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経済産業省独立行政法人評価委員会 新エネルギー・産業技術総合開発機構部会 実績の評価シート(２５年度)（案） 
 
１．総合評価シート 

 

評価項目 
評価

(AA,A,B,C,D) 
コメント（評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入） 

１．（１）技術開発マネジメ

ント関連業務（６５％） 
 

 

１．（２）クレジット取得関

連業務（５％） 
 

 

２．業務運営の効率化に関

する事項（１５％） 
 

 

３．財務内容の改善に関す

る事項（１５％） 
 

 

総合評価  

 

（各大項目の評価は、項目別評価シートの評価結果を総合的に勘案して評価する） 
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２．項目別評価シート 

 

評価項目 評価事項 
(個々の評価事項について当該年度の判定が「Ｂ」となる基準) 
※「Ｂ」：法人の実績について､質･量の両面において中期計画の達成に向け

て策定された年度計画を着実に達成 

※「・」は評価の視点 

資料 6-2

（概要） 

での説明

箇所 

資料 6-3

（詳細） 

での説明

箇所 

評価 

(AA,
A,B,
C,D) 

コメント欄 

(評価の視点等を踏まえた形で、評価の理由・コメント、改善
すべき点等を記入) 

１．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 

 （１）技術開発マネジメント関連業務 （６５％） 

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

 （ア）技術開発
マネジメン
トの機能強
化 

（ ⅰ ) 企 画
(Plan)／実施
(Do) 

 

○ナショナルプロジェクト(ＰＪ)に係る基本計画の策定等 

・国際的競争水準にあるテーマを中心に推進し、重点分野化・

骨太化を図る。政府と連携しＰＪの企画立案等に参画し、大

学・公的研究機関等の研究者が有する技術シーズ発掘も行う。 

・ＰＪの立ち上げにあたっては、中長期的視点から我が国の産

業競争力の強化に資する社会的課題の解決への貢献（「社会実

装」の程度）、費用対効果も含めた事前評価を実施する。 

・国の政策に沿って、外部専門家等との意見交換及びパブリッ

クコメント（１回以上実施）を反映させ、基本計画を策定す

る。 

・基本計画には終了時の最終目標、出口イメージを明確に記述。 

・基本計画で定める技術開発期間は、第３期中期目標期間にと

らわれず柔軟かつ適切に策定する。 

・５年間以上の期間を要するプロジェクトについては、３年目

を目途とした中間目標を定量的かつ明確に記述する。 

 

5-8、 

24-26、 

30 

8-10  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

○公募 

・政府予算の成立を条件として、平成２５年３月までに公募を

開始し、ＨＰ等を活用し採択基準を公表しつつ実施する。ま

た、公募開始１ヶ月前には公募に係る事前周知を実施する。 

9、 

30、 

42 

10 
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・実用化促進事業については、地方の提案者の利便にも配慮し、

地方を含む公募説明会の充実を図る。 

・年度の枠にとらわれない随時の応募相談受付と年間複数回の

採択に努める。 

 

○選定、採択 

・客観的な審査、採択基準に基づく公正な選定、採択審査を行

う。これまでの実用化・事業化実績踏まえた企業選定・採択

を行う。企業間の役割分担を認識し、技術開発体制構築を行

う。 

機構と実施者との間にマネジメント機能の重複や、安易な業

界横並び体制に陥らないように留意する。 

費用対効果等の不確実性が高くとも、将来の産業・社会に大

きな影響を与え得る技術開発でも、その点を一定程度評価す

る。 

・実用化促進事業は、事業実施者の経営能力を審査過程で重視。

技術目標及び出口イメージが明確で、経済活性化等により直

接的で大きな効果を有する案件を重視して選定、採択する。 

・公的機関のニーズ等を踏まえた技術開発課題の解決への取組

を行う事業については、その有効性等を検証しつつ実施する。 

・大学等の基礎基盤の科学技術の知見も活用し、実用化・事業

化を後押しするとともに、技術の早期実用化・事業化を図る

ため、技術開発・経営面の支援等を必要に応じ行う。 

・案件採択時においては、費用対効果分析実施の徹底に努める。 

・選定結果は公開し、不採択応募者に対する理由の通知を行う。

十分な審査期間を確保し、原則、公募締切から採択決定まで

の期間をそれぞれ以下の日数とし、事務の合理化、迅速化を

図る。 

ナショプロ：４５日以内、実用化促進事業：７０日以内 

（ただし、エネルギー等関連業務の実証業務等：６０日以内） 

 

6-8、 

10、 

17、 

26、 

28、 

37、 

53、 

93 

10-12 
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 （ア）技術開発
マネジメン
トの機能強
化 

（ ⅱ ） 評 価
(Check) ／ 反
映 ･ 実 行
(Action) 

 

○評価全般に関する事項 

・個々の事業に係る各種評価(中間評価、事後評価及び追跡評価)

については、外部の専門家・有識者を活用し厳格に行う。 

・評価結果から得られた、知見・教訓・好事例等を蓄積し、マ

ネジメント機能全体の改善・強化に反映させる。 

・評価結果については、技術情報等の流出等の観点に配慮し、

可能な範囲で公表する。 

 

11-12、 

18-19 

12  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

○中間評価等 

・数値化された指標を用いて中間評価を厳格に実施し、５年以

上の事業３年目毎を目処とする中間評価を必ず行い、中間目

標達成度を把握し、見直しを実施する。 

・中間評価等の結果を基に、開発成果創出促進制度の活用等に

より、事業の加速化、縮小・中止・見直し等を迅速に行うと

ともに、以降の予算要求等に反映する。 

・中間目標に対し、評価結果が一定水準に満たない事業につい

ては、原則として中止し、その財源を加速化すべき事業に充

てる。 

 

12-14 12-13 

  ○事後評価 

・ナショナルプロジェクト及び実用化促進事業については、各

事業の終了後、外部の専門家・有識者を活用し、技術的成果、

実用化・事業化の見通し等の観点から、事後評価を実施し、

評価結果を以後のマネジメント業務の改善に反映させる。 

・ナショナルプロジェクトについては、「優良」又は「合格」と

の結果を得た事業がどの程度あるか把握し、速やかに公表す

る。（中期計画：８割以上が合格、６割以上が優良。） 

・実用化促進事業については、中期計画の達成に向けマネジメ

ントを行うとともに、評価により得られた知見を基に、事業

実施者にアドバイスを行う。（中期計画：６割以上が順調。） 

 

15-17 13-14 
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○追跡評価等 

・ナショプロについては事業終了後も事業実施者に働きかけを

行いＰＪが及ぼした経済的・社会的効果等をフォローし、成

果の実用化等を推進するため、分野横断的かつ緻密に調査を

実施。その際、参加企業における実用化等の状況を把握し、

調査から得られた機構の成果（製品化事例等）を積極的に情

報発信する。 

・様々な角度からのデータの分析を引き続き行い、新たなＰＪ

採択時に、これまでの実用化等に係る実績を十分踏まえた参

加企業の選定を行う。【再掲】その際、非継続・中止事業の要

因分析を行い、これまでのナショプロの総合的・定量的評価

を行う。 

・委託先に帰属する特許権について、委託先における事業化状

況及び第三者への実施許諾状況等について、毎年調査・公表

する。 

  

18-19、 

21、 

43-45 

14-15 

 （ア）技術開発
マネジメン
トの機能強
化 

（ⅲ）その他 

 

ⅰ）主な制度運用 

・複数年度契約等を実施する。事業実施者に対する説明会を毎

年度４回以上行う。毎年度アンケートを実施し、８割以上の

肯定的な回答を得る。事業実施者の事務負担を極力軽減する。 

・委託事業資産の事業終了後の有効活用を図る。資産の売却手

続きに要する期間を平均９ヶ月以内を目指す。 

ⅱ)知的財産権、国際標準化 

・戦略的な知財マネジメントの強化に取り組む。委託事業にお

ける日本版バイドール条項の適用を行う。知財権取得を奨励

し、特許取得費用に対する支援を行う。 

・標準化含んだ基本計画数２１件、ＩＳＯ等への提案件数２件 

ⅲ)技術シーズの発掘 

・将来シーズとしてポテンシャルを有するテーマ発掘に努める。 

ⅳ)プロジェクトリーダー、プログラムマネージャー等 

・指導力と先見性を有するＰＬを選定し、必要十分な権限と責

20-34、 

53、 

93、 

98-99、 

107 

-109、 

121 

-122 

15-20  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 
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任を負うような制度を構築する。 

・外部専門家等を PM･PD に採用、部署横断的リエゾン担当を設

置。 

ⅴ)技術経営力の強化に関する助言 

・知財管理・運営、国際標準化の取組を含む助言を行う。 

・職員研修を毎年度１コース以上実施、職員を外部の技術開発

現場等に毎年度１名以上派遣、技術経営学・工学等の博士・

修士号取得を３期中期計画期間中に５名以上。 

ⅵ)技術の開発や普及に係る道筋の策定、改訂 

・要素技術、要求スペック、導入シナリオ等を時間軸上に示し

た技術の開発や普及に係る道筋を継続的に策定・改訂する。 

ⅶ)技術開発マネジメントに係る知見、教訓の蓄積 

・各評価及び追跡調査結果から得た知見、教訓を組織知として

蓄積し、毎年度２回以上の機構内の共有活動を実施する。 

ⅷ)経費の適正な執行の確保 

・厳しい処分並びに処分の公表及び機構内情報共有等の徹底。 

ⅸ)基盤技術研究促進事業 

・収益・売上納付の回収、管理費低減、欠損金の減少を進める。 

ⅹ）追加的に措置された交付金 

・平成２５年度補正予算（第１号）を研究開発型ベンチャー企

業・新事業の創出支援のために活用する。 

 

（ア）技術開発
マネジメン
トの機能強
化 

（ⅳ）実用化達
成率 

・ナショナルプロジェクトについては、事業終了後、５年経過

後の時点での実用化達成率を２５％以上達成に向けて取り組

む。また、その達成状況を公表するものとする。 

・実用化促進事業については、対象を中小企業に限定し、事業

終了後、３年経過後の時点での実用化達成率を３０％以上達

成に向けて取り組む。また、その達成状況を公表するものと

する。 

 

35-37 7-8  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

（イ）情報発信 ・展示会等における成果の積極的な発表、成功事例の積極的な 18、 20-22  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 
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等の推進 

 

情報発信の実施。必要に応じて外国語版の媒体の製作。 

・企業経営層との一層の連携強化を図り、終了後のプロジェク

トを引き続き経営戦略に位置づけるよう働きかけ。 

（ⅰ）広報誌を年４回以上発行。プレスリリース、記者会見の

実施。マスメディア向け現場見学会を５回程度実施。各種成

果報告会やセミナーシンポジウムの開催。来場者１万人超の

一般向け展示会へ出展。ＨＰ更新、海外向け英語コンテンツ

の充実化。子ども向け啓発事業を毎年度３回以上実施。 

（ⅱ）技術開発成果のアウトカムについて、印刷物、ホームペ

ージ等により、毎年度、広く情報発信。 

（ⅲ）展示会等の企画・開催等、成果の積極的な発表。企業と

のマッチングによる成果の普及促進。 

（ⅳ）内外の技術開発マネジメント機関との情報交換。イノベ

ーション、技術開発マネジメント関係等の実践的研究発表と

して、学会、シンポジウム、専門誌等に機構自身として第３

期中期目標期間中に１００本以上の発表を実施。 

（ⅴ）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。技術経営力に関する産業界、学術界等の外

部専門家等のネットワークを構築し、知見の深化と、成果の

産業界への発信。技術開発マネジメントのノウハウ等の成果

を、企業の技術開発部門や企画部門の担当者等へ発信。 

（ⅵ）技術開発期間中及び終了後に、成果の実用化・事業化に

向けた産業界等への働きかけ。成果普及事業として、サンプ

ルマッチング事業、成果実証事業等を実施。制度面で成果の

実用化・事業化を阻害する課題があれば、関係機関への働き

かけ。 

 

31、 

38-49 

69、 

75 

 

 （ウ）国際共同
事業の推進 

 

・最先端の技術を持つ内外の企業による国際共同研究プロジェ

クト等に対し、機構が海外の技術開発マネジメント機関等と

ともに「コファンド形式」等により資金支援を行うことなど

の試みを、毎年度積極的に推進する。 

50-52、

76-78 

22-23  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 
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・海外機関との国際連携を図り、我が国と相手国双方の利益に

結び付く可能性のある技術等について、その有効性を十分検

証した上で、情報交換協定などの協力関係を構築する。その

際、意図せざる技術流出の防止の強化を図る観点から、機構

の事業の実施者の成果の取扱いについての仕組みの整備等に

努めるものとする。 

 

（エ）技術開発
型ベンチャー
企業等の振興 

 

・ベンチャー企業への実用化助成事業における取組等を一層推

進し、専門家による海外を含めた技術提携先や顧客の紹介、

知財戦略の策定など、技術・経営両面での支援機能を強化し、

実用化・事業化を一層推進する。 

・技術開発成果を経営において有効に活用するための効果的方

策（技術開発マネジメント、テーマ選定、提携先の選定、経

営における活用に向けた他の経営資源との組み合わせ等）を

提案するなど、技術経営力の強化に関する助言を積極的に行

う。 

・実用化促進事業において、事後評価等により得られた知見を

基に、技術経営力の強化に関する助言業務の観点も踏まえ、

事業実施者に対して必要なアドバイスを行う。 

 

17、 

28、 

34、 

53-54 

23-24  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

（オ）人材の流
動化促進、育成
【必須】 

・研修等を通じて機構職員の育成を図り、実務経験を有する外

部人材を中途採用等を通じて採用する。 

・「技術開発マネジメント人材」の育成を図るため、技術開発マ

ネジメントに係る知識や経験をキャリアアップに繋げるため

の方策について、具体的検討を行う。 

・産業技術の将来を担う創造性豊かな技術者、研究者を機構の

技術開発プロジェクトや公的研究機関等の最先端の研究現場

において技術開発等に携わらせること 

・大学等の研究者への支援をすることにより人材を育成すると

ともに、機構の技術開発プロジェクトに併設するＮＥＤＯ特

別講座について効率的、効果的な実施方法の工夫を図りつつ

29、 

47、 

55-56、 

93、 

98-99 

24  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 
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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２期中期目標期間と同等程度養成する。 

 

（カ）技術分野
ごとの計画 

 

【エネルギー分野】 

ⅰ）新エネルギー分野 

・大規模な新エネルギーの導入を実現するため、低コスト化、

系統安定化対策などの技術的課題を確実に克服。 

・年度計画に記載された太陽光発電、風力発電、バイオマス、

海洋エネルギー発電、再生可能エネルギー熱利用、系統サポ

ート、燃料電池・水素、国際協力に係る取組を着実に実施。 

ⅱ）省エネルギー分野 

・産業分野等の各分野において、大幅な省エネルギー効果が

見込まれ、エネルギー・産業構造の変革に貢献する省エネ

ルギー技術の開発と、産業競争力の強化の観点からの省エ

ネルギー製品・技術の海外展開の加速化を着実に推進。 

・年度計画に記載された戦略的省エネルギー技術革新プログ

ラム、超電導技術研究開発、太陽熱エネルギー活用型住宅

の技術開発、次世代ヒートポンプシステム研究開発を着実

に実施。 

ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野 

・我が国が国際競争力を確保するため、高性能・高安全・高

信頼性・低コストの蓄電池技術開発に加え、蓄電池材料の

評価手法の確立、我が国主導による国際標準化を促進。ま

た、スマートグリッド、スマートコミュニティ、再生可能

エネルギーの能動的出力調整技術、蓄電技術等のシステム

全体にわたる技術の開発・実証を総合的に推進。 

・年度計画に記載された革新型蓄電池先端科学基礎研究事業、

次世代蓄電池材料評価技術開発、安全・低コスト大規模蓄

電池システム技術開発、リチウムイオン電池応用・実用化

先端技術開発事業、先進・革新蓄電池材料評価技術開発を

49、 

57-63 

41-70  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 



 

10 
 

着実に実施。 

※スマートグリッド、スマートコミュニティについては、 

「ⅻ）国際展開支援」にて評価 

ⅳ）クリーンコールテクノロジー（ＣＣＴ）分野 

・石炭火力の高効率化･低炭素化のための技術開発やＣＯ２分

離回収技術、低品位炭改質技術に係る要素技術開発及びこ

れら CCT技術の海外への普及･促進の支援を推進｡また､ＣＯ

２削減に資する環境調和型製鉄プロセス技術開発を推進｡ 

・年度計画に記載されたゼロエミッション石炭火力技術開発

プロジェクト、環境調和型製鉄プロセス技術開発を着実に

実施。 

 

【産業技術分野】 

ⅴ）環境・省資源分野 

・新たな低温室効果冷媒や高効率空調機器等に係る温暖化対

策技術､レアメタル等の希少資源等に係る３Ｒ関連技術､水

循環技術､持続的な化学製品の製造に必要な環境化学技術､

環境負荷低減等に係る民間航空機基盤技術の開発を推進。 

・年度計画に記載された高効率 ノンフロン型空調機器技術の

開発、使用済モニターからの高性能レアアース磁石リサイク

ル技術開発、省水型・環境調和型水循環プロジェクト、グリ

ーンサステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発、民間航

空機基盤技術を着実に実施。 

ⅵ）電子・情報通信分野 

・電子デバイス、家電、ネットワーク／コンピューティング

に関する課題について、低消費電力化、軽量化、低コスト

化、高機能化等の観点から、関連する技術開発に重点的に

取り組む。 

・年度計画に記載された低炭素社会を実現する超低電圧ナノ

エレクトロニクスプロジェクト、低炭素社会を実現する次

世代パワーエレクトロニクスプロジェクト、次世代半導体

64-75、

79-80 

71 

-103、

107 

-109 

 評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 
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微細加工・評価基盤技術の開発、次世代スマートデバイス

開発プロジェクト、次世代プリンテッドエレクトロニクス

材料・プロセス基盤技術開発、次世代照明等の実現に向け

た窒化物半導体等基盤技術開発、革新的低消費電力型イン

タラクティブシートディスプレイ技術開発、ノーマリーオ

フコンピューティング基盤技術開発、超消費電力型光エレ

クトロニクス実装システム技術開発を着実に実施。 

ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野 

・川上、川下産業の連携、異分野異業種の連携を図りつつ、

革新的材料技術・ナノテクノロジーや希少金属代替・使用

量低減技術等の課題について重点的に取り組む。 

・年度計画に記載された低炭素社会を実現する革新的カーボ

ンナノチューブ複合材料開発プロジェクト、次世代材料評

価基盤技術開発、非可食性植物由来化学品製造プロセス技

術開発、希少金属代替材料開発プロジェクトを着実に実施。 

ⅷ）バイオテクノロジー分野 

・再生医療に係るゲノム情報･制御関連技術及び細胞機能解

明･活用技術へ取組み、革新的医薬品創出や個別化医療の実

現、再生医療の産業化の促進に資する。また、医療システ

ムについては、がんの早期診断･治療、再生医療デバイス、

スマートヘルスケア、福祉機器の４分野への取組に注力。 

・年度計画に記載されたヒト幹細胞産業応用促進基盤技術開

発、後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技

術開発、がん超早期診断・治療機器の総合研究開発、次世

代機能代替技術の研究開発、福祉用具実用化技術開発推進

事業を着実に実施。  

ⅸ）ロボット技術分野 

・労働人口の減少や作業負荷増大、質や生産性の向上に対応

するため、新しいコンセプトの産業用ロボットの技術開発、

ロボット介護機器の各種標準化や開発・導入支援、災害対

応ロボットや無人システム、ロボット技術を活用したメン
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テナンス用機器の開発・導入支援等について取り組む。 

・年度計画に記載された生活支援ロボット実用化プロジェク

トを着実に実施。 

ⅹ）新製造技術分野 

・難加工材料等の先進材料の切断など、次世代製品の加工シ

ステムを３種類以上実用化。また、少量多品種生産に対応

した製造システムの実用化に向けた技術開発等を行う。 

・年度計画に記載された次世代素材等レーザー加工技術開発

プロジェクトを着実に実施。 

ⅺ）ＩＴ融合分野 

・異種産業の融合による新産業の創出を目指すための実証事

業を実施。また、ビッグデータのリアルタイム処理や、モ

バイルの基盤技術を確立。 

・年度計画に記載されたＩＴ融合による新社会システムの開

発・実証プロジェクトを着実に実施。 

xⅲ）境界・融合分野 

・社会ニーズや社会的貢献の実現を視野に入れ、各分野の境界

分野及び分野を跨ぐ技術の融合領域における技術開発を推

進。具体的には、第 3期中期目標期間中に新しい機能を提供

する MEMSデバイス開発、MEMSデバイスを活用した新たなサ

ービスの実用化・事業化を図り、7種類以上のサービス提供

を実現。 

・年度計画に記載された基盤技術研究促進事業、イノベーショ

ン推進事業、社会課題対応センサーシステム開発プロジェク

トを着実に実施。 

 

【国際分野】 

ⅻ）国際展開支援 

・日本の優れたエネルギー・環境技術及び産業技術の国際展

開により、世界のエネルギー需給の安定化及び地球温暖化

対策等の課題解決を図るため、各国の政策、規制環境等を

50-52、

76-78 

104 

-106 

 評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 
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踏まえ、日本の優れた技術を核に、海外実証事業等を強力

に推進。 

・年度計画に記載された国際エネルギー消費効率化等技術・

システム実証事業、環境・医療分野の国際研究開発・実証

プロジェクト、地球温暖化対策技術普及等推進事業を着実

に実施。 

 （２）クレジット取得関連業務（５％） 

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

 （ア）企画・公募段階 

ⅰ）ＣＤＭ・ＪＩ・ＧＩＳによるクレジットの取得に努める。 

ⅱ）原則､公募とし随時応募受付と年間複数回の採択を実施す

る｡公募説明会､公募の周知､選択的条件による取得も検討す

る｡ 

ⅲ）客観的な審査・採択基準に基づく公正な審査を行う。信用

力等必要な事項を考慮して選定する。その際、速やかに採択可

能な審査体制を維持する。また、事業が環境に与える影響及び

地域住民に対する配慮の徹底について確認を行う。 

ⅳ）個々のリスクを厳正に評価し、契約相手方や事業実施国を

分散させることなどの措置を講じる。 

（イ）業務実施段階 

ⅰ）契約締結に際しては契約額の一部前払いを行う。この際、

契約先業務遂行能力を厳格に審査し、前払額の保全措置を講

じ、複数年度契約を締結する。 

ⅱ）契約先からの進捗状況報告及び聴取、現地調査等を行い、

進捗状況把握に努め、当初の契約が遵守されるよう、また、複

数年度契約で年々累積する契約条件の効率的管理体制を構築

する。 

ⅲ）職員の能力向上、機構内の関係部門との連携を図る。また、

将来のプロジェクトの案件形成にあっては、実施可能地域、省

エネ、新エネ技術等の拡大を図るため、関連する業務の成果と

の連携を図り、効率的・効果的な業務管理を実施する。 

82-87 25-27  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 
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（ウ）評価及びフィードバック・情報発信 

ｉ）毎年度、クレジット取得量及び取得コストの実績について、

クレジット市場価格等を踏まえたクレジット取得事業全体の

検証及び評価を行う。また、情報収集・分析を行い、以降の事

業実施に反映させ、政策当局への提言等を行う。 

ⅱ）原則として、契約相手先名称、クレジット量並びに毎年度

の取得量及び取得コスト実績を、できる限り速やかに公表す

る。公表する取得コストは我が国が不利益を被らないものに限

定し、公表時期・内容について十分留意しつつ実施する。 

 

 （３）債務保証経過業務、貸付経過業務    （本項目での評価なし） 

※３．（６）にて評価 

２．業務運営の効率化に関する事項 （１５％） 

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

 （１）機動的・
効 率 的 な 組
織・人員体制 

 

・機動性･効率性を確保可能な柔軟な組織･人員体制を整備する。 

・事務及び事業の見直しを積極的に実施し、人員及び資金の有

効活用の目標を設定しその達成に努める。 

・高度専門性が必要な役職は産学官から優れた人材登用を行う。 

・外部人材登用では利害関係者排除措置徹底等透明性を確保。 

・職員の民間企業派遣も含め人材流動化促進､マネジメント人材

の育成に努め､ＮＥＤＯのマネジメント能力の底上げを図る。 

・本部､支部､海外事務所について、戦略的･機動的見直しを行う。 

 

27、 

55-56 

89-93、 

98-99、 

104 

 -105、 

108 

27-29  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

 （２）自己改革
と外部評価の
徹底 

 

・全事業について厳格な評価を行い、不断の業務改善を行う。 

・技術評価と事業評価を実施し、フィードバックを適正に行う。 

・マネジメント・サイクル全体の評価が可能となるような仕組

みを深化させ、「成果重視」の視点を貫く。 

 

12-17、 

94-96 

29  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

（３）職員の意
欲向上と能力
開発 

・適切な目標設定、評価結果を賞与や昇給・昇格に適切に反映

させ、職員の勤労意欲の向上を図る。 

・職員の能力開発のため必要な知識取得の研修機会を設ける。 

29、 

32、 

46、 

29-31  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 
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 ・技術開発マネジメントの専門家を目指す職員に外部の技術開

発現場等の経験を積ませる、必要な専門知識を習得させるた

め、大学の MOTコース等に職員を派遣する。 

・内外の技術開発マネジメント機関との情報交換を実施すると

ともに技術開発マネジメント関係の実践的研究発表を行う。 

・機構職員に求められるキャリアパスに応じた人材育成および、

実績を踏まえた適切な人員配置を行う。 

 

92、 

97-99 

 （４）業務・シ
ステムの最適
化【必須】 

 

○業務の電子化を推進する。 

・最適化計画を策定し実施する。 

・事務手続きの一層の簡素化･迅速化を図り、制度利用者の利便

性の向上に努め、ＮＥＤＯ内情報ネットワークの充実を図る。 

・情報システム等への不正アクセスに対する強度確保、災害時

対策、業務の安全性、信頼性を確保する。 

・「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策（平成 17

年６月 29 日各府省情報統括化責任者(CIO)連絡会議決定）に

基づき作成した業務・システム最適化計画を実施する。 

 

100 

-101 

31  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

（５）外部能力
の活用 

 

○外部人材等を積極的に登用する。 

・自ら実施すべき業務、外部の専門機関の活用が適当と考えら

れる業務を精査し、外部の専門機関の活用が適当と考えられ

る業務については、外部委託を活用する。 

・外部委託を活用する際には、ＮＥＤＯの各種制度の利用者の

利便性の確保に最大限配慮する。 

 

102 31-32  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

（６）省エネル
ギー及び省資
源の推進と環
境への配慮 

・機構の「温室効果ガス排出抑制等のための実施計画」に基づ

き業務を進めるとともに、これまでの取組を環境報告書に総

括し公表する。 

 

103 32  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

（７）業務の効
率化 

・一般管理費（退職手当を除く）及び業務経費（特殊要因を除

く）の合計について、平成 24年度を基準として、毎年度平均

104 

-106 

32-33  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 
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 で前年度比 1.08%効率化を行う。（新規追加、拡充分を除く） 

・総人件費については、政府の方針に従い､必要な措置を講じる。 

・ﾗｽﾊﾟｲﾚｽ指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総人件費を引

き続き公表し、国民に対して納得が得られるよう説明する。 

・既往の政府の方針等を踏まえ､組織体制の合理化を図るため､

プロジェクト重点化を図るなど引き続き必要な措置を講じ

る。 

 

（８）随意契約
の見直しに関
する事項 

・契約の相手方及び金額について、少額のものや秘匿すべきも

のを除き、公表し、透明性の向上を図ること。 

・「随意契約等見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとと

もに、その取組状況を公表する。 

・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。 

 

107、 

111 

33-34  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

（９）コンプラ
イアンスの推
進【必須】 

 

○コンプライアンス体制を整備し、内部統制を実施する。 

・優先対応すべき重要課題の把握及び取組について、リスクが

何であるかを明らかにした上で、それへの対応を図る。 

・内部統制機能の強化を図り講じた措置について全て公表する。 

・コンプラ体制については、必要な組織体制・規程の整備によ

り、ＰＤＣＡサイクル確立の観点から体系的に強化する。 

・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。 

(ⅰ)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 

(ⅱ)受託者や補助事業者に対してもｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修を年 4回実施 

(ⅲ)不正事業者抑制に向け、新規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 

(ⅳ)不正を行った者に対する処分は全件公表する措置を徹底 

・事業者側に不正に関するリスク管理の啓蒙徹底を図り、不正

事案の発生を抑制するための不断の取組を一層強化する。 

・監査については、独立行政法人制度に基づく外部監査の実施

33、 

107 

-110 

34-35  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 
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に加え、内部業務監査や会計監査を、毎年度必ず実施する。 

・関連法人への再就職状況及び取引状況を開示し、再委託先企

業も含め利益相反排除のための取組を実施する。 

 

 （10）入札・契
約の適正化 

【必須】 

 

○入札・契約を適正に行う。 

・「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）に基づく点検及び見直し。 

・公表の基準の整備状況・公表状況等の適切性・妥当性の検証。 

・規程類の整備状況・公表状況等の適切性・妥当性の検証。 

・審査体制整備状況、契約適正実施確保取組状況の適切･妥当性。 

・契約競争性・透明性確保に向けた取組状況の適切･妥当性の検

証。 

・関係法人との契約の適切性・妥当性の検証。 

・監事や契約監視員会等の指摘事項。 
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33-34  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

 （11）官民競争
入札等の活用 

【必須】 

 

○官民競争入札等の活用・検討を行う。 

 

113 -  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

（12）公益法人
等に対する支
出の適正化 

【必須】 

 

・公益法人等に対する支出について、「独立行政法人が支出する

会費の見直しについて」（平成 24年 3月 23日行政改革実行本

部決定）、「公益法人に対する支出の公表・点検の方針につい

て」（平成 24 年６月１日行政改革実行本部決定）等で示され

た観点を踏まえた見直しの取組を図る。 

 

113 -  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

（13）役職員の
給与等の水準
の適正化 

【必須】 

 

○役職員給与等の水準を適正化のあるものとする。 

・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

事項 
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32-33  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 
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３．財務内容の改善に関する事項 （１５％） 

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

 （１）繰越欠損
金の増加の抑
制【必須】 

・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。更に、管理費の低減化、資金回収の徹

底、繰越欠損金の減少に努める。また、終了評価において所

期目標未達成事業原因を究明し、今後の技術開発に役立たせ

る。 

 

121 37  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

（２）自己収入
の増加へ向け
た取組 

・事業遂行の自由度を最大限に活用し、国以外から自主的かつ

柔軟に自己収入を確保。 

・自己収入の増加に向けた検討を行い、現行水準以上の自己収

入の獲得に引き続き努める。 

 

122 37-38  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

（３）資産の売
却等【必須】 
 

○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 

・業務終了後の研究開発資産売却手続迅速化に向け、処分手続

きの短縮につながる改善を引き続き実施する 

・金融資産については、これまでの分析結果も踏まえ、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 

・「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」（平成 24年４月３日

行政改革実行本部決定）及び「独立行政法人の職員宿舎の見

直しに関する実施計画」（平成 24 年 12 月 14 日行政改革担当

大臣決定）を踏まえた見直しの実施状況 

・不要財産の国庫返納を行う 

 

122 

-123 

38  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

 （４）運営費交
付金の効率的

・各年度期末における運営費交付金債務に関し、その発生要因、

予算管理・プロジェクト管理体制等を厳格に分析し、減少に

124 38  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 
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活用の促進 

【必須】 

 

向けた努力を行う。 

 

（５）剰余金の
適正化【必須】 

○当期総利益等の発生要因、業務運営の適正性を図る。 

○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。 

○目的積立金を申請しない妥当な理由を有している。 

 

125 
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37-38  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

 

（６）リスク管
理債の適正化 

【必須】 

 

○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 

・新エネルギーの導入に係る債務保証については、制度の安定

運用を図りつつ、新エネルギーの導入目標達成に向けて適切

な実施に努める。（１．（３）） 

・鉱工業承継業務に係る貸付金の回収については、債権の管理

を適切に行い、回収額の最大化に向けて計画的に進め、平成

２７年度までの業務終了に努める。（１．（３）） 

127、 

129 

27  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

（７）年金、基
金、共済等の事
業運営のため
の資金運用の
適正化【必須】 

 

○年金、基金、共済等の事業運営のための資金運用の適正に実

施する。 

・事業用金融資金の管理・運用に関する基本方針の策定状況及

び委託先の選定・評価に関する規程状況 

・運用委託先の評価の実績状況及び定期的見直しの状況 

・資金管理機関への委託業務に関する管理・監督状況 

 

130 -  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

（８）関係法人
等への支出の
適正化 

 

○関係法人等への業務委託等の支出を妥当なものとする。 

 

131 

-132 

-  評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入 

 

 


