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独立行政法人評価委員会産業技術分科会

第２６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７月１１日（水） １４：００～１６：３０

２．場 所 経済産業省 別館８階 ８２５号会議室

３．議 題

（１）平成２３年度財務諸表等について

（２）平成２３年度業務実績評価について

（３）その他

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

議事次第

○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 26 回 NEDO 部会」を開催

させていただきます。

本日の議題は、議題 1.が「平成 23 年度財務諸表について」、議題 2.が「平成 23

年度業務実績評価について」、議題 3.が「その他」でございます。スムーズな議事進

行にご協力いただきますようお願いしたいと思います。

それでは、まず本日の配付資料の確認を事務局よりお願いします。

○藤原技術振興課長

机の上に大変大部な資料を置かせていただいておりますが、確認をさせていただ

きます。

「議事次第」の次に、議題 1.で使用いたします資料 1-1 が、「平成 23 年度財務諸表

等の報告」、NEDO からの資料でございます。また、「財務諸表」そのものが冊子にな

っておりますのが資料 1-2 でございます。それから、本日メインの資料、まさに「業
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績評価」でございますが、2 種類ございまして、資料 2-1 が「平成 23 年度業務実績に

関する評価表（項目別評価）」で、A3 縦長の資料でございます。資料 2-2 が「平成 23

年度業務実績評価（案）」、公式な評価書でございますが、A4 の横長の資料でございま

す。最後に資料 3 は、議題 3.で活用させていただく資料でございます。

その後、参考資料が続きますが、「委員名簿」が参考資料 1、参考資料 2 は、前回

お決めいただいた「評価基準」でございます。参考資料 3-1 は、NEDO からの「23

年度の主な取組」でございます。参考資料 3-2、3-3 は、前回ご提出いただいたもの

でございますが、参考資料 3-2 が「23 年度の実績概要（総括資料）」、参考資料 3-3

が「23 年度実績概要（説明資料）」でございます。「事業報告書」が資料 3-4 で、こ

れも NEDO から提出いただきました冊子でございます。参考資料 4 が、独法通則法

その他関係する規定でございます。ご参考までに置かせていただいております。

なお、資料 2-1 と 2-2 は、委員の方々のみに配付しておりまして、NEDO の方々

には配付していないという位置づけになってございます。

不足等ございましたらお手を挙げていただければと思いますが、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、最初の議題に入ります。まず「財務諸表の扱いについて」、事務局から

説明をお願いしたいと思います。

○藤原技術振興課長

「独立行政法人の財務諸表の取り扱い」、参考資料 4 にございますが、通則法 38

条に基づきまして「事業終了後 3 ヵ月以内に主務大臣に提出すること」になってご

ざいます。「23 年度財務諸表」につきましては、NEDO から 6 月 28 日に経済産業

省あてにご提出いただいております。通則法 38 条 3 項によりまして「主務大臣は、

その承認に当たり、あらかじめ評価委員会の意見を聞くこと」になっておりますの

で、本日委員の皆様にお諮りする次第でございます。

以上でございます。

○岸部会長



- 3 -

それでは、「平成 23 年度財務諸表等について」、NEDO から説明をお願いしたい

と思います。

○古川理事長

NEDO の古川でございます。日ごろより評価委員の皆様方には大変なご指導を賜

りましてまことにありがとうございます。

本日は、まず NEDO 側から財務諸表に関するご報告をさせていただきまして、そ

の後 23 年度全般に関する業務のご紹介をさせていただく段取りと承知しておりま

す。

この財務関連につきましては、私は、基本的には「予算を守る」ことが一番重要

なことだと思っておりまして、それは官民にかかわらずとにかく予算を守ることが

重要だと思っています。そのためにも、日々のオペレーションで約束を守ること、

その積み重ねでトータルとして予算を守れるだろうということで指導しているつも

りではございますが、まだまだ至らない点もございますので、本日またいろいろご

指導をいただきたいと思います。

それでは、NEDO の財務担当理事でございます元木から資料 1 と 2 に基づきまし

て状況をご説明したいと思います。お願いします。

○元木理事

それでは、私、元木からご報告させていただきます。2 ページの「平成 23 事業年

度決算のポイント」からご説明させていただきたいと思います。

23 年度につきましては、大きく 2 つ決算のポイントがございます。1 点目は「不

要資産の国庫返納等」にかかわるもの。2 点目につきましては「石炭経過勘定にお

ける利益剰余金の計上」と、大きく 2 つのポイントがございます。

1 つ目の「不要資産の国庫返納等」でございますが、これは独法の事務事業見直

しの基本方針に基づきまして国庫返納、減資等を行うものでございます。

まず最初は、白金台の研修センターにつきまして、これは国に現物で納付させて

いただいております。これが約 18.5 億円でございまして、この分を資本から減資さ

せていだくものでございます。

2 番目にございます「噴出試験設備の譲渡収入」、これは、地熱の設備を事業者に
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譲渡したもので、この分の約 1,000 万円を国庫返納させていただいたものでござい

ます。この分につきましては、※にも書きましたが、原資が国庫補助金でございま

すので、減資はありません。

次が、鉱工業の承継業務に関します民間出資金の払い戻しを行ったものが約 6,00

0 万円ございます。

以上、大きく３つが「不要資産の国庫返納等」でございます。

次は、「石炭経過勘定における利益剰余金の計上」でございますが、石炭経過勘定

は、大きく 2 つの業務がありまして、1 つ目は、旧石炭の鉱区管理業務と申しまし

て、NEDO が、旧合理化事業団の時代に石炭事業者から買い上げました炭鉱鉱区に

つきまして、鉱業法上の賠償責務から鉱害の賠償を行うもの。それから、NEDO が

保有しておりますぼた山の維持管理等を行うものでございまして、この鉱害の工事、

ぼた山の保全工事等の費用につきましては、出資金を取り崩して費用計上されるこ

とから、制度上、毎年度欠損金が生じておるものでございます。

今回、利益剰余の分につきまして、これは、実は私どもが貸し付けをしておりま

す旧石炭会社ですが、この親会社が債務の継承、肩代わりを行うことになりまして、

基本的に破産更生債権等から一般債権である貸付金のほうにかわったものでござい

ます。それに伴いまして、私ども過去の決算において計上していた貸倒引当金、約

62 億円ございますが、これを洗い替えして戻し入れを行いました。したがいまして、

当期の総利益が 49.6 億円となりまして、これまでの繰越欠損金を解消して 22 億円

程度の未処分利益を計上させていただいたものでございます。

それが、23 年度における私どもの大きな決算上のポイントでございます。

次に 3 ページは「決算報告書」で、予算ベース、キャッシュ・フローベースで年

度計画予算と、その決算額を対比しているものでございます。

この中で大きく変わりますものは、実は国庫補助金の分、これは、予算が減って

いる中で国庫補助金の導入関係の補助分、それから、京メカクレジットの取得事業

の受託収入分、それから、政府出資金の基盤勘定部分について、予算が大幅に減少

している。これが 847 億円程ございますが、こちらの減少が収入に大きくマイナス

されておるものでございます。
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次に変化がございましたのは、貸付の回収金ですが、これは先ほどご説明しまし

た石炭の経過勘定におきます債務の肩代わりを行いました一つの会社から、債務引

き受け等により 13 億円程の前倒し回収がございまして、その分が貸付回収金に計上

されておるものでございます。

次に「事業収入」でございますが、これは、日本学術振興会（JSPS）から、最先

端プログラムにかかわる助成金の受け入れが 16 億円程ございますが、これが予算額

の大宗を占めておるものでございます。

収入としまして「その他収入」につきましては、研究資産の売却収入が当初の予

定よりも多かったために増加しておるものでございます。

続きまして「支出」でございますが、これは運営費交付金にかかわる業務経費に

つきまして、繰越分や補正分があった関係から、予算額より増額しているものでご

ざいます。

次に、借入金の償還（支払利息）につきましては、鉱工業の承継勘定における国

の財投会計への借入金の償還にかかわるものでございまして、23 年 9 月の償還をも

って完了したものでございます。

それと「その他支出」でございますが、先ほどお話ししました地熱関係の噴出試

験設備のもの、鉱工業勘定における民間出資金の払い戻し分が 7,100 万円程度ござ

いまして、この分が支出の概要となっておるところでございます。

これが、「決算報告書の概要」でございます。

続きまして「貸借対照表」でございます。

「現金及び預金」につきましては、先ほどお話ししましたように運営費交付金の

債務の減がございます。それと、保証債務の損失引当金の増加がございまして、全

体としては減少しているものでございます。

「有価証券」が増えておりますのは、ワンイヤールールで社債等について約 30

億ほど、投資有価証券から有価証券のほうに振り替えなどが行われておるものでご

ざいます。

「貸付金」につきましては、先ほど申しましたように破産更生債権等から一般債

権に振り替わるものがございまして、それで増加したもの。それから鉱工業勘定の
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償還等がありまして貸付金のほうは増加しているものでございます。

「有形固定資産」につきましては、大きく変わりますのは、白金台研修センター

の国庫返納に伴いましてそれぞれ小さくなっておるものでございます。

「投資有価証券」につきましては、今お話ししました有価証券への振り替えが 31

億ほど行われたものでございます。

「破産更生債権等」につきましても、石炭経過勘定の債務者区分の変更により減

少が生じたものでございます。

続きまして「貸倒引当金」も同様に、経過勘定からの戻し入れが 62 億円程ござい

ます。さらに需給勘定の代位弁済により縮小しまして、約 55 億円のプラスになって

いるものでございます。

「長期前渡金」でございますが、これは京メカクレジットに係ります事業者への

前渡金の分でございます。年度を跨ぐもので、これにつきましては、排出権の取得

量に応じて各年度において費用化されるものでございます。固定負債の受託事業預

り金が同じように収益化されるものでございます。

次、「負債」の部でございます。

これにつきましては、実は債務保証の引当金が増額しているものでございますが、

新エネ債務保証の関係で、保証先において一部損失の懸念があり、保証しなければ

ならないような義務が生じるおそれがあるということで、引当金としてプラス計上

させていただいているものでございます。

「純資産」ですが、これにつきましては、先ほどお話ししましたような基盤勘定

からの政府出資金の受け入れが約 47 億円、それから、増要因としては、今申しまし

た基盤勘定からの 47 億円程ございますが、減要因としましては、特定勘定分の 5

億円、白金台研修センターの国庫返納分が 18 億円、鉱工業勘定の民間出資の払い戻

し等がございまして、差し引き 23 億円程度の増になっているものでございます。

「資本剰余金」につきましては、白金台研修センターの国庫返納などに伴いまし

て約 9 億程度が縮小されておるものでございます。

以上がバランスシート（B/S）の説明でございます。

次、5 ページの「損益計算書」でございます。
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こちらは「業務費」、「一般管理費」と分かれておりますが、この業務費の中の「給

与手当」につきましては、私どもに民間企業から出向していただいている方の人件

費でございます。

「外部委託費」につきましては、これは研究開発事業の委託事業費でございます。

「請負費」につきましては、これは、先ほど申しました石炭関係の請負工事等々

の工事関係の業務費等でございます。

「保証債務損失引当金繰入額」については、先ほどお話ししたとおりでございま

す。

「その他の業務費」は、京メカクレジット取得事業費をここに計上してございま

す。

続きまして「一般管理費」でございます。

この中の「人件費」が、私ども NEDO の役職員の人件費に相当するものでござい

ます。

「財務収益」につきましては、私どもの不要資産の国庫返納によります運用資産

の減少、それから金利の低下による運用収益の減少が、今回の減の要因になってい

るものでございます。

「雑益」につきましては、研究開発資産の売却による収益でございます。

それと、「経常損失」ですが、これは、基盤勘定における MRJ の事業費の減が約

38 億円ございますが、それによって減少しておるものでございます。

「臨時利益」等々につきましては、利益処分のところで再度お話しをさせていた

だきたいと思っております。

当期の総利益と総損失を合計しますと、先ほど申しました引当金の戻し入れ分が

60 数億円ございましたので、その関係から 24 億円程が当期の総利益となっておる

ものでございます。

それでは 6 ページの「利益の処分に関する書類及び損失の処理に関する書類（案）」

でございます。

今年度の利益を計上した勘定、「一般勘定」、「電源勘定」、「需給勘定」、「鉱工業

勘定」、「石炭勘定」の 5 勘定でございますが、先ほどの損益計算書にあるとおり 74
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億円程度が利益の総額になっております。

このうち運営費交付金で運営されております「一般」、「電源」、「需給」の 3 勘定

については、主に研究開発資産の売却収入によって生じた利益でございます。

次に「鉱工業勘定」については、これは予算編成時に一般管理費の比率を見直し

ております。そのときに「退職給付」の所要額が減少したため、その引当金の戻し

入れによって生じたものでございます。

「石炭勘定」につきましては、先ほど申しました鉱区管理業務について出資金と

して受けた資金を取り崩して事業運営を行っていたもので、経常損失が約 12 億円あ

りましたが、今回債権区分の見直しを行ったことから貸倒引当金を戻入させていた

だき、当期の総利益が 49 億円となったものでございます。

これらの勘定におきましては、独法通則法 44 条 1 項の規定に基づきまして、「一

般」、「電源」、「需給」、「鉱工業」の 4 勘定につきましては、当期の利益はそのまま

計上し、「石炭勘定」においては、当期の利益と繰越欠損金を整理して、残余をそれ

ぞれ積立金として整理させていただきました。

当期の総損失を計上しておりますのは基盤勘定でございまして、これは、ご存じ

のとおり基本的には政府出資金が財源になって研究開発事業を遂行することから、

不可避的に欠損金が生じるものでございます。これは、独法通則法 44 条 2 項の規定

に基づきまして「繰越欠損金」として計上させていただくものでございます。

以上、B/S、P/L のご説明をさせていただきました。

続きまして 7 ページ、「キャッシュ・フロー計算書」でございますが、この中で目

立つ部分は、「勘定閉鎖に伴う資金期首残高の調整」ということで△が立っておりま

すが、これは、22 年度決算をもって廃止されました特定事業活動等促進経過勘定の

22 年度末の資金残高（国庫返納済み）を、資金期首残高において調整を行った関係

から△が立っておるものでございます。繰り返し申しますと、基本的には特定事業

活動等促進経過勘定の資金残高の期中国庫返納済み分を期首で調整を行ったもので

ございます。こちらがキャッシュ・フローの中で特異な案件とされるものでござい

ます。

続きまして 8 ページの「行政サービス実施コスト計算書」でございますが、これ
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まで予算措置の中で国が直轄で実施していました研究開発事業のうち NEDO に移

管されたものがございます。その際に、国が実施しておりました資産について無償

で貸与され研究開発を実施しておるものがございます。これにつきまして、減価償

却相当額を機会費用として、一般で 13 億円程度の計上をさせていただいておるもの

でございます。

なお「自己収入」につきましては、損益計算上の経常利益及び臨時利益のうち運

営費交付金の収益、補助金収益、資産見返り負債の戻し入れを除いたものというこ

とで整理させていただいておるものでございます。

「行政サービス実施コスト計算書」については以上でございます。

少し前後しますが、私ども「NEDO の会計方針」でございます。

「運営費交付金の収益の計上基準」につきましては、費用進行基準を採用してお

るものでございます。

「減価償却の会計処理方法」につきましては、定額法を採用しております。

「退職手当にかかる引当」につきましては、退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上させていただいております。ただし、運営費交付金を財源とする勘定

については引当金の計上をしておりません。

「消費税等の会計処理」につきましては、税込方式による会計処理をさせていた

だいております。

10 ページ、「附属明細書（関係法人について）」でございます。

NEDO におきましては、資本関係、出資を行っている法人は、特定関連会社及び

関連会社や役職員経験者の関係上該当する法人はございません。また、事業収入全

体に占める NEDO との取引額が 3 分の 1 以上になった関連公益法人についても、契

約及び助成先としての選考は企画競争・公募によるものとしておりまして、基本的

にプロジェクト等の実施を担わせる場合については、外部有識者による審査委員会

（外部審査委員会、技術審査委員会）をやり、さらに内部の部長会及び契約助成審

査委員会という多段階の審査で採択させていただいておるものでございまして、私

どもコンプライアンス等を十分重視して採択を行わせていただいておるものでござ

います。
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以上駆け足でございましたが、私どもの 23 年度にかかわる財務諸表等のご報告を

終了させていただきます。ご審議を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す。

それでは、続きまして監査報告をお願いします。

○藤井監事

監事の藤井でございます。お手元の財務諸表の冊子の一番最後の 161 ページと 1

62 ページをご覧いただければと思います。

独立行政法人通則法第 38 条第 2 項に基づきまして、私ども監事は、NEDO の平

成 23 事業年度の財務諸表及び決算報告書につきまして、経理部及び関係各部から各

種会計資料の提供を受け、また説明を受け監査を行いました。その結果は、162 ペ

ージの「意見書」にあるとおりでございまして、23 年度の財務諸表及び決算報告書

の内容については「適正なものである」と認識しております。

以上でございます。

○岸部会長

それでは、ただいま財務諸表の説明、監査報告について承ったところですが、こ

れらについて何かご質問等があればよろしくお願いしたいと思います。いかがでし

ょうか。どうぞ、松田委員。

○松田委員

「決算のポイント」の「国庫返納」と「石炭経過勘定における利益剰余金の計上」

の 2 点についてお話を伺いたいのですが、白金台の研修センターは、ずっと前から

懸案になっていて、やっと国庫返納になってということですが、この 18.5 億という

のは、簿価で、今の時価ということではないということでしょうか。

○元木理事

18.5 億につきましては、取得額でございます。国庫納付については、一応再評価

して、当初の取得額から、減価償却、損益を加味してございます。

○松田委員

はい。
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それから「貸付金」は、ハッピーなことに親会社が石炭勘定の貸付金を引き受け

ていただいて、貸倒引当金の戻し入れということで利益が出たのですが、親会社に

無理をいって国が押しつけたということではないという理解でよろしいのでしょう

か。

○元木理事

基本的に、これは 5 ヵ年で貸付の返済計画を見直している中で、今回行われたも

のでございまして、親会社も、一つの炭鉱について完全に閉鎖するということもご

ざいまして、親会社のほうで引き受けたものでございます。具体的な名前を申し上

げるのは差し控えますが、私どものほうから無理してということではなく、向こう

からそのようにさせていただきたいということで、返済計画の変更があったもので

ございます。

○松田委員

はい。

○岸部会長

よろしいでしょうか。どうぞ、渡辺委員。

○渡辺委員

監事監査の中で、NEDO の場合は、財務諸表監査はするけれども業務監査は範囲

に入っていないのでしょうか。

○藤井監事

お答えいたします。独立行政法人通則法では「財務諸表と決算報告書について監

事の監査をする」と定めてございまして、それ以外、業務監査については特に規定

はございませんが、私ども内部の「監事監査規程」で、その年度の業務執行状況、

資産の管理・処分の状況、その他重要な事項を監査することになっておりまして、

理事長及びその他の役員に結果を報告しております。

○渡辺委員

要するに「監査報告書」というのは、これ以外にもう一つあるということですか。

○藤井監事

監査報告という正式な法定の書類というのではなくて、NEDO 機構内の文書とし
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て監査報告というものを作っております。

○渡辺委員

勉強不足で済みませんでした。要するに特殊法人というか独法の中では、業務監

査も財務諸表監査も両方意見を出しているところもあれば……、それはばらばらで

別に国で統一されているわけではないと理解しておけばいいのでしょうか。

○藤井監事

今申し上げましたが、NEDO 内の「監事監査規程」ということで、業務監査的な

部分も、監査結果を理事長と経済産業大臣に報告することになっております。

○岸部会長

どうぞ、末吉委員。

○末吉委員

今、松田、渡辺両委員のご質問と関連しますが、冒頭、古川理事長から「予算を

守ることを最優先事項にしている」というお話がございました。まさにそうだろう

と思いますが、私の理解では、「予算を守る」といったときに 2 つの側面があって、

一つは、業務活動が適切に会計処理、会計表示されているかということだと思うん

ですね。それが財務諸表の監査の部分だと思いますが、もう一つは、会計処理上は

正しく書いてあるけれども、支出されたお金がそもそも予算の目的どおりに、いわ

ばコストパフォーマンス的にみて実効性が上がっているのだろうかと、これも確か

に「予算を守る」という意味では、正しい表示を形式上というと、中身的にはそう

いうことだと思うんですね。

そういうのを考えたときに、財務諸表のご報告が、今議論があったとおり業務の

ほうにはノータッチで、監査報告書をみると、自分たちがやる範囲はここに限られ

ていると書いてありますが、そういう意味では「適切な表示」ということでは、ま

さにそのとおりだろうと思いますが、財務諸表の報告を、あるいはそのこと自体を

評価するときに、お二人の委員がおっしゃったとおり形式上の会計処理の話に若干

でも、業務上の側面も入れたほうが、数字の意味がより出てくるような気がします。

単純にいけば、1,742 億円お金を使っているわけですが、財務諸表の監査の視点
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からみたとき、業務分野において、もっと改善の余地があるのではないかとか、そ

ういった意見もあったほうが、まさに理事長のおっしゃる「予算を守る」視点が、

国民的視点からみても、より守られていることになるのではないかと感じておりま

した。たまたまお二人がそういうご質問をなさったので、私も質問をさせていただ

いた次第です。

○岸部会長

ありがとうございます。今のご意見について、よろしくお願いします。

○古川理事長

今、先生からご指摘いただきました点、私も非常に重要な点だと思っております。

「予算を守る」というのは、その額を守ることと、本来決められた資力、内容を守

る、パフォーマンスを守る、この両方のバランスが非常に重要でございまして、額

だけ守っても内容が守れないとか、それだと全く意味がないということで、そこは

日々のオペレーションの中で、そういう２つの視点からいろいろ指導しているつも

りでございます。

今、この監査の中に業務をもっと入れたほうがいいのではないかというお話でご

ざいますが、少なくともあずさ監査法人並びにこちらでは、財務監査、会計監査が

メインになっておりますが、先ほど藤井監事からも話がありましたように、NEDO

の中でのオペレーションとしては、内部監査も監事監査も、業務監査、会計監査含

めてやっております。ここでは、確かに会計監査、財務的な視点からしか書いてご

ざいませんが、中ではオペレーションに対する業務監査という視点でもいろいろ意

見をいただいて、それを我々実行側が改善していくというようなルートで回してい

るつもりでございます。

○岸部会長

よろしいでしょうか。ほかに何かございますか。

どうぞ、松田委員。

○松田委員

法人全体の貸借対照表の脚注で、「退職給付をしたとき」というのがありますが、

分厚い財務諸表をみせていただいて、15 ページに「退職給付債務等の計算の基礎に
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関する事項」が入っています。その中で、将来予測退職者に支払う債務の割引率が

1.5、実際の掛け金の運用収益率が 2.0 と記載されていますが、これは、機構で決め

たルールなのでしょうか。それとも国全体で機構のルールを決めているものでしょ

うか。AIJ の問題などが起きてくるものですから、退職金の問題についても、掛金

運用の関係で結構気になるのですが、このあたりはいかがでしょうか。

○羽藤副理事長

その件については、独法共通の数字として、まずこの前提を使っておるというこ

とがございます。そして、NEDO としても「この数字を使うことについては適切で

あろう」という判断のもとで今回の計算をしておるところでございます。

○元木理事

経済産業省関係の基金がございまして、NEDO、JOGMEC、JETRO も含めまし

て、そこら辺の全体の基金から出ている数値でございます。

○松田委員

はい。

○岸部会長

ほかにいかがでしょうか。――それでは、特にご意見もないようでしたら、「平成

23 年度財務諸表」につきまして、この部会としては「適当である」ということにし

てよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

ありがとうございます。

あと、「財務諸表」について、所要の一部修正、その程度のことがあった場合には、

私に判断をご一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

ありがとうございます。

それでは、２つ目の議題に移らせていただきます。「平成 23 年度業務実績評価」

についての審議を行います。

評価の審議に当たっては、NEDO の関係者の方々には席を外していただくことに

なりますので、今のうちに確認したい点などがありましたらよろしくお願いいたし
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ます。退席していただく前に何かご質問等がございましたらよろしくお願いしたい

と思います。

（質問等：なし）

それでは、評価の審議結果が決まった段階で再度 NEDO の関係者の方々にお戻り

いただくことにして、そのとき評価結果をお伝えすることにしたいと思います。

それでは、移動してご待機のほどをよろしくお願いいたします。

（NEDO 関係者：退席・退室）

それでは、初めに「評価の進め方」を事務局から説明していただきたいと思いま

す。

○藤原技術振興課長

今回の評価方法につきまして、これまでどおり、例年どおりの評価方法をとらせ

ていただきたいと思います。今回の評価基準につきましては、先ほど参考資料 2 と

ご紹介申し上げましたが、前回ご決定いただいた、これにのっとって評価をしてい

ただきたいと思ってございます。今回も、NEDO の中期計画（4 年目）に照らして

23 年度の業務の実施状況が適当であるかどうかという点をご審議、ご了解いただく

ことになります。

「概ね年度計画を達成している」場合には「B 評価」といたしまして、B 以外の

評価をする場合には、特筆すべき点を明記することになっております。一応の目安

として、「質・量どちらか一方について特筆すべき点があれば A」、「質・量両面につ

いて特筆すべき点があれば AA」と考えていただくことになります。

今後についてですが、本日の部会の結果（総合評価）が出ましたところで、7 月 2

6 日木曜日に予定されております親委員会「経済産業省独立行政法人評価委員会」

に、岸部会長からご報告いただきまして、経産省としての最終的な NEDO に対する

評価を確定する手続になってございます。

具体的には、本日お示ししております資料 2-1、A3 縦長のものでございますが、

皆様各委員の評価を項目ごとに整理した資料になっております。資料 2-2 が、先ほ
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ど申し上げました公式な評価実績の案でございます。こちらを親委員会に報告をさ

せていただくことになります。この 2 つの資料に沿って大項目ごとに事務局より簡

単にご説明させていただきまして、A、B、AA など評定、それからコメントの内容

について簡単にご説明させていただいて、最後に部会長から差配をいただきまして、

皆様のほうで総合評定、評価判定についてご審議をいただきたいと思ってございま

す。

それでは、ご審議のほどをよろしくお願いいたします。

○岸部会長

それでは、ただいまの説明を踏まえて審議を進めたいと思います。

それでは 2-1 の「研究開発関連業務」からお願いします。

○藤原技術振興課長

繰り返しになりますが、A3 の資料と公式の A4 の横長の資料（資料 2-1、資料 2-

2）をご覧になりながらご説明をさせていただければと思います。

まず資料 2-1 の「研究開発関連業務」につきましては、資料 2-2 では 4 ページか

らになります。A3 の資料も一緒にご覧いただきますと、この部分は、合計 10 の評

価項目から構成されております。

読ませていただきますと、A3 のほうがわかりやすいと思いますが、1.の「研究開

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

切に実施する」、②は「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」、③は「研究開発の実施段階においてマネジメントの高度化を適切に行う」、

④が「研究開発の評価段階においてマネジメントの高度化を適切に行う」、⑤が「研

究開発に関連して社会への貢献、成果の広報・情報発信を適切に実施する」。

2 番目に「研究開発の実施」、これは実際のプロジェクトの類型に分かれておりま

す。①が「ナショナルプロジェクトを適切に実施する」、②が「実用化・企業化促進

事業を適切に実施する」、③が「技術シーズの育成事業を適切に実施する」となって

います。

3 番目は「人材養成」で、「産業技術人材養成を適切に実施する」。

4 番目が「技術経営力の強化に関する助言を適切に行う」。
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ということで、まさに NEDO の研究開発業務といいますか、技術開発マネジメン

トの業務ということで核になるところでございますが、以上の 10 項目で評価をいた

だくことになってございます。

右側に各委員の採点表、これまでいただいたものをまとめてございますが、横で

みていただきますと、ややばらつきはございますが、10 の項目すべてが平均します

と評価 A となってございます。

委員別にみてみますと、5 点満点で 3.6～4.40 で若干幅がございますが、5 人全

員が A 評価になってございます。全体の平均をとってみますと 3.96 になりますが、

百分率で 79％、トータルで A 評価になっております。

主なコメントをご紹介したいと思いますが、資料 2-2 をご覧ください。このパー

トは 4 ページからですが、実は総合的に全部を評価していただくコメントは 2 ペー

ジ、3 ページにありますが、その部分、主として研究開発業務に関するところ、2

ページから簡単にご紹介したいと思います。

2 ページの「委員からのコメント」です。

最初のレ点ですが、「海外でのスマートコミュニティプロジェクトの進展、太陽電

池で EU と共同プロジェクトの開始、IRENA を初めとする多国間協力の推進等、時

代を先取りした取り組みは、中期計画を上回る実績として評価される。レアアース

の代替材料の開発を JST と連携して推進していることは非常に評価できる。東日本

大震災の復興にも大変な寄与を果たしてきた。独法以来の目標である〈使いやすい

NEDO〉に生まれ変わってきている」という大変高い評価をいただいているのと、

後半、次のページですが、「ただし、今後の重要課題が幾つか指摘される（それは、

中期計画そのものの課題ともいえる）。要素技術の域を出ない研究が多い。実証試験

に取り組んではいるが、大きな成果につながったとはいえない。先端技術を意識す

る余り、直近での産業技術、経済成長に結びつく技術への取り組みに欠けていると

いう危惧の念をもつ。有識者として大学人の知識を活用する必要はあるが、プロジ

ェクトリーダーは、ユーザーをよく理解できる産業人、または産総研の研究者等に

ゆだねる割合をふやすべきである。本省、NEDO、産総研が一体になって戦略、戦

術を立案すべきである」。
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それから、これは大事な点ですが、「製造業に加えて ICT 産業、医療・医薬品産

業の発展なしでは考えられない」。この辺の分野をきちんとやるべきであるというよ

うなご意見です。

ずっと飛んで 8 ページ、9 ページで、これは資料 2-1 のところになりますが、企

画、実施の高度化に対するご意見でございます。

8 ページの下の最初のレ点ですが、「中期計画の達成度という意味では、iPS 細胞

の計画などにみられるように十分に高度化している」とご評価いただいていますが、

さらに少し課題的なところもご指摘をいただいています。「大型プロジェクトの実

施は必要であるが、全体の数を抑えるだけでは重点化といえるとは思われない。要

はスピード感のある実用化研究が必要ではないか。新たに実用化、商品化に結びつ

く技術の評価が曖昧ではないか。標準化のみが社会への貢献となっているが、デー

タベース、知財の課題も必要ではないか。全体として安易にアウトカムの情報発信

に傾くより、産業新興に重点を置き、経済成長、国力増進を目指すべき研究開発と

すべきである」。

次の次のレ点ですが、「期待以上の成果を上げている」とおっしゃっていただいて

いますが、やはり「広報活動がポイントである」というご意見です。「広報活動と研

究開発のために構築されているマネジメントシステムとの融合が大事ある」という

ご意見です。

ずっと下のほうで、中小企業の新興について、今ご紹介した委員の方もおっしゃ

っていますが「中小企業の新興を、プロジェクトの運営の中に組み込んでみる努力

を試みてほしい」。

その下のレ点ですが、「NEDO 職員と企業役員が意見交換をすることの重要性は

否定しないが」、これは CTO インタビューのことをおっしゃっているのですが、「企

業のトップに対し、NEDO プロジェクトの実用化が進まない事情などを掘り下げる

ようなインタビューが必要ではないか」。これは CTO というよりも CEO をやるべ

きだというご意見ですね。

それから、「ナショナルプロジェクトのように予算要求段階からプロジェクト内

容が決まっている割合が高ければ、そもそも国際的オリジナリティのある案件を推
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進できる可能性は極めて小さい」。要するにつくり込んだものということも大事だけ

れども、それ以上に「ハイリスクプロジェクトも非常に重要ではないか。追跡調査

により、多くが研究継続であることは評価できるが、前述のようなプロセス開発で

あれば、何らかの成果は得られる可能性が高い。むしろ新市場開発型のプロダクト

開発での継続率は低くなる」。低くなってもある意味仕方ない場合もあるのではない

か、こういうところを充実すべではないかというご意見です。

12 ページの「研究開発の実施全般」について、真ん中のところですが、「現行の

制度においてはよく実施されている。しかしながら、産業への適用は十分でない。

技術シーズは重要であるが、新技術を目的とする JST とのオーバーラップする領域

でもある。この辺の協力あるいは役割分担が重要ではないか」というようなご意見

です。

次のところは、大変評価していただいておりますが、「ナショナルプロジェクトの

実施においても、実績や結果主義で評価・判断する流れが定着してきているように

思う。東日本大震災の被災地での活用はよかった」。

先ほどのハイリスクの話がもう一回出てきています。「ナショナルプロジェクト

及び実用化・企業化促進事業における高い合格率、高い順調率は評価できるが、た

だ、プロダクト開発とプロセス開発では成功確率が異なる。採択案件の技術性格を

分類し、それぞれの成功目標を定める必要がある。ハイリスクの開発案件グループ

の成功率が低くても NEDO の業績は問われることはない。技術シーズに関して、査

読済み論文の多寡を問題としているが、論文数そのものよりは、重要なのは数では

なくて質だというご意見です。「脚光を浴びた研究論文など質の面をもう少し重視

すべきではないか」というご意見です。

13 ページ、「人材養成」のコメント、最初のレ点ですが、「重要な点は人材育成で

ある。ただ、この予算規模では小さいので、文科省ときちんと連携すべきである。

今後どのような人材育成を NEDO が受け持つか明確にする必要がある」というご指

摘です。

最後に「技術経営」のところ、14 ページにコメントがございます。最後のコメン

トをご紹介いたします。「イノベーションは、組織各層からの取り組み姿勢が重要で
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あり、企業トップの意識が弱い。経営陣への技術経営力のアピールをお願いしたい」。

先ほどの CEO 的な話だと思いますが、そのようなご意見もちょうだいしておりま

す。

とりあえず、委員の皆様方からの主なコメント、評価状況を御紹介いたしました。

ご審議のほどを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。

まずは 2-1 を少し見ていただきたいのですが、総合評価は全員 A ですから、集計

も当然 A になります。ですから、「概ね達成された」のは B ですから、「かなりよく

やったようだ」という言い方ができるのではないかと思います。中をみていただく

と、項目ごとには B と A、AA とかなり分かれているところが 3 ヵ所ぐらいありま

すが、大体は A に偏って AA と B が両側に少しあるという感じだと思います。

あと、今、課長からコメントについての集約を話していただいた次第ですが、そ

こでいかがでしょうか。皆さんのコメントはいただいていますが、つけ加えてぜひ

一言というようなことがございましたら、各委員からご意見をいただきたいと思い

ます。いかがでしょうか。

また、本日は、最後に NEDO に入っていただいた後に、私が簡単に説明して、皆

さんのご意見をいただくというスケジュールになっておりますので、そのときにも

またよろしくお願いしますが、そこは今とタブっても一向に構わないと思います。

それでは、松田先生どうぞ。

○松田委員

本当にいつも迷いながら点数をつけているのですが、今回の事業計画が始まった

のがリーマンショック直前、直後の非常に苦しいときで、期待感がありました。NE

DO は非常によくやっているという雰囲気が強かった。その時よりも目標達成が落

ちていることはあり得ないと私は思いますが、その間、日本はますます悪くなって

いるというのが、率直な気持ちです。NEDO の役割が、開発支援という川下から産

業化という川上まであるのかというのが、NEDO の評価の迷うところです。要は産

業政策的に NEDO の役割は何だろうと考えるときに、インプットに対して明確な目



- 21 -

標というアウトプットは上げている。しかし、社会貢献というアウトカムとしてど

ういう効果があったかもフォローアップ調査している。しかし、いつ頃どのような

効果が出ればいいのかということも含めた長期目標と時間軸を明確に考えておく必

要があるという気がしています。その辺が、今までのデータの中からはよくわから

ないと思います。

今回も現地調査をさせていただきました。前回も前々回もそうでしたが、開発段

階では世界に誇れる技術が確かにある。その技術をどのように投資回収していくの

かと問うと、その先は考えていない研究者であったり、また、日本ではこの開発製

品の承認はとれないので、アメリカで先に製品承認を出しますという現実がありま

す。最先端といわれている技術の入り口としての資金は日本から出していただけま

すが、アウトカムとなる出口をさらに後押しするのも国の役割ではあるという気が

します。そこまでしないと、いつまでたっても技術の事業化、あるいは産業化、真

の社会サービスにならない。

この前伺った医療機器の開発の業界では、新規の医療機器を厚生労働省がなかな

か認可しない、タイムリーな審査体制がないといわれている。どうもアメリカのほ

うが承認の可能性と開かれた市場があるという話を聞きます。そういう意味で NE

DO の役割として、技術の出口をしっかり確立するために、省庁間の交渉、あるい

はデファクト交渉力まで、拡大する必要があります。NEDO の役割の拡大をしてい

ただきたいといいうのが、一点でございます。

もう一つは、やはり出口のほうになりますが、今 2,000 社も大学発ベンチャーが

設立されました。しかし、経済的効果があまりにも少ないという反省に立って、文

科省は、事業プロモーター（コーディネーター）としてキャピタリストを入れて、

研究開発の出口を明確にした開発プロジェクトに対して支援を実施するという事業

をスタートしました。

文科省の取り組みは、支援のプロを入れた技術の事業化の試みです。本来 NEDO

が行ってもよかったという思いもあります。省庁でいろいろな努力をされているの

は、これは非常にいいことですが、国として総合的な産業化支援を行うためには、

省庁や機構も含めた横連携を取ることが必要であります。省庁間の連携による共同
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化がみえないと、結局研究開発の成果を活用する国民からの目線は、いろいろなと

ころが努力すればするほど、国民へのサービスが分散化しているようにみえる。

そのあたりをコーディネートしていくのが経済産業省の役割ではないか、その中

で NEDO の役割を拡大すべきではないかと、じくじたる思いをしながら、でも、よ

くやっているよなというような評価をさせていただきました。

以上でございます。

○岸部会長

本当にありがとうございました。それについて何かございますか。

○藤原技術振興課長

2 点、3 点、松田先生からご意見をちょうだいしました。ありがとうございます。

産業政策、あるいは産業技術政策の中での NEDO の位置づけということで、景気

が悪くなっている、経済が低迷している中での NEDO の役割、意味は何だというご

指摘でしたが、もちろん NEDO は研究支援、実証支援を担っている団体でございま

す。また、最近の流れとしましても、国策の実施機関であるという位置づけを強め

ております。ですから、短期の経済対策のツールではないとは思いますが、中長期

という観点からは、少なくとも日本経済に資する活動、業績を残さなければいけな

い団体でございますので、一定の役割はもちろん有すると認識してございます。

それから「出口の支援」のところは、これは、むしろ国の問題だと思います。NE

DO ももちろんできる範囲で、例えば JST との連携の話など、当省以外の関係省庁

を含め様々な関係を構築しつつあるところですが、所掌上研究支援、技術開発支援

を業務といたします NEDO としましては、直接には事業支援はできません。したが

って、厚生労働省との関係などもご指摘いただきましたが、関係省庁も含めた事業

化支援のところなど、このあたりは国でリードしながらやっていくべきではないか

と思います。

文科省のお話もいただきましたが、例の事業プロモーター制度も、あれはあれで

プロモーターを選ぶところと実際のプロジェクトを選ぶところで 2 段階になってい

るようですので、これからどのようにマッチングしてうまくやっていくのかという
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のは、私どもも注目しているところです。当方としても、何らかの形でもちろん連

携ということも十分あり得ると思いますし、あえて役割分担を申し上げると、あち

らの制度は、大学発のベンチャーということで完全にそこで枠をかけていますので、

私どもは、そういった枠を外していろいろな企業の実用化支援というところで、そ

こは一定の役割分担のもと、また連携しつつ施策を進めていくことが大事だと思っ

ております。

○岸部会長

よろしいでしょうか。

今は「研究開発関連業務」ですが、評価全体の 50％で一番大きいところでして、

ほとんどのことがここに絡んでしまうことになりますが、ほかに何なりと意見がご

ざいましたらお願いします。どうぞ、谷田部委員。

○谷田部委員

幾つかの視察をさせていただいて感じたことですが、今までのイメージでいけば、

技術開発とか最先端の研究というのは、日本のためにもちろんやって、それが完成

すれば世界をリードできる。その結果として経済的にも非常に大きいものが得られ

るということなわけですが、アッセンブルで、最終的には確かに日本の製品として

輸出されるけれども、中身をみると中国とかほかの国々の要素が使われている。

それと、最近もアップルの評価として、確かにアッセンブルとしては非常にいい

ものができているけれども、大半の利益は中国で、基礎的な組み立てなどに使われ

てしまっていて、アメリカ国内にはそれほど利益が入ってこないとか、企業として

は成り立っても国力として一体どうなんだというところがすごくあって、コメント

にも書きましたが、特に中小企業が今かなり疲弊していて、この 5 年ぐらいの間に

がらりと状況が変わっていて、テレビみたいなものにしても、実際に量販店に行っ

てみても価格が全然変わってしまっていたりとか、激変する中で、技術開発だとい

ってみても、結果としてそれが本当に国力に結びつくのかどうか、すごく不安にな

りつつあるのではないか。

ですから、情勢の変化がこれだけ大きくなってくると、開発などにしても、最初

に立てた計画はすごく大事だと思いますが、それをうまく状況にあわせて変化させ
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ていくとか、無理をしても全部国益になるような形にもっていくとか、何か全体の

状況をみながら進める部分があってもいいのではないかという気がしました。

○岸部会長

ありがとうございます。

本当に国益を考えて、ですから、グローバルでオープンイノベーションとはいい

ながら、どのように国益を確保するかという大きな課題の時期になってきたのだと

いう気はしておりますが、これについても、どうぞ。

○藤原技術振興課長

国益重視だということで、ご指摘のとおりだろうと思いますが、各論で申し上げ

ると、中小企業をもう少し参画させるべきだという点につきましては、まさに中小・

ベンチャー企業は一層の機動性をもっているわけでございますので、ナショプロ本

体へのこれらの参画を進めていくことが必要だと思っております。また来年度要求

に向けて、いわゆる中小企業を中心とする事業化、実用化の支援のための予算、す

なわち先ほど委員の方々のコメントもございましたが、少しハイリスクのもの、テ

ーマを最初から決めないようなものも、これは NEDO のマネジメント機能をきちん

と生かした上での要求も検討しているところでございますので、より一層中小企業、

ベンチャーの振興というところにつきましても NEDO を活用させていただきたい

と思っております。

以上でございます。

○岸部会長

それでは、末吉委員。

○末吉委員

今までのご意見とか評価についてのコメントを聞きながら思ったのですが、NED

O のレゾンデートルといいますか、ミッションといいますか、あるいはアサインメ

ントといいますか、それも非常に重要ですが、私のような門外漢からみると、NED

O のような組織の文化、NEDO の文化というのはあるのだろうかということをすご

く感じるわけです。

これは、間違っている可能性も相当ありますが、僕がちょっと気になるのは、ま
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さにプロ中のプロを集めて、それこそ世界最先端のことをねらって、しかもそれを

事業化していく。しかもバックに国益がある。そういうようなことを標榜するから

には、そのことが実際にミッションとして完成できるような組織なのだろうか。そ

れは、人材とかお金とか以前に、プロフェッショナルを集めて、非常に難しいこと

を、地図のない航海に出るような中でやるときに、やはり何か知恵みたいなもの、

文化、あるいは価値観といいますか、そういうものが……、特にﾘｻｰﾁｼﾃ中小のよう

なところにはあるんだと思うんですね。個別企業でもいっぱい自社の文化をもって

いて、そのことが事業の成功のバックに、あるいはベースに非常に大きな役割を果

たしていると思うんですよね。

ですから、NEDO はどういった分野のことを、どういう技術開発のプロセスで、

何をアサインされるんだというのも重要ですが、その前に NEDO という組織が、そ

ういったことをやる文化、ノウハウというか価値観、もっといえば非常に高度な経

営能力、マネジメント能力を培っているのだろうか。もし、それがあるとしたら、

これは、先ほど申し上げたのは、何をどうという問題は、実はそれほど難しくない

と僕は思います。その時々の国の戦略の中で、NEDO にここを、この分野を担って

もらおうといわれたときに、わかりました、私たちのやり方できちんとやります、

という話になるのだと思います。

ですから、長年の歴史をお持ちで、実績もあるところに僕のような門外漢がいう

のは大変申しわけないのですが、僕はそういう期待感をもってみているものですか

ら、プロ集団をうまくマネージして、相当程度にイノベーションを起こして、結果

が目にみえてくる、そういった組織であってほしいとしたら、それをやり遂げる組

織文化というのは何だろうか、それができているのだろうかというようなことを感

じるのですけれどもね。

○岸部会長

ありがとうございます。

何か少し問題があるとき、それを必ずよい方向に導く何かが欲しいんですが、そ

れが文化だろうということですね。ここについては、何か。

○藤原技術振興課長



- 26 -

我々もいつもいろいろな意味で迷っているような部分をまさにご指摘いただいて

いるのですが、月並みですが、NEDO につきましては、産業技術政策をきちんと実

施していただくためのマネジメント機関と位置づけているわけですが、毎回、毎年

ここでも議論になりますが、通常の NEDO の評価という中で、先ほど申し上げたよ

うに中期計画をきちんと実施しているかどうかということ以上に、末吉委員のお話

は、まさに世界最先端のファンディングエージェンシーとしての評価としては、ど

うなのかという話だと思います。

例えば、今プロ集団というお話がありましたが、人材の流動化という視点から N

EDO の民間からの採用について言えば、年度の途中での採用されている者はほとん

どおりません。そういう意味では、まだまだ改善の余地があるし、私どもから政策

上の要請をもっと強くしていく余地が十分にあると思います。委員の皆様にも、こ

ういった中期計画の達成状況ということ以上に、高い期待からのご見解を、今回も

そうですが、さまざまな場でご指摘をちょうだいしたいという思いでございます。

特に、早ければ来年度に向けて、また新しい中期目標、中期計画を作っていくこ

とになりますので、計画自体にもう少し高いハードルを設定していくことも非常に

重要なことではないかと、個人的には考えてございます。

○岸部会長

どうぞ、渡辺委員。

○渡辺委員

イノベーションの出口として 2 つあって、既存の大企業で実力のある、資金力の

あるところがリーダーシップをとるというのと、ベンチャーみたいな新しいところ

がリーダーシップをとるというのと二色（ふたいろ）あると思います。

前者に関して、コメントにも書きましたが、毎年補助金を受けているけれども、

実用化する気がないところがあるような印象を受けるんですよね。そういう意味で

いうと、トップが NEDO の資金を有効活用しようという意識をどのぐらいもってい

るかということを CTO さんに聞いてもしょうがないのではないか、CEO さんにき

ちんとコメントをもらわないと、知らないかもしれないですね。

だから、三菱重工の洋上風力の機器を見学させてもらって非常に感激したのです
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が、事業戦略上のコメントが貧弱です。なぜ 7 メガ、5 メガなのか、それは油圧式

があるから、それでは油圧だけで勝てるのか、1 メガのやつをどうやって 1 メガク

ラスでも如何にして競争力を持つような戦略を構築するかが問われていると思いま

すが、それを諦めてしまっている感じでした。それはあきらめています、あきらめ

ていて特殊なものだけで勝てるのかという総合戦略の中で議論ができなくなってし

まっている。そんなことをいっているうちにイギリスではメガ風力をガンガンつく

る、それで三菱重工も乗りたいといっている、これは手遅れです。そこのところが、

本当にトップがきちんと知っているのかどうか疑問になりますよね。

そういうことが一つで、そこは NEDO がいうのがいいのか、METI さんがやるの

がいいのかわかりませんが、連合体制でそういうことやっていただきたいというの

を書いたつもりです。

もう一つは、ベンチャーの出口は余り書かなかったのですが、相当あきらめてい

るﾓｰﾄﾞがあるので、本当にやるんだったらやるべきだということです。だけれども、

嘘っこにやるのであれば、要するに 5,000 万、1 億で何かやるなどというのは、ハ

イテクベンチャーがやることではないので、そんな補助金だったら嘘です。

今回見学させてもらって、すばらしい社長を迎えてメディカルデバイスの事業を

やっておられるときに、お金がないから、前にある技術を売って収益を上げて、補

助金でこれをやっていますと、これはベンチャーではないですね。そのやり方では

零細企業です。やはり 10 億なりをかけてドーンとやって勝負して、その最初の製品

を政府が、国立病院が導入するとか、そういう枠組みがあって初めてアメリカは出

てきているわけなので、それがないところでやるのであれば無駄遣い、日本のベン

チャーはやめましょうというぐらいの話にしかならない。

だから、今のベンチャーキャピタル、日本のシード段階におけるベンチャーキャ

ピタルは、この 3 年間でほぼゼロになりました。全部閉鎖しました。それはやって

もしょうがないからです。アメリカなどのベンチャーキャピタルも、8 年前に全部

日本を撤退しました。上海、シンガポールに行っています。そういうことを考える

と、それはあきらめたということです。

だけれども、政府としてあきらめていいのかどうか、そこのところが気になると
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ころなので、すばらしい社長が、あれだけの情熱をもってやっておられるのに、サ

ポートの金額が余りにも貧弱すぎるというのは実感でしたね。

○岸部会長

どうもありがとうございました。経産省の方で何かありますか。

○藤原技術振興課長

CEO のところのご指摘は、先ほどもご紹介しましたが、そのとおりだと思います

ので、より一層企業トップの意見を、我々自身も聴取することを心がけてまいりた

いと思います。

ベンチャーについて、先ほどの繰り返しになりますが、「実用化補助」という NE

DO の古くからある重要な補助金がございますけれども、これは、今回相当いろい

ろな声を聞いてみたのですが、渡辺委員がおっしゃっるように、たかだか年間 1 億

ではないかという議論はありますが、それでも過去に、助成をして成功している方々

は、大変ご評価いただいている部分もございますので、最低限そういうものをまた

続けていくことは大変大事なことではないかと思ってございます。

ただ、おっしゃるように、経産省全体でベンチャー政策全体が、以前のベンチャ

ーブームからすると、大分施策も減ってきている中で、その後の出資、融資、債務

保証の仕組みなど、省全体でベンチャー政策をどうしていくのかというのは、今、

再度全省的に議論しているところでございます。

○岸部会長

ありがとうございました。

これは、一項目ですが、私個人も、やはりスピーディな実用化は、非常に気にな

っていまして、それに関係するところで、経産省というのは、本当に最先端が好き

なのですが、現状の実用化で結局おくれをとりだしているのではないかと心配もし

ております。

また、分野などで、やはり製造業中心でいく、これはこれで正しいのですが、情

報サービス業とか医薬品のほうは、一体どこまでがここの範疇なのか、どうもなか

なか理解できないとか、プロセス、プロダクトは既にご意見をいただきましたし、J

ST と NEDO がちょっと似通ったところが、逆に出てきてしまっていますね。これ



- 29 -

も注意を要するところだと考えております。

そのようなことですが、「研究開発関連業務」について、皆さんのご意見をほぼい

ただきました。これは評価全体の 50％の大事なところですが、つけていただいた「A」

でよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、2-1 の「研究開発関連業務」は「A」ということです。

次に「新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等」ですが、こちらは 5％

になっております。ここでのご意見がございましたらお願いしたいと思います。

上と重なるところもあると思いますが、特に「普及事業」を、どちらかというと

スローダウンしてしまっているということも含めて、何かご意見がありましたらど

うぞ。――よろしいでしょうか。

これは、全員が A で、評点 A ですが、ご説明をお願いいたします。

○藤原技術振興課長

A3 の方で見ていただくと、今部会長からお話があったように全員 A でございま

す。また 15、16、17 ページずっとございますが、17 ページのコメント、「新エネ

ルギーや省エネルギーの導入普及を効果的に進めるために、メガソーラー、洋上風

力発電、地熱発電等に積極的に取り組んでいる」。現地の視察もしていただきました

が、洋上風力その他、大変頑張っているという現状があると思います。

また、17 ページの一番下あたりに、「エネルギーに関する国際的な展開、特にス

マートグリッドに関する国際展開の強化、スマートコミュニティ、アライアンス等々

で、標準化等の活動にも相当精を出している」というところをご評価いただいてい

る状況でございます。

資源エネルギー庁の木村課長がおいででございますので、もし何かございました

らお願いいたします。

○木村省新部政策課長

せっかくの機会ですので……、資源エネルギー庁の省エネ・新エネを担当してお

ります木村と申します。

NEDO には、再生可能エネルギー、省エネルギー、スマートコミュニティといっ
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た分野で、マネジメント機能を生かして非常に大きな役割を担っていただいており

ます。

省エネの設備の導入補助は、一番最初に出てきていまして、これは 23 年度の執行

で、継続分と新規分を執行体制で分けることになってしまいまして、継続分のみお

願いすることになったのは、私どもとしても残念ではありますが、それについては

しっかりやっていただいたと評価しております。

それから、あとは、むしろ NEDO としてどうかというだけではなくて、先ほど来

いろいろとご指摘を伺っておりまして、国の政策そのものに対する注文という感じ

もかなり受けていまして、全くそのとおりだとうなずけるところがほとんどですが、

国際事業について申し上げますと、私ども政策当局としても、インフラ輸出、シス

テム輸出を国策として追求しなければいけないということがございます。従来のよ

うに設備単品の輸出で OK ということでもございませんし、それが、できるだけ横

展開していって、その技術が普及していくことで我が国の経済成長にもつながる W

in-Win のものでないといけないというようなことで、技術の新規性のみではなくて

普及可能性のようなものも含めて採択していただくように、今 NEDO さんともに舵

を切っておるところでございまして、今後一層そういった方向を目指す。もちろん

技術的な新規性自身も当然重要でございますし、もともとエネルギー特会でやって

いるという制約もございますので、何でも売れればいいということだけではもちろ

んございませんけれども、そういった側面も重視して、出口を意識した政策が特に

重要ではないかと思っております。

それの関係で、スマートコミュニティのアライアンスというのを NEDO にやって

いただいていますが、これも一層の活性化を、私どもとしては期待しているところ

でございます。

もっと全体的なことでいいますと、今、エネルギー基本計画を見直しをしており

ます。再生可能エネルギーにしても省エネにしても、大きな目標が掲げられており

まして、それはそれでいいのですが、やはり国民負担はこれから非常にふえてくる

だろうということで、後になって、これはどういうことなんだということになって

くる可能性がある。
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そうすると、再生可能エネルギーなど特にそうですが、一過性のブームではなく

て、それは、コストダウンをやることも大事ですし、当然いろいろな技術、先導的

な技術、さまざまなものがありますが、出口をきちんと見据えて、それをうまく実

用化していくところまでみていかないといけないということで、そこは、私ども強

く意識しておりますが、研究開発部門のみならず、それを事業部的な目でみていく

必要があるのではないかということを考えたりもしております。

かといって、将来の大きなブレークスルーの種みたいなものを殺してしまうとい

うのは適切ではございません。しかし、プロジェクトの中でウエイトづけのような

ものは考えていかなければいけないということもございます。

それから、あと一つは外需で、結局は開発したものが内外に売れていくかどうか

ということをにらんでやっていくことも必要ではないか。これは、先ほどの研究開

発のほうに話が及んでしまっているのですが、そういった目でもみてやっていきた

いと思っております。

そういう意味で、NEDO のマネジメント機能を生かした今までのご活躍は、我々

としてもありがたかったのですが、引き続きやっていかなければいけない課題は、

我々政策当局も含めて、まだかなり大きいと考えているところでございます。

○岸部会長

ありがとうございました。

ほかに何か……、どうぞ。

○末吉委員

私、自然エネルギーに興味があるのでお尋ねしたいのですが、ご存じのとおり去

年の年末で、いわゆる再生可能エネルギーの発電能力、キャパシティでみると、ト

ップグループが中国、アメリカ、ドイツですよね。これが大体 60～70 ギガワット

の大きさです。第 2 グループがイタリア、スペイン、インドで、これが 20～30 ギ

ガワットぐらいですよね。そして 7 位に日本が出てくるのですが、日本は、その統

計によると 11 ギガワットです。ですから、トップの中国のざっと 6～7 分の 1 ぐら
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いしかない。

例えば太陽光にしても、トップのドイツが、去年の年末で 25 ギガワットぐらいあ

るのに、日本はたしか 5 弱ですから、ざっと 5 分の 1 しかありません。

あえていうと、気がついてみると、こんな格差ができてしまっているわけです。

そういったことを考えると、NEDO のこの分野での仕事の評価は、この部分では

すごくよくおやりになっているということですが、マクロからみたら、日本は、そ

れこそいつぞや、なぜ世界一になったかという本が出た途端、世界一を転げ落ちて

いるわけですよね。

それから、先ほど重工の風力のお話が出ましたが、あれは、今、世界で風力のメ

ーカーのシェアでいくと、多分 13、14、15 位ぐらいだと思います。これも、重工

の戦略が間違っていたのかもしれませんが、多分日本でつくらせなかったから、日

本のマーケットがなかったからああいう状況になっているわけです。

ですから、そういったことを考えると、やはり国全体のマクロで何をねらってい

るのか、それから、新エネはコストがかかる、これから始まるアレですから、それ

は確かにそうです。ただ、コストダウンはどんどんどんどん進んでいて、先日新聞

に出ていたイギリスのクラウン・プロパティ・プロジェクトの洋上風力でも、ただ

つくるのではなくて、同時にコストリダクション・タスクフォースチームが既に設

置されて、2020 年までに 30％のコストダウンをするというのが国家目標で打ち上

げられているわけですよね。

ですから、そういうのをかいま見ていると、マクロ的に、総合的にものを考えて

アプローチしてどんどん推進していく、そういうことをすごく感じます。

ところが、日本の場合には、国の戦略と、あるいは産業界の取り組み姿勢、それ

と個別の企業の動き、あるいはさらにその手前にある研究開発段階、この一本の筋

をだれがどのように通して日本の力を強めていくのか、一体どこに一貫したコント

ロールタワーがあるのか、全くみえないわけですね。

幸い今度再生戦略で環境にいい、こういうことをやるとか話が出ているからいい

のですが、でも内閣がかわるたびに名前をかえて、前の内閣と全く違う名前で出て

くると、別な戦略なのか、それとも同じなのか……、ここで僕か愚痴をいっても始
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まらない話ですが、ただ、NEDO の評価をする、あるいは NEDO のアサインメン

トを考えるときには、皆さんの知恵でそういうことまで含めたトータルとしての日

本の戦略の中に NEDO の役割をどこに位置づけて、それをどういう形で支援してい

くのかを考える。こういうことがないと、NEDO の当事者も非常に困ると思います。

どこにどう行けばいいのかわからない。そして、マネジメント能力の向上が、内部

に向けた内部組織の管理上の話に行ってしまうと、それはお互い不幸な話だと思い

ます。というようなことを感じます。

○岸部会長

ありがとうございます。

今年もそうですが、いつも課題になるのは、国策としての骨太なものを NEDO が

どのように受けているのか、なかなかわからないということですが、本日はそのま

た原点である、「一体だれが国策をつくるのか」というところまで踏み込んだ話だと

いう気もいたします。

少し時間は押していますが、エネルギーのところは非常に重要なところなので、

経産省側で……。

○木村省新部政策課長

済みません。時間も迫っておりますが、コメントをいただきましたので簡単にご

説明させていただきます。

確かに今まで政策が、正直にいって余りうまくいっていなかったところもあると

思います。再生可能エネルギーなどについては、やはりコスト高になることを恐れ

て、推進するのだけれども腰が引けていたところもある。他方 CO2 との関係があっ

て、ゼロエミッション電源というのはどんどん積まなければいけない。今までの基

本計画ではそれを原子力にすごく寄せていたということがあったわけですね。それ

が破綻して、今どうしているかというと、再生可能エネルギーと省エネを目いっぱ

い積んでいるということです。

数字自体についてはいろいろなご議論があるわけですが、原子力があんなことで、

今までのような数字があり得ない中で、省エネ・再エネについては当分目いっぱい

やっていかなければいけないことは、これは間違いのないことだと思っております。
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それを支えるのは、最終的には技術であり、あるいはそれを事業化していくまさ

にパワーというか、そういうものが必要になるのではないかと思っておりまして、

そういう意味でいうと、ぶれない軸がみえてきたのではないか。したがって、再生

可能エネルギー電気の固定価格買取制度が 7 月 1 日から、施行されましたが、それ

が施行されて、それが今どんどん入ってくる機運になっております。

ただ、若干間違ってはいけないと思っているのは、国内で再エネの発電がふえま

したということと、国富が増大しましたということとは、一応同じではないので、

そこで日本の企業の利益なり、あるいは雇用にどれだれ貢献しているのか、一応分

けて考えなければいけないことだとは思っています。

だから、例えばドイツなどでも、ドイツで一番先兵だったＱセルズという太陽光

発電の会社がありますが、それが倒産したり、要するに海外製品にみんなやられた

わけですが、そうしたら何でこういう政策を続けているのかということに、ドイツ

の中でもなったり、そういうようなこともあるので、その辺は痛しかゆしのところ

もありますが、エネルギー政策と産業政策、産業技術政策も含めて、それを車の両

輪として両方見据えながらやっていくしかないというのが、私どもの今の気持ちで

ございまして、ただ、国内に再生可能エネルギーがふえればいいというだけでは満

足しないで、世界でも市場はふえますので、それをどん欲にとっていく、そのため

に産業としてどうあるべきかというようなことも含めて考えていきたいという気持

ちがありますし、それからそれを NEDO ときちんと共有して、彼らにもそういう頭

になっていただいて、最後は世界に打って出てもらうというか、あるいは国内の研

究開発関係のマネジメントも、そういう目線でやっていただくということで、これ

からもっと意思疎通を十分にやっていきたいと思っております。

○末吉委員

ぜひ世界を目指してお願いします。

○岸部会長

ありがとうございました。

それでは、2-2 の「新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務」は「A」とい

うことでよろしいでしょうか。
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（「はい」の声あり）

それでは、ご承認いただいたということで、3 番目の「クレジットの取得関連業

務」に移りたいと思います。お願いします。

○藤原技術振興課長

A3 でご覧いただきますと、3 つの項目で評価をいただいております。これは 4 名

が A で 1 名が B になっておりますが、全体の平均をとるとトータル A ということ

です。

18 ページからでございますが、「計画どおり進捗している」というのがすべてだ

と思います。

コメントですが、19 ページの②の一番下、「購入計画の費用対効果を上げるため、

ウクライナ等で GIS 資金を活用した事業が日本の技術移転に貢献した」。「GIS 方式

で効果的にクレジットを取得し、特にウクライナ案件は混乱があったにもかかわら

ず計画どおりに進められたことは評価できる」というようなコメントをちょうだい

しております。ご審議をお願いします。

○岸部会長

いかがでしょうか。

○藤原技術振興課長

地球環境連携・技術室から一言お願いします。

○中野地球環境連携・技術室課長補佐

地球環境連携・技術室の中野でございます。

本事業は、京都議定書目標達成計画に基づきまして 1990 年比、京都議定書の第 1

次計画の中で達成数値の 1.6％を NEDO が取得するということで、委託事業でやっ

ているものでございます。

平成18年度から今年度まで総額で1,600億円ほどの予算をかけて事業をやってお

りまして、今のご説明のように、しっかりとクレジットを取得していただいたとい

うことがまず一点ございます。

もう一点としましては、単にノルマを達成するだけではなくて、GIS というのは、

これは他国からの排出権を買ってくる制度でございますが、これに基づき、単に買
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ってくるだけではなくて、少しでも日本の技術や省エネ分野が普及するような形で

買えないかということで、NEDO とウクライナ政府と協議をして、大体 6 割程度日

本の技術、例えばプリウスだとか、そういったものが普及するような形でうまく制

度をつくっていただいたものでございます。

最後に、事務の効率化に向けてということで、当初制度が始まったばかりの平成

18 年度、平成 19 年度においては、世界全体的にクレジットが非常に少なくて効率

的な執行が難しいこともあったのですが、その中で効率化を目指して業務を行って

いただいたということでございます。

以上です。どうもありがとうございます。

○岸部会長

いかがでしょうか。

積極的に技術を相手国に導入することを含めたということで、B が一つございま

すが、質または量のどちらかが B 以上のものであるというのが総合評価になってお

ります。よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、ここは「A」とさせていただきます。

3 つ目は、「業務運営の効率化に関する事項」、よろしくお願いします。

○藤原技術振興課長

「業務運営の効率化」でございますが、A3 をご覧いただきますと、17 の項目で

評価をさせていただいております。「組織・人事」、「業務の効率化、その他」、「業

務・システムの最適化」、「内部統制」、「官民競争入札等の活用」、「役職員の給与等

に関する事項」ということで、多くの項目で評価をいただいておりますが、これも

横でみていただくと、すべての項目で A 評価になります。それから各委員の評価、

委員別にみてもすべて A でございます。オール A になってございます。

コメントは 21 ページから、主なコメントは 26 ページ、27 ページ、28 ページあ

たりがポイントでございます。

ご承知のとおり、NEDO は、「効率化」については中期目標で目標をもってござ

います。一般管理費が 19 年度比 15％削減です。こちらは、コメントでも「一年早
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く前倒しで達成しているが、サービスの低下が少し心配だ」というご意見もちょう

だいしております。

⑤の「総人件費 17 年度比 5％削減」ですが、こちらも、実際の数字が 21.8％です

ので、相当深掘りして達成している。これを評価していただいております。

28 ページにもう一つございまして、実際の事業費で、19 年度比 5％の効率化が目

標ですが、先ほどの省エネ補助金等々の議論もあって、実際には 40％の削減という

ことで、数字的には相当深掘りした形での効率化、削減という状況になっておりま

す。

それから、コンプライアンス系の議論でございますが、31 ページに皆様からコメ

ントをちょうだいしておりまして、2 つ目のレ点ですが、「法人のトップがリーダー

シップを発揮したコンプライアンスの取り組みは、民間から登用された理事長の知

見が大変に生かされている。トップの意識改革が重要である。理事長をヘッドにコ

ンプライアンス推進委員会を立ち上げている」というご指摘でございます。

また、「研修等々も充実している」というのが、一番下のレ点にございます。

「契約」の関係は 33 ページにございますが、随意契約がほとんどない状況になっ

ております。23 年度、国と比べても「競争性ある契約方式」の状況が、件数ベース

で96.8％、金額ベースで 99.5％でございます。要するに随意がほとんどない状況で、

国と比べても非常に高い水準だということです。このあたりを 34 ページにかけて書

いていただいております。

「役職員の給与等に関する事項」、39 ページの下に皆様方の評価がございます。

この水準は極めて妥当だというご評価でございます。やはり修士、博士を雇用する

に当たっては、これでも低いのではないかというご意見です。「配慮は重要だけれど

も、高い学位を保有する専門家が十分に処遇されている状況にはないのではないか。

民間から、この給与で採用するのは難しいのではないか」と、そういうご懸念も含

めてご評価をちょうだいしております。いずれにしても水準は妥当だというご評価

でございます。

とりあえず主なコメントは以上でございます。ご審議をお願いいたします。

○岸部会長
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「業務の効率化」について、いかがでしょうか。松田委員どうぞ。

○松田委員

「業務の効率化」は、結果的に数値のほうに出てくるわけですが、外部人材の積

極的な登用、あるいは人件費を下げるなどいろいろな工夫をされて、計画どおり、

あるいはそれ以上のものを達成されていると思うわけです。今のお話にもありまし

たように、給与水準のお話とも絡みますが、国として研究開発のプロを管理する N

EDO の方々の人材育成ニーズが高まっています。また、民間で若手人材の技術者を、

目標よりも多く育成しています。このように民間で育成された方が、途中でヘッド

ハンティングされて NEDO の職員になる、あるいは NEDO の方々が民間に出てい

くなど、こういう人材の交流までいくと、本当の研究開発層のレベルが高まってい

ることになるという気がするのですが、組織、人事のところにまだみえてこない部

分がある。

今まで実行している、目標を達成しているという意味での評価は高いと思ってい

ます。

それから、契約の関係で、随意契約は NEDO が一番少なくて、先頭に立っていろ

いろな改善をされていることは非常によくわかります。なお、機構一つでやるべき

ことではないのですが、国全体として電子入札を、IT 国家などといわれて 20 年ぐ

らいたって、まだ何もやっていない、従来どおりの入札制度を粛々としてやってい

る。それはきちんと目標どおりにやっているわけですが、もっと合理的に今の時代

に合わせた仕組みを、一つの機構を超えて、あるいは省を超えた議論がまだほとん

どないような気がしております。

そういう意味では、4 年目としては、随分当初の目的を達成していますが、さら

にその次を目指しながら、日本の全体的なコストをいかに下げていくかということ

を、ぜひ努力していただきたいと思いました。

○岸部会長

ありがとうございます。何かありましたら、お願いいたします。

○藤原技術振興課長

一言ですが、そういう意味での官民交流だと理解しておりますが、ご指摘のあっ
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たとおり、全く不十分だと思ってございますので、このあたりは、NEDO に対して

私どもの要請をさせていただく余地が、まだまだある分野だと思っております。

電子入札というお話がございましたが、これは IT 本部その他政府の中でも、ご指

摘のとおりずっと議論されていることでございます。私どもの情報担当部局でも議

論をずっとしていますが、まだまだ不十分でございますので、最近の状況を含めて、

またご報告をさせていただきますが、努力をしてまいりたいと思います。

以上です。

○岸部会長

ほかにいかがでしょうか。――よろしいでしょうか。

それでは、ここは各先生方の評価がすべて A だということで、評価は「A」にな

りますが、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、最後になります「財務内容その他」ということで、ここは評価のパー

セントとしては 20％のところです。よろしくお願いします。

○藤原技術振興課長

先ほど財務諸表について詳しいご説明がありましたので、ポイントのみ申し上げ

ます。

A3 の方を見ていただきますと、こちらも評価項目が多ございまして 16 項目です。

「財務内容」、「保有資産の有効活用」、「欠損金・剰余金の適正化」、「リスク管理債

権の適正化」、「年金、基金、共済等の事務運営のための資金運用の適正化」という

ことで大きく 5 項目で、詳細 16 項目でございます。

このうちの上から 3 番目の「交付金債務の適正化に向けた取り組み」、下から 4

番目の「保有資産について、利用状況等を把握し有効活用を図る」、この 2 項目のみ、

横にみていただきますと、平均 B となりますが、それ以外の 14 項目はすべて A 評

価でございます。

委員別にみていただきますと、4 名が A、1 名が B ということで若干分かれてご

ざいます。これも全体の平均を計算しますと、トータル A となります。

主なポイント、コメントでございますが、45 ページの最初のコメント、「決めら



- 40 -

れたこと、やるべき事を順調に行っている」。

その下の下、「目標が十分に達成されている」。

46 ページ、「検査体制」でございますが、「不正行為を行った事業者に対しては処

分を徹底し、処分内容を公表している」。この辺は相当徹底してやっていただいてお

ります。

その下の③、ここが B になっている項目ですが、「交付金債務残、目標の 9％以内

に抑制すべき努力を行っているが、過去の残債や震災起因・国際事業関連などがあ

り、38.6％と極めて高い水準のままであり、ここは動向を見守りたい」という厳し

いご指摘でございます。

48 ページ、「関係法人への業務委託」ですが、きょうお話があったとおり、関係

法人といいますか、特定関連会社等はありませんが、業務の 3 分の 1 の収入を NE

DO に頼っている団体という意味では、3 つの社団法人と 18 の技術研究組合があり

ます。

それから 49 ページ、「利益剰余金」の話でございますが、今回は、債務の継承が

あり、親会社がそれを引き取っていただいたこともあって、「石炭経過勘定」の債務

区分の変更、引当金の戻し入れで剰余金が 62 億発生し、過去の欠損金を解消してし

まったということで、大変特殊事情ではありますが、業績としてはいい方向での話

になったと、ここにも書いてございますし、51 ページの「石炭経過勘定」にも書い

てございます。

53 ページの下に、「不要資産」のところがございまして、「白金台研修センターを

現物納付する。噴出試験設備については売却により、この納付を完了している」と

いうことです。

ただ、「九州の 5 物件の不動産等々、引き続き処分可能な実物資産の迅速な処分を

期待する」ということでございます。

そのほか、先ほどの欠損金の繰り戻しのところのご意見が多ございます。

それから、55 ページの「年金」のところ、きょうも、先ほどご議論になりました

が、56 ページにコメントをちょうだいしております。

2 つ目のレ点で、「運用委託先の選定検討・決定に関して、内部制度としての検討



- 41 -

委員会を設けて、また中立機関の評価も受けてきちんと資産の組み替え、委託先の

変更を行っている。年度計画どおり粛々と実行している」というご評価もいただい

ておりますが、その上のコメントで「時々のリターンのみならず、年金全体の運用

ガバナンスを構築することが重要である。基金に理事を派遣するだけではなく、NE

DO としてきちんと運用ガバナンスを理事長以下が構築する必要がある」という大

変重要なご意見もちょうだいしているところでございます。

ご審議をお願いいたします。

○岸部会長

いかがでしょうか。

これは、最初にもご議論いただいたところですが、財務内容について、何かつけ

加えて、ご質問、コメントがございましたらどうぞ。

どうぞ、松田委員。

○松田委員

関係法人に関して質問も含めて感想を述べさせていただきます。いろいろな関係

先をもとから絶つという努力を NEDO はされてきたわけですが、NEDO の特性か

ら、技術研究組合が件数的には非常に多くあるわけですね。

これは組合ですから、どういうメンバーがなるのか、業界メンバーなのか、垂直

型統合メンバーなのかによって、最後の組合の期限が来たときに、そこで何年間か

研究した成果がそのまま事業化なり産業化のほうに一体的にもっていけるのかどう

か、非常に大きな重要なテーマになります。関係会社ではないが、本来の研究テー

マの組合がふえている特性から今後の評価の問題を考えますと、今現在は OK です

が、必ずしも組合解散時に利害が一致しないという面がこれから出てくるのではな

いか、ちょっと危惧されるのですが、そのあたりはいかがでしょうか。

○藤原技術振興課長

ご指摘ありがとうございます。技術研究組合制度自体も私どもの課で所管してお

りますので詳細を申し上げますが、技術研究組合につきましては、ただいま現在、

経産省で 48 もっていまして、そのうちの 18 組合（23 年度の数字）が、今回リスト

に挙げられている状況でございます。21 年に法律改正をいたしました都合で、研究
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組合の数自体が急増しておりますので、その影響もあるわけですが、今の委員のご

指摘の、どういう形で共同研究をしているのかというのがポイントだと思っており

ます。いわゆる水平といいますか、同業者での護送船団的なものは、減ってきてい

ると認識してございます。

他方、以前に比べますと垂直連携のような形、あるいは本当の異業種の組合、あ

るいは確立された技術の実証、評価といったものも非常にふえてきておりまして、

かなり多角化している方向だと、私ども理解しております。数の問題も、23 年度 1

8 ありますが、この年に６つ解散をしておりますので、恐らく来年度、この辺の数

も減ってくるのではないかと思っております。

○岸部会長

ほかによろしいでしょうか。どうぞ、末吉委員。

○末吉委員

これは、いってもせんないことかもしれませんが、評価のメソドロジーというこ

とで、企業とか組織にとって当然やらなければいけない、やって当たり前のことを

そもそも評価するのか、コンプライアンスをよくやっていますといわれて、それは、

やらないよりはよくやっているのでしょうが、そもそもコンプライアンスというの

はあって当たり前の話なわけですよね。

ですから、そういうことを評価するのが無駄だということを申し上げるのではな

くて、よりよく評価するとしたら、もっと際立った過去 1 年の NEDO の業務活動と

か行動を、むしろそちらのほうに評価の視点が置かれるべきであって、本来やるべ

きことを、例えば会計原則上きちんとした会計処理をしてよかったねなどと褒める

のが、そもそも意味があるのかと、やや変なアレですが、そういういわば組織とし

てのミニマム・リクワイアメントは、やっていなければやっていないということで

注意をするぐらいの評価にして、でも一般論からして、過去一年よくやりましたよ

ねと、そういう評価ができるような仕組みのほうが、私は建設的でお互いにおもし

ろいのではないかと感じるのですが。

○岸部会長

私個人はいわれたとおりだと思いますが、全独法一緒に評価する総務省のほうは、
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どちらかというと、今いわれたミニマムのほうを一生懸命評価しているという感じ

はずっと受けていますね。

経産省で何か……。

○藤原技術振興課長

毎年ご議論いただいている点でございますが、NEDO のここの部分も、コンプラ

イアンスを例にお話しいただきましたが、新しく委員会を立ち上げたとか、ことし

際立ったことを業績としてアピールされていることはご理解をいただきたいという

前提です。ただし、委員ご指摘のとおり、あくまで中期目標の達成状況というとこ

ろで、毎年の並びでの評価、あるいは評価項目評価ウエイトも中期計画の中ではそ

れほど変更できないような状況の中でご評価をいただく仕組みになってございます

ので、何度も申し上げますが、来年以降の新しい中期計画、中期目標の中で、その

ハードルをどこまで設定するのか、そちらの新しい枠組みの中でのご議論というこ

とにさせていただければと思っております。

○岸部会長

どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。

それでは、総合評価ですが、各項目の評価が A ということで、必然的に総合評価

は A で、概ね――済みません。「財務内容」の評価を聞いていませんでしたね。

「財務内容」の評価「A」はよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

そうすると、全部が A だということで、ことしは「概ね達成」ということから一

段上の「よく達成している、抜きん出ているところがある」ということで、評価は

「A」に決定したいと思いますが、皆さんのご意見はいかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

それでは、ここで NEDO の方々に入室していただきますが、本日、全体のコメン

トを私がお話しして、各先生方に補足というよりはご自分のご意見をぜひ述べてい

ただきたいと思います。NEDO が将来よくなるために、できるだけ辛口のご意見を

お願いします。余り褒めても大していいことはありませんから、辛口のご意見をお

願いし、今課長のいわれたように、もしかすると我々が次の中期計画をつくる必要
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があるかもしれません。そのときのハードルを、日本経済成長のために高めるとい

うことを念頭に置いて、よろしくお願いしたいと考えております。

私の主なコメントで、皆さんのお話も入ってしまいますが、それにかかわらず最

後に一言よろしくお願いしたいと思います。

それでは、お入りいただければと思います。

（NEDO 関係者：入室・着席）

○岸部会長

どうもお待たせいたしました。若干議論が、いい意味で白熱もいたしまして遅れ

たこと、申しわけありません。

「平成 23 年度業務実績評価」の評価結果ですが、総合評価として「A」になりま

した。これは「概ね達成」よりは少し上で、その上の「よく達成している」という

言葉で表現できるのではないかと思います。

あと、この委員会でいろいろご議論いただいたことを、若干まとめさせていただ

き、最後に 4 人の委員の方からも言葉をお願いしたいと考えている次第です。

一つは、NEDO の問題というより毎年の問題です。国策または経済産業省の政策

と NEDO の政策、これが、いつどこでどのようにできて、どういう関係にあるのか

ということが非常にわかりにくいというか、すっきりしない面がどうしても出てき

てしまいます。ですから、国策を乗り越えて、また国策をかえてでも研究を進めて

ほしいというような意見がどうしても出るのですが、この評価委員会は、中期目標

に対しての評価だということは重々わかっていますが、産業政策、エネルギー政策

がどうなっているのか、それを NEDO がよく咀嚼して今後ともに実行に移していた

だきたいぐらいしかいいようがないわけです。

それが一つですが、しかし、絶対値で評価される部分があり、オリジナリティが

大事な研究の分野ですから、どこまでやれば本当にいいのかというのが非常に難し

い面もあると思います。

そのほかですが、研究開発だけではなく、もっともっと実用化部分での役割も明
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確にしてほしい。特に医療分野とか情報通信分野等はどうなっているのか、ご検討

いただきたいということです。

それから、社会の情勢がどんどん変化しております。全体にその変化に取り組ん

だ中での５年間という位置づけを確立していただきたいという言い方ができるので

はないかと思います。

それから、NEDO がプロのファンディングエージェンシーでいるためには、文化

とか価値観などをきちんともって、プロフェッショナルなマネジメントを行ってい

ただきたい。

それから、大企業のトップと、どのように NEDO を使うかをもっと考えるべきで

はないか。もしかすると、大企業の研究者を雇用するために NEDO を使っているの

ではないかなどという心配もないわけではありません。CTO ではなく CEO にイン

タビューすることなども重要ではないかというご指摘がございます。

また、ベンチャー支援をやるのであれば、少額ではだめでしょう、一定以上のこ

とが必要になってくるのではないか。

人材育成に、民間からのヘッドハンティング、これもさらなる努力が必要ではな

いか等のご意見をいただいております。

あとは、JST と NEDO の共同連携等の必要性なども指摘されているところでござ

います。

そのようなところが今回議論になったところだということをお伝えいたします。

そのほかに、各委員の方々、数年以上ここに携わっておられますので、最後に一

言ご意見をぜひ……、既に私がお話ししたのもございますが、かぶさっても結構で

すし、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

それでは、渡辺委員からお願いできますか。

○渡辺委員

業務的には、すばらしくいろいろ前向きに取り組んでおられることは、この評価

を通じてよくわかりますが、これだけ頑張っていろいろやっていることと、日本全

体の産業技術がどうもおくれてきている――おくれてきているというか、ほかが進

んでいる。日本がおくれているわけではないですが、ほかが進んできているという
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ようなことが、10 年前に比べて、その差が開いてきているというか、追い越されて

きている部分が幾つか出始めて、目につき始めてきているというのは、やはり企業

経営の考え方の問題だろうと。だから、NEDO の資金をトップとして、CEO とし

てどのように使いたいという意思表示をきちっと受けてやるべきだろうと思ってい

ます。

昔は、100 億あれば 100 億をばらばら配って、技術者がみんな上達して技術者の

レベルが上がっていく、それは波及効果としてよかったねと。キャッチアップ体制

のときはそれでよかった、技術レベルが向上すれば、それでよかったわけです。技

術者が学ぶ機会でふえてよかったわけです。それが製品に間接的に反映されている

という時代は、それでよかったのですが、これぞというものを日本の「産業の米」

にしていくということをするのであれば、企業のトップは、そういう考え方では困

るということを明確に、これは運用の問題ですので、メリハリをつけることは可能

だと思いますので、護送船団的なものはやめて、トップにきちんと確認するような

プロジェクトを幾つかつくっていってほしいというのが私の希望でございます。

○岸部会長

ありがとうございました。

それでは、谷田部委員お願いします。

○谷田部委員

一つ一つの技術開発という面でみれば、世界最先端をねらうということはあると

思いますが、結果として、それが国益につながるのか、国内に利益がどれだけ還元

されてくるものになるのかというのは、かなり難しくなってきている。要素技術と

して開発しても、結局アッセンブルして全体的につくり上げるときには、中国とか

そのほかの国に基礎的な部分をゆだねて、そうした利益の部分は国外で、というこ

とになってしまうと、結果として、リードする企業としてはプラスになるのかもし

れませんが、日本全体の産業としての利益につながりにくくなっているのではない

か。

そういったことも含めて、常に見直すということは行われているのですが、そう

いう見直しも、これからまたさらにいろいろ変化が激しくなってくると、もっと新
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しい仕組みで常に状況を把握しながら開発を進めていくようなこと、あるいは実際

に仕組みとしては、ある程度はあるとしても、やはり大企業だけではなくて、今、

中小企業がすごく危機に瀕しているということでいくと、技術開発をするときに中

小企業をうまく巻き込んでいくようなこともどんどん考えていかなければいけない

のではないか。

それから、もっとぜいたくにいえば、かなり能力の高い方々が集まって組織をつ

くっているとすれば、現状、その計画どおりに進むことだけでいいのかという部分

もあると思います。公務員ということになれば、法律的な問題もあると思いますが、

NEDO の職員がどの程度法律的な問題を抱えているのかわかりませんが、やはり範

囲を超えてさらに膨らませていくような、常に計画どおりに進みながら満足すると

いうことではなくて、それを一歩超えるように常に各部署、各個人が取り組んでい

くこともかなり必要になってくると思います。

こういった評価になると、どうしてもその範囲の中におさまっているかどうかと

いうことになってしまうわけですが、実際の業務上、それをいかに乗り越えている

かということも、これから評価したいと思ったりもしますので、当然そういう努力

はされていると思いますが、それが目にみえる形で、もう少し強調されてもいいの

ではないかと思います。

○岸部会長

ありがとうございました。

それでは、松田委員お願いします。

○松田委員

どうもご苦労さまでした。

ちょうど計画 2 期目の 4 年目に当たるわけですが、スタートしたときがちょうど

リーマン・ショックで、NEDO に対する期待感が非常に高かったわけです。それ以

降、経済は、世界全体が金融危機で揺らいでいますが、日本が特におくれている。

計画立案当時、つくり上げられた目標は、しっかり達成していると思います。しか

し、そのときに、やはり期待していた、技術をベースにして日本を再生しようと期

待していたことを基点にみると、日本経済の現状を考えざるを得ない。NEDO 評価
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を全体的にやろうと思うと、余りバラ色ではないと、こういう印象をまず全体的に

もちます。

早稲田大学で中国のベンチャー30 社ぐらいを、5 年間研修をやっていましたが、

彼らがいっていることを、本当か、本当かとずっと聞き続けました。それは、「三流

企業がものをつくり、二流企業が技術開発をし、一流企業が仕組みをつくる」です。

中国は、ものづくりは余り得意ではない、開発はおくれている。しかし、仕組みを

つくれると言っています。

こういう視点からすると、日本の製造業自身がものづくりの世界から、開発は N

EDO がサポートするにしても、ものづくりのサービス化が進み、そのスピードが高

まいます。当初優位な技術をもっていた日本が、デファクトという仕組みづくりに、

どのようにかかわっていくのかというのが非常に重要なことだろうと思います。

そういう意味で、皆さん全体的にお考えは同じですが、世界に向けて日本が技術

立国としてどのような技術政策をもって進んでいるのかということを、もっともっ

と明確にして、なおかつ技術のデファクト化を仕掛けていく、そういうことを NE

DO にはぜひお願いしたいと思います。

それから、研究開発の関連が、今度 50％の評価シェアになり、、当然といえば当

然ですが、新エネルギーに対する技術開発は、いわゆる研究開発のほうに入ってき

ました。むしろこれは、新エネルギー・省エネルギーの導入普及中心の評価ですが、

特に導入普及となったときに、全体としての地域インフラとして、スマートグリッ

ド構想も含めてどうするか、こういう議論になってくるのだろうと思います。

そのときに、NEDO 単独では全くやれる話でもないし、経済産業省だけでもない。

国交省はどうするのかとか、いろいろな地域あるいは機構をまたがった問題が随分

出てくるのだろうと思います。

そういう意味で、導入普及関連を考えるときに、省庁をまたがった連携を NEDO

としてどのように対処するかです。これは、NEDO が川上にいるのか川下にいるの

か、川下が国交省だとすると NEDO は川上かもしれませんし、やはり仕掛けていく

ということをぜひやっていただかないと、成果としてなかなかみえづらいという気

がしております。
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それから「業務運営の効率化」については、やり過ぎるほどやっているのではな

いかという気もするのは、人材、いわゆる人件費の削減等々です。日本のプロの研

究開発者、国レベルでマネージする NEDO の職員の質・レベルも含めて、本当に高

まっているのか、人件費は常に質との関係で考えていかなければいけないところに

来ているのではないか。

そういう意味で、ちょっと肥大している機構の圧縮という計画段階から、攻める

機構の人材あるいは組織に変わっていく必要があると思っています。どうもありが

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、末吉委員お願いします。

○末吉委員

いずれにしても、この一年間お疲れさまでございました。

この実績評価のあり方を、私なりに解釈しますと、NEDO という限られた組織の

内部、あるいは内部に向けての運営や管理のあり方の評価となっております。私は、

それは狭義のガバナンスだと思っています。

ここで申し上げるガバナンスという意味は、コンプライアンスをきちんとやると

いう意味ではなくて、NEDO がもっているすべての経営資源をマキシマイズさせて

結果を生み出していく、その管理能力といった意味でのガバナンスでありますが、

改めていうまでもなく、一般の企業は、その内部ガバナンス、狭義のガバナンスの

評価というのは、外部の消費者やマーケットがするわけですね。

これは、否応なく評価を受けるわけでありますが、幸か不幸か、NEDO の場合に

は必ずしもそういった明確な外部の評価のステークホルダーがいません。もちろん

それは国民というステークホルダーではありますが、そうしたときに、狭義のガバ

ナンスをやっている NEDO が、それこそセルフガバナンスをどうしていくのだろう

かということを考えますと、どこかに自分たちのやっていることを反射して、それ

を受け入れて自分たちのガバナンスをより一層強化していく、そういった作業が非

常に重要になるのではないかと思います。
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そうした場合に、どこに自分たちのやり方を反射させていくのか、これはいろい

ろなお考えがあるのだろうと思いますが、それは既におもちでしょうし、もしない

とすれば、これからぜひそれを探していただいて、そのことについては、各委員が

おっしゃった、例えば国益、日本の産業が本当に強くなっているのか、いろいろな

ものがあるのだろうと思いますが、そういった視点をもちながら、私はずっとこの

評価に、過去も、きょうも含めて携わってきましたが、NEDO に対しては、次のよ

うなことを強く期待しております。

それは、最高のプロの方々がお集まりの組織の中で、そのプロが自由闊達に研究

や実践に取り組んでいただいて、しかも結果を出していく。そういったいわば高度

のガバナンスが実践されている組織体であっていただきたい。そのことが、いろい

ろな意味での NEDO のレゾンデートル、あるいはミッションがあったとしても、そ

れは十分達成できていくのではないかと思います。

先ほど私は、NEDO の高度のガバナンスのことを、「NEDO の文化」をつくって

いただきたいと申しましたが、私も余り知りませんけれども、世界のあらゆる組織

には、歴史も伝統もあり力もあるところには、それなりの文化を形づくって、あす

こならこういうことだ、あすこはこういうことでやっている、あすこはこういう強

みがあるといったようなそれぞれの特色、あるいは定評ある部分をもっております

ので、今の NEDO が、21 世紀にどういったものを自分たちのウリにしていくのか、

そのことがもっもっと進んでいけばいいなということを強く期待しております。

どうもありがとうございました。

○岸部会長

どうもありがとうございました。

企業トップへの NEDO の意識、国益の重要性、スピード感、NEDO の人材、そ

れからプロによるセルフガバメント、大事なご指摘を受けております。

また、私は、NEDO のプロジェクトリーダーを、大学人、ビジネスのわからない

大学人に頼り過ぎではないかというのを、最後につけ加えたいと思います。

そういうことですが、NEDO 側から、今の評価に関して何かございますでしょう

か。理事長、A ではけしからんとか（笑声）、何でも結構でございます。よろしくお
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願いします。

○古川理事長

大変お忙しい中を、短期間に非常に多くのご指摘をいただきましてありがとうご

ざいます。

私にとっても初めての評価でございました。多くのお話をいただきましたが、そ

れぞれ非常に重い課題だと思っておりまして、我々の日常のオペレーションの中で、

その課題をかみ砕き進化させ、今後の運営に反映させていきたいと思っております。

NEDO のミッションは、ご承知のように 2 つございまして、エネルギー、環境問

題と産業競争力強化の問題でございます。

このエネルギー、環境問題に関しましては、震災以降、本当に国家的な課題にな

っておりまして、また 7 月からは FIT も始まり、また来月は革新的エネルギー・環

境戦略が作成され、日本全体の方針が再検討される状況にございます。

また、産業競争力の強化は、先ほど先生方からもお話がありましたように、この

問題は 10 年以上議論しておりますが、民間がだらしないということもあると思いま

すが、残念ながらなかなか強化されていかない、むしろ沈んでいくといったほうが

正しいのではないかと思いますが、これをどうしていくのか。

NEDO に与えられているミッション 2 つ、非常に大きな問題として認識しており

ます。

今、多くのご指摘をいただきましたが、これは期待感の裏返しと理解させていた

だいて、現在の環境変化のスピードに負けないように、むしろ先取りするようにい

ろいろやってまいりたいと思います。特に経済産業省との連携という視点のご指摘

もございました。これに関しましても、政策の方向性を私どももよく確認させてい

ただきながら、それを具体化していく、また日本再生戦略というお話も出ておりま

すし、いろいろな課題の中で経済産業省の皆様にお話を伺いながら具体的なオペレ

ーションにフィードバックしていきたいと考えております。

短期間に非常に多くのご指摘をいただきまして、大変感謝しております。今回の

ご指摘に基づきまして、よりよい運営ができますように、NEDO 全員が努力してま

いりたいと思いますので、引き続きのご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げる
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次第でございます。ありがとうございました。

○岸部会長

理事長ありがとうございました。

それでは、最後に中西審議官よりご挨拶をお願いします。

○中西審議官

今回の NEDO の評価、かなり大部にわたる資料を、細かいところに至るまできっ

ちりとみていただき、いろいろなコメントをちょうだいいたしましてありがとうご

ざいました。結果として「A」評価をいただきまして、その範囲ではすごくいいな

と思っているとともに、国として、全体としてどうやって次を考えていくのか、景

気に資するための研究開発、そういう意味での NEDO プラスアルファ、METI とし

ての取り組みをしっかり考えていかなければいけない、そういうかなり大きな宿題

も我々に投げかけられたと思っております。

それを具体的にやっていく上にも、我々としても NEDO ともっと一体になって、

METI 自体、あるいは NEDO、さらには関係する（研究を中心とした）組織を超え

て、ほかの行政機関も含めて取り組んでいくことの必要性を、いろいろな形でご指

摘を受けたと思っておりまして、かなり大きな宿題をもらったという気はしており

ます。

今後また、次の中期計画等々議論する際には、そういったことも含めて皆様のご

意見を反映させていきたいと思っております。

本当にいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。

○岸部会長

どうもありがとうございました。

それでは、NEDO は A、国は B とならないように（笑声）、努力していただきた

いということをつけ加えて終わりの言葉にしたいと思いますが、最後に一つだけ議

題がございます。

○藤原技術振興課長

議題の「その他」でございますが、簡単にご説明させていただきます。資料 3、

非公開の資料、これは NEDO の古川理事長から枝野経産大臣あてに 7 月 6 日にいた
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だいているものでございます。

要するに不要資産の国庫納付に関してですが、22 年年末の独法改革、独立行政法

人の事務、業務の見直しの基本方針というところで、「NEDO の所定の不要資産に

ついて国庫に返納すべきだ」と定められております。24 年度においては――これま

でも私ども、あるいは NEDO 等関係省庁でやってきたわけでございますが――2 件

の不要資産を国庫納付予定でございます。

具体的には、NEDO が保有します区分所有宿舎、神奈川県横浜市のものでござい

ます。それから静岡県伊東市の土地ですが、競争入札による売却を行って、売却に

より生じた収入金額を通則法に基づいて国庫に納付する予定でございます。

この収入金額により、国庫納付を行う際には、この通則法の 46 条の 2 第 5 項に

基づいて、「評価委員会の意見をあらかじめ聴取する」ということでございまして、

今回、皆様にお諮りするものでございます。ご審議をお願いいたします。

○岸部会長

いかがでしょうか。――よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

それでは、不要資産の国庫納付について、本部会としては承認したいと思います。

それでは、最後に事務連絡をお願いします。

○藤原技術振興課長

資料一式、大変重うございますので、郵送させていただきます。ご確認いただけ

ればと思います。

○岸部会長

司会の不手際もあり、遅くなってしまいましたが、長い時間ありがとうございま

した。それでは、またよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうござい

ました。


