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独立行政法人評価委員会産業技術分科会 

第３１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２５年５月９日（木） １５：００～１７：００ 

２．場 所 経済産業省 別館４階 ４３５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における平成２４年度業務実績

及び第２期中期目標期間業務実績について 

（３）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方

法書の一部改正について 

（４）その他 

出席委員 

  岸部会長、金谷委員、末吉委員、高井委員、松田委員、松本委員、谷田部委員、渡辺

委員 

 

議事内容 

○岸部会長  お待たせいたしました。それでは、定刻になりましたので、ただいまより

第31回の独法評価委員会ＮＥＤＯ部会を開催したいと思います。 

 本日の議題は、お手元の議事次第のとおり、まず議題１として、ＮＥＤＯ部会における

評価基準及びスケジュールについて、それから議題２としまして、平成24年度業務実績及

び第２期中期目標期間業務実績についてご説明願います。次に、議題３として、ＮＥＤＯ

の業務方法書の一部改正についてご議論いただくことになっております。 

 なお、本日の議論の扱いにつきましては、資料と議事録を公開することとしますので、

ご承知ください。 

 それでは、４月１日付で新たに着任しております安永審議官から、まず一言ご挨拶をお

願いしたいと思います。 

○安永審議官  皆様、本日はお忙しいところご参集いただきまして、ありがとうござい
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ます。４月１日から産業技術環境局の担当の審議官をしております安永でございます。何

とぞ皆様方、よろしくお願いしたいと思います。 

 本年度、例年の年度の評価に加えまして、第２期中期目標期間の５年間の業務の業績の

評価もあわせて実施していただくことになっております。本日はＮＥＤＯからも、昨年度

の業務とともに５年間の実績について説明していただきますので、ぜひご評価をお願いし

たいと思います。 

 私どもは事務局の立場でございますので、余り前もって予断を与えるようなことをいっ

てはいけないわけですけれども、ご承知のとおり、科学技術イノベーションというのが、

いわゆるアベノミクスの３本の矢の３番目の成長戦略の非常に大きなパートを占めており

ます。我々も、いろいろな政府全体の動きの中で、研究開発をドライビングフォースとし

て、科学技術イノベーションをどう進めるか、日夜議論しているわけでございます。 

 ＮＥＤＯは巷間、よくファンディングエージェンシーですとか、独法用語でいきますと

資金配分型法人といわれます。我々は、確かに分類学はそうですけれども、まさしくＮＥ

ＤＯは研究開発マネジメントをやる団体だと。ファンディングというと、ちょっと限定的

過ぎるのではないかと考えております。 

 まさしく研究開発マネジメントは、どういうテーマを選ぶか、どういう目標を立てるか、

どういうスケジュールで、どういうフォーメーション、体制でやっていくか、非常に大事

な分野でございます。また、杓子定規にやるわけにはいかなくて、その技術の特性、産業

界の置かれた状況なども考えていかないといけない、非常に難しい仕事だと思います。で

すから、単にテーマでも、流行りのテーマを選べばいいとか、評判の高い研究者を連れて

くればいい、あるいは関係のありそうな企業を並べておけばいい、そういうものでは全然

ないと思います。そういった難しい仕事をＮＥＤＯがどういった形でやってきているかと

いうことを先生方にもご評価いただければと思いますし、まさしくそれを絶えず評価し、

絶えず内部でも、いわゆるＰＤＣＡサイクルを回して、改善に改善を重ねていると思いま

す。 

 必ずしも何でもやればいいというわけではございません。このように政府の財政も非常

に厳しき折、また消費税増税が現実のものとして間もなくやってまいりますので、そうい

う中では、まさしく貴重な財源の中で、たまには研究開発の枝葉を落として厳しく管理し

ていく立場も必要だろうし、場合によっては、ちょっと冒険をして、広めにテーマを拾っ
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てみるということを臨機応変にやることも必要になると思います。いろいろな研究開発マ

ネジメントの観点からご評価いただけるかと思います。 

 また、本日は、新たに３名の委員の方にＮＥＤＯ部会の委員として加わっていただいて

おります。ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。 

 また、机の上には非常に大部の資料がございます。今後、この資料をもとに採点表をつ

けていただくという大変な作業が発生いたしますが、かなりのショートノーティスになる

と思いますけれども、ぜひともご協力いただければと思っております。 

 ぜひ本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○岸部会長  それでは、今回、新任の委員に加わっていただいております。事務局から

ご紹介をお願いします。 

○牧野技術振興課長  資料の束の下のほうに、右に青印の耳をつけた委員名簿を参考資

料としてつけておりますので、ご参照いただきつつ、私からご紹介したいと思います。 

 新任の委員の方をご紹介いたします。まず、金谷年展委員、高井まどか委員、松本洋一

郎委員のお三方でございます。 

○岸部会長  それでは、お三方から、順番に一言ご挨拶をお願いしたいと思います。 

○金谷委員  今回、評価ということで、本当に今後、日本が世界でどれだけしっかりと

競争力、勝っていけるかということで、ＮＥＤＯは大変重要な役割を担っていると思いま

すし、多分、今まで以上に広い役割も担っていけるポテンシャルというのはあるのではな

いかなと思っておりますので、そういった視点も含めまして、今回、これまでの評価とい

うことですが、それをやりながら、私から、次につながっていくような意見なども申し上

げさせていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。 

○岸部会長  ありがとうございます。では、高井委員、お願いします。 

○高井委員  高井と申します。よろしくお願いいたします。 

 私は、評価という任務を行うのは、科研費はやったことがあるのですけれども、こうい

う大きなことは初めてでして、何分わからないところがたくさんあり、ＮＥＤＯさんに関

しても、まだ自分の中でつかみ切れていないところもありますので、少し勉強させていた

だきながら、審査をきちっとさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○岸部会長  ありがとうございます。では、松本委員、よろしくお願いします。 



- 4 - 

 

○松本委員  松本でございます。東京大学におりますと、どちらかというと法人評価を

受けるほうですが、ある部分では評価をする側にも回っているわけでございます。 

 今の日本の状況を考えますと、どういう方向性をもってファンディングしていくかとい

うのが重要です。アメリカの状況等を考えると、ＮＳＦ、今喧伝されているＮＩＨという

のもありますし、それからＤＯＥだとか、ＤＯＤだとか、ＤＡＲＰＡだとかがいろいろな

タイプのお金を出しております。そういう中でファンディングをしていくかというのは、

それぞれの組織の考え方というのもあるわけで、受ける大学側としてはどのように受けて

いけばいいのか、多様な観点があると思っております。そういうことも踏まえながら、い

ろいろ見させていただければと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○岸部会長  どうもありがとうございました。少し大変かもしれないのですが、よろし

くお願いしたいと思います。 

 それでは、次に、資料の確認を事務局からお願いします。 

○牧野技術振興課長  資料、大変多うございます。資料のタイトルを読んでおりますと

時間がかかるものですから、各資料の右肩に資料番号、それから右側に耳がついてござい

ます。それをさっとご覧いただいて、合っていれば、まず資料があるであろうと思われま

すので、また途中で不足が発見されれば、その都度ご指摘いただければと存じます。 

○岸部会長  そういうことで、これ、ちょっと重いのですよね。資料は十分ございます。

多分、要点をきちっと説明してくださるはずなので、そっちに期待しましょう。 

 それでは、よろしいでしょうか。議事次第に従い、議事に入らせていただきます。まず

第１は議題１．ＮＥＤＯ部会における評価基準及び評価スケジュールについて。それでは、

事務局よりよろしくお願いします。 

○牧野技術振興課長  改めまして、今年の４月１日に技術振興課長に就任いたしました

牧野でございます。よろしくお願いいたします。 

 それから、委員の皆様には、本日クールビズを実践してくださいまして、ありがとうご

ざいます。役所の中でクールビズというのは、ノー上着・ノーネクタイということで定義

されておりますので、ぜひ上着をとっていただければと存じます。 

 それでは、資料の説明に入りますが、私から説明いたします資料は資料１から資料５、

それから参考資料１から４まででございます。それらをまずは取り出していただければと
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存じます。 

 初めに、資料１でございます。独法評価全体の枠組みについても触れながらご説明申し

上げます。まず資料１．経産省の独立行政法人評価委員会の評価基本方針でございます。 

 ここの１．にございますが、各事業年度に係る業務の実績に関する評価と、１枚めくっ

ていただいて３ページ目になりますが、２．に中期目標に係る業務の実績に関する評価と

２つございまして、今回は、ちょうど24年度で中期目標期間が終了いたしましたので、こ

の１．と２．の評価を両方行っていただくことになります。 

 １．に則してご説明申し上げますと、ここに書いてあるとおりの考え方でございます。

 (2)に飛んでいただきますが、独立行政法人評価委員会という親委員会と、このＮＥＤＯ

部会のような部会がございまして、まず部会で評価していただきます。それを省の独立行

政法人評価委員会の方で、評価が適切かどうかをもう一回みるという段取りでございます。 

 評価方法は (3)にございますけれども、４つの項目について評価していただきます。①

として、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項、それから

業務運営の効率化、財務内容の改善、④については、特にほかに必要があればということ

でございますが、ＮＥＤＯに関しましては④に該当するものはございません。 

 １枚めくっていただきまして、「委員会は、法人横断的な評価を実施する」と書いてご

ざいますけれども、ここの①から⑤に書かれているようなことは、省の評価委員会として

もきちんと見ますよということでございます。 

 具体的な評価方法としては、５段階評価をお願いすることになります。ここにＡＡから

Ｄまで具体的な評点がございます。それぞれここに書いてあるように、ＡＡでいえば、中

期計画を超えた極めて優れたパフォーマンスを実現、それからＡでいえば、質・量のどち

らか一方において優れたパフォーマンス、Ｂ以下はご覧のとおりでございます。 

 １点、昨年度までと変更点がございまして、Ｂについて、昨年度までは「着実に達成」

ではなくて「おおむね達成」とされておりました。「おおむね達成」という表現ぶりだと、

少し欠けていてもいいのではないかというような意見がございまして、今年度から「着実

に達成」ということに改正されております。 

 それから、（ニ）については、評価項目についてのウエート付けでございます。①が国

民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上について、60から70％。②、③の業

務運営、財務内容、それぞれ15％でございます。ここも実は昨年と１点変わってございま
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して、②、③がそれぞれ昨年度は20％でございましたが、今年度は各15％のウエート付け

で評価を行っていただきます。 

 基本的には以上でございます。 

 ２．について申し上げますと、中期目標のほうですが、こちらは、今まで４年度分の評

価がございますので、基本的にそれに24年度の評価を上乗せするという形でございます。

その他特に必要なことがあれば、あわせて評価の観点として含めていただくということで

ございます。 

 資料２―１に進ませていただきます。こちらはＮＥＤＯの評価基準についてでございま

して、先ほどちらっと触れた部分がございますが、ウエート付けについて一部変更がござ

います。 

 １つは、下の四角で囲ってあるところをご覧いただくとわかりやすいと思いますが、先

ほど触れましたとおり、業務運営の効率化、財務内容の改善がそれぞれ20％から15％に減

っているというのが１つ。 

 もう１つは、１．の (1)に戻っていただいて、ここに新エネ・省エネ導入普及事業につ

いて、これは独法の見直しの基本方針に基づいて、24年度は事業を廃止いたしましたもの

ですから、このウエートをゼロとしてございます。 

 裏をめくっていただきますと、24年度は今申し上げたとおりですが、20年度から23年度

については、それぞれ各年度ごとのウエート付けが既になされてございます。それに24年

度分のウエート付けを加えまして、それを５年間の平均としてウエート付けするのが中期

目標における評点のウエート付けでございます。 

 以上が資料２―１の説明でございまして、それを含めたものが資料２―２、実績の評価

基準でございます。ここについては、こういう観点をそれぞれよく見てくださいよという

ことでございまして、具体的な中身については、後ほど評価シートをご覧いただくときに、

またご説明いたします。 

 続きまして、資料３―１と資料３―２をご説明いたします。今、資料１から資料２―２

までご説明いたしましたのは、経済産業省における独立行政法人評価でございますが、政

府の中では、各省における独立行政法人評価をさらに総務省がもう一回評価するというこ

とがございます。評価するというのは、各法人の業績自体を評価することではなくて、各

省が行った独立行政法人の評価を２次評価するという形で行われます。 
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 中身については、いろいろ書いてございますが、１枚めくっていただいて、どういう観

点から評価するかというのを、１．政府方針等以下に書いてございまして、こういった観

点がきちんと含まれた評価になっているかということが総務省において見られるところで

ございます。 

 １の政府方針等の中で、法律、閣議決定、当委員会が主務大臣に通知した勧告、当委員

会がこれまで府省評価委員会に示してきた評価というのが書いてございますが、これらに

ついて参考資料２―１と参考資料２―２をご覧いただきますと、参考資料２―１が平成23

年度の経済産業省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見と

いうことでございまして、総務省の評価委員会が２次評価をした結果の意見でございます。 

 別紙１を１枚めくっていただいて、下のほうに、ＮＥＤＯについて特に指摘されている

点がございます。これは、いわゆる運営費交付金の債務残高という点でございまして、運

営費交付金がいろいろな要因で使い切れなかった点について、今後の評価でよく見てくだ

さいよという指摘がされておりますことを、ここでご紹介いたします。 

 参考資料２―２のほうは、今年１月の部会でもご議論いただいた点でございまして、今

後の中期目標、中期計画を策定するに当たってのいろいろな意見でございます。こちらに

ついては、ご紹介は省略させていただきます。 

 それから、資料３―２でございます。これは実はまだ未定稿でございますが、毎年、総

務省の独立行政法人評価委員会から、今年度は特にこういう視点で各省は評価してくださ

いという具体的取り組みの要請がございます。 

 ここで重点事項とされておりますのが、１つは、業務類型に係る重点事項の中で人材育

成業務というものがございます。ＮＥＤＯについても、この人材育成業務を行っている独

立行政法人と位置付けられてございますので、今回はこれについてもぜひきちんと評価し

ていただくようにお願いいたします。 

 これらについては、次に資料４―１、評価シートをご覧いただく中で、一部、若干強調

させていただくところでございまして、まず、資料４―１、資料４―２が、今後実際に評

価の作業をしていただく際に埋めていただくシートでございます。 

 資料４―１の24年度のほうをまずご覧いただきたいと存じますが、ここに評価の対象と

なる事項がたくさん並んでございまして、それぞれ各中期計画、年度計画でＮＥＤＯが行

うとした事業についてここに書いてございます。それについて、右側の「評価」と書いて
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ある黄色い部分に、ＡＡからＤまでの評価を埋めていただくというのが基本的な作業でご

ざいます。各項目についてＡＡからＤまでの評価を埋めていただくと、上のピンク色の部

分に、研究開発関連業務全体としての評価が計算されて入ってくるということでございま

す。 

 本日、ＮＥＤＯから24年度の実績をご説明いただきますけれども、真ん中の部分に、総

括資料、説明資料の説明箇所というのが入っておりますが、本日の説明に加えて、ぜひま

た期間をとって評価していただきますので、資料を参照しつつ評価していただければと存

じます。 

 １つは、評価のＡＡからＤまでを項目ごとに埋めていただくということと、もう１つは、

青色の部分にお気づきの点をぜひいろいろ入れていただきたいというのも、あわせてお願

いしたく存じます。 

 ここでまた参考資料３という、上のほうにグラフみたいなのがついている資料をご覧い

ただきたいのですが、参考資料ですので、割と下のほうにございます。平成24年度業務実

績評価（記載例）という資料でございますが、皆様からいただいた評価を私どもでこうい

った資料にまとめまして、これを経産省の評価委員会に提出し、そこでこのシートに基づ

いて評価いただくことになってございます。 

 ここで、例えば総合評価のポイントでありますとか、サービスの質の向上の箱の右側部

分とか、このあたりに、単にＡＡとかＡという評価のみならず、いろいろなコメントをぜ

ひ私どもとしても各委員からのご意見をここにしっかり書き込んだ上で提出したいと考え

てございますので、先ほどのカラーの評価シートの右側部分の青い部分に、ぜひいろいろ

とコメントをいただければと存じます。 

 特にコメントをいただきたい点がございまして、これは、最初の資料１でありますとか、

総務省の資料３でありますとか、このあたりで、こういう点は特に見ますよと強調された

部分については、ぜひともコメントいただきたく、平成24年度のカラーのシートを例えば

１枚めくっていただいて、「（ウ）人材養成」と書いてあるところがあると思いますけれど

も、ここに「コメント別紙」とされてございます。このシートの７ページを見ていただき

ますと、ここに別途コメントを入れていただくシートをつけてございます。前のほうの青

い部分にもコメントをいただきたいのですが、後ろに別途用意されている部分の、こちら

では黄色い部分になりますが、こちらには、ぜひお気づきの点をいろいろと書き込んでい
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ただければ幸いでございます。 

 資料４―２が第２期中期目標期間の評価シートでございます。こちらについては、個別

の項目について20年度から23年度までの評価が既に固まってございます。それに24年度が

加わると、自動的にその評価が出てまいりますので、資料４―２については、ぜひ青い部

分に、またこちらもいろいろとコメントを頂戴できればと存じます。 

 お願いする評価についての全体像は、今のとおりでございます。 

 次に、資料５をご覧いただきたいのですが、こちらが評価いただくスケジュールでござ

います。 

 １．第31回ＮＥＤＯ部会、これが本日でございまして、部会でＮＥＤＯから24年度の業

務実績と第２期の業務実績等についてご説明いたします。その後、私どもから、今ご紹介

したカラーの評価シートをメールでお送りいたします。それに評価を入れていただいて、

６月10日月曜日まで約１ヵ月かけて、実際の評点、それからコメントを頂戴できればと存

じます。その間、いろいろご質問があろうかと思います。それについては一応の期限をつ

けさせていただいておりまして、５月17日金曜日までに、とりあえずご質問いただければ

と存じます。もちろん、その後にもお聞きになりたい点がございましたら結構でございま

すけれども、一応の期限をつけさせていただいております。 

 ６月10日にお送りいただいたものを事務局でまとめまして、それを６月24日、第32回Ｎ

ＥＤＯ部会でとりまとめてご説明し、それについてご承認いただくという段取りでござい

ます。 

 それから、別途、各委員と調整させていただいておりますが、現地調査を今検討中でご

ざいますので、これについては、また追ってご連絡を差し上げます。 

 以上でございます。 

○岸部会長  どうもありがとうございました。本部会の評価基準及びスケジュールにつ

いて、何かわかりにくいような点がございましたら、どうぞ。ご意見でも結構です。 

 １つは、人材育成というのが非常に大きく入ってきたことが、このところの大きな変化

ですね。産業技術人材育成といってもいいかもしれません。 

 それでは、よろしいですか。課長の説明でおわかりいただけたのだと思いますので、そ

れでは、次に移りたいと思います。 

 それでは、２番目の議題で、ＮＥＤＯの24年度業務実績及び第２期中期目標期間の業務
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実績についてです。まず、平成24年度の実績について説明していただきまして、その後、

５年間の中期目標期間の業務実績を再度ＮＥＤＯから説明していただいて、皆さんのご意

見を伺いたいと思います。それでは、よろしくお願いします。 

○古川理事長  ＮＥＤＯ理事長の古川でございます。このＮＥＤＯ部会の先生方皆様に

は、日ごろより大所高所からご指導いただいておりまして、厚く御礼申し上げます。また、

今年度から新たにご就任なさいました先生方におかれましても、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 私ども、４月１日の新年度をもちまして、第３期中期計画に入ったわけでございます。

この第３期中期計画に関しましては、昨年夏から非常に細部にわたっていろいろ議論いた

だきまして練り上げた計画でございます。これをとにかく４月１日からきちっと守ってい

くという、これは５年間の計画でございますけれども、この目標必達に向けて役職員一丸

となって取り組んでいきたいと考えておりますので、先生方皆様のご指導をよろしくお願

い申し上げたいと思います。 

 本日ご評価いただきますのは、先ほど来お話が出ておりますように、24年度と、24年度

を最終年度とする第２期中期計画、20年度から24年度までの５年間の中期計画でございま

す。 

 私は、この職を拝命いたしましたのは23年10月でございますので、24年度というのはフ

ルで１年やらせていただいた年でございます。 

 そして、この24年度というのは、近年積極的に展開しておりました国際事業をより強力

に推進するということや、プロジェクトの管理とか評価をもっと経営層の関与を強めると

いう形で充実させてきて、とにかくスピード感をもって、グローバルに負けないオペレー

ションをやろうではないかということで行ってきたわけでございます。 

 そういう中で、洋上風力の展開とかロボットの展開とか、幾つか成果があったと考えて

おりますけれども、また後で総務担当の倉田からご説明申し上げたいと思いますが、そう

いう業務的な成果と、もう１つ、法律改正に伴いまして業務が少し変わりました。ＮＥＤ

Ｏは30年来、石炭関連の業務を担当させていただいていたわけでございますけれども、こ

れが法律改正に伴いまして、ＪＯＧＭＥＣ、石油天然ガス・金属鉱物資源機構に移管させ

ていただきました。これは人員の移管も含めての移管でございましたけれども、これが無

事終わったということも、あわせてご報告させていただきたいと思います。 
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 さて、24年度を最終年度とする中期計画に関しても幾つかの成果が上がったと自負して

いるのでございますが、課題が２つ残ったと思っております。 

 先ほど牧野技術振興課長からもお話がございましたように、交付金債務をとにかく減ら

すというのが当然のオペレーションなのですけれども、交付金債務というのは、政府から

いただいたお金というのは、まず債務側に積みまして、それを使っていくと債務が減って

いくというようなバランスシートの関係にあるのでございます。これが、残念ながら、大

変申しわけないのですけれども、かなり残ってしまいました。これは、１年前からそうい

う認識でオペレーションしてまいったのですけれども、最終的には４割ぐらいは減ったの

ですが、目標の額より減らすことができなかったということが１つの課題でございました。 

 もう１つは、事業の成果が、中の先生方にいろいろ評価していただいているのですけれ

ども、その優良率というものがございまして、60％を目標としてございましたが、５年間

を通じて若干届かなかったということがございます。 

 この２つの課題、大変申しわけなく、私のオペレーションの悪さだと反省しているので

すけれども、第３期に関しましては、こういうことが絶対起きないように、目標必達に向

けて行ってまいりたいと思います。したがいまして、第３期のロケットスタートが必要だ

と思っておりまして、そういう気概を込めて行ってまいりたいと思っています。 

 では、平成24年度と、24年度を最終年度とする第２期中期計画の状況のご報告を総務担

当理事の倉田からご説明申し上げたいと思います。ぜひ委員の先生方、忌憚のないご意見

をいただければと思います。では、倉田理事、お願いします。 

○倉田理事  ただいまご紹介いただきました総務担当の理事をしています倉田です。ご

説明させていただきます。 

 関連する資料は非常に多くて、赤い耳で資料の６シリーズです。ですから、資料の６―

１、６―２、６―３、６―４でありますが、これをそのまま説明させていただいても、膨

大な時間がかかってしまうので、実は資料６―１に極めてコンパクトに、今日お話しした

い内容をまとめてございます。ですから、まず資料６―１を抜き出していただきたいこと、

これが１つ。 

 それから、資料６―２、６―３というのは、先ほど牧野課長からご説明があったとおり、

先生方、恐らくこれから色刷りのシートに評点を入れていただくことになると思いますが、

その際に、利便性を高めるべく、シートの構成に従って、そのアイテムに関して、ＮＥＤ
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Ｏとしてどのようなことをしてきて、結果としてどうなっているかということをその順番

でまとめたのが資料６―２と６―３です。ですから、実際に作業される際には、先生方、

恐らく資料６―２、６―３をご参照されることとなろうかと思いますが、きょうこの場で

それを順繰りにやっていくと時間がなくなってしまいますので、お手元に基本は資料６―

１、それに資料６―３を、分厚いのですが、この中で時折参照させていただきます。 

 ですから、資料６―１と６―３をお手元に置き、もう１つ、お手元に、資料の番外とな

っておりますが、ＮＥＤＯのアニュアルレポートをお配りさせていただいているかと思い

ます。基本はこれでご説明させていただき、適宜、資料６―３を参照していただくという

形で、話をコンサイスにしたいと思います。 

 では、アニュアルレポートをお手元に引いていただきまして、ページを２枚めくってい

ただきまして、新たに３人の委員の方にご就任いただきましたので、まず概括的に、ここ

にＮＥＤＯの役割ですとか、2012年度、昨年度の予算の概要が載ってございます。 

 ご案内と思いますが、ＮＥＤＯは、私自身の言葉で端的にいえば、エネルギー・環境問

題の解決と日本の産業競争力の強化、この２つのことを研究開発を通して実施していく機

関だろうと思っています。エネルギー・環境問題の解決は、第２次オイルショックの後、

1980年にＮＥＤＯが設立された当初からの課題でありましたし、それから、日本の産業競

争力の強化といいますか、エネルギー・環境ではない産業技術関連の振興ということに関

していえば、1988年に新たに付加されたものであります。 

 ここに書いてございますとおり、民間企業だけではリスクが高いですけれども、必要な

重要技術に関して、ここがＮＥＤＯの眼目だと思っていますが、要は、いかに実用化を図

り社会に普及させていくか、そういう観点から、開発、実証、導入を一体的に実施する。

これがＮＥＤＯにおけるプロジェクトの基本的な考え方であるかと思っています。そのた

めに、もちろん産業界、それから大学、官――これは国立研究所等を指しております―― 

これらの技術開発能力をＮＥＤＯの中で最適に組み合わせマネジメントを行い、効率的に

事業を実施していくというのがＮＥＤＯにおける考え方だろうと思っています。 

 右側のページに概要として、2012年度、昨年度の予算は約 1,300億円であります。この

中で、どういうポートフォリオになっているかといいますと、いわゆるナショナルプロジ

ェクト事業、政府と一体不可分になって事業分野を定め、具体的なプロジェクトを創成し

ていくという部分がその大宗を占めてございます。約 1,300億円のうちの 1,100億円。こ
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れがそうした、いわゆるナショプロに当たります。もちろんナショプロの中には、最近非

常に力を入れている国際的な展開を念頭に置くような事業も含まれることになります。 

 それから、技術シーズ育成事業。これは、実は通称若手研究グラントといって、従来か

ら積極的に取り組んでいたものでありますけれども、さまざまな事情の中でＮＥＤＯの中

での役割を終え、24年度、徐々にフェードアウトしていくという形になってございます。 

 それから、ナショプロとはいわないまでも、企業、民間の実用化なり事業化を促進する

ための助成事業を行ってございます。これが約32億円。 

 それから、京都メカニズム事業。これは、ほぼ最終局面を迎えておりますけれども、京

都議定書で日本が排出削減義務を負っている温室効果ガスに関して、自らでは足りない部

分に関してクレジットを取得する事業でございます。 

 それに加えまして、最後、一般管理費。これは、職員の人件費等を含んだ額でございま

す。 

 ＮＥＤＯの組織の役割、成り立ち、それから予算的な側面を申しますと、大体以上でご

ざいます。 

 ページをめくっていただきますと、実はこの第２期中期目標期間中を見ていきますと、

特に国際的な展開、ナショナルプロジェクト事業の中でも国際展開を図っていくものの比

率が徐々に増えてきてございます。分類は何を国際とするか、境界が必ずしも明確でない

ものがありますが、国際実証を念頭に置いたもので見ますと、ナショプロ事業の中で、金

額ベースで見ますと、第２期中期目標期間の初年度は約５％弱であったものが、24年度、

最終年度には約20％まで、ぐっと増やしてきたものでございます。 

 アニュアルレポートの６ページ目と７ページ目の見開きに、そうした取り組みの一端を

パンフレット的に載せてございます。マーケットを世界に求めるとすれば、その中でいか

に日本の技術を広めていくかという観点、もちろんそれが、翻ってみれば地球環境問題の

解決にも貢献すると思っておりますけれども、そうした形で海外実証を広く進めていって

いる。そのための取り組みを簡単に紹介させていただいています。 

 左上が欧州の例でございまして、スペイン、イギリスの例が書いてございます。スペイ

ンのマラガであれば、スマートコミュニティー実証事業でありますけれども、ＥＶ、電気

自動車の管理システムなりその充電設備を入れて、マラガ市全体でスマートコミュニティ

ーの実証をするということでございますし、それからイギリス、これはマンチェスター市
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でございますが、住宅の熱利用みたいなものもスマート化を図ろうということで、やはり

同じような形で、当然そこに日本の企業の設備を入れ、それを効果的に実証していくとい

う事業展開をしているわけであります。 

 それから、見開きの右上でみれば、これはアメリカの事例でございますが、ニューメキ

シコ州でアルバカーキ、それからロスアラモス郡でありますけれども、蓄電池と、それを

実際に、その周囲の電力需要でデマンドレスポンスを組み合わせた形で、いかに制御して

いくかということを現にここで実証している。それから、さらにいえば、スマートハウス

・ビルみたいなものを入れ込んで、その中でどのように役割を負わせていけるかというよ

うなことを実証しているプロジェクトでございます。 

 それから、こういうある種ソフィストケイトされたスマートコミュニティーライクなも

のが先進国は多くございますが、例えば左下、インドですけれども、これは、大規模な太

陽光発電システムを実際に導入し、それを需要家に渡し、どういう形でうまくインドの中

で取り込めるかということを実証するプロジェクトでございます。 

 それから、今の日銀総裁と理事長の握手している写真が載ってございますけれども、ア

ジア開発銀行とＮＥＤＯで、アジア開銀でみれば、それはファイナンスでありますし、そ

れと事業の実施ということをあわせて連携関係を築き、個々具体的なプロジェクトに関し

て情報交換をし、いいものに関しては協力して実現していこうというような包括的な協力

協定を実は2012年10月に結んでございます。 

 それから、右下でありますけれども、これは、タイ、ミャンマー、カンボジア、ベトナ

ム、それぞれの事例を紹介してございます。例えばタイの事例は、タイの中で、もちろん

バンコクなどはたくさんビルがございますけれども、その中でビルの熱利用をいかに効率

的にやるかというようなことに関して、日本の進んだ技術を入れて実証する。それを広く

タイの中でさまざまな形で普及させることを考えるものでございますし、ミャンマー、そ

れからカンボジアもそうですが、これはお米の国ですので、もみ殻が非常にたくさん出ま

す。これをいかに有効に活用していくかということで、もみ殻ガス化発電の協力をする。

さらにいえば、ベトナムでみれば、産業廃棄物が出ますので、それを発電して実際にエネ

ルギーとして使えないかという実証事業に着手する。このような取り組みを、これは第２

期の特徴でございますけれども、非常に強力に推し進めてきております。 

 それから、ページをめくっていただきまして、特にエネルギーの関係でのナショナルプ
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ロジェクト関連のものがございます。例えば先ほど理事長からも言及がございましたけれ

ども、一番左側。これは銚子沖に、実は着床式の洋上風力発電の設備を設置いたしました。

今現在は運転を開始してございます。この下の写真をみていただきますと、風車があり、

その右に電波塔みたいな塔が建ってございますけれども、ＮＥＤＯは別に、これ自身の発

電、これ１個のことを念頭に置いているわけではありません。日本でいかに風力発電を普

及させていくかということを考えたときには、洋上というのは非常に大きな可能性のある

場所だろうと思ってございます。そうしますと、ここで実際にどんな風が吹き、その結果

として、いかほどの効率で発電できるのかということですとか、さまざまな実証データを

とり、これを今後公表していくということを考えていかないと、民間で、そういうデータ

のない中で事業化を進めていく方々はなかなか出づらいと思っています。ですから、その

ようなことを念頭に置いて、実証的な運転をしてみるということでございます。 

 例えば余談ながら、ＮＥＤＯのホームページでいろいろな情報を発信していますが、非

常にコンスタントにアクセスがあるのですが、かつてＮＥＤＯが日本全国風況マップとい

うのをつくりました。風況を調べて、それをデータベースにして、ＮＥＤＯのホームペー

ジで公開してございますけれども、これが一番ではないですが、相当程度にアクセスがご

ざいます。洋上でも、恐らくそういうインフラがないと、民間の事業者の方が、採算ベー

スに合うか合わないかという計算がなかなかできないだろうと思っています。 

 それから左から２つ目でございますけれども、これは高温超電導といいますが、窒素温

度です。液体窒素温度の超電導ケーブルを、これは実際、東京電力さんにご協力いただい

ているわけでありますが、そこの変電所にケーブルシステムを入れて、実際の系統にケー

ブルシステムをつないで、その系統の中で、負荷、さまざまに変化しますけれども、そう

した中で、安定的にケーブルが役割を果たすかどうか、こういう実証に今現在取り組んで

いるところであります。 

 それから、右のページの左側でございますけれども、これは「ＲＩＳＩＮＧ中性子ビー

ムライン」と書いてございます。ＲＩＳＩＮＧというのは、ＮＥＤＯが非常に注力してい

るプロジェクトでありまして、先端的な蓄電池の開発プロジェクトでございますが、いつ

か来た道みたいにならないように、要すれば、日本がリードしてきた蓄電池技術を今後と

もリードし続けるために今何が求められているのかということを、このプロジェクトの中

で基礎から応用を含めて集中的に、京都大学を基点にして研究してございます。 
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 その中で、例えば蓄電池が劣化する、もしくは充電するときにどういう形で充電される

か、それを実際の電極なり電解液の中で、分子レベルでどのような挙動があって、そうい

うメカニズムが働いているかということは、実は必ずしも明確ではない。それをみるため

に２つのビームラインを設置しました。１つが播磨にあるＳＰｒｉｎｇ―８で、どちらか

というと、コバルトであるとかニッケルであるとか、比較的重い元素の挙動をみるための

放射光のビームライン。もう１つが、Ｊ―ＰＡＲＣの中にある中性子ビームラインを使っ

て、比較的軽い元素、リチウムであるとか酸素であるとか、そうしたものの挙動を見るよ

うなビーム取り出し口を設置してございます。これは設置したということでありますが、

これもプロジェクトマネジメントの取り組みの１つと考えてございます。これを使って、

まさに劣化のメカニズムを分子レベルでどうなっているかというのを考えていくところか

ら、企業群と一緒に研究開発を進めています。 

 それから、９ページ目の一番右側ですけれども、これはニュースでも随分出たので、ご

記憶の方もいらっしゃるかもしれませんが、トラックを４台連ねまして、車間距離４メー

トルで隊列走行を自動で実現した。これはテストコースでやっているので、これを本当の

意味での実証、公道でできたらいいなと思うわけです。これは、まだそこまではなかなか

難しいですけれども、まずはテストコースでこういうことをやり、隊列をどう形成し、そ

の中で車線の維持の制御をどうするかであるとか、車間距離の制御、障害物の回避の制御、

先頭車をどう追尾していくかという制御、こうしたことを少なくともテストコースの中で

実証化してみせたということであります。 

 私自身もご説明しながら感じているのは、実証というところが非常に強く出ていると思

いますけれども、もちろん先ほどいったＲＩＳＩＮＧであれば、原理、現象の解明からさ

かのぼるようなアプローチが必要なものは当然そうしますし、ただ、多くのエネルギー技

術の場合には、実際に使われ、社会的なインフラとして非常に定着しているものですから、

現に実証的に使えるところを見せないと、技術として社会になかなか普及しないという側

面もございます。そうした技術それぞれの特徴を生かして、どういうアプローチでＮＥＤ

Ｏに課された目的を達成するかということをマネジメントしているということであります。 

 もう１ページめくっていただきまして、10ページ、11ページでございますが、これはエ

ネルギーというよりは、いわゆる産業技術ものでございます。これもさまざまであります

けれども、例えば一番左側のロボット。これはご案内のとおり、福島の原子力発電所をこ
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れからどうセトルメントさせていくかということで、ロボットを導入していくこととなる

かと思いますが、補正予算で、日本のほとんどのロボットメーカーにご参加いただき、緊

急的にコンソーシアムを組み、実施しているものであります。このときも、実はコンソの

中では、ロボット間の基盤技術となるような、例えばインターフェース、特に通信インタ

ーフェースでありますとかヒューマンインターフェースみたいなものを共通化、基盤化し

て、例えばＡ社のロボットが現場のモニターをしますと、その通信信号をＢ社のロボット

が拾って、バルブを開けます。そういう、企業が異なるわけでありますけれども、接点、

インターフェースを共通化して、共同してできるようなマネジメントをし、これから順次

現場に投入されていくことが期待されています。 

 例えばそのようなものでありますとか、左側から２つ目でございますけれども、これは

光触媒であります。これも出て随分と時間がたつわけですけれども、これは、下に新千歳

空港のＡＮＡのゲートがありますが、ここにある空気清浄機に実際に導入して、それでこ

の付近での菌が如何ほど減ったかということをきちっと示していく実証実験でございます。

さらにいえば、この技術開発に参加したような企業を集め、少なくともこのような新しい

機能があるよということを共通して宣伝し、測定方法であるとか効果の標準化を図るよう

な活動まで含めてやってございます。 

 あと、右側は医療技術でございますけれども、例えば一番右側ですと、日本の医療技術

をタイにもっていけないかということで、タイの政府と協議し、タイのチュラロンコーン

大学の医学部に導入し、そこから広げることを考えているものでございます。 

 これは、主に24年度に行ったことでありますが、大体そういう取り組みをしてきてござ

います。 

 以下めくっていただきますと、私が今、簡単に説明したことが、それなりに詳しく載っ

てございますので、ぜひお時間のあるときにお読みいただければと思います。 

 それから、最後の33ページをご覧いただきますと、ＮＥＤＯインサイドを紹介してござ

います。ＮＥＤＯが行ったプロジェクトの中から生まれた成果を幾つか、例示的にここで

示してございます。 

 これはマツダのＳＫＹＡＣＴＩＶでございますけれども、実はこれはＮＥＤＯのプロジ

ェクトの中で生まれた成果、この場合であれば、燃焼行程の解析と、予混合の燃焼の際の

燃料噴射の設計なのですが、これを使い、結局、 ＮＯＸ処理触媒なしのディーゼルで排
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ガス規制をクリアするエンジン、ＳＫＹＡＣＴＩＶ―Ｄですけれども、これをマツダは上

市することに成功してございます。 

 その下、東レの高速・強衝撃でやわらかくなるプラスチック、後でお回しします。固い

のですけれども、ぐいっと曲げても大丈夫と。これ、例えばＹＯＮＥＸのガットに使われ

ていまして、当たった瞬間の食いつきが非常によくてスピンがかかるというものだそうで

ございます。これは、実は引き合いが非常に多くて、今後、例えばスノボのビンディング

であるとか、旅行用の固めのトランクであるとか、恐らく極めて近い将来、商品化されて

いくことになろうかと思います。これも非常におもしろいプロジェクトマネジメントの中

で出てきてございまして、もともとＪＳＲにいた先生が東工大兼山形大の先生をしてござ

いまして、そこに東レの研究者を派遣し、その中でこういう現象を解明し、ただし、ＮＥ

ＤＯが基本計画を変更したマネジメントの結果であります。 

 それから、最後のページでございますが、もう時間もないのでこれぐらいにしますけれ

ども、三菱重工のガスタービン。これは、1970年代からＮＥＤＯのプロジェクトの中で、

もしくは経産省のプロジェクトから連綿と続いてきたものでありまして、何とか今、シー

メンス、ＧＥと覇を争うような形までなってきているということ。 

 それから、ＣＶＴ。これはジャトコですけれども、日産の車、ティーダなどに今載っか

っていますが、これも、非常にいいＣＶＴが、ＮＥＤＯのプロジェクトの中で、潤滑性能、

油とあわせて開発されています。 

 大体こういう形で24年度は進めてきてございます。 

 それから、資料６―１に戻っていただきまして、今、24年度のハイライトというところ

を大体ご説明させていただいたわけでありますが、ご評価いただくに当たっては、資料６

―１の２ページ目に、評価項目に従って極めて簡単に実績を書かせていただいています。

研究開発マネジメントということであれば、ここに書かせていただいたとおり、研究開発

マネジメントガイドラインというものを――これはＮＥＤＯの中のある種、マネジメント

をする上での基本となるドキュメントなのですけれども、不断の改訂を行ってございます。 

 それから、先ほど人材養成ということが出ましたけれども、これは何をもって人材養成

というかが非常に難しいところがあろうかと思います。ＮＥＤＯの場合であれば、ＮＥＤ

Ｏのプロジェクトの中で若手の研究者を雇用させていただいているわけでありますが、そ

のプロジェクトの中で新たに約 590人の若手の研究者を雇用させていただき、その中で相
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応の修練、経験を積んでいただいたものと思っています。 

 それから、もしかしたらＮＥＤＯの中の人間の人材養成ということで、本来の趣旨と外

れるかもしれませんが、（オ）をみていただきますと「技術経営力」と書いてございます

が、ＮＥＤＯの中では、やはりＮＥＤＯの若手職員を対象にさまざまな研修を実施してお

り、そうした中で、プロマネ力の形成を、ＮＥＤＯのこれまでの知見の蓄積とあわせて図

ろうと努力しているところであります。 

 それから、クレジット取得の関連業務では、政府目標の１億トンに関しては、取得が終

わってございます。ただし、取得が済んでも、まだそれを全て移転――移転というのは、

実際にそれを発行し、日本政府の所有物ですよというように、移転させることはまだ全て

ではなくて、ただ、それでも96％ぐらいまで来ています。これは、ほぼそういう意味でい

くと、京都議定書の目標の達成とあわせて、その貢献がされたのではないかなと思ってい

ます。 

 ２．の業務運営の効率化に関する事項で見ますと、実はＮＥＤＯは、本部は今、川崎に

ございます。本部川崎以外に、昨年度までは、北海道、関西、九州に支部を持ってござい

ました。ただ、さまざまな状況の中で、北海道支部と九州支部は昨年度末をもちまして閉

所させていただきました。 

 それから、例えばＮＥＤＯ自身の業務の効率化ということでみれば、ここに数字を出し

てございますけれども、一般管理費、総人件費、事業費予算でございますが、確定値は、

決算を待たなければいけないものですから、まだ見込みでございますけれども、それぞれ

22.8％、27.7％、総事業費に至っては39％削減の見込みです。ただ、これは言い難いとこ

ろがありまして、事業費予算というのは、ＮＥＤＯに対して、どういう役割を負い、どう

いう働きをしてもらうかという意思のあらわれでもありますから、ここに関しては、ただ

こういう数字になっているということであります。 

 それから、３．財務内容の改善その他に関する事項でございますけれども、例えば保有

資産がございますが、保有資産に関しましては、売れるものはすぐにでも売って国庫納付

をしたい。できるものはやってございます。ただし、簿価を大きく下回って売るわけにも

いかないものですから、売れないものに関しては、今、極力努力をしているということで

ございます。そういう形でいいますと、ほとんどのものは片づきまして、今、土地でみれ

ば、１件だけ残っているという状況でございます。 
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 それから、 (2)の関係法人に関しましてですけれども、これは「××法人」と書いてご

ざいますが、実は関連する公益法人というのは、ＮＥＤＯの予算にいかほど依存している

かという公益法人になるわけでございます。公益法人の24年度決算がまだ出そろっていな

いものですから、この瞬間では確定数字が出せないので、こういう形で出させていただき

ました。 

 それから、最後の繰越欠損金ですけれども、ここで書いてあるのは石炭経過業務。これ

は、要するに、昔の石炭政策の支援のためのさまざまな業務があったわけでございますが、

その中で、炭鉱会社に対して資金を出していた、その炭鉱会社が実は親会社と合併し、会

社の資金力が高まったことで、引当金として損金に積んでいたものを元に戻したというこ

とで、貸倒引当金戻入が生じた結果、繰越欠損金として今残っているのは、実は基盤技術

研究促進勘定。これは、出資して研究開発をし、その成果として出てきた特許なりをもっ

て償還を行おうという趣旨であったわけでありますが、この制度で残っている約 620億円

だけということになってございます。 

 済みません、最後のほう、ちょっと駆け足になってしまいましたが、24年度の主な取り

組みと、それから管理的な概要に関して、とりあえずご説明させていただきました。どう

もありがとうございます。 

○岸部会長  どうもありがとうございました。 では、24年度に限って監事監査の実施

状況をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○藤井監事  監事の藤井でございます。 

 では、お手元の資料７に基づきまして、平成24年度の監事監査の実施状況を簡単にご報

告したいと思います。 

 24年度の監査計画をまず作りまして、運営会議に諮って、ＮＥＤＯ内に周知を行いまし

た。その計画に基づきまして、本部、支部、海外事務所の現地監査をしております。 

 24年度の監査で特に重点を置いた項目は、４項目ほどございまして、中期計画目標、24

年度計画目標の達成状況。それから、独法の事務・事業の見直しの基本方針への対応状況、

特に先ほどからありますＪＯＧＭＥＣへの移管の状況その他。それから、情報セキュリテ

ィーその他各種事業に伴うリスク対応状況。また、契約プロセスの適切性のチェックなど

をしております。 

 具体的には、その下の表にありますとおり、そういう区分に基づきまして、期中と、次
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のページになりますが、期末、それぞれの時期に、右の欄にあります監査事項につきまし

て監査をしてございます。本部、支部、海外事務所、また、期末については本部を対象と

して監査をしてございます。 

 また、「通年監査」と書いてございますが、これは、 10万円以上の契約につきまして１

年間、24年度では約 380件ございましたけれども、契約内容を全部チェックしてございま

す。 

 以上の監査の結果につきましては、表の下のⅡのところでございますけれども、監査結

果につきまして、それぞれ理事長、副理事長、各理事にご説明するとともに、特に重要な

指摘事項はございませんが、何らかの改善希望事項につきましては、その改善をお願いし

て、実際に執行部門として対応いただいております。内部監査部門、会計監査人とも意見

交換をして、相互の情報交換をしてございます。 

 それから、契約につきましては、Ⅲのところでございますが、契約監視委員会を24年度

は実開催２回、それ以外に書面開催として２回、都合４回開いてございまして、その中で、

随意契約、それから一者応札・応募の契約状況、あるいは公益法人への契約、会費等の支

出状況を調べてございます。委員の方々から大変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。 

 最後のほうで、その他、ＮＥＤＯの内部統制にかかわる重要な会議には出席させていた

だいております。 

 その他というところに書いてありますけれども、機構運営にかかわる重要な事項につき

ましては、非常にスピーディーに各部門から報告をいただいております。また、理事長決

裁の全稟議書、24年度は五百数十件ございましたけれども、手続の適切性などは全部確認

しております。その他、ＮＥＤＯで行われました内部監査の結果ですとか情報セキュリテ

ィー監査の結果、また海外事務所のセキュリティー調査の結果、これらの報告書は全て入

手するとともに、それについての意見交換を実施しております。その他、それぞれの報告

会等に参加してございます。 

 以上の24年度の監査の実施を踏まえまして、あわせて監査の全般を通しました監事の所

見というのも簡単に申し上げさせていただきますれば、中期計画、年度計画、政府の方針

への対応、研究開発マネジメントとしてのＰＤＣＡ、コンプライアンスでは各種リスクへ

の対応、契約行為、資産管理、資金の運用、その他の内部統制、それぞれの各面におきま
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して、理事長、副理事長のリーダーシップのもとで、誠実で、かつ熱意ある効率的な組織

運営が行われていると。執行部門から独立した監事として、そのような判断をもっており

ます。 

 以上でございます。 

○岸部会長  どうもありがとうございました。それでは、24年度の研究を中心とした成

果、それから今の監事の報告を含めましてご議論いただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。中期目標計画全体はこの後で。今、まだ時間がございますので、感想を含めて、

委員の皆さんから。どうぞ、渡辺委員。 

○渡辺委員  前にも確認した気もするのですけれども、スマートコミュニティーの件で、

ＮＥＤＯは海外で行っていて、国内は経産省そのものがやっているのか。それとの連携み

たいな話とか、アメリカで行っていることの意味というか、それは産業政策なのか、技術

政策なのか、よく理解しにくかったのです。それは、国内で行っていることの意味と海外

で行っていることの意味とどこが違うかというのがよく理解できなかったのです。そこは

どうなのかなと。去年も聞いたような気がするのですけれども、よく理解できなかったの

で。 

○岸部会長  それでは、ＮＥＤＯ側、回答がございましたら、よろしくお願いします。 

○古川理事長  では、私から回答させていただきます。 

 基本的に、スマートコミュニティーとかスマートグリッドというのは社会インフラの事

業でございます。もちろん最初のスマートコミュニティーとかスマートグリッドは国内で

実証を行ってまいりまして、例えば大震災のときに東北福祉大学の病院での電源がダウン

しなかったというのは、あそこのグリッドの実証実験の成果がまだ続いていたということ

が一番の要因だと評価されているのですけれども、そういう形で、私どもは国内の実証は

ずっと行ってまいりました。 

 それで、それに基づいて現在、横浜や北九州や豊田、京阪奈で、国内で実証を行ってい

るのですが、それは、経済産業省が直執行という形で、他の組織を使って行っているので

すけれども、当然、私どもの成果はそこに入っています。もう１つ、今行っているものの

成果というのは、我々も取り入れています。我々のタスクというのは、とにかく海外、日

本の産業競争力強化ということもあって、インフラ輸出を支援するということでございま

す。 
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 では、何でそんな海外でＮＥＤＯが出張ってやらなければいけないかということなので

すけれども、３つあるのではないかと思うのです。 

 １つは、海外のインフラビジネスというのは、何といっても政府・政府間の交渉という

のが非常に重要でございます。主管庁が絡むということが非常に多いのです。そういうこ

とで、私どもは政府の顔を使わせていただいて、向こうのスペインとかフランスとか、そ

ういうところときちっと交渉することによって、政府の顔として向こうに行けると。そこ

にベンダーのコンソーシアムをつくって行けるということが１つでございます。 

 もう１つは、私もメーカーでずっと行ってきて、本当に反省なのですけれども、日本の

インフラベンダーというのは、とにかく国内のものをまずやって、それをよっこらしょと

海外のスペックに合わせてもっていくというのが、大体そういうパターンなのです。とこ

ろが、このスピード時代にそんなことをやっていたら絶対勝てないということで、実証実

験を通じて、海外のマーケットに向いたものをとにかくやると。コンソーシアムでやると

いうことで、日本のインフラベンダーの力をつけるというのが２点目です。 

 それから、３点目は、このインフラの世界というのは、やはり標準化の世界でございま

す。特にグリッドや、コミュニティーなどというのは、もういろいろな標準機関、ヨーロ

ッパは非常に強いのですけれども、そういうところで日本の主張がきちっと出せないと、

全然ビジネスにならないということもございまして、そういう標準化機関に関して、やは

り私どもが経済産業省と一緒になってそこをやると。 

 その３つの理由で、海外に力を入れさせていただいています。 

 確かに国内を置き去りにして海外なのかという疑問、私も最初来たときは随分それを感

じていまして、被災地を含めて、本当にいいのだろうかという気持ちもあったのですけれ

ども、今これをやってみて、日本のインフラベンダーが本当に世界で戦えるというには、

やはり私どものインフラ実証事業というのがかなり効果があると。それは、大手電機メー

カー、重工メーカーさんもそうおっしゃっているので、この方向性としては間違っていな

いのではないかなと思っております。それはＮＥＤＯ側の意見なのですけれども、経済産

業省さんの意見もあるかと思いますが。 

○岸部会長  いかがでしょうか。ほか何か。どうぞ、では質問を含めて。 

○金谷委員  私も、それは非常に大事なことだと思っておりまして、実際、例えばシェ

ールガスの採掘技術は、日本企業ではなくて、実はアメリカの企業が今、席巻しているよ
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うなことというのは、土木は設計の標準化みたいなのもありますし、いろいろなことで、

日本でやっているのを展開するというより、海外で実際にやって、そこから展開していく

というのがやはりあって。そういったものを、どこでどういったものをやるのかというの

は、確かに非常に重要な評価になってきているのではないかなと思う一方で、逆に、今や

っているのは、どれも基本的には意義があるに決まっているし、それなりにちゃんとやっ

ているとも思ってはいるのです。 

 私、今後こういう評価をするに当たって、幾つか本当はデータをいただきたいのは、ま

ずは、逆に、そういう今のシェールの技術もそうですし、あと、日本でいえば、スマート

メーターなどは、むしろ外資系が席巻しているような、むしろ競争で負けたものという、

失敗の研究というか、何で負けたから、これは、ＮＥＤＯさんとしては何をやっておくべ

きだったら、そういったものが何とか回避できたのだろうかとか、そういう少し過去調査

になってしまって、今のものというのは、結局、競争力って、３年後、４年後とか、そう

いった話になるのでしょうけれども、それを評価するためには、むしろ、今、競争で負け

た分野とかというのをもう一回洗ってみて、それに対してＮＥＤＯさんとしてどうだった

のかとか、そういうのがいろいろまた何かあると、今度、去年のいろいろなものの評価に

も非常に反映しやすいのかなというのが１つ、いろいろ本当の意味で評価する上でのポイ

ント。 

 もう１つは、これ、もうやってしまったものなので、逆に採択の段階で、例えば機会損

失というか、やはり採択したもの、しなかったもの、いろいろありまして、これは大変難

しいのですけれども、やったものに関して評価なのですが、採択について、本来どういう

基準でというところがなかなか、我々も、もう既に終わったことになってしまっている面

とかあるものですから、何かそういう、多分もう過去のものになって、全くデータとして

出てこないものについて、今からどうのというあれではないですけれども、今後いろいろ

評価するに当たっては、そういったものも含めて、今後は何かいろいろリサーチされると、

世界に対して競争力というか、どの分野が競争力があって、どの分野で勝ったり負けたり

したというものとのＮＥＤＯさんとの相関関係とか、何かちょっとそんなのは、今どうの

というのではなくて、今後の方向として、要望としてお話だけしておきます。 

○岸部会長  ありがとうございました。コメントであり、要望ということで承りました。

どうぞ、末吉委員。 
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○末吉委員  ありがとうございます。何回もやりながら、毎年スクラッチからの質問を

するようで、ちょっと恐縮なのですけれども、評価に当たっての視点というような意味合

いで、今の先生のお話とも少し関連するかもしれませんが、例えば新エネルギー・省エネ

ルギーの導入普及関連業務というのは、結局、かつて15％だったものがゼロになってしま

うわけですね。その意味は、たくさん出てくる実証のほうに重きを置いたというように理

解しているのですけれども、そういうことでいいのかという話。 

 それから、研究開発マネジメントの高度化という言葉がたくさん出てくるわけですけれ

ども、その場合に、私などの理解では、マネジメント手法を強化していくと。例えば、今

まで90日かかったものを60日で結果を出すのだというような、あるいは、いろいろなとこ

ろとＭＯＵを結んで、より成果が出るようにするのだとか、そういうマネジメント手法の

高度化の話。それはなぜそうやるかというと、結果が出るために手法の高度化をするのだ

ろうと思うのです。そうした場合に、高度化の結果としての成果がどう出たのかという話

でいきますと、今ちょっとみた、評点をつけるあれでみると、かなりの部分が何人の人に

接したとか何件やったとか、そのような話が非常に大きな部分を占めていて、ただ、もち

ろん、成果としてこういう競争力がついたとか、新しい技術が定着したとかという実績に

かかわる、成果にかかわる部分もあるのですけれども、そういうものを実際評価するとき

に、マネジメントの手法の高度化を高く評価すべきなのか、それは最終的には成果に結び

ついたからこそ意味があるというようにするのか、その辺もちょっと何か指針的にサジェ

スチョンをいただければと思います。 

 というのはなぜかというと、先ほど倉田理事が、大きな目的、エネルギー・環境問題の

解決だとおっしゃいました。それから、日本の産業の国際競争力を強化するのだという、

明らかに具体的成果としての目標を掲げているので、というような感じがちょっとしまし

た。 

○岸部会長  ありがとうございました。導入から実証へということもありますが、今の

ご質問というか、ご意見では、やはり成果が本当にどう評価されていくかということにな

ってしまうのですが、これに関して。 

○牧野技術振興課長  基本的には、成果を評価するのだろうと思うのですが、その指標

として何が使えるかということだと思っておりまして、マネジメント手法が高度化した、

それ自体を評価軸なり指標を出すのがなかなか難しい。その結果として何をどれぐらい行
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ったかというのと、ある意味、一体として評価しているということなのかなと。 

ちょっとこれは私の、過去の経緯も十分勉強していないので、今の感想みたいな形にな

ってしまうのですが、そういうところなのかなと考えてございます。 

○安永審議官  研究開発マネジメントの高度化というのをどのように評価するかという

ことにつきましては、評価シートの資料４―２をご覧いただくと、私も見ながら、ちょっ

と舌足らずのところがあるかもしれませんので、役所側の思いというのを代弁させていた

だくと、横長の黄色と青に塗ってある様式表、研究開発マネジメント、全般に係る事項と

いうのが最初のページのア―１というところにありますが、確かに見てみますと、例えば、

機構の職員が企業・大学インタビューを研究現場に直接出向くことによってやっているか

どうか、そういうことが書いてあるのです。確かに、研究現場に職員が行っていますとい

うだけでは研究開発マネジメントの高度化にはならないのです。ここで何を得ているか。

まさしく役所とＮＥＤＯは違うわけでございます。ＮＥＤＯはもちろん公的な機関ですか

ら、役所が考えた研究開発による日本経済の発展というものを支えていかなければいけな

い。そのときに、やはり民間、ないしは大学の研究の現場がどうなっているか、どういう

ことを考えておられるか、どういうことをＮＥＤＯとして支えればいいのか、そういうこ

とは実は状況によって、あるいは分野によって大きく違うのです。 

 例えば知財の出し方というのも、バイオ分野とエレクトロニクスでは全然違います。エ

レクトロニクスですと、知財は数百本まとめて確保するということが普通ですが、バイオ

分野などでは、キラー特許を１本もてば違うと。そういうときに、知財のサポートの仕方

もＮＥＤＯとして違うはずだと。そういうことを、まさしく現場の声をもとにマネジメン

トに反映させていることができるか、そういうことを意味するものでございます。 

 同じように、例えばア―３ですと、プロジェクトの実施段階で、最初に、公募締め切り

から採択決定までの期間を何日以内にするというのは、まさしくＮＥＤＯが民間のニーズ

に即応して事業を迅速に進めることができるか。かつて独法化する以前の特殊法人時代、

公募は年間１回しかやりません。それから、提案書を出すと、３ヵ月ぐらい待っていない

といけない。そのうちにどんどん経済状況が動いてしまう。こういうことでは、せっかく

の国の予算が出るのにスピーディーにできないではないか。そこをいろいろ工夫して、な

るべく短い間で、しかし、公正な評価をやって採択をしましょうと。そういうことにつな

がっているかどうかというのを評価していただくのがこのポイントだと思うのです。 
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 それから、例えばア―４、研究開発マネジメントの高度化、評価段階。ここなどまさし

く、国の研究開発というのはお金を出しっ放しでいいのか。まさしくファンディングエー

ジェンシーという言葉に代表される資金配分型独法という言葉ですと、まけば終わりでは

ないかというようについ見られがちだと。そうではないでしょうと。 

 私も今日拝見したのですが、このアニュアルレポートですとか、こうやって冊子をつく

っていただきましたので、実用化ドキュメントなどを見ると、終わった後のプロジェクト

が、当然ＮＥＤＯは国のお金ですから、まさしくリスキーな研究開発のところにしかお金

を出さない。その後、商品化の開発は各社でやっていただきちゃんとフォローしておられ

るか。それが世の中にどうやって貢献しているかというのを人々に知らせる、あるいは場

合によっては、まさしく事業化のところを、ＮＥＤＯ自身ではないとしても、いろいろな

ベンチャーキャピタルに働きかけるなどしてお手伝いをする。そういった形で、せっかく

の国の税金を使った研究の成果がその後どのようになって国民生活にフィードバックされ

るだろうか、そういうことを見て、今の研究開発プロジェクトのやり方をさらに高度化し

ていくことが研究開発マネジメントの高度化になるのではないか、こういう問題意識のあ

らわれだと思うのです。そういうことを考えていただくと、まさしくＮＥＤＯがどういう

ことを思って我々の国の政策を実施しているか。こういうことの評価につながっているの

だと思います。 

 そういう意味では、この様式も若干言葉が足りないところもあるかもしれませんが、我

々としても、まさに国の事業としてやっているものが国の競争力強化にどういう形で貢献

しているか。そして、それが、我々としてはよりリスキーな研究開発をやるのだけれども、

なるべく成功する確率を高くしてもらって、なおかつ成功した後は、それが経済に裨益す

るというインパクトをこれまたより大きくしてもらう。こういうことのためにどういうこ

とをやっているかということを総体としてご評価いただきたい。 

 確かに個別の項目についてみると、おまえが何回現場に行ったのだというだけでマネジ

メントの高度化なのかといわれると、これは少し形骸化した表現かもしれません。我々は

実はそういうことを通じて、先ほど申し上げたようなことをご評価いただきたいと考えて

おります。 

○岸部会長  どうもありがとうございます。研究の評価、研究マネジメントの評価。ど

うですか、松本先生、何か、大学でそういう担当理事として。 



- 28 - 

 

○松本委員  これはなかなか難しい。何かいい方法があるのかと考えていたのですが、

以前、東大にＭＯＴをつくったのですが、ＭＯＴが本当に学術になるかどうかという観点

で動き始めました。 

 同じようなことを考えると、研究マネジメントの手法というか、そういうものが研究マ

ネジメント学になっていって、アーカイブされて、将来誰でも使えるようになっていくの

かというところも重要です。そういう観点で、さっきの人材育成というものがあるとする

と、そこも含めて評価していく――いや、ＮＥＤＯとして取り組んでいただければ、そう

いった取り組みを評価できるのかなと考えておりました。 

 もう１つ、研究開発をやってきて、最終的には、やはりデファクトにして、標準なり基

準をとっていくということがあると思うのですが、ＩＳＯだったら世界で、その基準で動

きましょうということになってしまうと思うのですが、医療の分野だと、基準、評価のハ

ーモナイゼーションをどうとっていこうかということが問題になっています。国の状況で、

どういう基準でそれを承認するかしないか、保険償還するかどうかというのは、また全然

別の話としてあります。 

 そうすると、基準というのも、実は複雑な次元の中にあって、そういうもので、もし日

本が世界に打って出ていくとすれば、ヨーロッパが考えているヨーロッパの基準で、それ

に合わせて日本が動くというのもあるでしょうし、工業製品においても、アジアならアジ

アの基準というのがあっても構わないわけですよね。そういうことは、ＮＥＤＯの仕事で

はないかもしれませんが、さっきおっしゃられていた文脈の中で考えていってもいいので

はないかという気がいたしました。大分本筋から離れたことかもしれません。 

○岸部会長  ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。松田先生。 

○松田委員  何回も同じことばかりなのですが、国民へのサービスをこれで判断しろと

いうのがどうも合わないのではないかな。国民へのサービスというのは、やはり税収を上

げるということと、雇用を確保するということですから、それが出口だとすると、入り口

の段階の一番川上の議論がここだろうと思うのです。それを国民へどのように知らしめる、

だから重要なのだということをどのようにして訴えていくのかというのは非常に難しいと

思うのです。 

 研究開発が民間企業だって成功確率が５割というのはあり得ないわけですし、それと、

そういうことを考えますと、やはり国民へのサービスというのは、日本の企業が海外、あ
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るいは国内で活躍するためのベースを提供するための研究開発なのだろうと思うのですが、

そうしますと、ＮＥＤＯが民間企業の誘い水機能としての役割をどこまで果たしているの

かということが非常に重要になってくるのだと思うのです。そうなったときに、国際的な

機関とのいろいろな連携といったときに、どういう企業に対して、どういうバックアップ

をし、誰がついてきているのかということをやはりある程度提示していただきたい。民間

の実行部隊が実行できやすいように支援するというのが、多分、国民へのサービスの役割

なのだろうと思いますので、そこをぜひお願いしたいと思います。 

 一方、テクノロジーベースで日本で育った技術成果を、現地調査に行って説明していた

だきます。「ところでこの事業の成果をどこが導入するのですか」という質問に対して、

「ほとんど海外だ」という話になることが多いのです。国内企業がリスクをとらないとこ

ろにとらせようとして、国がどこまで、これは例えばＮＥＤＯがどこまで動くのかという

ことも含めてある程度考えていかないと、この研究開発機関の評価は難しいというような

気がしております。 

○岸部会長  また評価そのものに入り込んでどんどん行くのですが、この後、第２期中

期目標期間の業務実績、多分、ご意見、質問もオーバーラップしてくると思うので、とり

あえず、そこに時間で進んで、その後また、高井先生、谷田部先生にもお願いしたいと思

います。では、そこのところを倉田理事ですか、よろしくお願いします。それで一括して

討議したいと思います。 

○倉田理事  それでは、引き続きまして、第２期中期目標期間、これは平成20年度から

24年度までの５年間でございますが、まず、第２期中期目標期間を通じて、私どもは、中

期目標の中で、当然、中期計画を立てており、その中で達成すべき目標というのですか、

計画上の目標が明記されてございます。 

 資料８―２のＢ―３ページをまずお開きいただきたいのですが、これに、第２期中期計

画の主な指標についての達成状況というものがございます。それで、ここで数字としての

指標がたくさん書いてあるわけでございますが、この中で、非常に慚愧に堪えないわけで

ございますけれども、達成できていないものが実は３つほどございます。 

 その第１が、Ｂ―３の中ほど、（ア）技術開発マネジメントの機能強化というところの

下の（ⅱ）評価／反映・実行というところのナショナルプロジェクトの事後評価結果とい

うものであります。ここで、実は我々、中で当然、外部の委員の先生方にお願いして、ナ
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ショナルプロジェクトに関しましては、中間評価なり事後評価というのを全テーマに関し

て実施してございます。そこで実施した中で、一応、我々は、第２期中期目標期間を通し

て８割以上の合格点をとる、それからさらに、６割以上は優良をとるという目標を実は立

ててございました。これは、企業にとってみれば本業の数字そのものでございますので、

非常に重要なものと認識していますけれども、ここに関して、合格が実は99％ということ

で、これは一応達成したわけでございますが、優良が実は58％ということで、６割、60％

には届きませんでした。これに関しては、こういう事実になってしまったということで、

大変申しわけなく思っております。 

 それから、ページをめくっていただきましてＢ―４。細かい点でございますけれども、

業務運営の効率化に関する事項の (3)のところで、職員の意欲向上と能力開発、大学にお

ける技術経営学、工学等の博士号、修士号を取得。職員に対して、このように学業を社会

人として修め、学位の取得を慫慂しているわけでございますが、目標５名に対して４名と

いうことで、１人到達しませんでした。 

 もう１つは、これはやはり大きな問題だったと認識してございますけれども、一番最後、

３．予算、収支計画及び資金計画のところで、運営費交付金債務残の抑制というところで

あります。これに関しましては、ご案内のとおり、我々は国から交付金をいただきます。

いただいたものは直ちに交付金債務という形で債務扱いになります。我々が事業を執行す

るということは、イコール、運営費交付金を使うということでありまして、使った結果が

収益化という形になり、債務が減っていきます。ですから、例えば 1,000億円をいただい

て、約 700億円は使いました。しかし、 300億円は残りました。ですから、これは、運営

費交付金債務が24年度の予算比でいくと約30％でありますから、まさに今のような形で債

務残を残したということであります。 

 そういう意味では、これに関しても大変申しわけなく思っているところでありますが、

なぜこういうことになったのかということに関しましては、当然、冒頭からある種わかっ

ていた部分もあり、相当程度に頑張ったわけでありますけれども、一番大きな理由が、特

に今、ＮＥＤＯは、先ほど議論になりましたような国際展開、国際実証業務というのを相

当程度頑張ってきてやっています。そうした中で、非常に大きな交付金を残した要因であ

りますけれども、我々は、ＧＧ、政府・政府間、政府という顔をもって事業を進めていく

わけでありまして、当然のことながら、相手国政府ときちっとした枠組みをつくります。
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それは、ＭＯＵという協定を結び、その枠の中で、プレイヤーだったら日本の企業に頑張

っていただく。そうすることによって、後々、非常にプレイヤーがプレッシャー役となる。

こういう効果をねらっているわけですが、特に大きかったのが、例えば中国政府とのＭＯ

Ｕの交渉過程でありまして、結果として、中国とは設けることができなくなってしまった

ということで、要は、ＭＯＵを実は結べずに時が過ぎてしまった。そうしたものが、例え

ば大きいものであったとしても幾つかございまして、そのようなものを足し合わせていき

ますと、優に 100億円を超える額が、そういう海外の状況によって残りました。 

 それから、結局、約 350億円ほどの交付金が残っているわけですが、これは、実は20年

度から24年度までの５年間で、５年間は交付金は繰り越していくので、その５年間総額に

対しての残でございます。そうすると、幾つかさらにいえば、もはや、いいわけにはなら

ないと思いますが、例えば震災があって執行が遅れたものがそのまま残ってしまったとか、

細かいところでいえば、例えば、ＪＯＧＭＥＣに対して業務を移管したわけでございます

けれども、実は幾つかのものは年度末ではなくて、法律上の規定で、年度途中での移管に

なってございます。ですから、その分が残ったとか、幾つかそういう形での要因がござい

ますが、一番大きいのは、やはり海外要因でございまして、海外とのさまざまな状況の中

で、スケジュールが大きく遅れてしまい、今この瞬間でも、まだなかなかＭＯＵの締結ま

で行かないようなものが幾つかございます。これに関しましては、むしろ地道に粘り強く、

当初の目的を達成すべく、今頑張っているという状況であります。 

 ですから、第２期中期目標期間を通しての評価の観点でみる目標の達成状況は、達成で

きなかった未達成のものは以上３点であります。 

 それから、先ほど幾つかご議論があったので、幾つかご紹介させていただきたいのです

が、「ＮＥＤＯ実用化ドキュメント2013」、いかにＮＥＤＯの成果をよく社会にＰＲしてい

くかという観点も含め、これは実は抜粋版であります。１ページにワンテーマ載せてござ

いますが、実際にはもうちょっと詳しいものをつくっていまして、詳しいもの自身はホー

ムページで、簡単にアクセスできるようになっております。 

 さらに、この「ＮＥＤＯ実用化ドキュメント2013」、ページで見ますと、７ページ目を

あけていただきますと、これも、試算ではございますが、ＮＥＤＯプロジェクトの費用対

効果というものを、一応ある種の仮定を置いて計算させていただいています。これは、こ

の表に書いてあるとおりでございますけれども、ＮＥＤＯとして、それぞれのアイテムに
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関して、今まで一体いかほどの研究開発費を投入してきたか。それから、その結果といい

ましょうか、そうした分野の商品の売上実績がどうなったのか。さらに、今後の売上見通

しはどうなっているのかということでございます。もちろん、ＮＥＤＯの研究開発だけが

 100％寄与したわけでは当然ないわけでありますけれども、そこはなかなか計算しづらい

ので、こういう形で、例えばということで示させていただいております。 

 それから、最後に、もう時間もないのですけれども、ＮＥＤＯのプロジェクトマネジメ

ントのことが議論になりましたものですから、若干ご紹介させていただきますと、まさに

我々、プロジェクトマネジメントの高度化という言葉１語でもってなかなか語れないとこ

ろがあるわけですが、やはり安永審議官がおっしゃったように、それぞれの技術テーマ、

分野、研究のフェーズによって全て違っていると思っています。24年度というよりは、こ

の第２期中期目標期間を通してやったもので、そういう意味で、私がおもしろいマネジメ

ントをしたと思うものを若干紹介して終わりたいと思いますが、もう一度先ほどの「アニ

ュアルレポート2013」に戻っていただきまして、例えば27ページをご覧いただければと思

います。 

 先ほど標準の話も出たので、ご紹介させていただくわけですが、27ページの下の段のと

ころでございます。世界初、生活支援ロボットのＩＳＯ／ＤＩＳ、Draft International 

Standardですから、まだ正式なＩＳＯになっていませんが、この13482の認証が実現。こ

れは、実はＮＥＤＯが今現在実施しているプロジェクトでありますけれども、これ自身が

まさにインフラ基盤的なプロジェクトだろうと思っています。というのは何かといいます

と、ロボットそのものの開発をするプロジェクトは別途あるわけですが、これは、ロボッ

トを社会に普及させるために一体何が社会で必要かと。そうすると、少なくともこれまで

は、ロボットは産業用ロボットとして、人間の住環境と隔絶されたところで動いていたわ

けですが、今後、恐らく人間と一緒に共存することになるでしょう。そうすると、安全性

が必ず問題になります。 企業の立場に立ってみると、自由に投資をして、ロボットを商

品として売りたい。ところが、やはり安全基準がない、もしくは認証がないと、ＰＬが怖

くてなかなかできないと。他方で、例えばこれはベンチャーですけれども、事例はサイバ

ーダイン社というところがつくっているＨＡＬというロボットの例ですが、これなんかは、

彼らは何とか売るために、どうしても認証をとりたかった。ただし、日本で認証してくれ

るところもないし、そんな基準もなかったので、実はテュフというドイツの非常に巨大な
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認証機関にもっていきました。ただ、そのために彼らは、設計情報、ソフトウエアのアル

ゴリズムを全てテュフに開示せざるを得なかった。当然、テュフの立場に立ってみれば、

それがなかったら、あなた、安全性の認証などできませんよということになります。それ

はそういうことだと思いますけれども、やがて、そうすると、世界的にそういう認証の前

提となる安全規格をつくるという議論に必ずなるだろうと。 

 そのときに、少なくとも日本として非常にリードしている分野で企業にますますもって

頑張っていただくためには、やはり第三者的な立場できちっと研究を重ねた結果として安

全規格をつくる必要があろうかと。さらにいえば、それに対して認証する制度をつくらな

いといけない。認証を別に適当にするわけではなくて、技術開発の結果として認証ができ

るわけですから、これは、まさにそういう手法の開発をするというプロジェクトでありま

す。そういうマネジメントをしてきました。 

 その結果として、とにかくその結果を、日本だけでやっても仕方がないので、とにかく

インターナショナルのものにせざるを得ない――しなければ意味がないので、ＩＳＯのＴ

Ｃの場に行って盛んに議論をし、提案をし、今、安全規格というのがＩＳＯのＤＳＩ、Dr

aft International Standardですから、ある種、ファイナルバージョンに近いものができ

ていて、そのファイナルバージョンに近い、正式ではない規格をもとにして、認証会社が

認証したということであります。これも、そういう形でいうと、マネジメントの一環であ

ろうかと思っています。 

 それから、時間もないので、そのような形で、これは、たまたま先ほどプロジェクトマ

ネジメント、社会的なインフラ、規格認証ということだったので、ご紹介させていただき

ましたけれども、実はこういう形で個々にケースをみていただきますと、多様な形で、ニ

ーズと技術分野、日本の置かれた状況に応じて、さまざまなプロジェクトマネジメントを

しているということをご理解いただけるのではないかと思います。 

 とりあえず、第２期中期目標期間を通したご説明は以上であります。 

○岸部会長  要点を通して、第２期全体の業務実績を報告していただいたということに

なるかもしれません。いかがでしょうか、何かご意見、特に気がついた点、高井委員とか

谷田部委員、どうぞ。 

○谷田部委員  では、せっかくの機会ですから、アニュアルレポートと実用化ドキュメ

ントというのを拝見していて、ＮＥＤＯのプロジェクトを個別に一個一個みていくと、非
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常に熱心にやっていらっしゃると。成果も出ているということがわかるのですけれども、

全体としてまとめた場合、成果とは何なのというときに、確かにこういうものが並んでく

るのですが、ＮＥＤＯがやったことがどこまで生きているのかと。要するに、売り上げに

ついてどのぐらい占めているのというところが、やはりもっときちんと出てこないとわか

らないなというところがあります。 

 というのは、実際に研究開発をしていて、成果発表するような場に行くと、いろいろな

企業が参加していて、いろいろな企業から参加した人が、それぞれ担当した分野の成果を

発表するような形というのはあるのですけれども、プロジェクト全体としては動いていた

としても、参加した企業がどこまでやる気があって参加しているのかというようなところ

が常にあると思うのです。参加しておいた方がプラスだろうというようなことが傾向的に

は結構多いのではないかなという印象をすごくもっているので、だから結局、実用化とい

うところに具体的にはなかなか進んでいかないみたいなことが起きてくるというようなこ

ともあって、それをどうやって評価するのだというのはちょっと難し過ぎると思うのです。 

 ただ、常にそういうジレンマみたいなものを感じながら、技術としてはすばらしいのだ

けれども、実用化というのはまた別の次元の話なので、それをどう結びつけて評価できる

のかなということに何か、難しいばかり言っていてもしょうがないのですが、最近、いろ

いろな資料を分析して見せてくださるのですけれども、やはり全体がすっきり見えてこな

い。一個一個みると見えるのだけれども、ＮＥＤＯ全体としてどうなのというところが、

やはりなかなか見えにくいなという気がしているので、今回の評価でもそういったことが

気になるのだろうなというところがあります。 

○岸部会長  ありがとうございました。重要なコメントだと考えたいと思います。高井

先生も何かご意見というか、感想を含めて。 

○高井委員  最初に議題に上がっていた、評価のところで、ＮＥＤＯが行う支援活動と

いうのでしょうか、そういうことは、研究活動は企業さんとか大学がそのままやって進め

ていくときに、例えば、その研究プロジェクトに対してどこまでフォローしてあげるのが

いいのかどうかというのが、私、ちょっとよくわからなくて、評価側の立場でそれをどう

評価していけばいいのか。実用化させるということは、多分、どの企業でも目標にしてい

て、実用化するためにきちっとしたいろいろなことをやっていると思うのですけれども、

それにどのようにＮＥＤＯがかかわってくるのか。私たちの立場としては、そこを評価す
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るのですよね。そこはどの資料で見ればいいのかなというところをちょっと教えていただ

きたいなと思います。 

○岸部会長  いかがですか。ＮＥＤＯ側、または経産省側でも結構です。 

○安永審議官  今の谷田部先生、それから高井先生のご指摘というのは、まさに産業技

術環境局の課題でもあります。つまり、ご指摘があったように、研究開発はそれなりの成

果が得られた。しかし、実用化に向かうかどうか、これは確かに別のファクターがありま

す。技術が幾らよくても、例えば、これは卑近な例ですが、非常に大きな企業ですと、こ

れは技術がおもしろいと研究所長がもってきた。だけれども、社長としては、これが 100

億のマーケットになるのか、 1,000億になるのか、あるいは20～30億なのか。やはり大企

業ですと、 100億以上の市場規模にならないと、これは商品化できないよという話になっ

てしまう。ここの部分に政策的な関与がなかなかできないのです。 

 私たちも例えばこういうところを、産業革新機構という官民ファンドをつくりまして、

例えば私、さっきさっと見ただけでも、産業革新機構が出資して、こういう国の研究開発

の支援を受けたものをビジネスにしたものが２件ございまして、例えば東大発ベンチャー

のアドバンスト・ソフトマテリアルズという非常に特徴的な高分子材料の会社、ここはも

う既に会社ができている。それから、ＮＥＤＯの成果でできているゼファーという風力発

電の会社、ここも革新機構の出資を得ている。恐らくそういった形で、大企業の一部では

ない形でビジネスの世界に出ていくというのが１つのやり方。もう１つは、やはりオーソ

ドックスに大企業の既存のコアビジネスの中から、国の成果、ＮＥＤＯの成果をもとに事

業化していくということであろうかと思います。 

 私どもも、そういった意味では試行錯誤を続けているわけですが、先ほど倉田理事から

もお話があったように、まさしく企業が頑張ったから、あるいは大学の先生がいい成果を

もっておられたからではなくて、ＮＥＤＯのマネジメントの結果、この人とこの人、全く

知らない人だったのをこうくっつけてここへもってきました、あるいは、技術はよかった

けれども、先ほどのお話のように、プロダクトライアビリティーの問題があって、このま

までは誰も商品にしないよというものを、ＮＥＤＯがイニシアチブをとられて国際標準に

つなげていかれた、そういう事例をもっとくっきりと教えていただければ、我々にも参考

になるし、評価をやっていただく立場からもいいのではないかと思います。 

 いずれにせよ、そこら辺も含めて、例えば我々の部局の中には標準をやっている部局が
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ございます。何で技術と標準が一緒になっているのかというのは、まさにそういうシナジ

ーを生むためなのです。そこが十分できているかといわれると、若干反省がございますけ

れども、そういった視点からご覧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。それでは、少し時間も押してまいりまし

たので、最後にまた一言いただけるようにはしますが、新エネルギー・産業技術業務方法

書の一部改正についてお願いしたいと思います。 

○牧野技術振興課長  資料９―１と資料９―２をご覧いただけますでしょうか。 

 ＮＥＤＯを含めて独立行政法人は、業務方法書というものを定めて業務を行っておりま

す。資料９―１の下のほうをご覧いただきますと、業務方法書を作成し、主務大臣の認可

を受けなければならないのですが、その数行下に、主務大臣は、認可をしようとするとき

は、あらかじめ、評価委員会の意見を聞かなければならないと定められてございます。そ

の手続として、今回お諮りすることでございます。 

 簡単に申し上げますと、ＮＥＤＯが省エネ・リサイクル支援法という法律に基づく業務

を行っておりますが、その業務が法律改正によりなくなります。したがって、業務方法書

からその業務について削除するというのが趣旨でございます。 

 ２．の改正の内容のところに書いてございますが、今般、この法律が閣議決定され、通

常国会に提出されたというのが、この中身に省エネ・リサイクル法の廃止というのがござ

います。実はまだ国会に提出されて審議が済んでいない状況でございますが、あらかじめ、

これを削除してよろしいかということをお諮りし、法律が成立した暁には削除するという

ことで、事前にお諮りしたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○岸部会長  いかがでしょうか。ご異議がなければ承認ということにさせていただきま

す。よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、最後に何か一言ご意見がございましたら、どうぞ。 

 それでは、一応これをもって、きょうの３つの議題を終了とさせていただきます。その

他、少し検討事項がございますので、事務局からお願いします。 

○牧野技術振興課長  審議会委員の任期について、政府の中で一定のルールがございま

して、１つの審議会の委員に10年を超える期間継続して任命しないということとされてお
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ります。ＮＥＤＯ部会が発足したのが平成15年５月でございまして、その部会に初めから

岸部会長と渡辺委員に参加いただいて、この独法評価にご尽力をいただいているところで

ございます。 

 一方で、さきに申し上げたルールというのがございまして、10年ルールというものがご

ざいますが、先ほどまさにご審議いただいたとおり、ちょうど今、第２期中期目標期間の

業績評価をやっているところでございまして、この５年間を通じてＮＥＤＯの評価にご参

画くださった岸部会長と渡辺委員には、ぜひ評価が確定するまで見届けていただきたく、

臨時的に委員をお引き受けいただくことでご了解をいただいております。次回、６月24日

の部会にもご出席いただくようにお願いしているところでございます。 

 一方で、臨時的にお引き受けいただく場合には、さらに、部会長をお願いするわけには

まいりませんというのがこれまたルールとして決まってございまして、したがって、次回

の部会に向けて、新たに部会長をご選任いただく必要がございます。部会長については、

独法評価委員会の政令というのがございまして、委員の互選により選任するとされている

ところでございます。 

○岸部会長  いかがでしょうか。どなたかご推薦があれば。 

 もしそういうことなら、私から推薦させていただいてよろしいでしょうか。経験その他

からみまして、ぜひ松本委員にお願い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、松本先生、ひとつよろしくお願いいたします。 

 それでは、当部会として松本委員を新部会長に選任することといたします。では、松本

先生、一言何か。 

○松本委員  きょうの議論を聞いておりまして、なかなか難しい仕事だなと思った次第

です。ファンディングのあり方というのは、先ほどから研究開発マネジメントという、あ

る意味、お金を出すだけではなくて、研究開発をうまく導いていくというところまで考え

ると、極めて重要な仕事だというのはよく認識いたしました。 

 もう１つ、これは例えば医療機器についていうと、せっかくいい、いろいろな技術が出

て、上市寸前まで行っているのだけれども、その先までなかなか行けないというのは、や

はり単にマーケットがあるとかないとかというよりも、社会全体のシステムが変わってこ
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ないと、全体の評価のあり方というか、国民からの意見の出てき方、そういうところまで

含めて全体が変わっていかないと、新しい技術が本当に社会に定着してこないということ

だろうと思います。そういうところまで含めて、ＮＥＤＯだけの仕事ではありませんが、

経産省も含めて政府全体の仕事でもありますし、マスコミの仕事でもあるかと思いますの

で、そういう観点で深い審査ができればと思っております。今後とも、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○岸部会長  それでは、よろしくお願いします。ただ、今日出てきた国際展開とか人材

育成、それからアニュアルレポート、実用化ドキュメント、費用対効果などというのは、

ほとんど新しい取り組みなのです。ですから、そういう意味で、このところ、ＮＥＤＯが

大きく変革している時期だということが言えるのではないかと思います。そういうことな

ので、新しいＮＥＤＯの発展のために、委員の皆さんもよろしくご協力いただければと思

います。 

 これが私の最後なのですが、１つ気になるのは、ＮＥＤＯの総予算が減っているのです。

イノベーションといいながら、何で半分になってしまったのかというのは、理由はいろい

ろあるのですが、やはり重みのようなところで、若干問題は感じております。これは感想

です。 

 では、最後に渡辺委員、何か一言、よろしくお願いします。 

○渡辺委員  次回、もう一回出させていただきますけれども、ともかくミクロとマクロ

が結びつかないというのが悩みの種だったと。要するに、ミクロ的にはよくやっているね

と。だけれども、実用化率が30％です、合格が99％ですというような数字をみれば、それ

はよくやったねと。でも、日本の経済は全然だめではないですか、あるいは技術もイノベ

ーションが起こっているといわないではないですか、全部アメリカにやられてしまってい

るではないですかということのギャップですよね。そこをどう考えたらいいかというのは、

ずっともう10年もやったのですけれども、なかなか解き明かせなくて。というのは、１つ

のメッセージは、やはり流し方を変えるということだと思います。変えるリスクをＮＥＤ

Ｏがリスクテイクできるかどうかということが、これから５年間の課題なのかなと感じて

おります。 

○岸部会長  ありがとうございました。それでは、最後に事務局、よろしくお願いしま

す。 



- 39 - 

 

○牧野技術振興課長  初めに部会長からお話がありましたとおり、本日の資料と議事録

についてはホームページで公開いたします。その前に議事要旨を速やかに公開することに

なっておりまして、これについては部会長とご相談の上、早々に掲載いたしたいと思いま

す。一方、議事録につきましては、議事録案をとりまとめ次第、皆様にお送りしてご確認

いただいた上で公開いたす予定でございます。 

 それから、本日の資料については、後日郵送させていただきますので、恐縮ですが、封

筒のどこかにお名前を書いていただいて、そのまま机の上に置いていただければと存じま

す。 

 以上でございます。 

○岸部会長  それでは、本日、これで終了にさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

 

                                 ――了―― 

 

 


