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新エネルギー・産業技術総合開発機構の「見直し案」と「勧告の方向性」対比表 

見直し案 

（「当初案」と比較し、加筆及び削除した部分をそれぞれアンダーラインで示す） 

勧告の方向性 

（「見直し（案）」へ反映させた部分をアンダーラインで示す） 

新エネルギー・産業技術総合開発機構の中期目標期間終了時における組織・業

務全般の見直しについて（案） 

 

平成２５２４年１９月 

    経 済 産 業 省 

 

Ⅰ．新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）に関する現状認識 

 

（１）．ＮＥＤＯの設立の経緯 

・ 昭和 55 年、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」の制定

に伴い、特殊法人「新エネルギー総合開発機構」として設立。 

・ 昭和 63 年、「産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律」により、産

業技術に関する研究開発業務を業務追加し、名称を「新エネルギー・産業技術総

合開発機構」に改称。 

・ 平成 14 年、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」成立・交

付。 

・ 平成 15年、独立行政法人化。 

 

（２）．ＮＥＤＯのミッションと、これまでの取組 

・ 新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」という。）のミッシ

ョンは、「政府の行う主として産業技術政策などの具体的実施機関として、専門性

等を十分に活用しつつ、基礎研究から実用化・実証まで一貫した『技術開発マネ

ジメント』の効率的・効果的実施を通じ、企業等による新製品・新サービス等の

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の主要な事務及び事

業の改廃に関する勧告の方向性(案) 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。）

の主要な事務及び事業については、独立行政法人として真に担うべきものに特化し、

業務運営の効率性、自律性及び質の向上を図る観点から、国の財政支出の縮減にも

つながるよう、以下の方向で見直しを行うものとする。 

また、独立行政法人の的確な評価のためには、目標が明瞭性・客観性を備えてい

ることが不可欠であり、中期目標の策定に当たっては、達成すべき内容や水準等を

可能な限り具体的かつ定量的に示すとともに、定性的な目標とせざるを得ない場合

であっても、目標の到達度について第三者が検証可能なものとなるよう努めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

資料２－１ 
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具体的成果の創出に繋げること」である。また、このことを予算面を中心に言い

換えれば、ＮＥＤＯとは、「政府から交付された技術開発プロジェクトの関係予算

を、きめ細かく適切に執行・管理し、実用化に向け、最大限、組織内外のリソー

スを駆使すべき主体」である。 

・ これまでＮＥＤＯは、政策実施機関として、エネルギー分野をはじめとする産

業技術分野全般の「ナショナルプロジェクト」を中心に、外部有識者を活用した

案件形成や事業評価などを通じ、技術開発マネジメントを実施してきた。 

・ また、近年は、各国の政府・自治体、国際機関も含めた関係機関とのＭＯＵの

締結等を通じ、当該マネジメントを海外にも展開してきている。より具体的には、

各国政府等のニーズも踏まえた上で、これらの支援策も引き出しながら案件の具

体化を進めることにより、実証等を通じ、我が国の優れた技術を発展させるとと

もに、海外市場を開拓する事業者を積極的に支援してきている。 

・ 加えて、海外における省エネルギー技術等に係る知見を有することを踏まえ、

政府がＮＥＤＯに委託し、京都議定書の目標達成のため、計画的なクレジット取

得と政府への確実な移転を実施してきている。 

・ さらに既往の政府決定等に基づきまた、ここ数年の事業仕分け等の指摘を踏ま

え、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7 日閣議

決定）に基づき、マネジメント機能を十分に必要としない設備導入補助事業等の

大幅削減をはじめ、不要資産の国庫納付、民間出向者の計画的抑制、事業費の削

減、石炭関連業務等の（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）

への移管（※）等を実施してきている。 

※ 現在、石炭関連業務等をＪＯＧＭＥＣへ移管するための「災害時における石油

の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正

する法律案」は、平成２４年９月１５日施行予定。 
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（３）．ＮＥＤＯを取り巻く最近の状況 - 東日本大震災等に伴う産業技術政策・エ

ネルギー政策の見直し - 

①東日本大震災等に伴う産業技術政策・エネルギー政策の見直し 

・ 円高やリーマンショックによる影響、新興国との競争の激化等の影響により、

我が国産業の国際的競争力の低下が進んでおり、イノベーションの推進による競争

力強化が求められている。また、東日本大震災や原発事故を受け、我が国の産業政

策やエネルギー政策の見直しが求められている。 

・ 7 月 31 日に閣議決定した「日本再生戦略」でも、基礎研究から実用化までのイ

ノベーションの強化を求めており、特に、「第４期科学技術基本計画」（平成 23年

8 月 19 日閣議決定）に沿った形で、グリーン・イノベーションやライフ・イノベ

ーションを重点分野として推進するとしている。また、エネルギー政策について

も、原発依存度の低下、再生可能エネルギーの更なる活用の方向での、中長期的

なエネルギー・環境政策の見直しに係る議論が行われている。 

 

②独立行政法人の制度・組織の見直し等について 

・ 昨年からの独立行政法人改革の結果として、1 月 20 日に閣議決定した「独立行

政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」においては、ＮＥＤＯについて、「研

究開発型の成果目標達成法人とする。なお、本法人については、研究開発の資金

配分機関としての性格を有しているが、資金配分実施機関については、事業仕分

け等の議論を踏まえ、その在り方を抜本的に見直す必要があることから、その見

直しの中で本法人の機能、役割及び在り方についても検討する」としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Ⅱ．組織・業務全般の見直しの方向性等 

１．基本的方向 -「世界最先端の技術開発マネジメント機関」へ – 

・ 我が国経済の産業構造転換が一層進展するとともに、上記Ⅰ．（３）にあるとお

り、政府の産業政策やエネルギー政策の見直しが行われる中、「産業技術政策」自

体もこれまでにない抜本的な見直しが必要とされている。こうした政府の基本的

方針に沿った形で、ＮＥＤＯとしても、技術開発マネジメント等の事業を効率的・

効果的に実施し、社会が必要とする具体的成果に繋げ、エネルギー分野をはじめ

とする産業技術分野全般に係る技術開発マネジメントを総合的に行う中心的機関

として、我が国の産業競争力の強化、エネルギー制約の克服に引き続き貢献する。

その際、ＮＥＤＯの各事務・事業を評価するための指標の開発や目標の設定及び

その実現のために必要な措置を検討することとする。 

 

 

 

 

 

・ 上記「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」では、研究開発型の

成果目標達成法人（国立研究開発行政法人）について、「研究開発面における国際

水準に即した目標設定・評価」を行うこととしている。したがって、ＮＥＤＯに

ついても、こうした中で、ＮＥＤＯは、産業技術政策上の要請に真の意味で十分

応えられるよう、すなわちまた、技術開発支援の面で国内外の関係機関に大きく

貢献できるような、技術開発面で国際水準に即した目標を有する「世界に通用す

る、世界最先端の資金配分機能を有する技術開発マネジメント機関」を目指す。 

・ そのためには、先進各国の技術開発マネジメント機関やファンディング・エー

ジェンシー等との一層密接な連携・協業により、それらのが有する、参考とすべ

き特徴的なマネジメント手法やノウハウ・経験等を十分取得するとともに、自ら

の組織・人員体制の不断の見直しを行い（縦割り組織と横割り組織との関係整理、

第１ 法人のミッションの見直し 

１ 産業競争力の強化への貢献 

ＮＥＤＯが実施するナショナルプロジェクトは「我が国の産業競争力強化」を目

的として実施されているが、我が国の産業競争力の強化に関する目標が必ずしも十

分に設定されてない。このため、これまでＮＥＤＯが実施してきた事業について、

事業毎の実施状況を十分に検証した上で、それを可能な限り客観的に評価するため

の指標の開発や目標の設定を行う必要がある。 

特に、経済産業省は、「政府の基本的方針に沿った形で、技術開発マネジメント等

の事業を効率的・効果的に実施し、社会が必要とする具体的成果に繋げ、エネルギ

ー分野をはじめとする産業技術分野全般に係る技術開発マネジメントを総合的に行

う中心的機関」としてＮＥＤＯを位置付けていることから、産業競争力の強化への

貢献の観点から、ＮＥＤＯの各事務・事業を評価するための指標の開発や目標の設

定を行うものとし、ＮＥＤＯはその実現のために業務の見直しを行うものとする。 

 

 

第２ 技術開発マネジメントの見直し 

１ 資金配分機能を有する技術開発マネジメント機関が目指すべきもの 

経済産業省は、「世界最先端の資金配分機能を有する技術開発マネジメント機関を

目指す」としているが、「どのような技術開発マネジメント機関を目指すのか」、「諸

外国の機関と比較して何が参考となり、それに対し今後どのように取り組んでいく

のか」等、次期中期目標においてはその位置づけを明確に記載するものとする。 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

外部人材の活用等による人材の流動化促進など）、実用化の更なる推進等に向けた

プロジェクト管理・評価体制を構築する。 

・ 加えて、コンプライアンスや情報公開・情報管理等の内部統制の強化、間接経

費の削減、事業者選定方法の公正性・透明性、予算の適正配分・透明性の向上な

ど業務運営の効率化、適正化を引き続き実施する。 

 

２．強化すべき具体的業務具体的検討事項（例） 

（１）横断的な評価等に基づくメリハリの効いたプロジェクト管理 

・ 当省との連携・協業の下、基礎研究から実用化・実証まで一貫したマネジメン

トを行いつつ、新エネルギー関連の技術分野など、プロジェクトの一層の重点分

野化・骨太化を図る。 

 

 

 

 

 

・ また、技術開発成果の一層の実用化等を推進するため、プロジェクトの中間評

価・追跡評価をこれまで以上に分野横断的かつ緻密に行いうこと等を通じ、これ

までの実績を十分踏まえた参加企業の選定や、「メリハリの効いたプロジェクト管

理」を目指す。また、中間評価を行わない年度においてもプロジェクトの推進状

況を一層詳細に把握することや、開発成果創出促進制度（注）等を活用することによ

り、年度途中での機動的・柔軟な予算配分等の「メリハリの効いたプロジェクト

管理」を目指す。を行う。さらに、追跡調査については、様々な角度からの分析

を引き続き行い、新たなプロジェクトの採択時等に、これまでの実用化に係る実

績を十分踏まえた参加企業の選定を行う。その際、成功事例のみならず、非継続・

中止となった事業の要因の分析等を行うことも含め、これまでのナショナルプロ

ジェクトに係る総合的、定量的な評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

第１ 法人のミッションの見直し 

２ グリーン・イノベーション分野への重点化について 

東北地方太平洋沖地震に起因する東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故

の発生により、再生可能エネルギー等のグリーン・イノベーションの必要性が高ま

っている。太陽光発電を始めとした再生可能エネルギー等の導入・普及・拡大は、

我が国のエネルギー需給のみならず、社会経済の発展性に大きな影響を及ぼすと考

えられることから、次期中期目標において、引き続き、これらのグリーン・イノベ

ーション分野への重点化を図るものとする。 

 

 

第２ 技術開発マネジメントの見直し 

２ メリハリの効いたプロジェクト管理 

経済産業省は、「年度途中での機動的・柔軟な予算配分等の「メリハリの効いたプ

ロジェクト管理」を目指す」としているが、より機動的・柔軟な予算配分等を行う

のであれば、毎年度、マネジメントを厳格に行い研究の進捗状況に応じた予算配分

を行う必要がある。 

このため、中間評価を行わない年度においても、これまで以上に主任研究員や主

査等のＮＥＤＯマネジメント職員によって、プロジェクトの進捗状況を段階ごとに

一層詳細に把握し管理するものとし、開発成果創出促進制度（注）の活用等により、

プロジェクト内又はプロジェクト間において、配分予算の調整を行うものとする。 

（注）ＮＥＤＯが行っている取組であり、目覚ましい成果を挙げている事業等に対して、資金を投入し
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（注）ＮＥＤＯが行っている取組であり、目覚ましい成果を挙げている事業等に対して、資金を投入し

実用化・事業化時期の短縮や製品の機能向上等を促進するための制度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）情報発信・ＰＲ等の推進 

・ ＮＥＤＯがこれまで実施してきている技術開発マネジメントに係る成功事例を

幅広く選定し、積極的にＰＲを行うなど、産業界を含め、国民全般に対し、ＮＥ

ＤＯの具体的成果の見える化を図り、幅広いソリューションの提供を行う。 

・ 特に産業界との関係については、ＮＥＤＯの認識を一層深めてもらうとともに、

産業界のニーズや経営方針を反映するため、最高経営責任者（ＣＥＯ）をはじめ

とする企業経営層との一層の連携強化を図り、幅広いソリューションの提供を行

う。 

 

実用化・事業化時期の短縮や製品の機能向上等を促進するための制度。 

 

第１ 法人のミッションの見直し 

１ 産業競争力の強化への貢献 

（前段略） 

また、全てのナショナルプロジェクトを対象に実施されている追跡調査について、

これまでに、のべ 1,600社超のデータが蓄積されていることから、 

① 研究分野別、資金規模／研究実施規模別、業界／業種／業態別等、様々な角

度からデータの分析を行うとともに、 

② 当該調査では、事業終了後「非継続」となったものが 20％、事業終了後一旦

継続したものの６年目までに「中止」となったものが 19％となっていること

から、これら約４割の企業について、非継続・中止に至った理由及び要因分析

を行うことにより、 

ナショナルプロジェクトの問題点や潜在的なリスク・課題の把握に加え、これまで

以上に失敗事例についても事例収集及び実態把握を行った上で、これまでのナショ

ナルプロジェクトの総括として必要な定量的な評価を行い、プロジェクトの管理方

法の改善に資するものとする。 
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（３）国際共同事業の推進 

・ 最先端の技術を持つ内外の企業による国際共同研究プロジェクト等に対し、Ｎ

ＥＤＯが外国のファンディング・エージェンシーとともに「コファンド形式」等

により資金支援を行うことなどにより、我が国企業の国際展開や海外企業も含め

たオープンイノベーションの進展を支援し、これに対応したグローバルな技術開

発マネジメントに係る事業を一層推進する。 

 

（４）ベンチャー企業等によるリスクの高い製品開発等の推進 

・ 経済の活性化や新規産業・雇用の創出の担い手として、新規性・機動性に富ん

だ「研究開発型ベンチャー」の振興が一層重要になってきていることにも鑑み、

海外を含めた技術提携先や顧客の紹介、知財戦略など、ＮＥＤＯによる技術・経

営両面での支援機能を強化し、事業化・実用化を一層推進する。また、各種事業

の成果として、生産プロセスの開発面での成果のみならず、高いリスクを取った

上での新製品・新サービス自体の開発成果を一層重視し、これらを推進する。 

 

（５）人材の流動化促進、育成 

・ 内部人材の育成を図るとともに、プロジェクト管理等に係る透明性を十分に確

保した上で、一定の実務経験を有する優秀な人材など、外部人材の中途採用等を

積極的に進め、人材の流動化を促進する。 

・ また、民間企業や大学等の技術開発において中核的人材として活躍しイノベー

ションの実現に貢献する「技術マネジメント人材」の育成を図るために、技術マ

ネジメントに係る知識や経験をキャリアアップに繋げるための方策について、具

体的検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 人材戦略 

ＮＥＤＯは多額の資金配分を行う技術開発マネジメント機関であり、より良い人材な

くしてはＮＥＤＯが目指すべきマネジメント機能は発揮されないことから、マネジメ

ントの基幹となる人材戦略について、以下の見直しを行うものとする。 

１ 透明性の更なる確保 

ＮＥＤＯ職員には、民間企業からの出向者や民間企業出身の中途採用者（以下「民

間出向者等」という。）が技術開発マネジメント業務を行うために在籍しており、平

成 24年４月１日現在では常勤職員 849名のうち約３割がこれら民間出向者等となっ

ているが、この現状を踏まえれば、透明性を確保した上で業務を行う必要がある。

ＮＥＤＯでは、本年７月に業務運営における利益相反排除のための措置を機構達と

して定めているが、再委託先企業は運用上適用しているとしているため、これを改

正した上で本機構達を公表するものとする。 
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３．業務・組織運営の一層の効率化・適正化 

（１） 運営費交付金の適正な執行等 

・ 各年度期末における運営費交付金債務について、その発生要因等を厳格に分析

し、減少に向けた努力を行うとともに、不正事案の防止に向けた取組については、

事業者側に不正に対するリスク管理等についての啓蒙の徹底などを図る。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、透明性の確保は常に問われる課題であるが、ＮＥＤＯは多額の資金配分を

行っていることもあり、第三者に疑念を持たれないよう、更なる透明性の確保が必

要である。 

 

２ 人材戦略の明確化 

経済産業省は、「外部人材の中途採用等を積極的に進め、人材の流動化を促進する」

としているが、単なる外部人材の多用・派遣等といった「一方的な流動化」を促進

するだけでは、ＮＥＤＯ内におけるマネジメント技術・ノウハウの蓄積や伝承が行

われず、逆に人材・技術が流出することにもなりかねないとの指摘もある。 

このため、人材の流動化を進めるに当たっては、ＮＥＤＯが目指すべきマネジメ

ント機関に対応した、必要となる技術開発マネジメント人材に係る具体的な検討を

行うものとする。 

 

 

 

第５ 運営費交付金の適正執行と不正経費問題への対応 

１ 運営費交付金の適正執行 

ＮＥＤＯの運営費交付金債務残高は、平成 21年度期末で 493億円（25.9％）（注）、

22年度期末で 596億円（35.8％）（注）、23年度期末で 535億円（38.6％）（注）となって

おり、独立行政法人の中でも多額の債務残高となっている。 

その発生要因については、平成 21 年度及び 22 年度においては、年度末に補正予

算が措置されたこと等が主な要因とされ、また、23 年度では、東日本大震災の影響

や国際事業おける相手国側の都合等が主な要因とされているが、運営費交付金債務

の発生は、ＮＥＤＯの予算管理・プロジェクト管理が適切に行われていないことに

起因するのではないかとの指摘もある。 

このため、次期中期目標期間においては、各年度期末における運営費交付金債務

に関し、その発生要因等を厳格に分析し、減少に向けた努力をしていくものとする。 
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（２）業務全般に関する見直し 

・ 内部統制については、更に充実・強化を図る。その際、総務省政策評価・独立

行政法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関する評価の結果等の意見

として各府省独立行政法人評価委員会等に通知する事項を参考にするものとす

る。 

・ さらに、「平成 23年度決算検査報告」（平成 24年 11月２日会計検査院）におけ

る会計検査院の所見も踏まえ、効率的な業務運営が担保されるよう、不断の見直

しを実施する。 

・ そのほか、既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に

実施するものとする。 

 

 

 

（注）当該年度の運営費交付金に対する各期末の運営費交付金債務残高 

 

２ 不正受給及び不適正な経理処理への対応 

ＮＥＤＯは不正事業者に対する取組として、平成 20年度に不正事業者に対する規

程類等の整備を行い、また、未然防止策として事業実施者に対する検査研修、新規

事業者への経理指導等の取組を行っているが、毎年度、数件程度ではあるが委託費・

補助金等の不正受給及び不適正な経理処理（以下「不正事案」という。）が発生して

いる。 

その多くは事業者側の委託費・補助金の使途に関する認識が甘いこと等が主な要

因であることから、事業者側に不正に対するリスク管理等についての啓蒙の徹底を

図る等、不正事案の発生を抑制するための不断の取組を行うものとする。 

 

 

 

第６ 業務全般に関する見直し 

上記第１から第５に加え、業務全般について以下の取組を行うものとする。 

１ 内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。その際、総務省の「独

立行政法人における内部統制と評価に関する研究会」が平成 22年３月に公表した

報告書（「独立行政法人における内部統制と評価について」）、及び総務省政策評

価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関する評価の結果

等の意見として各府省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考にするも

のとする。 

 

２ 「平成 23 年度決算検査報告」（平成 24 年 11 月２日会計検査院）において、国

会からの検査要請事項である「独立行政法人における不要財産の認定等の状況に

ついて」が報告されている。ＮＥＤＯでは、保有する資産について自主的な見直

しが行われてきたところであるが、次期中期目標期間においては、この見直しを
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（３）京都メカニズムクレジット取得関連業務の見直し 

・ 温室効果ガスの排出割当量等（以下「クレジット」という。）を獲得する京都メ

カニズムクレジット取得関連業務については、ＮＥＤＯ法（平成 14 年法律第 145

号）附則第１条の２の規定によりクレジット量の検証等が終了した段階で 28年３

月 31日までに廃止されることとなっているため、新規にクレジットを購入する場

合にはできるだけ効率的に予算を執行する。 

・ また、取得価格については、本事業・予算の適切性を評価・検証する観点から、

取引市場に影響を及ぼすことがない方法、時期等において、取得価格のデータは

可能な限り公表するものとする。 

 

引き続き進めるとともに、当該報告における会計検査院の所見も踏まえ、効率的

な業務運営が担保されるよう、不断の見直しを実施するものとする。 

 

３ １及び２のほか、既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、

着実に実施するものとする。 

 

 

第４ 京都メカニズムクレジット取得関連業務 

温室効果ガスの排出割当量等（以下「クレジット」という。）を獲得する京都メカ

ニズムクレジット取得関連業務については、気候変動に関する国際連合枠組条約の

京都議定書（平成 17 年条約第１号）で定める第一約束期間内(平成 20年～24 年)に

おける温室効果ガス排出量削減のための事業として実施されており、クレジットの

取得は平成 25年度末までに終了することを予定しており、その後は支払った資金が

クレジット購入国において適切に用いられているかどうかの確認等を行ったのち、

ＮＥＤＯ法（平成 14年法律第 145号）附則第１条の２の規定によりクレジット量の

検証等が終了した段階で 28 年３月 31 日までに廃止されることとなっている。この

ため、新規にクレジットを購入する場合にはできるだけ効率的に予算を執行すべき

である。 

また、取得価格については、取引市場に影響を及ぼすとの理由から公表されてい

ないが、平成 18年度から 24年度までの予算総額は 1,500億円超（環境省含む。）と

なっており、本事業・予算の適切性を評価・検証する観点から、取引市場に影響を

及ぼすことがない方法、時期等において、取得価格のデータは可能な限り公表する

ものとする。 

 

 


