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独立行政法人評価委員会産業技術分科会

第２５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２４年６月１４日（木） １０：００～１２：００

２．場 所 経済産業省別館５階 ５１３共用会議室

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部会における平成２３年

度業務実績について

（３）その他

出席委員

岸部会長、石谷委員、末吉委員、松田委員、谷田部委員、渡辺委員

議事次第

○岸部会長

おはようございます。部会長を仰せつかっている岸です。

それでは、定刻となりましたので、ただいまより第 25 回の独立行政法人、NEDO

でいきましょうね、開催したいと思います。

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

皆様、おはようございます。今般も NEDO の部会ということで、23 年の実績とい

うことで、いろいろと作業をお願いすると思います。独立行政法人をめぐっては、世

の中の流れとか、事務的にはまた御説明があるかと思いますが、独法化のいろいろな

議論が決着し、少しずつ動いているということでございますが、23 年度の評価という

ことで、それに、新しい体制に向けた一つの礎にもなるものだと期待しておりますの

で、引き続きよろしくお願いいたします。

○岸部会長
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ありがとうございました。

独法もいろいろ動いているようですが、審議官の言われるように、いい方向に動い

てくれることを期待したいと思います。

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いたします。

○藤原技術振興課長

それでは、事務局より配付資料の確認をさせていただきます。

１枚目に議事次第がございますが、その後に資料 1 ということで、親々委員会にな

りますが、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会からの評価の視点というペー

パーでございます。

資料 2 でございますが、同じ委員会分科会から、具体的取組についてという資料で

ございます。

資料 3-1 でございますが、経産省所管独立行政法人の業務実績評価の基本方針でご

ざいます。それの別添になりますが、資料 3-2 ということで、（記載例）と書かれてい

る横長の A4 の資料でございます。

資料 4-1 は、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会委員長からございました、

平成 22 年度における実績評価結果についての意見ということでございます。資料 4-2

がそれの関連資料でございまして、会計検査院関係の資料になっております。

資料 5-1 でございますが、これが本日メーンで御審議いただく資料ですが、NEDO

の業務実績の評価基準（案）でございます。関連資料で、資料 5-2、配点の比率の変

更についてという資料でございます。

資料 5-3、こちらもメーンの資料になりますが、実際に皆様に記入いただく評価シ

ートと言われるものでございますが、横長 A4 の資料でございます。その新旧対照で

まとめさせていただいたものが資料 5-4、同じく A4 横の資料です。

資料 6-1 がスケジュールということで、当課の資料になります。資料 6-2 でござい

ますが、あわせてお礼を申し上げたいのですが、現地調査結果ということで、先月末

から先週まで、計３ヵ所でございますが、NEDO による支援の現場を、例年どおりた

くさんの委員の方々に御訪問いただきました。その際いただきました講評も右のほう

に書かせていただいておりますが、大変サポーティブな、力強いコメントを多々ちょ

うだいいたしました。本当にありがとうございました。

それから、資料 7-1 でございますが、NEDO の平成 23 年度の主な取組ということ
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で、こちらからは NEDO から提出されております資料になります。23 年度のハイラ

イトということです。資料 7-2 が、例年つくっていただいております 23 年度の実績概

要（総括資料）でございます。資料 7-3 が（ご説明資料）ということで、少し厚くな

っておりますが、これも NEDO からの資料でございます。資料 7-4、冊子のようにか

なり分厚くなっておりますが、23 年度の実績ということで、これが本体の資料でござ

います。

資料 8 が、NEDO の監事から後ほど御説明があると思いますが、監事監査の実施状

況についてという資料です。

資料 9、こちらも NEDO のクレジットになっておりますが、議題の３番目になりま

すが、最後に御議論いただきます役員報酬規程の改正という資料でございます。

参考資料が２つございまして、一つが NEDO 部会の委員名簿。参考資料 2 が一昨年

の年末に決定されました独法の見直しの基本方針、閣議決定文書でございます。

それから、NEDO からパンフレットをちょうだいしております。2012 年度のアニ

ュアルレポート、それから、非常にこれは重要なドキュメントだと思いますが、実用

化ドキュメントということで、各企業の実用化の取り組みをまとめたものをちょうだ

いしております。

以上でございますが、不足等がございましたら挙手をいただければ幸いです。

よろしいでしょうか。

○岸部会長

よろしいでしょうか。

それでは、議事次第に従い、最初の議題に入りたいと思います。

まず、事務局から説明をお願いしたいと思います。藤原課長、お願いします。

○藤原技術振興課長

技術振興課長の藤原でございます。議題１．ということで、私どもの評価基準の案、

それからスケジュールにつきまして御説明をさせていただければと思います。

まず資料 1 でございますが、これが政府全体としてのすべての独法に対する評価方

針ということになっております。御案内のとおり、本日、皆様には、昨年度、23 年度

の NEDO の業績を評価いただくための当部会の基準案を御審議、御決定いただくわけ

ですが、その前に、例年どおりでございますが、制度全体の状況とか経産省全体の状

況を、若干お時間をいただきまして御説明をさせていただきたいと思います。
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資料 1 でございますが、これは総務省の、先ほど申し上げたように、この部会の親々

委員会で、政策評価・独立行政法人評価委員会でございますが、一昨年の 5 月に示さ

れた資料ですので、昨年も同じ資料を御説明させていただきました。そういう意味で

簡単に眺めていただければと思いますが、1 ページの第 1 というところに基本的な視

点が書いてあります。政策目的を踏まえているか、それから、効率性向上、国民への

サービス向上を志向しているか、国民の理解を深めることを志向しているかなどのポ

イントが書かれております。

1 ページ目の下から、第 2 として個別の視点でございますが、項目のみご覧いただ

ければと思いますが、次のページ、政府方針の遵守、それから財務状況、次のページ

で、保有資産の管理が適切か、それから、4 ページになりますが、適切な人件費の管

理、それから契約管理がなされているか、次のページに移りますと、内部統制、関連

法人への支出もございますが、内部統制の議論等々、こういう取り組みがきちんと評

価できているかということが挙げられております。

資料 1 の評価の視点に基づきまして、特に 23 年度について各独法を具体的にどう評

価するか、その留意点等をガイドさせていただいておりますのが資料 2 になります。

後ろのほうに新旧対照表をつけておりますので、ご覧いただければと思いますが、第

1 の基本的な視点関係のところに書いてある幾つかの点でございます。適切な指標や

過去の実績、そのあたりがキーワードだと思いますが、そういうものに基づく評価、

判断ができているか。それから、評価プロセス、結果のわかりやすさということも書

かれております。それから、被災者支援等との関係、23 年度は特にその辺を留意すべ

き点ということで書いてございます。

それから、第 2 のところでございますが、これも一昨年 12 月の、先ほど御紹介しま

した参考資料 2 でございますが、独法の見直し基本方針などの重要な政府文書への対

応もなされているか。その中に、後ほど申し上げますが、22 年度、前回の業績評価で

NEDO について指摘を受けている部分もございます。こういうものをちゃんと踏まえ

て評価しているかということもポイントの一つとされております。そのほか、詳細は

省略いたしますが、行革実行本部、あるいは会計検査院からの御指摘というものを踏

まえた項目の追加が幾つかございます。これらの内容が、後ほど出てまいります経産

省の評価シート等に反映されているわけでございます。

続きまして、これらを受けまして資料 3-1 でございますが、今度は経産省全体の評
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価方式でございます。これも基本的には毎年一緒でございますが、国民へのサービス、

業務効率化、財務内容という３本立てで評価することになっております。

昨年のものとほとんど変わっていないのですが、１点だけ細かい点がございまして、

順番が変わっております。昨年まで最初にきていました業務効率化が２番目に落ちま

して、ことしは国民へのサービスというのが、入れかわって１番目に位置しておりま

す。その点だけで、配点とか、AA から D までの５段階評価でやっていただく話とか、

そのあたりは全く変更ございません。

それから、資料 3-2、当省が作成いたしました 23 年度用の評価シートでございます。

これも例年をベースにしておりますが、幾つか申し上げますと、例えば 3 ページをご

覧いただきますと黒丸で書いているところがございます。被災者支援ですとか、下の

ほうに評価指標、過去の実績、先ほど資料 2 で幾つかございました、今年度はここを

注意しろという政府全体の留意点というものを受けて、経産省のほうもそういうとこ

ろを追加して評価していただくという形になっております。

それから、9 ページのあたりからご覧いただければと思いますが、業務運営効率化

の項目以降たびたび出てくるのですが、左側に【必須】というマークがございます。

必須と書かれている項目が幾つか出てまいりますが、これらにつきましては、実際に

委員の皆様方が NEDO についてこれから評価シートに記入いただく際に、定性的なコ

メントを求められている、そういう記述が必要になる部分でございまして、これは、

後ほどまた御説明しますが、別シートに書いていただくことになりますので、御承知

おきいただければと思います。

それから、資料 5 に行く前にもう一つ留意点がございます。資料 4-1 でございます。

先ほども申し上げましたが、22 年度に評価委員会から指摘を受けた部分でございます。

ずっと総論がありますが、NEDO につきましては 6/11 というページに２点、指摘事

項がございます。これはいずれも会計検査院から指摘があった点でありまして、公表

されている点ですが、詳細は資料 4-2 をご覧いただければと思います。

１点目は、自己収入と書いてありますが、毎年、一般論として独法は運営費交付金

の予算要求をするのですが、その額を算定する際に、自己で稼いだもの、自己収入分

は控除して算定することになっているのですが、NEDO は若干自己収入の算定を過小

に行っているのではないかという議論でございます。

具体的には事例 1 でございますが、14 ページと書いてありますが、資料 4-2 の 3 ペ
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ージ目をご覧いただければと思いますが、交付金を預金した際の利息収入が見込み以

上に実際には大きく膨らんでしまっているという点でございます。原因は２点ほどあ

るようですが、普通預金ではなくて定期預金で運用していたとか、当該年度の交付金

の未使用分のみならず、前年度からの繰越分を含めて運用しているということで、若

干見込みの算定と実態が違っているという話でございまして、一つの紹介事項という

ことで会計検査院からこういう形で指摘があったわけでございます。

NEDO にしてみれば、自己収入をできるだけふやすということは財政的には貢献す

る部分もあるわけで、全てを否定される話ではないと思うのですが、見込みベースの

申告と実態が異なっているという御指摘だと思います。既に 24 年度要求から、この点

は NEDO のほうでも改善いただいていると聞いております。

それから、もう一つの指摘事項ですが、これは 18 年度に行われた一つの事業でござ

います。地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業ということで、提案公募の一事

業だと聞いておりますが、事業者からの、具体的には 2,700 万円程度でございますが、

過大請求があって、NEDO が過払いしているという指摘でございます。この点につき

ましても、既に NEDO から事業者に返還請求しているということで、内部の検査マニ

ュアル等の見直しも適切に行ったと聞いておりますが、この２点、会計検査院からの

公表資料に記述があったということだと思いますが、一応明確に、今回も留意して評

価を行ってほしいという要請がございます。

今まで御説明してまいりましたすべての資料、要素を反映いたしまして、もちろん

昨年のものをベースにしながらでございますが、今回、NEDO の 23 年度業績評価用

にリバイスさせていただいたものが資料 5-1 という資料でございます。また、これを

ブレークダウンして評価シートという形に落としましたのが資料 5-3 ということで、

これがメーンの資料でございますが、5-1 の資料は昨年の評価基準とほとんど変更は

ございません。１点だけ、2 ページに項目ごとに配点がございます。評価項目ごとに

配分される比率ということで、現在、赤字で 50 とか、15 とか書いてあるのですが、

この部分を変更させていただきたいと考えております。

具体的には資料 5-2 をご覧いただければと思いますが、今回の中期計画上は、23 年

度は４年目に当たるわけですが、これまでの３年間は、a)、b)、c)と書かれております

が、研究開発関連業務は 40％の割合、新エネ・省エネ導入普及関連業務が 15％、ク

レジット取得関連業務が 5％という配点で皆様に御評価いただいてきたわけですが、
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これを今年度から、50％、5％、5％と変更させていただきたいと考えております。要

するに新エネ・省エネ導入普及関係の評価のウエートを落としていくということでご

ざいますが、誤解いただきたくないのは、さまざまなエネルギー関連のプロジェクト、

CCS とか、そのあたりはすべて、上の研究開発プロジェクトのほうで明確に評価いた

だくということでございます。

新エネ・省エネ導入普及関連というのは、下にグラフをつけさせていただいており

ますが、そもそも事業仕分けの影響を受けまして 23 年度から相当ウエートを落として

いる。具体的には、省エネ補助金を初めとするエネルギー関連の導入普及経費は、一

番下の表を見ていただきますと、ほぼゼロに近い形になっているということでござい

ます。

ただ、前年度からの繰越執行分もございますので、いきなり 15％を 0％というわけ

にはいかないと思いますが、NEDO 全体の事業に占めるこの部分のウエートというも

のは極めて低下しておりますので、後に参考資料もつけさせていただいておりますが、

NEDO の計画自体でもこの部分の記述は相当縮小して書いていただいております。そ

んなこともございますので、この部分につきましては明確にウエートを落とした評価

を今年度からお願いできればと思っております。後ほど御審議をいただければ幸いで

ございます。

資料 5-3 でございますが、評価シートにつきましては余りございませんが、皆様に

実際に御記入いただきやすいよう、後ほど御説明いただきます NEDO の資料の該当個

所、真ん中より右側に、総括資料、説明資料と書いてございますが、該当個所が参照

できるようにしております。

それから、先ほど申し上げましたが、6 ページからは定性的なコメントをいただき

たい項目をまとめておりまして、評価シートⅡということで別のシートにしておりま

すので、その点も御留意いただければと思います。

昨年のものとの新旧対照表を資料 5-4 としております。これも念のためにつけさせ

ていただいておりますが、御参考にしていただければと思います。

最後に、スケジュールを簡単に御紹介したいと思います。資料 6 になります。本日

の NEDO 部会が、評価基準、評価シート、それから、後ほど NEDO から 23 年度の

業績説明がございますが、こういう御説明をさせていただいた上で、6 月 25 日までに

御質問を受けつけることになっております。当課の担当者までメール等で御連絡をち
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ょうだいできればと思います。それから、7 月 2 日までに評価シートを提出いただけ

ればと考えております。

それを受けまして、個別に部会長を初め皆様方と御相談をさせていただいた上で、

調整させていただいて、7 月 11 日になりますが、午後 2 時から、経産省の会議室にお

きまして業績評価を部会として御審議、御決定いただくことになります。あわせて、

23 年度の財務諸表につきましても、この会議で NEDO から御説明・御報告いただく

という手続にしたいと思っております。この部会で御了承をいただきましたら、その

評価につきまして、7 月 26 日に岸部会長から親委員会、経産省の独立行政法人評価委

員会で御報告をいただくことになります。

以上、長くなりましたが、事務局からの御説明でございます。御審議のほど、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。

大部なものを手際よくまとめていただきました。本部会の評価基準、点数が変わっ

たというのが一番大きな変更です。それから、評価シート及び全体のスケジュールで

すね、これについて御質問、御意見等がありましたら、何なりとお願いいたします。

一番の変化は評点の仕方かなという気はいたします。

どうぞ、松田先生。

○松田委員

先ほどの説明で、コメント別表というのは別に書くということですが、逆に、直接

書くことは控えるというふうに理解してよろしいですか。

○藤原技術振興課長

評価シートⅠは基本的には評点ですね。AA から D までの、これをプルダウンして

いただきますとメニューが出ますので、そちらを中心にしていただくということでご

ざいます。評価シートⅡのほうで定性的なコメントを書いていただくという整理にな

ります。但し、評価シートⅠのほうでもコメント欄を右に用意しておりますので、こ

の部分のコメントも、ございましたら右側に書いていただいて結構でございます。

○岸部会長

ほかに、いかがでしょうか。
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個人的に一番気になったのは、資料 5-2 ですね。事業仕分け等によって、22 年度、

2,097 億円の NEDO の予算が、1,307 億。これは、これだけ本当に減ってしまったと

考えていいのですか。どこかに何かが潜り込んでいるとかいう話でしょうか。

○藤原技術振興課長

減っております。

○岸部会長

それは大変なことで、普通は、減ると、ほかがふえて、いいこともあるはずなので

すが、純粋に減ってしまった。

やはり、事業仕分けというのはすごいことをやっているんですか。

○藤原技術振興課長

特に、初年度の影響というのは相当大きいわけでございますが、この部分が国の予

算からすっぽり抜けているということではなくて、下のほうの表にも書いてございま

すが、NEDO から、経産省、特にエネ庁が多いわけですが、直執行に移している。関

係団体などに協力をいただいた上で、役所として執行させていただいているというケ

ースが非常に多うございます。

○岸部会長

ほかに、どうぞ。石谷先生。

○石谷委員

資料 5-2 の最初のところの書き方ですが、最後のところに、a)のみにおいて評価す

ることになっています。その下の 5％・5％というものは、心理的に評価するというよ

うなお話なのか、それとも別途書くのか、その辺が伺っていてよくわからなかったの

ですが、どういうことでしょう。

○藤原技術振興課長

御指摘の点は、※印のところで書かせていただいておりますが、エネルギー関連の

研究開発関連業務についてということでございまして、具体的に申し上げると、評価

シートの 3 ページをご覧いただければと思います。

1 ページ、2 ページはまさに研究開発関連の業務の評価シートですね。3 ページから

出てまいりますのが、２として新エネ・省エネ導入普及、３番目にクレジットという

ことですが、資料 5-2 に書いてございますエネルギー関連の研究開発関連業務という
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のは、実は去年まで、両方で評価できることになっていました。具体的には、研究開

発プロジェクトとしても評価できるし、設備導入補助金としても評価できることにな

っていたのですが、双方の評価項目に大分差がありますので、エネルギー関連も含め

て研究開発プロジェクトでございますので、今回から１のほうで評価していただくと

いうことを明確にしようではないかということで書かせていただいております。他方、

従来の設備導入補助など、繰り越しでやらせていただいているところは、２のところ

で引き続き書いていただければということでございます。

○石谷委員

5％にみなすのですか。

○藤原技術振興課長

はい、そうです。

○岸部会長

どうぞ。

○末吉委員

確認ですが、今のお話ですと、研究開発のところが 10％ふえて、それに引き続いて

行われる導入普及のところが 10％減るということは、NEDO のアサインメントが、

性格づけが変わってきたという理解でいいわけですね。

○藤原技術振興課長

おっしゃるとおりでございます。事業仕分けでもそういう御指摘もございましたが、

前回の部会でも御説明させていただきましたが、その後の、昨年から今年にかけての

独法改革の大きな流れの中で、国の政策実施機関としてナショナルプロジェクトとい

うところをメーンにやっていくんだということで、ある意味、そういう理解もいただ

きながら、NEDO は今回特に大きな再編統合という措置を受けずに生き残っていると

いう形もございますので、ナショプロのところを中心に仕事をしていただくというこ

とで政府全体の中では整理をしております。

○末吉委員

関連で、僕の記憶が正しければ、この二、三年、この会で、NEDO における研究開

発はそこにとどまっていいのか、ビジネスがフォローできるようなものまで見込んで

の研究開発であるべきではないか。要するに、ビジネス普及の実態こそ国民へのサー
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ビスだ、そういうことができて初めて研究開発の意味が生じるのではないかという議

論があったように思うのですが、そういうことへの評価というのは 50％の中でやれと

いうことになるのですか。

○藤原技術振興課長

おっしゃるとおりでございます。まさに、重要な評価基準の一つとして、実用化と

いうところも含めて、事業化というところを含めて、ビジネスに近いところも研究開

発の部分の評価の中できちんとしていただきたいと思っております。

○岸部会長

非常に大きな課題で、これは JST などのあり方とも関係してくることだと思います

が、今の方針が非常に強く打ち出されていると理解しないといけないかと思います。

ほかに、よろしいでしょうか。

それでは、これに従って評価を進めていくことといたします。では、事務手続につ

いて事務局からお願いしたいと思います。

○藤原技術振興課長

どうもありがとうございました。資料 5-3 の評価シートにつきましては、部会終了

後、本日、速やかに当方より先生方に電子メールで送付させていただくことになりま

す。各評価事項ごとに評価とコメントを記載していただきまして、7 月 2 日までに事

務局あてに返信をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○岸部会長

7 月 2 日ですね。これが一番大変な仕事なので、ひとつよろしくお願いしたいと思

います。

それでは、次に議題 2 の平成 23 年度の NEDO の業務実績についての課題に入りた

いと思います。資料 7-1、2、3 になりますが、NEDO から平成 23 年度の実績につい

て御説明をいただいた後に、委員の皆様から御意見、御質問をお伺いする形式で進め

たいと思います。

それでは、初めに NEDO の古川理事長よりごあいさつをよろしくお願いいたします。

○古川理事長

NEDO の理事長の古川でございます。日ごろより委員の皆様方には御指導を賜りま

して、改めて御礼を申し上げます。

さて、私は昨年 10 月に理事長を拝命いたしました。それから９ヵ月弱がたつわけで
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ございますが、その間、三つの点を重点にマネジメントしてまいりました。一つは成

果の早期還元での社会への貢献、２点目が徹底した業務の効率化、３点目が国際化の

積極推進ということでございます。

これを中心に 23 年度の概況をお話ししたいと思うのですが、まず成果還元での社会

への貢献ですが、大震災に対して、私どもは災害用ロボット「Quince」が原子炉の中

で放射線のモニタリングで活躍したと思っております。また、瓦れき処理という視点

では、双腕ロボット、普通は一つのシャベルでございますが、二つシャベルを持った

重機を開発していたわけでございますが、それが瓦れき処理に極めて役に立ったとい

うこと、また、瓦れきの中ではアスベストをどうするかということが非常に問題にな

りました。これも長年 NEDO がやってまいりましたノウハウがかなり役立ったと伺っ

ております。

また、震災対応では、電力供給という視点では分散電源の実証事業を数年来やって

いたわけですが、これが震災後、宮城県下の電源がすべて失われている中で分散電源

だけが生きて、東北福祉大学の病院が素早く立ち上がったということで、分散電源の

メリットが発揮できたわけでございます。以上のように、震災に関しましても NEDO

の長年の成果が少しは発揮できたのではないかと思う次第でございます。

震災以外でも 23 年度は多くの成果がありまして、後ほど詳しく御説明いたしますが、

一つだけピックアップしてみたいと思いますが、レアメタルに関してでございます。

レアメタルに関しては、問題になりました平成 19 年以降、かなりの予算もいただいて

研究をやってまいりました。おかげさまでジスプロシウムとか、インジウムとか、タ

ングステンとか、45％から 25％の使用削減、また代替材料への置きかえというような

形になってまいりまして、日米欧のシンポジウムも昨年２回開催することができたわ

けでございます。

２点目の運営の効率化ということでございますが、これも、いわゆる事業仕分けを

受けまして平成 22 年の 12 月、お手元にもございますが、独立行政法人の事業・事務

に対する基本方針ということが閣議決定されたわけでございます。それに基づいて着

実な効率改善をやってきたつもりでございます。

効率改善だけではなくて、研究そのものも見直しを行い、効率改善という視点では、

研修センターが都内にございますが、その国庫納付を初めとした資産の見直し、また、

ナショナルプロジェクトを中心とした全体的な研究開発のオペレーションの見直しを
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やってきたわけでございます。

また、３点目の国際化の積極推進ということでございますが、日本全体がグローバ

ル化の波に洗われているわけですが、NEDO としても、国内の産業を支援するという

意味でも国際化を積極的に推進してまいりました。私も先頭に立ってやってきたつも

りでございますが、特に、就任以来、ミャンマーとかカザフスタンという資源国に対

する資源外交で大臣に随伴させていただいて行ってまいりました。また、それらの国々

とは省エネ、環境問題などに関する、いろいろな MOU を結ばせていただきました。

一方、アメリカ、スペイン、インド、先進国、新興国の中ではスマートグリッド、

スマートコミュニティというものが極めて重要な位置づけになっております。そうい

う意味で、私も過去の経験を生かしましていろいろな国際的なオペレーションに参画

し、今後ともやってまいりたいと思う次第でございます。

海外に行くたびに思うのですが、日本の科学技術に対する期待感は極めて大きいも

のがございまして、エネルギー、環境問題だけでなく、産業の国際競争力、途上国も、

彼らはそれを非常に意識しております。ということで、いろいろお役に立てるように

やってまいりたいと思っております。

さて、NEDO は御承知のようにオイルショックを受けて 30 年前に設立されたわけ

でございますが、昨年の津波ショック、原子力ショックで、それ以来の国難に日本は

面していると言っても過言ではないと思っております。今後、エネルギーの基本計画

が発表されますし、また、NEDO にとっては 24 年度は第 2 期中期計画の最終年度に

も当たります。第 2 期の締めくくり、また、第 3 期への検討の開始ということもあり

まして、この年度は大変重要な年度と理解しております。そういう意味で、23 年度の

評価というのは極めて重要だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

NEDO は 1,000 名弱のメンバーでございます。先ほどからお話が出ていますように、

いろいろアゲインストの風も吹いているわけですが、組織として最大限の実力を発揮

すべく、皆のモチベーションが下がらないように、やりがい、生きがいを感じられる

ように全体的なマネジメントをしていきたいと思っております。

最後になりましたが、先生方には先日、NEDO の実証事業現場を御視察いただきま

した。本当に、NEDO のメンバー並びに関連企業のメンバー、大変感激しておりまし

て、大きな励みになったわけでございます。ということで、今後ともよろしく御指導、

御鞭撻をお願い申し上げる次第でございます。どうもありがとうございました。
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○岸部会長

古川理事長、ありがとうございました。

それでは、全体の実績説明を羽藤副理事長よりお願いしたいと思います。

○羽藤副理事長

副理事長の羽藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、時間の制約もございますので、失礼して座りまして説明をさせていただ

きます。資料 7-1、資料 7-3 をお手元にお願いしたいと思います。あわせて、パンフレ

ットとして「NEDO 活動報告 アニュアルレポート 2012」という冊子が配付されてい

ると思いますが、そちらをお手元にお願いしたいと思います。

まず資料 7-1 でございますが、23 年度のハイライトとして、グローバル展開、再生

可能エネルギーのポテンシャルを引き出す取組、東日本大震災の復興に寄与と、三つ

のポイントを挙げております。改めて実感しておりますが、NEDO のミッションは、

産業技術、エネルギー・環境技術の開発、導入普及を通じて、特に海外の成長ゾーン

をてこに活用しながら、日本企業の産業、経済、収益モデルというものをサポートし

ていく、これがミッションであると認識をしております。

また、お手元のアニュアルレポートをちょっとお開きいただきたいと思いますが、

ハイライトとして三つのものがあります。

4 ページ、5 ページには世界地図がございます。その次のページを繰っていただきた

いと思いますが、6 ページ、7 ページにはハイライト 1 として、スマートコミュニティ・

海外実証プロジェクトとあります。「成長ゾーンをてこにして」と申し上げましたが、

それと同時に、標準化のためのねらい、あるいは布石を打つという意味合いにおきま

しては、欧米の市場で、そういう先進国でも、競争状況の厳しい中で日本の先端技術

の優位性をしっかりと築き上げていくことが非常に大事であろうと考えております。

22年度までに将来につながる展開として幾つかのMOUあるいはアグリーメントを

相手国政府との関係で結んだプロジェクト、ここに挙げておりますそれぞれのプロジ

ェクトが、23 年度はまさしく肉づけをする、バリエーションがそろい始めるというこ

とで、動き始めております。こういう中で、相手国あるいは相手企業との関係の立体

的な力をつけながら、繰り返しになりますが、グローバル市場で日本の企業、産業、

経済の技術をてこにした収益モデルを構築していく、これが NEDO のミッションとし

て 23 年度に取り組んできた重点の一つでございます。
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次のページをあけていただきますと、8 ページ、9 ページでございますが、再生可能

エネルギーの取り組みにつきましては、東日本大震災以降、現在、政府におけるエネ

ルギー基本計画の改定の作業中でございますが、何といいましても、NEDO がこれま

で経験をもって取り組んでまいりました技術開発を生かしながら次の布石へつなげて

いくという点がございます。左のページでございますが、世界最大級の蓄電池専用解

析施設「RISING ビームライン」が完成しました。御案内のとおり、電池の構造解析

という点については、まだまだ不分明な点がございますが、それを明らかにしながら、

代替材料、あるいは革新的な効率を上げていく、軽くて、小さくて、安全で、そして

パワーがある、こういうものを開発していくためにも解析施設が重要であろうという

ことでございます。

また、昨年度からは海洋エネルギーの技術開発研究に取り組みました。バイオエタ

ノールの試験用のパイロットプラントも完成し、社会貢献、普及導入促進という点で

の関係でございますが、メガソーラの建設や運用のノウハウを「手引書」という形で

まとめて公開しております。こういう形で再生可能エネルギーのポテンシャルを引き

出すような取り組みを NEDO は展開してまいっております。

それから、アニュアルレポートの次のページをあけていただければと思います。ハ

イライトの 3 ということで、先ほど理事長の古川からも申し上げましたが、東日本大

震災の復興との関係では NEDO のこれまでの成果が生かされた、そういうことを私ど

も、ここに挙げておりますプロジェクトの成果としてこれからもしっかり PR をして

まいりたい、あるいはその普及を図ってまいりたいと考えております。レスキューロ

ボット「Quince」、原子力発電事故の収束宣言に結びついた、そういう役割を担いま

した。現在も瓦れきの撤去ということで双腕ロボットが活躍をしております。

また、アスベストを含む廃棄物の無害化実証試験でありますが、これは NEDO の中

の予算のやりくりをいたしまして具体的な試験運転を開始するというところにこぎつ

けております。このほかにも、右のページでありますが、電力供給を続けたマイクロ

グリッドの実証の成果というものが仙台の病院でございました。こういう取り組みを

しながら、23 年度、繰り返しになりますが、これまでの成果を生かしながら、また、

グローバルな市場において将来への布石を打つということで取り組んでおります。

資料 7-1 に戻らせていただきます。2 ページ目でございますが、23 年度の主な取組

とあります。
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資料 7-3 を参照していただければと思いますが、最初に国民に対して提供するサー

ビスその他業務の質の向上に関する事項でございます。

大部にわたる資料ですが、繰っていただきますと、B-8 と書いてあるスライドがご

ざいます。研究開発関連業務、研究開発マネジメントの高度化（全般にかかる事項）

とありまして、マネジメント・ガイドラインでございます。ガイドラインにつきまし

ては、その後も改定しておりますが、職員の能力を高めるという意味合いも込めて、

私どもは昨年、8 プロジェクトの事例について検証をして、例えば、中国におけるリ

サイクルのプロジェクトがございましたが、資源の循環のシステムを具体的に、国際

的にプロジェクトとして生かしていくためには、対象国の動向調査を十分に行う、そ

して FS のフェーズというものをしっかりと要素を分析しながら見極めて次のステッ

プへ進んでいくことが重要であるというふうな、マネジメントの高度化というものを、

ガイドラインにつきまして徹底しているということでございます。

また、資料を繰っていただきますと B-12 がございます。これは中間評価でございま

すが、当然のことながら、プロジェクトを遂行していく上でしっかりと中間評価を行

い、計画の変更などに反映していくというような取り組みも行っております。

また資料を繰っていただきますが、B-20 でございます。実際に評価をする段階にな

ってまいるわけでありますが、評価をするということになりますと、プロジェクト終

了後の評価だけでなく、追跡調査をする、後で触れますが、これをどのような形で成

果として認識し、普及、広がりを促していくかということにつながってまいるわけで

ありますが、こういうことをしっかりと企業との関係でもフォローしていくというこ

とがございます。

資料の B-21 をご覧いただきたいと思います。ここには追跡調査で得られた実用化の

事例がございます。NEDO のプロジェクトで電子材料や構造材料の高機能・高性能を

実現するというプロジェクトがございました。この結果、NEDO として三次元の高精

度な電子顕微鏡を開発し、日本人で初めて「エルンスト・ルスカ賞」を受賞したとい

うプロジェクトがございましたが、その後これがどのように実用化されているのかと

いう点が右側でございます。ダイボンディングフィルムは世界市場の過半数を占有す

るというような広がりがあるということで、こういう出口をしっかりと企業との関係

でも促しながら、グローバルな市場における研究開発の成果を普及・定着していくこ

とが非常に大事な点であると考えてフォローをしております。
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また、資料を繰っていただきますと B-36 でございますが、先ほども申しましたが、

マネジメントを高度化するという中での社会に対する情報発信という意味で、追跡調

査結果の多方面への情報発信を試みております。お手元には一番下に茶色いパンフレ

ットをお配りしております。こちらでございますが、B-36 のスライドには青い「実用

化ドキュメント冊子版」とありますが、これを改訂し、こういう形でいろいろな案件

がその後成果として広がっているということを、広く、わかりやすく説明することを

引き続き努力してまいりたいと考えております。

また、スライドの B-37 をご覧いただきたいと思います。重要なことは、成果の普及

ということと同時に、この委員会でもこれまでも費用対効果という点での御議論があ

ったと承っておりますが、「NEDO インサイド製品調査」と銘打っておりますが、一

体どれだけの国費の支出に対して今後の売り上げ予測はどの程度となるだろうかとい

うことについて、B-38 をご覧いただきたいと思いますが、主要な 50 品目についての

試算を実施し、国庫支出の累計と売り上げ予測の累計というものが、一番下の合計と

いうところで、5,765 が右側の 660,326 とありますが、大体 5,700 億円だったものが

66 兆円というふうな試算もしております。

これはマクロでございまして、具体的にはミクロのそれぞれの企業、産業のアライ

アンスも含めた広がりを促していくということと、マクロ面においてもこういう経済

効果というものでの私どもの成果普及の広がりについて、今後とも追跡調査などをし

ながら、ミクロの取り組みに還元して促していくことが非常に重要なことであろうと

いうことで取り組んでおります。

次の項目は研究開発の実施ということにつながってまいるわけでありまして、開発

マネジメントの高度化と重なるところがありますが、スライドの B-43 からでございま

す。研究開発の実施につきましてパブリックコメントを求めながら、次の B-44 でござ

いますが、事後評価につきましては外部の専門家の方々に入っていただきまして、全

件、当然のことながら行っております。

そして、B-45 でございますが、事後評価の結果として、ここにも幾つかの例を挙げ

させていただいておりますが、世界で初めて、あるいは世界の最高水準の成果が認め

られたプロジェクトというものがございました。こういうプロジェクトを数多く輩出

していくことと、こういう評価を通じて、マネジメントの高度化を図っていくことが

非常に重要であろうと考えております。
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B-46 をご覧いただきたいと思います。これは研究開発関連業務にかかる特許の出願

の実績でございます。知財についての研修あるいはマネジメント基本方針というもの

を公表しながら、プロジェクトの実施者の特許に対するモチベーションを高めるとい

うことで、特許の出願件数についても着実な増加を認めております。こういうことも

我々はしっかり取り組んでいかなければならないと考えております。

その次の項目ですが、人材の育成ということでございます。スライドは、やや先に

なりますが、B-54 をご覧いただきたいと思います。人材、どのような形で産業技術の

担い手を育成あるいは支援していくかということですが、ここにございますように 23

年度の実績としても若手の研究者約 660 人の養成に寄与しているということでござい

ます。

また、スライドの B-55 でございますが、次の項目の技術経営力、これは大きな意味

での社会還元サーチということにもつながってまいろうと思いますが、中小企業、ベ

ンチャー企業、助成先あるいは委託先について、NEDO の職員、技術系アドバイザー

という方々によって助言業務を実施しております。

B-56 でありますが、ここでは職員のマネジメント能力の向上と、あわせて、B-57

でございますが、出口戦略を強化することについて、いろいろなセミナーあるいは講

演の開催、そして、59 をご覧いただきたいと思いますが、特別講座の実施ということ

で、プロジェクトリーダーの方々に御協力をいただきながら、NEDO 特別講座という

ことで数多くの方々の参加を得ながら、技術経営力の強化という点について取り組ん

でおります。

次の柱の一つが新エネルギー・省エネルギーの導入普及関連業務との関連でござい

ます。スライドは B-61 以降ですが、新エネルギー・省エネルギーの導入という意味で、

スライドの 64、技術開発の支援ということで、これは、震災がありました後ですが、

省エネルギーの取り組み、そして技術開発のテーマの募集ということについては、柔

軟に対応するという観点も含めて迅速に事業を開始していただく、あるいはテーマに

ついても多様なテーマの募集に努めるという対応をしてまいりました。具体的な個々

のプロジェクトの成果も、65、66、これはこれまでの取り組みも含めてですが、掲げ

ております。

また、B-67 には、燃料電池の商品化については一つの大きな NEDO の事業の成果

でございますが、SOFC 型、固体酸化物形の燃料電池の実用化・商品化というものを
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実現しております。

次にスマートコミュニティについて言及したいと思います。68 でございますが、

JSCA という、さまざまな分野の方々に集まっていただいて、標準化、あるいは国際

連携プロジェクトの推進などを通じながら技術開発課題を明らかにする、あるいは規

制、制度についての課題を明らかにしながら、それを国内での改革にも結びつけてい

くという組織がございます。この JSCA の事務局を NEDO が務めております。

B-69 をご覧いただきたいと思います。これは、先ほども触れましたが、スマートコ

ミュニティあるいはスマートシティというものを進めていく上で、一つには蓄電のシ

ステムとしてどのように導入するのかということが課題になりますし、また、省エネ

ビル・ハウス、家庭、次世代自動車、電気自動車を初めとするものを含めた蓄電のシ

ステムを考えていくという視点から、先ほども触れましたが、次世代の電池機構の解

明に向けて革新的な技術開発の取り組みを進めていくという取り組みをしております。

国際的には、B-70 でございますが、新エネルギー・省エネルギーの導入促進、実証

事業を展開する。冒頭申しましたように、海外の成長ゾーンをてこにして、あるいは

標準化のための拠点づくりという観点から、B-70 あるいは B-71 でございますが、い

ろいろな実証事業を展開しております。

そして、昨年度は特に具体的な歩みがそれぞれつながり、実証事業の実際の運転に

こぎつけている。これはアメリカのニューメキシコ州のケースでありますが、この 5

月でございますが、こういうフェーズにまで入ってきております。

以上が新エネルギーや省エネルギーとの関係でございますが、ここで一つ付言した

いと思います。B-79 あるいは 80 でございます。これは、NEDO の知見を導入や普及

に生かしていくという観点から、日射量のデータベース、風況マップを公開・更新す

るということや、先ほども触れましたが、メガソーラの導入についての手引書や検討

支援ツールというものを公開するということで、私どものこれまでの研究開発の成果

をわかりやすく発信することによって生かしていただくという取り組みもしておりま

す。

先に進めさせていただきますが、B-90 以降が国から委託を受けておりますクレジッ

トの取得関連業務でございます。スライドですと B-91 にその仕組み、これは省略させ

ていただきますが、その仕組みを前提として取得業務に取り組んだ結果が B-92 でござ

います。政府目標、約 1 億トン CO2 でございますが、これを総契約量の約 92％を移
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転完了するということで、ほぼ契約ベースでは国からの委託業務を達成いたしました。

特に、93、94 という次のスライドをご覧いただきたいと思いますが、費用対効果と

いう観点では、支払った資金をもとに環境対策活動がそれぞれの国で進むということ

もあるわけですが、94 をご覧いただきたいと思いますが、その際に日本の環境技術を

活用していただくという意味で、ここではウクライナでの日本のプロジェクトの例を

挙げております。具体的には、キエフという首都でのメトロ、地下鉄を近代化すると

いうことや、炭坑の水処理についてのプロジェクト、地域の集中暖房システムについ

ては、日本のテクノロジー、企業が実際にそのプロジェクトを担うという成果ももた

らしております。そういう意味では、日本の先端技術を普及するという意味合いも含

めたクレジット取得関連業務の遂行による成果を強調させていただきたいと思います。

クレジット取得関連業務から、全体の業務運営の効率化に移らせていただきます。

スライドは B-99 でございます。

B-100 をあけていただきますと、23 年 4 月と 24 年 4 月における私どもの機構の組

織図がございます。22年度には全体の部の数を 20から18にスリム化いたしましたが、

さらに 23 年度には、東日本大震災の後の環境の変化ということも踏まえてエネルギー

対策推進部を省エネルギー部ということで、省エネルギーの重要性についても改めて

NEDO の中で位置づけ、と同時に、技術開発推進部、機械システム部を統合して、部

の数を 18 から 17 にスリム化しております。22 年度には国際部、あるいはスマートコ

ミュニティ部ということでグローバルな展開のための組織改編をしたわけであります

が、組織における柔軟な、そしてテーマをしっかりと認識した上で体制をつくるとい

うことを、こういう形で実践しております。

また、具体的な人材との関係でございますが、B-105 のスライドをご覧いただきた

いと思います。職員の資質・能力を向上させていくということで、プロジェクトマネ

ジメントの高度化にも頑張っておりますが、外部の方々のお力もいただきながら組織

として職員の資質を向上していくことも必要かと考えております。実際に外部人材の

登用を図っているということが B-105 でもございますし、また、いろいろな専門性の

育成ということについて知見をいただきながら努めております。

それから、全体の財務内容あるいは業務内容との関係でございますが、B-112 をご

覧いただきたいと思います。「環境報告書 2011」をまとめまして、特にサーバー室の

削減等々を含め、ご覧いただいていますように、23 年度には 18 年度の基準に比べて
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68.7％削減するということで、引き続き努力をしております。

そして、スライドの 113 をご覧いただきたいと思いますが、一般管理費についての

削減努力でございます。基準値 15％ということですが、ほぼそれを達成しているとい

うのが 113 のスライドでございます。14.8％となっております。

また、114、次のスライドをご覧いただきたいと思います。これは総人件費でござい

ます。これも政府の方針に基づいて取り組んでまいりまして、目標としてはマイナス

5％というところについて、昨年度以降も引き続き努力いたしまして、21.8％の削減を

達成しております。

また、次の 115 のスライドをご覧いただきたいと思います。やはり政府方針におい

て目標が定められております。この目標は 5％ということでございますが、私ども、

実績としては 40％の業務の効率化を実践しております。

次に入札・契約の関係でございます。スライドの 119 をご覧いただきたいと思いま

す。この中で入札・契約の適正化という観点でございますが、当然のことながら、基

本的な仕組みとして透明性や公平性の確保に努めるとともに、23 年度に締結した契約

としては次の 120 のスライドですが、この中で随意契約が 20 件ということですが、

右側の表にございますが、競争入札なども含めた全体の契約の合計が 623 件でござい

ますので、そのウエートが 3.2％であります。極力、随意契約については基本的に競争

入札、企画競争・公募によるという形で運営しております。121 につきましては、そ

の詳細を示しております。

以上が業務運営の効率化についてでございまして、財務内容につきましてはスライ

ドの 128 以降に記載させていただいております。

129 のスライドでは、監事監査との重複を避けて、効率的に内部監査を実施すると

いうことで進めております。

130 のスライドをご覧いただきたいと思います。不正事案というものが残念ながら

発覚するケースがございます。これについては厳しい処分を徹底することに努めてお

りますし、もちろん公表することによる抑止効果のねらいも含めて取り組んでおりま

す。

次のスライドの 131 には、先ほども理事長の古川から現況を申し上げましたが、保

有資産について、具体的に不要資産についての処分を図るということで、政府の方針

に基づいて 23 年度には白金台の研修センターの現物納付、あるいは一部、地熱の設備
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についての国庫納付を完了しております。

以上を含めまして、138 のスライドをご覧いただければと思いますが、業務の効率

化、独立行政法人の事務・事業の見直しという点については、政府の方針として具体

的な内容をそれぞれ指摘されておりますが、すべてにおいて我々がしっかりと措置を

講じていることをここで御報告を申し上げたいと思います。

スライド 141 をご覧いただきたいと思います。政府における議論の中では、独立行

政法人と関連する公益法人との関係について、基本的に疑念を払拭する、あるいは不

要な契約関係、委託の関係も含めた整理をするということで、141 にございますよう

に、関係法人については検証ということで努力をしております。

繰越欠損金の取り扱いになりますが、石炭関連業務につきましては債権区分の見直

しを行う、そして貸倒引当金の戻り入れということによって繰越欠損金を解消して積

立金が生じるという見通しを、147 でございますが、整理をしております。なお、石

炭関連業務につきましては、現在、法案が国会にかかっておりますが、この経過業務

について的確にこれからも NEDO として実施しながら、法案が成立した暁には

JOGMEC への移管ということになってまいるわけですが、円滑に移管業務を果たし

てまいりたいと考えております。

駆け足になりましたが、時間の関係もございまして、以上、23 年度のハイライト、

主な取り組みについて御説明を申し上げました。ありがとうございました。

○岸部会長

ありがとうございました。

それでは、引き続いて藤井監事より 23 年度の監事監査の実施状況をお願いしたいと

思います。

○藤井監事

監事の藤井でございます。23 年度にかかわる監事監査の実施状況につきまして、お

手元の資料 8 で御説明したいと思います。

監事監査につきましては、毎年監査計画を立てておりますが、23 年度は、監事とし

ての内部統制を強めるという意味も含めまして、各部門から、いろいろな事案があっ

た場合、監事への報告をお願いするということで、特にそこを明記して監査計画をつ

くり、運営会議を通じて各部門に周知を図っております。

この監査計画に基づき、期中及び期末に本部を中心に監査を実施しておりまして、



- 23 -

それ以外に、支部、海外事務所、それぞれ 3 ヵ所ですが、現地に伺って業務の実施状

況等を監査しております。

さらに、契約行為に関して、競争入札の状況、公募から採択、契約までの一連のプ

ロセスの適正性につきまして、四半期ごとに 100 万円以上の全契約を監事がチェック

しておりまして、これは通年で行っております。

それから、独立行政法人の整理合理化計画及び事務・事業の見直しの基本方針では、

監事としての監査事項が明記されておりますので、特にそこは重点項目としてこれま

での監査の中でチェックしております。組織の内部統制につきましても、重要会議に

出席する他、諸規程の運用等を拝見して内部統制の状況を確認しております。

具体的にどのような監査を、どの時期に、どんな項目を見てやったかということは

表に書かれてあるとおりでございます。ページをまたがりますが、裏をお開きいただ

きまして、続きで、監査の内容を記載しております。

この監査の中で重大な課題あるいは指摘事項は出ておりませんが、気づいた幾つか

の要望事項につきましては、理事長、副理事長、その他、役員の方と意見交換をして

おります。また、情報セキュリティーの部分につきましては CIO 補佐と意見交換をし

ております。さらに、内部監査部門と情報交換をしております。

契約状況の点検・見直しにつきましては、契約監視委員会、これは外部の有識者の

委員にお入りいただき、本年度は、２回開催しております。先生方から有益なアドバ

イスを頂戴しておりますが、特に指摘事項等はございませんでした。

また監事は、NEDO の重要な会議であります運営会議、契約・助成審査委員会、コ

ンプライアンス推進委員会などに出席して内部統制の状況を見ております。

その他、各部の重要な報告、あるいは理事長決裁の書類は、すべて監事が目を通し

ておりまして、内容を後で確認しております。

これらの監事の活動を通しまして、政府の方針への対応、ミッションの遂行及び内

部統制の構築と運用という各面において、NEDO の役員・職員におきましては、高い

遵法性あるいは透明性を維持しつつ、健康で誠実な組織運営、業務運営がなされてい

ると、執行部門から独立した監事の立場として、そのような認識を持っております。

以上でございます。

○岸部会長

ありがとうございました。
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大部の御説明をいただきました。理事長から特に、早期の社会還元という重要な御

提案をいただいたような気がしております。また、効率化、国際化ですね。それから、

副理事長から、なかなかこれはよくできているような気がするのですが、アニュアル

レポート、NEDO 実用化ドキュメント、そしてハイライト、非常にコンパクトに説明

をいただけたという気がしております。

そういうことですが、時間を三、四十分ほどとっております。ここがきょうの本題

になるかと思います。23 年度の NEDO の業務実績及び 23 年度の監事の監査の実施状

況を踏まえて、御意見、御質問などをよろしくお願いしたいと思います。

松田先生。

○松田委員

済みません。中座しなければいけないものですから、コメントを若干述べさせてい

ただきます。

先週、2 ヵ所の実証事業の現場の視察に伺いました。先ほど古川理事長から成果の

早期還元ということ、グローバルの対応ということが出たのですが、実証実験の現場

に行っていつも議論になるのは、その段階で世界最先端か、圧倒的に最先端かという

議論と、もう一つは、完成したときにマーケットはどこに出していくのですかという

ことを必ず質問し、あるいは議論になるわけですが、残念ながら、多くは日本市場で

はないということが現実に出ています。

そういう意味で、まさに技術のイノベーションということを NEDO は推進している

わけですが、NEDO 自身で成果を買い取る責任はないわけでありまして、買い取る責

任がないまま研究開発に資金がつぎ込まれています。現実に日本の力にどのように還

元していって、これからの高齢化社会に対応していくのか、きょう、非常に御丁寧に

説明していただいた内容について、そういう視点から見て、評価していきたいと思い

ます。いろいろな御説明、ありがとうございました。

○岸部会長

ありがとうございました。

技術で最先端か、マーケットはどこか、ある意味、軍事産業がない我が国での初期

調達というのは一体どうするのか、よく外国人に指摘されるのですが、非常に重要な

御指摘だと考えております。ありがとうございます。

松田先生、御退席なので、今の３点を含めて、御意見をいただければと思います。
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どうぞ、ほかの先生方。渡辺先生。

○渡辺委員

特にスマートコミュニティというか、スマートグリッドに関する標準化ということ

を日本のリーダーシップでやっていきたい。後で細かい質問をペーパーで出したいと

思っているのですが、世界との関係が、相手がどういう体制でいるかという把握度が

ないと、こちらの戦略も決まらないということだと思います。先だっての EV におけ

る充電のあり方が、まだ完成もしていないドイツ・アメリカ連合で勝手に決めてしま

うというふうなことは、今後ますます強くなってくると思うのですが、いろいろなと

ころでネットワークはつくれていても、実際のややポリティカルな決定段階でどうし

ても弱い立場に立ってしまうのはやむを得ない部分もあるのですが、相手がどういう

体制をとって、どうしているかということが、こちらが考える上で非常に重要だろう

と思っているところでありまして、その辺について何かコメントがあればと思うので

すが、そういうときにスマートコミュニティ・プロジェクトの担当が、国内は本省で、

海外は NEDO というのも、メーカーさんがリーダーシップをとらないと標準化という

のはとれないので、メーカーさんとの関係がどういうふうに調整し得るかということ

が重要なのではないかという点を感じております。とりあえずその１点だけ申し上げ

たいと思います。

○岸部会長

スマートコミュニティは非常に大きな課題になっておりますが、国内、国外、標準、

それに関して NEDO からお答えいただければと思います。

○古川理事長

ありがとうございます。私も、先生が今おっしゃられましたように、海外実証事業

で最後に残るのは標準化だという認識でおります。標準化しない限り、ある事業をや

っただけで終わってしまうと思っておりますので、標準化というのは相当高い意識で

取り組んでおります。

世界的に標準化、ここはエレクトロニクスのほうの ITU-T とか、電力のほうの IEC

とか、もちろん ISO とかございます。そういう意味で、各国の標準化機関とのアプロ

ーチというのは十分意識しながら、例えばアメリカでは標準化をやっている部局、ま

た、電力会社の研究所でありますとか、そういうところと組んで、どういう作戦でや

っていったらいいのかということもやっております。最後は国と国との戦いになりま
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すので、そういうことも意識しながら、アメリカのどこと組んだらいいのか、ヨーロ

ッパのどこと組んだらいいのか、また、東南アジアの主要国はどこかということを意

識しながら、最終的に標準化で負けないように。

既に IEC の委員会の委員長も日本がとることができました。そういう意味では、国

内はコンソーシアムができていますので、国内のコンソーシアムの標準化はもちろん

JSCA、日本スマート・コミュニティ・アライアンスの中でやると同時に、とにかくそ

れを世界に発信しないといけないということで、やってまいりたいと思います。

今御指摘いただいた件はアニュアルレポートの 14 ページに出ていますが、国内でワ

ーキンググループをつくって海外へのアプローチをやっているということで、御指摘

いただいたように、極めて重要な課題と認識し、取り組んでおります。

○羽藤副理事長

１点、補足をさせていただきます。

先ほどメーカーとの関係という御指摘がございました。一言で申し上げますと、経

営トップとの関係で具体的なプロジェクトの遂行、その後の展開をどこまでしっかり

考えていただくか、あるいはコミットを引き出すか、これが大事なことだろうと思っ

ています。その意味で、実は私どもも経産省とよくスマートコミュニティについては

連携をとって、具体的な会合を重ねる、あるいは個別に相談をすると同時に、失礼に

当たるかもしれませんが、古川理事長、これまでの御経験の中でのネットワークがご

ざいます。そういうネットワークの中で、経営トップとの関係を、個人のと言っては

本来はいかんのかもしれませんが、NEDO の業務に生かしていただいているのが実情で

ございますので、その点を補足させていただきたいと思います。

○岸部会長

よろしいでしょうか。どうぞ。

○渡辺委員

それに関連して、標準化というのは生き字引みたいな人が欧米にはいて、10 年、15

年やっている人と議論しなければならないので、口負けしてしまうというのが今まで

の実績だと思うのですが、それは語学力だけの問題ではなくて、バックグラウンドの

問題もあろうかということで、バックグラウンドはあるけれども語学力がないとか、

語学力はあるけれどもバックグラウンドがないというところで、人材不足に泣いてき

た実績があると思うのですが、これも同じことだと思いますが、そういうキーパーソ
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ンをきちっとグリップして育てていくというか、要は安定的給与がないとどこかへ行

ってしまうわけですね。そういう面で、安定的給与を保証するようなものがビルトイ

ンされていないと、最も大蔵省に認められにくいやり方ですが、そこを何とかしてい

かないと、本当の意味での標準化のプロフェッショナルは育たないという点が、１点、

気になっているところです。

○岸部会長

どうぞ。

○古川理事長

確かに、私も情報通信関係で標準化をずっとやってまいりまして、どうしても企業

のボランタリーに頼る傾向がございます。しかし、スマートグリッド、スマートコミ

ュニティというのは、本当に国対国でございますので、今おっしゃられたように、フ

ァイナンス的なサポートも必要だとは思いますが、そういうことも考えながら、キー

マンはどなたかということはわかっているつもりですので、そういう方々が企業の中

でどういう形になるかということを含めて、検討してまいりたいと思います。

○岸部会長

今のは、NEDO の中でそういう人を抱えたらどうかということも含まれているので

すか。

○渡辺委員

NEDO の中でそればかりやっていると、浮いてしまうと思うのですが、個人として

どこかの組織に所属しても、その組織がお金を出していると、どうしてもその人をじ

ゃけんにし始めるわけです。だから、そこに所属していていいのだけれども、どこに

行ってもその人の給料は NEDO から出ているというふうになれば、その人は安定的に、

その分野のネットワークをさらに強化していくと思います。

○古川理事長

そうですね。NEDO の中にも国際的に認知されているメンバーもおりますが、その

メンバーだけでは国際化は戦えないと思いますので、企業の方々とどういうフォーメ

ーションを組むか、いろいろ考えていきたいと思います。

○岸部会長

大事な御意見ですね。ある意味では、ハードからソフトへの支援というか、箱物か

らという意見もありますが、こういうことも配慮しないといけない時代になってきた
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という気がいたします。

よろしく御配慮いただくとして、ほかに、どうぞ。末吉先生。

○末吉委員

どうも御説明ありがとうございました。それから、現地調査に欠席しまして、大変

申しわけありませんでした。

お話を伺っていて、改めて確認の意味でお尋ねしたいのですが、評価の視点の一つ

に政策目的に沿っているという話がありますし、NEDO のミッションという言葉が出

ております。そうした場合に、NEDO の責任範囲はどこなのだろうかということを、

今の時点でできればお教えいただきたい。

例えば B-8 で NEDO でやるプロセスが書いてあるのですが、最初のやることの選

択はどういうぐあいに決まっているのだろうか。決まったことの NEDO 内における業

務の進め方の話は、当然ここに入ってくるわけですが、今のお二人の委員のお話とも

関連するのですが、最終的に国対国との競争だということになれば、NEDO の国の戦

略の中における位置づけをどうしているのだろうか。限られた人員と限られた予算の

中で。

そうした場合に、例えば私が思うのは、余り深く入るのではなくて、これから重要

になるポイントを、できれば網羅的に国内に、民間に知らせていただくようなウォー

ニングの立場というのもあり得るのかなという気もします。一方で、1,000 億しかな

いのだから、自分たちがこれこそ重要だと思うところに重点的にやる。ここでおっし

ゃっていることは、私は個別項目的には全く異存はないのですが、そういう立場でお

やりになるのか、その辺のところをどういうぐあいに今の時点で我々は感じ取ったら

いいのか。

例えば、私は 5 月の初めに韓国に行きまして、例のグリーンコリアのセミナーに行

ってきたのですが、御存じのとおり、あそこは法律もつくり、大統領みずから、韓国

の向こう 60 年間の国の戦略の中心にグリーン経済、グリーン成長を置くのだと言って

いるわけですね。法律もつくり、我々よりも先にキャップ・アンド・トレードを入れ

ることを、5 月初めにほぼ全会一致できめました。それから、御存じのとおり 3GI と

いうのをつくって、韓国を売り出すのに、国際機関をつくって、それを通じてやるの

だ。

私は素人ですから、マクロでしか物を見られないのですが、マクロ側で物を見てい
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ると、NEDO がやるような非常に限られた範囲のアサインメントと、日本全体のマク

ロの戦略、マクロの国のあり方、競争力の強化というところのギャップがすごく大き

いような気がするわけです。そうした場合に、その間をどういうことで結びつけるの

がいいのか、先ほど人材のお話もありましたが、あらゆることで、オリンピックで全

部金メダルを取る国はないわけですから、やることの選択、その選択の基準は日本と

して、国家としてどういう政策、方針を持っているのか、それを受けてこういうこと

をしているのだ。だから政策目的に沿ったミッションなんだとか、そういうお話をも

う少し聞かせていただくと評価のときに参考になると思います。

先ほど、日本の技術に対する世界の期待が大ということでありますが、一方で、先

に行っているかもしれない日本を追い越そうという勢力というか、努力が毎日行われ

ているわけで、お金もたくさん動いているはずであります。とした場合に、千数百億

の限られた予算の中で何をしていくのか、今の時点でどういう視点を持てばいいのか

を教えていただければという気がいたします。

○岸部会長

ありがとうございます。では、今の。

○中西審議官

今のコメントは国に対する要望ということに聞こえるかなと思っていまして、最初

に何をどうやって決めているのかという話の根っこのところに戻りますと、まずは、

NEDO は独立行政法人の中でも特殊な予算の立て方がされています。それはどういう

ことかと申しますと、基本的に NEDO が行うための交付金は、個別のプロジェクトを、

まず国のほうでこういうことをやるべきだと決めて、財務省で査定を受ける中で、認

められる、認められないということをもって、最終的に、先ほどありましたが、例え

ば NEDO の 24 年度の予算は 1,300 億円に積み上がりましたということになっている

わけでございます。

そういう意味からいうと、NEDO がこれをやりたいといって、与えられた交付金の

中で勝手にやっていいのかというと、例えば産業総合研究所とかと違う組織になって

いるというのがありますので、逆に言いますと、国としての、例えば産業競争力を高

めるための戦略は何なのかというと、それは内閣府でやっている国家戦略がどういう

ふうにつくられていくのか、あるいは経産省がイノベーションとかそういう視点で何

を具体的にやっていくのか、それとほぼ一体として、NEDO に何を我々がお願いして
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いるのかという形になってくると思います。

そういう意味からしますと、政府として何をやっているのだというコメントをいた

だいたのかなと、我々としてももっとしっかりしなければいけないかなと思っている

ところでございまして、そういう中でいかに我々と NEDO との間で一体的に研究開発

とか、少し小さくなってきていますが、例えば導入促進のための政策をどう展開する

かという意味からすると、そこは多分、例えば研究開発であれば、我々と NEDO とと

もに分野ごとのいろいろな技術のロードマップ、将来どういう社会を目指しているの

か、それを具現化するためには、今技術レベルがここにあるので、３年以内にはここ

ら辺まで達成しましょうという約束をシェアしながら、その中でナショプロはここで

やっていきましょうというところを、シェアしながら一体的にやっているというのが

現状かなと思っております。

入り口のところでは、セレクションの段階ではそういうことがあるし、もちろん、

その中でも NEDO さんが自分で、これはもう少し研究を加速したいというところにつ

いて資源を若干融通してみずから加速させてやったり、このプロジェクトは成果が早

めに出たのでここでやめようという自由度はかなり与えられた中でやっていただいて

いるというのが全体の枠組みかなと思っているところです。

○岸部会長

どうぞ。

○羽藤副理事長

一つ補足をさせていただきますが、基本的なフレームは、中西審議官から御説明が

ございましたように、国の大きなフレームがあり、テーマ設定があり、それを NEDO

がどういうふうにプロジェクトとして執行していくのかという観点で、まさしくマネ

ジメントをどういうふうに高度化していくかというのが課題になっている。そういう

中で NEDO の業務を遂行していると先ほど御説明申し上げたわけですが、最後に審議

官からも言及がございましたが、当然、プロジェクトでありますし、具体的な現場に

なりますと、資金の使い方について効率化の余地は出てくるわけでございます。そこ

で NEDO としても、例えば先ほどハイライトの中で、東日本大震災の復興でアスベス

トを含む廃棄物の無害化実証実験に着手したとありますが、これは NEDO が期中にお

いて資金を、東日本大震災の後でもあるし、こういうものに成果を使うということで

投入すべきでないかと判断いたしました。そういう形で NEDO のプロジェクトの成果
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を活用するという道もございます。

もちろん、それも透明性を高めるという意味合いにおいて、資金の投入についての

手続は、経産省とも相談して、具体的なものを整えないといけない部分がありまして、

今やっておりますが、そういうことも含めて機動的に資金を使いたいということはあ

るし、それを NEDO の判断で行っていきたいということもありますが、成果、あるい

は具体的な説明の責任をしっかり果たす意味においては、よく経済産業省と連携をと

る、あるいは、その指導監督のもとにあるわけですので、そのもとで動いていくとい

うのが基本的なことだろうと、改めて思っております。

○岸部会長

どうぞ。

○末吉委員

御説明ありがとうございました。

そういうトップダウンの中にあるというのはよくわかったのですが、一方で、限ら

れた 1,000 億あるいは 1,300 億を生かすには、1,300 億をシードマネーにしたレバレ

ッジをどうかけていって、どれほどのお金を動員できるのか、例えば納税者から見る

と、税金 1,300 億を使って実は 1 兆円のお金が動くようなことが仕掛けられるのだ、

そのことが将来、いつぞや御説明があった何兆円かのビジネスを生んでいくのだ、そ

ういう展開といいますか、このお金が生きていくのだというようなところは、国民側

から見ると大変期待しているところなので、そういう意味で、ボスウェイへのコミュ

ニケーションをもっと、というと失礼かもしれませんが、次年度の予算のときにその

ことがよく反映されて、トップダウンからのワンウエイではなくて、ボトムアップも

随分あってトップダウンが決まるのだ、その中でもっともっとレバレッジがきくよう

なことが実現できていく、そういうことを期待したいと思っております。

○岸部会長

ありがとうございます。どうぞ。

○古川理事長

今の末吉委員のお話、実は私も民間からここに来て、同じ感覚といいますか、正直

なところ、持ちました。民間の場合ですと、予算を決定するときに何をやるのかとい

うことを非常にクリアに、ああでもない、こうでもない、いろいろなところで議論し

て、決めて、それでやるということでございますので、そういう視点から考えると、
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確かに経済産業省から、予算の枠があって、項目が与えられてというような感じを最

初は持っていたのですが、意外に双方向のディスカッションがされているなというこ

ともございまして、私ども NEDO としては、ディスカッションにたえ得るきちっとし

た知見と、能力とノウハウを持っていなければいけないのかなと思っていまして、プ

ロアクティブに、予算執行前にいろいろお話できるように、また、予算だけではなく

て中期計画もございますので、そういうことをできるようにならなければいけないな

と思います。

ただ、今回の仕分け等々の中で、24 年度の予算はかなり減っていることは確かでご

ざいますが、全体に極めてアゲインストの中で、この額を経済産業省の関連部局の皆

様の御努力でキープしていただいたことも確かでございまして、いろいろ会話を、お

っしゃられたボスウェイでやらせていただきながら相互理解を深めて、よりよいもの

にしていきたいと思っております。

○藤原技術振興課長

１点だけ補足でございますが、政府との関係でいうと、一番大きなところでは、お

ととしの 6 月でございますが、新成長戦略ができまして、特に産業技術分野について

もグリーンとライフという分野で特化していく、重点化していくという明確な政府の

方針がございまして、事業仕分け等でも、末吉委員がおっしゃっていただいた話と同

じ議論がございまして、NEDO の研究開発プロジェクトにつきましても、相当グリー

ンとライフのところに特化してきております。

また、もちろん、NEDO には、一定規模の人員など、経産省にはないリソースの部

分もたくさんございますし、運営費交付金という独法独自の予算の、比較的弾力的に、

柔軟に使える部分がございますので、こういうところを生かしていただいて、まさに

マネジメント能力を生かしていただいた上で、付加価値をさらにつけていただく。そ

ういうところでさらに御尽力をいただこうと考えております。先ほど追跡調査の話が

副理事長からございましたが、プロジェクト別や企業別の実用化率というのも過去の

プロジェクトを評価していただきますと出てくるわけでございまして、これからのプ

ロジェクトを選定、評価するときに非常に有益なデータが NEDO にも膨大にございま

すので、政府とまさに共有させていただきながら、新しいプロジェクトの選定、評価

のみならず産業技術関連予算全体の執行というところに役立てていきたいと思ってお

ります。
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以上でございます。

○岸部会長

ありがとうございます。

○古川理事長

１点だけ、お話しするのを忘れたのですが、先ほど先生からございました韓国のグ

リーンイニシアチブ、あれは私も極めて脅威なオペレーションだと思っております。

実は私どもも、今日のパンフレットの 5 ページ目の右下にあるのですが、国際再生可

能エネルギー機関、IRENA という国連の下部組織でございますが、ここと去年からい

ろいろなオペレーションをやっていまして、韓国よりも先行してやっているはずなの

ですが、おっしゃられたように大統領イニシアチブでやっていることを考えますと、

ここの関係だけでいいのかなという感じはしております。

ただ、ここには経済産業省様からも行っていますし、NEDO からも職員を派遣して、

UAE と、ドイツと、そこをヘッドクォーターとして世界のオペレーションをやってお

りますので、そこを今後どうしていくかなということも考えております。

○末吉委員

3GI は、御存じのとおり、理事長は前の韓国の総理大臣で、政府としての腰の入れ

方が全然違うのではないかという気がします。

○岸部会長

そうですね。

それでは、石谷先生、お願いします。

○石谷委員

繰り返しになってしまうのですが、資料 5-2 で、最初の a)、b)、c)があって、a)が大

切です。確かに、私の理解では NEDO というのは研究開発であって、その先はほかの

研究所とか、あるいは企業がやる、そういうように今まで理解しておりましたのでそ

れはよろしいのですが、本当に企業が手をつけ出しますと、国際標準とか、さっきか

ら心配していらしたような話がすぐ浮いてくるわけです。そのことが、これは導入普

及とは違うという話になってきますと、非常に考え方が難しいのではないかと思いま

す。

そういうものをどう位置づけされようとしておられるのか、我々も評価のときには

5％と 50％とか区別されていることに従います。ですが、これからの新技術というの
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は、特にエネルギーとか省エネというのは、どれだけ普及すれば本当に社会的に意義

があるのか。さっきの原子炉のロボットとか、そういうものは、好きだとか嫌いだと

かいっても、役に立てばわかるわけです。新エネはわかりませんが、省エネなどは、

この技術が普及しなかったら何にもならないですね。そういうことを NEDO のほうで

も考えられる、多分、裏では当然やっておられると思うのですが、こうやって区別さ

れるのはちょっと気になっておりました。

例えば、国際審議とか、そういう話も、NEDO の今の仕事ではない、表向きは違う

と思います。ただ開発された新技術というのは、すぐ国際基準の話にいって、そのと

きは技術を持っている者が役に立つので、やはり NEDO からも出られないといけない。

だけど方針を決められるのは政府のほうであって、そこは政府と NEDO がよく意見交

換をやっておられるし、そう心配はないのですが、NEDO がこういうことが大事だと

いうことをもっと表で言えるような位置づけをされたほうがいいと、いろいろな議論

を伺って感じたところです。

○岸部会長

重要な視点ではないかと思います。

最先端技術、経済産業省は最先端技術が好きで、それは大事だということは渡辺委

員から御指摘があったと思うのですが、逆に、最先端に行ってしまい過ぎて、現実の

技術から離れているというところも心配で、これはドイツのフランホーファーの研究

所などから指摘されていることではないかと思います。そういうことを含めて、技術

開発と普及というものの一体化、それから、先ほどは原局原課の言いなりで実行機関

にならない横通しをどうするかとか、課題はいっぱいあると思うのですが、とりあえ

ずは石谷先生の御指摘について、NEDO 側から何かコメント、お答えがありましたら。

○中西審議官

多分、それも NEDO の問題というより、我々政府の問題なわけですね。正直に申し

上げると、事業仕分けの結果、我々がこういうことを飲まされたのが現在の姿に至っ

ているところはあって、政策的に否定されているかどうかは別ですが、そこまで含め

て、すべてを一つの NEDO という組織でやるべきかどうかという議論をさせられたの

は事実で、そのときのポイントは、NEDO というのはどういう機能をメーンのミッシ

ョンとして持つべきかといったときに、NEDO という組織は、国内にいろいろすぐれ

た技術とかいろいろなプレーヤーがいる中で、国のミッションを効率的に成果を出す
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ために組み合わせをするのが一番の機能でしょうというのがあって、確かにそのとお

りなので、それをしっかりやっていきます。

その逆の話として、単にある条件を満たせば導入のための金が出るという仕組みに

ついては、NEDO が本来持っているインテグレーションする能力を使わなくてもいい

のではないですかということで、それは、政策として否定されたわけではないので、

国が直接やりましょうというところに落ちていった政策もありますし、国全体として

独立行政法人を見直そうではないかという議論の中で、仕分けの中でそういう形にな

らざるを得なかったというのはありまして、国としては、もちろん NEDO がやった技

術について、それが具体的に現場に流れていくように、導入補助とか、国際標準化も

国が率先してやっていこうというふうに、全体として見れば御指摘があったようなこ

とはしっかりやっていかなければいけないと、改めて認識していますし、とは言いつ

つ、行政として制約がかけられているのも事実であるというのは御理解いただければ

と思います。

○岸部会長

どうぞ。

○谷田部委員

今までのお話と正反対になってしまうと思うのですが、今、企業でも、大学でも、

なかなか新しい研究にお金を出すことが難しい状況の中で、確かに研究成果が上がっ

てすぐに実用化するということは欠かせないとは思うのですが、それこそ 50 年、60

年先の日本を考えたときにどういうものが残ればいいのか、どういうものができれば

いいのかという視点は常に必要になってくると思いますし、そういうことが枠の中で

できるとすると、やはり NEDO ではないかと思います。

現地調査ということで、Spring-8 で蓄電池の分析技術についてお話を伺ってきたの

ですが、当面のリチウムイオン蓄電池の開発ということでいけば、すぐに成果が応用

できるかもしれないけれども、革新的な蓄電池ということになると 40 年、50 年かか

りますよという話を聞いて、逆に安心したというか、日本でしかできなくて、しかも

成果は長期的に見ると確実に上がってくる、こういう研究が NEDO が支援できている

ということはすごくいいことだと思います。

ではどういう技術を NEDO の枠組みに入れてくるのかということで、ものすごく力

量が必要になってくると思うのですが、事業仕分けだ何だかんだといって、これから



- 36 -

も財政事情がよくなるわけはないので、そういう中で限られた予算を、実用化ももち

ろんですが、将来にどのぐらい投資できるかというキーポイントが NEDO にあると思

いますので、そういう視点も決して忘れずにやっていただきたいと思います。

○岸部会長

非常に長期的に見た重要性を御指摘いただいて、私もそれには全く同感です。ただ、

私も先月、２度韓国に呼ばれまして、１回は国立の研究所をどう再編するか、１回は

日本で失敗した大学の法人化を韓国はどうすべきかという会議に出たのですが、韓国

は、日本が蓄電池等をつくりあげるのを待っているんですね。実用化は我々のほうで

やるからと待ち受けて、必ずこっちが商売はできるよというような話を聞かされると、

非常に難しさを感じてきた次第です。

そんなことですが、一通り御意見をいただいたのですが、時間がありませんので、

一言何かあれば御意見をいただければと思います。

それから、グリーンとライフ、これはいいのですが、ナノテク材料と ICT は、それ

を支える基盤技術と内閣府は定義をしています。ただ、NEDO の業績を見て、非常に

重要な IT 産業の部分が先進国にしては少ないのではないかという個人的な感想を持

っているということだけはつけ加えさせていただきたいような気がしております。

現理事長が日本の情報通信学会の会長であるというのを知って、「あっ」と思っては

いるのですが、先進国で日本の IT は本当に大丈夫なのかというのは、私のように製造

業のみに生きてきた人間が、このごろ非常に強く感じているところでございますので、

ぜひそれもつけ加えていただきたいと思います。

それでは、最後に、時間が押してしまったのですが、一言、何かございましたら簡

単にコメント、または質問をお願いします。

○渡辺委員

難しいことなのですが、岸部会長がおっしゃったことと通ずるのですが、１年間議

論してみんなが賛成するものがプロジェクトになるというプロセスの限界は、みんな

プロセス開発になってしまうということですね。プロセス開発は、これは必要だねと

いうことがわかりやすいのです。それはなぜかというと、これだけ性能が上がるよ、

これだけ材料が変わるよ。それはそうなのですが、プロジェクトを開発するというの

は、みんなまゆつばになるわけです。だから１年も議論したら落っこちてしまう。だ

けど、ICT の世界はまゆつばでなければだめなんです。ナショナルプロジェクトは成
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功ですよ、４点以上ですよと言われても、みんなプロセス開発なんです。

今回視察させていただいた放射線医療の機器については、あの難しい世界でチャレ

ンジしている、これが本当に成功するかどうか、あのベンチャーがどうなるかわかり

ませんが、それはすごいことだと思います。ああいうものは、大体落っこちてしまう

んです。特にそういうのが多いのが ICT の世界で、特にデザインです。デザインとい

うのは回路デザインですが、回路デザインのところは日本は全くだめですから、そこ

はもうあきらめたということにしかならないんですね。

そういう意味で、まゆつばというところをどうするかということをぜひ考えていた

だかないと、あすがないだろうと私は思っています。

○岸部会長

ありがとうございました。ほかに、いかがでしょうか。

○末吉委員

全体の、またマクロ観で申しわけないのですが、私は常々、21 世紀の我々に課され

た課題は、20 世紀のいわゆるブラウン経済を持続可能なグリーン経済に変えていくと

いう世界的大作業だと思っています。その作業に成功した国や地域、産業や企業が最

終的には勝っていくと思っております。

その中で、特に日本のことで気になるのは、ものづくりということへのものすごい

執着があるんですね。確かにものづくり技術は、新技術は非常に重要です。でも、私

は全体のパーツにすぎないと実は思っております。なぜならば、グリーン経済でいく

ということは、経済オンリーから環境や社会も取り込んでいくということですから、

そこには単なる技術の世界ではなくて、生身の人間の生き方を変えていくという大き

な作業が入ってくると思います。

そうすると、これまでのように、ものづくりがすべてを決するのではなくて、先ほ

どのスマートシティなんかまさにそうだと思うのですが、21 世紀はどういう価値観で、

どういう人生を送るのかということが非常に重要になってきて、その中で必要になっ

てくるイノベーションは何だろうか、どこを変えないとそれが実現しないのか、ある

いはものすごいコストがかかるのか、そういう作業だと思っておりますので、そうい

う文脈の中で、NEDO の短期、中期、長期、あるいは超長期の存在をどう位置づける

のかということを、ぜひ視点としてお持ちいただければ、当然お持ちだと思いますが、

あえて強調したいと思います。
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○岸部会長

ありがとうございます。これも、時代が変わり目だというか、進化しないといけな

い大事な視点だと思います。環境、社会、情報、そういうことを含んだものというこ

とで。

谷田部先生、何か一言ございましたら。

○谷田部委員

いえ、先ほど言ったことに尽きるので。

○岸部会長

石谷先生は。

○石谷委員

結構です。

○岸部会長

それでは、どうもありがとうございました。非常に重要な視点、NEDO のあり方と

本省との関係、単なる実行部隊ではないだろうということ、日本の技術のあり方が大

きく変わりつつある、グローバル化にどう対応しているか、期待は非常に NEDO に大

きいと思います。

ただ、予算が減るのは気に入らないというか、総額がないと運営は非常に大変だと

いう気もしておりますが、それをここで論ずるのが我々の立場ではないかと思ってお

ります。

大事な御指摘、ありがとうございました。それらを含んだ報告を、ひとつよろしく

お願いしたいと思います。

それでは、３番目の議題で、NEDO の役員報酬規程の改正、倉田理事からお願いし

たいと思います。

○倉田理事

総務担当の倉田でございます。座ったままで失礼させていただきます。

資料 9 をご覧いただきますと、独法 NEDO の役員報酬規程の改正についてというこ

とで説明させていただいております。簡単に申しますと、もう新聞等で御案内と思い

ますが、政府が東日本大震災に対処する必要性から国家公務員の給与の改定及び臨時

特例に関する法律というのをつくりまして、わかりやすく言うと 7.数パーセント国家

公務員の人件費を削減するということで、同時に、独法に対しても極力そういう趣旨
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を酌み取って自主判断で考えたらどうかという御要請がございました。

そういうことどもも踏まえまして、NEDO として役員報酬に関して 4 月 1 日から、

ほぼ国に準ずる形で報酬をカットするということを、ちょうど 2 年の間でございます

が、決めさせていただき、今般、経済産業省に届け出ましたものですから、ここで付

議されるということで提案させていただいております。

以上です。

○岸部会長

ありがとうございました。

7.8％を実行するということですね。これは政府からも強く要請されていることでご

ざいます。

ちなみに、国立大学もこれに従うということですが、昨日、経営協議会で、東京大

学は半分だけ実行すると決めたのですが、さあ、これでもつかどうかというのが非常

に大きなところです。ただ、世界の大学の給与を比較しますと、110 円の購買力、OECD

を用いても東大の給料は 5 割安いんですね。80 円を用いるとまたいろいろ問題も出て

くるということで、どっちに転んでも本当にやっていけるのかということで、7.8 を

4％で頑張るということですが、これは言っていいと思います。きのう、一応通ったこ

となので。ただし、社会的にたえられるかどうか、私は知りませんというか、わかり

ません。

NEDO の役員報酬改定、これでよろしいでしょうか。

余りいいとは思いませんが、やむを得ないことだと思います。私が独法にいた経験

で、企業から役員に来てもらえないんですね。余りの給料の安さに、「ええっ」とか言

われまして。

それはまた別の話で、では、御承認ということで、ありがとうございました。

それでは、最後に事務連絡、藤原課長よりお願いしたいと思います。

○藤原技術振興課長

先ほどスケジュールについては御説明いたしましたので、そのような形で、まず評

価シートをメールで送らせていただきたいと思います。

資料が大部でございますので、後ほど宅配で送付させていただきます。よろしくお

願いいたします。

○岸部会長
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いろいろありがとうございました。有益な議論ができたと思います。

以上をもちまして本日の部会を閉会とさせていただきます。長時間ありがとうござ

いました。


