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独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構  

中期目標期間業務実績評価（平成 20～24 年度） （案） 

１．総合評価 

評定結果 
＿＿＿（       ） 

２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ、２４年度：     

各事項の評定 各事項の評定から算定される総合評定 

研究開発関連業務    （４７％）

新エネルギー・省エネルギー導入普及

関連業務等       （１０％）

クレジット取得関連業務 （ ５％）

業務運営の効率化    （１９％）

財務内容その他     （１９％）

① 

 

② 

③ 

④ 

⑤ 

①×４７％＋②×１０％＋③×５％＋④×１９％＋⑤×１９％ 

 ＝     点 
     

総合評価のポイント 

【算定式のウエイト】 

○平成 24 年度業務実績評価から、評価の基本方針が変更されたことを踏まえ、平成

20 年度から平成 24 年度までの 5 年間の平均比率を算出し採用することとした。

サービスの質の向上については、「研究開発関連業務」が 47％、「新エネルギー・

省エネルギー導入普及関連業務等」が 10%、「クレジット取得関連業務」が 5％と

した。また、「業務運営の効率化に関する事項」及び「財務内容の改善その他の事

項」については、それぞれ、19%とした。 

 

○NEDO は役目を認識し、よく責任を果たしている。 

○NEDO という単独の組織の成果と、それが貢献すべき国全体の成果との関係をどう

見るのか難しい問題だが、少なくとも、国民の視点からすれば、どんなに NEDO

が良い成績を上げても国民の生活が改善し向上しなければ意味がない。とすれば、

これからは NEDO の成果を社会の成果にどう結び付けていくのかをもっと議論す

べきように思います。NEDO 以外の社会におけるステークホルダーとの連携をどう

するかなどです。 

○NEDO に対する期待は大きく、評価は厳しいものとなる。研究開発の水準は高くと

も、実用化率が高まらないと国民の理解は得られない。しかし、実用化だけを目

指したのでは革新的な技術開発は生まれない。しかし、革新的な技術開発が成功
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しても実用化に向けた意欲が足りず、消えていくものもあった。必要なのは夢で

はなく実績である。さらに厳しい情勢が展開するなかで成果を示していくことを

期待したい。 

○総合的にみて、第 2 期中間目標期間での事業は目標を効果的に十分達成できたと

評価できる。 

○総合的に目標を着実に達成かつフレキシブルに対応できていると評価できる。 

○評価の対象となっている事項に対し、改善という目標をもち、正しく適正に事業

計画がたてられ、それに向けて着実に実施され成果もあがっていると評価できる。 

○全般的に中期目標を超えて優れた成果を上げている。 

（注）各事項の評点はＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点の５段階。総合評価は、各項目の評点に各年度の評価比率を掛け合わせた加

重平均で算出し、5.0≧ＡＡ＞4.5≧Ａ＞3.5≧Ｂ＞2.5≧Ｃ＞1.5≧Ｄ＞1.0 としている。 
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２－１．サービスの質の向上（研究開発関連業務） 

評定結果 
＿＿＿（       ） 

２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ、２４年度：● 

各年度の評定から算定される 

総合評定 
（４点＋４点＋４点＋４点＋●点）×１／５＝    点      

評価のポイント 

○5年間順当な努力をしてきた。成果もあげている。 

○研究開発は NEDO の生命線である。その組織の根幹部分では NEDO は計画を超える優れたパフォーマンスを実現

していると思う。先般、横浜で銚子沖に設置された油圧式洋上風力発電や北九州での洋上風力発電の実証事業

を見せて頂いたがいずれも技術や施工など目を見張るものがある。それはそれで素晴らしいのだが、風力全体

は固より、洋上風力でも日本は世界において行かれてしまっている。その格差はいかんともしがたいレベルに

ある。とすれば、日本の持つポテンシャリティをいかに日本全体の実績に結び付けるのか。これは無論 NEDO

だけではできない話とはいえ、そこをどうしていくのか。この種の問題は他の分野でも同じ。とすれば、どう

していくのか、この NEDO も真剣に議論を積み重ねてほしい。 

○日本の技術を国際的に認知・展開するために、単品技術からシステムインフラに注力し、アジア諸国から先進

国にも拡大し、日本技術の海外展開に関して、海外機関との協力関係を中期目標以上に構築した。 

○NEDO 研究開発マネジメントガイドラインをさらに充実し、研究現場からの情報を吸い上げ、民間企業等にとっ

て使い勝手のよい NEDO の体制を整えてきた。 

○全体的には適切に計画され実施されている。ただ、この期間に世界的な経済構造や産業構造に大きな変化が起

きており、そうした視点からは先見性や即応性に劣るところがあったと評価せざるを得ない。 

○研究マネジメントの高度化に関しては多種の努力が行われている。特に海外機関との情報交換協定など国際情

勢に合わせたものであり、アジア、中東とも連携が図られているのは評価できる。企画型の研究開発事業の立

案段階において、費用対効果分析の実施と合わせて、有識者の知見を可能な限り活用して計画策定が行われて

いる。広報活動については広報アドバイザーをおき、効果的な候補活動を実施している。 

○太陽電池工作コンクールなど次世代を担う子供たちへも啓発活動が実施されている。しかし、NEDO が実施して

いる研究開発の実績からすれば、もっと高い関心を集めることも可能であろう。イベント展示やパンフレット

の作成配布など既存の展開だけでなく創意工夫が求められる。国民の理解と期待に寄り添って NEDO の研究開

発は実施されるべきであり、その礎は広報活動が担っている。NEDO の全職員が広報意識を持つ取り組みへと進

めて欲しい。 

○第 2期中期目標期間において、計画以上の成果を達成出来ていると評価できる。ただし、NEDO 自身の問題では
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ないが、プロジェクト参画企業の新産業創出への戦略を喚起するような対策が求められていると思われる。 

○積極的な海外展開の推進は評価できる。ただし、NEDO の業務範囲からは外れるとは思われるが、日本全体の産

業政策との整合性がなければ、構築しつつある海外ネットワークは活かされないことになる。例えば、スマー

トグリッドについても、国内の電力流通体制の再構築のスピードと、新興国をはじめとする海外の開発スピー

ドには大きな乖離があり、日本企業が国内重視の姿勢からの大きな戦略転換がない限り、海外実証事業に取り

組んだとしても、国際的リーダーシップをとることはできないであろう。 

○技術戦略マップ、NEDO 研究開発マネジメントガイドラインなどの策定は評価できる。また、優良案件の発掘、

中間評価による案件の見直しや加速、知財マネジメント、等々、効果的な活動がなされている。 

 生活支援ロボットの安全規格など国際標準化事業など今後も積極的な取り組みが期待される。 

 広報も十分に行われている。ただし、NEDO プロジェクトの費用対効果の売上高試算はマクロ的間接的であり、

実感が伴わない。NEDO プロジェクトは企業横断的な MEMS、ナノ材料、燃料電池などの基盤技術が多く、最終

製品ではなく材料・プロセスであり、最終売り上げではなく、これら開発により産業の国際競争力がどのよう

に強化されたか、直接的雇用がどの程度増加したか、等々の具体的表現があってもよいと思われる。 

○中期の目標については、一部海外の恩恵を得ない状況のものを除き順調に達成してきていることは高く評価で

きる。 

○研究開発マネジメントとして、現在できる範囲で NEDO として実施されている。無駄もなく目的どおりに進捗

しているので、評価としては妥当であると思われる。ただ、他に何ができるか、ということを考えたとき、次

世代の子どもたちの育成を含めて積極的に活動をして欲しいと思う。 

○研究開発マネジメントには、プロジェクトごとに事業内容を精査し、進捗状況にあわせて、計画の見直し等を

行い、柔軟に資金を投入および削減を行うことが必要だと思われる。ここでは、十分にマネジメントがされて

おり、プロジェクトの成果を活用して実施される研究開発等の継続事業の比率は 99％と高くなっている。 

○不正行為に対する処理、開発成果の新用途展開事業、成果の実用化に向けた、行政の安全規制への採用、国際

標準として提案、さらには世界への発信などについても対策をとり実施していることから、社会への貢献も含

めて適切に実施されている。積極的な広報活動として、次世代を担う子どもたちに科学技術への興味を持たせ

る啓蒙活動と、単に科学技術を広めるだけでなく、社会とのつながりなども含めて実施して欲しい。 

○委託事業の日本版バイドール条項の適用比率 100％を達成しているが、事業実施責任主体が取得した特許を

100％自由に活用できる条件を整えているか否かに関して、事前の把握と追跡調査をしてほしい。大学・研究所

を中心としたナショプロの共同研究が多くなる。当然の共同出願が多くなるにもかかわらず、取得した特許等

の活用という出口を意識していない場合が研究開発者に見られるからである。 

○プロジェクト成果の追跡調査で継続事業比率 90％の目標であったが、99％を達成した。 
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NEDO の関与した継続事業が国内外市場でリードできるために、国際標準の取得にも積極関与すると同時に、継

続事業の産業化の追跡調査をしていただきたい。 

○成果の広報や普及には、知財技術の標準化が前提になる。 

○数値目標をかかげて、その達成を図り、目標を超えた案件を実行している。標準化計画の追跡調査が必要であ

る。 

○成果の事例を、成果のポイント、今後の展開、外部からの反響につき、情報発信をし、わかりやすく整理して

いる。 

○NEDO インサイド製品調査で、6,409 億円の国費支出に対して、売上予測累計 69 兆円と 100 倍アウトカムと情

報発信している。この予測通り、売上が実現するかが課題である。 

○ナショナルプロジェクトに関し、毎年度新機軸を打ち出し、チャレンジしてきたことは評価される。事後評価

結果において優良案件比率が目標を若干下回っているが、過度に成功比率にこだわる必要はないもの思われ

る。むしろ、評価において実用化見通しは低く、研究開発成果が高い傾向がみられ、参画企業の経営戦略との

整合性が危惧される。どのレベルの開発成果が実現できたら、実用化に向けて最大限の努力をする等々の企業

側コメントを明示するなどの経営戦略上のマネジメントが必要となってきていると思われる。PEFC 型エネファ

ーム、CIS 薄膜太陽電池などのように、企業の経営戦略との整合性の高い案件もあり、プロジェクト参画企業

の戦略判断も重要であろう。 

 実用化については目標より高い達成となっているが、これら案件の個々の売り上げが数年後にどのような規模

となっているかを追跡調査することが期待される。 

○ナショナルプロジェクトの実施の要点は実用化への結実である。実用化達成率が高いのか低いのか、数値を比

較しても大きな意味はない。研究開発に参加してメンバーの姿勢が重要である。ナショナルプロジェクトの利

点と弱点は多様な業種で構成されるプロジェクトである点。企業内での研究開発とは差異がある。国家から資

金提供を受ける意識の問題である。何がなんでも実用化するという意識に欠ける場合があるということだ。国

民の関心や期待が高ければ、そうした甘えは許されまい。国民の圧力から実用化、事業化に取り組む。国益の

増大が大きな使命であることを改めて参加メンバーは自覚して欲しい。プロジェクトとしては世界に例のない

成果を生むなどの成功をしながら、参加企業が実用化に向けて動き出さないということがあって良いのか。 

○種々の目的でナショナルプロジェクトがたち、研究開発成果、実用化の見通しにおいて、8 割が合格、6 割以

上が優良と成果がでている。実用化・企業化推進事業、技術シーズの育成事業を適切に実施することにおいて

も、成果が十分に上がっている。技術シーズの育成事業に関しては、若手グランドであるため、評価を論文発

表におくのか、実用化・企業化促進事業への切れ目のない支援を実施に重点をおくのかが若干分かり難かった。 

○プロジェクトの成果の知財化など年度計画を超えて達成している。 
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○技術経営力という視点で実施されているわけだが、数値による実績だけでは実態が見えてこない。取り組みに

よって生まれた具体的な成果を掘り出し、示していくことが必要であろう。 

○技術経営に関する知見の集積を図っていることは評価できる。ただし、技術経営論には知財戦略やプロジェク

トマネジメントなどオペレーションに関する知見も含まれるが、基本的にはイノベーションの実現に向けての

経営戦略論である。国際的事業環境が極めて速いスピードで変化している中で、NEDO プロジェクトへの参画企

業が如何に新事業創出についてのチャレンジ戦略を体現しているかなどの踏み込んだ理解が求められている

と思われる。 

○技術経営力、研究開発マネジメントのノウハウ等の研修、大学において博士号、修士号の取得から必要な知識

の習得など、研究開発マネジメントを上手く進めるには、技術や工学を知ることは大切であるので、若手を中

心として積極的に実施して欲しい。 

○社会への貢献、広報活動など、年度計画を超えて取り組んでいる。 
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個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．研究開発マネジメントの高度化 

（全般に係る事項） 

①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 

・マネジメントガイドラインが機構内でより

一層活用されるよう、毎年度 2 回以上、機

構内の普及活動を実施 

・機構職員が研究現場に直接出向くことによ

り「企業・大学インタビュー」を実施 

・海外機関との情報交換協定などの協力関係

を構築した機関数を第 2 期中期目標期間中

に 1.5 倍以上に増加させる。 

【主な実績】 

○中間評価、事後評価、追跡調査の結果等より得られたマネジメントの教訓を活かし、今

後のマネジメントの高度化を図るため、計 73 プロジェクトの事例について検証し、新た

なマネジメントの知見とし「NEDO 研究開発マネジメントガイドライン」へ拡充。 

○また、プロジェクトの立案段階から終了後に至る各フェーズにおけるマネジメント上の

チェック項目について纏めた「アクションチェックリスト」を新規作成。 

○同ガイドライン及びチェックリストが機構内でより一層活用されるよう、職員向け研修

において毎年度 2回以上（計 45 回）の説明会を行い、機構内の普及活動を実施。 

○経済産業省産業技術環境局と連携して、我が国の研究開発投資額の多い企業のうち 191

社に対して CTO 等へインタビューを実施。 

○海外機関との情報交換協定などの協力関係を構築した機関数を第 2 期中期目標期間中に

1.5 倍以上の 16 機関まで増加させた。（第 1期中期目標期間：4機関） 

○第 2期中期目標期間に米国、欧州、アジア、中東等 18 カ国の国立研究開発機関やエネル

ギー関係の行政機関等と 60 本の協定を締結し、共同事業を実施中。 

○NEDO プロジェクトの成果が東日本大震災の被災地で活用。また電力需給対策に資する公

募の迅速な立ち上げ、被災地域に関連する事業の終了予定時期延長等、柔軟な対応を行っ

た。 

 

１．研究開発マネジメントの高度化 

（企画段階） 

②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 

・実施プロジェクト数が平成 19 年度の数を上

回らないようにする 

・企画型の研究開発事業の立案及びテーマ公

募型研究開発事業の案件採択時において、

費用対効果分析実施を徹底 

【主な実績】 

○実施プロジェクト数を平成 19 年度 120 件から、平成 20 年度～平成 24 年度でそれぞれ

118、118、104、71、64 件に重点化。 

○企画型の研究開発事業の立案段階においては、費用対効果分析を実施すると共に、戦略

的にプロジェクトのアウトプット、アウトカム目標を明確にし、パブコメ募集などを通

じて有識者の知見を可能な限り活用した計画策定を実施した。 

○また、テーマ公募型研究開発事業の案件採択時においては、審査項目に経済性の観点を

織り込み、費用対効果分析を実施する取組を推進した。 
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１．研究開発マネジメントの高度化（実施段階）

③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 

・公募締切から採択決定までの期間を、ナシ

ョナルプロジェクトについては原則45日以

内等とすることにより、事務の合理化・迅

速化を実施 

  -ナショナルプロジェクト：原則 45 日以内 

  -実用化・企業化推進事業：原則 70 日以内 

  -技術シーズ育成事業：原則 90 日以内 

  -新エネルギー・省エネルギー関連業務の 

   ｢実証｣及び｢導入普及業務｣：原則 60 日以内

・不正行為を行った事業実施者に対しては厳

しい処分を関係機関の動向等を踏まえつつ

徹底 

・「複数年度契約・交付決定」、「年複数回採択」

等の制度面・手続き面の改善を行うととも

に、事業実施者に対する説明会を毎年度 4

回以上実施 

・事業実施者に対するアンケートで、中期目

標期間中に 8 割以上の回答者から肯定的な

回答を得られるように、事業実施者の利便

性の向上を意識しつつ、制度面・手続き面

の改善を実施 

・委託先の事情により適用できない場合等を

除き、委託事業における日本版バイドール

条項の適用比率 100％とする 

・委託先に帰属する特許権等について、委託

先における企業化の状況及び第三者への実

施許諾の状況等につき調査し、適切な形で

【主な実績】 

○平成 20～24 年度に中間評価を予定した対象プロジェクト 83 件を全て実施。評価結果は、

個別研究テーマ毎に精査した上、計画の見直しやテーマの一部中止、テーマの加速等を

実施。 

○目覚ましい成果を挙げている事業等に対して資金を迅速に投入（平成 20～24 年度実績

249 件）。これら追加資金を投入した事業では、技術開発の促進により、実用化・事業化

割合の向上や時期の短縮等の顕著な成果が創出されつつある。 

○事業実施者の採択にあたっては、十分な審査期間を確保する一方、事業区分ごとに公募

締切から採択決定までの期間目標を設定。その結果、各事業で定められた期間内に概ね

採択を完了。 

（期間を超えたものは、 震災の関係、海外との調整、想定を上回る応募があったこと、条

件付き採択等による実施内容・技術要件・研究体制などの調整で時間を要したこと等が

要因。） 

○不正事業者に対しては、不正金額の返還、契約等停止措置及び処分内容の全件公表。 

○事業者の不正行為に係る告発受付窓口を一元化し、公募資料やホームページ等に告発方

法を掲示するとともに、適正な経費執行を促すリーフレットを配付し、不正行為に対す

る牽制の取組を実施。 

○契約・検査制度や制度改善の取組内容についての事業者説明会を毎年度 4 回、全国主要

都市（7箇所）で開催。 5 年間でのべ 7,531 名の参加があり、多くの事業者へ取組内容

を周知した。 

○不断の業務改善を実施するとともに、その取組に対して事業者アンケートを実施し、目

標値の 8割を大幅に上回る 96％（5年間の平均）の肯定的回答を得た。 

○委託事業における日本版バイドールの適用率は 100％達成。 

○委託先に帰属する特許権等の状況調査を実施し、得られたデータを視覚的にわかりやす

く NEDO ウェブサイト上で公表。 

○調査結果も活用しつつ知財マネジメントに活かすべく、知財マネジメント基本方針を策

定し、運用を開始。 
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対外的に公表 

 

１．研究開発マネジメントの高度化（評価段階）

④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 

・追跡調査の結果として把握される継続事業

の比率を把握し、比率 90％以上に向けた取

組を実施 

・原則として、240 本以上の終了プロジェクト

について逐次追跡調査を実施する 

 

【主な実績】 

○第 2期中期目標期間中に新たに追跡調査の対象となった 99 プロジェクト（平成 19 年度

～平成 23 年度終了プロジェクト）について追跡調査を実施した結果、プロジェクトの成

果を活用して実施される研究開発等の継続事業の比率は 99％であった。 

○240 本以上の終了プロジェクトについて逐次追跡調査を実施し、プロジェクト終了後の

実用化状況等を把握。 

 

１．研究開発マネジメントの高度化 

（社会への貢献、成果の広報・情報発信） 

⑤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 

・標準化においては、以下の項目に関する数

値目標を設定し、その達成を図る 

  1) 研究開発プロジェクトにおける標準化に

係る取組を含む基本計画数：109 件程度 

  2) 機構の事業における ISO 等の国内審議団

体又は ISO 等への標準化に関する提案件

数：27 件程度 

・各部門の研究成果について、幹部による

記者会見等を随時実施 

・「FOCUS NEDO」を毎年度 4回発行するとと

もに、分野毎のパンフレットを定期的に

更新 

・来場者 1 万人超の展示会（産業技術、エ

ネルギー・環境関連）への出展等を毎年

度実施 

【主な実績】 

○標準化について、次のとおり実施。 

①研究開発プロジェクトにおける標準化に係る取組を含む基本計画数：126 件 

②機構の事業における ISO 等の国内審議団体又は ISO 等への標準化に関する   

  提案件数：62 件 

○広報アドバイザーからの専門的な視点を取り入れ、より効果的な広報活動を実施。また、

プレスリリースを 565 件、記者説明会を 95 件実施。さらに、記者に研究現場を公開し、

理解増進を図る現地見学会を 20 件実施。 

○NEDO の取り組み、成果をわかりやすく伝える広報誌「FOCUS NEDO」を毎年度 4回発行。

各分野のパンフレットについても、定期的に更新。 

○「イノベーションジャパン」「Pollutec」等、毎年度来場者 1 万人超の展示会（計 136

件）に出展。また、400 件以上の国内外のイベント等において、取り組みや成果を積極

的に発信。 

○次世代を担う子供たちへ、エネルギー・環境、産業技術への理解と関心を促進するべく、

小中学生向けのイベント等普及啓発を実施。東日本大震災の被災地において出前授業と

して太陽電池工作教室を開催するなど、毎年度 3回以上実施。  

○セミナー、学会、シンポジウム、内外の学会誌、専門誌等に、毎年度 20 本程度（計 113

本）の発表を実施。 

○追跡調査で得られた NEDO プロジェクトの成果の広がり（アウトカム）をウェブサイト、
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・小中学生向けのイベント等普及啓発事業

を毎年度 3回実施 

・実践的研究発表として、機構自身として

第２期中期目標期間中に 100 本以上の発

表をする 

・プロジェクト成果のアウトカムの把握し

情報発信を実施 

ワークショップ、学会等で積極的に情報発信。 

○61 件の上市事例については、取材を行い、開発ストーリー等を NEDO ウェブサイト上で

「NEDO プロジェクト実用化ドキュメント」として一般向けにわかりやすく公開した。 

○NEDO インサイド製品調査を開始し、企業等へのアンケート・ヒアリングにより、過去の

プロジェクト成果の活用状況を把握。関連プロジェクトの国費支出累計は約 6,409 億円

であったのに対し、売上予測累計は約 69 兆円と試算。 

 

２．研究開発の実施（ナショナルプロジェクト）

①ナショナルプロジェクトを適切に実施する 

・プロジェクトの立ち上げに当たっては、パ

ブリックコメントを 1回以上実施 

・事後評価を行う 101 件のプロジェクトにつ

いて、成果、実用化見通し、マネジメント

及び位置付けを評価項目とし、評点法を用

いて「優良」又は「合格」との結果を得た

プロジェクトがどの程度あるかを把握し、

対外的に公表しつつ、第 2 期中期目標期間

において 8割以上が「合格」、6割以上が「優

良」との評価を得るための取組を実施 

・特許出願件数を国内特許については、毎年

度 1,000 件以上、海外特許については毎年

度 200 件以上を目指し、その取得の取組を

実施 

【主な実績】 

○第 2期中期目標期間中の新規プロジェクト等 83 件について、基本計画案と共にパブリッ

クコメントの募集を実施。結果をすべて公開し、適切に反映。 

○ナショナルプロジェクトにおいては、機構外部の専門家等を活用した事後評価を全件に

対して行い、第 2期中期目標期間において 105 件（99％）が合格以上であり、このうち

62 件（58％）は優良の結果を得た。 

○評価結果から抽出した知見や教訓はマネジメントガイドラインへの蓄積、今後のマネジ

メントへの活用を図った。 

○第 2期中期目標期間中の特許出願実績は、国内特許 5,406 件、海外特許 2,649 件（ただ

し、平成 24 年度実績は現在集計中であり、今後増加する。なお、平成 23 年度の場合、

集計時点（平成 24 年 4 月中旬）では、国内特許 891 件、海外特許 293 件であったが、平

成 25 年 4 月 12 日現在では、国内特許 1,220 件、海外特許 457 件）。 

○知的財産に関する研修や知財マネジメント基本方針を公表する等、プロジェクト実施者

の特許に対するモチベーションを高めてきた。 

 

２．研究開発の実施（実用化・企業化促進事業）

②実用化・企業化促進事業を適切に実施する 

・「実用化・企業化促進事業」においては、終

了後 3 年以上経過した時点での実用化達成

率を 25％以上とするという中期計画の達成

に向けて取組を実施 

・イノベーション推進事業については、6割以

【主な実績】 

○平成 15 年度から平成 21 年度までの終了案件の実用化達成率は 31.5％。 

○イノベーション推進事業については、79.2％が実用化見通し「順調」との事後評価結果

を得た。さらに、技術開発段階以降の事業化を促進するため、事業者からの要望に応じ

て技術経営力の強化に関する支援を実施。 
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上が「順調」との評価を得るという中期計

画の達成に向けてマネジメントを実施 

２．研究開発の実施（技術シーズの育成事業）

③技術シーズの育成事業を適切に実施する 

・「技術シーズの育成事業」においては、事業

の実施に基づく査読済み研究論文の予算当

たりの発表数を、技術分野ごとの特徴その

他適当な条件を加味した上で、第 1 期中期

目標期間と同等以上とするという中期計画

の達成に向けた取組を実施 

【主な実績】 

○第 2期中期目標期間中の論文数は、総予算 166 億円で計 3,708 本（22 本／億円）。（第 1

期中期目標期間：5本／億円） 

○研究成果のプレスリリース（157 件）、優れた産業技術シーズや実用化開発の成果を広く

産業界に告知することにより、産業界のニーズを把握するとともに、ビジネスパートナ

ー、ユーザーとの連携強化を促進。 

○技術シーズの育成事業から実用化・企業化促進事業へ切れ目のない支援を実施。 

 

３．人材養成 

○産業技術人材養成を適切に実施する 

・民間企業や大学等において中核的人材とし

て活躍する技術者を、第 1 期中期目標期間

と同等程度養成 

・NEDO フェローについては、養成終了者の追

跡調査等を実施 

【主な実績】 

○ナショナルプロジェクト等への若手研究者の参画等の推進を通して計 6,666 人の人材養

成に貢献。（第 1期中期目標期間実績 計 6,214 人） 

○大学が技術の中核となっている優れた NEDO プロジェクト（コアプロジェクト）のプロジ

ェクトリーダー（PL）の所属大学等や、技術経営に関する国内最高レベルの大学等に拠

点を設け、「コアプロジェクト」の基幹技術や技術経営に関連した、人材育成、周辺研究、

人的交流の実施等の展開を図る「NEDO 特別講座」を実施。平成 20～24 年度は、次世代

ロボット知能化技術やイノベーション政策研究など、社会ニーズを踏まえたテーマを設

定し、人材の育成に努めた。 

 

４．技術経営力 

○技術経営力の強化に関する助言を適切に行う

・技術経営力や研究開発マネジメントノウハ

ウ等に関して機構内や企業の技術開発部門

や企画部門の担当者等への研修を毎年度 1

コース以上実施するとともに、技術経営力

の強化をテーマとしたシンポジウム等を毎

年度 1回以上開催 

・毎年度 1 名の職員を外部の研究開発現場等

に派遣 

【主な実績】 

○研究委託・助成先の中小企業、ベンチャー企業等に対し、NEDO 職員と技術経営アドバイ

ザー（技術経営の専門家・公認会計士・弁理士等）が、技術経営力の強化に関する助言

を実施。（21 事業者、のべ 21 回） 

○職員のマネジメント向上を目的とした「プロジェクトマネジメント研修（のべ 38 講座）」、

「出口戦略強化セミナー（のべ 32 講座）」等、計 18 コースの新規の研修を実施し、マネ

ジメント人材の育成に繋げた。 

○国内最大規模のマッチングイベントである「イノベーションジャパン」（平成 16 年度か

ら毎年実施中）等をはじめとして、NEDO プロジェクトにおける出口戦略強化の取組みに

ついて情報発信を行った。 
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・第 2 期中期目標期間中に 5 名以上の大学に

おける技術経営学、工学等の博士号、修士

号の取得を目指し、必要な知識を習得させ

る 

・実践的研究発表として、機構自身として第 2

期中期目標期間中に 100 本以上の発表を実

施 

・NEDO プロジェクトを核とした「NEDO 特別講

座」を推進 

・良質な技術シーズを発掘するため、機構の

事業に対する応募に係る相談対応を毎年度

2回以上実施 

○技術開発マネジメントのノウハウを習得させるため、プロジェクトの技術開発現場に毎

年度（計 4名）派遣。 

○効果的なプロジェクト立案・設計、プロジェクトマネジメント手法、技術経営論等を研

究するため、国内外の大学院へ職員を毎年度派遣し、4名修了及び 6名派遣継続中。 

○セミナー、学会、シンポジウム、内外の学会誌、専門誌等に、毎年度 20 本程度（計 113

本）の発表を実施。 

○人材育成、周辺研究、人的交流の実施等の展開を図る「NEDO 特別講座」を 13 講座 16 拠

点にて実施。全体で 600 回以上の講座を開催し、のべ 13,430 名以上が受講。また 44 回

のシンポジウムを開催しのべ 5,680 名以上が参加。 

○テーマ公募型事業の公募時期に合わせて、公募説明会（5 事業、のべ 205 回）や、個別

相談会（4事業、のべ 92 回）を開催。その他、大学等において制度説明会（のべ 124 回）

を開催。 

 

 

（注）各事項の評点はＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点の５段階。総合評定は、各年度の評点を単純平均して算出し、5.0≧ＡＡ＞

4.5≧Ａ＞3.5≧Ｂ＞2.5≧Ｃ＞1.5≧Ｄ＞1.0 としている。 
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２－２．サービスの質の向上（新ｴﾈﾙｷﾞｰ・省ｴﾈﾙｷﾞｰ導入普及関連業務等） 

評定結果 
＿＿＿（       ） 

２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ  

各年度の評定から算定される 

総合評定 
（４点＋４点＋４点＋４点）×１／４＝    点      

評価のポイント 

○よく実施してきた。 

○この分野は文字通り NEDO がその本領をいかんなく発揮すべきところだが、そういった意味でも良い結果を出

していると思う。とはいえ、世界が必要とする GHG 削減とのギャップは非常に大きい現実。さらには、新エネ

や省エネが果たすべき役割などを考慮するとまだまだこれから行くべき道は険しいものがある。今後ともその

名にふさわしい貢献を期待する。 

○当初計画をはるかに上回る温室効果ガス排出削減の実績を上げた。 

○時流が大きく変化するなかで対応の難しい面もあったが、結果は評価すべきものとなっている。 

○省エネルギー効果は期待以上の削減実績に結びついている。海外展開もアジアなどで実績を上げており、国際

貢献も評価できる。新エネルギーについては枠組みとしての展開は評価できる。スマートグリットなど新しい

展開にも積極的に取り組んできたことは今後の展開にさらなる期待を募らせる。ただ、新エネ技術の未熟さや

欠点も表面化しており、NEDO の守備範囲を越えるところもあるが、適切なカバーを期待したい。 

○導入普及事業は計画以上の成果を達成したと評価できる。 

○新エネルギー・省エネルギー導入普及に関しては、十分な成果を上げた。ただし、国内に関しては自然再生エ

ネルギー買い取り制度の実現による爆発的な普及が進むなど、補助支援と同時に政策との整合性を強化する必

要があろう。また、海外では、実証事業の後に続く受注につなげる必要があるが、インフラビジネスとして企

業のリスクを補完するなどの政策との整合性が求められよう。特に最近は途上国でのコンセッション方式によ

る受注が多くなり、政策的整合性の重要性が高まっている。 

○積極的に活動を行ない、理解を促進してもらっている実績も伴い業務の評価は高い。 

○政府レベルの温室効果ガス排出量の削減方針に従って取組みがなされ、国際事業においても、着実に実施して

成果をあげている。新エネルギー、省エネルギーの導入普及においては、国民へ理解を求めることが必要であ

り、説明会を開催したり、意見交換会を開催したりと、積極的な情報発信をおこなっている。 

○年度計画を超えて、省エネルギー導入普及関連事業を展開した。 

○エネルギー関連の国際事業を積極的に展開し、年度計画を超えた成果を上げている。 
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個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

①政府レベルの温室効果ガス排出量の削減方針

に資する具体的な取組を行う 

【主な実績】 

○設備導入補助事業により省エネルギーを推進。「エネルギー使用合理化事業者支援事業」

（平成 10 年度～平成 23 年度）において、事業の有効性・効率性の向上のため、省エネ

ルギー目標（営業所・事業所単位で 1％の削減）、 「省エネルギー効果」、「費用対効果」

を踏まえて政策的意義の高いものと認められる設備導入を支援。 

○省エネルギー効果は、当初計画を上回る形で推移。これまでの累積で約 380 万 kl／年（原

油換算）の温室効果ガス排出削減の実績。 

 

②エネルギー関連の国際事業を着実に実施し、

成果を挙げる 

【主な実績】 

○90 年代初頭から実施した実証事業を通じ、日本の優れた省エネ技術がアジアを中心に着

実に普及。第 2 期中期目標期間では、原油削減効果として約 493 万 kl／年、CO2排出削

減効果として約 1,335 万トン／年を実現。標準化にも寄与。 

○日本の技術を国内外に展開する際に発生しうる課題を抽出し、当該地域において最適な

水循環システム（省エネ目標：30％以上削減）の実証研究を実施。計 15 件の可能性調査

（FS）を実施し、実施可能性等が確認された 8案件（UAE、中国、オマーン、オーストラ

リア、ベトナム、シンガポール 2 件、国内）について実証研究に移行した。着実に運転

管理ノウハウを獲得しつつありショーケースとして案件創成を実現。 

○石炭は採掘により減耗するとともに、近年のアジア諸国等の経済成長に伴う需要の増加

から、我が国への海外炭の安定供給を確保は重要な課題。このため、継続的な資源調査

や産炭国との重層的な関係強化等の業務を着実に実施。第 2 期中期目標期間中は「海外

炭開発可能性調査」等の資源調査事業で約 20 億トンの石炭資源量を把握した。 

○我が国の高効率発電技術、CCS 技術、運転管理技術等の石炭高効率システムの海外普及

を促進するための FS 事業を実施。本調査事業の各テーマが全て事業化した場合に得られ

る CO2削減量の合計は、約 5～7百万トン CO2 ／年を見込んでいる。 

 

③新エネルギー・省エネルギー導入普及を効果

的に進めるための工夫を行う 

【主な実績】 

○北海道洞爺湖サミットにおいて NEDO の事業成果を一体的に情報発信。 

○新エネルギー、省エネルギー設備の導入を希望する事業者が、より効果的・効率的に導



 15 

入ができるようにガイドブック及び事例集を作成（改訂）した。 

○再生可能エネルギーやスマートグリッドについて、国内外の最新技術動向を調査、技術

ロードマップを策定し、新たに「NEDO 再生可能エネルギー技術白書」として取りまとめ、

PDF 無料公開及び書籍化を実施。 

○再生可能エネルギーの導入検討に活用できる「日射量データベース」、「局所風況マップ」、

「バイオマス賦存量マップ」等を NEDO ウェブサイトで公開。 

○北海道稚内市と山梨県北杜市において大規模太陽光発電システム（メガソーラ）を用い

た実証事業を実施し、様々な技術的・制度的知見を集積。これらの成果をもとに、メガ

ソーラ導入の手引書及びメガソーラの建設を支援するシミュレーションツールを作成し

公開。活用法について説明会も実施し、のべ 552 名が参加。 

○上海万博の日本館においてゼロエミッションタウンや水資源問題への展示協力を行い、

我が国のエネルギー・環境技術を国際的に発信。 

○平成 18 年度から毎年度「再生可能エネルギー世界展示会」を開催。新エネルギー等に係

る NEDO 取組や最新の成果について幅広く紹介。また、我が国の将来における省エネルギ

ーに係る取り組みを考察する事を目的として、平成 20 年度より毎年度「省エネルギー技

術フォーラム」を開催した。 

○NEDO が事務局を務める「スマートコミュニティ・アライアンス（JSCA）」と共催で、国

内外の専門家を集め、「スマートグリッド」を活用した次世代社会のあり方に関する議論

を平成 22 年度から毎年開催し、のべ約 7,700 名が参加。 

 

④新エネルギー・省エネルギー導入普及事業に

より、CO2削減に貢献する 

【主な実績】 

○新エネルギー・省エネルギーの実証試験、導入普及業務により、第 1 期中期目標期間の

導入普及業務の実績を含めて 1,781 万トンの CO２削減効果をあげた。 

 

 

（注）各事項の評点はＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点の５段階。総合評定は、各年度の評点を単純平均して算出し、5.0≧ＡＡ＞

4.5≧Ａ＞3.5≧Ｂ＞2.5≧Ｃ＞1.5≧Ｄ＞1.0 としている。
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２－３．サービスの質の向上（クレジット取得関連業務） 

評定結果 
＿＿＿（       ） 

２０年度：ＡＡ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ、２４年度：● 

各年度の評定から算定される 

総合評定 
（５点＋４点＋４点＋４点＋●点）×１／５＝    点      

評価のポイント 

○順調であった。 

○これは NEDO にとっては突然の任務であったが、NEDO はその本領を発揮して、政府目標をほぼ達成しただけで

なく、日本の技術などその特性を生かした案件で多くの国々との協力関係を構築できたのは非常によかったと

思う。CO2  GHG 排出の削減は待ったなしの問題なので、ここで得た知見や経験が日本のみならず世界でも共有

されることを願っている。 

○政府目標の約 1億トン（CO2）の約 93％を取得後移転完了した。 

○計画通り、順調に推移。評価できる。 

○特にラトビアで実施されている多様な展開は期待以上の成果を生んでおり、世界的な評価にもつながってい

る。しかし、こうした展開が国民にはほとんど伝わっていない。総合的にクレジット取得に関連した事業を広

報する手段を考えるべきではないか。 

○クレジット取得は GIS 中心に効率的・効果的に目標以上の達成をしたと評価できる。 

○今後の国際的環境対策の方向性は不透明な部分があるが、NEDO 事業としては十分に目標を達成している。特に

政情が安定しない相手国などに関しても、効果的交渉により事業進捗させてきていることは高く評価される。 

○効率的なクレジット取得についても概ね順調に進捗してきていると評価できる。 

○海外との連携に関して、着実に実施されており問題ないと思われる。 

○日本技術移転を目的としたセミナー等を実施し、各国環境対策を着実に行い、海外事業所を積極的に活用し、

クレジットの確実な維持･管理を行っている。どのくらいの規模で、どの程度まで広げた事業にするのか。 

○年度計画を超えてクレジット取得関連業務を行った。 

○当該事業に関して、積極的な国際展開を図っている。 
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個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

①所要のクレジット購入契約及びクレジット取

得を行う 

【主な実績】 

○京都メカニズム関連事業に関する NEDO の知見を活用し、様々な手段による情報収集や関

係機関との連携等により、計画的なクレジット取得と政府への確実な移転を実施。 

○総契約量（累積）9,752.8 万 t-CO２に対し総移転量（累積）9,365.4 万 t-CO２となり、政

府目標（約 1億 t-CO２）の約 93％を移転完了。 

 

②クレジット購入契約にあたり費用対効果を上

げるための取組を実施する 

【主な実績】 

○キャパシティ・ビルディング等の実施を通じ、環境対策において日本技術を貢献させる

とともに、GIS の資金の一部が日本企業の参加促進に活用される仕組みを導入。 

○チェコでは、GIS により住宅（戸建て及び集合住宅）の省エネプログラム（例：断熱、

ヒートポンプの設置等）を実施。 NEDO の GIS 資金は、約 4 万件の申請に対して全額支

出済み。省エネプログラムの実施により同国の閣僚や政府高官からも、景観美化や快適

な生活への寄与など目に見える形での改善がなされたことに対する謝辞があり、同国の

本事業への評価は非常に高い。 

○ラトビアでは、専門学校及び民間企業の工場において、81 件の省エネ（断熱、化石燃料

から再生可能エネルギー使用への転換等）プロジェクトを実施中。また、教育機関にお

ける啓発活動及び放送機関を活用した啓発活動を実施し、ラトビア国民の環境意識向上

に寄与。 

○ポーランドでは、政府建物（オペラ劇場、国立図書館等）及び地方自治体建物（学校、

病院等）の省エネプログラム（例：断熱、ヒートポンプの設置、照明の交換等）を実施。

政府建物で 16 件、地方自治体建物では 63 件のプロジェクトを選定し、着実に事業を実

施中。 

○ウクライナ政府上層部への積極的アプローチ、ウクライナ環境投資庁（SEIA）との集中

的協議の実施により、日本企業がウクライナにおけるグリーニング活動に参加できるよ

う環境整備を推進。日本の技術の活用を想定した事業の迅速かつ確実な実施に向け大き

く貢献。 
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③事務効率化に向けた取組を行う 【主な実績】 

○CDM 直接取得では、厳格な国連審査に的確に対応し、CER の発行が見込める案件について

は、早期に発行が行えるよう手続き・申請等を実施。また、国連登録が見込めない案件

については、契約を解除する等事務の効率化を図った。 

○CDM 規定を厳守し、状況の変化に的確に対応して、CER 移転を確保。具体的には、陝西省

製鉄副生ガス発電案件、禹城バイオマス案件、江西省功閣水力案件の 3 件について CER

移転を達成。 

○ホスト国のモニタリングや日本の環境技術の GIS 組込み等のため、本部と連携を図りな

がら、海外事務所を積極的に活用。 

○事業の公平性・透明性確保のため、外部有識者による事業評価を実施し、効率的な業務

に努めていること、特に GIS の実施の仕組みの構築や日本技術導入のための取組等につ

いて高い評価を得た。 

 

（注）各事項の評点はＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点の５段階。総合評定は、各年度の評点を単純平均して算出し、5.0≧ＡＡ＞

4.5≧Ａ＞3.5≧Ｂ＞2.5≧Ｃ＞1.5≧Ｄ＞1.0 としている。 
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３．業務運営の効率化に関する事項 

評定結果 
＿＿＿（       ） 

２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ、２４年度：● 

各年度の評定から算定される 

総合評定 
（４点＋４点＋４点＋４点＋●点）×１／５＝    点      

評価のポイント 

○よくやってきているが一段と努力も必要。 

○業務運営の効率化は順調に進んできていると思う。これは言わずもがなのことだが、効率化の目的は研究者な

ど NEDO で働く人々の意欲を高め一層の効果を上げるためである。とすれば、これからも引き続き効率化は進め

ていくと思うが、それは単なる数字目標の達成ではなく、中身のある費用削減になっていくことを期待する。 

○国内組織の見直しや、海外拠点の開設などを適切に行ってきた。 

○年度ごとに計画が的確に実施され、成果を上げている。 

○事業拠点の見直し、縮小、再配置などが適切に行われ、国内、国外で NEDO の事業展開が見えるようになってい

る。人材の配置も新しい視点が導入され、効率的な業務の運営に寄与している。職員の研修や派遣、シンポジ

ウムなどが多様に展開され、成果を上げている。 

○業務運営に関しては質の低下を招くことなく効率化を十分に達成していると評価できる。 

○柔軟な組織改革、職員研修、人事評価など適切に運営されている。 

 ただし、外部人材登用に関しては、高い技術知見を持つ人材に偏重している印象である。激しく国際経済環境

が変化する中で、企業経営人材の積極的登用が求められる。技術最高、ビジネス後退では、研究開発支援の効

果を発揮できないのではなかろうか。 

○業務運営に関しても着実に効率化の成果が挙がってきていると高く評価できる。 

○効率化は、職員の能力向上、意欲向上が重要であり研修制度などを活用し組織としてきちんと運営されている。 

○柔軟かつ機動的な組織体制、効率的な人材配置、外部人材の登用など組織の効率化が図られている。また、職

員研修も充実しおり、能力向上と、意欲向上が図られているものと思われる。 

○年度計画を超えて、業務運営の効率化が図られている。 

○適切な人事・組織運営が行われている。 

○職員給与の在り方は、極めて専門性の高い業務が多く、最高レベルの人材の糾合が必要であり、人材ポストの

差別化などによる求める人材に魅力ある待遇の提示も、効率化以上に必要である。 

○役職員の給与水準は、他よりも若干高いが、研究開発のマネジメントのプロ集団からいって、やむを得ない。 
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個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．組織・人事等 

①柔軟かつ機動的な組織体制を構築する 

・事務所等の見直しを行う 

 

【主な実績】 

○第 2期中期目標期間を通じて、柔軟に組織を見直し、スタート時「20 部 3 地方支部」体

制を中期目標期間末において「17 部室 1 地方支部」体制とする「▲3 部室（6 減 3 増）

▲2地方支部のスリム化」を達成した。 

○新設による機能強化：「監事室」「国際部」「スマートコミュニティ部」 

○閉所       ：「北海道支部」「九州支部」 

○統合による再編強化：「総務企画部設置」「機械部」「ナノテクノロジー部」「省エネ部」

「燃料電池部」「石炭部」 

○国際事業の拠点としてワシントン、欧州(パリ)、バンコク、北京の海外事務所に加え、

平成 20 年度はインドにニューデリー事務所、平成 22 年度にはアメリカにシリコンバレ

ー事務所を開設。ジャカルタ事務所についてはその機能をバンコク事務所に統合し平成

20 年度に閉所 

○「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、他法人との海外事務所共用化を実現。 

 

②業務の効率的な実施に向けた人材配置を行う

 

【主な実績】 

○技術開発現場での効率的・効果的なマネジメントを実施するため、プロジェクトの技術

開発現場（東京大学先端科学技術研究センター 、東北大学未来科学技術研究センター、 

NEDO 革新蓄電池開発センター ）に職員を 4名派遣。 

○グリーン投資スキーム（GIS）のグリーニング（環境対策）を確実にモニタリングすると

ともに、我が国の環境技術を GIS プロジェクトに組み込むために専門駐在員を欧州事務

所に派遣。 

○再生可能エネルギー技術の国際展開を図るため、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）

へ職員を派遣。人的交流を通じて両機関の関係を深め、平成 24 年 1 月には協力協定書

（MOU）を締結。 

○地域の有望技術シーズ・ニーズ発掘及び本部との架け橋となるイノベーション・オフィ

サーとして職員（3 名）を各支部に配置。各地域からのテーマ公募型事業への申請増加

に貢献（シーズ発掘 約 2,600 件、広報活動 約 450 件）。 
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③外部人材を積極的に登用する 

 

【主な実績】 

○ナショナルプロジェクトにおいては、指導力と先見性を有するプロジェクトリーダー

（PL）、サブプロジェクトリーダー（SPL）を外部から登用。高い技術的知見による実効

的な技術指導と NEDO のマネジメント機能の高度化に貢献。 

○NEDO 特別講座の講師として外部の専門家を登用し講座を開催。日本及び海外の特定技術

に関する専門家を講師としてむかえ、総合的なカリキュラムによる講座を開講し、人材

育成に寄与。 

○プログラムマネージャー（PM）及びプログラムディレクター（PD）を年平均 15 名登用し、

プロジェクトの統括、潜在的なニーズ・シーズの発掘、運営全般に係る制度整備・運営

の指揮等を行い、戦略的なプロジェクトマネジメントに貢献。 

○新技術調査委員（年平均 24 名）のネットワーク活用し、技術開発シーズの発掘やテーマ

公募型事業の紹介等、地域の有望技術シーズの発掘・育成に寄与。 

 

④職員の研修等により能力向上を図る 

・第 2 期中期目標期間中に新規の研修コース

を 5コース以上設置する 

・技術経営力に関する機構内職員の研修を毎

年度 1コース以上実施 

・技術経営力の強化をテーマとしたシンポジ

ウム等を毎年度 1回以上開催 

・毎年度 1 名の職員を外部の研究開発現場等

に派遣 

・第 2 期中期目標期間中に 5 名以上の大学に

おける技術経営学、工学等の博士号、修士

号の取得を目指し、必要な知識を習得 

・実践的研究発表を機構自身として第 2 期中

期目標期間中に 100 本以上の発表を実施 

【主な実績】 

○NEDO のプロジェクト立案能力、マネジメント能力を更に強化するため、プロジェクト担

当者を対象に『プロジェクトマネジメント研修』（のべ 38 講座）、『出口戦略強化セミナ

ー』（のべ 32 講座）等、計 18 コースの新規の研修を実施。 

○新規着任者研修にプロジェクトマネジメントの基礎研修を取り入れることにより、着任

者の即戦力化を図った。 

○業務のグローバル化に対応するため、国際部門職員及び固有職員を対象に、e-ラーニン

グを実施する等、語学力強化の研修を実施した。さらに、海外大学院等に職員を派遣し、

職員の国際感覚醸成を図った。 

○国内最大規模のマッチングイベントである「イノベーションジャパン」（平成 16 年度か

ら毎年実施中）等の展示会・国際会議・成果報告会・セミナー等の開催をはじめとして、

NEDO プロジェクトにおける出口戦略強化の取組みについて情報発信を行った。 

○技術開発現場でのマネジメント能力の向上を図るため、プロジェクトの技術開発現場（東

京大学先端科学技術研究センター 、東北大学未来科学技術研究センター 、NEDO 革新蓄
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 電池開発センター ）に職員を 4名派遣。 

○さらに、効果的なプロジェクト立案・設計、プロジェクトマネジメント手法、技術経営

論等を研究するため、国内外の大学院へ職員を派遣。（4名修了及び 6名派遣継続中） 

○セミナー、学会、シンポジウム、内外の学会誌、専門誌等に機構自身として、113 本の

発表を実施。 

 

⑤適切な評価制度を行うことにより職員の意欲

向上を図る 

・平成 20 年度より適用した人事評価制度の運

用の定着化を図る 

・人事評価制度に対する理解度向上のための

研修に加え、管理職に対する部下の管理・

育成能力強化のため、管理職向けマネジメ

ント研修を実施する 

 

【主な実績】 

○平成 20 年度から導入した人事評価制度の定着化を図るため、上司と部下とのコミュニケ

ーションの場（目標設定面談、中間面談、自己評価、フィードバック面談）を必須化し、

職員の納得度、業務遂行の動機付け及び意欲を向上。 

○新規着任者に対する研修および評価者に対する研修を実施し、評価制度の理解促進と評

価者間での評価レベルのバラツキを防止。 

○アンケートにより評価制度への理解度を把握した結果、最終的には 98％の理解度を得て

いる。 

 

２．業務の効率化、その他 

①業務全般の PDS サイクルを確立し、運用する

 

【主な実績】 

○企画段階では、NEDO 職員自らが新たなプレーヤーや技術シーズの発掘等を実施。 

○実施段階では、中間評価結果を受け、計画の見直しや絞り込み、テーマの加速等を実施。 

○事業終了後は、事後評価、追跡評価等を実施し、その結果から得られた知見や教訓を今

後のマネジメントへ活用すべく、NEDO 研究開発マネジメントガイドラインに反映。 

○産学官連携プロジェクトの知財マネジメントの強化を図り、国民経済へのアウトカムの

最大化を図るため、「知財マネジメント基本方針」の改訂(第 2版)及び公表。平成 25 度

新規事業から順次適用予定。 

 

②業務の電子化を推進する 

・次期 PC-LAN システムを調達し、新システム

への円滑な移行を図る 

 

【主な実績】 

○バイドール調査・追跡調査を Web 上で実施出来るシステムを開発 

○ブラウザのアップデートによる Web サイトの閲覧に係る脆弱性対策の強化 

○ブラックリスト・ホワイトリスト等の管理・適用によるセキュリティ対策の強化 

○役職員レベルでの情報セキュリティ対策向上のための教育、外部講師による講習会及び

自己点検を実施 
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③環境保全に向けた取組を行う 

・環境報告書を作成・公表するとともにその

内容の充実を図る 

・平成 24 年度において平成 18 年度比 6％削減

の達成に向けた取組を実施 

 

【主な実績】 

○「温室効果ガス排出抑制等のための実施計画」に基づき、排出量を集計し、HP で公表（毎

年度 6月）。  

○エネルギー・環境問題の解決に向けた事業の成果と環境配慮の取組をまとめた「環境報

告書」を 作成・HP で公表（毎年度 9月）。 

○執務室フロアへの LED 照明の導入、サーバー室の削減等、環境保全及び温室効果ガス排

出抑制に資する取り組みを実施し、24 年度に基準年度（18 年度）比 48.4％※削減を実

現し、「温室効果ガス排出抑制等のための実施計画」における削減目標（18 年度比 6％削

減）を達成。（25 年 6 月に HP で公表予定）。 

 ※暫定値であり、平成 25 年 11 月頃に確定見込み 

 

④一般管理費の平成 19 年度比 15％の削減を業

務効率化の観点から適切に実施する 

・一般管理費については、第 2 期中期目標期

間の最後の事業年度において平成19年度比

15％を上回る削減に向けた取組を実施 

 

【主な実績】 

○業務効率化等による人件費等の削減、競争入札による調達費用の削減、賃借料の見直し

等を実施し、平成 19 年度比▲22.7％を達成。 

 

⑤総人件費平成 17 年度比 5％の削減を業務効率

化の観点から適切に実施する 

・平成 22 年度までの 5 年間において平成 17

年度比 5％削減を図るとともに、人件費改革

の取組を平成 23 年度まで継続する 

・平成 24 年度においても総人件費の抑制を業

務効率化の観点から適切に実施する 

 

【主な実績】 

○『役職員の月例支給額及び賞与の引き下げ』、『民間出向者の抑制及び退職者の不補充に

よる人員削減』、『国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に準じた給与及び

賞与の減額』等を実施し、平成 23 年度の総人件費は平成 17 年度比▲21.8％を達成。 

○平成 24 年度においても総人件費の抑制に努め、平成 17 年度比▲27.7％を達成。 
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⑥事業の平成 19 年度比 5％の効率化を業務効率

化の観点から適切に実施する 

・事業については、第 2 期中期目標期間の最

後の事業年度において平成 19 年度比 5％を

上回る効率化に向けた取組を実施 

・実施プロジェクト数が平成 19 年度の数を上

回らないようにする 

 

【主な実績】 

○平成 24 年度の事業費予算は、事業の効率化や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）に沿った縮減・重点化を通じて、平成 19 年度比

▲726 億円（▲39.0％）。 

○実施プロジェクト数を、平成 24 年度には 64 に重点化（平成 19 年度 120）。 

 

⑦補正予算等により追加的に措置された交付金

及び補助金について適切に活用する 

 

【主な実績】 

○平成 20 年～23 年度補正予算により追加的に措置された運営費交付金、補助金について

は、その補正予算が措置された背景を踏まえ、委託契約の締結、補助金の交付決定を、

全て予算措置された年度内に行った。また、平成 24 年度に措置された補正予算について

は、日本経済再生に向けた緊急経済対策のために措置されたことを踏まえ、迅速に公募

を開始した。 

 

３．内部統制 

○コンプライアンス体制を整備し、内部統制を

実施する 

・法人の長がリーダーシップを発揮して内部

統制の取組を推進 

・コンプライアンスに関する規程類やマニュ

アルの整備、職員研修を毎年度 4 回以上実

施 

・独立行政法人制度に基づく外部監査の実施

に加え、内部業務監査や会計監査を毎年度

必ず実施 

 

【主な実績】 

○機構運営の重要事項は、理事長が統括する運営会議において審議する体制を取るととも

に、運営会議に監事も出席し必要に応じて意見を陳述することで、理事長のリーダーシ

ップ及び内部統制機能強化と監事の監査機能強化を確保。 

○年度計画の策定にあたり、総務企画部に担当者を配置して、各事業部の設定目標を機構

内横断的に徹底して審査することで、設定目標が緩まないような仕組みを構築し、高い

目標を目指し効率的な方法となっているのかを常にチェックしつつ、業務の有効性と効

率性を確保。 

○プロジェクト毎に中間評価及び事後評価を行い、評価結果から得られた知見・教訓等に

ついて、個別プロジェクトの最適な運営に反映すべく、プロジェクトマネジメントガイ

ドラインとして集約することで、組織で取り組むべき課題やリスクとして、常に職員間

で共有。 

○監事監査、内部監査、契約監視委員会及び契約・助成審査委員会について、理事長への

報告を制度化。開催毎に報告を実施。 

○理事長をヘッドとするコンプライアンス推進委員会を開催し、理事長自らコンプライア
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ンスの重要性を役職員に指導。コンプライアンス上問題のある案件は、総務企画部でマ

ネジメントし、迅速に、逐次、理事長に上げる体制を構築。 

○法人のミッション等を記載したコンプライアンスマニュアルを作成・配布し、ミッショ

ン及びコンプライアンスの基本的考え方を役職員に対し周知徹底。 

○外部講師によるコンプライアンス研修 15 回、コンプライアンス推進室職員による基礎研

修 11 回を実施することで、職員のコンプライアンスに対する意識の向上、問題事例等の

共有化を推進。 

○内部監査は、前年度の業務実績に対する業務監査及び会計監査を毎年度実施するととも

に、内部監査計画を作成して計画的に実施。 

○平成 22 年度よりサーバーを外部データセンターに移設するとともに全役職員にスマー

トフォンを配布。災害等の発生時におけるシステム及びデータの保全並びに役職員の連

絡手段を確保している。 

○平成 24 年度に、利益相反排除のための措置に関する規程を作成。 

 

４．業務・システムの最適化 

○業務・システムの最適化について、計画を策

定し、実施する 

 

【主な実績】 

○NEDO PC-LAN 最適化計画に基づいた NEDO 情報基盤サービスの導入 

○業務システム系サーバーの更新計画の策定及び実施 

○情報提供系サーバーの統合・クラウド化の実現。運用管理の強化・合理化及びセキュリ

ティ対策を強化 

 

５．官民競争入札等の活用 

○官民競争入札等の活用・検討を行う 

 

【主な実績】 

○研究開発関連業務、新エネルギー・省エネルギー導入普及促進関連業務及びクレジット

取得関連業務においては、民間活力の活用を前提として、原則全て企画競争・公募を実

施の上、民間企業等に委託又は補助金の交付により業務を実施。 

○管理業務においても、情報基盤サービス関連業務、ウェブサーバー運用保守業務等につ

いて、一般管理費の削減等の観点から可能な限りアウトソーシング化し競争入札を活用。 

○現行の情報基盤サービス業務（～平成 27 年 10 月）の後継事業を国の公共サービス改革

基本方針に基づく官民競争入札等の対象として選定。 
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＜入札・契約に関する事項＞ 

○入札・契約を適正に行う 

・契約に係る基準を整備し、公表を実施 

・契約に係る規程類を整備・公表し、適正な

運用に努める 

・審査体制の整備等の契約の適性実施確保に

努める 

・契約の適正実施確保や一般競争入札等の実

施に努める 

・競争性のある契約方式における国の水準を

上回るようにする 

 

【主な実績】 

○「随意契約の公表に係る運用指針」に基づき、契約の内容についてホームページで定期

的に公表を実施。 

○国の基準とも一致した契約に係る規程類（会計規程等）を整備するとともに、ホームペ

ージにて公表を実施。 

○職員向けの契約検査業務研修の実施、事業者向け説明会の開催（四半期毎に全国 4～7

箇所で開催）等により契約の適正実施確保に努めた。 

○平成 22 年 4 月に「随意契約等見直し計画」を策定し、契約監視委員会を継続的に開催し、

随意契約や一者応募等の点検・見直しを実施。研究開発等で一者しか提案がなかった場

合に公募期間の延長やメール配信サービス登録の慫慂等、一層の競争拡大に努力。 

○これらの結果、第 2 期中期目標期間中すべてで「競争性のある契約方式」は国の水準を

上回った。 

 

＜役職員の給与等に関する事項＞ 

○役職員給与等の水準を妥当性のあるものとす

る 

・役職員給与等の水準の国家公務員や民間企

業と比較しての適切性 

・レクリエーション経費・その他法定外福利

費・諸手当の適切性 

・行政改革の重要方針に基づく人件費改革の

進捗 

・給与決定に関する特筆すべき事項 

 

【主な実績】 

○ラスパイレス指数は、国家公務員の水準を上回るものの、平成 20 年度と比較し減少傾向

を維持している。（なお、平成 23 年度は、国が先行して「国家公務員の給与の改定及び

臨時特例に関する法律」に準じた給与の減額を行ったため増加） 

○総人件費については、 『役職員の月例支給額及び賞与の引き下げ』等を実施することに

より、平成 23 年度は目標を上回る平成 17 年度比▲21.8％を達成。 

○評価結果に基づき、賞与においては、引き続き最大±15％の支給率の差を設けるととも

に、昇給においては 5段階に分けて反映。 

○その他諸手当については、原則国家公務員と同様の支給。 

 

（注）各事項の評点はＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点の５段階。総合評定は、各年度の評点を単純平均して算出し、5.0≧ＡＡ＞

4.5≧Ａ＞3.5≧Ｂ＞2.5≧Ｃ＞1.5≧Ｄ＞1.0 としている。 
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４．財務内容の改善その他に関する事項 

評定結果 
＿＿＿（       ） 

２０年度：Ａ、２１年度：Ｂ、２２年度：Ｂ、２３年度：Ａ、２４年度：● 

各年度の評定から算定される 

総合評定 
（４点＋３点＋３点＋４点＋●点）×１／５＝    点      

評価のポイント 

○しっかり取り組んできた。 

○財務内容の改善には前進が見られたのはよかったと思う。財務内容の改善は単にお金の話ではなく、組織全体

の効率性や効果的運営とも非常に密接に絡んでくる。そうした意味でこの分野での改善に一層取り組んでいか

れることを期待している。 

○監査全体体制は、適切に整備・運用されている。 

○財務内容の改善が的確に行われている。 

○計画的な内部監査の実施。検査体制の強化によるコンプライアンスの構築。保有資産の有効活用など適切に実

施された。 

○財務内容は適切に効果的に処理運営されている。 

○監査体制、検査体制、保有資産処理・運用、知財管理、競争入札の徹底、関係法人の削減・管理、等々効果的

に処理・運営されている。運営費交付金債務残高が計画を上回ることになったが、プロジェクト相手方の事情

によるものであり、債務圧縮に引き続きの努力が求められるものの、やむを得ない側面もあると考える。 

○財務内容についても年度により変動はあるものの概ね改善の状況が見られ目標水準にほぼ達成できていると

評価できる。 

○事業効率化の取組みがなされ、無駄なく着実に運営がなされていると評価できる。 

○財務に関しては、内部監査を実施、検査体制の強化によるコンプライアンス体制の構築、保有資産の利用把握

から有効利用、さらには交付金債務の適正化への取組みなど、財務は適正に改善され実施されている。 

○財務内容の改善など年度目標を超えて達成している。 
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個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
中期目標期間の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

○計画的に内部監査を実施する 

・独立行政法人制度に基づく外部監査の実施に

加え、内部業務監査や会計監査を毎年度必ず

実施 

 

 

【主な実績】 

○監事監査との重複を避け、かつ監査内容の情報共有を図るため、監事との情報交換によ

り効率的な内部監査を実施。また、会計監査人と内部監査の状況を情報共有することで、

内部統制について確認。 

○監査計画を作成して、計画的な監査を実施するとともに、効果的に行うため、監査チェ

ックリストを作成して、業務監査及び会計監査を実施。 

 

○検査体制の強化等によりコンプライアンス体

制の構築を図る 

・不正行為を行った事業実施者に対しては厳

しい処分を関係機関の動向等を踏まえつつ

徹底 

・受託者や補助事業者に対してもコンプライ

アンス研修を毎年度 4回以上実施 

・不正事業者の抑制に向け、新規の受託者や

補助事業者のうち過去に公的資金の受入実

績がない者に対する経理指導を全件実施 

・不正事業者に対して厳正な対応を図るため、

不正を行った者に対する処分は全件公表す

るといった措置を徹底 

 

【主な実績】 

○不正事案について、悪質な事業者に対しては最大 6 年間の補助金等交付及び契約を停止

するとともに、処分内容を公表するなど、5年間で 15 件の事案に対して厳しい処分を行

った。 

○不正行為の抑制等の取り組みとして、毎年 4 回、全国主要都市で事業者に対する検査研

修（コンプライアンス研修）を開催し、5 年間で延べ 2,289 名の参加者に対して、公的

資金の適正な執行の啓蒙を図った。 

○また、新規事業者や公的資金を初めて受け入れる事業者に対しては、採択決定時にその

都度、新規事業者を集めた事務取扱説明会や現地での個別の経理指導を実施した。 

 

○保有資産について、利用状況等を把握し有効

活用を図る 

・実物資産の保有の必要性や規模の適正性 

・利用率の低い資産の妥当性 

・業務への供用を終了した研究開発資産の売

却手続きの迅速化に向け、処分手続きの短

縮につながる改善を引き続き実施する 

【主な実績】 

（実物資産について） 

○「独立行政法人整理合理化計画」を踏まえ、実物資産の保有する必要性の見直しを行い、

鳥飼敷地、福岡地行敷地、祖師谷宿舎及び桜新町倉庫を一般競争入札により売却。 

○「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、区分所有宿舎、粕屋敷地、太宰府敷地、吉塚倉庫及び研究施設を一般競争入札

により売却、白金台研修センターについては現物による国庫納付を完了。 
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・金融資産については、これまでの分析結果

も踏まえ、必要に応じ現行の運用方針への

適切な反映を図り、効率的な運用に努める

・知的財産等の保有の必要性や規模の適正性

・減損又はその兆候、減損等の要因 

・「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本

方針」への対応 

・その他、不要財産の国庫返納を行う 

 

○土地・建物の売却にあたっては、外部有識者による「NEDO 保有資産の処分に係る審査委

員会」の助言を得つつ、必要に応じて不動産鑑定評価による市場調査を行い一般競争入

札を実施。 

○研究資産については、平成 20 年度に NEDO の事業部門と管理部門の情報共有体制を構築

し、資産管理状況の定期的なフォロー、処分手続き時期の早期化等の改善を図った結果、

売却手続きに要する期間が平均 6.7 ヶ月となった。 

 

（金融資産について） 

○「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）等

に基づき、平成 22 年度に 207 億円、平成 23 年度に 6億円、平成 24 年度に 0.2 億円を国

庫返納、平成 23 年度に 0.6 億円を民間出資者へ払戻ししたことに伴い、金融資産は減少

している。 

○全ての現預金、有価証券について、機構内において保有の必要性、保有目的に照らした

規模の適切性等を把握・検討した上で、精緻な執行管理を実施。 

○金融資産の運用については、独法通則法第 47 条（余裕金の運用）に則り、当機構が定め

た運用方針の下、効率的な運用を実施。 

 

（知的財産について） 

○当機構が保有している特許権等については、民間企業等への実施許諾推進のため、当機

構のホームページ上にて、外部の特許流通データベースとも連動しつつ開放特許の検索

を可能とすることにより、外部の利便性を確保。 

○実施許諾等に至っていない未利用特許のうち、法定耐用年数が経過したものであって、

技術分野における戦略上の必要性などから当機構が継続保有する必要性がないものは、

関連部署にて維持及び放棄について判断した上で放棄。これにより維持経費（特許年金

等）の削減（平成 20 年度 63 百万円→平成 24 年度 15 百万円）を推進。 

 

○交付金債務の適正化に向けた取組を行う 

・第 2 期中期目標期間終了時における運営費

交付金債務残の同期間の最終年度の予算額

に対する比率を 9％以内に抑制する計画に

【主な実績】 

○中期目標期間終了時における運営費交付金債務残比率目標値（最終年度予算額に対する

比率を 9%以内）を達成すべく、事業進捗管理の徹底、期中における適切な予算追加投入

を行う等、機動性・弾力性を確保。 
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向けて、毎年度末における契約済又は交付

決定済でない運営費交付金債務を抑制 

 

○交付金債務は 375 億円、平成 24 年度予算額に対して 30.8％。国際事業における相手国

側の都合により発生した債務等を除いた場合は 175 億円、14.4％となる。 

 

○業務効率化により、一般管理費の平成 19 年度

比 15％の削減を図る 

・一般管理費については、第 2 期中期目標期

間の最後の事業年度において平成19年度比

15％を上回る削減に向けた取組を実施 

 

【主な実績】 

○中期目標期間の最終事業年度である平成 24 年度においては、平成 19 年度比▲21.0 億円

（22.7％）の削減を達成。 

○引き続き、一般管理費の削減に向けて、業務の効率化や支出の削減に対する不断の取組

を継続。 

 

○業務効率化により、総人件費平成 17 年度比

5％の削減を図る 

・平成 22 年度までの 5 年間において平成 17

年度比 5％削減を図るとともに、人件費改革

の取組を平成 23 年度まで継続する 

・平成 24 年度においても総人件費の抑制を業

務効率化の観点から適切に実施する 

 

【主な実績】 

○「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」等に基づき、平

成 23 年度までの 6 年間において平成 17 年度比 6％を上回る総人件費削減を実施するこ

とを目標として、総人件費削減のため 『役職員の月例支給額及び賞与の引き下げ』等の

取組を実施。 

○平成 23 年度の総人件費は、目標を上回る平成 17 年度比▲16 億円（▲21.8％）を達成。 

○平成 24 年度においても総人件費の抑制に努め、平成 17 年度比▲27.7％を達成。 

 

○業務効率化により、事業費の平成 19 年度比

5％の効率化を図る 

・事業については、第 2 期中期目標期間の最

後の事業年度において平成 19 年度比 5％を

上回る効率化に向けた取組を実施 

・実施プロジェクト数が平成 19 年度の数を上

回らないようにプロジェクトを重点化 

 

【主な実績】 

○平成 24 年度の事業費予算は、事業の効率化や「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）に沿った縮減・重点化を通じて、平成 19 年

度比▲726 億円（▲39.0％）。 

○実施プロジェクト数を、平成 24 年度には 64 に重点化（平成 19 年度 120）。 

 

○一般競争入札等の拡大により契約の透明性を

確保する 

・競争性のある契約方式における国の水準を

上回るようにする 

 

【主な実績】 

○「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）」

において、競争性のない随意契約の見直しを更に徹底して行うとともに、一般競争入札

についても真に競争性が確保されているか、点検、見直しを行うこととされたことも踏

まえ、なお一層、競争性のある契約の拡大に努めた。 
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○また、これらの契約情報について、ホームページを通じて適切に公表。 

○平成 22 年 4 月に「随意契約等見直し計画」を策定し、契約監視委員会を引き続き開催し、

随意契約や一者応募等の点検・見直しを実施。研究開発等で一者しか提案がなかった場

合に公募期間の延長（平成 22 年度事業の公募から対象）やメール配信サービス登録の慫

慂等、一層の競争拡大に努力。 

○これらの結果、第 2 期中期目標期間中すべてで「競争性のある契約方式」は国の水準を

上回った。 

 

○関係法人等への業務委託等の支出を妥当なも

のとする 

 

【主な実績】 

○NEDO が出資を行っている会社（特定関連会社、関連会社）はない。 

○関係法人への再就職及び法人との補助・取引等の状況を財務諸表に明記。 

○経済産業省による独法見直しを踏まえ、公益法人一者など少数者によるプロジェクトは、

原則、平成 22 年度をもって廃止。複数者によるプロジェクトであっても公益法人への支

出比率の高いプロジェクトについては、公益法人向け支出を大幅に削減。 

○閣議決定に基づき、NEDO との取引高等で関係性を有する法人について公表（平成 23 年

度～）。 

○行政改革実行本部決定に基づき、NEDO から会費を支出している公益法人について四半期

ごとに公表（平成 24 年度～）。 

○入札・契約の状況、情報開示の状況について、監事による監査を実施。 

 

○利益剰余金の計上を業務運営上適切性のある

ものとする 

・利息収入等に対して適正に対応 

 

【主な実績】 

○平成 24 年度末の利益剰余金は、5勘定（一般勘定、電源利用勘定、エネルギー需給勘定、

鉱工業承継勘定、石炭経過勘定）で計上された 141.8 億円に加え、運営費交付金債務残

高の全額収益化に伴う 375.0 億円の合計で、523.8 億円が計上された。 

○この主な発生要因は、中期目標期間終了時に特有に発生する運営費交付金収益を除けば、

研究開発資産売却収入等であり、何れも業務運営を適切に実施した結果。 

○平成 24 年度予算より、運営費交付金算定の控除対象自己収入の額に交付金から発生する

利息収入の実態を反映することとして、直近年度の実績等を踏まえ、控除対象自己収入

の額の見直しが行われている。 
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○目的積立金を申請しない妥当な理由を有して

いる 

 

【主な実績】 

○主たる業務である研究開発関連業務は、支出額を限度として収益化を行っており、利益

は発生していない。 

○一方、附帯的業務等により、研究開発資産売却収入等による利益が発生している。これ

らの利益は、総務省の示す認定基準に合致しないことから、目的積立金の申請はしてい

ない。 

○なお、平成 24 年度は中期目標期間の最終年度であり、「独法会計基準」によって、通則

法第 44 条第 3項の処理は行わないこととされていることから、目的積立金の申請はして

いない。 

 

○リスク管理債権（貸倒懸念債権、破産更生債

権等）を計画どおり管理し、解消に向けた取

組を行う 

・リスク管理債権の割合が増加している場合

や計画と実績の差の検証 

・回収計画の策定状況、取組状況の検証 

 

【主な実績】 

○貸倒懸念債権、破産更生債権等については、 石炭経過勘定及び鉱工業承継勘定での着実

な債権回収により、平成 24 年度末に総額 91 億円（対第 2期期首残高 121 億円減）の計

上となった。 

 

○繰越欠損金の計上を、業務運営上適切性のあ

るものとする 

・当期総利益（又は当期損益）の発生要因、

業務運営の適正性 

・欠損金リスクの生じる事業への取り組み 

・欠損金の増減の適切性 

・基盤技術研究促進事業について、研究委託

先への現地調査及び納付の慫慂を行う 

・将来の欠損金のリスクの取り方の適切性 

 

【主な実績】 

○基盤技術研究促進勘定、石炭経過勘定は制度的に欠損金が生じるという特殊要因がある。 

○平成 24 年度末においては、平成 23 年度に石炭経過業務の貸付金債権区分見直しによる

貸倒引当金戻入が生じた結果、繰越欠損金は、基盤技術研究促進勘定のみの▲622.8 億

円（▲4.5 億円増）となった。 

○研究成果の事業化の状況や売上等の状況について、のべ 542 件の報告を徴収し、研究委

託先等への現地調査をのべ 496 回実施するとともに、のべ 34 件の収益実績を確認し、総

額約 62 百万円の収益納付があった。 

○石炭経過業務の貸付金については、計画に基づき回収を着実に実施。平成 23 年度におい

て生じた 22.4 億円の積立金が 10.7 億円減少した。 
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○債務保証経過業務・貸付経過業務を計画的に

実施する 

 

【主な実績】 

（新エネルギー利用等債務保証制度） 

○本債務保証業務については、「経済産業省所管独立行政法人の改革について」（平成 22

年 4 月 19 日、経済産業省公表）に基づき、平成 22 年度から新規引受を停止しており、

平成 24 年度末において代位弁済済額 13 億円、保証債務残高 35 億円、保証債務損失引当

金残高 19 億円となっている。 

○「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

おいて、本業務の原資である基金 20 億円（政府出資金）については、既存の保証契約に

必要な額を算定し、不要額が確定次第、順次国庫返納することとされている。しかしな

がら、現状、24 年度末保証残高は代位弁済後の基金残高（約 7億円）を大幅に上回って

おり、代位弁済発生リスクの可能性も払拭できないことから、現時点では不要額が確定

できない状況。今後、既存の保証契約の償還が進み必要額が算定出来た段階で、確定不

要額を国庫に返納する予定。 

○引き続き、債務保証中案件については、代位弁済の発生可能性を低減させるべく債務保

証先を適正に管理するとともに、求償権については回収の最大化を実現させるべく必要

な措置を講じていく。 

 

（鉱工業承継業務） 

○鉱工業承継業務については、独法承継時の繰越欠損金（7.3 億円）が運用益等により第 1

期中期目標期間中に 5.4 億円に減少。さらに、第 2期中期目標期間中には、国庫返納の

ための投資有価証券の売却益等により繰越欠損金を解消し、平成 24 年度末に約 1.5 億円

の利益剰余金を計上。 

○第 2期中期目標期間中も、引き続き回収額の最大化に努めた結果、同期間開始時点で 28

社だった債務者のうち、25 社が完済し、回収予定額を超える回収額を実現。（平成 24 年

度末貸付残高：74 百万円、件数：2件（債務者 3 社）） 

○当該業務に係る政府出資金（183 億円）のうち、168 億円については 「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、平成 22

年度末に国庫返納を実施。 

○引き続き、貸付金等の回収について回収額の最大化に努めるとともに、計画的かつ適正

な債権管理を実施していく。 
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○石炭経過業務を適切に実施する 

 

【主な実績】 

○平成 13 年度に石炭関係法が廃止され、NEDO は石炭経過業務として、旧石炭鉱業構造調

整臨時措置法等に係る貸付金の償還業務、旧保有鉱区における鉱害の発生の防止及び鉱

業法に基づく鉱害賠償義務の履行といった旧鉱区管理等業務を適切かつ着実に実施。 

○また、平成 23 年度中における親会社（通常企業）への債務承継等に基づき、与信リスク

等を判定した結果、破産更生債権等 72 億円が一般債権となり、過去の決算において計上

していた貸倒引当金について、62 億円を戻入することができた。 

○貸付金償還業務 

 第 2 期中期目標期間で、償還予定額 7,203 百万円を計画どおり回収。 

○旧鉱区管理等業務 

 １）旧鉱区管理マニュアルに従い、旧鉱区に係る 280 炭鉱の状況調査及びぼた山保全工

事等を実施。 

 ２）坑廃水改善対策については、5 炭鉱の水量・水質調査・解析・実証試験業務等を実

施し、その結果を踏まえ各炭鉱毎の基本方針を策定、平成 24 年度までに 3炭鉱の実

施設計及び 2 炭鉱の坑廃水処理施設設置用地等の買収等を行うとともに、2 炭鉱の

水量・水質調査を行った。 

 ３）鉱害賠償業務として、被害申し出 1,562 件に対し、鉱害であるか否かの認否の処理

1,339 件を行うとともに、294 件（2,624 百万円）の鉱害処理を適正に実施。 

 

○年金、基金、共済等の事業運営のための資金

運用の適正化 

 

【主な実績】 

○年金資産は通産関係独立行政法人厚生年金基金にて、11 社の金融機関に運用を委託。 

○管理・運用の基本方針は、財政運営・資産運用検討委員会での検討を経て、理事会及び

代議員会に付議・決定。 

 

 

（注）各事項の評点はＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点の５段階。総合評定は、各年度の評点を単純平均して算出し、5.0≧ＡＡ＞

4.5≧Ａ＞3.5≧Ｂ＞2.5≧Ｃ＞1.5≧Ｄ＞1.0 としている。 

 

 


