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独立行政法人評価委員会産業技術分科会 

第３６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２６年７月１４日（月） １４：００～１６：１０ 

２．場 所 経済産業省 別館６階  産業技術環境局会議室（626・628号室） 

３．議 題 

（１）平成２５年度財務諸表等について 

（２）平成２５年度業務実績評価について 

（３）今後の NEDO部会の進め方について 

出席委員 

  松本部会長、末吉委員、高井委員、松田委員、谷田部委員 

 

議事内容 

○松本部会長  それでは、ちょうど定刻になりましたし、全員お揃いになりましたので、

ただいまから、第36回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

を開催いたします。 

 本日は、議題１として「平成25年度財務諸表等について」、議題２として「平成25年度

業務実績評価について」、最後の議題３として「今後のＮＥＤＯ部会の進め方について」

ということで、ご審議を行っていただきたいと思います。 

 議事進行にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速、本日の資料の確認を事務方にお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

○牧野課長  前回、ペーパーレスということで、ｉＰａｄをごらんいただきながら議事

を進めることをいたしました。今回も同様の進め方をさせていただきますので、操作方法

等おわかりにならない場合は、手を挙げていただければ、係の者がすぐに参上いたします。 

 今、お手元のｉＰａｄに「議事次第」が出ているかと思います。その中の「資料一覧」

の中の資料２－１と資料２－２は、業務実績評価に関する資料でございますが、ｉＰａｄ

には入ってございません。審議を始める前に、委員の先生方のみに紙で配付させていただ

きますので、その旨、ご了承いただければと存じます。 

 また、ｉＰａｄの画面とあわせて、先生方の右手のスクリーンにも資料を映してござい

ますので、適宜、両方をごらんいただければと思います。 



 

- 2 - 

 評価委員会での議事録や資料につきましては、以前から当省のホームページで公表いた

しております。本日の部会についても同様にさせていただくことを、あらかじめご承知い

ただければと存じます。 

 このため、議事録につきましては、毎度のことでございますが、後日、確認をいただく

ための手続をとらせていただきます。 

○松本部会長  よろしいでしょうか。 

 それでは、早速、「議事次第」に従いまして、議事に入りたいと思います。 

 議題１の「平成25年度財務諸表等について」という審議ですが、まず、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。 

○牧野課長  独立行政法人の財務諸表につきましては、独立行政法人通則法第38条に基

づきまして、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。 

 この条文は、参考資料４としてついているものでございます。 

 その法律の第38条第３項という規定がございまして、主務大臣は、財務諸表の承認をす

るに当たりまして、あらかじめ評価委員会の意見を聞くことになっております。本日は、

委員の皆様にその意見を聞くということでお諮りする次第でございます。 

 以上でございます。 

○松本部会長  今の事務局からの説明のとおり処理させていただきますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、平成25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。

よろしくお願いします。 

○古川理事長  ＮＥＤＯの古川でございます。 

 先生方には、日ごろよりご講評及びご指導をいただいておりますことを、まずは御礼申

し上げたいと思います。 

 また、先日は、実際のＮＥＤＯの現場をつぶさにご視察いただきまして、本当にありが

とうございます。先生方にご視察いただくことは、私どもにとってもそうですが、若い担

当者には大変な刺激になりまして、大変ありがたく思っております。 

 さて、本日は、今、松本部会長からお話がございましたように、まずＮＥＤＯの財務諸

表に関するご報告をさせていただきまして、その後、前回ご報告させていただきました、

いろいろなＮＥＤＯの業務実績に関するご評価をいただくという段取りと承知しておりま
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す。 

 最初にご説明いたします財務に関しましては、もちろん、私ども、財務の適正執行は最

重要課題だという認識でやっております。 

 ただ、前回もご報告しましたが、運営費交付金の債務の残高が積み上がっているという

状況にございまして、これも非常に大きな課題と思って、組織全体で取り組んでおります

が、まだまだ解消できていないということも事実でございます。また次の課題として取り

組んでまいりたいと思います。 

 いずれにいたしましても、財務だけではなくて、その他の業務遂行に関しますご意見、

ご指導を本日いただければと思っております。よろしくお願い申し上げます。 

 では、財務担当理事の元木より、今年度の財務諸表の説明をさせていただきます。 

○元木理事  ＮＥＤＯの元木でございます。よろしくお願いいたします。座らせていた

だきます。 

 それでは、要約版の資料１－１に基づきまして、ご説明させていただきたいと思ってお

ります。 

 １ページは、財務諸表等に係ります内訳でございます。 

 早速でございますが、２ページ目をお開きいただけますでしょうか。 

 私どもの平成25年度決算のポイントということでございまして、１番目に利益剰余金で

ございます。 

 ４勘定ございまして、４勘定で43.4億円計上されてございます。この主な発生要因とし

ては、研究開発資産の売却収入でございます。 

 続きまして、運営費交付金債務でございます。 

 これにつきましては、事業を行います３勘定におきまして345億円計上されております。

この主な要因としましては、前年度末に交付されました補正予算の未執行、また、国際事

業におけます相手国政府側とのＭＯＵの手続の遅延により発生した債務でございます。 

 続きまして、３番目の金融資産の減少ということでございます。 

 これにつきましては、平成25年度に前中期計画期間の積立金を国庫に納付したことによ

り減少したもの、さらに、石炭経過業務が平成25年度、ＪＯＧＭＥＣに移管されましたこ

とから、この２つ分を合わせまして約684億円が減されたものでございます。 

 これが決算のポイントでございます。 

 引き続き、決算報告書に移らせていただきたいと思います。 
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 ３ページでございます。 

 この決算報告書の中で特に目立ちます部分でございますが、収入の中の国庫補助金でご

ざいます。これは補正予算分でございまして、収入の国庫補助金のところと支出の国庫補

助金事業費の部分がイコールで差額に載ってございます。 

 続きまして、受託収入でございます。 

 これは基本的に京都メカニズムのクレジットの取得でございまして、予定数量を安く取

得できたということがございまして、この分で11億円強の部分が差額として出てございま

す。 

 また、貸付回収金が400万円ということで収入に上がってございます。 

 業務収入につきましては、主に最先端プログラムの部分が占めておりますが、この部分

と、補助事業者からの財産処分等による返還金などを計上させていただいております。 

 その他収入につきましては、先ほど申しましたように、利益剰余で上がっております研

究開発資産の売却収入が上がっておるものでございます。 

 支出につきましては、交付金債務に計上されております部分との差額でございまして、

先ほど申しましたように、事業の執行の遅延、また、補正予算により生じたものというこ

とでございます。 

 先ほど申しましたように、国庫からの補助金事業費につきましては、基本的には収入の

計上額と同額、また、受託経費につきましては、京都メカニズムのクレジットの取得額で

ございます。 

 その他支出は、資産売却によりまして生じた現預金を国庫に返還させていただいたもの

でございます。 

 収入の超過が全体で390億円弱になっておりますが、これは、運営費交付金債務との関

係で、予算上、このような形になっておるもので、差額が生じたものでございます。 

 続きまして、４ページ目でございます。 

 貸借対照表でございます。 

 こちらの中で特に目立っておりますのは、先ほどからも話にございました現金及び預金

の部分でございます。 

 実は、この部分と関連しております部分が、その２つ下の前渡金、また、流動負債のほ

うの未払金の部分をごらんいただければと思っておりますが、この部分につきましては、

事業者の方々の年度末の資金繰りを軽減することができるようにと考えておりまして、未
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払金をなるべく減らすため、期末に概算払いをすることによって、ここの部分の現金が減

ってございます。未払金が減、前渡金が増してございます。 

 投資有価証券でございますが、これは、毎年行っておりますワン・イヤー・ルールに基

づきまして、100億円の出し入れを行っているものでございます。 

 有形固定資産につきましては、私どもが川崎のほうで借りておりました会議室を退去し

たもの、また、関西支部の移転、北海道支部の廃止等に伴いまして、資産が減少してござ

います。 

 また、私ども、伊東敷地というものがございまして、そこの部分の再鑑定評価をした際

に減損分が出たものでございます。 

 また、資産のほうの長期前渡金と負債のほうの受託事業預り金がそれぞれ３億2,100万

円計上されておりますが、これは、京都メカニズムクレジットの政府目標部分の移転を完

了したことにより生じておるものでございます。無事、移転できたということでございま

す。 

 未払金につきましては、先ほどお話ししましたように、事業者の方々への概算払いを前

倒しさせていただいて、減額されておるものでございます。 

 資本金の部分でございますが、5.8億円増資されております。これは、基盤勘定におけ

る出資でございます。 

 ということで、一応、昨年度と比較しました貸借対照表上の差異と申しますか、異なる

部分をご説明させていただきました。 

 引き続きまして、Ｐ／Ｌ、損益計算書のほうをご説明させていただきます。 

 ５ページでございます。 

 平成24年度と比べまして特徴的な部分でございますが、業務費の中の給与手当、また、

一般管理費の中の給与手当をごらんいただければと思います。 

 これにつきましては、私ども、プロジェクト部門をさらに充実・強化させるために、バ

ックオフィスの人員をプロジェクト部門に異動させまして、プロジェクトのさらなる推進

に努めさせていただいたということで、給与手当の部分が、一般管理費の部分から業務費

の部分に振りかわっておるものでございます。 

 外部委託費でございますが、これの差異につきましては、平成23年度からの中期計画部

分の繰越分の執行がございます。この分の差額が平成24年度、25年度で出ておるものでご

ざいます。 
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 補助事業費につきましては、平成24年度の補正予算の部分の執行によるものでございま

す。 

 雑損につきましては、国庫へ補助金等の返還を行ったものでございます。 

 続きまして、収益でございます。 

 これは運営費交付金の収益でございまして、これは、前年度が中期目標期間の終了年度

であったことから、債務残を全額収益化したものでございます。収益化されたこの差額の

部分につきましては、現預金のところでお話ししましたように、国に返した部分でござい

ます。 

 受託収入でございますが、これは京都メカニズムのクレジットの取得事業でございまし

て、先ほど申しましたように、前年度に比べまして、15億円ほど安く取得されたものでご

ざいます。 

 補助金等収益でございますが、これは、先ほど申しました平成24年度分の補正の未執行

額、また、最先端プログラムの10億円分がございまして、その部分を収益化したものでご

ざいます。 

 財務収益でございますが、これは、全体的に現預金の平残が下がっておりまして、債務

残が減ったりしております関係から、全体的に預金利息等の収入が減ったものでございま

す。 

 臨時利益としましては、対前年度6.9億円ほど減しておりますが、この部分につきまし

ては、平成23年度に新エネ債務保証の損失引当金の戻し税がございましたので、その分の

減少でございます。 

 続きまして、当期総利益でございますが、利益につきましては、一般、電源、需給、鉱

工業の４勘定において計上されておるものでございます。 

 当期総損失につきましては、基盤の１勘定においてのみ計上されておるものでございま

す。 

 続きまして、６ページの利益の処分に関する書類等につきまして、ご説明させていただ

きます。 

 今もお話ししましたように、４つの勘定におきまして、合計43億円の利益が計上されて

ございます。これにつきましては、主に研究開発資産の売却収入が充てられてございます。 

 また、当期総損失につきましては、基盤勘定におきまして５億円ということでございま

すが、これは政府出資金を原資としまして、委託事業に出資する仕組みとなっておりまし
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て、不可避的に、事業実施額がそのまま損失として計上されることになっておるものでご

ざいます。 

 これらの利益及び損失につきましては、独法通則法第44条の規定に基づきまして、利益

については積立金で利益処分を行い、損失については繰越欠損金で損失の処理を行うこと

としております。 

 続きまして、７ページでございます。 

 キャッシュ・フロー計算書でございます。 

 平成25年度のキャッシュ・フローの特徴としましては、先ほど申しましたように、中期

計画の期間中の運営費交付金をお返ししたことから、キャッシュ・フローとして、かなり

減少しております。それとともに、そこで運用しておりました定期預金の戻し入れによる

収入が増加したものとなってございます。 

 キャッシュ・フローにつきましては、先ほど申しました、中期計画の期間中にたまりま

した部分の減額があったということでご理解いただければと思っております。 

 続きまして、行政サービス実施コスト計算書でございます。 

 これにつきましては、１つ特徴的な部分と申しますと、外部の委託費が減っております。

これは、平成23年度繰越分を24年度に執行したことから、この分が減少しておるものでご

ざいます。 

 こちらのほうにあらわれています部分で特徴的なものとしましては、国が直轄事業とし

て実施しておりました研究開発事業につきまして、ＮＥＤＯの事業として移管されたもの

がございます。その際に、国が取得した資産、国有財産を、ＮＥＤＯが無償で貸与させて

いただきまして、事業を実施しております。私どもＮＥＤＯとしましては、これの減価償

却の相当額を機会費用として計上してございます。それにつきましては、一般で4.5億円、

需給で10.3億円、それぞれ減価償却の相当額を計上してございます。 

 なお、自己収入等につきましては、損益計算書上の経常収益及び臨時利益のうち、運営

費交付金収益、補助金収益等々を除いたものでございます。 

 続きまして、９ページに私どもの会計方針がございますが、運営費交付金収益の計上基

準としましては、費用進行基準を採用しております。 

 減価償却の会計処理方法につきましては定額法、退職手当に係ります引き当てにつきま

しては、退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき計上いたしております。 

 消費税等の会計処理につきましては、税込み方式によって行ってございます。 



 

- 8 - 

 附属明細書でございますが、関係法人についてということで10ページにございます。 

 私ども、平成25年度におきましての関係法人につきましては、ＮＥＤＯとの取引額が３

分の１以上となった関連公益法人等のみとなっております。 

 なお、資本関係に基づく特定関連会社及び関連会社や役職員経験者の関係上、該当する

法人はございません。 

 関連公益法人等の数といたしましては21法人、そのうち、技術研究組合が20法人、ＮＰ

Ｏ法人が１法人でございます。 

 ＮＥＤＯとの取引額が３分の１以上となった関連公益法人等につきましても、私ども、

基本的に、プロジェクトの公募を行いまして、企画競争等を行って採択しておるものでご

ざいます。その採択に関しましては、外部の有識者の方々による審査委員会、内部の部長

会、契約・助成審査委員会という３段階の審査を受けまして、採択を決定しておるもので

ございます。 

 11ページに、主な技術研究組合が載ってございます。これは20法人でございます。 

 これで私どもの説明を終了させていただきたいのですが、別紙１－１以降に、一般勘定

から鉱工業承継勘定まで、それぞれの決算報告書、貸借対照表、損益計算書が掲記されて

おります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

 続きまして、中監事から監事監査報告をお願いいたします。 

○中監事  中でございます。 

 決算に関する監査につきましては、６月中旬から下旬にかけて、事業報告、決算報告及

び財務諸表等について内容を確認いたしまして、さらに、会計監査人から会計監査の結果

報告を受けて、その内容を確認するということで実施いたしました。 

 ちなみに、会計監査人からは無限定適正意見が出されております。 

 こういう監査の結果として、本日の資料１－２の最終ページに添付されている監事の意

見書というものがございますが、そこに記載いたしましたとおり、監事２名の共通認識と

して、財務諸表及び決算報告書のいずれの内容についても適正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  ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 
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○松田委員  松田でございますが、よろしくお願いいたします。 

 バランスシート、貸借対照表の負債のほうの未払金が、概算払いということで減少して

おります。委託されたほうからすると、先行的に経費が出ているものですから、早く支払

ってほしいということで、その意に沿ったということでもあると思うのですが、概算とい

う払い方の方法や計算の根拠など、ご説明いただけますでしょうか。 

○元木理事  概算と申しましても、実質的には、１、２月に検査したものに加えまして、

３月の見込みをこれに計上したものでございます。それに基づきまして、私ども、３月末

にお支払いするということでございます。単純な四半期ごとに割り振った概算とは異なり

まして、私ども、中間検査と申しておりますが、それを若干前倒しさせていただきまして、

概算払いというのですか、３月末までに未払金をなるべく減らそうという努力をしておる

ものでございます。 

○松本部会長  ほか、いかがでしょうか。 

○末吉委員  今の関連なのですが、概算支払いが悪いというつもりではないのですが、

最初に取り交わす契約書で、支払い方法として、そういったこともあり得るとか、こうい

うことをやって概算を決めて、どういうタイミングで払うとか、事前に決まっているもの

なのでしょうか。 

○元木理事  実は事前には決まっておりません。いついつ支払うというのは、契約書な

り交付決定なりには特に載せておりません。私ども、委託事業につきましては、実績払い、

検査後、確定払いということにいたしておりますが、この年度末の部分につきましてだけ

は、検査未了の部分も乗せて支払いをさせていただいておるものでございます。 

○末吉委員 毎年、同じようなことをいっていて大変恐縮なのですが、こういった組織の

会計手法として、民間のものが随分入っていますね。これは民間でやっていることと同じ

なのですが、冒頭、理事長が適正執行ということをおっしゃったわけですが、私の理解で

は、執行した事業のことが数字として正確に表現されているのか、記載されているのかと

いうことが、この中で一番重要になっているのかなと。 

 ただ、その場合に、執行する際の適正さという基準は何なのか。例えば、予算が100だ

ったら、100で執行することが一番適正なのだということにすれば、ここにあらわれてい

る財務諸表のさまざまな数字は、実は余り動かせない。動かせないというのは、要するに、

もっとこうしたいとか、もっとこういう具合にしたほうがいいのではないかという、ＮＥ

ＤＯの組織の運営上の、あるいは経営上のより効率的・効果的な執行の努力の結果が反映
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されるような財務諸表ではないような気がするのです。とすれば、例えば、私のような立

場でこれをみせていただくときに、書いてある数字にうそはないのだ、ちゃんと予算どお

り、決められたとおり執行されているのだと。それをみればいいということなのだろうと

思うのですが、ただ、ＮＥＤＯが今、運営のあり方を見直して、より効率的・効果的な組

織になろうとしているのであれば、皆さんのそういった努力が財務諸表にも反映されるよ

うな工夫とか、追加的な情報の提供といったことは考えられないのかなと思うのですね。

要するに、悪いことはしていませんという意味の財務諸表の役割からもっといい方向にも

っていけば、Ｐ／Ｌなり、キャッシュ・フローなり、いろいろなところに皆さんの創意工

夫が表現されて、そのことがＰＤＣＡサイクルを回す上でもいい結果をもたらす。ＰＤＣ

Ａサイクルのよき回転が、こういうところに数字としてもあらわれていますといった評価

・検証ができる。そういった余地がないものだろうか。事前のご説明のときにもちょっと

お話を申し上げたのですが。 

○元木理事  ありがとうございます。ご指摘のとおりでございますが、私ども、その辺

をあらわすのはちょっと難しいかと考えております。したがいまして、今回、ちょっとお

話ししました未払金の話は、事業者の方に事業を円滑に進めてもらうには、資金繰り等で

苦労されないほうがいいのではないかというのと、Ｐ／Ｌ上でお話ししました、バックオ

フィスの人を研究開発推進部のほうに異動させることによりまして、人件費の部分をバッ

クオフィス部分から事業費の部分に変えたということはお示しできるかなと。要するに、

バックオフィスの部分よりも、より事業のほうにシフトしていく。わずかでございますが、

そういったところがあらわれるかなと。 

 いずれにしましても、委託先事業者の方々とのものにつきましては、指標と同じで、一

番わかりやすいということになりますと、知財をどれだけ獲得したかということでござい

ましょうが、私ども、バイ・ドールになっておる関係から、知財につきましては、事業者

さんのほうに行かれますので、事業者さんのほうでその知財をうまく活用されて、その知

財によるアウトカムがどれだけ出ていくかということだろうと。どちらかというと、私ど

もの財務諸表というよりも、事業者さんの財務諸表のほうに反映されればいいということ

に、今の制度ではなるのではないかということがございます。 

 執行の面でございますが、今回は、国際案件等がございまして、執行の遅れ等がござい

ました。理事長から、なるべく交付金債務を減らせと叱咤されておりまして、今後、その

ようなことになっていくと思います。今後、予算を100％、適正に執行できるように、私
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ども、事業を進めていきたいと思っております。 

 こういったことで、財務諸表のほうになかなかあらわれづらいのですが、今後、中で相

談しまして、そういった未払いや人件費等以外でも、何かうまくできるようなものがあれ

ばと考えておるところでございますが、これは一般の企業会計の中でございますので、ち

ょっと難しいのかなと。 

 変な話ですが、私ども、毎年、1,000件強の特許の申請を行っておりますが、そういう

ものはこちらには載せられません。事業報告の中でさせていただいておるかと思いますが、

事業報告の中でご斟酌いただければと考えております。よろしくお願いいたします。 

○松田委員  今の関係で、こういうことを書いてはどうでしょうか。決算書についての

説明の中で、予算との差、あるいは、前年度より多く計上たものはこういう理由ですとい

うご説明があったのですが、理由の説明されていないと、ああ、ただの差だなということ

で、我々はわからないのですね。そういう意味で、予算を設定したけれども、例えば、エ

ネルギーの購入コストが下げるという努力をしましたと。努力した結果、数値が動いた。

決算のポイント以外に、数値の読み取りを少し書いていただくと、一定の予算制度の範囲

内でＮＥＤＯが努力した成果への影響数値がよくわかるのではないかという気がいたしま

す。説明では、こういうことをやりましたということを盛んにおっしゃっていて、それが

事業報告書の中には出るのですが、決算のほうに出ないものですから、決算の評価をしろ

といっても、いつも余り高い評価はできないということが現実であります。一定の範囲内

で努力のポイントを少し整理していただくと我々も助かるのですが。 

○元木理事  私どもの努力としまして、例えば、よりよい評価が出たものには加速とい

う財源として予算を超えたものをつけておりますが、トピックスみたいな格好で、そうい

ったものをここの中でご説明すればよろしいということでございましょうか。事業に対し

て、これは予算どおりではないです、非常によい評価が出たために、その事業がさらによ

りよいものになるために、加速して、額を増加していますと。これは通常の100％予算執

行に加えたものでございますから、そういったことをお話しすれば、決算上、よりご理解

いただけるのでしょうか。 

○松田委員  先ほどの概算払いの努力をされたとか、管理部門の人を直接的なほうにシ

フトして、その差額がここにこうありますと。我々が数字を読むときに、違ったことにつ

いて、一つのＰＤＣＡサイクルの中での判断として、こうなりましたというのが出ると非

常に役に立つというか、いい情報だなという気がするのですが。 
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○元木理事  そうしましたら、私が口頭でお話ししましたようなことを、今後、特記事

項で、１枚で書かせていただければよろしいのでしょうか。来年度から、そのように気を

つけさせていただきます。ありがとうございます。 

○末吉委員  くどくて済みません。今のお話も含めてなのですが、ここで使われている

財務諸表の手法は、民間の企業会計を持ち込んだわけですね。民間の企業会計の最終的な

目標は何かというと、私の理解では、投資家にとって必要な情報が正確に提供されるとい

うことだと思います。とすれば、ＮＥＤＯがこういう財務諸表を使って、１年間の活動を

数字で表現するとしたら、我々を含めた外部の人に、１年間のＮＥＤＯの活動が正確に、

かつ効果的に伝わるような企業会計であってほしい。そうした場合に、今の独立行政法人

上の規制の中で動かしがたいところはあるのだけれども、そこに、松田先生がおっしゃる

ような独自なものをプラスアルファすれば、第三者に向かって、より魅力ある組織、大き

く改善しつつある実態が表現できるようになるのではないかと思っております。 

○元木理事  どうもありがとうございます。 

○松本部会長  来年度以降、表現の観点の問題を少しご検討いただければと思います。 

 他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 特にご意見がございませんようでしたら、平成25年度の財務諸表につきましては、部会

として適正である。ということでよろしいでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、２つ目の議題に移りたいと思います。 

 議題２の「平成25年度業務実績評価について」の審議を行いたいと思います。 

 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ことに

なりますので、今のうちに確認したいことがございましたら、急いでお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。あらかじめよくみていただいて、何かがあるかということだ

と思うのですが、よろしいですか。 

 それでは、評価の審議が終わりました段階で、もう一度、ＮＥＤＯの関係者の方々には

お集まりいただき、評価結果をお伝えしたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いします。 

 

     （ＮＥＤＯ退室） 
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○松本部会長  それでは、まず初めに、事務局より、評価の進め方について、ご説明を

お願いしたいと思います。 

○牧野課長  参考資料２ということで、ＮＥＤＯの実績の評価基準という資料が入って

ございます。こちらにつきましては、先月の部会でご決定いただいたものでございまして、

評価のウエートや評価の基準、ＡＡ、Ａ、Ｂ等の基準について決めていただいたわけでご

ざいます。 

 若干おさらいをさせていただきますと、Ｂという評点が基準となりまして、着実に年度

計画を達成しているというものでございます。質・量どちらか一方について特筆すべき点

があればＡ、質・量両面において特筆すべき点があればＡＡということでご了解いただい

たところでございます。 

 本日、この後、ご審議いただいて、部会としての評価を決定していただくわけでござい

ますが、その結果を、今月25日に予定してございます経済産業省の独立行政法人評価委員

会、通常、親委員会と呼んでございますが、ここに報告し、経済産業省としての最終的な

評価を確定することになってございます。 

 その際、親委員会に報告する資料といたしまして、今、２種類の資料をお配りいたしま

したが、Ａ４横のＮＥＤＯの「平成25年度業務実績評価（案）」という厚いほうの資料が

提出する資料になります。 

 本日、これから、評定の総括表でございます資料２－１と、今申し上げました資料２－

２、両方に沿って、いただいた評価、コメントの内容をご説明いたします。それにつきま

して、その評価とコメント、親委員会に報告すべきコメントの内容を確認いただいて、最

後に、法人としての総合評価について決定いただきたいと思います。 

 では、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○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、２－１の「技術開発マネジメント関連業務」から説明をお願いします。 

○牧野課長  両方の資料をお手元に置きながらお聞きいただきたいと思います。 

 主として資料２－２、Ａ４横の厚いほうでご説明を申し上げます。 

 最初のほうは総括的な話でございますので、そこは最後に戻ってまいります。 

 ４ページをお開けいただきますと、評価の大項目が３つございまして、「国民に対して

提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」、「業務運営の効率化に関する事
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項」、「財務内容の改善に関する事項」とあるうちの「サービスの質の向上」も２つに分け

てございまして、「研究開発マネジメント関連業務」と「クレジット取得関連業務」でご

ざいます。 

 このうちの「技術開発マネジメント関連業務」について、４ページに全体のコメントが

ございます。 

 まず、一番下の【各委員の評価】をごらんいただきますと、技術開発マネジメントに関

しては、５人の委員がＡをつけてくださり、お一人がＢということで、平均はＡとなって

ございます。 

 各委員とも、ナショナルプロジェクトのマネジメントが非常に向上していることを高く

評価してくださっています。 

 その上で、さらにそのシステムの精緻化を図ってほしいとか、社会実装の実績を反映し

てほしいとか、さらなる高度化という点と、世の中にどんどん出ていくように、もっと進

めてほしいという観点から、激励という形でのお言葉を頂戴しているところでございます。 

 ５ページ以降は、さらに細分化した項目についての評価でございます。 

 最初に、「技術開発マネジメントの機能強化」のうち、企画／実施でございます。 

 この資料のつくりとして、各項目ごとに当該年度の評定がＢとなる基準、これは各年度

計画に記載しているものでございます。それに続いて、各年度の主な実績を記載してござ

います。それに続いて、各委員からのコメントを記載してございます。 

 Ｂとなる基準や実績については、前回の部会でも資料をごらんいただいていますので、

主として評価・コメントについてご説明いたします。 

 初めに、技術開発マネジメントのうち、企画と実施でございます。 

 まず、プロジェクト立案に対して、広く国民の声を取り入れて、実際に反映させている

ということで、企画面で高く評価してくださっているもの。 

 それから、その２つ下あたりに、全般にわたって技術開発マネジメント手法が定着し始

めていると。加えて、適正に実施されて、よい評価を出しているということで、高い評価

をいただいてございます。 

 その上で、さらに２つ下ぐらいでございますが、立派なマネジメントだけでは、いい案

件等にうまく出会えるかどうかわからない中で、ＮＥＤＯが出会いのチャンスを広げよう

とする努力をしているという点も高く評価するということで、さらに、同じページの最後

でございますが、技術で勝って、事業で負けることのないように、国際的競争水準という
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ことを念頭に置きながら、終了時の出口を明確にしてやっていることはよく理解できたと

いったコメントを頂戴してございます。 

 続きまして、７ページ以降は、技術開発マネジメントの評価、また、反映・実行でござ

います。 

 ７ページは飛ばさせていただきまして、８ページの下のほうに評価・コメントを記載し

てございます。 

 こちらについては、中間評価をきちんとやっていて、先ほどもお話が出ました加速、ま

た、中止するものもございますが、マネジメント機能を強化しているということで評価を

いただいてございます。その結果、クリーンディーゼルという具体例も出して評価してい

ただいているコメントもございます。 

 その下も、技術開発マネジメント全体がしっかり回転し始めたということでございまし

て、こちらも高い評価をいただいてございます。 

 次のページに移っていただきまして、２つ目の○のところでございますが、プロジェク

トの進捗だけの評価ではなくて、開発や市場動向情報を常に反映した評価にしてほしい。

要は、開発コストが日本、成果の享受が海外とならないように、ＮＥＤＯとしてもバック

アップしてほしいということで、激励のコメントをいただいてございます。 

 続きまして、技術開発マネジメントのその他でございます。 

 ９ページ、10ページは飛ばさせていただきまして、11ページでございます。 

 最初のコメントでございますが、80％、99％ということでございます。これは、契約検

査の制度・手続の改善の取り組みについて、事業者にアンケートをした結果、肯定的回答

の目標値が８割のところ、大幅に上回る99％の関係事業者から肯定的意見が得られたとい

うこと、また、標準化との一体的推進、技術経営への取り組みという点をそれぞれ評価い

ただいてございます。 

 続きまして、技術開発マネジメントの実用化達成率でございます。 

 11ページは飛ばさせていただきまして、12ページでございますが、実用化達成率が目標

値の30％を上回る36％となったことについて、高く評価いただいてございます。 

 一方で、中小企業の実用化のサポート体制をつくるのは望ましいが、地域との連携体制

をとって、サポートをやってほしいという点をコメントとしてちょうだいしてございます。 

 次に、「情報発信等の推進」でございます。 

 13ページに進ませていただきます。 
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 情報発信は、国内のみならず、海外に対しても充実してやっていて評価できる。 

 次の次でございますが、ＮＥＤＯはさまざまな機会を捉えて情報発信に努めており、み

える化が進んでいて結構である。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という、さらにプラスのご提言。 

 最後でございますが、プレスリリースを積極的にやっているが、広報はあくまでも正し

い情報をわかりやすく、興味が湧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というご忠告をちょうだいしてございます。 

 続きまして、「国際共同事業の推進」でございます。 

 14ページに進ませていただきますが、海外との連携もさまざまな取り組みが行われてお

り、評価されるということ。 

 ３つ目の○でございますが、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ということで、こちらについても評価をいただ

いてございます。 

 続きまして、「技術開発型ベンチャー企業等の振興」でございます。 

 15ページになります。 

 一番上の評価でございますが、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、評価できるということでござい

ます。 

 一方で、４つ目の○でございますが、それをやった上で、ロールモデルを公表できるよ

うに期待したいということ、また、研究成果の事業化の先を、ＩＰＯのみならず、Ｍ＆Ａ

も可能なような仕掛けを期待したいというコメントを頂戴してございまして、こちらにつ

いても、さらにやってほしいという期待を頂戴しているところでございます。 

 続きまして、「人材の流動化促進、育成」でございます。 

 16ページをごらんいただきますと、評価・コメントとして、人材育成、大学等への派遣

や研究現場への派遣を通した実践教育を行っていることは高く評価されているところでご

ざいます。これについても、組織全体できちんと共有すべしというご指導をいただいてご

ざいます。 

 「技術分野ごとの計画」及びそれの実績について、今回、初めて評価をいただいたとこ

ろでございます。 

 こちらは分野ごとにまとめてございまして、最初はエネルギー分野で、こちらについて
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のコメントが17ページの一番下からございます。 

 良質案件への取り組みがたくさんみられるのは大変頼もしい限りである。 

 次のページに移っていただきますと、家庭や産業分野にわたる幅広い導入に貢献してき

た。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ということで、現在進

めておるプロジェクトについて評価をいただいてございます。 

 一方、その下でございますが、先ほどの、コストは日本、享受は海外という観点からの

ご指摘をいただいてございまして、ＮＥＤＯのプロジェクトは、国益を重視する方向でき

ちんと考えてほしいということでございます。 

 続きまして、産業技術分野でございます。 

 こちらは、20ページの下のほうにコメントを記載してございます。 

 こちらについても、積極的な事業展開が行われており、高く評価できる。大きな成果を

上げてきている。また、生活支援ロボットの国際安全規格の策定に大きく貢献したといっ

た点を高く評価いただいてございます。 

 最後に、国際分野でございます。 

 こちらは21ページにございますが、こちらについても、さまざまな取り組みが実現して

いるのはすばらしいという評価をいただいてございます。 

 「技術開発マネジメント関連業務」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。 

 「技術開発マネジメント関連業務」につきまして、審議を行いたいと思います。 

 皆様からいただきました評価を拝見いたしますと、先ほどもコメントがございましたが、

Ａが５名、Ｂが１名ということになっておりまして、この表にございますように、皆様の

評価を平均するとＡということになるかと思います。 

 また、各委員からのコメントは、「平成25年度業務実績評価（案）」に記載されておりま

すようになっております。 

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

くべき内容のいずれでも結構でございますので、皆様の忌憚のないご意見を伺えればと思

います。いかがでしょうか。ここに書き忘れたといったことでも結構かと思います。 

○松田委員  財務のところに絡むのですが、財務の最後のところで技術研究組合が出て

まいりました。研究対象も各分野にわりますが、技術研究組合のチームといいますか、研

究プロジェクトがどのように組まれて、最終的には、いろいろな方が参加した組合が研究
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成果の事業・産業化にどのように発展していくのかが気になります。組合制度としては非

常に効果ある研究方法をとっているのでしょうが、ここから出てきた成果物が、組合の運

営が終わってしまうとばらばらに分解されて、それぞれ参加者がお持ち帰りいただいた結

果、余り使われないというのでは、せっかくＮＥＤＯがそこまでまとめたことの効果が出

ないのではないかという気がいたします。いろいろな法人を縮小しようという動きの中で、

特に研究法人はこのような技術研究組合を多くつくられています。個々の組合についての

コメントはここに書きようがなかったものですから書けないのですが、問題意識として、

どのようにそれぞれのメンバーの最終成果を活用し、国としての支援の効果が出るように

やっていくのかというのは重要なことです。 

○松本部会長  いかがでしょうか。そういうことを書こうとすると、その他とか、実用

化とか、どこになりますでしょうか。 

○牧野課長  ＮＥＤＯがいろいろな成果のフォローアップをする際には、細かく分けて、

組合発のものがどうだったとかやっておるのですが、この中では、組合のものとそうでな

いものを分けて整理していないということになってございますので、この中では出てきて

おりません。 

○松田委員  どのように成果を入れるかというのは難しいですね。 

○安永審議官  今、非常にいいご指摘をいただきまして、組合は非常にいい制度なので

すが、これは昔の通産省が発明したツールで、恐らく昔はこういう機能をしていたと思う

のです。つまり、同業の中に５社、６社、有力な企業があって、コンソーシアムをつくる。

これは、知見の共有とか、大学の共通基盤的な知を取り込む上でも非常によかった。これ

の典型例が、大分昔になりますが、例の超ＬＳＩ組合ですね。 

 今、我々はこれを事業化に結びつくところにダイレクトに使いたいものですから、４年

前に技術振興課で技術組合法を改正して、そのまま会社にできるようにしたのです。実は、

その例も１例出てきております。ただ、昔流のというと変な言い方ですが、かなりたくさ

んの企業が入って、まさしく異業種連携でやっていく典型的なナショプロの組合が会社化

した事例はまだないのです。しかし、それほど遠くない将来に出てくると思います。 

 ただ、我々は、もうすぐ出てくるかもしれないから、それを待っていようということで

はないと思っていて、これはＮＥＤＯの問題でもあるのですが、我々の技術行政の問題で

もあって、同じ業種の中で、同じようなビジネスモデルを共有している会社はほとんどい

なくなったわけです。そうすると、今、機能する組合は、多くが異業種連携である。特に
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材料、装置、システムなどですね。であれば、そもそも事業のドメインがおのおの違って

いるわけですから、本当は、より事業化がしやすいわけですね。技術的な成果が上がって

くる。そういうのをもっと促進しないといけないというときには、本当は、そういうとこ

ろまで含めてＮＥＤＯがみられる、ないしは、ＮＥＤＯがみにくかったら、例えば産業革

新機構の出資などをうまくかませなければいけない。 

 実は去年、振興課も大分尽力しまして、これは議員立法であるのですが、ＮＥＤＯも産

総研も出資をする機能は一応できました。ただ、これは、行革の関係で、お金の出資がで

きない。キャッシュの出資ができないものですから、設備や知財権。ＮＥＤＯの場合、バ

イ・ドールですから、知財権をそのまま出資することはできないので、結果的には研究開

発設備を出資するという形で、もう少し事業化に結びつけたい。こういうことが半歩ぐら

いなのですかね。私どもも、キャッシュの出資もやらせてくれというのを大分やったので

すが、行革との関係で、これはできなかったのですが、そういう制度も少しずつできつつ

ありますので、ぜひそこは、成果の事業化へ向けての政策的なメニューということで、今

後もご指摘をいただければと思います。 

  

○松本部会長  ほか、いかがでしょうか。 

○谷田部委員  先週、マイクロ波を使った化学合成プロセスを改善するというものを視

察させていただいたのですが、当初、メリットとして、いろいろ教えていただいたこと以

外にも、規模が縮小できるとか、廃棄物が少なくて済むとか、メリットがたくさんありそ

うで、そうすると、その技術を使いたいというニーズはもっと広がってくると思うのです。

そういうことは、当事者だけだと割と気がつかないというか、ＮＥＤＯの担当者の方も含

めて、その中だけで考えていると、すごくもったいない部分も出てくるのではないか。で

すから、技術によっては、もう少し広がりをもって、評価をさらに加えて、アピールして

いくみたいなことも当然やっているのでしょうが、抜け落ちてしまう部分もあって、逆に、

それが非常に重要だったりするのではないかという部分もあるので、評価のコメントとい

うよりも、視察の感想として、そういうことはやはりあるのだなと。技術者だけの中で検

討していると気がつかなくて、もっといいことがたくさん含まれているのだといったこと

もどんどん開発していっ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。 

 他にいかがでしょうか。 
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○松田委員  この前、山形のスパイバーという技術ベンチャーを視察させていただきま

して、そこの印象を申し上げますと、クモの糸に興味を持った研究室の若いメンバーが会

社を起こされて、平均年齢31歳です。視察に行ったわれわれはみんな60、70歳ですから、

「随分若い会社ですね」ということですが、三、四十年前の日本はまさに若い集団であっ

たという話で、決して若いから頼りないというわけではありません。研究室から出られた

方々が経営メンバーですので、これから、顧客視点で最終ユーザーとしてどこと組むか、

知財をどう確保するか、競争上の組み方、連携の方法とか、会社の収益モデルが外部に流

出しないようにするにはどうするかといったことで、相当課題があるなと思いました。で

も、とにかくおもしろい素材分野に挑戦しているという印象を受けました。そういう意味

では、ＮＥＤＯは今、一体改革的・一体支援的なことをすべく努力されています。その延

長線上で、スパイバーにも、知財の面や総合的な面で、ＮＥＤＯの支援全体でできること

がまだいっぱいありそうな気もして帰った次第です。それはＮＥＤＯでやるか、革新機構

のほうがよろしいのか、中小機構がいいのか、その辺、連携も必要なのだろうと思います

が、日本の産業の強い素材分野で、航空産業も含めて、医療分野にも使えそうな技術です

ので、ＮＥＤＯで扱うには非常におもしろい案件だろうと思いながら帰ってまいりました。 

○松本部会長  他には、マーケットがやるというのもあるのかもしれませんね。 

 いかがでしょうか。 

○末吉委員  確認的な質問なのですが、ＮＥＤＯの基本的な役割として、新しい技術や

よいベンチャーに出会って、それを支援して実用化していくということがあると思うので

すが、それがある意味では実践の機能だとすると、もっと広い意味で、世の中に何が起き

ているのか、どこで、どのフロントで何が起きているのかというのを鳥瞰図的にみていく

機能を例えばアンテナ機能とすると、ＮＥＤＯはやや実践機能のほうに重点があるのだと

か、その辺はどういうぐあいに考えればよろしいのでしょうか。 

○牧野課長  おっしゃったとおり、現状、ＮＥＤＯは執行を中心にしてやってきている

わけでございますが、ＮＥＤＯも含めて、産業技術政策全体のやり方を考えたときに、誰

が物を考え、誰が執行していくかということについて改めて考えていくときに、今まで、

どちらかというと、経済産業省が物を考え、ＮＥＤＯがそれを執行していくというのが基

本路線だったわけでございます。 

 一方で、それをやってきた結果、今までのプロジェクトの選定や実際の実施に当たって、

プロフェッショナルな部分が、日本の中で、どこに、どう蓄積されてきたのかということ
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を改めて反省したときに、ＮＥＤＯに、そういった専門性をもっともっと高めてほしいと

いう点がございまして、これは評価の議題の後にご説明を申し上げますが、ＮＥＤＯの戦

略機能を高めるべく、体制強化を始めたところでございます。今後は、産業技術政策全体

の中での戦略機能をＮＥＤＯにもっと強めてもらって、経済産業省とも連携しつつ、プロ

ジェクトの企画立案、実施についての専門性を高めていくという方向で進めていきたいと

考えてございます。 

○松本部会長  他にいかがでしょうか。 

 では、今まで随分ご議論いただきましたので、ただいまの意見を踏まえて、コメント等

を変えるという方おられますでしょうか。 

 評点はそれでいいということで、コメントの部分はいろいろいただいたような気がいた

しますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、２－１の「技術開発マネジメント関連業務」については、Ａという評価にさ

せていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、２－２の「クレジット取得関連業務」の説明をお願いいたしま

す。 

○牧野課長  Ａ４横の資料の22ページと23ページでございます。 

 23ページの下のほうに【評価・コメント等】ということで記載してございます。 

 一番上のコメントでございますが、我が国の京都議定書の削減目標達成に大きく貢献し

たことは喜ばしいということと、企画、公募、業務実施ともに目標が達成されているとい

うこと、さらには、一番下でございますが、中期計画の目標達成を早期にほぼ達成したと

いうことでございまして、総じて高い評価をちょうだいしているところでございます。 

 以上です。 

○松本部会長  ありがとうございます。 

 この項目につきまして、審議をお願いしたいと思いますが、皆様の評価をみさせていた

だきますと、ＡＡが１名、Ａが３名、Ｂが２名ということになっております。皆様の評価

を平均いたしますと、評価はＡということになるかと思います。 

 また、各委員からのコメントは、「平成25年度業務実績評価（案）」に記載されているよ

うになっているわけです。 
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 各評価事項の評価も含めまして、評点あるいは部会のコメントとして書いておくべき内

容のいずれでも結構でございますので、皆様の忌憚のないご意見をいただければと思いま

す。いかがでしょうか。 

○谷田部委員  これは去年も申し上げたような気もするのですが、クレジット取得は、

かつては表舞台にあったのでしょうが、今、地味な感じになってしまっていて、そこでも

きちんと実績を積み重ねていることをかなりアピールしないと、逆にいけないと思うので

す。 

 そういった意味でいくと、もう少し評価を上げて目立たせるのも一つの手ではないか。

何でこんなに高いのだということで注目してもらうとか、逆に、そういう戦略があっても

いいのかなという気もしますので、これはあくまでも気持ちの問題ですが、よろしくお願

いします。 

○松本部会長  説明で頑張らないといけませんね。 

○末吉委員  今の点ですが、これは値段が余りわからないのですね。１トン当たりの調

達コストがよかったのか、マーケットで高かったのか、低かったのかということがわから

ないと、とりあえずは量の確保ができたのがよかったということ、また、当該事業が多分、

継続的に続きますので、そのプロジェクトの今後はどうなるかとか。これは評価が低いと

いう意味ではないです。あえてそう申し上げているのは、評価の基準がフラクチュエイト

するので、気をつけたほうがいいですという意味なのですが。 

○松本部会長  お金的には、結構安く調達できたというご説明だったと思います。 

○松田委員  評価の２番目のコメントの終わりのほうの、国際協力を通じて、友好関係

云々ということも、もう少し踏み込んで、その上に書いてございます。ウクライナ、チェ

コ等においてＧＩＳ事業を推進するという国債協力は、日本の技術も含めて、全体的な海

外との連携強化の波及効果が期待できる一つの表現でもありますので、ぜひコメントのと

ころにそこを入れておいていただきたい。単なる売り買いをしただけの話ではなくて、先

方の産業育成を絡めて、日本の技術輸出もそこにあるわけですので、加えていただだきた

いと思います。 

○松本部会長  ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、２－２の「クレジット取得関連業務」につきましては、Ａということでよろ
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しいでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 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」について、ご説明をお願いいたします。 

○牧野課長  「業務運営の効率化に関する事項」は24ページ以降でございます。 

 項目が非常に多岐にわたりますこと、一方で、ウエートが15％であることも踏まえまし

て、できるだけ簡単に紹介をさせていただきます。 

 まず、25ページ、「機動的・効率的な組織・人員体制」についてでございます。 

 ここでは、外部人材の積極的な登用を図っている。２番目についてもそうでございます。

また、職員の流動化などもよくやっているということでございまして、高い評価をちょう

だいしてございます。 

 続きまして、「自己改革と外部評価の徹底」という観点でございますが、１ページめく

っていただいて、26ページでございます。 

 ２つ目のコメントとして、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

適切に行ってきたという評価をいただいてございますが、ＮＥＤＯの業務実績報告の中で、

いろいろな表彰を紹介していたわけでございますが、今申し上げたコメントの上のコメン

トをみると、技術評価と事業評価によって受賞がふえたと評価できるか、よくわからない

という点もご指摘をいただいてございます。 

 次に、「職員の意欲向上と能力開発」という観点でございます。 

 評価・コメントについては、先ほどと重複もございますが、いろいろなところへの職員

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よいことということで、

１つ目、２つ目、３つ目、いずれもそういった点から評価をいただいてございます。 

 続きまして、27ページ、「業務・システムの最適化」でございます。 

 こちらについては、情報システム信頼性の確保などが十二分に図られている。また、セ

キュリティー対応については、計画どおり実施してきたという評価をいただいてございま

す。 

 「外部能力の活用」でございますが、これについては、費用対効果、専門性の観点から、

適切に業務を精査して、内部化、外部化をやったということでございます。 

 続きまして、省エネルギー等の観点からでございます。 

 28ページでございますが、ここに数字は書いてございませんが、ＣＯ２削減目標を大幅
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にクリアしたところでございまして、これを高く評価いただいてございます。 

 続きまして、「業務の効率化」でございます。 

 これにつきましても、効率化率の改善も大きく目標値を上回り、高く評価できるという

ことでございます。 

 続きまして、「随意契約の見直しに関する事項」でございます。 

 コメントは29ページになりますが、今までも十分成果を上げてきている。契約の透明性

が図られているということ。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あっていいのではないかというコメントを頂戴してございます。 

 続きまして、「コンプライアンスの推進」でございます。 

 コメントは30ページに記載してございます。 

 ２つ目の○でございますが、コンプライアンス推進体制を整備し、組織の中で、きちん

と組織をつくってやっているということ。最後の○は、研究不正について、ほかの独法で

もあることなので、そこはきちんと対応を考えておいてくれというアドバイスを頂戴して

ございます。 

 続きまして、「契約・役職員の給与等に関する事項」でございます。 

 これにつきまして、まず、「入札・契約の適正化」でございます。 

 31ページの下のほうでございますが、この取り組みは、国の水準をはるかに上回る結果

であるということでございます。また、関係法人との契約も適切に行われている。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という評価を頂戴して

ございます。 

 続きまして、「官民競争入札等の活用」でございますが、32ページでございます。 

 研究開発委託、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、今、原則全

て企画競争・一般競争入札となってございます。 

 次、「公益法人等に対する支出の適正化」でございます。 

 これについては、最適化計画に基づいて実施されている。きちんと国の方針どおり見直

しを行って、支出法人名、金額を公表してございます。 

 33ページでございます。 

 「役職員の給与等の水準の適正化」でございます。 

 これについては、いわゆるラスパイレス指数が100を超えてございますが、専門家集団

として当然である。あるいは、給与水準の適正化にはきちんと取り組んでいるというコメ
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ントを頂戴してございます。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

 この案件ですが、皆様の評価をみますと、Ａが５名、Ｂが１名ということになっており

まして、総合的にはＡということになるかと思います。 

 また、コメントは、「平成25年度業務実績評価（案）」に書かれているということでござ

いますが、各評価事項の評価を含めて、評点あるいは部会のコメントとして書いておくべ

き内容のいずれでも結構でございますので、皆様のご意見を賜りたいと思います。いかが

でしょうか。 

○谷田部委員  最後の33ページのところなのですが、言葉的にちょっと抵抗感があるか

なと。「役職員の高学歴化上当然である。」といってしまうと、学歴が高ければ給与が高い

のかという感じがどうしても強くなってしまうので、もし実際にここを出されるとしたら、

もうちょっと表現を考えていただいたほうがいいのではないかと思います。 

○松本部会長  この指数はどういう評価事項を含んでいるのか、余りよく知らないので

すが、それにもよるかもしれませんね。 

○安永審議官  当然であるというと何か開き直ったみたいにみえるので、このような構

成になっており、国家公務員の標準的なラスパイレス指数計算の前提とは、学歴構成に少

し変化がある部分もあると。 

○松本部会長  それぐらいですね。 

○安永審議官  そのくらいですかね。それで説明できるとか結論でいってしまうと、ま

たこれも開き直りっぽいので、多分、そういう前提の違いが反映されている分には大きな

問題はないと思うのですね。 

○松本部会長  なるほど。では、そういう言い方に変えていただきましょう。 

○松田委員  今の関係で、こことは全く遠いところかもしれませんが、文科省の大学の

研究成果の事業化の委員を今やっているのですが、そういうところで、特に大学発ベンチ

ャーをみていまして、日本人研究者で、海外でテニュア等をもって高い評価を受けている

方が、何で日本にわざわざ帰ってきてベンチャーを起業することにを遭遇します。今おっ

しゃるように、彼らは給料のことについては余り意識がなくて、日本はベースの経営資源

が相当あるのをわかっているから、海外でやるよりは、日本で起業した方がやり易いとも

聞きます。しかし、スタートアップ後の急成長は日本では難しいので、海外を利用すると
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いう方が多いのは確かです。しかし、グローバル市場で、お金という成果に対して裏表の

問題があるとすると、処遇問題は随分変えていかないと、おっしゃるように難しいだろう

なという気がします。 

 それと、今回のここの評価については、今まで、予算を配分された範囲内でどう執行す

るかということが中心だったことから、執行した結果、産業構造に役に立つように、新し

い組織をつくって、攻める組織ということで組織替えまで行ったのは今回が初めてではな

いかという気がしております。そういう意味では、まだつくったばかりで、成果がどうな

るかわかりませんが、これから非常に期待したいと思っております。 

○松本部会長  そういうのは、ぜひ、ＮＥＤＯの取り組みを後押しできるような評価が

出せればと思います。 

 他、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、今のご意見を踏まえまして、特に修正という委員はおりますでしょうか。 

 では、なければ、「業務運営の効率化に関する事項」はＡということにさせていただき

ます。 

 続きまして、最後に、「財務内容の改善に関する事項」ということで、説明をお願いし

ます。 

○牧野課長  資料の35ページ以降でございます。 

 こちらについても簡単にご説明を申し上げます。 

 まず、「繰越欠損金の増加の抑制」でございます。 

 36ページの一番上にございますが、抑制に努めているが、制度的に仕方ない部分もある。

回収努力は粛々と行ってきているというコメントを頂戴してございます。 

 「自己収入の増加へ向けた取組」でございます。 

 なかなか不自由なところでございますが、自由裁量を最大限活用した自己収入の取り組

み努力はあるということで、やってはいるという評価をいただいてございます。 

 続きまして、「資産の売却等」でございます。 

 コメントは37ページにございますが、特に運用上の問題はない。処分手続の短縮等をし

っかりやることということでございます。 

 「運営費交付金の効率的活用の促進」でございます。 

 37ページの一番下にございます。 
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 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ということ、

また、これは説明してございますが、海外プロジェクトの増加や補正予算等、やむを得な

い事情がありましたということでございます。 

 「剰余金の適正化」についても、粛々と実行しているということ。 

 次の「リスク管理債権の適正化」についても、粛々と回収努力ということでございます。 

 続いて、「年金、基金、共済等の事業運営のための資金運用の適正化」でございます。 

 これらについては、特にいい、悪いというよりも、きちんとやってほしいということで

ございます。 

 「関連法人について」も、特に問題はないということでございます。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございます。 

 皆様の評価をみさせていただきますと、Ａが３名、Ｂが３名ということで、平均いたし

ますとＢということになるということです。Ｂは、粛々とちゃんとやっているということ

ですので、決して悪い評価ではないわけですが、Ａ、Ｂと並べると、Ａのほうがいいのか

なという感じはもちろんあるわけですが、各評価事項の評価を含めまして、評点あるいは

部会のコメントで書いておくべき内容のどちらでも結構でございますので、皆様のご意見

をいただければと思います。いかがでしょうか。 

○末吉委員  最後の財務のところに限らない意見なのですが、本来業務の分野、効率性、

財務と３つあるわけですが、いつも評価をしていてモヤモヤ感があるのは、業務の第１番

目のところは、本来業務ですから、いろいろ評価をしたいし、いいところを汲み上げたい

という気持ちになるのですが、業務の推進体制である効率性や財務のところは、ちゃんと

やって当たり前ではないかという私の先入観があるのですね。しかも、最後の財務に至っ

ては、マネージャブルなポーションが非常に小さいわけですから、65、５、15、15の比率

で差別化するのではなくて、評価のあり方自体というのか、評価の仕方自体がそもそも違

うのではないかという気がしてならないのです。こういう全体の仕組みの中なので、いっ

ても何の役にも立たないのでしょうが、業務そのもののあり方の評価の仕方と、それを進

める体制の効率性のあり方の部分がベースで、結果として出てくる財務の評価のあり方は、

何か違った視点や手法などがあり得ないのかというのは、トータルとして、いつも感じる

ことです。 

○牧野課長  皆さん、特に研究開発法人については、そういう思いをもって、ずっとみ
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てこられたわけでございますが、後でチラッとご説明をしますが、研究開発法人について

は、ほかの独立行政法人とは別途に、研究開発成果の最大化という観点からみた目標の設

定と評価をきちんとやりましょうというのが独法制度改革の一環になってございます。 

 したがって、今までは、全独法を同じベタッとした基準でみていたのを、研究開発法人

については、研究開発の視点での評価をきちんとやるということになりましたので、そう

いう意味では、まさに先生がおっしゃったような２つの視点からやるというのが来年度か

ら始まります。 

○松本部会長  他にいかがでしょうか。 

○松田委員  先ほどの財務の説明のときにあった、頑張った成果について、財務の公表

上、もう少し説明の工夫が欲しいですね。情報開示・説明方法の評価のポイントは現状で

はないのですね。これはルールの範囲内が中心なのですが、ルールの範囲内で、業務の改

善を中心に書かれていて、結果としての数値のままの説明になってしまうわけです。それ

にしても、決算のポイントはこうですということをうたっているのであれば、財務を見据

えた業務改善の努力の結果、数値にこういう影響がありますというポイントを入れていた

だきたい。財務を読む方々が、今回、どこにポイントを置いて努力されたかということが

簡単にわかるようなものを入れられる。それが評価につながるということがあってもいい

のかなという気がいたします。 

○松本部会長  それはなかなか難しくて、前年度ですか、そういう観点で高く評価した

のですが、両方で同じアイテムを評価しているのはいかがなものか、財務のところなら財

務だけで評価しろといわれた気がしますが。でも、それは書きようによりますから、ぜひ

高い評価をいただければと思います。 

 他にいかがでしょうか。 

「財務内容の改善に関する事項」というところは、当然、改善をしっかりやっているとい

うことだと思うのですが、ただいまのご意見を踏まえまして、修正を、という委員の方い

らっしゃいますでしょうか。 

 では、ないようでございましたら、４の「財務内容の改善に関する事項」というところ

は、粛々とやっているという意味で、Ｂということに評価させていただければと思います。 

 それでは、最後に、平成25年度のＮＥＤＯの総合評価に移りたいと思います。 

 総合評価のポイント等につきまして、事務局からご説明をお願いします。 

○牧野課長  資料２－２、Ａ４横の資料の１ページに戻っていただきます。 
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 全体の評価としては、「技術開発マネジメント関連業務」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％ということで全体を計算す

ることになります。 

 ２ページを開いていただきますと、「技術開発マネジメント関連業務」については、先

ほど、評価はＡとしていただいたところでございます。 

 コメントについては、先ほど紹介したところでございまして、プロジェクトマネジメン

ト全体としてうまく回り始めていて、ヒット商品、いい成果も出ているし、実用化率も目

標を達成しているということでございます。 

 続きまして、「業務運営の効率化に関する事項」も評価Ａとしていただいているところ

でございます。 

 最後に、「財務内容の改善に関する事項」については、今決めていただいたとおり、評

価はＢということでございます。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ということで、今までのご審議でいただきましたものをもう一度申しま

すと、Ａ、Ａ、Ａ、Ｂということで、結果を、先の部会で決めさせていただいた比率を掛

けて計算しますと、総合評価Ａということになるかと思います。 

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

内容のいずれでも結構ですので、何かございましたら、ご意見をいただければと思います。

いかがでしょうか。 

○高井委員  コメントとかではなくて、私、評価するときの視点として、国際競争力と

いうところを余り意識して評価をしていなかったのですが、委員の先生の中に、その辺を

コメントされている先生方がいて、ただ、ここの中からは、そういうところが余りみえて

きていなかったように感じていて、総合評価のところに実用化達成率があったのですが、

例えば、マーケティングとして、どのくらい海外を見据えた戦略になっているのかという

のも、今後、国際競争力をつけるという意味においては必要な視点かなと思って、そうい

うものをわかるような形で出していただけるといいのかなと思いました。 

○松本部会長  ありがとうございます。日本は日本だけで生きられないので、ぜひＮＥ

ＤＯにも外とつなぐ努力をしていただければと思います。 

○安永審議官  これは我々の経験でもそうなのですが、役所でもＮＥＤＯでも、こうい

うプロジェクトをやろうとしたときに、その技術は何だとか、それをどう使うのだとか、
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誰が実力があるのだというのは割と真面目に詰めているわけです。 

 ところが、今まで足りなかったのは国際的なベンチマーキングなのですね。これは、Ｎ

ＥＤＯも今、体制をきちんとつくって、後からお話があると思いますが、技術戦略研究セ

ンターというところでやるときに、今やろうとしている技術の中で、例えば日本のＡ大学、

あるいは公的研究機関Ｂ、あるいは企業Ｃが本当に世界のトップなのか、あるいは世界の

トップグループの一員なのか、あるいは、実は世界のトップは別のところにあって、その

キャッチアップなのか、キャッチアップにせよ、キャッチアップのために必要な新しいア

イデアなどをもっているのか、それとも、そういうものと全くかけ離れたところで、とり

あえずはやっているからやろうとしているのか、そこはちゃんと評価をしながらやるべき

だと思っています。 

 もちろん、最終的に生み出される成果が国際競争力上どうかというのは、プロジェクト

の中身とマネジメントに係ってくるし、それで本当に日本の競争力が上がったかどうかと

いうのは、商売の世界なので、ＮＥＤＯの貢献だけではなく、他の部分もあります。 

 しかし、プロジェクトを選んで、どうやって進めていくかというところでも国際競争力

的な視点が相当必要ではないかということで、今のところ、ＮＥＤＯの中で、プロジェク

トをやる前から、きちんとやっていこうということが我々の大きな課題になっております。 

○末吉委員  今のことで質問なのですが、国際競争力の評価の１つとして、外国勢が、

例えばベンチャーキャピタルが投資してくれるのだろうかとか、海外からの投資家にとっ

て魅力があるのだろうかといったことは考えられるのですか。 

○松本部会長  いかがでしょうか。 

○安永審議官  私が１人で答えていいのかどうかわからないですが、現実に、今年の補

正予算でも、中小・ベンチャー企業の実用化助成は120件採択しましたが、その中でＮＥ

ＤＯも全部、これに投資しようとしている人は誰ですかという評価をしました。その時点

では、国内・国外問わず、お金をもっている人が寄ってきていますよねと。寄ってき過ぎ

ていると、ＮＥＤＯが出す意味は余りないのですが、適度にというのも変ですが、それな

りに投資家にも魅力のある案件ですよねというのは１次情報として確認してきております

ので、そういう意味では、その中に外国の投資家があるということは、ある意味でポジテ

ィブに評価できると思います。 

 ただし、これも注意をしないと、これは100％、海外の投資家なのですよねといわれる

と、成果をそのまま外国に持ち去られる可能性がある。かといって、日本の投資家ばかり
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だと、横をみているだけで、金は全然集まらないということがあるので、これはケース・

バイ・ケース、案件ごとに考える必要がある。 

 国内のベンチャーファンドなども出し、一部は海外のファンドも関心をもっているとい

うのが、私どもが一番進めやすい案件だと思うのです。海外のファンドに全部押さえられ

る、あるいは過半を押さえられるということだと、競争力の確保上、これまた非常に不安

がある。そこを考えながらやるということだと思います。 

○松本部会長  そうですね。各ケースに戻って議論すると、いっぱいあると思うのです。

ワーッとお金が集まって、外にパッと買われてしまうと、それはそれで非常に怒られるし、

なかなか大変ですね。 

 もうよろしいでしょうか。 

 それでは、平成25年度のＮＥＤＯの総合評価は、当部会としてはＡということで決定さ

せていただきたいと思います。 

 この後、ＮＥＤＯに入室いただきまして、審議の結果についてお伝えするということに

なります。 

 その際に、皆様にも一言申し添えていただければと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 それでは、ＮＥＤＯの方の入室をお願いいたします。 

 

     （ＮＥＤＯ入室） 

 

○松本部会長  お集まりいただけましたでしょうか。 

 それでは、今、評価をこの委員会でまとめましたので、概略説明させていただきます。 

 まず、評点でございますが、集計結果といたしましては、総合評価としてＡということ

で、非常に力を入れてやっていただいている「技術開発マネジメント関連業務」はＡでご

ざいます。「クレジット取得関連業務」はＡ、「業務運営の効率化に関する事項」について

はＡということでございます。「財務内容の改善に関する事項」は、一応適切にやってい

ただいているということでＢでございます。 

 コメントといたしましては、ＮＥＤＯも非常に速いスピードで変わりつつありながら、

日本の産業を支えていただいていると思いますし、シーズも、大学等も含めて、適切なフ

ァンディングをやっていただいていると思っております。今後のますますの発展を期待し
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ているというのが私のコメントでございます。 

 それでは、各委員からも一言ずつ、今回の評価に当たって、ご講評いただければと思い

ます。 

 まず、末吉委員からお願いいたします。 

○末吉委員  まず、１年間、お疲れさまでございました。大変立派な業績を上げられた

と思っております。特に技術開発マネジメントは、ＮＥＤＯが最大の眼目を置かれて、い

いモデルをつくるということでやっておられるわけですが、この数年拝見させていただい

て、非常に定着して、しかも、それがいい意味で回転を始めている。成果も生まれ始めて

いる。そのような感想を強く持ちました。 

 先般、立川のＩＨＩと山形のスパイバーをみせていただいたのですが、そこで２点感じ

たことがありますので、私のコメントとして申し上げます。 

 １つは、いい案件に出会えて、いい案件を育ててらっしゃる。その成功例をおみせいた

だくたびに、これは全体のどの部分なのだろう、ほかに出会っていない案件がたくさんあ

るとしたら、それはどうするのだろうかと。皆様方も、お話を伺うと、出会いをどうしよ

うかということで、受動的なものも能動的なものもいろいろお考えになっていらっしゃる

と思うのですが、その目ききが本当に発揮されるには、出会いをたくさんつくるというこ

とが重要だと思いますので、これから出会いの場をどうやってつくるのかがまず１点かな

と思いました。 

 それから、山形のスパイバーでも申し上げたのですが、平均年齢30歳の若い研究者、事

業家にお会いして強く思ったのですが、うまい具合に出会いができて、ＮＥＤＯその他の

支援を得られたベンチャーの方々はある意味でラッキーなのですが、それを支えるといい

ますか、その周りに、出会いのラッキーさに恵まれていない数多くのベンチャー候補者が

たくさんいらっしゃるのだろうと思うのです。ですから、何百件のうち何件取り上げたの

か、支援するというお話も重要だと思うのですが、１次予備軍、２次予備軍というぐあい

に考えますと、ベンチャーキャピタリストあるいはベンチャーの事業者の母集団をどうや

って増やすのかというのも非常に重要かなと思いました。ですから、ベンチャーに取り組

む若い人をできるだけたくさんつくっていく。その人たちの出会いをたくさんつくってい

く。その中で、ＮＥＤＯが支援するあり方をどう考えていくのかといったことを、２つの

訪問で強く感じた次第です。どうもありがとうございました。 

○松本部会長  それでは、高井委員。 
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○高井委員  技術開発マネジメント業務に関して、大変よく業績が出ているということ

で感心いたしました。 

 読んでいて、私も末吉先生と同じようなことを思ったところで、ベンチャーはこれから

大切だと思うのですが、大学にいますと、ベンチャーをつくろうみたいな若い者がなかな

かいないように感じているのですね。大企業を狙っていく学生が増えているような感じを

受けまして、ぜひ何かうまい仕組みをつくって、新しい産業も芽があって、自分の将来は

明るいという道を、経産省、ＮＥＤＯさんからつくっていけると、よりたくさんの若者が、

ベンチャーを立ち上げようという気風になるのではないかということを感じながら、今回

の審査をさせていただきました。 

 以上、コメントです。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

 では、松田委員。 

○松田委員  どうもご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 前からずっと言い続けてきたような気もするのですが、研究者の研究のための研究支援

というところから、その成果をどのように活用するかということに軸足を移さないと、多

分、日本は持たない状況に来ているということを考えたときに、今回、ＮＥＤＯで大きな

組織変革が行われて、予算の執行から、執行された予算の効果があるかどうかということ

で、効果があることを支援するという攻めの組織変革をやってきた。これから実現するの

でしょうが、そういうことに非常に注目しております。 

 もう一つ、今年1月最初に産業競争力強化法が改正され、機構、大学は研究成果の事業

化に対する出資も含めていろいろなことができるという大もとは決まったのですが、当面

の制約が多くあります。知財の現物出資はできない、現金出資はできない。、どこで、ど

う決まったのかよくわからないのですが、牽引車になって一体改革機能をどこかが責任を

持って考えるのか不明確になっています。同時に、大学発ベンチャーの高学歴起業家が、

15年ぐらい前からすると物すごく増えているのは確かですので、その人たちを総合的に支

援するには、一体的・総合的に、そして、バリューチェーンの川上から川下への支援が必

要になります。研究成果に対する、この一体的・総合的支援を考えたときに、省庁あるい

は機構間の横連携の問題と、川下に向けてのトータルの窓口を持つＮＥＤＯの役割が非常

に重要になってくるのではないかという気がしております。 

 それから、現地視察した山形のスパイバーは、前から注目していた会社でした。現場に
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行くことはめったにないので、非常にありがたく、大学・地域・モノづくり・グローバル

市場とウィングを広げたＮＥＤＯが中心となった支援が今やっと始まったのかという気が

いたします。 

 しかしながら、若い人たちの集団、研究室から出た集団ですので、総合的に、この会社

が巨大になり、最低でも短期間で100億円規模を超えるような会社になっていくのには、

まだトータルの支援が不足していると、不安を覚えながら説明を受けたわけです。そうい

う意味では、ＮＥＤＯのもっている知見の集積の分野をこれからもっともっと活用して、

研究支援の成果が、日本のイノベーションに直接結びつくようなことがより期待もされま

すし、比重も大きくなってくるのではないかと思っています。 

 どうも本当に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  私も視察した結果を申し上げると、先週、マイクロ波化学というところ

を見学しまして、先ほどもちょっといったのですが、非常に省エネで化学工業のプロセス

ができるということで、当人たちは省エネということを強調されていたのですが、例えば、

高度成長期の公害みたいなことを考えると、そういったことでも、かなり革新的な技術と

して化学工業プロセスが実現できるのではないかとか、ほかにも応用できるのではないか

ということで、例えばサイバーダインみたいな、ほぼ成功がみえているようなプロジェク

トに匹敵するようなことがこれから実現していくのではないか。シーズを見つけて、うま

く融合して事業化していくのはすごく大事なことだなということを感じました。 

 ただ、全体的に、日本の状況とかいろいろな見方があると思うのですが、去年もちょっ

と申し上げたのですが、企業として国際競争力をつけて、しかもグローバル化して、コス

ト面で、海外から部品を調達するといったことは当たり前だと思うのですが、ただ、日本

の状況からみれば、部品調達をどんどん海外にされてしまって、技術がどんどん失われて

いって、しかも、その技術もどんどん海外へ流出していってしまうという状況を考えると、

プロジェクトが実現したときに、企業はもちろんいいのでしょうが、それを支えるような

産業構造全体が持ち上がるようなことがないと、結局、腰砕けになってしまうのではない

かと思うので、その辺も考慮して、これからプロジェクトの進める芽みたいなことを考え

ていただければと思います。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。 
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 これらの結果を、７月25日に予定されております、いわゆる親委員会に私から報告させ

ていただきます。 

 最終の評価結果は、この親委員会での審議結果になるということでございますので、ご

承知おきいただければと思います。 

 なお、報告の具体的な案文につきましては、本日の資料２－２に記載いたしました「平

成25年度業務実績評価（案）」の内容をもとに、本日いただきましたご意見を踏まえまし

て、事務局と最終的にとりまとめさせていただきたいと思っております。ご一任いただけ

ればと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （「はい」の声あり） 

 どうもありがとうございました。 

 では、最後に、古川理事長から一言お願いいたします。 

○古川理事長  どうも先生方、大変お忙しい中、いろいろご示唆、ご評価いただきまし

て、ありがとうございました。 

 私もＮＥＤＯに奉職してから２年２ヵ月ということで、あと、実質的に１年でございま

す。今までずっとＡという点でございまして、それは合格点なのか、不合格点なのかよく

わからないのですが、来年は、とにかくＡＡがとれるようにやっていきたいと思いますの

で、よろしくご示唆をお願いいたします。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。 

 では、続きまして、議題３でございます。「今後のＮＥＤＯ部会の進め方について」と

いうことで、事務局からご説明をお願いします。 

○牧野課長  資料３と４と５についてでございます。 

 予定の時間になってしまってございますので、手短にご説明をいたします。 

 今後の進め方の議論をさせていただく前提、背景として、資料３でございます。 

 先ほど、実績の議論の中でも出てまいりましたが、独立行政法人制度が来年度から変わ

ります。 

 今まで一律にやっておりましたが、カテゴリーを３つつくりまして、独立研究開発法人、

ＮＥＤＯもこれに該当するわけですが、こういうカテゴリーを１つ立てて、研究開発成果

の最大化が目的なのだということを大前提にした目標設定、また、評価制度にしていこう

ということがここで決まってございます。これが１つでございます。 

 続きまして、資料４でございますが、これは、ここの画面でみるには余りに細かい資料
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でございますが、産業技術政策のあり方をもう一回見直そうということでいろいろ検討し

てまいりました。先月、産業構造審議会の小委員会の中間とりまとめができました。 

 ポイントとしては、技術シーズを事業化に結びつける橋渡しの機能が日本では不十分で

はなかろうか。そこを幾つかのやり方で強化していこうということでございます。 

 橋渡しのやり方として、下にＡ、Ｂ、Ｃとございます。 

 Ｃのところをごらんいただくと、「共同研究による橋渡し」と書いてございます。これ

は、ＮＥＤＯも今まで、ナショプロのマネジメントとしてやってございます。そこをまず

１つ、しっかり強化していきたい。これは、先ほども議論がございました技術戦略をつく

っていく。また、研究開発マネジメントをさらに高度化していくという方向でございます。 

 １つ上、Ｂの「ベンチャー企業による橋渡し」は、先ほど、ご講評の中でも、ベンチャ

ー企業は非常に大事だということを各委員からご指摘いただきました。ＮＥＤＯも今まで、

ベンチャー支援、ベンチャー創出の事業をやってきてございます。そこも一層強化してい

こうというのが２つ目でございます。 

 一番上、Ａの「公的研究機関による橋渡し」は、主として産総研の仕事のやり方を変え

ていこうということで考えてございます。 

 こういった産業技術政策のやり方を変えていこうということと、先ほど申し上げた独立

行政法人改革を背景に、引き続きＮＥＤＯ部会で、これらを踏まえて、今後、ＮＥＤＯの

中期目標なり中期計画を変えていく必要があるのか、その場合、どのように変えていくの

かということを議論していただきたく、年度内に２、３回、秋ごろ一度、議論の状況をご

報告して、ということを今のところ想定してございますが、そういった形で、引き続きご

協力、ご指導をいただければと存じます。 

 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した。 

 今のご説明について、何かご意見、ご質問がございますでしょうか。 

○松田委員  一時、ベンチャー支援ということがいろいろな文書から消えていたのが、

今、やっと出てきたかという印象です。ご承知の方も多いかと思いますが、未公開株式詐

欺やオレオレ詐欺の撲滅の一環で、消費者団体及び弁護士会から、強烈に個人投資はやめ

ろと。その廃止の方向の提案が金融庁から出ておりまして、今週も何回か修正・改正版出

ています。パブコメで反対意見を主張しているのです。それもまたいろいろなことがある

かと思います。いずれにしても、地方の大学も含めた地域活性化ということを考えるとき



 

- 37 - 

に、先輩企業や関係者のベンチャー支援、スモールユニットファンドの組成、個人エンジ

ェルということを非常に強化していかなければいけないのを、今の状況ですと、それが全

部禁止の方向に進んでいるという危機感を抱いています。ＮＥＤＯも日本のイノベーショ

ンのために、ウイングを広げて、多様な連携と活動をしようとするときに、すでに規制が

かかっているという可能性があります。今の金融庁案がより研究成果の事業化の資金支援

に貢献できるように関心を持っていただき、ご協力も含めて、ぜひお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○松本部会長  私が答える立場かどうかわかりませんが、状況は、大学としても非常に

よくわかります。１つ悪いことがあったら、みんな悪いことにされてしまいますので、ぜ

ひそこは合理性をもって対処していただければと思う次第でございます。 

 他に何かございますでしょうか。 

 では、最後に、事務局からご連絡をいただければと思います。 

○牧野課長  既に何度か出ていましたが、本日、ご審議いただきました業務実績評価の

結果につきましては、必要な修正を加え、かつ様式を整えた上で、25日に開催される親委

員会に松本部会長からご報告いただきます。その審議後、公表するという段取りでござい

ます。 

 本日の議事要旨については、部会長、事務局にご一任いただければと存じます。 

 また、議事録につきましては、案をとりまとめ次第、各委員にお送りいたします。ご確

認をいただいた上で公開いたします。 

 本日の資料につきましては、別途、メールでお送りいたしますので、必要な分だけ保存

いただければと存じます。 

 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、この会の最後に、安永審議官からご挨拶をいただければと思います。よろし

くお願いします。 

○安永審議官  委員の先生方におかれましては、非常にご多忙の中、また、現地の視察

も含めて、どうもありがとうございました。改めてお礼を申し上げます。 

 おかげさまで、ＮＥＤＯの研究開発マネジメントを中心とするこの事業についても、ト

ータルとしてもいい評価をいただいたわけですが、私も去年からこの議論を伺っておりま

して、ＮＥＤＯは次のステージに進まなければいけないなと。これまでＮＥＤＯの中では、
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ＮＥＤＯのトップマネジメントも、役所のほうも、また、ＮＥＤＯの現場の職員の方々も

非常に一生懸命やってこられた成果が出ていると思います。 

 ただ、今、我々が議論しておりますのは、先ほど牧野課長からお話をしましたように、

審議会で議論したのも、日本にはいい技術のシーズがあるのに、誰も橋渡しをしない。こ

れは特に最近顕著なのですね。 

 一言でいうと、１つは、大企業の、昔流にいう中堅、コーポレートラボがほとんど壊滅

してきている。業種にもよりますが。かつて、『中央研究所の時代の終焉』という本も出

ました。あれは、英語の題は別ですが。中央研究所というのは、確かに、社内での橋渡し

をすると同時に、外のシーズをうまくみつけてきて、事業部門に翻訳する機能をもってい

た。そこが極めて弱くなっているわけです。その中で世界はどんどんスピードアップして、

オープンイノベーションになっている。その橋渡しの機能を、ある意味、研究の立場から

支援するのが産総研であり、そのために、いろいろな体制を工夫して、プロジェクトをマ

ネジメントしていくのがＮＥＤＯであるという改革であります。 

 それと同時に、ＮＥＤＯも研究開発の後のフォローアップを非常によくしておられます

が、例えば、プロジェクトが終わった後に、社内の研究体制を解散するような企業があり

ますが、プロジェクトが終わっても、ここまでできたのだからちゃんとやろうといって、

ある意味でしつこくやられた企業はちゃんと実用化している確率が高い。むしろそういう

企業と一緒にやっていこうと。その中には、当然、ビジネスドメインの幅の狭さがありま

すが、中小・中堅・ベンチャー企業は非常に頼りになるパートナーなのですね。そういう

ところとＮＥＤＯと産総研と大学がもっと一緒になってやれるように、ＮＥＤＯの仕組み

もだんだん変えていこうという議論をしているわけです。 

 悩ましいのが、きょうもご指摘がありましたが、国際競争力という観点でいくと、海外

と研究でも競っている。事業でも競っている。その中で、本当に意味のあることを意味の

ある形でやらないといけない。だから、プロジェクトを選ぶときから、ＮＥＤＯのインテ

リジェンスが相当問われる。 

 さらにいうと、これは技術政策を超えた課題で、産業政策の課題ですが、日本だけの物

づくりで完結しないように、どんどん不可避的になっている中で、どうやって日本は稼い

でいくのか。それを考えながら、技術開発のプロジェクトのテーマ選定も運営の仕方も考

えないといけないということで、これは、いってみれば、経産省全体あるいは政府全体に

与えられた課題だと思っております。 
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 いずれにいたしましても、こういう課題にチャレンジするために、ＮＥＤＯもさらに一

段、二段グレードアップして、取り組みをしていくのが大事だと思っていますので、今後

とも、ご指導、ご鞭撻をよろしくお願いしたいと思います。 

 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。ご挨拶の中に大学というのがちゃんと

出てまいりまして、ちょっと安心いたしました。私が余り長々しゃべってはいけないので

すが、大学がある意味で研究の核になれるようにして、もともと科研費があるかもしれな

い。ＪＳＴがあって、ＮＥＤＯがあって、シームレスなファンディングがあって、きちっ

と出ていくといった観点で考えていくことが必要かと思っております。 

 牧野さんは今度、技術振興・大学連携推進課長になられたということでございますので、

今後ともよろしくお願いいたします。 

 要らないことを申し上げましたが、本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、あ

りがとうございました。 

 以上で終了させていただきます。 

 

                                                                ──了── 

 


