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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 平成２５年度業務実績評価（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：Ａ 

各事項の評定 各事項の評定から算定される総合評定 

技術開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ関連業務 （６５％） 

クレジット取得関連業務 （ ５％） 

業務運営の効率化    （１５％） 

財務内容の改善     （１５％） 

① 
② 
③ 
④ 

① × ６５％ ＋  ② × ５％ ＋  ③ × １５％ ＋   

④ × １５％  ＝    点 
     

総合評価のポイント 

【新中期目標のポイント（第３期中期目標：平成２５年度から平成２９年度）】 

＜NEDOのミッション＞ 

○NEDOのミッションは、「政府の行う主として産業技術政策などの具体的実施機関

として、組織の有する専門性等を十分に活用しつつ、基礎研究から実用化・実証・

事業化まで一貫した『技術開発マネジメント』の効率的・効果的実施を通じ、企

業等による新製品・新サービス等の具体的成果の創出に繋げること」。 

 

＜第３期中期目標の基本的方向＞ 

○現在の NEDOを取り巻く環境は大きく変化しており、NEDOの役割・重要性に係る

期待もまた、これまで以上により一層高まってきている。 

○このため、今後、技術開発面で国際水準に即した目標を有する「世界に通用する、

資金配分機能を有する世界最先端の技術開発マネジメント機関」を目指す。 

○そのためには、先進各国の技術開発マネジメント機関等との一層密接な連携・協

業により、それらが有する、参考とすべき特徴的なマネジメント手法やノウハウ

経験等を十分取得するとともに、自らの組織・人員体制の不断の見直しを行い、

実用化の更なる推進等に向けたプロジェクト管理・評価体制を構築する。 

 

【評価比率の考え方（算定式のウエイト）】 

○サービスの質の向上については、経済産業省所管独立行政法人の業務実績評価の

基本方針に基づき、各業務の質・量を勘案し、その業務の中核を占める「技術開
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発マネジメント関連業務」を 65％、「クレジット取得関連業務」を 5％とした。 

○業務運営の効率化に関する事項及び財務内容の改善に関する事項については、経

済産業省所管独立行政法人の業務実績評価の基本方針に基づき、各 15％とした。 

 

【評価・コメント等】 

＜技術開発マネジメント関連業務＞ 

○評価は  

○全体として、「ナショナルプロジェクトとして適切な分野が選定されており、企

画・実施・評価段階を経て適切に運営されている。特に将来の発展に向けた積極

的な取り組みを行っており評価される。」「開発は順調に進んでいる。相応の形が

出来上がり、その実践としての成果も出てきつつある。」「技術シーズの発掘から、

ナショナルプロジェクト、さらには実用化促進事情への展開をシームレスにマネ

ジメントする体制が整っている」「様々な事例を見れば NEDOが目指しているマネ

ジメント手法の新しいモデルが生まれつつあることが良く理解できる」等、高く

評価するコメントが多かった。 

○特に、事業の中間評価等に基づく事業の加速化や一部中止等のマネジメントに対

しては、「中間評価においてテーマの中止、見直し、加速をすべての予定したプ

ロジェクトで実施したことは高く評価できる。」「全体的な評価、マネジメントの

成果として、クリーンディーゼルなど大ヒット商品も出てきたことで高く評価で

きる。」等、総じて高い評価を得ている。 

○また、実用化達成率についても、「実用化促進事業の成果もあり、平成 21年度終

了実用化達成率が目標値の 30％を上回る 36％となったことは高く評価できる。」

等、目標を超えた実用化率を達成していることが高く評価されている。 

○なお、NEDO の研究開発に対する指摘では無いものの、他の独立行政法人で明ら

かになった研究不正や、国家プロジェクトにおける臨床研究での不正などを例に

挙げ、コンプライアンスの徹底を図るための具体的な施策について検討を進めて

いく必要があるとの指摘があった。 

 

＜クレジット取得関連業務＞ 

○評価は  
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○京都メカニズムに基づくクレジット取得関連業務は、NEDO の技術開発以外の法

定業務であるが、「日本が京都議定書の削減目標を達成できたのは、国内の森林

吸収もさることながら、NEDO を通じての海外でのクレジット取得が順調に進ん

だからに他ならない。・・・今後もますます日本主導での国際協力の中で CO2 排

出削減は必要となるので、ここで得られた経験や知見を是非役立ててほしい。」

「CO2削減は世界の全ての国が取り組むべきであり、かつ、どこで減らそうとも、

その効果は世界が享受するだからこそ、海外勢との協力は大きな意味を持つ。当

該事情を通じて、我が国の環境技術が生かされ、更には、国際協力を通じて、日

本と相手国との外友好関係に貢献できたのは良かった。」等の評価・コメントを

得ており、総じて高い評価となっている。 

 

＜業務運営の効率化に関する事項＞ 

○評価は  

○「効率化率の改善も大きく目標値を上回り、高く評価できる。」「経費削減はここ

数年来の懸案事項だが、これまでの成果の上に一層の取り組みをしている。」「従

来先端技術開発支援型であったが、技術開発成果の事業化・産業化を果たすため、

すなわち「技術に勝って、ビジネスでも勝つ」ために、戦略的・機動的に主導す

る役割を担えるように、抜本的な攻めの体制に組織を変更したことを高く評価す

る。」等の評価・コメントを得ており、各項目について総じて高い評価となって

いる。 

 

＜財務内容の改善に関する事項＞ 

○評価は  

○「各項目とも真摯に取り組んでおり、相応の成果を上げているのは大変良い。」

「効率化が図られており無駄なものはない。」等といった評価・コメントを得て

いる。また、運営費交付金債務については、「運営交付金債務残高が、事業の進

捗管理を行い残高が増加しない管理をしているが、海外プロジェクトの増加や補

正予算等、やむを得ない事情があることを確認した。」との評価コメントを得て

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、各項目の評点に評価比率を掛け合わせて合算して算出

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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２－１．サービスの質の向上（技術開発マネジメント関連業務） 

評定結果 
   （      ） 

２０年度：Ａ、２１年度：Ａ、２２年度：Ａ、２３年度：Ａ、２４年度：Ａ 

評価のポイント 

【評価・コメント等】 

○ナショナルプロジェクトとして適切な分野が選定されており、企画・実施・評価段階を経て適切に運営されている。

特に将来の発展に向けた積極的な取り組みを行っており、評価される。 

○技術開発マネジメントの開発は順調に進んでいる。相応の形が出来上がり、その実践としての成果も出てきつつあ

る。資料で例示された様々な事例を見れば NEDO が目指しているマネジメント手法の新しいモデルが生まれつつあ

ることが良く理解できるように思う。引き続き、その完成に向け努力を続けて欲しい。その成果は他にも転用でき

るツールでもあるのでマネジメント・システムの精緻化を図って行って欲しい。 

○技術シーズの発掘から、ナショナルプロジェクト、さらには実用化促進事情への展開をシームレスにマネジメント

する体制が整っている。 

○基本計画を、国際的競争水準ということを念頭に置き、終了時の出口を明確にし、社会実装を念頭において策定し

ているのが、具体的事例からも良く理解できた。研究開発プロジェクトの企画～事後評価に当たり、国際的な開発

競争の中でのスピードアップや、実用化や産業化にあたり、開発成果の出口を担ぐ、世界と戦えるファーストユー

ザーの本気度がなかなか見えない。追跡調査で社会実装の実績状況を、ぜひ次の採択に反映して欲しい。 

○開発成果は総合的には当初の目標を上回る成果を上げていることは評価できる。一方、他の独立行政法人で明らか

になった研究不正や、国家プロジェクトにおける臨床研究での不正など、国の係わる研究体制について国民からの

信頼が揺らいでいる。特に研究者の資質の検討や研究過程のチェックにあいまいな部分があったことが指摘された

り、データの書き換えや不当なコピーが慣習的に見過ごされてきたことなどが指摘されている。常識が通用しない

事態である。今年度に実績に問題があったというわけではないが、NEDO の係わる研究開発分野においても経費の

適正な執行に限らずコンプライアンスの徹底を図るための具体的な施策について検討を進めていく必要がある。 

 

【各委員の評価】 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 
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１．技術開発マネジメント関連業務 

（１）技術開発マネジメントの機能強化 

①企画(Ｐｌａｎ)／実施(Ｄｏ) 

【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】 

＜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。 

○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。 

＜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。 

＜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。 

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。 

○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。また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   等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

＜ナショナルプロジェクトに係る基本計画の策定等＞ 

○外部有識者の知見を活用した事前評価を行い、最終目標を極力定量的に記載した基本計画を作成。 
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○将来期待される市場規模についての分析を実施すると共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、パブリックコメント

などを活用し基本計画を策定。 

○パブリックコメントを求める NEDO POSTを実施し、プロジェクト立案に反映。 

＜公募＞ 

○実用化促進事業においては、地方の提案者の利便にも配慮し、地方を含む公募説明会を一層充実。 

＜選定、採択＞ 

○各事業で定められた期間内に半数以上の採択を完了。 等 

 

【評価・コメント等】 

○大学などが有する技術シーズを適切に発掘し、積極的に産業化につなげることは重要で、他機関等の連携など組織的取り組みが望まれる。 

○技術開発の期間は中期目標期間と一致するとは限らず、柔軟な取り組みが出来る体制を構築することが望ましい。また、採択時において、

事業の進展状況に応じたいくつかのシナリオを用意しておき、迅速な対応が可能な体制を取っておくことが望まれる。 

○明確な出口イメージは重要であるが、技術シーズのポテンシャルも重要であり、多様なマッチングを図れる体制構築が望まれる。 

○プロジェクト立案に対して広く国民の声を取り入れ、実際に反映させたこと。アウトプット、アウトカム目標を明確にした基本計画の策定

などは高く評価できる。 

○新たなプレーヤー、技術シーズの発掘で若手研究グランドにおいて成果が上がってきていることは高く評価できる。 

○全般にわたって定着し始めた技術開発マネジメントの手法の下に各プロジェクトが適正に運営され非常に良い成果を生みだしている。 

骨格となるナショナルプロジェクトの各分野も、エネルギー・環境関連に始まりナノテクノロジー、ＩＴ、ロボットなどこれから日本が 21

世紀の世界に伍していく上で必要な分野が的確にカバーされているように思う。 

○少し逆説的に言えば、NEDOが如何に立派なマネジメント手法を開発・確立しても、高い可能性を持つ案件との出会いがなければ意味がない。

仮令、出会えたとしても良き案件を見出す目利きがなければ見過ごしてしまう。とすれば、如何に良き可能性を持つ案件との遭遇のチャン

スを増やし確保するのか極めて重要となる。そういった意味で、NEDOが様々な機会をとらえて出会いのチャンスを広げようとする努力は多

としたい。 

○ナショナルプロジェクトの分野選定や個別案件の選択は極めて専門性が要求される業務であるが、さりとて、全てが専門家集団に委ねられ

てよいものではない。国民の税金を使い国民の最大幸福のために NEDOは存在するとすれば、広く国民の声を聴くのは当然のことであり、そ

のための NEDO の努力を評価したい。公募を通じて、環境や医療、更には、ＩＴなどの新分野で日本が目指すべき方向性についての社会と

NEDOの相互作用による国民のオリエンテーションが進むことを大いに期待している。 

○「技術で勝って事業で負けることのないように、基本計画を、国際的競争水準ということを念頭に置き、終了時の出口を明確にし、社会実

装を念頭において策定しているのが、具体的事例からも良く理解できた。 
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（１）技術開発マネジメントの機能強化 

②評価(Ｃｈｅｃｋ)／反映･実行(Ａｃｔｉｏｎ) 

【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】 

＜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。 

＜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。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。 

＜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。） 

＜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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

＜評価全般に関する事項＞ 

○中間評価、事後評価及び追跡評価については、産業界、学術界等の外部の専門家・有識者を活用し厳格に実施。 

○ナショナルプロジェクトの 9 事例と知財に関する取り組みの 1 事例を合わせ、計 10 事例について検証、新たなマネジメントの知見として

「NEDO研究開発マネジメントガイドライン」（第 7版）に掲載。 
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＜中間評価等＞ 

○平成 25 年度に中間評価を予定した対象プロジェクト 10 件を全て実施。計画の見直しやテーマの一部中止（2 件）、テーマの加速（8 件）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 25年度実績 28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増加。 

＜事後評価＞ 

○19件全件(100％)が合格し、うち 16件(84%)は優良であった。第 3期中期目標期間目標値は、合格 80％、優良 60％。 

○評価結果から抽出した知見や教訓をマネジメントガイドラインに蓄積し、マネジメントの改善を推進。 

○イノベーション推進事業については、機構外部の専門家・有識者を活用し、終了事業者に対して、技術的成果、実用化見通し等を評価項目

とした事後評価を実施した結果、74.1％が「順調」との評価。 

○平成 25年度イノベーション実用化ベンチャー支援事業においては、研究開発成果を迅速に実用化・事業化に結び付けるための取組として、

採択審査時に金融機関等との連携及び採用予定先（取引先）等との連携を評価事項として追加。 

○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。 

＜追跡評価等＞ 

○平成 25 年度は、ナショナルプロジェクト 74 件、延べ,1057 機関（企業 667 機関、大学 270 機関、研究機関・法人等 120 機関）に対する追

跡調査（アンケート、ヒアリング）を実施（平成 26年 4月 1日時点で回答率 96%） 。 

○分野横断的な調査を行うため、アンケート結果に対する統計解析手法を用いた成功要因抽出を行うと共に、ヒアリングを中心としたケース  

スタディ調査（エネルギー・環境分野 2件、産業技術分野 2件）を実施。  等 

 

【評価・コメント等】 

○厳密な中間評価により、中止、加速などマネジメント機能を強化しており評価される。 

○個々の事業に対する各種評価を蓄積、活用していることは評価される。なお、それをどのようにマネジメント機能全体の改善・強化に反映

させるのか、具体的な手法の開発と今後の活用が望まれる。 

○中間評価においてテーマの中止、見直し、加速をすべての予定したプロジェクトで実施したことは高く評価できる。 

○全体的な評価、マネジメントの成果として、クリーンディーゼルなど大ヒット商品も出てきたことで高く評価できる。 

○NEDOの業務の中核を担う技術開発マネジメントの手法の確立においてその成果が発揮されつつあるの高く評価したい。計画の策定～案件支

援の開始～中間評価～事後評価～実用化支援～追跡評価といった一連の作業工程がしっかりと回転し始めたとの印象が強い。新技術の開発

や実用化においては様々な事象が途中で起こり得る。プロジェクトの進行に合わせての柔軟な対応は必須と言える。ＰＤＳサイクルがいい

回転をしている。 

○言わずもがなだが、民間企業の一般業務でも長期計画は精々３～5 年。この短い期間においても、企業は少なくとも 1 年、早ければ半年ご
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とに見直すローリングプランとなっているのは普通だ。なぜならば、経営環境が短期間にシクリカルに変化するだけでなく、今世界では 21

世紀の新しいパラダイムシフトが進行中なのであり、大変化への対応は十分にフレキシブルでなければならないからだ。とすれば、NEDOの

業務においても、絶えず、ＰＤＳ的管理手法の確立は極めて重要である。 

○追跡調査で得られた実用化事例であるクリーンディーゼルエンジンの開発は素晴らしい実例である。 

○中間評価は、国際競争下での評価であるのでＰＪの進捗だけの評価ではない。開発や市場動向情報を常に反映した評価にしていただきたい。 

 ある程度出口が見える段階になった中間評価の場合、ファーストユーザーが国内企業・産業であることも確認いただきたい。開発コストが

日本、成果の享受海外とならないように、NEDOがどこまでバックアップできるかが、日本の富を増加させることにつながる。 

 

（１）技術開発マネジメントの機能強化 

③その他 

【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】 

(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。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は平均９ヶ月以内を目指す。 

(ⅱ)知的財産権、国際標準化 

○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任を負うような制度を構築する。 

(ⅴ)技術経営力の強化に関する助言 

○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

第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 
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○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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

＜主な制度運用＞ 

○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 6 月・9 月・10 月・2 月の年 4 回、全国 6 箇所開催して、延べ 752 名の参

加があり多くの事業者へ取組内容を周知。 

○また、契約・検査の制度面・手続き面について、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。目標値

の 8割を大幅に上回る 99％が肯定的回答。 

＜知的財産権、国際標準化＞ 

○原則として委託事業について日本版バイドール条項を適用。 

○バイドール調査により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。 

○平成 25 年度は、21 件のプロジェクト基本計画に標準化について記載。また、高効率ノンフロン型空調機器技術の開発等、プロジェクトの

成果に係る標準案を作成し、3件提案するなど、技術開発成果を普及させるための国際標準化の取組みを推進。 

＜技術シーズの発掘＞ 

○NEDO職員が積極的にシーズ発掘を実施。また、経済産業局との連携などにより、優良案件の発掘及び育成を積極的に実施。 

＜プロジェクトリーダー、プログラムマネージャー等＞ 

○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

約 60人登用。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。 

 ＜技術経営力の強化に関する助言業務＞ 

○研究委託・助成先の中小企業、ベンチャー企業等に対し、､技術経営力の強化に関する助言を実施(8事業者､延べ 9回)。 

＜職員のマネジメント能力向上＞ 

○「プロジェクトマネジメント研修（全 9 講座）」、「出口戦略強化セミナー（全 8 講座）」を実施し、プロジェクト担当者のマネジメント能力

を強化。 

＜技術の開発や普及に係る道筋の策定、改訂＞ 

○再生可能エネルギーをめぐる状況変化を踏まえ「NEDO 再生可能エネルギー技術白書」を改訂 

○10分野を対象にローリング（見直し）を実施して「技術戦略マップ」を策定。 

＜技術開発マネジメントに係る知見、教訓の蓄積＞ 
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○「プロジェクトマネジメント研修（全 9 講座）」、「出口戦略強化セミナー（全 8 講座）」を実施し、プロジェクトマネジメントの事例紹介、

プロジェクト評価分析、国際標準化戦略、中小企業の知財戦略等の研修を通じて、プロジェクト担当者のマネジメント能力を強化。 

＜経費の適正な執行の確保＞ 

○不正行為により処分した事業者については、不正金額の返還、契約等停止措置及び処分内容を全件公表。 

○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。 

＜追加的に措置された交付金＞ 

○平成 25年度補正予算（平成 26年 2月 6日成立）について、経済の成長力の底上げ等のため成長戦略の実行と加速化の強化に取り組むこ

ととして措置されたことを踏まえ、「平成 25年度 イノベーション実用化ベンチャー支援事業」及び「研究開発型新事業創出支援プラット

フォーム」の事業の検討や公募等を迅速に開始。  等 

 

【評価・コメント等】 

○不断の業務改善に対して目標の 8割を大幅に上回る 99％の肯定的意見を得たことは充分に評価に値する。 

○技術開発と標準化は切っても切り離せないもので、これを一体的に推進する活動で成果が上がってきていることは高く評価できる。 

○プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャー等に責任をもたせるのは有効。ただし、基礎研究は主に大学で、実用化は企業でという

構図にあるため、大学および企業からの両者の専門家を入れることが望ましいかと思う。 

○技術を経営に効率的に活かすための NEDO の役割を認識し、人材育成をグローバル視点で行うようになってきた。NEDO 人材が民間に、民間

から NEDOにという人流動化エコシステムを期待したい。 

○補正予算による研究開発型ベンチャー企業・新事業支援は、ロールモデルとして公表できる案件を期待する。 

○目標に挙げられている技術シーズの発掘は重要。たとえ研究自身のマネジメント力が不足していたとしても、目利きによって可能性を高め

ていくことが重要であろう。職員の担当分野に限らず、意識を高めることによって情報を収集し、テーマ発掘に努めるようにしてほしい。 

 

（１）技術開発マネジメントの機能強化 

④実用化達成率 

【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】 

○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。 
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【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○「ナショナルプロジェクト」において、平成 19年度終了案件の事業終了後 5年経過後の時点での実用化達成率は、27.5％（39件／142件） 

○「実用化促進事業」において、平成 21年度終了案件の事業終了後 3年経過後の時点での実用化達成率は、36.0％（18件／50件） 

 

【評価・コメント等】 

○実用化促進事業の成果もあり、平成 21年度終了実用化達成率が目標値の 30％を上回る 36％となったことは高く評価できる。 

○中小企業を対象として実用化促進のサポート体制をつくるのは望ましい。NEDOだけでなく、地域との連携体制をとってサポートするのも良

いかと思う。 

 

（２）情報発信等の推進 

【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】 

○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。 

○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。 

○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。 

○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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○研究開発投資を行う企業のうち 44 社に対して企業役員等へインタビューを実施した。また日々のマネジメントとして部長職以上が約 233

件の現場の訪問を指揮。得られた情報を基に、次年度のマネジメントの改善、プロジェクト戦略を策定。 

○NEDO 事業への理解を深めるべく、プレスリリース（75 件）、記者会見等（29 件）、映像メディア出演などを積極的に実施。昨年度は、新聞

各紙に延べ 640件掲載。 

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

○来場者 1万人以上の展示会 16件、国際会議、セミナー･シンポジウムなど 25件、成果報告会など 124件を開催。  

○エネルギー・環境の理解・関心の向上のために、福島県の浪江小学校での太陽電池工作教室や出張授業等、子供向けイベントを 3回実施。 

○NEDOプロジェクトの開発成果がコア技術として活用されて、上市、製品化された製品、プロセス等を「NEDOインサイド製品」と定義。平成

25年度は、100品目について研究開発予算及びこれまでの売上実績を調査するとともに、2013年～2022年までの売上を予測。 
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○NEDO特別講座において、社会人 7講座を実施。人材育成、人的交流等に寄与（全体で 70回以上の講座を開催し、延べ 2,740名が受講）。 

○開発成果の新用途展開事業（サンプルマッチング）では、平成 25 年度においては 8件の照会があり、うち 3件サンプル提供、1件共同研究、

1件技術指導が行われ、現在、製品化・実用化に向けたサンプル試験等が実施中。 

○成果の実用化に向けた取組 （実用化阻害に対する働きかけ）としては、経済産業省にて平成 25年度に開催された「洋上風力の調達価格に

係る研究会」に、銚子沖及び北九州沖の洋上実証研究や着床式洋上ウィンドファームにおける FSで得られた資本費、運転維持費等のコスト

データを提供。これらのデータは調達価格等算定委員会で基礎データとして活用され、洋上風力発電の固定買取価格の新設に寄与。  等 

 

【評価・コメント等】 

○情報発信は、国内のみならず、海外に対しても充実した発信を行っており評価される。 

○パブリシティのプロモートに関してはテーマや時流を見据えた戦略的な広報戦略を展開していくことも必要。 

○国民の納税意識が高まるには正しい税金の使われ方が広く納税者にも公開されることだ。それに加えて、NEDOの場合、その活動内容がしっ

かりと国民の間に浸透することで良き案件との出会いも増えるというものである。 

既に、NEDOは様々な機会をとらえての情報発信に努めており、NEDOの見える化が進んでいるのは大いに結構である。今後とも一層の取り組

みを期待する。 

○本来技術開発は、産業チェーンの川上に位置し、成果を見るまでに、資金的多額で、リスクは高く、長期を要するため、採択されたＰＪの

成果をあげるために、参加事業者のトップの変わらざる事業支援意識が不可欠である。NEDO は、産業界全体の理解と活用、ニーズの引出し、

さらに採択案件の遂行をより確実なものにするように、企業のＣＥＯに直接接触するようにしている。 

○この一環として経済団体が主催するセミナーへの積極的な参加を期待する。また、モノづくり立国日本、技術立国日本こそ、国富の長期確

保に不可欠であると考えれば、世界最先端の開発、あるいは既存技術の組み合わせを含む、世界のデファクトをとるためのグランドデザイ

ンを共に考える必要がある。 

○プレスリリースも積極的に行われており、メディアでの扱いも充実してきている。しかし、注意しなくてはならないことは広報活動である

という点である。情報への注目度を高めようと、脚色するようなことがあってはならない。他の独立行政法人では過剰な演出や、科学的に

は根拠のあいまいなコメントが発表され、物議をかもした例もある。広報はあくまでも正しい情報をわかりやすく、興味がわくように努力

すべきであるが、宣伝ではないということを忘れないでほしい。 

 

（３）国際共同事業の推進 

【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】 

○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。 

○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
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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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○中国、台湾、モンゴル、インド、タイ、インドネシア、アメリカ、ドイツ、イギリス、ロシア、ウズベキスタン（11の国・地域）の国立研

究開発機関やエネルギー関係の行政機関等と 14件の協定を締結。 

○世界各国で実証した日本の技術・システムの普及展開をさらに加速させるため、国際連合工業開発機関（UNIDO）等との協力関係を構築。  

○スマートコミュニティ関連(EV・ZEBを含む)を重点分野として資源配分。  等 

 

【評価・コメント等】 

○海外との連携強化は重要であり、様々な取り組みが行われており評価される。今後の益々の活動の強化が期待される。 

○NEDOの UNIDOとの協定締結など高く評価できるが、政府の世界への技術外交とより強固に連携していくことが望ましい。 

○日本は様々な意味で海外からの協力や支援がなければ生きてはいけない国だ。とすれば、日本はそれらの海外の国々に対して環境技術など

支援・協力するのは当然である。NEDOがそのキャパシテイを活用して国際共同事業の指針を図っている努力は国全体の外交努力の一角を占

める意味でも高く評価したい。 

○国際共同事情に関しては相手国の事情を調査することだけで、多大なる労力がかかる。まずは現状のような強力関係を築けるような整備が

重要であり、積極的に実施して欲しい事項である。 

○海外との技術開発協力の支援を連携を含め飛躍的に向上させ、技術流出防止への仕組みの整備をしている。 

 

（４）技術開発型ベンチャー企業等の振興 

【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】 

○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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○我が国では、大学、研究機関等に眠る有望な技術シーズや人材等の資源を最大限に活用してベンチャー企業や新事業を生み出し、産業競争
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力の強化につなげる仕組みがまだ整備されていないとの問題意識の下、技術シーズをビジネスに結び付けるためのサポート体制のあり方を

検討するための試行プログラムを実施。（Technology Commercialization & Venture Partnership Program） 

○具体的には、有望な技術シーズを有する国内の研究者等の発掘、ビジネスプラン作成のための教育プログラムの実施、大企業・VC・金融機

関等に対するプレゼンテーションの機会付与を一体的に実施。 

○主に国内市場を目指す国内版と、海外展開を視野に入れた指導を行う海外版の 2つのメニューを用意し、のべ 30チーム程度に対する支援を

実施。  等 

 

【評価・コメント】 

○我が国においてベンチャー企業が活動しやすい環境を作ることは重要で、単なるファンディングのみならず、経営面からのサポートが望ま

れるが、多様な支援スキームが用意されており評価される。 

○Technology Commercialization & Venture Partnership Program は地道な取り組みだが一定期間の内には成果が出てくると思われるので是

非注力して行って欲しい。 

○技術開発が成功しても、製品やサービスが販売できなければ意味がない。実用化事業を認定するに当たり、品質＋価格＋スピード面を重視

しながら、開発→製造→販売のバリューチェーンを俯瞰した一体的支援のできる専門集団を常にセットとなるような仕組みを試みようとし

ている。 

○一点撃破的支援は、事後評価になかなか耐えられない。ロールモデルを公表できるように期待したい。また、研究成果の事業化の先を、Ｉ

ＰＯのみならず、Ｍ＆Ａも可能なような仕掛けを期待したい。 

○将来有望なベンチャーの育成は従来より大きな課題であり、その一環として実施されていることは理解できる。しかし、助成事業の要件を

満たすことができる主体であれば、この制度を利用せずとも研究開発が可能な場合もあるのではないか。可能性は高いが要件を満たせない

場合、助言を与え、要件を満たすところまで導けるのか。NEDOの機能を最大限に発揮し、実用化、事業化への道を切り開いてほしい。 

 

（５）人材の流動化促進、育成【必須】 

【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】 

○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。 

○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実施する。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 
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【主な実績】 

○プロジェクト企画・立案機能の強化、「広報部」の新設に伴う体制強化、重要技術分野の強化を図るべく、実務経験を有する外部人材を 3

名中途採用。 

○民間企業や大学等において中核的人材として活躍し、イノベーションの実現に貢献する若手研究者を養成。平成 25年度は約 880人の若手研

究者を養成。 

○平成 25年度は、産業技術の普及と社会制度との関連をテーマとした講座を新設し、7講座 9拠点にて NEDO特別講座を実施。全体で 70回以

上の講座を開催し延べ 2,740名以上が受講。また 8回のシンポジウムを開催し延べ 670名以上が参加。  等 

 

【評価・コメント等】 

○良き人材あっての NEDOであるので引き続き注力をお願いしたい。人材育成の大事な要素の一つは『適切な競争』である。人材の固定化はそ

の競争を妨げる要因にもなり得るので流動化を図ることは重要である。 

○ビジネスで成功する技術開発を支援する人材育成に注力し、大学等への派遣や研究現場への派遣を通した実践育成を行ってきた。NEDO には、

専門人材をＰＬやＰＭとして迎え入れているが、逆に NEDO が育成した人材が請われて民間企業にという事例を多く作りだしていただきた

い。 

○プロジェクトの現場への職員派遣など、人材育成のための取り組みは評価できる。具体的な成果や人材育成全体への波及効果など形には表

れないところもあるだろうが、派遣先や当人の評価などを記録し、公開することなど、成果が個人にとどまらず、組織全体で共有できるよ

うなことも考えてほしい。 

 

（６）技術分野ごとの計画 

＜エネルギー分野＞ 

【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】 

(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。 

(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。 

(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。 
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※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､ＣＯ２削減に資する環境調和型製鉄プロセス技術開発を推進｡ 等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

＜新エネルギー分野＞ 

○洋上風車の普及拡大に向け、国内 2箇所（銚子沖、北九州市沖）での実証に加え、発電コストの低減に向けた超大型洋上風車の開発を推進。

（洋上風力発電等技術研究開発） 

○水素ステーションの実用化のため、技術開発と規制見直しを一体となって実施。これによって、日本初の商用規模のガソリンスタンド一体

型水素ステーションを 3カ所建設し、2015年の FCV販売に向けて実証試験を実施。（地域水素供給インフラ技術・社会実証） 

＜省エネルギー分野＞ 

○東京電力旭変電所にて、日本で初めて 66kV、200MVA級の超電導ケーブルの実系統接続運転を 1年間にわたり実施し、約 7万世帯に無事故で

電力を供給し、超電導ケーブルシステムとしての安定性、信頼性、制御性等について検証。（高温超電導ケーブル実証プロジェクト） 

○多様な熱の活用とシステム化でヒートポンプの高効率化（現状の 1.5倍）を実現 （次世代型ヒートポンプシステム研究開発） 

＜蓄電池、エネルギーシステム分野＞ 

○リチウムイオン電池の充放電中に起こる電極材料の結晶構造変化の観察に世界で初めて成功 （革新型蓄電池先端科学基礎研究事業） 

＜クリーンコールテクノロジー（CCT）分野＞ 

○石炭ガス化複合発電（IGCC）及び CO2 分離回収の研究開発（EAGLE プロジェクト）は、世界最高レベルのガス化効率や従来運用に比べて約

30%の CO2分離回収エネルギーの削減（発電効率の 2ポイント向上）など多くの成果をあげて全試験運転を終了。（革新的 CO２回収型石炭ガ

ス化技術開発） 

○開発した要素技術を組み込んだ試験高炉（実炉の 1/400程度、平成 27年度完成予定）での鉄鉱石の水素還元実証に向け、試験高炉の詳細設

計等を実施。なお、開発された CO2回収技術は、商用化され、製鉄メーカー構内に CO2製造装置を建設中。（環境調和型製鉄プロセス技術開

発（STEP2））  等 

 

【評価・コメント等】 

○全体に今後のエネルギー分野での飛躍的改革への可能性を秘めた良質案件への取り組みがたくさん見られるのは大変頼もしい限りである。 

○3.11以降、特に新エネルギーの技術開発、技術の標準化、普及・導入の要求が高まり、NEDOが中心となって対応し、研究成果が施策に活か

されてきた。ただし、制度設計、地域環境等 NEDO以外の課題が普及のためには残る。国際協力は着実に進んでいる。 
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○省エネの分野では、家庭や産業分野にわたる幅広い導入に貢献してきた。また、変換効率を飛躍的に高める最先端の省エネ技術の開発を含

め総合横断的なシステムとしての仕組みが不可欠であり、研究開発フェーズ、実用化フェーズと息が長いが、採択案件のそれぞれのフェー

ズ段階の評価を適切に行っている。 

○技術的な成果は目標を上回る形であがっており、評価できる。しかしながら、国益という観点でみれば、成果に対する評価も変わってくる。

理想的には技術開発だけでなく、量産化された場合の製造にも国内企業が参加し、利益を得ることである。量産化されても部品は海外調達

となると、実質的な国益はあるのだろうか。構造的に部品調達の海外依存度が高まり、日本の製造技術の疲弊を立て直すことは大きな課題

である。技術流失もまた大きな問題である。NEDOの国家プロジェクトが国益を重視する方向に進むことで、問題解決の糸口を示すことにな

るのではないか。評価の基準として開発された技術が実用化されたときの「国産化率」というような点も評価基準として考えてもよいので

はないか。 

 

＜産業技術分野＞ 

【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】 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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テナンス用機器の開発・導入支援

等について取り組む。 

(ⅹ)新製造技術分野 
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○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。 

(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。 

(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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

＜環境・省資源分野＞ 

○海水淡水化と下水の再利用統合実証研究プラントで、省エネ 30%以上、低コスト化 30％以上を達成するとともに、生産水を約 3 カ年にわた

りボイラー用水として九州電力に供給。 （省水型・環境調和型水循環プロジェクト） 

○ハイブリッド自動車の駆動用モーターに使用されているレアアース磁石について、経済的かつ安全に 96％以上を回収する技術を開発。また、

回収された磁石からレアアースを環境負荷が小さくかつ効率的に抽出する技術を開発、レアアース抽出率 95％以上、回収純度 99％以上を達

成。（使用済モーターからの高性能レアアース磁石リサイクル技術開発） 

＜電子・情報通信分野＞ 

○従来より 1桁程度、欠陥の少ない高品質 SiCインゴット（結晶化した材料塊）及びそれをウエハ化する従来の 4～5倍の高速切断加工する技

術を開発。本加工技術は平成 26年度中にも上市見込み。開発した SiCデバイス技術は、電車向けインバータに組み込まれ、世界初となるフル

SiCインバータとして製品化。（低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト） 

○産総研スーパークリーンルームを軸とした産官学連携の研究開発拠点を形成し、新しいトランジスタ構造を用いた集積回路を開発、ＩＴ機

器の消費電力 1/10に道を開く、0.37V（従来の 1/3）の超低電圧での動作を実証。（低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト） 

＜材料・ナノテクノロジー分野＞ 
○カーボンナノチューブとゴムや金属などを混ぜ合わせた新材料を開発 （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） 

○性能評価試験では、500 時間超の連続運転と分離性能の最終目標値を達成。無機分離膜と従来の蒸留工程を組み合わせ、50％以上の省エネ

ルギー化に目処。（規則性ナノ多孔体精密分離膜部材基盤技術の開発） 

＜バイオテクノロジー分野＞ 

○脳内の認知機能等の変化を反映する新規のイメージング薬剤と、患者の頭部の動きを補正し高精度計測を可能とする頭部用診断装置を世界 
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で初めて開発。（精神性疾患等の治療に貢献する次世代ＰＥＴシステムの研究開発） 

○プロジェクト終了後も、産総研とシスメックス(株)は共同研究を継続し、平成 25 年 12 月 10 日に薬事承認（製造販売承認）を取得。（糖鎖

機能活用技術開発プロジェクト） 

＜ロボット技術分野＞ 

○生活支援ロボットの国際安全規格（ISO13482）（平成 26 年 2 月正式発行）の策定に本プロジェクトの成果が大きく貢献し、本プロジェクト

より 2 件、パナソニック「リショーネ®」とダイフク「エリア管理システム」が本国際安全規格に基づく認証を世界初取得。（生活支援ロボ

ット実用化プロジェクト）  

○千葉工業大学、メーカーが災害対応ロボット「原発対応版 櫻壱號」を開発した結果、国産ロボットとして初めて日本原子力発電（株）原子

力緊急事態支援センターへの配備、事業化が実現（平成 26年 2月）。（災害対応無人化システム研究開発プロジェクト） 

＜新製造技術分野＞ 

○2kW-QCW ファイバーレーザー開発による CFRP 高速加工条件を抽出するとともに、ユーザー企業とのテスト加工も開始（平成 25 年度:2 件実

施）。（次世代素材等レーザー加工技術開発） 

＜T融合分野＞ 

○ＩＴを介して得られるデータを活用した新産業の創出を推進 （ＩＴ融合による新社会システムの開発・実証プロジェクト） 

＜境界・融合分野＞ 

○無線通信、自立電源及び超低消費電力機能を実現するセンサの開発 （社会課題対応センサーシステム開発プロジェクト） 
○次世代半導体プロセスのニーズに応える全固体真空紫外レーザ光源の開発 （イノベーション推進事業：次世代半導体プロセス対応全固体
真空紫外レーザ光源の開発） 

○これまでは素子等の構成部品の劣化が課題であったが、 高出力全固体連続波長 266nmレーザの成果を活用し、高出力 1Ｗレーザ製品の長寿

命化を実現、半導体関連市場で製品採用。  等 

 

【評価・コメント等】 

○資源リサイクル技術、省エネ関連機器開発、バイオテクノロジー関連の開発・実用化等、積極的な事業展開が行われており高く評価される。 

○レアアースのリサイクル技術など日本の根幹がリスクマネジメントに関わる分野で大きな成果を挙げてきていることは高く評価できる。 

○生活支援ロボットの国際安全規格の策定に NEDOのプロジェクトが大きく貢献した点は高く評価できる。 

○生活支援や災害対応の分野でのロボット事業化が進んでいるのは心強い。 

○全ての分野において、重点技術開発が設定されており、目標とした技術課題において成果が得られている。事業化においては、それぞれの

分野ごと国際的な戦略が必要となり、プロジェクトマネジメントにおいても、多様性がさらにいっそう必要となってくると感じる。 

○環境・省エネ分野は、フロン対策を始めとする最先端技術開発から、多くの先端的技術を組み合わせながら循環型社会を構築するための幅

広い長期の開発が不可欠であり、計画に対して、着実に実績達成をしている。 
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○家電や情報機器に通じる基礎技術分野であり、日本が時代をリードしてきた分野であるが、小型化軽量化・高機能化については、最終製品

までのスピードと低コスト化で後れを取ってきた。計画に対する実績は着実に実行できているが、技術開発後の事業化の国際競争力を常に

念頭に置いていただきたい。 

○モノづくり素材という川上産業に位置する分野であり、長期の技術開発を必要とするが、日本の先行技術を下支えする分野である。常に川

下産業と連携しながら、かつ技術完成後の知財戦略を重視して進めていただきたい。計画に対する実績は十分達成している。 

○NEDOの取り組みについては、計画に対する実績は十分達成している。ただし、厚労省・文科省を含め多くの技術開発支援機関があり、技術

研究の国の一体的支援という意味では、分散化している。特に医療機器に関しては、申請審査の態勢が十分でない。 

 

＜国際分野＞ 

【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】 

(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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○出力が不安定な太陽光発電を配電系統へ大量に導入された場合の課題（電圧、上位系統への影響など）を解決するため、系統用蓄電池、及

び商業ビル、一般需要家のデマンドレスポンスにより実配電線における最適電力供給を実現するためのスマートグリッドを実現。 

（国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業：米国・ニューメキシコ州おける日米スマートグリッド実証事業） 

○タイ政府機関との医療分野の国際共同事業として、現地の環境・インフラに適合した細胞自動培養システムを開発。本システムを用いて、

実際に臨床応用可能なレベルの細胞を調製できることを実証。（環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト） 

○NEDOは、JETROと連携し、インドで、「日印エネルギーフォーラム 2013“エキシビション”」として、日本企業各社の NEDO事業成果等の展  

示会を実施。再生可能エネルギーや省エネルギー等の技術について、日印の企業間で 1,500 件以上の事業化を見据えた情報交換を実施。（国

際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業）  等 

 

【評価・コメント等】 

○国際共同事業同様、この分野は極めて重要と認識している。様々な取り組みが実現しているのは素晴らしい。今後とも一層拡大して行って

欲しい。 
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２－２．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：Ａ 

評価のポイント 

【評価・コメント等】 

○3・11などによる国内の CO2排出量が増加する中、日本が京都議定書の削減目標を達成できたのは、国内の森

林吸収もさることながら、NEDO を通じての海外でのクレジット取得が順調に進んだからに他ならない。総量

で約 1 億 t もの削減枠を海外勢との難しい共同事業の中で順調に調達した実績は素晴らしい。今後もますま

す日本主導での国際協力の中で CO2 排出削減は必要となるので、ここで得られた経験や知見を是非役立てて

ほしい。 

○京都議定書に基づく目標達成等のため、第 1 期及び第 2 期について、政府達成目標通り、クレジット取得契

約の締結と政府への移転を行ってきた。このために、既存契約案件において計画的なクレジット取得を確実

なものにするために、環境対策を海外に対して実施する必要がある。海外事務所を積極的に活用しながら、

ポーランド、チェコ、ウクライナ、中国に、日本の環境対策技術の移転を着実に行い、費用対効果を考え、

ＧＩＳという新たなスキームを運営管理した。 

 

【各委員の評価】 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ ＡＡ Ａ 
 

 

【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】 

（１）企画・公募段階 

○ＣＤＭ・ＪＩ・ＧＩＳによるクレジットの取得に努める。 

○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｡客観的な審査・採択基準に基づく公正な審査を行う。 

○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。 

（２）業務実施段階 

○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。 
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（３）評価及びフィードバック・情報発信 

○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。  等 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【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、目標達成のため、既契

約案件において計画的なクレジット取得と政府への確実な移転を実施。 

○平成 25年度は、新たに 383.9万トン－CO２を政府の管理口座へ移転。日本全体での京都議定書第一約束期間の削減実績は、基準年比 8.4％

減となり、削減目標（6％減）を達成。（平成 26年 4月 15日環境省発表確定値） 

○ウクライナ、チェコ、ラトビア、ポーランドにおいて着実にＧＩＳ事業を推進。 

○早期の現場審査及び国連に対する CER発行申請を実施したことにより、第一約束期間の確実な CER移転を実施。 

○平成 26年 3月 7日に事後評価委員会を開催し、政府目標達成をほぼ達成していることに高い評価を得てきた。また、効率的な業務に努め

ていることと共に、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。  等 

 

【評価・コメント等】 

○1億トンという大きなクレジットの取得が実現し、我が国の京都議定書の削減目標達成に大きく貢献したことは喜ばしい。 

○CO2 削減は世界の全ての国が取り組むべきであり、かつ、どこで減らそうとも、その効果は世界が享受するだからこそ、海外勢との協力

は大きな意味を持つ。当該事情を通じて、我が国の環境技術が生かされ、更には、国際協力を通じて、日本と相手国との外友好関係に貢

献できたのは良かった。 

○企画、公募、業務実施ともに目標が達成されている。外部評価制度上手く運営されている。 

○この技術移転からのクレジット取得に当たり、量的取得目標の達成のみならず、効率的な調達のために、費用対効果を考えながら、ＧＩ

Ｓという新たなスキームを運営管理し、中期計画の目標達成を早期にほぼ達成した。 
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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：Ａ 

評価のポイント 

【評価・コメント等】 

○業務運営の効率化は計画を超えて達成されており評価される。 

○効率化率の改善も大きく目標値を上回り、高く評価できる。 

○随意契約見直しについては、充分成果を上げてきているが、逆に、これ以上はむしろ随意契約にすべきプロジ

ェクトを増やしていくということも考えるべき。 

○コンプライアンスの推進は着実に進められていると評価できる。 

○入札、契約の適正化は着実に進んできていると評価できる。 

○運営の効率化については組織全般に定着してきたように見受けられる。NEDOの本来業務は技術開発マネジメン 

トによる新技術の発掘育成とは言え、その本来業務が効率的・効果的に遂行されるためには、専門家集団とし

てのＮＥＤＯが効率的に運営されて初めて可能となる。良きガバナンスとはある組織の持てるすべての経営資

源が最大限活用されて最高のパーフォーマンスを挙げることにその狙いがあるのである。 

○業務の効率化のため、種々の研修制度を設けるなど、適宜対策がとられている。 

○従来先端技術開発支援型であったが、技術開発成果の事業化・産業化を果たすため、すなわち「技術に勝って、

ビジネスでも勝つ」ために、戦略的・機動的に主導する役割を担えるように、抜本的な攻めの体制に組織を変

更したことを高く評価する。 

 

【各委員の評価】 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 
 

 

＜総論＞ 
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１．機動的・効率的な組織・人員体制 

【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】 

○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。また、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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○広報機能強化の一環として、新たに「広報部」を設置。各プロジェクト部に「広報担当者」を設置し、広報活動をより戦略的に対応。 

○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、内閣府最先端研究開発支援プログラム『有機系太陽電池プロジェクト』

の管理系業務の担当マネージャーとして東京大学先端科学技術研究センターに引き続き 1名派遣（平成 22年 5月～26年 3月）。等 

○「プロジェクト企画・立案機能」の強化、「広報部」の新設に伴う体制強化、重要技術分野の強化を図るべく、実務経験を有する

外部人材を 3名中途採用。  等 

 

【評価・コメント等】 

○外部人材の積極的な登用を図っており高く評価される。 

○採用された研究開発事業や NEDO特別講座などを通じて若手研究者の育成、更には、外部人材の採用などに努めているのは評価したい。 

○機動的・効率的な組織運営が実施され、また職員の流動化、人材育成なども積極的に行われている。 

○ＮＥＤＯがナショナルプロジェクトを中心として、先端的技術を先導する役割を果たしてきたが、「技術に勝って、ビジネスでも勝つ」た

めに戦略的・機動的に主導する役割を担えるように、抜本的な攻めの体制に組織を変更したことを高く評価する。 

 

２．自己改革と外部評価の徹底 

【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】 

○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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○平成 25年度産学官連携推進会議において、NEDOプロジェクト参画者が経済産業大臣賞など 6件の産学官連携功労者表彰を受賞。 



 

 

26 

○平成 25年度に各種メディア・団体が行った産業技術関係の表彰においても、NEDOの研究成果が受賞。  等 

 

【評価・コメント等】 

○技術評価と事業評価（自己改革と外部評価）の徹底により、主要成果に対して受賞が増えたと評価できるかが不明。 

○自己改革と外部評価、指摘事項に対する自己改革への反映を適切に行ってきた。 

 

３．職員の意欲向上と能力開発 

【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】 

○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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○上司と部下とのコミュニケーションの場（目標設定面談等）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。 

○新規着任者研修を計 5回、評価者研修を計 2 回実施、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』、『出口戦略強化セミ

ナー』を実施、語学力強化の研修メニューを充実。海外大学院等に職員を派遣し、職員の国際感覚を醸成。 

○プロジェクト立案･設計､プロジェクトマネジメント手法、技術経営論等に関する専門的知見の深化を図るため、海外大学院等に 4名を派遣。 

○プロジェクトマネジメントのプロフェッショナル集団を固有職員によって形成する事を目的に、プロジェクトマネジメント研修（全 9講座）、

出口戦略セミナー（全 8講座）を開催。NEDOにおけるプロジェクトマネジメント、経営戦略、マーケティング、国際標準化戦略、知財戦略

等について、外部・内部講師による講義や演習を行い、固有職員のマネジメント能力を強化。  等 

 

【評価・コメント等】 

○ＮＥＤＯの成功は人材育成にかかっていると言ってもよい。そういった意味では、各種研修やセミナー、ＡＥＭとの交流、ＩＲＥＮＡへの

職員派遣など外部との接触の中で人材育成に取り組んでいるのは大変良いことだ。 

○職員の意欲向上と能力開発として、研修制度、外部機関への派遣を充実させている。 

○技術開発プロジェクト推進専門家集団の人材育成のために、機構内及び外部機関を活用した知識の取得、情報交換、実践的研究発表を行っ

てきた。機構職員の能力向上とキャリアパス、人材配置等をシステマティックに行ってきた。 
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４．業務・システムの最適化【必須】 

【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】 

○業務の電子化を推進する。 

○「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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○業務・システム最適化の検討を開始。また、新たな機能を追加した新統合人事サービスの導入に向けた開発に着手 等 

 

【評価・コメント等】 

○事務手続きの一層の迅速化、情報システム信頼性の確保などが十二分に図られており高く評価される。 

○ＮＥＤＯ内部の情報システムの最適化、セキュリティー対応については、計画通り実施してきた。 

 

５．外部能力の活用 

【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】 

○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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○情報基盤サービス関連業務、研究開発資産に係る登録補助やデータメンテナンス等の資産管理業務、外部来訪者の総合受付業務等について、

外部委託等を活用中。  等 

 

【評価・コメント等】 

○費用対効果、専門性観点から、機構内実施か、外部活用かによって、適切に業務を精査し、計画通り実施した。 

 

６．省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮 

【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】 

○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、これまでの取組を環境報告書に総括し公表する。  等 
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【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【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、平成 24 年度の環境配慮に向けた取組及び排出量実績について、環境報告として

“アニュアルレポート 2013”に総括し公表。（平成 25年 6月）  等 

 

【評価・コメント等】 

○CO2削減目標を大幅にクリアしたことは高く評価できる。 

 

７．業務の効率化 

【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】 

○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、毎年度平均で前年度比 1.08%

効率化を行う。（新規追加、拡充分を除く） 

○ラスパイレス指数、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。 等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○平成 25 年度については、独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針を踏まえた事業の重点化を通じて、新規・拡充分を除き、前年度

比▲332億円（▲27.6％ ）。  等 

 

【評価・コメント等】 

○効率化率の改善も大きく目標値を上回り、高く評価できる。 

○経費削減はここ数年来の懸案事項だが、これまでの成果の上に一層の取り組みをしている。引き続き、経費抑制は当然実践すべきアサイン

メントとして努力を続けて欲しい。 

○ラスパイレス指数は若干高いが、機構の特性に合致する業務の効率化を実施してきた。 

 

８．随意契約の見直しに関する事項 

【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】 

○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。  等 
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【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○平成 25年度に締結した「競争性のある契約方式」の状況は、件数ベース 95.7%、金額ベース 99.9%。 

○「随意契約情報の公表に関する運用指針」に基づき、平成 25年度も引き続き契約の内容についてＨＰで定期的に公表を実施。  等 

 

【評価・コメント等】 

○随意契約見直しについては、充分成果を上げてきているが、逆に、これ以上はむしろ随意契約にすべきプロジェクトを増やしていくという

ことも考えるべき。 

○契約等の透明性が図られている。 

 

９．コンプライアンスの推進【必須】 

【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】 

○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。 

○コンプライアンス体制については、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プ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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【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。 
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○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、理事長への結果報告を制度化。取りまとめ又は委員会の開催毎

に逐次報告を実施。 

○理事長をヘッドとするコンプライアンス推進委員会（5 月）を開催し、前年度発生のリスク事案に係る対応、再発防止等を踏まえ、当年度

のコンプライアンス行動計画を策定。また、リスク懸念事案は、その大小に関わらず、迅速に、逐次、理事長を始め経営幹部に報告し、指

示を仰ぐ体制を構築。 

○機構のミッション、コンプライアンス体制、緊急事態の概要等を記載したコンプライアンスマニュアル「COMPASS」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について役職員に対し周知徹底。 

○組織全体でのコンプライアンス意識の向上を目指し、コンプライアンス研修は、外部有識者を講師とすることで質的向上も図りつつ 17 回

開催、コンプライアンス推進室職員による新規入構職員向け基礎研修は 11回実施。 

○事業者における不正事案発生を抑制するため、事業者説明会等において不正行為の発生事例や厳格な処分の実施等を紹介し、事業者の意識

向上に寄与（33回開催）。 

○25年度に助成金の不正請求行為が発覚した事業者（2社）については、交付決定の取消、助成金の返還請求といった措置を行うと共に、必

要に応じ、新たな助成金交付等の停止処分を行い、当該内容を公表。更に、再発防止に向け、支払ルールの変更や代表者面談の実施といっ

た対策を直ちに実施。 

○事業実施者に対する検査研修（コンプライアンス研修）を年 4回開催し、公的資金の適正な執行等を周知。 

○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適切な内部監査を実施。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。 

○基本方針に基づいて、重点項目を設定するなどして監査計画を作成し、調書等を活用して効率的に業務監査及び会計監査を実施。  等 

 

【評価・コメント等】 

○組織全体でのコンプライアンス意識の向上を目指すことが重要と思われる。 

○コンプライアンスについては、コンプライアンス推進体制を整備し、理事長を委員長とするコンプライアンス推進委員会の下に、全組織体

制で内部統制の機能強化をし、役職員に周知徹底する等適切に運用している。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、さらに外部監査の報告を整理し、またリスク懸案を逐次、理事長を始めとする経営幹部に報告し、指示を仰ぐ体制を構築し、整備・

運用している。 

○経費の適正な運用では問題がなくても、研究内容に不正が行われる例などが他の独立行政法人の研究機関にみられる。ここでのコンプライ

アンスとは性質が違うが、対応を考えておきたい。 
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＜契約･役職員の給与等に関する事項＞  
 

１．入札・契約の適正化【必須】 

【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】 

○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、規程類の整備状況、審査体制整備状況、契約適正実施確保取組状況、契約競争性・透明性確保にむ 

けた取組状況、関係法人との契約の適切性・妥当性の検証。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【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」に基づく点検及び見直しについては、平成 22年 4月に「随意契約等見直し計画」を

策定し、平成 25年度も引き続き契約監視委員会を開催。競争性のない随意契約や一者応札・応募等の点検・見直しを実施し、仕様書内容

の見直しや公告（公募）期間の十分な確保、メール配信サービス登録の慫慂、技術開発等で一者しか提案がなかった場合の公募期間延長

等、一層の競争拡大に努めた。契約監視委員会において、2か年度連続単年度契約かつ一者応札・応募の案件については報告・点検を実施

し、ホームページ上に公表。 

○「随意契約等見直し計画」の進捗状況については、平成 22年 4月に策定した「随意契約等見直し計画」に基づき、一般競争入札等の適用

の徹底を図っており、平成 25 年度の随意契約の割合は件数ベース 4.3%、金額ベース 0.1%となっており、今後も引き続き一般競争入札等

の適用の徹底を推進。  等 

 

【評価・コメント等】 

○入札・契約の適正化については、政府の点検・見直しに基づき、点検・見直し体制を整備し、国の水準をはるかに上回る結果である。物

品調達などの契約については、強制性のない随意契約を原則廃止し、技術開発委託契約については、企画競争・公募の方法で効率的運用

を図ってきた。この結果、競争性のある契約は、件数 95.7%、金額 99.9%に達している。 

 関係法人との契約も適切に行われ、監事や契約監視委員会による指摘事項も改善すべきことは実行している。 

 

２．官民競争入札等の活用【必須】 

【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】 

○官民競争入札等の活用・検討を行う。  等 
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【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○技術開発マネジメント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・一般競争入

札を実施の上、民間企業等に委託又は補助金の交付により業務を実施。 

○現行の情報基盤サービス業務(～平成 27年 10月)の後継業務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。 

等 

【評価・コメント等】 

○研究開発委託及びクレジット取得等業務に関し、民間活力を活用するために、原則すべて企画競争・一般競争入札としている。 

 

３．公益法人等に対する支出の適正化【必須】 

【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】 

○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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○「独立行政法人が支出する会費の見直し」（平成 24年 3月 23日行政改革実行本部決定）に基づき、公益法人への会費の支出について、四

半期ごとに支出先法人名、金額等を公表。 

○「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）」に基づき、公益法人に対する支出状

況の公表・点検・見直しを実施。  等 

 

【評価・コメント等】 

○最適化計画に基づき実施されている。 

○公益法人への会費支払等に関しては、国の定めた方針通り見直しを行い、会費の支払については四半期ごとに支出法人名・金額を公表。 

 

（参考）契約監視委員会の開催状況 
＜委員＞ （平成 26 年 3 月 31 日時点） 

 
加藤 一郎 小堀合同法律事務所 弁護士 
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＜平成 25 年度開催状況＞ 

 

 

 

 

 

 

金子  晃 クレド法律事務所 弁護士 

中   伸好 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 監事 

藤井 哲哉 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 監事 

松田 修一 早稲田大学 名誉教授 

平成 25 年 6 月 4 日 第 11 回 概要： 契約の点検・見直しに係る審議 

平成 25 年 6 月 20 日 第 12 回 概要： 契約の点検・見直しに係る審議（書面） 

平成 25 年 7 月 31 日 第 13 回 概要： 契約の点検・見直しに係る審議、公益法人に対する支出の点検・見直しに係る審議 

平成 25 年 12 月 16 日 第 14 回 概要： 契約の点検・見直しに係る審議（書面） 

４．役職員の給与等の水準の適正化【必須】 
【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】 

○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 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○平成 25年度のラスパイレス指数は 104.1。（民間給与実態調査に基づく人事院勧告を踏まえ適切に給与等を決定）。 

○レクリエーション経費については、機構においては、レクリエーション経費に係る支出を行っておらず、引き続き徹底。 

○宿舎の見直しについては、平成 22年 12月に閣議決定された「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」において、区分所有宿舎 6

戸を売却することとの決定がなされ、平成 24年 12月に売却済み（平成 25年 1月国庫納付済）。また、借上げ宿舎に関しては、「独立行政

法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」により指摘された 24戸のうち 15戸は既に退去済。 

 

【評価・コメント等】 

○専門家集団としての給与水準の適正化には良く取り組んでいる。 

○役職員の給与水準を示すラスパイレス指数は 104.1%と国家公務員より高いが、研究開発関係担当の役職員の高学歴化上当然である。特に

特殊専門能力ある外部人材の常用登用は現状制度では無理である。 
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（参考）ラスパイレス指数の状況 

  

 対国家公務員（行政職（一））  104.1   

 地域勘案  105.4   

 学歴勘案  102.6   

 地域・学歴勘案  104.7   

（※）国の給与水準を 100 としたときの指数 
 

（参考１）役員の報酬等の支給状況 

 http://www.nedo.go.jp/content/100563939.pdf 

（参考２）役員報酬・人事への業績反映の仕方 

○理事長及び監事の報酬については、経済産業省独立行政法人評価委員会による法人の業績評価に応じて決定。 

○その他の役員の報酬については、理事長による役員毎の業績評価に応じて決定。 

○平成 24年度評価結果において、役員の異動につながる評価はなかった。 

（参考３）役職員の給与決定に関し特筆すべき事項 

＜役員の報酬への業績反映＞ 

○役員にあっては、経済産業省独立行政法人評価委員会の決定に基づく前年度の法人の業績評価結果を踏まえて算定した業績給を支給（AA

～Dの 5段階）。 

＜職員の給与等への人事評価結果の反映＞ 

○独法化後導入した人事評価制度において、毎年度個人が設定する目標の達成度及び行動に対する人事評価を実施し、その評価結果を賞与

の支給率や昇給幅に適切に反映。 

【賞与】人事評価結果に応じ、最大±15％の支給率で賞与を支給 

【昇給】人事評価結果に応じ、以下の 5段階の昇給幅で昇給を実施 

人事評価結果 一般職員 （55歳超の職員） 
Ｓ評価もしくは累積ＡＡ評価 5号俸 2号俸 
Ａ評価及びＢＢ評価 4号俸 2号俸 
Ｃ評価 3号俸 2号俸 
2年連続Ｃ評価 2号俸 1号俸 
Ｄ評価 0号俸 0号俸 

 

 

http://www.nedo.go.jp/content/100563939.pdf
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４．財務内容の改善に関する事項 

評定結果 
   （      ） 

２０年度：Ａ、２１年度：Ｂ、２２年度：Ｂ、２３年度：Ａ、２４年度：Ｂ 

評価のポイント 

【評価・コメント等】 

○期中における適切な予算追加投入を行う等、機動性・弾力性を確保しているなど、計画を超えて達成しているものと

判断される。 

○各項目とも真摯に取り組んでおり、相応の成果を上げているのは大変良い。本来、財務内容の改善は NEDOが本来業務

を効果的に遂行するための基盤である。財務の健全性確保はどんな組織であれ基本的任務としてやらねばならないミ

ニマム・リクワイアメントである。引き続きの取り組みをお願いしたい。 

○効率化が図られており無駄なものはない。 

○財務内容の改善は、現在のＮＥＤＯ自体の努力と過去の財政支援の遺産の処理とがある。後者の典型的な基盤技術研

究促進事業であるが回収努力を行っているが長時間を要する。 

○適正に進められ成果をあげている。 

 

【各委員の評価】 

委員 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 平均 

 Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 
 

１．繰越欠損金の増加の抑制【必須】 

【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】 

○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。 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○平成 25年度末においては、繰越欠損金は基盤技術研究促進勘定で▲627.8億円（▲5.0億円増）。 

○研究成果の事業化の状況や売上等の状況について 110件の報告を徴収し、研究委託先等への現地調査を 45回実施するとともに、14件の収

益実績を確認し、総額約 23百万円が収益納付。 
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【評価・コメント等】 

○繰越欠損金の抑制に努めているが、制度的に仕方ない部分もある。 

○当該事業は、残務処理であるが回収努力は粛々として行ってきている。 

 

２．自己収入の増加へ向けた取組 

【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】 

○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。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

（自己収入について） 

○算定基準を見直した価格算定に基づき、取得財産の有償譲渡を行うなど、自己収入の獲得に努力。 

 

【評価・コメント等】 

○自由裁量を最大限活用した自己収入の取り組み努力はある。 

 

３．資産の売却等【必須】 

【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】 

○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 

・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 

・「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」への対応に従い、不要財産の国庫返納を行う。  等 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○保有土地について、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）に基づき、伊東敷地は平成 25 年 10

月に入札を行ったが、応札者なしによる不調の結果となった。そのため、平成 26年 3月に不動産鑑定評価による価格の見直しを実施。 

○平成 25 年度に、前中期目標期間の積立金（繰越が認められた額を除く）511 億円を国庫納付したこと、石炭経過勘定で保有していた現預

金等 391億円をＪＯＧＭＥＣへ移管したことなどで金融資産は大きく減少。 
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○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

（20年度 63百万円→25年度 11百万円）を推進。 
(単位：千円) 

施設名所 種類 場所 帳簿金額 処分状況 
入札回数 

(過年度分を含む) 
太宰府敷地 土地 福岡県太宰府市 38,800 ２５年３月に売却し、２５年４月に売却収入を

ＪＯＧＭＥＣに移管 
 

吉塚敷地 土地 福岡県福岡市 146,000  
粕屋敷地 土地 福岡県粕屋町 35,800  
筑紫野敷地 土地 福岡県筑紫野市 14,400 ２５年４月にＪＯＧＭＥＣに移管  
篠栗書庫 土地 福岡県篠栗町 13,600  
伊東敷地 土地 静岡県伊東市 1,710 ２６年３月に不動産鑑定評価を実施し、引き続

き売却処分手続を実施予定 
3回 

【評価・コメント等】 

○金融資産については、目的にそった規模での適切な活用をすすめることが必要。特に運用上の問題はないように思われる。 

○業務終了後の研究開発資産の売却につき、処分手続きの短縮と同時に、適正価格での処分を厳守すること。 

 

４．運営費交付金の効率的活用の促進【必須】 

【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】 

○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、予算管理体制等を厳格に分析し、減少に向けた努力を行う。 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○期末における交付金債務は 345 億円 、平成 25 年度予算額に対して 28.5％。補正予算及び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 115億円。 

○月次の執行状況調査において未執行額の精査を行い、不要不急な予算を開発成果創出促進制度として有効活用する運用を実施。積極的な

事業計画の前倒しにより成果の最大化が期待できる案件等に対して追加配賦。 

 

【評価・コメント等】 

○やむを得ない事情により発生した債務等を除けば適宜管理運営されている。 

○運営交付金債務残高が、事業の進捗管理を行い残高が増加しない管理をしているが、海外プロジェクトの増加や補正予算等、やむを得な
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い事情があることを確認した。 

５．剰余金の適正化【必須】 

【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】 

○当期総利益等の発生要因、業務運営の適正性を図る。また、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。 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○平成 25年度末の利益剰余金は、4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）で計 43.4億円を計上。  

○機構の主たる業務である研究開発関連業務は、運営費交付金・国庫補助金等を財源として着実に実施しており、その支出額を限度に収益

化等を行っていることから、これにより利益剰余金は未発生。 

○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、目的積立金は不申請。 

 

【評価・コメント等】 

○研究開発資金売却収入により利益が発生しているが、業務運営が適切に実施されたとみなされる。 

○剰余金の適正化については、粛々と実行している。 

 

６．リスク管理債権の適正化【必須】 

【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】 

○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）） 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【主な実績】 

○貸倒懸念債権、破産更生債権等については、石炭経過業務の JOGMECへの移管及びエネルギー需給勘定での着実な債権回収により、平成 25
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年度末に総額 15.6億円（対前年度 138億円減）を計上。 

○リスク管理債権を有する全ての事業について、計画的な債権回収を実施。 

○新エネルギー利用等債務保証制度に基づく、債務保証業務については平成 25年度末において代位弁済済額 13億円、保証債務残高 32 億円、   

保証債務損失引当金残高 18億円。 

○鉱工業承継業務における、貸付金のうち、約定償還金については平成 24 年度末までに全て回収済。平成 25 年度においては、破産更生債

権件について回収に努め、うち 1件について一部弁済。（回収実績額 3.6百万円） 
（単位：千円） 

区分 期首残高 当期増減額 期末残高 摘要 
【一般勘定】 

未収金（研究開発等業務） 
35,951 

(35,951) 
211,480 

(211,480) 
247,431 

(247,431) 
（注） 

【エネルギー需給勘定】     
 求償権 1,213,226 

(1,213,226) 
0 

(0) 
1,213,226 

(1,213,226) 
（注） 

未収金（研究開発等業務） 31,114 
(31,114) 

△2,138 
(△2,138) 

28,975 
(28,975) 

（注） 

【鉱工業承継勘定】     
 貸付金 73,781 

(73,781) 
△3,600 

(△3,600) 
70,181 

(70,181) 
（注） 

未収金 4,829 
(4,829) 

0 
(0) 

4,829 
(4,829) 

（注） 

【法人合計】     
 貸付金等の合計値 1,358,901 

(1,358,901) 
205,742 

(205,742) 
1,564,643 

(1,564,643) 
（注） 

貸し付け残高に占める貸倒懸念債 
権及び破産更生債権等の割合(％) 

100%  100%  

※括弧内は、貸付金等のうち、貸倒懸念債権及び破産更生債権等の内訳を示す。 

【評価・コメント等】 

○全てのリスク管理債権を有する事情について、計画的に回収を実施している。 

○新エネルギー債務保証業務により、平成 22年度新規引受を停止しており、代位弁済の求償権残高が 12億円と不良債権 15億円のほとんど

である。他の不良債権についても、粛々と回収努力をしている。 

 

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】 

【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】 

○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 
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【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【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」を通じて金融機関に運用を委託し、年金資産合計は 445億円（平成 24年度末時点）。 

○平成 27 年 4 月の実施に向けて「代行返上及び新年金制度への移行」を検討中であり、平成 26 年 3 月には「将来期間の代行部分」に係る

支給義務の停止が認可。 

 

【評価・コメント等】 

○これらの資金運用は極めて大事である。運用の失敗は多大の被害を多くの人たちに与えるので引き続き細心の注意を払い続けて頂きたい。 

○ＮＥＤＯの年金運用 445億円は、通産関係独立行政法人厚生年金基金を通じて運用されているので、運用実績などは不明である。 

 

８．関連法人について【該当があれば】 

【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】 

○関係法人等への業務委託等の支出を妥当なものとする。 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【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）は平成 25年度末現在無し。 

○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。 

○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。 

 

【評価・コメント等】 

○現状では、関連公益法人等が 21社ある。特に問題はない。 

○関係法人は、技術研究組合 20社とＮＰＯ法人 1社のみで、Ｈ25年度でＮＥＤＯ出資の会社は無くなった。 
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＜貸借対照表（Ｂ／Ｓ）＞ 
 特筆すべき事項 

 

○現金及び預金は、平成２５年７月に前中期目標期

間の積立金（繰越が認められた額を除く）５１１

億円を国庫へ納付したことなどにより減少。 

 

○有価証券の増額は、償還までの期限が１年未満と

なり投資有価証券から振り替わったことによるも

の。 

 

○運営費交付金債務は、年度末に交付された補正予

算（１０２億円）に係る債務、国際事業における

相手国政府側の手続き遅延等により発生した債務

（１２８億円）等である。 

 

○長期前渡金及び受託事業預り金は、平成２５年度

をもって京都メカニズムクレジット取得事業にお

ける取得業務が完了したことにより皆減。 

 

○利益剰余金が４つの勘定（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）で４３．

４億円が計上された。この主な発生要因は、研究開

発資産売却収入等である。 

（単位 ： 百万円）

資　　　　　　　産 H26.3.31現在 H25.3.31現在
　　　　流動資産 54,672 81,231 

　　　現金及び預金 50,182 79,535 
　　　有価証券 2,000 1,000 
　　　前渡金 1,396 89 
　　　未収金 995 498 
　　　その他の流動資産 100 109 

　　　　固定資産 8,901 10,324 
　　　有形固定資産 831 866 
　　　減価償却累計額 △ 541 △ 497 
　　　減損損失累計額 △ 10 △ 5 
　　　無形固定資産 4 4 
　　　投資有価証券 7,997 8,999 
　　　破産更生債権等 1,511 1,299 
　　　貸倒引当金 △ 1,511 △ 1,299 
　　　長期前渡金 － 321 
　　　その他の固定資産 620 636 

資産合計 63,573 91,555 

負　　　　　　　債 H26.3.31現在 H25.3.31現在
　　　　流動負債 40,767 21,428 

　　　運営費交付金債務 34,510 －
　　　預り補助金等 － 109 
　　　未払金 6,218 21,224 
　　　その他の流動負債 38 95 

　　　　固定負債 2,086 2,594 
　　　退職給付引当金 32 38 
　　　保証債務損失引当金 1,762 1,860 
　　　受託事業預り金 － 321 
　　　その他の固定負債 292 375 

負債合計 42,853 24,022 

純　　　資　　　産 H26.3.31現在 H25.3.31現在
　　　　資本金 125,907 78,636 
　　　　資本剰余金 △ 173 △ 32 
　　　　利益剰余金（△ 繰越欠損金） △ 9,906 △ 11,071 

　　　積立金 11,445              9,210                
　　　前中期目標期間繰越積立金 0 0
　　　前年度繰越欠損金 △ 61,831 △ 61,831 
　　　当期総利益 42,002 42,002 
　　　△ 当期総損失 △ 1,523 △ 452 

純資産合計 115,828 67,533 

負債 ・ 純資産合計 142,980 91,555 

※計数は、原則として四捨五入としているため端数が合わない場合があります。

※H25.3.31現在の計数については、H26.3.31現在との比較対照のため、平成25年4月1日付けで承継した

石炭経過勘定に係る計数を除いて記載しております。
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＜損益計算書（Ｐ／Ｌ）＞ 
 特筆すべき事項 

 

○運営費交付金収益が大幅に減少しているのは、前

年度に２３年度繰越分の執行(５３４億円)があっ

たこと及び中期目標期間の最終年度として運営費

交付金債務残高(３７５億円)の全額収益化を実施

したことによる。 

 

○臨時損失は、固定資産除売却損である。 

 

○臨時利益は、新エネルギー債務保証に係る保証債

務損失引当金戻入益などである(前年度は、約６億

円の繰上償還があり大きくなっている)。 

 

○当期総利益は、４つの勘定（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）で

４３．４億円が計上された。この主な発生要因は、

研究開発資産売却収入等である。 

 

○当期総損失は、基盤技術研究促進勘定で計上され

た。この主な発生要因は、政府出資金を原資とし

て事業を実施する仕組みとなっており、事業実施

額が損失として不可避的に生じたものである。 

 

 

（単位 ： 百万円）

経　　　常　　　費　　　用 H25.4.1～H26.3.31 H24.4.1～H25.3.31
　業務費 100,346 143,927 

給与手当 819 675 
外部委託費 64,107 111,163 
補助事業費 23,171 18,897 
請負費 885 1,228 
貸倒引当金繰入額 219 - 
その他の業務費 11,144 11,964 

　一般管理費 6,378 6,591 
給与手当 2,606 2,742 
減価償却費 74 70 
その他の一般管理費 3,698 3,779 

　雑損 740 610 
経常費用合計 107,464 151,128 

経　　　常　　　収　　　益 H25.4.1～H26.3.31 H24.4.1～H25.3.31
　運営費交付金収益 86,559 175,008 
　業務収益 32 37 
　受託収入 9,202 10,729 
　補助金等収益 9,466 1,546 
　資産見返負債戻入 73 69 
　財務収益 115 152 
　雑益 5,646 4,277 

経常収益合計 111,094 191,817 

　経常利益（△経常損失） 3,630 40,690 

　臨時損失 △ 26 △ 22 
　臨時利益 146 835 
　当期純利益 4,252 41,955 
　△ 当期純損失 △ 503 △ 452 
　前中期目標期間繰越積立金取崩額 90 48 
　当期総利益 4,342 42,002 
　△ 当期総損失 △ 503 △ 452 

※計数は、原則として四捨五入としているため端数が合わない場合があります。

※H24.4.1～H25.3.31の計数については、H25.4.1～H26.3.31との比較対照のため、平成25年4月1日

付けで承継した石炭経過勘定に係る計数を除いて記載しております。


