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独立行政法人評価委員会産業技術分科会 

第３２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６月２４日（月） １３：００～１５：１５ 

２．場 所 経済産業省 別館１階 １１４共用会議室 

３．議 題 

（１）平成２４年度財務諸表等について 

（２）第２期中期目標期間に関する積立金の繰越について 

（３）平成２４年度業務実績評価について 

（４）第２期中期目標期間業務実績評価について 

（５）その他 

出席委員 

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

辺委員 

 

議事内容 

○松本部会長  それでは、ただいまから第32回独立行政法人評価委員会ＮＥＤＯ部会を

開催させていただきます。前回のＮＥＤＯ部会で部会長に選任していただきました松本で

ございます。改めてよろしくお願い申し上げます。 

 本日は議題１から４までございまして、議題１、平成24年度財務諸表等について。議題

２として、第２期中期目標期間にかかわる積立金の繰り越しについて。議題３、平成24年

度業務実績評価について。議題４として、第２期中期目標期間業務実績評価についてとい

うことでご審議いただきます。スムーズな議事進行にご協力いただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

 それでは、早速、本日の配付資料の確認をお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○牧野技術振興課長  お手元、議事次第の４．に配付資料一覧がございます。上から申

し上げますと、資料１－１として、平成24事業年度財務諸表等の報告。パワポの横でござ

います。資料１－２として、財務諸表そのものでございます。その次に、事業報告書が資

料１―３としてございます。資料２といたしまして、第２期中期目標期間に係る積立金の
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繰り越しについてというＡ４の２枚紙がございます。資料３―１といたしまして、カラー、

Ａ３で縦の評価一覧。資料３―２といたしまして、24年度業務実績評価（案）。資料４と

して、中期目標期間業務実績評価（案）でございます。資料３―１、３―２、資料４につ

きましては、ＮＥＤＯの皆様にはお配りしておりません。資料５といたしまして、独立行

政法人ＮＥＤＯの役員退職手当規程の改正についてという資料がございます。 

 それ以外は参考資料でございます。委員名簿。前回の部会でお出しした資料でございま

すが、ＮＥＤＯの業務の実績の評価基準。参考資料３以下も前回の部会でＮＥＤＯ側から

説明をいただきました業務実績でございます。審議の最中、随時ご参照いただければと存

じます。不足がございましたらご指摘いただければと存じます。 

○松本部会長  よろしいでしょうか。 

 それでは、議事次第に従いまして、議事に入らせていただきます。まず、議題１の平成

24年度財務諸表等についての審議に入りたいと思います。財務諸表の取り扱いについて事

務局からご説明をお願いいたします。 

○牧野技術振興課長  独立行政法人の財務諸表の取り扱いにつきましては、独立行政法

人通則法という法律がございまして、これは参考資料５として、関係条文を抜粋したもの

をおつけしてございますが、第38条に基づき、事業終了後３ヵ月以内に主務大臣に提出し、

その承認を受けなければならないとされてございます。 

 通則法第38条第３項には、主務大臣は、その承認に当たり、あらかじめ評価委員会の意

見を聞くこととなってございますので、本日、委員の皆様にお諮りする次第でございます。 

○松本部会長  それでは、事務局からの説明のとおり、皆さんのご意見を伺うことにさ

せていただきます。 

 早速、24年度の財務諸表等について、ＮＥＤＯから説明をお願いいたします。 

○古川理事長  ＮＥＤＯ理事長の古川でございます。日ごろより、先生方には大所高所

からいろいろご指導いただいておりまして、ありがとうございます。 

 松本部会長から先ほどお話がございましたように、本日は２つございまして、財務関係

のご報告と、その後、前回ご報告いたしました24年度並びに第２期の中期計画の結果に対

する実績のご評価をいただくわけでございます。 

 まず、財務諸表に関しましては、私も着任以来財務内容の改善に取り組んでまいったわ

けでございますけれども、24年度は２点ポイントがございます。 

 １点は、石炭経過業務はＮＥＤＯ設立のメインの目的の１つでもあったわけでございま
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すけれども、ＮＥＤＯ発足以来30年間取り組んでまいりましたが、昨年の法律改正により

まして、この機能が私どもからＪＯＧＭＥＣ、石油天然ガス・金属鉱物資源機構に移管と

いうことになりました。それに伴いまして、いろいろ諸係数、諸表が変わったわけでござ

いますけれども、昨年１年はこれに取り組んでまいりました。 

 また、これは昨年だけの問題ではないのですけれども、不要資産の国庫納付というご指

示が法律にございまして、それに取り組んでまいりまして、この２つが昨年の大きなポイ

ントかなと思っております。 

 では、担当から財務諸表の説明に入らせていただきます。 

○元木理事  担当の元木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 資料１―１、１―２でございますけれども、資料１―１に基づいてご報告させていただ

きます。 

 １―１の表紙をおめくりいただきますと、通則法に基づく財務諸表等ということで、貸

借対照表、損益計算書、その他利益処分、キャッシュ・フロー、行政サービスコスト、附

属明細書がこちらと１―２に添付されているものでございます。それから、添付書類とい

たしましては、監事の意見書、それから監査法人の監査報告書が添付されているものでご

ざいます。これは先ほどお話がありましたように、通則法の第38条に基づいて主務大臣に

提出させていただくものでございます。 

 おめくりいただきまして、２ページ目でございます。先ほど私どもの理事長、古川より

説明がありましたとおり、決算のポイントとしまして、実はもう１つございまして、まず

１つ目は、先ほど申しましたＪＯＧＭＥＣへの石炭経過勘定の権利・義務の承継というこ

とで、今年４月１日付で、私どもの今まで経過勘定がございましたものにつきまして、Ｊ

ＯＧＭＥＣに権利・義務一切を承継したものでございます。 

 それと、不要資産の国庫返納につきましては、平成22年12月の閣議決定に基づきまして、

事業の見直し基本方針の中に基づきまして、不要資産を国庫に返納するということでござ

います。これにつきまして、今年度、全体にかかわります区分所有宿舎――これは単身者

用の職員用のマンションでございますけれども――について 6,000万円で処分しているも

のでございます。それで、この額につきましては、積立金として整理しまして、来月国庫

納付を予定しているものでございます。 

 それから、これは石炭経過勘定の資産でございまして、九州の３地点、粕屋、太宰府、

吉塚の処分をしたものでございます。譲渡収入は 3.2億円でございます。経過勘定の資金
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として、その後ＪＯＧＭＥＣに引き続き承継されるものでございます。 

 続きまして、３点目でございますけれども、積立金でございます。これは第２期の中計

終了時の積立金で、５勘定におきまして計上されました 149億円弱、それから運営費交付

金の債務残高で全額収益化に伴います 375億円の合計 524億円弱が今回の積立金になりま

す。これは積立金と申しましても、決算上、計上するものでございまして、これにつきま

しては、決算報告書が主務大臣、経済産業大臣のご承認をいただいた後に７月10日までに

国庫に納付する予定のものでございます。 

 一応、３点が24年度の決算のポイントでございます。 

 引き続きまして、３ページでございます。こちらが決算報告書でございまして、予算に

対して24年度どういう執行が行われたかということがあらわされているものでございます。

これにつきまして主な点をご紹介いたします。 

 運営費交付金につきましては、前年度23年度に比較しまして事業量が減したということ

もございまして、約 170億円減になっているものでございます。 

 国庫補助金も減しておりますが、これにつきましては補助事業、設備導入補助を行って

いたものでございますけれども、こういったものが減額しておりまして、これにつきまし

ても昨年度の11億円から３億円程度に減しているものでございます。 

 受託収入は、おおむね京メカ事業のものでございまして、こちらもほぼ達成したという

ことで減されているものでございます。 

 貸付金回収は、石炭経過業務にございます近代化資金等の貸し付けの償還金でございま

す。 

 業務収入でございます。主に最先端プログラムでございまして、太陽電池の東京大学の

瀬川先生、それから、水関係の東レの栗原さんの収入や財産処分等によります返還金など

を計上させていただいているものでございます。 

 その他の収入につきましては、研究開発資産の売却収入、預金利息収入等が挙げられる

ものでございます。 

 支出につきましては、先ほど申しました収入のほぼ反対になりますが、一般管理費が減

しておりますものにつきましては、業務の効率化、それから東日本大震災にかかわります

給与の削減により減額されているものでございます。 

 それと、こちらの支出をご覧いただきますと、予算額に比べまして 117億円ほど支出超

過になっているものにつきましては、前年度の繰越財源により執行したものでございまし
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て、前年度の繰越分を今年度執行させていただいたというようなことで、支出決算額が予

算額を超えているものでございます。 

 これが予算、決算のご説明でございます。 

 引き続きまして、４ページをお開きいただきますと、これは貸借対照表でございます。

これの主立った点をご報告いたしますと、１つ、現預金につきましては、ＪＯＧＭＥＣに

権利・義務を承継するために、経過勘定で満期を迎えました有価証券を新たに運用せずに、

これをそのまま現預金等で保有したものでございます。したがいまして、その分が増加し

ているということでございます。 

 投資有価証券につきましても、それぞれ同様でございまして、投資有価証券をワン・イ

ヤー・ルールに基づきまして有価証券、それから有価証券に振りかわったものは基本的に

ＪＯＧＭＥＣさんに行くということで、このように対前年に比べまして増減が著しいもの

でございます。 

 有形固定資産でございますけれども、先ほどお話ししました区分所有の宿舎、単身マン

ション、それから九州の３地点の敷地等を売却したために減少したものでございます。 

 長期前渡金は、京メカ、京都メカニズムのクレジット取得事業にかかわります事業者へ

の前渡金で、年度をまたぐものでございます。それで、ここの差額分につきましては、ク

レジットを取得したもので、前渡金を費用化したものでございます。そういうことで、こ

ちらにつきましては、固定負債の受託事業の預かり金ということで、国からの財源に見合

うものになっているものでございます。 

 続きまして、負債でございます。運営費交付金債務がバーになっております。ゼロにな

っているのですけれども、これは第２期中計の最後の年ということで、前の年からの債務

残 375億円、それから今年度分の 1,376億円全てを収益化したということで、ゼロとして

計上されているものでございます。 

 保証債務損失引当金は、保証債務の残高の減少による減でございます。 

 資本金、若干ふえております部分につきましては、基盤勘定の政府出資金の受け入れに

よるものでございます。 

 これがＢＳ、貸借対照表のご説明でございます。 

 次に、５ページ目、損益計算書でございます。こちらも昨年度に比較しまして増減が著

しいものをご説明させていただきたいと思います。先ほどの予算のときのお話と重複する

ようなものでございますけれども、給与手当につきましては、国家公務員給与の臨時特例
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に関する法律によって減額した減。 

 補助事業につきましては、交付事業の縮小、要するに導入補助事業の交付の縮小。 

 その他の業務費につきましては、京都メカニズムクレジットの取得事業費に振りかわっ

たものでございます。 

 先ほどお話ししました収益の部分ですけれども、運営費交付金の収益が全額収益を振り

かえたということで増額されているものでございます。 

 雑益でございます。これは先ほどお話ししました研究開発資産の売却による収益が27億

円ほど計上されているものでございます。 

 また、経常利益は、運営費交付金の債務残が 375億円ございますけれども、これの収益

化を図ったことによる増加でございます。 

 臨時利益が昨年に比較しまして減っておりますけれども、これは昨年度、石炭経過勘定

の債務の洗いがえをしておりまして、これの債務者区分の見直しによる貸し倒れ引き当て

の戻入がかなり大きかったのでございますが、今年はそれがない分が減少したものでござ

います。 

 次の利益処分に関する書類ということで、６ページをお開きいただけますでしょうか。

ということで、それぞれ利益、それから欠損、損失がそれぞれの勘定で出ております。利

益として出ております分につきましては、一般、電源、需給の３勘定で利益が出ておりま

す。それから、損失につきましては、基盤、鉱工業、石炭の３つの勘定でそれぞれ損失が

出ております。 

 一般、電源、需給のそれぞれ利益が出ております勘定につきましては総利益 420億円に

なりまして、運営費交付金の収益を除きますと、研究開発資産の売却収入により生じたも

のでございます。 

 一方、損失につきましても３勘定ございますが、このうち一番大きな勘定は基盤勘定で

ございまして、これは政府出資金として事業を実施する仕組みとなっております。これは

航空機のものでございますけれども、これにつきましては、実質、事業実施額が損失費と

して計上されるものでございます。 

 それと、鉱工業と石炭につきましては、翌年度への次期の繰越欠損金はございませんが、

これにつきましては、前年度からの利益積立金をそれぞれ 200万円、10億円程度を取り崩

しました関係から、こちらは次期の繰越欠損金がないものでございます。 

 引き続きまして、７ページでございます。私どものキャッシュ・フロー計算書で、企業
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会計、独法会計基準におきまして作成が義務づけられております書類でございます。これ

の中で、実はキャッシュ・フローにつきまして、マイナスからプラスに転じております部

分がございます。これは何かと申しますと、24年度、昨年度が中期計画の最終年度に当た

ることから、事業者さんへの過払い等が生じないように概算払いを厳格化したものでござ

います。未払い金が増加したこと、約 159億円ございますが、これが主な要因となってお

ります。したがいまして、この部分でキャッシュ・フローの部分がふえているものでござ

います。未払い金については４月に全額支払いが終わったものでございます。 

 それから、繰り返しになりますけれども、こちらの期末残が 102億円増額しております

のは、石炭経過勘定のＪＯＧＭＥＣ移管に伴う処理でございます。 

 これがキャッシュ・フロー計算書になります。 

 引き続きまして、行政サービスコストの計算書でございます。これにつきまして主な目

立った点でございますけれども、３番目にございます損益外の損失相当額は、処分した資

産等の減損処分の差し引きの分でございます。 

 こちらの中で、７番目の国有財産無償使用の機会費用は何かと申しますと、国が直轄事

業をしておりましたものにつきまして、ＮＥＤＯの事業として移管されたものでございま

して、一般勘定が６億 2,000万円程度、需給勘定が４億 1,800万円程度のものでございま

す。 

 自己収入等につきましては、先ほどお話ししましたように、損益計算上の経常収益と臨

時収益のうち、運営費交付金収益、補助金等収益、それから資産見返負債の戻し入れを除

いたものでございます。 

 こちらで一応、行政コスト計算書までのご説明を終わらせていただきたいと思います。 

 それから、後先になろうかと思いますけれども、私どもＮＥＤＯの会計の方針でござい

まして、運営費交付金の計上の基準は、費用進行基準を採用しているものでございます。

原価償却の会計処理は定額法。退職手当にかかわります引当金につきましては、給付債務、

それから年金資金の見込額に基づきまして計上したものでございます。消費税等の会計処

理につきましては、税込み方式による会計処理を行っているものでございます。 

 10ページは附属明細に付されますものでございまして、10ページ、11ページをご覧いた

だきますと、この中にＮＥＤＯの関係法人ということで、当該法人の事業収入に占めるＮ

ＥＤＯとの取引額が３分の１以上となりました関連の公益法人等を列記するものでござい

ます。これにつきましては27法人ございます。こちらの中でもご覧いただければと思いま
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すけれども、そのうち技術研究組合が22法人でございまして、その他財団法人以下は５法

人ということになります。この27法人との取引につきましては全て企画競争または公募の

結果でございまして、随意契約等によるものではございません。 

 以上、概略でございますけれども、ＮＥＤＯの24年度の決算報告をさせていただきます。

12ページ以降につきましては、各勘定毎の財務諸表になっておりますが、時間の関係から

割愛させていただきたいと思います。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続き、藤井監事から監事監査報告をお願いいたします。 

○藤井監事  監事の藤井でございます。お手元の財務諸表の冊子の一番最後の 155、 1

56ページをご覧いただければと思います。 

 私ども監事２名は、ＮＥＤＯの平成24事業年度の財務諸表及び決算報告書に関しまして、

経理部及び関係部から会計資料の提供及び説明を受けまして、監査を行いました。 

 その結果、そこにありますとおり、独立行政法人通則法第38条第２項に基づきまして作

成、提出いたしました意見書のとおりでございます。平成24事業年度のＮＥＤＯの財務諸

表及び決算報告書の内容は、適正なものであると認識しております。 

 以上でございます。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまし

て、ご意見、ご質問ございましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 では、特にないようでございますので、平成24年度の財務諸表につきましては、部会と

して適正であるとお認めしたいと思います。ありがとうございました。 

 なお、財務諸表につきましてご報告するわけですが、財務省協議等によりまして、本質

的な修正は入らないと思いますが、若干修正が入りました場合には、私の判断に一任して

いただければと思います。よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、２つ目の議題に移らせていただきます。議題２の第２期中期目標期間に係る

積立金の繰り越しについてということで審議をお願いいたします。では、まず事務局から

ご説明をお願いいたします。 
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○牧野技術振興課長  ただいまの財務諸表のご報告の中でも積立金、それから国庫納付

のお話がございました。これからご説明いたします繰り越しにつきましては、第２期中期

目標期間の最終年度が終了後、原則、積立金は全額国庫納付する訳でございますが、一部

の資金につきましては経済産業大臣の承認を受けて繰り越すことができるとされてござい

ます。 

 資料２にその旨記載してございますけれども、１枚めくっていただいて、まず、参考の

ところをご覧いただきますと、これは総務省が出しております独立行政法人の中期目標期

間を超えた繰り越しについての考え方でございます。 

 このうち、２に中期目標期間を跨ぐ繰り越しがございますが、今回この繰り越しについ

てご議論いただくのは、③と④に該当すると考えているところでございます。１つは、Ｎ

ＥＤＯが有する固定資産のうち、償却がまだ済んでいないものについて繰り越しておかな

いと後で困るということ。もう１つは、ＮＥＤＯの事務所が入っております建物の前払い

家賃についてもう既に手元を離れておりますので、そこはきちんと繰り越しをお認めいた

だかないと後で困ってしまうということでございます。 

 １ページに戻っていただきまして、「記」としてある下の部分でございます。まず、積

立金の合計額が 512億円でございまして、先ほどの財務諸表のご説明の中で 523.8億円と

いう記述がございましたが、石炭経過勘定に係る積立金についてはＪＯＧＭＥＣに移管す

ることになりますので、ＮＥＤＯとして有する積立金は 512億円になります。その中から

先ほど申し上げた未償却資産でありますとか、前払い家賃 9,100万円分についての繰り越

しを大臣にご承認いただきたいということで、事前に独立行政法人評価委員会の意見をお

聞きすることになっているところでございます。このため、今回お諮りしている次第でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ご説明ありがとうございます。ただいまの事務局からの説明につきまし

て、ご質問、ご意見ございましたら、お願いいたします。これは繰り越さないと大変なこ

とになってしまうということです。よろしいでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、特にご質問等ございませんので、第２期中期目標期間に係る積立金の繰り越

しについては、当部会として妥当であるということにさせていただきます。 

 なお、繰越額について現在、これも財務省と協議しておりますので、今後の額の若干の
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変更等がございました場合は、私の判断に任せていただければと思います。よろしいでし

ょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、３つ目の議題に移らせていただきます。議題３の平成24年度業務実績評価に

ついてということで審議を行わせていただきます。 

 評価の審議に当たりましては、ＮＥＤＯの関係者の方々には席を外していただくという

ことになっておりますので、今のうちに確認をしておきたいというようなことがございま

したら、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、評価の審議が終わった段階で再度お入りいただければと思います。では、よ

ろしくお願いします。 

 

     （ＮＥＤＯ退室） 

 

○松本部会長  では、まず初めに、事務局より評価の進め方についてご説明をお願いい

たします。 

○牧野技術振興課長  前回の部会で評価基準についてご議論をいただき、ご承認をいた

だいたところでございます。前回の資料を参考資料２としてつけさせていただいておりま

す。ご覧いただきつつ、お話をさせていただければと存じますけれども、もう既に皆様に

は１．２．に従って評価をいただいたところでございます。 

 ３．につきましては配分でございます。これは前回、24年度に若干変更がございました

点についてご承認をいただいたとおりでございます。研究開発関連業務に65％、それから

クレジット取得関連業務に５％、業務運営の効率化、財務内容の改善にそれぞれ15％でご

ざいます。 

 大項目毎に各委員にご評価いただいたものの平均点を算出しまして、それが例えば 3.5

より大きく 4.5以下である場合にはＡ、 3.5以下 2.5より大きい場合にはＢという形で平

均して点数をつけさせていただいております。 

 以上の評価をまとめたものが資料３―１、Ａ３縦の表でございます。 

 前回もご説明いたしましたが、評価の基準に関する考え方について、これも24年度から
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若干変更がございまして、23年度までは、おおむね年度計画を達成している場合をＢとし

て基準としておりましたが、24年度からは、着実に年度計画を達成している場合にはＢと

いうことを前回お話し申し上げたとおりでございます。 

 Ｂ以外の評価をする場合には、なぜＢ以外なのかという点について資料に明記するとい

うことになっております。その関係で多くのコメントを頂戴したところでございまして、

それについては後ほどご紹介を申し上げます。 

 今回評価をとりまとめますと、７月25日に予定されております経済産業省の独立行政法

人評価委員会、親委員会と通常呼んでございますけれども、そこに報告して、経済産業省

としての最終的な評価が確定することになってございます。 

 評価の方法については以上でございます。 

○松本部会長  それでは、ただいまの説明を踏まえまして、審議を進めたいと思います。 

 では、２―１の研究開発関連業務から説明をお願いいたします。 

○牧野技術振興課長  資料３－１と資料３―２、平成24年度業務実績評価（案）の２つ

をお手元にご用意いただけますでしょうか。 

 資料３－２につきましては、総合評価がまずございまして、次に研究開発関連業務が出

てまいります。研究開発関連業務について、全体的な評価のポイントは特に委員の先生方

のコメント。それから、各項目毎に、例えば１枚めくっていただいて４ページをご覧いた

だきますと、研究開発マネジメントの高度化（全般に係る事項）について、左側に個々の

評価事項について、当該年度の評定がＢとなる基準、これぐらいやると着実に実施したと

いうことでございまして、その右側にＮＥＤＯが提出した主な実績をとりまとめたもの、

その２つ下に各委員からのコメントを記載してございます。その真ん中に、評価として各

委員からの具体的な評定と事務局でまとめました評価コメントを部会の評価コメントの案

として記載してございます。 

 以下、すべて説明すると長過ぎますので、主立ったコメント等についてご説明を申し上

げます。 

 ３ページに戻っていただいて、研究開発関連業務全般についてでございます。委員から

のコメントのうち、一番上に書いてございますように、全般に高い評価をいただいてござ

います。 

 一方で、ご指摘も多々いただいてございまして、例えば３ページの一番下でいいますと、

社会情勢、技術動向等が変動している中において必ずしも少数化、重点化だけがマネジメ
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ントの高度化とはいえない。ＮＥＤＯが関わったものが、どのくらい成果が上がったかだ

けではなく、かかわらなかったものでイノベーション、市場化に成功した例などの検証も

踏まえて企画、評価を見直すことも必要であろうというものであります。 

 さらにその２つ上をご覧いただきまして、真ん中３行目の「しかし」以下でございます

が、研究立案や案件採択時における費用対効果分析実施については、適切であるか否かの

評価は極めて難しい。少なくとも国民を納得させるだけの実績を今後の展開で示すことが

できるように努力すべきであるというコメントも頂戴してございます。 

 １枚めくっていただきまして、各論に入ります。まず、研究開発マネジメントの高度化

（全般に係る事項）でございます。これにつきましては、特に海外展開について高い評価

をいただいたところでございます。 

 研究開発マネジメントの高度化（企画段階）についてでございます。１枚めくっていた

だいて、６ページの上のほうに各委員からの評価を書いてございます。これも全般に高い

評価を頂戴しているところでございます。 

 研究開発マネジメントの高度化（実施段階）についてでございます。７ページの下のほ

うに委員のコメントを書いてございますけれども、例えば資源の追加投入をしたプロジェ

クトについては、製品化や上市の割合が高く、追加投入の判断の妥当性を意味している。

それから、公募締め切りから採択までの期間の短縮、事務の合理化や迅速化といった点も

ご評価をいただいているところでございます。 

 ８ページ、研究開発マネジメントの高度化（評価段階）でございます。こちらについて

も全般に高く評価していただいてございますが、コメントの一番上のところに、追跡調査

を上市までを含め長期的に行っていただきたいというご意見を頂戴いたしました。 

 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）については、

ページめくっていただきまして、11ページのコメントの３つ目でございます。広報体制と

してナショナルプロジェクトの費用対効果の試算をしているが、売り上げ規模での表現は、

マクロ的過ぎ実感が湧きにくい。これは２つ上のコメントにありますが、ＮＥＤＯがかか

わったプロジェクトについての10年後の売り上げ予測69兆円という試算をしたものですが、

これについてはマクロ的過ぎて実感が湧きにくい。ＮＥＤＯ対象事業の実用化によっても

たらされた直接的雇用増などの推計をするなど多様な試みが期待されるというご意見を頂

戴してございます。 

 次に、研究開発の実施についてでございます。まず、ナショナルプロジェクトについて
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でございますが、13ページのコメントをご覧いただきますと、非常に肯定的なコメントを

頂戴してございます。 

 一方で、例えば４つ目のコメントをご覧いただきますと、数値目標の設定は必要であり、

目標に沿って努力することも当然である。しかし、国民の望むものはあくまでも実績であ

る。国力を高めるためにどの程度の貢献が期待できるのか。難しい課題であるが、表現も

含めて工夫してほしいということをご指摘いただきました。 

 その下のコメントについても、最後の行に、５年後などの追跡結果を産業へのインパク

トレベルを加味して示すことが期待されるという、日ごろから部会でもいろいろご意見を

いただいていることをやはりここでも指摘いただいているところでございます。 

 それから、その下のコメント、特許出願についてですが、件数の増大は評価できるが、

産業競争力で意味をもつのは国際的な登録であるということ。査読論文数についても評価

の仕方がこういうやり方のほうがいいのではないかというご指摘をいただいておりますし、

実用化達成率はもう少し向上できるように努力してほしいというコメントも頂戴いたしま

した。 

 一方で、次の項目、研究開発の実施（実用化・企業化促進事業）というところをご覧い

ただきますと、コメントとして、14ページの下のほうになりますが、事業終了後３年以上

経過時点で、31.5％の実用化達成率は高い。目標として上げていたのが25％でございます

ので、ここについてはきちんとやったという評価を頂戴したものと理解してございます。 

 それから、16ページ、人材養成についてでございます。ここについても基本的にはよく

やっているというご評価を頂戴してございますが、コメントの一番最初にございますよう

に、やれる範囲でよくやっているが、より拡充すべき項目であるということ。 

 ３つ目のコメントのただし書きにございますが、産業技術を事業化、産業化できる人材

が、日本では不足していることもあり、技術シーズの実用化・実行という人材が不足して

いるのが現実である。研究開発の出口を見据えた産業技術人材の育成に、より一層注力し

ていただきたいということでありますとか、その下に、メディア向けに実施する講座も考

えられないであろうかというご指摘を頂戴してございます。 

 さらには、17ページ下から３つ目のコメントでございますけれども、人材育成の質的、

階層的な目標値の設定――これもなかなか難しいと思いますが――考慮に入れていければ

なお良いというコメントも頂戴いたしました。 

 続きまして、18ページ、技術経営力でございます。これについても全般的に高い評価を
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頂戴してございますが、やはり幾つかご指摘をいただいてございまして、コメントとして

は、良くやっている。ただし、よりオープンにしたいとか、次のコメントでいいますと、

「しかし」以下になりますが、出口戦略は多様な展開が必要であり、大学研究者など、経

営とは距離のある人材を対象に含めて考えていく必要がある。関心のない層に興味を広げ

て、底上げしていくことも必要ではないかという幅広い視野からのご指摘もいただいてご

ざいます。 

 人材育成とか技術経営については、こういったコメントはほかにもございまして、例え

ば下から２つ目のコメントの最後の文章を読み上げますと、助成対象企業の技術経営のあ

り方に踏み込んで評価する必要性がある。それから、企業の技術開発、企画部門のみなら

ず営業部門、総務部門も巻き込んだ横断的な人材交流や教育プログラムをつくることも必

要というコメントを頂戴したところでございます。 

 以上、研究開発関連業務について、簡単ではございますけれども、いただいたコメント

等を中心にご紹介申し上げました。 

○松本部会長  ありがとうございます。それでは、２―１の研究開発関連業務について

審議を行いたいと思います。 

 皆様の評価を拝見いたしますと、全員がＡになっておりまして、全員の評価を平均する

と当然Ａになるわけでございます。 

 また、各委員からのコメントは、そこに記載されておりますようになっております。

「しかし」以降が結構厳しいことも言っておられてＡということもあるのですけれども、

細分化された各評価事項の評価も含めて、評点、あるいは部会でのコメントとして書いて

おくべきこと、いずれでも結構でございますので、ご意見をいただければと思います。い

かがでしょうか。 

 この部分は概して、ちゃんとやっていればＢでよかったのですけれども、もっとよくや

っていると皆さん評価していただいたかと思います。よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 どうもありがとうございました。ここは「Ａ」という評価に確定したいと思います。 

 続きまして、２―２のクレジット取得関連業務の説明を事務局からお願いいたします。 

○牧野技術振興課長  資料３－２の21ページに総論的な評価を書いてございまして、22、

23、24ページに各論の評価を書いてございます。総論で申し上げますと、皆様の評価は基

本的にＡの評価を頂戴してございます。しっかりやってきたというご評価をいただいてご
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ざいます。 

 １点ご紹介させていただきますが、21ページのコメントの２つ目でございます。成果を

上げている。しかしながら、温暖化対策、特にクレジット取得に関する国民の関心は低く、

努力が知られず、評価されないのは残念であるというコメントを頂戴したところでござい

まして、これをご紹介いたします。 

 22ページ以降についても、確実にやっている。それから、特に個別の例えばウクライナ

の案件を含めまして非常にしっかりやったということを評価いただきました。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○松本部会長  ご意見等いかがでしょうか。皆様の評価を拝見しますと、ＡＡが１名、

Ａが７名となっておりまして、平均いたしますと評価はＡになるかと思います。各評価事

項の評価を含めまして、評価、あるいは部会のコメントとして書いておくべきこと等、忌

憚のないご意見を伺えればと思います。どうぞ。 

○末吉委員  直接評価にかかわるお話ではないですけれども、この３年でやってこられ

たいろいろな経験とか知見が集積されていると思うのですが、これが今後どういう具合に

日本の中とか世界で使われていくのか。一応、１億トンのＣＯ２ を確保したというだけで

はなくて、そこにいろいろな良い話がいっぱいあると思うのですけれども、今後どういう

具合に生かしていくのか、その辺何かあったら知っておきたいのです。 

○松本部会長  では、八山さんから。 

○八山地球環境連携・技術室長  では、経済産業省の京都クレジットを担当しています

八山といいます。 

 ご存じのとおり、京都議定書の第１約束期間の目標の達成のためにクレジット取得をや

ってきまして、我が国は第２約束期間は目標を掲げないということになっておりますけれ

ども、他方、国連全体でいきますと、2020年から新しい枠組みをつくって、その枠組みの

もとで新しい体制でやっていくということが決まっております。その新しい枠組み自身は

2015年までに決めようということになっておりまして、今その枠組みをつくるための議論

を行っているところでございます。 

 ですので、まだその枠組みがどう見えてくるのかにもよりますけれども、これまでずっ

とＮＥＤＯで行ってきた事業が我々にとっても非常にいい知見となっていますので、枠組

みにもよるので、今何ともいえませんが、これは日本のとても貴重な知見になりますので、

うまく活用できるようなことを考えていければと思っています。まだ具体的なものがない
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ので申し訳ないです。 

○末吉委員  ぜひそうしていただきたいのですけれども、2020年の話以前の、今日から

2020年までの、カンクン合意のもとで、国際的約束がどうあろうと日本は相当やらなけれ

ばいけないのだと思うのです。実際には、それ以前に世界でももっと義務化をして取り組

んでいるところもありますし、何よりもやはりＣＯ２ が増えすぎています。ですから、そ

ういった意味でも、枠組みがどうこう以前に、本当に減らしていかなければならないとす

れば、やはりここで相当お金を使ってこういうことをしているわけですから、特に日本は

二国間クレジットといったこともおっしゃっているので、こういう知見、経験ももっと共

有していくことが多分、ＮＥＤＯにこの事業を任せた成果でもあるし、逆にＮＥＤＯの存

在価値がそこでも生まれてくるということだと思っていますので、ぜひ国際的枠組み云々

以前のところでお願いしたいと思います。 

○八山地球環境連携・技術室長  １点言い忘れましたけれども、今、先生おっしゃって

いただきました二国間オフセット・クレジット制度は、我々も2020年を待たずに、制度と

して今まさに各国と交渉をして、これから立ち上げて進めていこうと思っておりますので、

この二国間クレジット制度においても、このようなＮＥＤＯの知見等をうまく活用して連

携したいと思います。ありがとうございました。 

○末吉委員  よろしくお願いします。 

○松本部会長  貴重な意見、ありがとうございます。どうぞ。 

○松田委員  今ともちょっと関連するかと思うのですが、ここではクレジット取得だけ

にくくられて、ＣＯ２ 削減の全体の技術開発の問題がナショナルプロジェクトという上の

ほうに上がったと全体の中では理解しているのですが、評価のポイントのくくり方が違っ

てきたということになるかと思うのです。 

 そういう意味では、海外へ向けての日本の国を挙げてのＣＯ２ 排出の産業政策とすごく

連動しているものの一番ベースの川上の開発がＮＥＤＯの役割だと理解しているのですが、

国として、あるいは経済産業省として、今の全体的な動きのまさに新技術の開発という面

と具体的な新技術の事業化による育成をした、パッケージ化したものを輸出していく、こ

の辺がどういう議論を国としてされているのかということが何かありましたら教えていた

だきたいと思います。 

○八山地球環境連携・技術室長  まさに今、先生のおっしゃったようなことを我々とし

ても、これから国連の場に打っていかなければいけないと思っておりまして、私の部署も
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地球環境連携・技術室と書いてあるように、二国間クレジット制度みたいな海外に打って

出る制度を構築する話と技術開発と両方を私のところでみております。 

 我が国は、やはり技術で世界の温暖化に貢献すべきであるということは総理の指示から

も言われておりますので、そういう技術開発の中長期のロードマップみたいなものを作っ

て取り組んでいくと同時に、それをいかに海外にも広めて、日本が世界に貢献していくか

という絵をこれから描こうという議論をしております。 

○松本部会長  どうもありがとうございます。ほかにご意見ございませんでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、評価をここで変えたいという方はいらっしゃらないと思いますが、よろしい

ですか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、クレジット取得関連業務につきましては、「Ａ」という評価に確定させたい

と思います。どうもありがとうございました。 

 続きまして、業務運営の効率化に関する事項に移りたいと思います。説明をお願いいた

します。 

○牧野技術振興課長  資料３－２の25ページ以降でございます。こちらもまず総論的な

評価のポイントがございまして、次のページ以降、組織、人事等、それから個別の項目に

ついての評価でございます。 

 総論から申し上げますと、委員全員がＡをおつけくださっております。ただ、ここにつ

いてもいろいろ注文的なコメントを多数いただいておりますので、それをご紹介しながら

資料の説明にかえさせていただこうと思っております。 

 まず、25ページでございます。一番上のコメントは、柔軟な組織の構築、積極的な海外

展開、研修の充実と人材育成など適切なマネジメントが推進されていると、まず総論とし

てご評価いただいた上で、ただし、外部人材の活用などにも影響しているが、人材の基盤

を高度な技術知見に偏っているように思われる。中国を初め、新興諸国の発展スピードは

極めて早く、経営的センスから変化のスピードを捉えながら、イノベーションの方向性を

見極める、視野の広い人材を緊急的強化が必要となっていると思われるというコメントを

頂戴してございます。 

 １ページめくっていただきまして、組織・人事等、まず組織体制についてでございます。

ここについても、組織を柔軟に改編してまいりましたので、その点について評価をしてい
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ただきつつ、例えば２つ目のコメントでございますが、外部からの人材登用について、さ

らにより広範な業種（例えば開発企業ではなくユーザー側企業など）からの登用も今後の

マーケティング戦略上、重要ではないかというご指摘をいただいてございます。 

 次の業務の効率的な実施に向けた人材配置につきましては、広範によい評価をいただき

ました。 

 続いて、28ページになりますが、外部人材の積極的な登用という点でございまして、こ

れについても同様に高い評価をいただいてございますけれども、コメントの一番最初にご

ざいますが、良くなっているが、より一層ドクターを有する、高い能力の研究者を導入す

べしという具体的なコメントを頂戴いたしました。 

 職員の研修については、数値目標が結構しっかりしておりますので、各項目を達成した

ということで、基本的によい評価を頂戴してございます。 

 評価制度についても同様に評価をいただいてございます。 

 次に若干飛んで33ページになりますが、環境保全に向けた取り組みを行うということで、

これについても目標を達成してございまして、それを踏まえてよい評価を頂戴してござい

ますが、コメントの一番上に、そろそろ限界であることを上申する必要もあるというもの

がございました。実際のところ、どこまでやれるのかなというのは確かに考える必要もあ

るのかなと思っております。 

 次に、34ページでございます。一般管理費、それから人件費等についても、ご案内のと

おりかなり削減してきてございますので、評価をいただいているわけでございますが、例

えば一般管理費の最後のコメントでございます。業務の効率化が人員の削減と入札になっ

ているがというのは「入札によっているが」ということだと思いますけれども、人員の削

減等による人件費の削減や単なる人員の削減だけでなく、人材の質の管理も入れる必要が

あるのではとか、その次の総人件費について、総人件費をこれ以上抑制するとよい人が集

まらないことに注意することということで、削減というだけではなくというか、きちんと

した人をちゃんと確保するようにというご指摘かと承知しております。 

 補正予算、それから内部統制についてもしっかり取り組んできたという評価をいただい

てございますが、38ページのコメント欄の４つ目にございます、コンプライアンスの徹底

は体制の整備だけでは不十分である。上層部のリーダーシップだけでは堅固なものにはな

り得ない。職員の意識の向上、問題事例の共有など努力が重ねられているが、慢心するこ

となく常に危機感を持って進めて欲しいというありがたいご指摘を頂戴いたしました。 
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 業務・システムと官民競争入札について若干のコメントを申し上げますと、40ページの

一番上でございます。ＮＥＤＯの研究開発プロジェクトは、日本の科学技術の将来に多大

な影響を及ぼすので、セキュリティー面には万全を期していただきたいということ。それ

から、同じ欄の一番下でございますが、電子化に伴う情報倫理についても教育が必要と思

われるということでございます。世の中いろいろなサイバー攻撃とかがございます中で、

まさにご指摘はごもっともと考えてございます。 

 最後に、競争入札のところでございまして、先ほどの財務諸表の説明の中でも競争入札

をきちんとやっていますというご説明がありましたが、コメントとしては、全て競争入札

というのは時に課題である。国に対して、10から20％の自由企画も申請すべきではないか

という、確かになるほどと思わせるようなコメントも頂戴したところでございます。 

 簡単ですが、業務運営の効率化に関する事項についてのご説明でございました。 

 その後、ページをめくっていただくと、42ページ以降、入札・契約に関する事項、それ

から役職員の給与等に関する事項について、ここは特にコメントをお書きいただくという

ことで、加えて資料として入ってございます。 

 ちょっとだけ紹介させていただきますと、51ページに役職員給与等についてコメントを

いただいております。一番上のコメント、決して、仕事に対して高い給与とは言い難い。

一級の人物を招へいできる枠が必要。 

 それから、その２つ後のコメントの最後の文章でございますが、役職員給与等の水準は

妥当であるが、無駄を削減し、恣意性を排除する取り組みを徹底し過ぎて、自ら成長しよ

うとする職員へのインセンティブが、ほとんどなくなっているのではないかが心配される

というご指摘をいただきました。 

 先ほどの人件費管理全体の話とまさに共通するところでございまして、ＮＥＤＯの役職

員の質的なしっかりした人材の確保という点についてご心配をいただいているところでは

ないかと思っております。 

 以上でございます。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。今お聞きいただきましたとおり、皆様

の評価を拝見いたしますと、全員Ａとなっております。当然平均Ａになるわけでございま

す。 

 各委員からのコメントにございますように、先ほど説明されたとおりになっているわけ

でございます。評点、あるいは部会のコメントとして書いておくべきだというようなこと
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も含めて、皆様の忌憚のないご意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。よろし

いですか。 

     （「なし」の声あり） 

 では、特にご意見はないということで、「Ａ」で確定させていただきたいと思います。

どうもありがとうございます。 

 最後になりますが、４．財務内容の改善その他に関する事項についてご説明をお願いい

たします。 

○牧野技術振興課長  では、資料の57ページ以降でございます。57ページ上のほうがま

ず総論的なことでございます。評価のポイントの委員からのコメントのところにございま

すが、財務内容もよくなっているのでＡでよいということ。 

 それから、特に問題となりますのは、運営費交付金債務の話かと思います。この中で、

コメントとして２つの方向がございまして、今申し上げたコメントの次のコメントでござ

いますけれども、運営費交付金債務の縮小が自助努力では難しいために、計画どおりに進

まなかった事由は認められるというのと、とはいうものの、きちんとやらなければいけな

い、できなかったというコメントを後ほどご紹介いたします。 

 その前に、コンプライアンスの問題について58ページ、59ページに出てまいりまして、

コンプライアンス体制の強化が図られているという肯定的な評価が全体的な傾向でござい

ますけれども、一番最後のコメントにございますように、このような不正行為自体を起こ

さない指導、研修をより強化する必要があるというコメントも頂戴してございます。しっ

かりできているけれども、起こってしまったことがなお起こらないようにきちんとやって

ほしいということかと考えてございます。 

 それから、若干飛ばせていただいて、65ページに繰越欠損金の計上、基盤技術研究促進

勘定の話がございます。これにつきましては、徐々にでございますが、返してもらってご

ざいまして、66ページにございますが、一番上のコメントとして、回収努力により少額の

収益実態があったという点については、若干ながら評価をいただいているところでござい

ます。 

 その次、67ページが交付金債務でございます。これについては、一番上のコメントにご

ざいますが、運営費交付金債務の削減につき、平成24年度予算額に対して30.8％。これは

国際事業の相手方都合という、やむを得ないかなと思っていただけるような事由を除くと

14.4％でございまして、なお予算額比９％という目標は達成できなかった。早期執行の前
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進を期待するという点を厳しくご指摘いただいているところでございます。 

 一方で、例えば次のページの２つ目のコメントにございますように、期中における適切

な予算追加投入を行う等、機動性、弾力性を確保するなど、事業の進捗状況に応じ、事業

者への支払い等に努めるなど、精緻な執行管理を実施している。そういったこともやりつ

つ、やはり一方で交付金債務の縮減については、なかなか目標が達成できなかったという

ことでございます。 

 これについても簡単でございますが、以上でございます。 

○松本部会長  どうもありがとうございます。皆様の評価を拝見いたしますと、Ａが６

人、Ｂが２名ということになっておりまして、これも平均いたしますと、評価はＡになり

ます。各委員からのコメントは先ほどご説明いただいたとおりでございますが、皆様から

何かございますでしょうか。どうぞ。 

○末吉委員  ここの部分だけではなくて全体に関する印象ということでお話ししたいの

ですけれども、私の理解では、ある意味ではここの評価はＮＥＤＯのガバナンスの評価だ

と思っています。そのガバナンスというのは基本的に２つの分野があって、１つは本来業

務といいますか、研究、技術の追求だと思います。それはこの評価でいくと１に当たると

ころだと思っています。 

 もう１つのガバナンスは、全ての組織に共通することですけれども、そういった本来業

務を効率的に、有効に、効果的に進めるための管理体制、あるいはマネジメントという分

野だと思うのです。それが最後の２つのセクションかと思っています。 

 そうした場合に、確かにこういう独法の評価が非常に厳しくなった発端としては、私の

理解では、２の管理推進体制のところで、敢えて言えば緩みとか、世間水準に劣るような

管理になっている。それを是正したいというところから始まったと思っています。ですか

ら、そういった意味では２番目の管理体制のところは重要ではあるのです。 

 一方、世の中を見てみますと、あらゆる組織、企業においては、２のところは、ある意

味では当然のあり方。人材の調達にしろ、例えば人材によく働いてもらう意欲をどうして

引き出すとか、お金の管理体制とかいろいろなことを当然のごとくやっているわけです。 

 そうした場合に、ここで65％、５％、15％、15％となっているわけですけれども、もう

少し時間の経過の中で、私はやはり特に本来業務が本来の評価されるべきところだと思っ

ておりますので、そのような感じもこれから少しもってこないと。ですから、私にいわせ

れば、最後の２つのところは普通にやってというか、Ａであって当たり前ではないかとい
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うのが多分世間だと思うのです。ところが、世間は逆にいうと１のところの成果を非常に

求めているわけですし、それがなければＮＥＤＯの存在価値がないという話ですので、Ａ

に対する評価の部分を質、量ともにもっと重くしていくといった発想も必要なのではない

かという気が実はしております。 

 それから、それに関連して申し上げれば、ＮＥＤＯはマネジメント手法の開発、普及を

図るということですから、とすれば、研究開発と人材とか財務と分けていくというのは、

評価としてはしやすいのですけれども、ある意味では一体的にやるというところがマネジ

メント手法だと思いますので、研究開発も、人材も、そこへのお金のつけ方も、あるいは

会計処理も、もう少し一体的に、ホリスティックに評価できるような発想とか何かはでき

ないのかなというのを、何回かやらせていただいての１つの印象をもっています。とりあ

えずまずそれだけ申し上げておきます。 

○松本部会長  ありがとうございます。これはどなたかコメントございますか。 

○安永審議官  私どもの立場から申し上げます。ＮＥＤＯの役割の本質論を今ご指摘い

ただいたと思っています。というのは、ＮＥＤＯの本業である研究開発のマネジメントは

一体何なのかということです。 

 今までは必死にＮＥＤＯの中で、まず技術動向、世の中で何が動いているのかというの

を調べる。それから、いろいろな提案があったときに、公募などの際に、プロの目からど

ういうプロジェクトをやればいいかというのを正しく選ぶ。正しく選んだ上で、お金の配

分などを適切にやって、限られた国家予算ですので、最大有効に使うように工夫する。そ

して、成果が得られるかどうか、中間段階でも評価をやるわけです。大体、５年プロジェ

クトですと３年目にやる。評価を絶えずやっていって、終了した後のフォローもして、世

の中に技術が出ていって、日本の経済全体にプラスになるようにしてくださいよ。これ全

体が我々ＮＥＤＯがやるべき研究開発のマネジメントだと思っています。 

 確かに、今までいろいろな仕組みを改善してきて、末吉先生がご指摘のように、本業に

おける仕事が、ある意味与えられた範囲では非常によくできるようになってきたのではな

いかと思います。ただ、恐らく今後は、世界が既にいろいろ変わってきています。 

 例えばオープンイノベーションという言葉がある。今まで日本の政府、我々もそうです

けれども、オープンイノベーションというのは、ある意味で異業種、大学と企業、あるい

はそういう人たちが複数のコンソーシアムで研究開発をやることだと思っていた。 

 ところが、世の中はどんどん変わってきている。我々がそれを最初に目の当たりにした
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のは恐らくリナックスだと思うのですけれども、あれはソフトだから非常に特殊な世界で

すが、今までの閉じられたパートナーシップから非常に広がりをもってくるようになる。 

 恐らく日本経済も、アベノミクスで大分円安にもなり、企業の業績も改善しつつありま

すけれども、恐らくは大きな企業の中央研究所の存在は非常に厳しくなってくるだろう。

そうなると、大学とどうやって連携していくかということが今より一層大事になる。今ま

での産学連携も相当進んできたと思いますけれども、多分大学の位置づけが日本の経済に

よって相当強化されるのだと思うのです。 

 そうしたときに、おっしゃるようなＮＥＤＯの本質論である研究開発をどう進めて日本

の経済にどう貢献してくるか。今までのは、ある意味今までの世界でやっているからでき

て当たり前と私たちも余りいうわけにいかないのですけれども、これをもっと新しい世の

中に適合するように、なおかつスピーディーに動けるようにしていくという意味では、非

常に大事なご指摘をいただいたと思っておりまして、産業技術環境局全体の課題として取

り組みたいと思います。ありがとうございます。 

○松本部会長  ありがとうございます。 

○末吉委員  せっかくですから、ちょっと関連でよろしいですか。今、審議官はとても

いいことをおっしゃっていただいたと思っているのですけれども、実は私もそのことを申

し上げたかったのですが、こういう評価をしていてつくづく感じるのは、個別項目をミク

ロでみていくとすごくいいことばかりなのです。とても違反などできそうもない。 

 ですから、ミクロではすごくいい点数がつきやすいのですけれども、多くの委員の方が

コメントでおっしゃっているとおり、ちょっと離れて、総体観というか、マクロで物をみ

たときに、すごくギャップがあるのです。ミクロのすばらしさとマクロの成果として受け

る印象との間にギャップがある。このギャップをどうやって埋めるのかというのが今、審

議官がおっしゃったようなことではないかと思っています。 

 そこで、私が１つ個人的に考えているのは、やはりギャップを埋めるには外部との連携

が大きな要素になるのかなというのを実は感じております。これは私の関心のある金融も

含めてであります。 

○松田委員  全体をこういう一覧で出されたときに非常に違和感がありました。過去５

年間やらせていただいたものですから、過去５年間を自分で全部出してみたら、順番も随

分違うのです。最初は独法自身の無駄を排除というところから入ってきたものですから、

多分業務運営が一番上に来ていて、それから本業業務が真ん中に来ている。これから本業
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業務を65％のウエートで一番上で評価する。これは当然の話。と同時に、本来まだＮＥＤ

Ｏがこれ以上のこともしなければいかんではないかということが今、先生がおっしゃった

ようにぜひ出てほしいと思うと同時に、65％のウエートと15％、15％なのです。このボリ

ュームからいきますと、何だか上のほうの本来業務のところがもっといっぱいコメントも

含めて書きたいような気もするのですが、現実としては非常に違う。 

 このウエートは指示されたことだとしましても、このウエートの中をどのように評価し

ていくかというところの並べ方とかボリュームゾーンの変更は、15％なら15％並みの評価、

65％だったら65％のウエート並みの評価。この辺の工夫はＮＥＤＯ自身で、もしできるの

であれば、本来業務がもっと表へ浮き上がってくるようなワークシート自身もつくらなけ

ればいかんのではないかなという気がちょっとして、ウエートが小さくなったところのほ

うが何だか大変なボリュームゾーンで、ちょっと違和感を全体的に覚えたものですから、

一言申し上げました。 

○松本部会長  ありがとうございました。どうぞ。 

○吉野産業技術政策課長  産業技術政策課長の吉野でございます。 

 研究開発にかかわります独立行政法人に関しましては、先生もご案内のとおり、自民党

の中でもさまざまな議論があるのですけれども、その評価手法も含めて、法人制度をどう

していくのかという議論があります。 

 研究そのものの評価に関しては、独法のガバナンスとは別に、研究評価自体の評価をす

るような仕組みを導入すべきではないかと。ガバナンスの部分はガバナンスの部分で、当

然ながらほかの独立行政法人と横並びもありますので、そうした手法は引き続き続けるべ

きではないかという議論をまさに今しているところでございまして、夏以降の行革のさま

ざまな議論の中で、まさにおっしゃったような、本来本業のところは本業らしく評価をす

る、そのためにはどういう仕組みが必要なのかという議論が進んでいくのだろうと思って

おります。 

○松本部会長  ありがとうございます。どうぞ。 

○谷田部委員  松田先生の意見と同じようなことをまず感じて、やはりボリューム、項

目数が余りにも違い過ぎる。何で65％なのだ。これは単純にみただけで不思議で、ほかの

部分は骨組みまで全部しっかりみているのに、研究開発関連業務に関しては、象の表面だ

け触診して健康ですねといっているみたいな感じで、やはりＣＴスキャンとかなんかも全

部かけてみないと本当のことはわからないのではないかなと。 
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 細かい研究一つ一つはみていないところがあるので、本来はそういう一つ一つの評価を

きちんとして、そのマネジメントを評価するということになると思うのですけれども、も

っと中身を知らないと、きちんとした評価はできないかな。どうしても項目を並べてみる

と、こんな大きいところをこんな簡単に評価してよかったのかなという気もしてしまうの

で、きっとこれは今後、工夫が必要なところではないかと思います。 

○松本部会長  ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。かなり本質的

な議論。では、岸先生、どうぞ。 

○岸委員  技術のほうは、野球のベースをつくったり、随分細かくやってきたのです。

10年間で本当にこれは変わったと思います。私、ちょうど10年やらせていただいたのです。

その前にまた数年、野球のベースをつくったりというようなことで私はＮＥＤＯとおつき

合いしていたのですけれども、本当に変わり、かついい方向に行っているのです。 

 今、先生方がいわれたのはすごくもっともで、一つ一つがどんどん細かくなって、要素

技術的には非常にいいのですが、ＮＥＤＯ全体としてどうなのかというのは本当に気をつ

けないとならないところに今来ているのだなという気がしています。 

 ただ、評価は本当に難しいのです。何とはなしやっているなといというと大体Ｂなので

す。それで、私自身は評価をうんと厳しくしないと、されたほうも何も得るところがない

といつもいっているのですが、そういう感じからいうと――Ａというこの評価はすごくい

いのです。 

 一度ＡＡというかＳをつけたことがあるのです。そうすると、上の委員会でむちゃくち

ゃたたかれまして、では、ＡＡとかＳは一体何だったのかというと、今やれる範囲で中期

計画からみて、これ以上はＮＥＤＯはできないでしょう。だからこれは一番いい点だとつ

けてしまったら、いや、それはやることをやっただけだから、Ｂ´ぐらいではないかとい

うご意見だったのです。 

 いずれにしろ、評価をやっていくと、割とみんないい仲間になって、身内になって、い

い点をつけてしまって、それは日本の研究全体を決していい方向にもっていっていないと

いうのが一方であるのです。そういうことを全部踏まえて、各要素だけの評価から全体評

価を本当にどうもっていくのか、ぜひ今後お考えいただければ幸いだということで、ひと

つよろしくお願いしたいと思います。 

 もう１つなのですけれども、ＮＥＤＯと産総研というのは日本にとって本当に大事なの

です。経済産業省がその重要性をわかっているのかと時々思うことがあるのです。それで、
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結局、文部科学省にしてみると、今のところが走ったのがイノベーションで最初にあって、

それをみて文科省のイノベーションなどというのが走るし、大学が走るところが非常に多

いのです。 

 そういう意味では、やはりその重要性を本省がもう一段認識していただくということと、

何で見かけ上でもいいＮＥＤＯの予算をこんなに減らしてしまうのかというのは、やはり

イノベーションに熱心だとは誰も思わないのではないかと思うので、その辺まで含めてご

検討いただければと願っている次第です。 

○松本部会長  ありがとうございます。非常に本質的なご議論をいただいたかと思いま

す。 

 それでは、ただいまのご意見を踏まえまして、もし修正したいという方がいらっしゃい

ましたらお願いします。よろしゅうございますか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、財務内容の改善その他は「Ａ」で確定させていただきたいと思います。 

 以上、総合的な評価に移りますが、今までの審議で、研究開発関連業務は「Ａ」、クレ

ジット取得関連業務も「Ａ」、業務運営の効率化に関する事項も「Ａ」、財務内容の改善そ

の他に関する事項も「Ａ」になります。その結果を、前回の部会で決めました比率を掛け

て、比率を変えろという意見があるのかもしれませんが、いずれ変えても総合評価は

「Ａ」になるかと思います。 

 それでは、総合評価について、評点、あるいは部会のコメントとして書いておくべき内

容いずれでも結構でございますので、皆様からのご意見を伺いたいと思いますが、大体今

まで出尽くしたような気もいたしますが、よろしゅうございますでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、平成24年度のＮＥＤＯの総合評価は、当部会としては「Ａ」と決定したいと

思います。よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、引き続きまして、４つ目の議題に移らせていただきます。議題４の第２期中

期目標期間業務実績評価についてということで審議をさせていただきます。事務局から説

明をお願いいたします。 

○牧野技術振興課長  先ほど平成24年度の評価につきまして、参考資料２、実績の評価
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基準という資料を参照していただいたところでございますが、同じ資料の３ページ以降に、

中期目標期間に係る業務の実績に関する評価という項目がございます。評価の方法、内容

等を書いてございます。 

 ４ページになります。３．に評価の基準及び方法というものがございます。過去５年度

分のウエート付けがございます。具体的には、ここにございますような評点が入ることに

なりますが、各項目について既に平成20年度から先ほど24年度の分も含めて評価が決定し

てございますので、中期目標期間の各項目の評定につきましては、過去５年分の評定を加

重平均して自動的に決まるということでございます。 

 この後、中期目標期間の実績についての資料をご説明いたしますが、その際には、各評

定、それから各項目の実績等に対する評価コメントについてのご確認をいただければと存

じます。 

 それから、これからご審議いただく中期目標期間の業務実績につきましても、24年度の

評価と同じように、経産省の親委員会への報告をする内容となります。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ただいまの説明を踏まえまして、審議を進めたいと思います。 

 それでは、資料４の第２期中期目標業務実績評価（案）の２―１の研究開発関連業務に

ついて事務局からご説明をお願いいたします。 

○牧野技術振興課長  資料４を１枚めくっていただきまして、３ページ、サービスの質

の向上（研究開発関連業務）でございます。これにつきましては、平成20年度から24年度

まで５年連続Ａの評価を頂戴いたしてございますので、評定はＡとなります。コメントに

ついて紹介させていただきながら評定と記載事項をご確認いただければと存じます。 

 まず、３ページの２つ目のコメントでございます。これは先ほど議論された内容とも非

常に深くかかわってきておりますが、４行目当たりから、洋上風力でも日本は世界から置

いてい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

本のもつポテンシャリティーをいかに日本全体の実績に結びつけるのか、これは無論ＮＥ

ＤＯ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と

いうことであります。 

 その３つ下、全体的に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
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ころがあったと評価せざるを得ないというコメント。 

 一番最後のコメントでございます。前段は、計画以上の成果を達成できていると評価で

きる。ただし、ＮＥＤＯ自身の問題ではないが、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。 

 その次もご紹介いたしますが、「ただし」以下でございますけれども、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生かされないことになる。 

 次のコメントの中でも、大体何でも最初に肯定的な評価をいただいた後、「ただし」と

か「しかし」とかの後でいろいろご指摘をいただいているわけですが、ここでも、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

いということであります。 

 その２つ下、これも、ただ、ほかに何ができるか、ということを考えたとき、次世代の

子供たちの育成を含めて積極的に活動をしてほしいと思いました。 

 その他、非常に大きな視点のお話とか、非常に具体的な話とかを含めて多数コメントを

いただいてございます。 

 ６ページまでが全般的なコメントでございますが、７ページ以降は単に目標に掲げた事

項と実績を並べたものでございまして、その中で２点だけ紹介させていただきたいのがま

ず10ページでございます。 

 研究開発の実施（ナショナルプロジェクト）の中で、目標として、真ん中ぐらいですが、

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

めの取組を実施するという目標に対し、主な実績の２つ目でございますが、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

得たということでございます。これは前回のＮＥＤＯ部会でＮＥＤＯ側から説明がありま

したが、６割以上を優良という目標に対して58％で少しだけ足りなかったという点がござ

います。 

 同じように少しだけ足りなかったのがもう１つございまして、12ページでございます。

これは技術経営力、人材育成絡みでございますが、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、工学等の博士号これらを習得させるということでございますが、

実績の２つ目、最後のほうに書いてございますとおり、４名修了ということで１名足りな

かったということがございます。 

 目標と実績との関係で申し上げますと、優良比率と博士号の取得については数値的に目
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標を達成してございませんが、それ以外の数値的な目標を記載するものについては全て達

成されております。 

 研究開発関連業務については以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。それでは、この件、ご審議いただければと思

います。今ご説明いただきましたが、それに何か加えるべきですとか、皆様の忌憚のない

ご意見をいただければと存じますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

     （「なし」の声あり） 

 どうもありがとうございます。では、ただいまのご説明を踏まえまして、２―１の研究

開発関連業務の評価は「Ａ」と確定させたいと思います。ありがとうございます。 

 次に、２―２の新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等の説明をお願いいたし

ます。 

○牧野技術振興課長  今の資料の13ページでございます。本業務については、24年度は

業務を実施しなかったものですから、20年度から23年度まで４ヵ年の評価は全てＡをつけ

ていただいておりますので、平均の評定としてはＡでございます。 

 コメントにつきましては、大変実績を上げたという点を書いていただいておりますが、

１点だけご紹介させていただきます。上から５つ目のコメントの最後のほう、「ただ」以

下でございますが、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

範囲を超えるところもあるが、適切なカバーを期待したいというご期待のコメントを頂戴

してございます。 

 あとは、目標と実績については記載のとおりでございまして、特に数値目標をここに書

いてございませんけれども、具体的な目標としては着実に達成以上の実績を残されている

ものと考えてございます。 

 以上でございます。 

○松本部会長  それでは、ご審議をお願いいたします。何かコメントはございますでし

ょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 どうもありがとうございます。ないようでございますので、２―２の新エネルギー・省

エネルギー導入普及関連業務等の評価は「Ａ」と確認させていただきます。 

 次に、２―３のクレジット取得関連業務の説明を事務局からお願いいたします。 

○牧野技術振興課長  同じ資料16ページでございます。クレジット取得関連業務につき
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ましては、平成20年度はＡＡ、21年度から24年度まで、先ほど確定いたしました24年度を

含めて４ヵ年度Ａでございましたので、平均いたしますと、Ａという評価でございます。 

 こちらについては、先ほどご紹介したコメントだけ繰り返してご紹介いたしますが、評

価のポイント、16ページの５つ目のところでございます。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という点をご紹介いたします。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございます。ただいまのご説明のとおりでございますが、何

かご意見ございますでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、ただいまの審議といいますか、ご意見はないということでございますので、

クレジット取得関連業務の業務説明の評価は「Ａ」とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 次に、第３の業務運営の効率化に関する事項の説明をお願いいたします。 

○牧野技術進行課長  資料19ページでございます。業務運営の効率化につきましては、

平成20年度から先ほどお決めいただいた24年度まで５ヵ年度間、全てＡの評価をいただい

ております。したがって、第２期中期計画期間中の評価もＡになります。 

 コメントを一つ二つご紹介申し上げます。２つ目のコメントでございます。業務運営の

効率化は順調に進んできていると思います。これは言わずもがなのことですが、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す。とすれ

ば、これからも引き続き効率化は進めていくと思いますが、それは単なる数字目標の達成

でなく、中身のある費用削減になっていくことを期待します。 

 それから、これは先ほどご紹介したのと重なりますが、真ん中当たりの、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、

高い技術知見をも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いだろうかという点のご紹介を申し上げます。 

 こちらについては、目標として掲げられたことと実績については、数字的なものについ

て達成していないものはございません。 

 以上でございます。 



- 31 - 

 

○松本部会長  ありがとうございます。ご議論をいただければと思いますが、いかがで

しょうか。よろしゅうございますか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、この件、評価は「Ａ」で確定させていただきます。ありがとうございます。 

 それでは、最後に、財務内容の改善その他に関する事項の説明をお願いいたします。 

○牧野技術振興課長  財務内容の改善その他につきましては、平成20年度がＡ、21年度

Ｂ、22年度Ｂ、23年度Ａ、それから先ほどご審議いただきました24年度Ａでございますの

で、平均するとかろうじてなどといっていいかどうかわかりませんが、中期目標期間中も

Ａの評価となります。 

 ここについてコメントを一つ二つご紹介いたしますが、２つ目のコメントとして、財務

内容の改善には前進がみられたのはよかったと思います。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きます。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ますという点。 

 それから、運営費交付金について下から５つ目のコメントで触れていただいております

が、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

ると考えられるということでございます。 

 以下、目標と実績の対比が書いてございますが、29ページの一番下に交付金債務の適正

化に向けた取組を行うということでございまして、中期目標期間終了時の交付金債務残の

同期間の最終年度の予算額に対する比率を９％以内に抑制するというのが目標だったわけ

でございますが、１枚めくっていただいて、右上にございますとおり、平成24年度予算額

に対して30.8％と大幅に上回ってしまったわけでございます。ただ、情状酌量の余地的に

触れていただいている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、これでも14.4％でございますので、これは未達と言わざるを得ない部分でございます。

それ以外の実績については未達のものはございません。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございます。この件、何かご議論、ご意見ございますでしょ

うか。よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、ただいまの件、評価は「Ａ」ということで確定させていただければと思いま
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す。ありがとうございます。 

 最後になりますが、第２期中期目標期間のＮＥＤＯの総合評価についてですが、今まで

の議論で研究開発関連業務「Ａ」、それから新エネルギー・省エネ導入普及関連業務「Ａ」、

クレジット取得関連業務「Ａ」、業務運営の効率化に関する事項「Ａ」、若干問題があるか

もしれませんが、最後の財務内容のところはかろうじて「Ａ」になりますので、総合評価

は「Ａ」とさせていただければと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 どうもありがとうございます。 

 この後、ＮＥＤＯに入室いただきまして、審議の結果をお伝えするということにいたし

ます（「１つよろしいですか」の声あり）。どうぞ。 

○渡辺委員  中期計画全体に関して、私、２回おつき合いして、やはり何を一番感じた

かというと、１つずつ一生懸命やっても、マクロから成果が上がらないという先ほどの指

摘のとおりが問題として残っていると思うのです。それはなぜかというと、大企業全部と

は言わないのですけれども、多くの企業の中間管理職系における保守主義があるというこ

となのです。 

 これはなぜそうなのかと感じるかというと、実はハイテク系のベンチャーさんのおつき

合いを幾つかさせて、社外役員もやったりしているのですけれども、ことごとく大手が途

中でそれを採用するのをやめるのです。結局、海外の企業でやらざるを得なくなってしま

う。だから、そこのところのあやが実はこの成果にあらわれている、同じ原因だと思って

いるのです。ということは、補助金だからこの開発はやってもいいや、自己資金ではやら

ないけれどもというような意識が蔓延しているのだろうと思います。 

 そういう意味で、今後の中期計画においては、やはりナショナルプロジェクトに参画す

る企業さんのトップの意見を聴取するといったら大げさですけれども、話をしていかない

と、技術開発がうまくいってもだめだよと。 

 この前、九州の洋上風力の現場をみさせていただいて大変感動したのですけれども、そ

この担当をされている方々との雑談をした中でも、これは完成したらいつ実用化するので

すかということを聞いたところ、それは本部が決めることであるということであるとすれ

ば、それは成功しても何の意味もないのではないか。やるからこそノウハウがたまるので、

かつ、そのノウハウを現場で実際の事業に生かさなければ何の出口もないわけです。 

 要するに、スタートラインからそこが決まっていないわけです。決めるということは大
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変なことなので、成功しないのにやりますというわけにいかない。ただ、成功したらやる

ぐらいのことはコミットメントがあってもいいのではないかと、幾つかのプロジェクトは

みんなそうなのですけれども、特にそのように思いました。ということで、その辺を第３

期では議論していってほしいと思います。 

○松本部会長  貴重な意見、ありがとうございます。どうぞ。 

○末吉委員  私も同じ感想を申し上げようと思ったのですけれども、この事業報告書平

成24事業年度の 120ページの新エネルギー分野の中期計画、例えば太陽光とか風力、バイ

オマスと書いてあるのですが、改めて読むと、今のお話でいくとコミットメントがないの

です。 

 例えば風力発電でいけば、新たに風力発電に対する我が国特有の問題克服や洋上風力発

電導入に係る技術開発等に着手すると。これは確かにそうなのでしょうけれども、５年間

の中期計画で、５年という長い期間の間にいろいろな条件の変化とか、世の中の競争がど

うなるかとか、ニーズがどうなるとかと考えると、研究開発等に着手するではなくて、着

手して何々をやるとか、目指すとか。 

 ですから、これは今のＮＥＤＯが制度上、自分たちでそういうコミットメントができる

かどうかはよくわかりませんけれども、ただ、少なくともこれからの５年をやる場合には、

経産省も含めて、全体としてのコミットメントという要素が出てこないと、結局また同じ

ようなミクロとマクロの乖離が出てしまう。 

 ですから、そのコミットメントをどういう仕組みでつくり上げて、そのコミットメント

のどこの部分をＮＥＤＯが本当の自分の責任としてやるのだというところがないと。です

から、そういう意味でのコミットメントに対する進捗状況で各年度の評価もあれば、今よ

りもっと違ってくるような気もします。そういう感じをもっております。 

○松本部会長  ありがとうございます。日本全体が変わっていかないとなかなか難しい

かもしれませんが、グローバルな環境で競争に勝ち抜こうと思うとそういうことです。あ

りがとうございます。 

 それでは、そろそろ時間もたってまいりましたので、ＮＥＤＯの方々に入室いただいて、

今の結果をご報告したいと思います。その際、皆様からも一言何かつけ加えていただけれ

ば幸いです。 

○牧野技術振興課長  では、この時間を利用して。資料５、独立行政法人新エネルギー

・産業技術総合開発機構 役員退職手当規程の改正について という資料がございます。こ
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れは国家公務員の退職手当に関する制度が、この下の表のように、要は退職金を下げる方

向で改正されました。それに合わせてＮＥＤＯの役員の退職手当規程を改正するという後

ろ向きな話でございますが、今年の６月14日に既に実施されてございますので、この場で

ご報告を申し上げます。 

 以上です。 

○松本部会長  我々にとってはなかなか厳しい話です。 

 

     （ＮＥＤＯ入室） 

 

○松本部会長  それでは、委員の皆様方から、24年度の事業実績評価と中期目標期間の

実績評価、２つの評価について審議をしていただきました。 

 また、今回から新たに加わった委員の方々にはさぞかしご苦労があったと思いますが、

本日、ＮＥＤＯ部会として評価を決定いたしましたので、審議結果の概要を説明したいと

思います。 

 まず、１の平成24年度業務実績評価につきましては、各項目毎に、研究開発関連業務は

Ａ評価、それからクレジット取得関連業務がＡ評価、業務運営の効率化もＡ評価、財務内

容の改善その他もＡ評価でございますので、総合評価としてＡと決定いたしました。これ

は、法人の実績において、質、量どちらか一方において中期計画を超えてすぐれたパフォ

ーマンスを実現ということになるかと思います。 

 委員の共通の意識といたしましては、ＮＥＤＯは役割を認識し、十分な成果を上げ、よ

く責任を果たしているということになるかと思います。 

 個々の項目で申し上げますと、研究開発関連業務では、産業へのインパクトレベルまで

加味したアウトプットをきちっと評価、そこまでコミットしてほしいということですとか、

全ての業務がうまくいっているわけではないので、ある意味、失敗学的に失敗したことを

うまく構造化していくことも必要ではないかというコメントもいただきました。 

 それから、クレジット取得関連業務では、今後の展開も考えておくべきであるというか、

次への枠組みをどうするかという議論もＮＥＤＯの中でされてはどうでしょうか。そこが

ＮＥＤＯとしての存在意義に通ずるのではないかというご意見をいただいております。 

 業務運営の効率化では、非常によくやっていただいているのですが、ちょっとやり過ぎ

ではないかという意見もございました。 
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 財務内容につきましては、国際業務の難しさが当然あるわけでございますけれども、そ

れも含めて一層の努力も必要かもしれないというご意見をいただいたわけでございます。 

 総合的には、やはり評価をやるのが極めてミクロなところでとまっていて、それぞれ個

別独立して評価をしているだけにとどまっているようなところもあるので、俯瞰的、総合

的な評価手法の開発も必要ではないかというご意見がございました。ある意味で評価の構

造化というようなことも考えていくべきではないかということかと思います。 

 それから、第２期中期目標期間業務実績評価では、20年度から23年度までの評価と、先

ほど申し上げました24年度の評価結果を加えた平均としてでございますが、総合評価とし

てＡに決定いたしました。項目毎には、先ほど申し上げました全ての項目でＡでございま

す。 

 この５ヵ年順当に努力して成果を上げてこられました。総合的にみて、第２期中期目標

期間では、中期目標を超えて優れたパフォーマンスを実現していると評価できるというこ

とでございます。 

 一方で、ＮＥＤＯに対する国民からの期待は極めて大きく、評価はより厳しいものとな

るので、実用化率が高まらないと国民の理解は得られないということもございます。実際

にこういう補助をするときに、ぜひ実施する企業にコミットメントを求めるというご意見

もございました。技術開発ができても、それが実用化して本当に国民の役に立たないとい

けないということかと思います。 

 これが今までいただいた評価のまとめかと思いますが、委員の方々から何か加えてコメ

ントをいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○牧野技術振興課長  順番に一言ずつ、金谷委員からお願いしましょうか。 

○松本部会長  そうしましょうか。では、日本的かもしれませんが、金谷委員から何か

コメントをつけ加えていただければと思います。 

○金谷委員  つけ加えるというより、私のコメントしたものも皆さんにいただいた意見

に非常に近いのです。 

 ミクロの一つ一つの評価項目と評価基準ですとこのようになるのですけれども、やはり

ＮＥＤＯ自体を本当の意味で効果を上げていける組織にしていくために必要なことはまだ

まだあると思っていて、そもそも論に非常に近いところ、今日、俯瞰的にみてどうかとい

う話が出たのですが、こういった技術戦略をどう捉えるのかということ。 

 あとは、こういったものが実用化、普及するのは政策と非常にリンクしているものです
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から、例えばＦｉＴがスタートして、どうやら今年日本は世界でフローベースで太陽光が

世界一になりそうだ。でも、それは本当にこの時期がベストだったのかということとか、

技術開発を今までいろいろやってきたところが刈り取れているのかといったら、例えばダ

ンピング競争で、実態としては非常に厳しい状況のときにＦｉＴがスタートしたというこ

とが本当によかったのかとか。これは一例ですけれども、日本のいろいろな政策とか、規

制制度改革の問題もあると思うのです。 

 ですから、そういった意味で、こういった評価項目も含めて、ＮＥＤＯ自身を本当の意

味で日本の技術戦略として必要不可欠な存在であるべきというところにもっていくのに、

恐らく、やるべきことがまだほかにあったり、評価の仕方もあるのかなということでござ

います。 

 以上です。 

○松本部会長  ありがとうございます。 

 では、岸先生。 

○岸委員  もう既に部会長がよくまとめていただいたところなのです。 

 ただ、１つだけ心配なのは、評価がよすぎて、理事長様にしては、ここが悪いから改善

しろといいにくいのかなと思って逆に心配をしている次第です。それは私なども随分味わ

ったことなので。 

 ただ、日本の技術は客観的にみてもかなりいいのですけれども、それでいて全体がうま

くいかない。これは部会長が今おまとめになったとおりで、ここを何とかＮＥＤＯは違う

方向で立ち上げていただける時代が必要になってきたという気がしております。 

○松本部会長  それでは、末吉先生。 

○末吉委員  ありがとうございます。５年間お疲れさまでございました。いろいろ申し

上げたので１点だけ、先般、現地視察をさせていただきましたので、そのお礼かたがた私

の感じを申し上げます。 

 まず１つは、北九州の洋上風力です。実際行ってお話を伺って現物をみて、非常にすば

らしいものができていると思いました。ただ、お金が非常にかかっているのですよね。 

 一方で、私、先般、サムソ島というところに行ってきました。有名なところですけれど

も、島の人口 4,000人のところで、陸上に11基、海上に10基もって動いています。例えば

これとの比較をしたりするとどういうことを感じるのか。 

 あるいは、兵庫県の燃料電池の先端技術の研究施設を見させていただきました。私は全
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く素人なのですけれども、とんでもないことをおやりになっている。でも、それは2030年

だというわけです。 

 私の素人考えでは、これからの５年、10年で相当この分野の勝負がつきそうなときに、

その間は何で埋めるのだろうかという非常に単純な質問があります。 

 ですから、日本の技術とか、日本が実際やるとなったときの非常にハイクオリティーで

立派なものを追求していく、そのことにはすごく感銘を受けるのですけれども、そういっ

たポテンシャリティーをもっている日本が例えば風力や太陽光やその他において、なぜこ

んなにまで遅れてしまったのか。これはＮＥＤＯも含んで、そのことへの全体での反省を

もたないと、次の５年間への計画の出発点が本当にいいものはできないのではないかとい

う勝手な心配をしております。 

 以上です。 

○松本部会長  ありがとうございます。 

 では、高井先生、お願いします。 

○高井委員  私は皆さんと視点がちょっと違うかもしれないのですけれども、人材育成

を大学においてもやっていまして、これからの若手人材育成が大変大切なことであって、

全体的な評価は大変よかったのですが、私個人の人材育成という点からすると、さらに小

中高というところまで下がっていくと、すごくいい技術をＮＥＤＯさんがつくり上げてい

ながら、国民にそういうのが余りわかっていないのかなというところがとても残念だなと

いうところがありまして、ぜひ若手に対する広報活動もこれからやっていって、より広め

ていっていただければ。 

 今、工学に興味のある中高生は余りいないのです。それが経済にどのようにかかわって

いるのかということをもっと小さいうちに――アメリカの小学校に行くと、そういうとこ

ろもちゃんと教育している。これは文科省の仕事かもしれないのですけれども、ぜひそう

いうところも含めた一体型の教育システムから経済成長へというところまで含めた取り組

みをぜひしていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○松本部会長  では、松田先生、お願いします。 

○松田委員  どうもご苦労さまでした。 

 １年半前に早目にやめて、それまでずっとやっていた技術ベンチャー、ハイテクベンチ

ャーの個別支援、国は余り期待していませんので、間に合わないだろうということで個別

にやるしかないということで今やっているのですが、先ほどお話ししました大企業の中堅
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管理職のところにもっていってはほとんどだめで、同じもっていくのだったら、海外ブラ

ンチ、海外現法で責任をもってやっている、日本でいうと中堅幹部になるかわかりません

が、その人のほうがはるかにフットワークがいいというのが現実にございます。 

 そういうことを考えますと、企業、あるいは技術を研究している多くの方々が燃えるよ

うな日本大好き人間なのです。これの根底が変わってきてしまうと最初から全部逃げてし

まうということになりますから非常に困るのですが、日本をどうにかしたい、そして、ス

タートアップは絶対日本がいいといっています。何でいいのか。あらゆるものがそろって

いるというわけです。確かにスタートは難しいとかといいますが、ほかでいくよりもはる

かにハイテクが日本でそろっている。 

 しかし、ダッシュは日本では難しい。そうすると、コストだけ使って刈り取るのを海外

でやられたのでは何もならないので、コストを使ってスタートをするまでに、どのように

ダッシュをしても日本にテラ銭が入ってくるかということをどのように考えていくかとい

うことをフォーカスしながら支援しています。 

 すばらしい経営資源が日本にいっぱいある。そして、その経営資源の川上の一番大もと

はＮＥＤＯがやられているのだと思いますが、ぜひＮＥＤＯの開発案件にかかわったとこ

ろが10年後の日本の活力、そして世界に貢献して、世界の成長ゾーンから収益を逆にいた

だく、このような仕組みを考えていかないと、多分、高齢化社会も最高に進んでいるので

すから、80年代と同じことを考えていたのでは全くだめだろうと思っています。 

 そういう意味では、非常に大きな期待もしていると同時に、他人に期待していても自分

がやらなければしょうがないので、自分がやるべきことはやるというようなことで進んで

いこうと今思っています。ありがとうございました。 

○松本部会長  ありがとうございます。 

 では、谷田部委員。 

○谷田部委員  とにかくＮＥＤＯには実績を上げていただきたい。ですから、研究プロ

ジェクトも必ず成果を上げてほしいと思うのです。 

 対照的に２つ、私の知っている結果として、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ社のロボットのことが

ありますけれども、ＮＥＤＯにかかわる前からいろいろお話を伺ったりなどしていて、最

初からどういうプロセスで実用化していくかということはもう頭の中にあって、そこにＮ

ＥＤＯが絡んで実用化に向けて動いているという印象を私はもっているのです。 

 だから、プロジェクトを始めるということは、そのプロジェクトをやる人たちにとって
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最終的にゴールまできちんとみえているという形で初めて実現するというか、いろいろな

障害が起きることも最初から考慮に入れて、そのためにどうしたらいいか、どのぐらい時

間がかかるかということも考慮してやっていらっしゃる。 

 一方で、私がよくいっている超高純度鉄は、逆にいうと理学的、基礎科学的には非常に

うまくいくのだけれども、出口が最初からわからないというところがあって、結局、実用

化とか具体的に研究を続けていくことがなかなかできないみたいなことがある。 

 両方ともＮＥＤＯにとってみると育てなければいけないことだと思うのです。やはりも

ともとどちらも割と素性のいいものだと思うのですけれども、その２つのタイプをうまく

育てられるということがＮＥＤＯのマネジメントの非常に重要なことになってくると思う

ので、そういった個別の一つ一つもみながらマネジメント能力を高めていただきたいと思

います。 

○松本部会長  ありがとうございます。 

 では、渡辺先生。 

○渡辺委員  ２期にわたって10年いろいろ評価に携わると同時に、ちょうど10年間大学

発ベンチャーの幾つかのフォローアップも社外役員も含めてやってきた中で、一般的には

大企業にすごく信頼感を置いているということなのです。一般の人が、あるいはＮＥＤＯ

さんもそうかもしれない。だけれども、実用化するのはベンチャーなのです。大企業さん

は成果が出ても実用化まで行かないかもしれない。 

 ということなので、先ほど部会長さんからコミットメントが必要なのではないかとご紹

介いただきましたけれども、私自身としても、やはり企業さんの戦略上のコミットメント

が絶対必要である。ものすごく保守的。先ほど、中間管理職が保守的だと松田先生もおっ

しゃっていましたけれども、私も全く同じことを感じておりまして、そういった面ではカ

ルチャー転換が必要だということ。それをＮＥＤＯが第３期でリーダーシップをとって進

んでいってくれればいいなと思っております。 

○松本部会長  コメントありがとうございました。 

 それで、この結果は７月25日に予定されている経済産業省の独立行政法人評価委員会、

いわゆる親委員会に報告させていただきます。そこで厳しいコメントが出て、これは違う

だろうといわれたら、そこは変えないといけないということになるかもしれませんが、そ

こでの審議結果において最終的な評価が決まるということでご承知おきいただければと思

います。 
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 なお、具体的な案文につきましては、本日の資料３、それから資料４の記載の内容を元

に、本日いただきましたご意見を踏まえまして、事務局と私のほうで最終的にまとめさせ

ていただきますので、ご一任いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、ＮＥＤＯ側から何かございますでしょうか。 

○古川理事長  どうも大変お忙しい中、現場のご視察も含めまして、大変短期間の間に

ご評価いただきまして、まことにありがとうございます。 

 先ほど評価結果をいただきました。総合評価Ａということで、もっと上に点があること

は承知しておりますけれども、総合的には非常に温かい将来への期待を込めてＡをいただ

いたと理解しております。 

 私自身も、ここへまいりましてもうそろそろ２年になるのですけれども、やはりＮＥＤ

Ｏがどうあるべきかということも、いろいろな開発とかオペレーションを通じまして感じ

るところが非常に大でございまして、先ほど個別のご指摘をいただきました。私も非常に

ご示唆に富む今のご指摘を感じるところが多いのでございますけれども、とにかく、今回

新体制になることもございまして、また新たな形できちっとオペレーションをやってまい

りたいと思います。 

 今、アベノミクスの成長戦略が非常に議論になっております。１本目、２本目の矢は、

どちらかというと政策発動でありまして、３本目の矢をきちっとできないと、日本は本当

に世界から評価されないと認識しております。その中で経済産業省の皆さんとＮＥＤＯが

成長戦略をどう担っていくかという役割は極めて重要だと思っておりますので、省の皆様

のご指導をいただきながら、ご相談させていただきながら、ぜひ先ほどのコメント、ご批

判に耐えられるようにやってまいりたいと思います。 

 また、２期に関しましては、岸先生を初め、本当に大変な５年間、また、１期からも含

めて10年間ご指導いただいた先生方が多いわけでございますけれども、皆様方のご期待に

応えるべく第３期をやってまいりたいと思います。委員をお離れになられても、ぜひ引き

続きＮＥＤＯのファンでいていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日

はどうもありがとうございました。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、その他でございますが、役員退職手当の件はご報告させていただいたという

ことかと思います。 

○牧野技術振興課長  若干事務連絡をさせていただきますと、本日の議事要旨につきま
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しては、部会長一任ということでよろしゅうございますでしょうか。 

 議事録につきましては、案をとりまとめ次第、皆様にお送りします。ご確認いただいた

上で公開したいと存じます。 

 資料はまた大部でございますので、お机の上に置いておいていただければお届けいたし

ます。 

 以上でございます。 

○松本部会長  どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 今回の評価をもって、ＮＥＤＯ部会の委員として岸先生、それから渡辺先生がご退任と

いうことになります。どうもありがとうございました。 

     （満場拍手） 

 では、最後に、安永審議官からご挨拶をお願いいたします。 

○安永審議官  本日、お忙しい中、ありがとうございました。また、松本部会長におか

れましては、ご就任早々のとりまとめ、ありがとうございました。皆様方、ありがとうご

ざいました。 

 今日、私ども、新しい課題をいただきました。１つは、ＮＥＤＯはプロジェクトをうま

く効率的に運営していくのは当然である、それだけの習熟がみられる、すばらしい。ただ

し、ミクロでみると非常にいいことをいっぱいやっているのだけれども、マクロでみると、

これは私どもへの叱咤激励と受けとめましたが、日本の競争力が強くなったように感じら

れない。ですから、ＮＥＤＯの新しい方向性として、イノベーション、研究開発の成果を

うまく社会実装していくことを政府一丸となってやっていく。その一員としてＮＥＤＯに

期待しているというのが１点。 

 もう１つが、まさしくお話があったように、大企業を初めとして日本の社会が保守化し

ている、新しいものにチャレンジしなくなっている。研究開発を中心とするイノベーショ

ンの世界のカルチャーを改革するものもＮＥＤＯは力を注いでほしい。この新しい点をご

指摘いただきました。私ども政策サイドとしても、しかとこれを認識してやってまいりた

いと思います。 

 最後に、ご指摘いただきましたように、本省はＮＥＤＯ、産総研の重要性を本当に理解

しているのか。理解しているのならば、このような予算のつけ方はないはずだというご指

摘も厳しく受けとめました。私どもは肝に銘じてやってまいります。どうもありがとうご

ざいました。 
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○松本部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、第32回ＮＥＤＯ部会を閉会とさせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

 

                                 ――了―― 

 

 


