始めるときから国際標準化の出口をちゃんとつくり込んでやっていこう

と。それが実際に具現化するのは数年先ではあるのですが、尐なくとも、そのプロジェ

クトの中で、研究成果として何を期待するのか、さらに、その研究成果がリアルなビジ

ネスにいかにつながっていくのかという意味での出口につなげるという意味で、従来の

特許をしっかりとりましょうということから、今、知的財産の管理・活用ということで、

研究開発の最初のところから標準化を入れていきましょうということに、ＮＥＤＯ自身、

尐し努力をし始めているのかなと。そのときに、例えば、特許の扱い方についてもルー

ルをつくるといってつくっていますが、では、個別の研究開発プロジェクトのときにど

うするのだというのはこれからの話であるのですが、一個一個のプロジェクトがいかに
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世の中にうまく伝わっていくのか。今の松田先生や末吉先生の質問はさらに先の話だと

思うのです。もっと厳しい質問かなと思って聞いているのですが、尐なくともＮＥＤＯ

自身は、そのように視点を移しながらやってきているところはあるのかなと。では、こ

の評価の中で、それをうまく評価できる仕組みになっているか。そこは文字の中で余り

出てきていないので、この書き方をもう尐し工夫するといいと思うのです。よくみれば、

標準化がどうのこうのと書いてあったりするので、やっているというのは書いているつ

もりでしょうが、それが余りうまくＰＲできていないところがあるのかなというのが一

つ。 

 もう一つは、今、吉村課長から申し上げたように、ＮＥＤＯの評価部会のミッションと

して、中期計画があって、それを具体的にどうやってインプリメンテーションしていま

すかというところでの制約がちょっとあって、日本の企業がどういうビジネスを組んで、

ＮＥＤＯの研究支援の結果、それがどうなったのですかというところは範疇を超えると

ころがあって、そういう大きな枠組みではどうしても制約があるというのと、とはいい

つつ、ＮＥＤＯ周りでは一個一個工夫はしていっているというのが現状かなと思ってお

ります。 

 でも、ＮＥＤＯに対して、そういうのをどんどん投げかけて、そういう問題意識をもっ

てくださいといったことをいっていくのが、こういう場の一つのプラスなのかなと考え

ております。 

○渡辺委員 

 各委員のコメントの前に【評価】という欄があって、この【評価】の文章の位置付けは、

事務局原案の評価ということか。 

○吉村技術振興課長 

 いえ、皆様方からいただいたコメントをまとめて書かせていただいたものであります。 

○渡辺委員 

そういう趣旨であれば、39ページの研究開発マネジメントに関するところで、もう尐し

考え直す部分もあるといったことをいっているところがあるので、ちょっと気になった

ということですね。 

 43ページの【評価】のところで、「上記実績については、プレスリリースによる」とあ

りますが、ほかの先生方のコメントも、めり張りをつけろとかいっている面があるので、

評価としてはＡだったとしても、若干前向きの発言等で尐し追加した方がいい。何か表
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面的ではないかなという印象を受けるような気がします。 

○吉村技術振興課長 

 すみません。そこは悩んだのですが、実際、部会でご評価いただいて、これを親委員会

にもっていったときに、ネガティブ意見があってＡとついているのは何事だということ

で、そこでまた矛盾が露呈してしまう。これはあくまでも仮の評価点をつけていただい

た形になっておりますので、そこをそんたくして、Ａとついている場合、ポジティブ意

見をつけないと、Ａであることのレジティマシーがなくなりますので、それをしていた

だいて、かつ、皆様方にどのような意見をいただいているのかということで、【主なコ

メント】というところに書かせていただいたという整理の仕方をしているところでござ

います。いや、【評価】のところにネガティブなところをきちんと入れた上で、こうい

う評価点にすべきだというのは当然ご審議次第と考えております。 

○岸部会長 

 ほか、いかがでしょうか。 

○渡辺委員 

 もう一点、先ほどの実用化される場合の話について。私、宮崎のファースト・ソーラー

というか、昭和シェルのプラントの見学に行かせていただきました。前々からあれをみ

たかったこともあって、ちょうどいい機会だったので、あの大プロジェクトを見学させ

ていただいたのですが、この十何年間ずっとねらってやってきた新しいやり方、オリジ

ナリティーのあるやり方で、なおかつ、出口として１,000億円の投資をする。太陽電池

能力の新しい方式であるけれども、シリコンを含めて、10％の世界シェアをとってしま

うだけの規模である。このデシジョンは、日本の他の企業のデシジョンと違うのですよ

ね。それだけのリスクをあれして、長い研究をして、オリジナリティーを高めて、最後、

出口として大規模投資をする。そういう印象をすごく受けたのですね。 

 一方では、日本の企業のデシジョンメークの小規模化というか、小出しにしかデシジョ

ンができないという問題があって、新しい技術を導入しようとした場合には、どうして

も大きな投資を覚悟せざるを得ないということがあるので、私としては、コメントにも

書いたのですが、ある程度大きそうなプロジェクトに関しては、トップに対して、逃げ

てはだめという会話が上層部であるべきだろうと。ＮＥＤＯの上層部及びＮＥＤＯと連

携している経済産業省の上層部と実施企業の上層部とのコミュニケーション。気になっ

たのは、ＣＴＯインタビューではなくて、ＣＥＯインタビューでしょうというところで、
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これは日ごろの業務改善のあり得る姿として考えてもいいのではないかなと。評価とは

別に、そういうことを感じたわけです。要するに、もう尐し大きいデシジョンができる

ようにするために支援しているのだよと。三菱の飛行機がいいかどうか別ですが、あれ

は三菱一社のプロジェクトで、三菱があれをやめたといったら、これは日本国に対して

つばを吐くみたいになってしまう。でも、あれに似たようなものはあるわけですよね。

ですから、そういう方向で、2,000億円単位でその出口を見つけていくようなプロジェ

クトに対して、そういう真剣なコミットメントがあってもいいのではないかなという気

がいたしました。 

○岸部会長 

 技術の芽を出すのに、ＮＥＤＯは貢献しているかというのがありましたよね。それは両

方うまく組み合わせてやるしかない。 

○渡辺委員 

 経営者のコミットメントが会話として必要なのではないかなと。ＣＴＯレベルで予算の

足しにしているのではだめですよということで、経営の資産にするという覚悟ができて

やっているのでしょうかと。 

○岸部会長 

 宮崎は３年ぐらい前に行ったのですが、今年、非常におもしろかったという話ですね。

あれはＮＥＤＯが幾らぐらい支援したものなのですか。何十億という単位で 

○渡辺委員 

 多分そうだと思います。 

○末吉委員 

 今のお話に全く賛成なのですが、私も３年前に見に行って、そのときに、もっと大型投

資をしてくださいとはっきりいって帰ってきたので、ああいう新聞報道を読んだとき、

非常にうれしかったのですが、今のようなお話は、日本全体がこういう問題をどう考え

るのか。例えば、さっきのサムスンの話は、聞くところによると、韓国の国内競争を排

除しているわけですね。サムスン１社でいこうという国是みたいな方針のもとでやって

いる。では、８社も９社もやっているところがみんな１兆円投資できるのか。そんなこ

とはあり得ないわけです。そうすると、日本が本当に日本企業のことを考えるのであれ

ば、どの程度のＲ＆Ｄや投資でないと競争できないのか、その辺のみきわめをコミュニ

ケーションの中でやる必要があると同時に、国内政策として、そういう場をどのように
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つくってあげるのかですね。「おまえ、ちゃんと投資判断しろ。それは社長の権限と責

任でしょう」といっても、物すごい競争条件の中ではなかなか踏み切れないということ

だってあると思うのですよね。ですから、大型投資が必要になってくるときに、できる

状況を。例えば、普段の中で、民間と政府あるいはＮＥＤＯとの間で、いつもどういう

会話が行われているのかといったことをすごく感じるのです。 

○岸部会長 

 そうはいっても、今、日本の産業競争力は万全とはいいがたいわけですね。どっちかと

いうと押されている。そういう中にあって、ＮＥＤＯは、技術だけにとどまっていると

ころから、実用化や商品化など、もう一歩踏み出せというところでもあるのですかね。

そうすると大型にもっていかないとならないから、ＮＥＤＯは、一方で手がけている要

素技術の集積みたいなものは、ＪＳＴとかどこかに任せた方がいいのですかね。この辺、

いかがでしょうか。 

○谷田部委員 

 ＮＥＤＯの研究成果として、技術としてすぐれたものが出たとしても、そこから先に進

めないというのは随分あるのではないか。実際、幾つか話を聞いたところもあるのです

が、世界的にみてもかなり異質というか、例のないような成果が出ても、では、実際に

それを使うのかということになると、手を挙げる気は全くない。そうすると、では、そ

のまま埋もれさせていいのかということにもなると思うのです。ＮＥＤＯで出た成果を

継続的に維持して、向上させていくような仕組みがないと、せっかくの研究成果が途中

で終わってしまう例も多い。あした役に立つから、企業として取り組むという部分と、

何年、何十年か先に必ず日本のものになるという形でも芽の出ている部分はたくさんあ

ると思うのですが、それは、今の仕組みだと、もう研究開発費はありませんということ

でストップ。だから、ＮＥＤＯとはまた別な、あるいはＮＥＤＯの中にそういうことが

あってもいいのかもしれないのですが、それをうまく救うようなものを考えないと、本

当にみんな一生懸命やったのに、しかも世界に勝てるはずなのに、勝つか負けるかわか

らないうちに終わってしまうことになってしまうと非常に残念だなと思うので、そうい

うものをどうやって救っていけるのかなと。そういうものがたくさんあるので、では、

どれを選ぶのかということも逆にかなり難しいと思うのですが、そういうことがないと、

10年、20年先を考えたときにはあれだし、当然、技術ロードマップみたいなものはある

わけですが、それがシンクロするのかしないのかということも結構。要するに、表に出
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ていることだけで評価している部分と、もっと入り込んで、未来ということも、表には

出てこないけれども、評価しようと思えばできるのですが、今の評価基準では評価にな

らないみたいなことも当然あると思うので、そのあたりをうまく救っていくようなこと

があればいいなと思うのです。当然、ＮＥＤＯの組織としてやっていらっしゃるのです

が、それが表にみえるような形にどんどんなってきたらいいなと思うのです。 

○岸部会長 

 今、どうなのですかね。要素技術は割といいものが出てくる。しかし、実用化しない。

実用化するには、民間が投資してくれるか、アメリカなら軍が投資してくれるのですよ

ね。後者は日本にはないわけですよ。そういうときに、今、民間がへたっているのが問

題なのか、ＮＥＤＯのやり方が悪いのか、この辺がはっきりしないし、2,000億は、多

いようで、企業からみると多い金ではないのですよね。アメリカの研究は軍だけで、こ

としですら７兆ありますからね。そこら辺が難しいのですが、そこで福島さん、ご意見

ありませんか。 

○福島研究開発課長 

 今、研究開発小委員会、審議会で検討していることをご紹介させていただきますと、問

題意識は、今、先生方がおっしゃられたとおりでありまして、2009年度の企業のＲ＆Ｄ

費は12兆円です。国が3.6兆ぐらいです。民間の研究開発費は、リーマンショック前ま

では、景気が悪くても右肩上がりで上がってきたのですが、２年連続で下がってきてい

る。その内容をみると、12兆円のうち、ざっくりいうと、９割が開発の予算になってい

まして、１割が研究の予算。ですから、1.2兆円ぐらいが５年先以上の商品を目指した

研究をしている。 

 一方、国のＲ＆Ｄは3.6兆ぐらいありまして、そのうち企業に回っているのは２千億と

いう金額で、ＮＥＤＯの交付金のほぼ２割の金額が国から企業に行っているという状況

にあります。 

 したがって、民間企業の1.2兆と国の４兆円弱ということでいうと、長期的な研究に対

する費用という意味では、国は結構お金を出していると思います。工場の投資というこ

とになると、これは開発になってきますので、それは専ら企業ですが、国が本来やるべ

き領域としてはどうなのかということでいうと、長期に関しては、国はそれなりに費用

を出していますが、企業に対する予算という意味では、2,000億は多いのか尐ないのか

という議論はあると思います。 



 

- 29 - 

 もう一つ、課題として、企業も国も予算が短期化してきている。もう一つは、重複投資

が多いのではないかという点を議論しております。短期化というのは、企業もそうです

が、国も目先の研究に偏り過ぎていないか。国の研究でも、５年先、６年先に商品にな

るような研究をやり過ぎているのではないかという点と、重複という意味では、企業は、

先ほどいいました同業他社が多いという点もそうですし、国の方も経済産業省と文科省

がありますし、経済産業省の中でもいろいろな課がある。よくみると、重複投資的な研

究開発があるのではないかということで、そういう課題を明確にして、それをどう解決

していくのかというのを今検討しています。 

 その中で、国の役割とＮＥＤＯの役割ということも検討しています。産業政策なのか、

産業技術政策なのかという区分はあると思いますが、それも適切な分業といいますか、

本来あるべき役割は何なのかというのを検討していますので、今、先生方がおっしゃら

れた課題なり懸念は我々も十分認識しております。産業技術政策として、いかにそれを

解決していくかという点につきましては、時間はちょっとかかりますが、まさに今検討

していますので、ということでご紹介させていただきました。 

○岸部会長 

 ありがとうございました。問題の共有はできているようなのですが、また議論すること

にしたいと思います。 

 この項に関してはＡでよろしいですね。全然問題ないですね。ＡＡにはならないし、Ｂ

でもない。ただ、ＡＡとＢがぶつかるところがあるのが気になる。でも、そんなにたく

さんあるわけではないから、そんなに気にすることはないですね。これは難しいのです。

クラウドコンピューティングを始めたとか、研究開発マネジメントを始めたのはいいこ

となのです。ただ、１年目は始めたばかりだから、結果をみないとわからないのではな

いかというところがありますから、私からいうと、よくやったねというとＢぐらいにな

ってしまうのですよ。いや、よく始めたというのでＡＡの人がいるかもしれないですね。

これもやってみると非常に難しい評価だなという気がしていたのです。 

○谷田部委員 

 ちょっと似た意見ですが、実績の示し方として、やりましたということしか出てこない

みたいなところがあるのですが、やってどうなったかという部分が。評価というよりも

実績がもう尐しアピールされるべきだと思うのです。やりましたということが中心にな

っているので、評価も、やったということでしか評価しないみたいなことになってしま
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うところは、もうちょっと踏み込んだ記載というか、アピールがあればまた変わってく

ると思うのです。毎年同じことを聞いていると、ことしもか、という気にどうしてもな

ってしまう部分があるので、だんだん評価しにくくなってくるなという感じもしますね。 

○岸部会長 

 そうなのですよ。同じようなことをやっているのかという気もしますから、最初よりだ

んだん厳しくなったりもしてしまうのですよね。新しいことをやって何が出てきた。実

績も出してもらうにはちょっと時間がかかるなという気があるので、評価は結構難しい。

でも、私は、やったのは悪いことではないという気が非常にしているのですね。 

 それでは、次は「新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等」ということで、時

間が押してきたから、課長、ピッチを上げましょうか。 

○吉村技術振興課長 

 すいません。「新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等」ということで、47ペ

ージでございます。 

 ここにつきましては、項目は５つございます。 

 排出量削減の具体的な取り組みということで、これはまさに実績でありまして、１人が

Ｂで、４名がＡ。 

 ２つ目は「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を行う。」とい

うことで、昨年度の実績ということで、スマートコミュニティ・アライアンスが一つ特

記するところではないかと思いまして挙げております。ＡＡが１人で、Ｂが１人。 

 ３つ目は、国際事業の着実な実施と成果を上げなさいということで、多数の国とのＭＯ

Ｕや９ヵ国の共同事業で２千万トンというところで、これにつきましては、４名がＡ、

１人がＡＡ。 

 50ページになりますが、４つ目は、省エネ・新エネの導入普及の効果的な実施というこ

とで、「再生可能エネルギー白書」が一つ特記として挙がっております。ここにつきま

しては、全員の方がＡという評価。 

 最後は、新エネ・省エネ導入普及事業により、ＣＯ２削減に貢献しなさいということで、

これも、４つ目と同じように、全員の方がＡという形になっております。 

○岸部会長 

 ここのところはいかがでしょうか。国際的その他、一生懸命動いているという評価は十

分あるかなという気もしますが、何なりとどうぞ。全体としてはＡぐらいということな
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のですが、取り組みとしてはそれなりかなという気もしていますが、ご意見がありまし

たらどうぞ。 

 よくやっているからＡだというぐらいでよろしいでしょうか。 

 それでは、次、お願いします。 

○吉村技術振興課長 

 では、次に行かせていただきます。 

 ４の「クレジット取得関連業務」ということで、54ページ目からになります。ここは３

つでございます。一つ目が、クレジット購入契約とクレジット取得でございます。２つ

目が、費用対効果を得るための取り組みを具体的にしていましたかと。３つ目が、事務

効率化に向けた取り組みをしましたかということでございます。 

 一つ目につきましては、ＡＡ、Ａ、Ｂが併存した格好になっております。 

 ２つ目は、全員の方がＡ。 

 ３つ目は、１人を除いて、全員がＡという格好になっております。 

○岸部会長 

 クレジットについて、何かご意見ありましたらどうぞ。 

 幾らかかったのだろう。ＮＥＤＯは500億か。 

○吉村技術振興課長   

凡そ500億です。 

○岸部会長 

 さっきみせていただいたのですが、日本全体で2、3,000億でしたでしょうか。どこかで

１兆と聞いたのですが、それは違うのだと。 

 よくやったでないとＡにならないのですね。淡々とやったというとＢになるけれども、

まあ、しっかりやったと。 

 それでは、しっかりやったということで、クレジットはＡということにさせていただき

ます。 

○吉村技術振興課長 

 最後、58ページ目、「財務内容その他」でございます。ここは15項目ございます。 

 ここにつきましては、昨年の経済産業省評価委員会とＮＥＤＯ部会についてのご紹介を

させていただいて、ご審議いただければと思います。 

 財務内容につきましては、昨年も、当部会におきましてＡをつけていただいて、それを
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もって親委員会に報告しました。そうしたところ、例えば２番目、３番目、４番目は、

部会の委員の方々の専門性で評価点をつけていただいているのだし、独法ごとに業務の

違いがあって、その業務のパフォーマンスはどうかということをみるので、そこは尊重

すべき話であるが、５．の「財務内容の改善」については、経済産業省に11ある独法に

ついて、横ぐし的に財務内容をみる必要があると。当時、他の独法はＢ評価が多かった

ものですから、ＮＥＤＯの財務諸表の中で、例えば経常や最終損益等をみたときに、横

ぐし上、これをＡとつけるのは過大な評価であって、Ｂが適切であるというのが親委員

会の結論でございまして、最終的には、財務内容につきましてはＢという評価になった

わけでございます。 

 先ほど、最初の議題として、ＮＥＤＯの22年度の財務諸表についてのご説明がありまし

た。７勘定中、制度的不可避に発生する基盤技術研究促進事業及び石炭経過業務事業以

外に、昨年度の段階では赤だったものが黒になったという実績報告があったわけでござ

いますが、全体のボリュームからして、基盤技術研究促進事業及び石炭経過業務事業は、

ＮＥＤＯの組織法人としては極めて大きい。その数字自体は、制度的にどうしても赤が

ふえるという格好になってしまう。この状況は21年度も22年度も変わらないということ

で、特段の事情の変更がないという言い方も可能かと思いますが、その中で今年度の評

価をしていただきたいというのが事務局からのお願いでございます。 

○岸部会長 

 そういうバックグラウンドがありますが、私、出ていて、淡々とやったのならＢでしょ

うといわれるのです。でも、末吉委員がさっきいわれたように、財務諸表をみても経営

とかなんとかわからない。これは家計簿に近いのだからといえばＢになる。間違いがな

ければＢでいいのかというのもないわけではないのですね。 

 いかがでしょうか。 

○松田委員 

 一番最初の「業務の効率化」の問題が決算の方に出てくる。効率化が出てくる結果が財

務諸表なので、そちらがよくても、財務諸表の方は別によくないではないかという考え

もあるわけですが、尐なくとも一般管理費の削減は、ほかの機構と比べても相当努力し

てやっているのは確かです。一番最初の「業務の効率化」でよければ、後ろの方もよく

していいのではないかという考え方が一つあるのと、もう一つは、ここは私もどうして

もＢをつけざるを得ないところがあります。赤字を出している部門について、回収努力
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していますが、109件の調査をしました。でも、69件から900万円だけですというのが出

てきます。民間企業では考えられない。69件から900万ということは１件幾らだったの

かと考えると、これは調査コストの方がかかっているのではないか。そうすると早く整

理した方がいいのですが、整理はできません。ＮＥＤＯの責任ではないのですが。しか

し、回収努力をやっておかないと、またクレームをつけられてしまうという矛盾があり

ます。この結果が財務の方にどうしても入ってくるということで、今のような、一生懸

命やっているけれども、Ｂという評価にならざるを得ない。我々評価委員としては、努

力の限界がある案件については、事業譲渡も含めて、国として早く整理してくださいと

思わざるをえない。ＮＥＤＯだけに責任を押しつける矛盾を感じます。 

○岸部会長 

 今のご意見からすると、５番目の項目が20％というのは、軌道に乗った段階では必要な

いのですね。 

○吉村技術振興課長 

 そこの配分割合の経緯を申し上げますと、平成15年当時、始めたときは、ここは10％だ

ったのですね。逆に上げられてしまったというところがある。もう一つあるのは、それ

は別にＮＥＤＯ部会のみならず、他の部会の方々も、この財務内容についてはご関心事

項でありまして、昨年の親委員会のときに、では、ここでＡをつけるにはどうしたらい

いのでしょうかと、逆にハウツーを聞かれる先生もいて、それに対して委員長の答えは、

例えば特許料収入が格段に向上したといった点をここで評価してください、人件費など

の管理コストの削減は、最初の「業務の効率化」の方でみてくださいと。とすると、い

や、だって、ここはダブルで入っていますからと。タブルで入っているというのはもと

もと入っていた話であるわけです。 

 結論から申し上げれば、そういう経緯を踏まえれば、今年度はこういう形にしましたが、

来年度あるいは25年度からＮＥＤＯの第３期中期計画が入るわけでありまして、最初の

出だしのところから、フレームワークとして、基盤促進の400億円近い赤字や石炭の制

度は評価軸なり評価項目から外して検討すべしと指示してもらうように、経済産業省の

本体なり総務省に事務的にも申し入れをしていくという格好にせざるを得ないと思うの

です。 

 そのときに総務省の抗弁の仕方として、ＮＥＤＯの事情はわかったけれども、ほかの独

法も諸事情を抱えているのが予想されていて、収拾がつかなくなるから統一的だという
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言い方がされると思うのですが、独法が百幾つある中で、一つの制度で統一されている

というところの弊害だと思っていまして、特に研究開発独法を中心に、評価のあり方あ

るいはガバナンスのあり方ということで、今の独通法で５、６年走ってきたものの弊害

を反省して、そのどんがらというか、フレームワーク自体を変えてしまうのも政府部内

で検討されておりますので、そういうものを踏まえながら、ＮＥＤＯの立ち位置という

か、あり得べきところを探して、それにふさわしい評価を検討していかなければいけな

いと思っております。 

○岸部会長 

 研究開発独法がやるというのはどうなってしまったのですか。 

○中西審議官 

 現在、政府全体としても検討はしているのですが、研究開発独法だけに走るのはだめで

すよと。政府全体の独法見直しのスケジュールに合わせるという形で、ちょっとお休み

状態になっていまして、全体が動けば、その中で、研究開発独法だけ、ちょっと違う形

の評価なり設定などをやりながら運営させるべきではないかという議論になっていくこ

とを今期待しているという状況ですね。 

○岸部会長 

 ありがとうございました。 

○渡辺委員 

 感想ですが、ＮＥＤＯのいろいろな制度の中で、基盤促進の出資を受けて、経費で委託

するというお金の流れそのものがいじけているのと、もう一つは、成功報酬をねらって

いること自体に違和感が物すごくあるのですよね。今まで、そういうことで成功したも

のはない。成功報酬を期待してやるのだったら、それはリスクマネーとしてきちっとや

らなければいけないのであって、それは一つのファイナンスだ、補助金ではないのだと

いうところが不明確になるのですよね。だから、これを読んで、ＮＥＤＯさんのものを

評価していて、これだけ変だということですごくいらいらするのですね。だから財務も

変になってしまう。財務が変になるだけならいいのですが、やっていること自体がおか

しい。私、質問しましたが、100件も調査して900万しか回収できない。調査コストはど

うするのだと。先ほどのお話と同じように、いろいろ文句が出てくるような制度なので

すね。だから、評価委員会としては、ＮＥＤＯを評価しているわけで、政策を評価する

わけではないから、範囲外であるかもしれないですが、評価委員会の委員の意見として、
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政策もおかしいよといってもいいのではないかなと思って書かせていただいたのです。 

○岸部会長 

 ありがとうございました。 

 皆さんのご意見なのですが、ＮＥＤＯは、今の範疇では、ある意味ではしっかりやって

いるのは大体お認めいただいていると思います。しかしながら、日本の国際競争力を考

えたときに、本当に十分かといわれると、ＮＥＤＯだけの責任ではないですが、尐し考

えるところが必要なのだろうということかなと考えております。特に大事なのは、第２

項の「研究開発関連業務」で、いい技術は出てきているけれども、実用化でおくれをと

るという、日本でよくいわれる事態が起きていることの注意ですね。ただし、福島課長

の話だと、研究費は民間が1.2兆、国が3.6兆ということで、これは結構多いと考えてい

いのですかね。 

○福島研究開発課長 

 長期的なところに対する研究はそうですね。 

○岸部会長 

 しかし、国が民間に流しているのは、ＮＥＤＯの2,000億ぐらいしかないと。 

○福島研究開発課長 

 そうです。 

○岸部会長 

 これは尐ないですか。 

○福島研究開発課長 

 いや、尐ないか多いかの判断はなかなか難しいのですが、余り多いとはいえないですね。 

○岸部会長 

 軍事研究のない国だから、尐ないような気もするのです。私、軍事研究をやれといって

いるわけではないのですが、イギリスでも軍事研究は5,500億ですね。日本の防衛庁の

予算は1,800億ぐらいですね。だから日本は、初期調達など、本当にうまくいっていな

いのですよ。アメリカ人にいわせると、軍事研究がないのだから、日本にベンチャーな

んかできるわけないだろうというのですね。 

 それは別の話として、そのようなご意見だということ。 

 ３番目の新エネ・省エネは、国際を含めて、それなりにおもしろい芽は出ている。クレ

ジットはしっかりやっている。５番目は、評点は大きいけれども、「業務の効率化」と
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連動したようなところがあるという見方でとらえないといけないということなのでしょ

うか。全体としては、評価のあり方は、尐し研究開発動向として考えた方がいいのでは

ないかというご意見かと思います。 

 それでは、それをまとめてＮＥＤＯに報告するわけですが、最後に、各先生、一つＮＥ

ＤＯにずばっとご意見をお願いしたいと思います。 

○吉村技術振興課長 

 すみません。確認ですが、最後の財務内容については、Ｂということでよろしゅうござ

いますか。私が聞いてはいけないので、確認なのですが。 

○岸部会長 

 Ａではないですか。 

○吉村技術振興課長 

 わかりました。 

○岸部会長 

 また文句をいわれるとＢになったりして。 

○末吉委員 

 今の財務のところでちょっと感じるのですが、もちろん、独法のこういう評価が入った

バックグラウンドがあるのだろうと思いますが、親委員会のＢしかないのではないかと

いう言い方は、ＡとかＡＡはあり得ないと。では、本当に財務の改善ができるようなフ

リーハンドを独法に与えているのかと。さっきのようなお話を聞くと、裁量がないとこ

ろに対して、よくやっているのか、やっていないのかを評価すること自体が矛盾だと私

は思うのですよ。ですから、財務なら財務で、もっと裁量をきかせれば変化が出るよう

なところを評価の対象にして、それはどうしているのだと。だれがみても数字のごまか

しができないようなところは、徳本さんには悪いけれども、監査や監査法人がしっかり

みてくれといった仕分けや仕組みをしないといけない。やはり裁量あるところに責任あ

りきですよ。権限あるところに責任ありきです。 

○吉村技術振興課長 

 おっしゃることはごもっともで、親委員会に対して、いかなるエクスプラネーションを

しようかというところは、当日、部会長はご欠席で、渡辺先生にお願いしているのです

が、親委員会をシミュレーションしますと、去年、おれたち、Ｂにしたではないかとい

う言い方を必ずされるわけですよね。それに対して、いや、部会としては昨年もＡで、
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ことしもＡだとご主張されるということでよろしいでしょうか。私がクラリフィケーシ

ョンするのはおかしいのですが。 

○岸部会長 

 全体の「業務の効率化」とあわせて財務を考えるとＡだという意見があって、これはま

ともであるとかなんとかいっておいたらいいです。 

 それと、だれがいったのか知らないですが、特許料などが入ったら、「財務内容の改

善」に入れればいいというのは間違いなのですよ。それは本当は「研究開発関連業務」

なのですよ。そこら辺も、親委員会は本当に物がわかっていっているのかどうかという

気もしますよね。 

 ああ、そうか。ここだけ突出すると、課長も説明に困ってしまうわけですね。 

○吉村技術振興課長 

 いや、私は事務局でいいのですが。 

○岸部会長 

 渡辺さん、どうも申しわけありません。 

○吉村技術振興課長 

 そこはまさに部会の総意でございますので、私がいうべき話ではないのですが、去年、

このような議論があったということを踏まえてご議論いただきたいとお願いするのが私

に課せられた役目だろうと思っています。 

○岸部会長 

 わかりました。 

 では、そこのところは一つよろしくお願いしたいと思います。 

 最後のまとめで、全体としてＡと評価するということも問題ございませんね。最後はＢ

になっても、そこは変わらないだろうということになるかと思います。 

 それでは、ＮＥＤＯの総合評価は今のでよろしいでしょうか。ちょっと慌ただしく話を

してしまいましたが、全部Ａで、総合評価もＡということになります。ただ、今あった

財務運営が親委員会で出てきたときは、そういうことでお答えいただいて、それでもだ

めだといわれたら、親委員会が決めることですから、だめなのですよね。 

 それでは、ＮＥＤＯの方に入室をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○吉村技術振興課長 
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 今、呼びに行っています。 

     （ＮＥＤＯ入室） 

○岸部会長 

 それでは、「平成22年度業務実績評価」の評価結果について発表させていただきたいと

思います。 

 この結果としては、各項目ごとに、「業務運営の効率化」に関してはＡ。人件費を削減

したり、クラウドコンピューティングを導入したり、開発のマネジメントを導入すると

いうことで、ある種の変化を先導しているということで、Ａの評価ということになって

おります。 

 「研究開発関連業務」に関しては、これは非常に大事だということで、委員の先生方か

ら、これの全体の割合が40％というのは低いのではないかというご指摘もありますが、

問題点もございます。それは、日本の産業競争力の向上はどうも十分でないと。しかし、

ＮＥＤＯのやっている産業技術は割と先導しているけれども、システム化や商品化は海

外で起こることが今も続いている状況にあるのではないかということも含めて、配慮し

なければならない。しかし、今の枠組みの中でのＮＥＤＯの実績としてはＡと評価され

るというのが結論です。 

 ３番目の新エネルギー・省エネルギーに関しては、国際を含めて、非常に興味あるとい

うか、有意義だと思われる取り組みを始めてきたのは評価できると思います。ただ、取

り組みを始めたことと実績につながったかというところで、尐し眺めてみなければなら

ないという言い方ができるかと思います。震災以降、最も大事な新エネルギー・省エネ

ルギーの話なのですが、十分取り組んできたし、昨年度も取り組んだということで、Ａ

ということになっております。 

 クレジットの取得は、淡々とやったということだとＢなのですが、非常に手際よく、よ

くやったということで、Ａでいいのではないかということになっております。 

 財務内容も、淡々としっかりやったということだとＢなのですが、商売をしているわけ

ではないので、「業務の効率化」と連動していると考えるならば、非常によくやったと

いうことでＡということで、これを全部合わせて、総合的にＡという判定になっており

ます。 

 私、この中で自分の意見も若干述べたかと思いますが、最も大事なのは、グローバルな

時代において、本当の国際競争力をもつためのＮＥＤＯの役割ということで、皆さんも、
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産業技術政策そのものにもっと深入りするというか、連動したところを求めているなと

いう気がいたしている次第です。 

 そういうことなのですが、時間も押しておりますので、各委員から一言ずつご意見を承

って、ＮＥＤＯからもし回答があればいただきますし、感想をお聞きするという形にし

たいと思います。 

 それでは、末吉委員から。 

○末吉委員 

 どうも１年間お疲れさまでした。ご努力に対して感謝申し上げます。 

 改めていうまでもなく、今、気候変動とエネルギーの時代に入ったというのが世界の流

れです。エネルギーの最先端部分を担当されるのがＮＥＤＯであるという認識であれば、

責任が非常に重くなってきたと思います。もっと単純にいえば、日本にＮＥＤＯがあっ

てよかったね、ＮＥＤＯは頼りになっているよ、ＮＥＤＯに任せているから安心だとい

う気持ちが我々国民の中に生まれれば、こんないいことはないのではないかと思ってお

ります。ですから、ますますのご努力を期待して申し上げております。 

 どうもありがとうございました。 

○松田委員 

 ２つのポイントを申し上げたいと思います。一つは、先ほど、評価のウエイトの問題が

出たのですが、財務のところについて幾ら努力といっても、大変な事業を負担している

箇所のウエイトがこんなに高くては問題です。本来、Ｒ＆Ｄ戦略の民間投資助成がＮＥ

ＤＯの役割だろうと考えたときに、国としてのＲ＆Ｄ戦略が何か、Ｒ＆Ｄ管理にポイン

トがあるのか、国の政策がはっきりしていません。我々は攻めの方を中心にＮＥＤＯ評

価を考えているのですが、必ずしもそうではない部分が出ている。これがウエイトのつ

け方の疑問にも関係しています。 

        次に、幾らＲ＆Ｄに国家予算をつぎ込んでも成果として刈り取る方がなければいけない。

このアウトカムを追いかけて評価する必要がある。評価のスパンをもう尐し長く考える

必要がある。日本を余り悲観的に見てはいけませんが、２けた成長ができるような国力

はないわけです。海外の成長ゾーンをうまく活用しながら、ＮＥＤＯの役割の中でどこ

まで関係しながら、日本と日本の企業の収益モデルの構築を実行していくのかというこ

とが今まさに問われているのだろうと思います。開発から事業の成功まで、川上から川

下までのバリューチェーンの中で、民間活力を導入しながら、川上から川下に軸足を尐
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し移して、なおかつ、川上をないがしろにしないという非常に難しいかじ取りをＮＥＤ

Ｏが今迫られているのだろうと思って評価いたしました。 

 どうもありがとうございました。 

○谷田部委員 

     コメントにもいろいろ書かせていただいたのですが、研究開発の内容そのものが世の中

にどれだけわかってもらえるのかというところがすごく大事だと思いますが、実際、い

ろいろなことをやっていて、やっている方々だけではわからないことも多いと思うので

すよ。それを客観的にみて、どういうことなのかということをうまく説明できるかどう

かはかなり難しいことだと思うのです。そういう努力もされてきているのですが、何か

村的な感じで、技術者の方々は理解できているけれども、経営者の方は全く理解してい

ないみたいなことも当然あって、実用化できないということも出てくると思うので、国

民だけではなくて、技術開発しているグループの外側にいかにうまく発信していけるか

というか、理解してもらえるかということだと思うのです。ただ単にデータをみせてい

るだけでは成り立たなくて、そのデータのもっている意味みたいなことを、「なるほ

ど」と思わせるような形で表現できなくてはだめだと思うのですね。実際、そういった

マネジメントもいろいろされているわけですが、何かしましたというだけではなくて、

こうしたらこうなったという実績の部分がもうちょっとはっきり出てくれば、評価もも

っとしやすいかなと思うのです。私はメディアにいるのですが、メディアでも、正しい

情報をわかりやすく伝えるのは日々うまくいかないことが多いので、専門でない方がそ

ういうことをするのはより難しいとは思うのですが、そこは本当に大事だと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○渡辺委員 

  ＮＥＤＯの業務としては非常に頑張ってやっているということで、現場の技術力はそれ

なりに高くなって、モラルも高いと感じておりますが、一方で、日本の産業の競争力の

地盤沈下が目に映ってしまう中で、先だって出張でみさせていただいた、ＮＥＤＯがか

なりリスクテークして支援してきたプロジェクトがああいう格好で花開いて、1,000億

円の投資で、新しい仕組みでの太陽電池という出口を出していくようなことがもっとあ

ってもいいのではないかなと。それを考え直してみると、あれはやや外資系的発想の経

営戦略なのですね。ＮＥＤＯの仕事ではないかもしれないですが、ある程度大きい案件

で、大企業のドメインの事業であるならば、本気でやるのですかとか、ＣＥＯとコミュ
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ニケーションをきちっとやっていく必要があるのではないか。事業ドメインが全然違っ

ていて、ちょこっとだけやるというのはそう多くはやらないと思いますが、エネファー

ムでもそうですが、メーンでやるのだったら、きちっとやろうよ、かつ、グローバルで

やろうよと経営者にいうことが技術者に対する励みにもなるし、出口の近道にもなる。

政府が企業に何かいうのはおこがましい話かもしれませんが、日本の企業がそのように

リスクテークをやっているならいいのですが、やっていない部分があるので、そういう

ことも必要なのかなと感じております。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。今の大型に実用化を考えたというのは、先ほど私、説明をち 

ょっと忘れてしまったようなのですが、今、渡辺先生につけ加えていただいたので、一

つそこも考えてください。 

  本当にエネルギーが重要な時期になったので、ＮＥＤＯの役割・責任は重大になったと

いう言い方ができるかと思います。 

これで評価の結果を一通り発表させていただきましたので、それを受けて、ＮＥＤＯか

ら一言ございましたら、よろしくお願いします。 

○福水副理事長 

 お暑い中、また、短時間でいろいろご議論いただきまして、ありがとうございます。 

      先生方には何回もやっていただいているので、我々の仕事もご理解いただいていて、非

常に喜んでいるところでありますが、震災が起こって、今後、日本はどうなっていくか

という非常に大事な時期に来ています。日本の競争力のために、エネルギー技術開発の

管理化や戦略化などをトップでもっとやっていかなければいかんとか、私どもの理事長

がいつも申していることを、改めて委員の先生方からご指摘いただいたと認識しており

まして、今年度、来年度、さらにやっていくに当たっては、きょう、審議官もおいでで

すが、役所と十分連携しながら、独法としてできるところで、戦略の分野に踏み込んで

やっていきたいと思っていますので、引き続きのご指導、ご鞭撻、よろしくお願いした

いと思います。 

 ありがとうございました。 

○岸部会長 

 それでは、最後の議題である「ＮＥＤＯの業務方法書の改正（案）について」、事務局よ

りお願いします。 
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○吉村技術振興課長 

 手短にご説明申し上げます。資料５－１と５－２でございます。 

 ６月22日に福祉用具法が改正されております。この関係で、業務方法書について条ずれ

が生じておりますので、その条ずれのみを改正するものでございますが、業方書の改正

になりますものですから、独通法に基づきまして、評価委員会の意見を聞くというもの

でございます。 

○岸部会長 

 ありがとうございました。 

 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。 

 事務局より連絡があったら、よろしくお願いします。 

○吉村技術振興課長 

 本日の議事録につきましては、簡単なものは事務局の責任で公表しますが、細かいバー

ジョンにつきましては、各先生方にご確認いただいた後、公開するので、ご確認いただ

ければと思っております。 

 また、本日の資料につきましては、前回同様、宅配させていただきますので、そのまま

お席に置いていただいて結構でございます。 

○岸部会長 

 どうもありがとうございました。 

 渡辺先生、よろしくお願いします。 

○渡辺委員 

 はい。 

                                                                ──了── 

 


