
1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅸ）ロボット技術分野

・生活支援ロボット（移動作業型、装着型、搭乗型）の安全性規格、試験方法及び認証手法を
確立し 安全技術向上を目指した研究開発と 現場適用を見据えた実証試験を実施 これら

生活支援ロボット実用化プロジェクトロボットの国際安全規格策定等に貢献

確立し、安全技術向上を目指した研究開発と、現場適用を見据えた実証試験を実施。これら
の取り組みを通じ、安全性試験・認証スキームの構築やロボットビジネス環境の整備を推進。

・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。

・プロジェクト成果の一部を活用して CYBERDYNE社が欧州域内で医療機器として流通・販売プロジェクト成果の 部を活用して、CYBERDYNE社が欧州域内で医療機器として流通 販売
できる「CEマーキング」を取得し、我が国ロボットの海外展開の加速に貢献。

■CEマーキングを取得したロボットスーツHAL■開発対象のロボット

移動作業型ロボット 装着型ロボット 搭乗型ロボット
「ロボットスーツHAL®医療用」（提供：CYBERDYNE株式会社）

ドイツ ノルトライン・ヴェストファーレン州と「HAL」の実
証に関するMOUを締結（平成25年10月）。

第三者機関（認証）

■安全性試験・認証スキームの構築とビジネス環境整備 ■国際安全規格ISO13482の認証を世界初取得

ボットス ツHAL 医療用」（提供：CYBERDYNE株式会社）

（ロボット安全認証ビジネス）

ロボット安全
検証センター

ロボット

メーカー （株）ダイフク「エリア管理システム」パナソニック（株）「リショーネ®」 認証マーク

（ロボット安全検証ビジネス） （ロボットサービスビジネス）
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅸ）ロボット技術分野

• NEDOプロジェクト「災害対応無人化システム研究開発プロジェクト（2011～2012年度）」の成
果をもとに 千葉工業大学 メ カ が災害対応ロボ ト「原発対応版 櫻壱號 を開発した結

災害対応無人化システム研究開発プロジェクト災害対応ロボットを事業化

果をもとに、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）。

• 本ロボットは、現場ニーズに対応した開発、改良を重ね、狭隘な階段（幅700mm）、長時間連
続走行（約8時間）、高い防水性能（水深１ｍ対応）等を実現した商用の高性能災害ロボット。

• 今後 緊急事態での使用に加え 本分野で我が国を代表する千葉工業大工大と民間企業と今後、緊急事態での使用に加え、本分野で我が国を代表する千葉工業大工大と民間企業と
が連携した災害ロボットの事業化として、他用途への展開や市場開拓が期待される。

写真左：
千葉工業大学がNEDOプロジェクトの成果をもとに独自開発し千葉工業大学がNEDOプロジェクトの成果をもとに独自開発し
た、災害対応ロボット「櫻壱號」

写真右：
原子力緊急支援センターに配備された「原発対応版 櫻壱號」

写真下写真下：
NEDO、千葉工業大学、民間企業（(株)日南）による合同記者
会見の様子
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅹ）新製造技術分野

・ファイバーレーザーを用いた新たな加工領域の開拓を目指して、炭素繊維複合材料

次世代素材等レーザー加工技術開発自動車部材等の3D加工システムを開発

（CFRP）等を対象としたレーザー加工技術の開発を実施。
・大阪大学と産総研の共同加工試験体制の構築により開発を推進。2kW-QCWファイ
バーレーザー開発によるCFRP高速加工条件抽出するとともに、ユーザー企業とのテ開発 高速 条件抽 す 、 業
スト加工も開始（平成25年度:2件実施）。

・追加的予算により、加工評価システムの構築、高加工効率な短波長レーザー実験の
推進、3次元加工システム開発によるユーザー連携強化等を実施。推進、3次元加工システム開発によるユ ザ 連携強化等を実施。

・実用化が近いと見込まれた金属粉末積層造形技術を他事業にスピンアウト。

■プロジェクト開発成果 ■追加的予算による成果 ■実用化加速に向けた他事業
へのスピンアウト

加速予算による成果

自動車部材等の3D加工システムを開発

へのスピンアウト

3D加工 金属粉末積層造形機（アスペクト社製）

X軸、Y軸 + Z軸×2（4軸制御）
金属粉末積層造形品（チェス駒）

2kW-QCWファイバーレーザー

（古河電工製）

2波長重畳3Dリモート

加工装置

（アマダミヤチ製）
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融合 新社会

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅺ）IT融合分野

・「ＩＴ融合」とは、情報通信技術（ＩＴ）を介して得られるデータを活用し、製造業、サービス

ＩＴ融合による新社会システムの
開発・実証プロジェクト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

業、農業等の異分野の産業を結びつけて生み出される新ビジネスのことであり、今後
大きな産業発展が見込まれている。

・対象分野として、「ＩＴ融合」により、新ビジネスの創出及び社会課題の解決が期待され
る「都市交通」、「ヘルスケア」、「農商工連携」に集中して16テーマを実施。

・並行して、それらを支える「データ処理基盤」の技術開発を実施。両者の情報交換会、
展示会出展等を通じて、ＩＴを活用した新産業の創出を推進。展示会出展等を通じて、ＩＴを活用した新産業の創出を推進。

■ 採択テーマ例 （農商工連携） ■ 展示会の様子 （ CEATEC JAPAN 2013 ）

糖度、酸度など

品質情報

生産ノウハウ

・農業ノウハウをコンテンツ化し、また圃場や栽培過程での果
実の情報 気象などの環境情報を収集し それらデ タに基

土壌、気候など

環境情報農業生産支援システム みかん農家

農業生産支援システム みかん農家

実の情報、気象などの環境情報を収集し、それらデータに基
づいた栽培指導を可能とするシステムを実証。

・ CEATEC JAPAN 2013では、本プロジェクト概要や成果
を発表。NEDOブース来場者約15,000人にPR。
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相手 と 政府間ベ 交渉を通じ “実証 場”を創出

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅻ）国際展開支援
国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証

相手国との政府間ベースでの交渉を通じて“実証の場”を創出

・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 および商業ビル 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

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）

解決するため、系統用蓄電池、および商業ビル、 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
適電力供給を実現するためのスマートグリッドを実現する。

 世界で初めて配電系統レベルのマイクログリッドとして、メ
ガソーラーと蓄電池を組合せて潮流制御に成功。

 非常時に主にガスエンジン・蓄電池・燃料電池等を利用す
ることにより、電力系統から無遮断で切り離し、自立運転へ

成 平成25年7月より900世帯の参加の下、デマンドレスポンス
実証を行った結果、4～10％の省エネ効果を達成。

移行させることに成功。

蓄熱槽メサデルソルセンタービル鉛蓄電池（0.8MW) NAS電池（1.0MW) 蓄熱槽メサデルソルセンタ ビル

重電メ カ 建設業 商社 蓄電池メ カ 太陽電池メ カ など 異分野 競合関係を越えた 日本 トグリ ドを担う

燃料電池（80kW)スマートハウスμEMS
ガスエンジン(24KW)

• 重電メーカー、建設業、商社、蓄電池メーカー、太陽電池メーカーなどの異分野・競合関係を越えた、日本のスマートグリッドを担う
適な実証体制を構築。

• NEDOが実証の場を提供し地場企業や相手国自治体との連携関係の構築を促進していることが、将来の企業の事業展開にとって
プラスの効果の創出に繋がりつつある（例：新たな商機の呼び込み、地場企業との連携が別のビジネスに発展等）。

• 実証運転開始以降、技術成果の共有、発信を目的に、年1回の有識者による日米合同ワークショップを開催。 76



1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅻ）国際展開支援

・タイ政府機関との医療分野の国際共同事業＊１として、現地の環境・インフラに適合し

高度なロボット技術を応用した細胞自動培養システムの実証試験をタイで実施
環境・医療分野の

国際研究開発・実証プロジェクト

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＊２。

＊１ 平成24年11月23日、NEDOとタイ商務省
（MOC）は本事業の実施について合意、基
本協定書（MOU）に調印。

＊２ NEDOプロジェクト終了後は、関節軟骨の再生を対象に、細胞自動培
養システムによる再生・細胞医療の薬事承認取得を目指す。将来的
にタイの医療技術・福祉の向上と、我が国の高度な再生・細胞医療技
術の発展に弾みがつき、日本・タイ両国の医療産業の活性化に資す術の発展に弾みがつき、日本 タイ両国の医療産業の活性化に資す
ることが期待される。

タイ・チュラロンコン大学に設置した細胞自動培養システム シリントーン王女ご臨席のもと開催された実験室開所記念式典
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国際 ネ ギ 消費効率化等技術

1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ⅻ）国際展開支援

・国際競争が激化する中、日本企業のNEDO事業成果を市場獲得につなげるためには、

国際展開を後押しする展示会を開催
国際エネルギー消費効率化等技術・
システム実証事業

日本企業と対象国ユーザー企業の密な情報交換が鍵となる。
・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展
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
た情報交換が行われた。

■ 「日印エネルギーフォーラム2013“エキシビション”」の様子
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ｘiii）境界・融合分野

・「省エネ分野」をターゲットにセンサネットワークに使用されるセンサデバイスの共通

社会課題対応センサー
システム開発プロジェクト

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

課題である、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を
実施。

・ここで得られた基盤技術等を活用しつつ、新たに「社会インフラ」、「農業」、「健康医得 技術等を活用 、新 社会 ラ」、 農業」、 健康医
療」の分野等での社会課題解決に向けた先導的な研究、調査を実施。

・本先導研究の成果を活用して平成26年度の新規プロジェクトの計画を策定。

社会課題対応センサーシステム開発プロジェクト

（平成23年度～26年度） 環境情報

栽培情報

・温度、湿度、日射、風量

・水温、水分、EC

センサデータ
収集
管理
保管

農作物管理での活用イメージ 健康医療管理での活用イメージ

省エネ分野

他

設備・環境
制御

栽培制御

他
分
野
へ
の
応
用

インフラ管理での活用イメージ
平成26年度新規プロジェクト策定

「インフラ維持管理・更新等の社
会課題対応シ テム

用
展
開
の
研
究
・
調

会課題対応システム
開発プロジェクト」
（平成26～30年度）

調
査
を
実
施
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1.（1）技術開発マネジメント関連業務 （カ）技術分野ごとの計画

（ｘiii）境界・融合分野

イノベーション推進事業

・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

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）

し、高出力1Wレーザ製品の長寿命化を実現、半導体関連市場での製品採用に繋げた。

外部共振器の波長変換素子の劣化モードを軽減した結晶素子の開発。

単素子において複数スポットを使用可能にするシフト機構の開発。単素子において複数スポットを使用可能にするシフト機構の開発。

・今後の以下の展開を目指す。

出力1Wレーザでの更なる長寿命化を図り、使用単位時間当りのコストを下げて市場拡大を目指す。

さらに 出力を向上させたレ ザの製品化を目指すさらに、出力を向上させたレーザの製品化を目指す。

上記展開を応用して、266nmよりも短い波長のレーザ開発に繋げる。

・開発当初にビジネスモデルのユーザと想定していた国内外の半導体プロセス関連装置メーカ、国内大学およ

び研究機関から多くの引合い 問合せを受けているび研究機関から多くの引合い、問合せを受けている。

関連プロジェクト：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DUVレーザ光源の開発（平成22年度～平成23年度）

波長変換素子のシフト機構模式外部共振器模式 真空紫外レーザ製品外観
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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年度実績概要

1 国民に対して提供するサービスその他の1．国民に対して提供するサ ビスその他の
業務の質の向上に関する事項
（2）クレジット取得関連業務（2）クレジット取得関連業務



京都メカ ズムク ジ ト取得事業（委託事業） 概要

1.（2）クレジット取得関連業務

・京都議定書の目標達成計画における京都メカニズム活用分1.6%のクレジットを取得（第一約束期間（平成20～24年）総計で約1億t-CO2相当）。

・委託事業の実施計画書の内容は次のとおり

－対象クレジットは CDM JI及びGISによるもの (但し 森林CDMは対象外)

京都メカニズムクレジット取得事業（委託事業）の概要

対象クレジットは、CDM、JI及びGISによるもの。(但し、森林CDMは対象外)

－クレジットの取得形態は、以下による取得。

①CDMプロジェクト参加者として直接取得（タイプA）

②CDMクレジット取得者から間接取得（タイプB）

③グリーン投資スキーム（GIS）を前提とした国際的な排出量取引

(1）CDMについては、契約した分のクレジットが毎年確実に発行され
NEDOに移転されることが取得事業における達成目標。

(2）GISについては、支払った資金を元にした迅速かつ確実な環境対策
活動の進捗が取得事業における達成目標。③グリーン投資スキーム（GIS）を前提とした国際的な排出量取引

－事業者の資格審査の方法（信用力、リスク、プロジェクト内容）、クレジットの価格評価の方法（リスク、保証などを総合的に審査）を規定。

－クレジットの買取価格については、別途協議。

・年度毎にNEDOが取得したクレジットは2月末日までに、NEDOの登録簿口座から政府の登録簿口座に移転。

政府によるクレジット取得について政府
経済産業省・環境省

による予算措置
平成18年度予算 49億円

クレジット購入委託
契約の締結

クレジット調達契約

契約時 CDM
プロジェクト実施者等
○プロジェクトを形成し、

平成18年度予算 49億円
国庫債務負担 122億円

平成19年度予算 122億円
国庫債務負担 407億円

平成20年度予算 303億円
国庫債務負担 812億円 NEDO

クレジット調達契約
の締結

－クレジット生成時の支

払いに備えて国庫債

務負担

クレジットを取得する。

GIS
相手国政府国庫債務負担 812億円

平成21年度予算 429億円
国庫債務負担 706億円

NEDO
ｸﾚｼﾞｯﾄ生成時

クレジット引き渡し クレジット引き渡し

平成22年度予算 424億円

平成23年度予算 159億円

○自国の排出枠の一部を
譲渡し、得られた資金を
環境対策活動に用いる。

（プ ジ ク 例）

購入代金支払

平成23年度予算 159億円

購入代金支払

（プロジェクト例）

省エネルギープロジェクト

再生可能エネルギープロジェクト
平成24年度予算 76億円

平成25年度予算 98億円
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1.（2）クレジット取得関連業務

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。

・政府目標（約１億ｔ-CO2）の約97％に相当する 9,749.3万ｔ-CO２ を政府に移転完了

※平成25年度の移転量 383 9万 CO

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）

※平成25年度の移転量： 383.9万t-CO2
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1.（2）クレジット取得関連業務

費用配分 ●日本の技術・専門性の活用が期待される事業日本の技術・専門性の活用が期待される事業 ：：GISGIS資金の資金の約約61%61%

グリーニング活動の枠組み 日・ウクライナ・グローバル・パート
ナーシップ共同声明（平成23年1月）

（GIS）環境対策の確実な実施と日本の環境技術の移転 （1）ウクライナ日本プロジェクトの推進

●社会プロジェクト（公共建物の断熱化）・小規模事業 ：GIS資金の約37%

●キャパシティ・ビルディング活動及び管理費等 ：GIS資金の約2%

グリーニング活動のためのスキーム開発・整備（日本企業への前払いの仕組等）に加え、

ヤヌコーヴィチ大統領は、GIS実施
段階において日本の技術と専門性の

活用が期待されるGISの具体的な事業を
早急に特定するとのコミットメントを再確認

●ウクライナ政府上層部への積極的アプローチ、ウクライナ環境投資庁との集中的協議を通じて、日本企業が同国におけるグリーニング活動に参
加できるよう環境整備を促し 日本技術を活用した6件のプロジ クトの推進に大きく貢献

グリ ング活動のための キ 開発 整備（日本企業 の前払 の仕組等）に加え、
政権交代や相次ぐ関係閣僚交代の影響を受けて、事業開始に至る諸手続に時間を要した

早急に特定するとのコミットメントを再確認

加できるよう環境整備を促し、日本技術を活用した6件のプロジェクトの推進に大きく貢献。

●事業終了までの履行の枠組みの履行につき、ウクライナ政府上層部のコミットメントを得つつ、事業を実施中。

(*) 平成25年3月、羽藤副理事長(当時)が、アザーロフ首相及びプロスクリャコフ環境大臣と会談し、遅延無きGISの履行を強く要請し、社会プロジェクトの完工等
のAAUPA延長の条件をMOUで締結。

日本技術プロジェクト

炭鉱水処理パイロットプロジェクト 地下鉄車両の近代化プロジェクト
地域集中暖房システムの効率化

プロジェクト

ルガンスク州ボイコバ炭鉱の排水を
無処理で河川に排水せず、膜処理

キエフメトロ地下鉄の既存車両（95
両）に搭載されている駆動システムを

ドネツク州ジェルジンスク市の地域
集中暖房システムにおいて、高効率

名称

日本技術プロジェクト

社会プロジェクト

ウクライナ国内の学校・病院等（374
施設）の外壁、窓、屋根の断熱性を

概要
無処理 河川 排水 ず、膜処理
技術により飲料水化し、周辺地域に
飲料水を供給する。

両） 搭載され る駆動シ テ を
効率化（直流モーターから交流モー
ターへ変更）する。

集中暖房シ テ お 、高効率
の大型ヒートポンプを導入する。

名称
ハイブリッド車両への入替え

プロジェクト
地域熱供給システムの効率化

プロジェクト
ARTEK省エネルギープロジェクト

施設） 外壁、窓、屋根 断熱性を
向上する（2013年10月完了）。

3件の街灯LED化事業及び3件の学
校の窓及びドアの交換事業を実施
中ジ ク ジ ク

概要

ウクライナで使用されている燃費効
率の低い旧型の警察車両1568台を
燃費効率に優れたハイブリッド車両
と入替える。

ドネツク州ゴルロフカ市の老朽化した
熱供給システムにおいて、高効率の
ボイラーに入替える。

クリミア半島に位置する短期滞在型
児童教育施設に1MWの高効率太陽
光発電装置を設置する。

中。
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（ ）環境対策 確実な実施と日本 環境技術 移転 （ ）各国環境対策 完了

1.（2）クレジット取得関連業務

（GIS）環境対策の確実な実施と日本の環境技術の移転 （2）各国環境対策の完了

・【チェコ】住宅対象省エネプログラム
チェコではGISにより約4万件の住宅（戸建て及び集合住宅）の省エネプログラム（例：断熱、ヒートポンプの設置等）を実施。 省エネプログラムの実施

により同国の閣僚や政府高官からも 景観美化や快適な生活への寄与など目に見える形での改善がなされたことに対する謝辞があり 同国の本事業により同国の閣僚や政府高官からも、景観美化や快適な生活への寄与など目に見える形での改善がなされたことに対する謝辞があり、同国の本事業
への評価は非常に高い。

・【ラトビア】啓発活動を含む環境対策
専門学校、民間企業の工場、及び地方自治体の照明において、100件の省エネ（断熱、化石燃料から再生可能エネルギー使用への転換、照明の交専門学校、民間企業の工場、及び地方自治体の照明において、100件の省 ネ（断熱、化石燃料から再生可能 ネルギ 使用 の転換、照明の交

換等）プロジェクトを実施。また、新聞記事、放送番組、教育プログラム、情報資料やワークショップ等を通じた温室効果ガス削減の重要性に関する啓発
活動を22件実施し、ラトビア国民の環境意識向上にも寄与。

・【ポーランド】省エネプログラム

15件の政府建物（オペラ劇場、国立図書館等）及び61件の地方自治体建物（学校、病院等）の省エネプログラム（例：断熱、ヒートポンプの設置、照明

の交換等）を実施。同国の政府高官からも、環境対策に加えポーランドの重要な公共施設の環境改善に貢献したとして謝意が示された。

【ポーランド】事業実施例
【チェコ】事業実施例

【ポ ランド】事業実施例

事業実施前

国立ワジェンキ公園の博物館事務所
（屋根断熱を施工済み） 断熱施工された屋根裏の様子
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1.（2）クレジット取得関連業務

・CDMについては、契約した分のクレジットが毎年確実に発行され、NEDOに移転されることが取得事業にお

ける達成目標。

（CDM）CDM規定を厳守し、状況の変化に的確に対応して、CER移転を確保

ける達成目標。

・厳格な国連審査に的確に対応し、陝西省製鉄副生ガス発電案件、禹城バイオマス案件、及び江西省水力

「功閣」「羅洪口」案件でプロジェクト設計書を遵守してプロジェクト活動を継続し、CERを発行させ移転。

⇒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

転を行った。

海外事務所を積極的に活用し、クレジットの確実な維持･管理

ラトビア（GIS） ＜CDM＞

欧州事務所
東欧GIS案件

ウクライナ（GIS)

チェコ（GIS)

●現地政府及び事業者の動向等の
情報収集や調査の為、北京事務所
を積極的に活用。

●登録案件における、事業者管理、
プロジェクトSiteの管理等 広範囲

ポーランド（GIS)

取組⑥（ＧＩＳ）為変動への対応

北京事務所
中国CDM案件

＜GIS＞
●ホスト国が確実に環境対策を実施していくことをモニタリングするため、欧州事務

所の専門職員が積極的に直接対象国と交渉。

プロジェクトSiteの管理等、広範囲
にわたって対応。

中国CDM案件
●本部との連携を図りながら、支払資金の確実な管理・使用に寄与。
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1.（2）クレジット取得関連業務

・取得事業に関する公平性・透明性確保のため、茅陽一東京大学名誉教授を委員長とする5名の外部有識者からなる評価
委員会を平成19年から毎年度開催。平成24年12月末を以て第一約束期間が終了し、クレジットを予定通り全量取得した

政府保有 座 移転 れ り 成 年 事後評価委員会を開催 政府 標達成を ぼ達成

事業評価委員会による外部評価の実施

ので、政府保有口座へ移転。これにより、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
高い評価を得た。

委員からの主なコメント：
・CDMについて、今後成長が期待される産業部門省エネや自然エネルギー関連のプロジェクトが適正な価格で契約されて いる点を高く評価。
（平成20年度）（平成 年度）

・交渉により価格の安いGISを中心にクレジットを取得したことにより、高い費用対効果を実現。GISについて、ホスト国における 着実なグリーニ
ングに努めると共に、実現するための体制整備を図り、そのフォローにあたっている点を高く評価。（平成21年度）

・サブプライム問題等の影響により為替リスクが高まるなか、機動的に財会省令を改定して為替予約を実施しリスクを抑制（平成21年度）
・NEDOの組織（海外事務所を含む）及びツールとの連携を通じた実効性を高める努力が行われている。（平成22年度）
・GISについて 現地の状況・現地のニーズを踏まえつつ 日本の技術・製品の普及にも配慮し win-winの関係づくりに配慮していることを評・GISについて、現地の状況・現地のニーズを踏まえつつ、日本の技術・製品の普及にも配慮し、win-winの関係づくりに配慮していることを評
価。また、日本技術導入のためのキャパビル・セミナーなどの努力が払われ、実際に成果も出て いる点は国益にも資すると評価される。（平
成23年度）

・CDMについて国連審査を意識して厳しい事業管理を行うとともに、CDMクレジット発行の可能性を常にレビューし､取得可能性の低い事業に対
し契約解除等の処置をとることで、実効性・効率性を高めるような事業管理が行われている。（平成23年度）
京都メカ ズム 定められた 購入によ 本 京都目標 定枠を充当する は 国内的にも国際的にも重要な行為 あ・京都メカニズムで定められたGIS、CDMの購入によって、日本の京都目標の一定枠を充当するのは、国内的にも国際的にも重要な行為であ
り、殆どその枠を充当できたのはNEDOの努力が大きい。（平成24年度）

・事業期間全体を通じた評価として、①量的取得目標を達成したこと、②効率的調達への取り組み、③GISという新たなスキームの運営を着実
に行ったという観点から、事業全体として良好に運営されていた。（平成25年度・事後評価）

※京都メカニズムクレジット取得事業評価委員会 委員一覧
委員長 茅 陽一 東京大学 名誉教授 委員 岩間 芳仁 (一社)日本経済団体連合会 環境本部長
委員 工藤 拓毅 (一財)日本エネルギー経済研究所 研究理事 委員 平石 尹彦 (公財)地球環境戦略研究機関 上級コンサルタント
委員 松橋 隆治 東京大学大学院 電気系研究科 教授
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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年度実績概要

2．業務運営の効率化に関する事項



2. 業務運営の効率化に関する事項（1）機動的・効率的な組織・人員体制

・平成25年7月、広報機能強化の一環として、これまで総務企画部で実施していた広報、技術情報発信等の業務を再編し、

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、広報活動をよりスピーディーかつ戦略的に対応。

・平成26年4月1日付けで、技術開発戦略及びこれに基づく重要なプロジェクトを企画･立案・提示する研究機関「技術戦略

研究センター」（川合 知二センター長）に加え、「イノベーション推進部」、「ロボット・機械システム部」、「プロジェクトマネ

ジメント室」を設置。

平成26年4月1日時点
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2. 業務運営の効率化に関する事項（1）機動的・効率的な組織・人員体制

・国際事業の海外拠点として欧米アジアに6つの海外事務所を設置・運営。外国政府等とのMOU協議～締結、国際実証事業等実施の現地調整拠
点として本部と密接に連携。特に、スマートコミュニティ関連国際プロジェクト、水プロジェクト等我が国システム輸出関連ビジネスチャンス拡大の
前線活動拠点として業務展開。

ギ ビ プ ジワシントン：エネルギー省、国立研究所、世界銀行等との情報交換拠点。省エネビルプロジェクト連携拠点。

シリコンバレー：ニューメキシコ州、ハワイ州等のスマートコミュニティ実証等プロジェクトの連携拠点。

北京：国家発展改革委員会、国家能源局及び研究機関等と共同で実施する日中省エネ実証事業等プロジェクトに関する現地政府等関係者との
連携拠点。

欧州(パリ)：EC、欧州各国政府機関とのスマートコミュニティ実証等のプロジェクト連携拠点。北アフリカ地域でのプロジェクト開拓拠点。

バンコク：ASEAN各国政府・企業等関連機関との新エネ・省エネ技術実証、スマートコミュニティ技術実証、産業技術国際共同研究の連携拠点。

ニューデリー：インド関係各省、地方政府との日印エネルギーパートナーシップ、デリー・ムンバイ商業回廊開発等の拡大のためのプロジェクト開
拓・連携拠点。中東地域におけるプロジェクト開拓・連携拠点。アジア開発銀行との連携拠点。

北京

拓 連携拠点。中東地域におけるプロジェクト開拓 連携拠点。アジア開発銀行との連携拠点。

ワシントン
駐在員：2名
現地職員：3名

シリコンバレー
駐在員：1名

欧州（パリ）
駐在員：3名
現地職員：2名

北京
駐在員：3名
現地職員：3名

駐在員：1名
現地職員：3名 ニューデリー

駐在員：２名
現地職員：３名

バンコク
駐在員：3名
現地職員：5名
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2. 業務運営の効率化に関する事項（1）機動的・効率的な組織・人員体制

＜フランス＞

＜中国＞

●廃棄物発電（発改委）

●バイオマス（能源局）

●スマートコミュニティ（能源局 ）

●省エネビル（中国科学院）

＜イギリス＞

●スマートコミュニティ

（ DECC、BIS、大マンチェスター市）

＜モンゴル＞＜フランス＞

●スマートコミュニティ

（グランドリヨン）

●産業技術（Bpifrance）

●省エネビル（中国科学院）

●自動車リサイクル（発改委 ）

●水（発改委）

●医療機器（南京医科大学）

●医療機器（調整中）

＜米国＞

●スマートコミュニティ（NM州）

●省エネビル（ NY州）

●スマートコミュニティ（HI州）

●省エネ電線（エネルギー省）

＜スペイン＞

●スマートコミュニティ（マラガ ) ＜タイ＞

●バイオマスエネルギー（科学技術省）

＜ドイツ＞

●ロボット（NRW州経済省）

＜ウズベク＞

●コジェネ(ウズベク政府）

（科学技術省）

●バイオマスエネルギー（工業省）

●再生細胞技術（商務省）

●内視鏡技術（国家学術会議）

＜ベトナム＞

●廃棄物発電（資源環境省）

＜サウジアラビア＞

●省エネ型排水再生システム（商工省)

＜インド＞

●PV・Micro-Grid（DMICDC等）

●鉄鋼分野の省エネ（鉄鋼省）

●選炭（石炭省）

●省 ネ型携帯電話基地局（通信省等）

●廃棄物発電（資源環境省）

●省エネ型病院（商工省）

●省エネ型ホテル（調整中）

＜カンボジア＞

●バイオマスエネルギー（工鉱業エネ省）
●省エネ型携帯電話基地局（通信省等）

●リサイクル（調整中）
＜インドネシア＞

●スマコミ工業団地（エネ鉱省等）

●バイオマス（工業省）

●リサイクル（研究技術応用庁）

●省エネ型石油精製施設（調整中）

＜マレーシア＞

●バイオマス 廃棄物利用（プランテーション商品省） ●省エネ型石油精製施設（調整中）

●省エネ型動力プラント（調整中）

●バイオマス、廃棄物利用（プランテーション商品省）
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2. 業務運営の効率化に関する事項（1）機動的・効率的な組織・人員体制

・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 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）。年 月）。

・グリーン投資スキーム（GIS）のグリーニング（環境対策）を確実にモニタリングするとともに、我が国の環境技術をGISプロジェク
トに組み込むために専門駐在員を欧州事務所に引き続き派遣（平成21年8月～）。

・再生可能エネルギー技術の国際展開を図るため、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）へ引き続きNEDO職員を派遣（平成
年 年 ）

欧州事務所欧州事務所へへGISGIS専門専門駐在員を派遣駐在員を派遣

22年5月～25年5月）。

北京事務所

欧州事務所

シリコンバレー事務所

バンコク事務所

ワシントン事務所

IRENAIRENAへへNEDONEDO職員職員を派遣を派遣

ニューデリー事務所
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2. 業務運営の効率化に関する事項（1）機動的・効率的な組織・人員体制

・専門家にプロジェクトの統括、潜在的なニーズ・シーズの発掘、運営全般に係る制度整備・運営の指揮等を行わせ、戦略的な

プロジェクトマネジメントに貢献。

・「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

【主な実績】

外部人材を3名中途採用。

【ＰＭ／ＰＤの登用・活用】 【主な実績】

「テーマ公募事業」のプログラ
ムディレクターにあっては、次
期開発 ズ 移行を審

役職 氏名
勤務形態

（PM/PDの任命期間）
技術分野 前職又は現職

PM 中岩 勝 非常勤（H26.2.18～） スマートコミュニティ
（独）産業技術総合研究所環境・エネルギー分野
副研究統括

期開発フェーズへの移行を審
査する中間評価審査委員会
の評価軸の見直しを行った。

具体的には 従来からの「企

PD 倉田 健児 常勤(H24.6.3～） テーマ公募型事業 NEDO 副理事長

PM 鈴木 富雄 非常勤(H23.10.1～H26.3.31） 環境 元（株）神鋼環境ソリューション 技監

東京大学政策ビジ ン研究センタ 具体的には、従来からの「企
業との連携」等の他社連携の
評価軸に加え、「技術開発目
標の難易度の検証」を新たに

PM 小川 紘一 非常勤(H23.2.1～） 知財・国際標準化
東京大学政策ビジョン研究センター
シニア・リサーチャー

PD 佐藤 嘉晃 常勤(H22.9.1～） テーマ公募型事業 NEDO 省エネルギー部長

PM 横本 克巳 非常勤(H22 4 1 ） 高圧水素
九州大学 高圧ガス等安全部門長

標の難易度の検証」を新たに
追加することで、これまで以上
にチャレンジングな案件の選
定に貢献した

PM 横本 克巳 非常勤(H22.4.1～） 高圧水素
九州大学 高圧ガ 等安全部門長
教授

PM 加藤 紘 非常勤(H21.8.1～) 医療技術 山口大学 元学長

PD 高木 美也子 非常勤（H20.4.1～） ライフサイエンス・倫理
日本大学 総合科学研究所
教授 定に貢献した。
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主 成果 受賞 覧

2. 業務運営の効率化に関する事項（2）自己改革と外部評価の徹底

主要成果（受賞一覧）

○産学官連携功労者表彰
平成25年度産学官連携推進会議（平成25年8月開催）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。

○経済産業大臣賞
マイクロドーズ臨床試験を活用した革新的創薬支援技術の開発／事業化マイクロド ズ臨床試験を活用した革新的創薬支援技術の開発／事業化
関連するNEDO事業名：「基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発」（2008年度～2012年度）

杉山 雄一氏 （独立行政法人理化学研究所 杉山特別研究室 特別招聘研究員／東京大学 名誉教授）
福田 睦氏 （積水メディカル株式会社 代表取締役社長）
山下 伸二氏 （摂南大学 薬学部 教授）

○日本学術会議会長賞

半導体製造などで使用される高効率紫外レーザー光源（CLBO 波長変換素子）の実用化

関連するNEDO事業名：NEDO産業科学技術研究開発制度「フォトン計測・加工技術」研究開発（1997年度～2001年度）

佐々木 孝友 氏 （大阪大学名誉教授／大阪大学・光科学センター 特任教授）

森 勇介 氏 （大阪大学教授）

岡田 幸勝 氏 （株式会社光学技研 代表取締役）

○文部科学大臣賞

血管内治療の技術トレーニングのためのテーラーメイド超精密手術シミュレータの開発

関連するNEDO事業名：「（２１世紀ロボットチャレンジプログラム） 次世代ロボット実用化プロジェクト」（2004年度～ 2005年度）関連するNEDO事業名：「（２１世紀ロボットチャレンジプログラム） 次世代ロボット実用化プロジェクト」（2004年度～ 2005年度）

福田 敏男氏 （名古屋大学 名誉教授、名城大学 教授 ）

池田 誠一氏 氏 （ファイン・バイオメディカル有限会社（名古屋大学発ベンチャー） 代表取締役）

新井 史人氏 （名古屋大学 教授 ） 94



主要成果（受賞 覧）

2. 業務運営の効率化に関する事項（2）自己改革と外部評価の徹底

主要成果（受賞一覧）

○文部科学大臣賞

レアメタルフリーLiFePO4正極の量産プロセス開発レアメタルフリ LiFePO4正極の量産プロセス開発

関連するNEDO事業名： 「次世代自動車用高性能蓄電システム技術開発」（2007年度～2011年度）

「リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業」（2012年度～2016年度）

岡田 重人氏 （九州大学先導物質化学研究所 准教授）

八田 直樹氏 （三井造船（株） 技術開発本部 千葉技術開発センター 技師長）

○環境大臣賞

八田 直樹氏 （三井造船（株） 技術開発本部 千葉技術開発センタ 技師長）

阿部 一雄氏 （三井造船（株） 事業開発本部 LIB事業室 室長）

○環境大臣賞

風レンズ技術による高効率風車の開発

関連するNEDO事業名： 「産業技術研究助成事業」（2005年度～2007年度）

大屋 裕二氏 （九州大学応用力学研究所 所長）

烏谷 隆氏 （九州大学応用力学研究所 准教授）

内田 孝紀氏 （九州大学応用力学研究所 准教授）

西村 秀喜氏 （（株）リアムウインド 開発部）

○日本経済団体連合会会長賞

産学垂直連携・共同研究体「ＴＰＥＣ」の創成

関連するNEDO事業名： 「超低損失電力素子技術開発 基盤技術開発」（1998年度-2002年度）

「エネルギー使用合理化技術戦略的開発 省エネルギー電力変換器の高パワー密度・汎用化研究開発」（2003年度-2005年度）「エネルギー使用合理化技術戦略的開発 省エネルギー電力変換器の高パワー密度・汎用化研究開発」（2003年度-2005年度）

独立行政法人 産業技術総合研究所

富士電機株式会社

株式会社アルバック
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2. 業務運営の効率化に関する事項（2）自己改革と外部評価の徹底

○その他表彰 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

主要成果（受賞一覧）

NEDOの研究成果が受賞。

○第27回先端技術大賞「特別賞」（フジサンケイビジネスアイ）

「酸化ガリウムパワ デバイスの研究開発「酸化ガリウムパワーデバイスの研究開発」
独立行政法人情報通信研究機構（東脇 正高氏）、

株式会社タムラ製作所（佐々木 公平氏、倉又 朗人氏、山腰 茂伸氏）、株式会社光波（増井 建和氏）
関連するNEDO事業名：省エネルギー革新技術開発事業 挑戦研究（事前研究一体型） 超高耐圧酸化ガリウムパワーデバイスの研究開発関連する 事業名 省 ネルギ 革新技術開発事業 挑戦研究（事前研究 体型） 超高耐圧酸化ガリウム ワ デ イスの研究開発

○平成25年度資源循環技術・システム表彰「レアメタルリサイクル賞」 （産業環境管理協会）

「使用済み電子基板からのタンタルコンデンサリサイクル技術開発」 株式会社リーテム「使用済み電子基板からのタンタルコンデンサリサイクル技術開発」 株式会社リ テム

「使用済み家電機器・ＩＴ機器からのレアアース磁石リサイクル技術開発」株式会社日立製作所
関連するNEDO事業名：希少金属代替・削減実用化技術開発助成事業

○新エネ大賞 「資源エネルギー庁長官賞」 （一般財団法人新エネルギー財団）

「太陽電池検査装置ソコデス」陽 装 」

株式会社システム・ジェイディー
関連するNEDO事業名：新エネルギーベンチャー技術革新事業 太陽電池アレイ故障診断技術の開発
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2. 業務運営の効率化に関する事項（3）職員の意欲向上と能力開発

・平成20年度から導入した人事評価制度の定着化を図るため、上司と部下とのコミュニケーションの場（目標設

定面談、中間面談、フィードバック面談）を必須化し、職員の納得度、業務遂行の動機付け及び意欲を向上。

・新規着任者研修を計5回 評価者研修を計2回実施し 評価制度の理解促進と評価者間での評価レベルのバ・新規着任者研修を計5回、評価者研修を計2回実施し、評価制度の理解促進と評価者間での評価レベルのバ

ラツキを防止。

【人事評価の流れ】

本人と上司（評価者）
の間で、目標の内容
を明確化し共有

部下の目標達成度
の確認と達成に向け
たサポ ト

被評価者自身による
自己認識と自己改善
を促す

客観的な総合評価算
出方式と所見（コメン
ト）の作成

職員の納得度、業務
遂行の動機付け及び
意欲向上

目標設定面談
（期初）

自己評価
（期末）

フィードバック面談
（評価確定後）

中間面談
（期中）

を明確化し共有 たサポート を促す ト）の作成 意欲向上

一次・二次評価
（期末）

• 目標項目／達成水準の

妥当性を検討。

• 他部署や他メンバーとの

• 目標の期末達成状況

と、行動の期中発揮状

況を、それぞれS～Dの5

• 評価確定後にフィードバッ

ク面談を実施。

• 評価結果の伝達、課題の

• 上半期の進捗状況及び

達成状況等の総括。

• 下半期の活動計画・取

• 目標達成度と行動評価を

実施し、総合評価を算出。

• 目標達成度、行動、総合評
連携・役割分担について

整合性を図る。

• 目標遂行にあたり、上司

として行う協力・支援内

容を決定する。

を、そ ぞ

段階で評価。
評価結果の伝達、課題の

共有化、部下の動機付け、

等を実施。

組内容の確認、すり合わ

せ。

• 目標達成に向けた具体

的な指導・アドバイスの

実施。

目標達成度、行動、総合評

価それぞれに対し、所見

（コメント）を記載。

新規着任者研修等により職員の評価制度の理解を促進。評価者間での評価レベルのバラつきを防止するため、評価者への研修も実施。

実施。
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2. 業務運営の効率化に関する事項（3）職員の意欲向上と能力開発

・NEDOのプロジェクト立案能力、マネジメント能力を更に強化するため、プロジェクト担当者を対象に『プロジェ
クトマネジメント研修』、『出口戦略強化セミナー』を実施。

・業務のグローバル化に対応するため語学力強化の研修メニューを充実。さらに、海外大学院等に職員を派業務のグロ バル化に対応するため語学力強化の研修メ ュ を充実。さらに、海外大学院等に職員を派
遣し、職員の国際感覚醸成を図っている。

新規または内容を充実させた研修の概要

研修分類 主な研修 平成25年度実施内容の特徴

プロジェクトマネジメ 新規着任者研修に 新規着任者が即戦力として業務にあたれるよう、「新規着任者研修」ではプロジ ク ジ
ントを実施する上で
必要な共通知識を
習得するための研
修

新規着任者研修
おけるプロジェクト
マネジメント研修

新規着任者 即戦力 業務 あ れる う、 新規着任者研修」
ジェクトマネジメントの概要に加えて、マネジメント業務を俯瞰的かつ網羅的にま
とめたアクションチェックリストの解説を行い、プロジェクト担当者の業務に必要
不可欠なマネジメント能力強化を図った。

業務の更なる高度
化を目指す職員指
名・選抜型研修

国内外大学院等
への派遣

NEDOプロジェクトの国際展開をより円滑に行うため、海外大学院等へ4名派遣し、
職員の国際センス醸成に努めた。

研究現場への派
遣

NEDOプロジェクトを支援する業務を行う職員を技術開発現場へ派遣し、現場で
のマネジメント業務を学ばせた。

業務遂行能力向上 語学研修 業務のグローバル化に対応するため、国際部門職員及び固有職員を対象に、e業務遂行能力向上
のための選択型研
修

語学研修 業務のグ ル化に対応するため、国際部門職員及び固有職員を対象に、e
ラーニング、メールライティング、プレゼン研修による英語力向上の取り組みを
行った。また、新人職員に対し即戦力となるようビジネス英語基礎研修を実施し
た。
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2. 業務運営の効率化に関する事項（3）職員の意欲向上と能力開発

・技術開発現場でのマネジメント能力の向上を図るため、内閣府 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へ職員を1名派遣。

・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
名を派遣に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。

・ セミナー、学会、シンポジウム、内外の学会誌、専門誌等に機構自身として、22本の発表を実施。

基礎力習得期
（1～5年目程度） 専門性醸成期

各部 核 物

入構して3年目までにNEDOの業務を遂行
していく上で必要な基礎的知識を全て身
入構して3年目までにNEDOの業務を遂行
していく上で必要な基礎的知識を全て身

（1～5年目程度） 専門性醸成期
（6～10年目程度） 各部の中核人物

として勤務
（11～15年目）

していく上で必要な基礎的知識を全て身
につける。
4～5年目には部署を異動して新たな業務
を経験することでNEDOの業務遂行のため
の必要な基礎力を完成させ、自律的に業
務を行う

していく上で必要な基礎的知識を全て身
につける。
4～5年目には部署を異動して新たな業務
を経験することでNEDOの業務遂行のため
の必要な基礎力を完成させ、自律的に業
務を行う

6年目以降は、将来目指すべきキャリアの方向性
に沿った専門性を向上させるための配置が行わ
れる。また、幅広い視点に立った業務遂行力を身
につけるため、組織の選抜を経て、関係省庁・大

6年目以降は、将来目指すべきキャリアの方向性
に沿った専門性を向上させるための配置が行わ
れる。また、幅広い視点に立った業務遂行力を身
につけるため、組織の選抜を経て、関係省庁・大 入構して11年目以降は、本人の希望、適性及入構して11年目以降は、本人の希望、適性及

務を行う。務を行う。 学・研究機関、海外大学院等への派遣も行う。学・研究機関、海外大学院等への派遣も行う。 び評価により、本人の能力を活かせる適切な
部署やポストに配置し、配属部署の中核的な
存在として業務を遂行する。

び評価により、本人の能力を活かせる適切な
部署やポストに配置し、配属部署の中核的な
存在として業務を遂行する。
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2. 業務運営の効率化に関する事項（4）業務・システムの最適化

・ワーキンググループを設置し、業務・システム 適化の検討を開始

・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

・eラーニング、自己点検の取組等を通じ、情報システムのセキュリティ対策を強化eラ ング、自己点検の取組等を通じ、情報システムのセキュリティ対策を強化

NEDOのプロジ クトマネジメントの高度化と業務の効率化を図るため プロジ クト推進部における実務担当

業務・システム 適化の検討

・NEDOのプロジェクトマネジメントの高度化と業務の効率化を図るため、プロジェクト推進部における実務担当
者からなるワーキンググループを設置し、業務・システムの問題点を明らかにするとともに、あるべき業務・シ
ステムについての検討をスタートさせた。

・出退勤をはじめとする職員の事務手続きの簡素化・迅速化を図ることを目的として、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した。当該サービスは平成26年10月から本格運用を開始す

新統合人事サービス導入に向けた開発

る予定。

情報セキュリティ対策の強化

・ 関係機関と連携して標的型攻撃や脆弱性に関する情報を共有することにより、情報システムのセキュリティ
対策の強化を図った。

・機構内全役職員を対象とした情報セキュリティeラーニング、情報セキュリティ自己点検を実施し、情報セキュ
リテ に関する意識の維持 向上を図 たリティに関する意識の維持・向上を図った。

・標的型攻撃メールやウィルスメールへの対応を強化するため、模擬訓練を実施した。
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2. 業務運営の効率化に関する事項（4）業務・システムの最適化

・ 「NEDO情報基盤サービス」のSLAを見直し

・役職員のシンクライアント環境OSのWindowsXPからWindows7へのバージョンアップを実施

・次期情報基盤サービス調達に向けた検討を開始次期情報基盤サ ビス調達に向けた検討を開始

「NEDO情報基盤サービス」のSLAの見直し

・平成22年11月から利用している「NEDO情報基盤サービス」のSLA（Service Level Agreement）について、SLA
評価会議を6月に開催、障害発生時の対応等を強化するための項目を追加し、9月から運用を開始した。

シンクライアントOSのバージョンアップ

・不正アクセスに対する十分な強度を確保するため、役職員のシンクライアント環境にインストールされている
OSについて、サポート終了前にWindowsXPからWindows7へのバージョンアップを確実に実施した。

平成 年 月末日をも て「 情報基盤サ ビ の契約期間が終了する とを踏まえ 次期情報基盤

次期情報基盤サービス調達に向けた検討

・平成27年10月末日をもって「NEDO情報基盤サービス」の契約期間が終了することを踏まえ、次期情報基盤
サービス調達に向けた検討を開始した。次期情報基盤サービスについても現行情報基盤サービスで適用し
た「NEDO PC－LANシステムの 適化計画」を踏襲し、シンクライアント方式PCを引き続き採用するなど、情
報漏えいや盗難等のインシデントに対する対策等、セキュリティ面に十分に配慮したシステムとする。また、報漏えいや盗難等のインシデントに対する対策等、セキュリティ面に十分に配慮したシステムとする。また、
NEDO内の無線LAN化を図ることにより、業務効率の向上を考慮した先進的なオフィス環境を提供する予定。
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2. 業務運営の効率化に関する事項（5）外部能力の活用

・外部の専門機関の活用により効率化が図れる業務について、外部委託等の手法を検
討。

・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。

【平成25年度以前にアウトソーシング化済みの主な業務例】

• 情報基盤サービス関連業務

• 外部来訪者の総合受付業務

• 健康診断業務

• 科学技術館展示ブースの保守・運営業務

• 研修業務の一部

• メディア掲載記事等クリッピング業務• 健康診断業務

• メンタルヘルス対策支援業務

• 海外出張時の航空券手配及び損害保

• メディア掲載記事等クリッピング業務

• 契約・会計等システムの運用保守支援業務

• 資産管理等補助業務
険付保業務 • 退職給付債務の算出業務 等
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2. 業務運営の効率化に関する事項（6）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮用

・「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）

➢平成24年度排出量実績 38万3,692kg-CO2 、基準年度（平成18年度）比57.1％削減

・平成25年度においては、政府が示す「当面の地球温暖化対策に関する方針」により、執務室空調の 大限
の使用抑制等、環境保全及び温室効果ガス排出抑制に資する取り組みを引き続き実施した。

平成 年度排出量実績（暫定※ ） 万 基準年度（平成 年度）比 削減➢平成25年度排出量実績（暫定※ ）：32万6,204kg-CO2、基準年度（平成18年度）比63.5％削減

（平成26年6月公表予定） ※平成26年11月頃確定見込み

・平成19年～25年度総排出量実績としては4,524万105kg-CO2
※となり、対象期間において基準年度(平成18

1,200,000 

平成19年度～平成25年度の排出量実績及び推移

平成19年 25年度総排出量実績としては4,524万105kg CO2 となり、対象期間において基準年度(平成18
年度）比27.7％削減を達成し、削減目標（6％削減）を実現した。 ※25年度暫定値含む

＜具体的な取組例＞
kg-CO2

600,000 

800,000 

1,000,000 

•夏期及び冬期の電力需給対策として、積極的な節電対
策を実行。執務室温度の適正化、執務室の昼の休憩時間
帯における全消灯、日中の間引き消灯及び複合機などの
間引き停止等の措置を実施

基準値: 894,390kg-CO2

目標値(▲6%) :840,727kg-CO2

0

200,000 

400,000 

排出量実績

基準値

目標値

間引き停止等の措置を実施。

•会議室及び支部執務室等の縮小により、電力量を削減。

定時帰宅日の 層の徹底 休暇の分散取得の呼び掛 0 •定時帰宅日の一層の徹底、休暇の分散取得の呼び掛
け。
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2. 業務運営の効率化に関する事項（7）業務の効率化

・中期目標期間中、一般管理費（退職手当を除く）及び業務経費＊の合計ついて、新規に追加され
るものや拡充される分を除き、平成24年度を基準として、毎年度平均で前年度比1.08％の効率
化を行う。 （＊京都メカニズムクレジット取得関連業務、基盤技術研究促進事業、競争的資金及び補正予算を除く。)化を行う。 （ 京都メカ ズムクレジット取得関連業務、基盤技術研究促進事業、競争的資金及び補正予算を除く。)

・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％ ）となっている。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」等を踏ま
えた対応
技術シ ズ育成事業 平成24年度以降の新規案件の採択は行わ

一般管理費及び業務経費の予算・効率化の推移

（億円）

2281,000

1,200

1,400 継続 新規

・技術シーズ育成事業 ： 平成24年度以降の新規案件の採択は行わ
ないこととした。

・ナショナルプロジェクト事業 ： １者事業の廃止。産総研・公益法人へ
の支出精査。
過年度に 引き続き 新規事業に は事業内容や実施体制を精

1,205
872

228

400

600

800

1,000
・過年度に 引き続き、新規事業については事業内容や実施体制を精
査し、基盤的な技術開発や国際共同研究・実証等は委託とし、それ以
外は2/3を上限とした共同研究又は助成とした。

そ 他 主な取組

0

200

400

24FY 25FY

その他の主な取組み
・「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律」の準用による人件費
の削減

・九州支部の廃止、関西支部管理機能の本部統合による管理コストの
削減
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2. 業務運営の効率化に関する事項（7）業務の効率化

・「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に準じた給与及び賞与の減額、退職者の
不補充による人員削減等の取組を実施し 総人件費の抑制に努めた不補充による人員削減等の取組を実施し、総人件費の抑制に努めた。

【参考】 上記の取組により、総人件費は平成25年度実績 4,957百万円。

具体的な削減理由及び取組の内容具体的な削減理由及び取組の内容

総人件費の抑制のため、平成25年度は以下を実施。
・「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に準じた給与及び賞与の減額の継続
・退職者の不補充による人員削減

また、過去に実施した以下の措置の継続による削減効果が本年度においても奏効。
・職員給与の平均4.8％の削減（平成18年度）
職務手当の定額化（平成19年度）・職務手当の定額化（平成19年度）

・人事院勧告に基づく初任給ベースアップの見送り（平成19年度）
・役職員月例支給額の引き下げ（平成21、22年度） 、役職員賞与の引き下げ（平成21、22年度）
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「独立行政法 事務 事業 直 基本方針 措 状「独立行政法 事務 事業 直 基本方針 措 状

2. 業務運営の効率化に関する事項（7）業務の効率化

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」への措置状況「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」への措置状況
措置状況：1a・・実施期限までに実施済み 、2a・・実施中

事務・事業 講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等 今後の対応方針

01
【研究開発関連業務】技術
シーズ育成事業

研究開発関連業務の事業の重点化 23年度から実施
資金配分を徹底的に見直し、他府省等のプロジェクトとの重複排除のた

めの仕組み強化や連携強化等に取り組み、事業規模の縮減等を図りつつ、
重点化する

1a

技術シーズ育成事業（先導的産業技術創出事業）については平成24年度以降の新規
案件の採択は行わないこととした。

事業規模は平成22年度予算33.1億円から24年度予算額17.6億円と、平成22年度比
措置済み

重点化する。
で約15億円を縮減した。

02
【研究開発関連業務】ナショ
ナルプロジェクト事業①研究
開発

研究開発関連業務の抜本的見直し
事業規模の縮減・重点化
ア）ナショナルプロジェクトについて、
一者への資金配分の徹底的な見直
し
イ）産業技術総合研究所との関係の
見直し

23年度から実施

研究開発関連業務については、研究開発法人の在り方が見直される中で
文部科学省や産業技術総合研究所等との関係も含めて抜本的にその在り
方を見直す。

あらかじめ研究内容等を設定した政府主導の国家プロジェクトに重点化
することとし、以下の取組を行う。
・ナショナルプロジェクトについて、本法人の研究開発マネジメント機能がい
かされない、一者への資金配分の徹底的な見直し
・本法人が実質的に研究開発マネジメントをしていない産総研への資金配

2a

NEDOの研究開発マネジメント機能が活かされない一者による事業は実施しないこととし
ている。かかる観点から産総研向け支出も精査した結果、平成24年度には支出総額は
33億円（平成21年度比▲61億円）、件数は39件（平成21年度比▲95件）となった。

予算策定過程において、国による査定が行われており、NEDOのマネジメント機能が活
かせる事業に重点化されている。

総括部署 プ ジ ク 担 部署 る連絡会を 成 年度 開催

引き続き、NEDOのマネジメント機能を
活かすよう努める。

【研究開発関連業務】ナシ
見直し
ウ）本法人の研究開発マネジメント機
能がいかせる事業への重点化
エ）他府省等のプロジェクトとの重複
排除・連携強化

本法人が実質的に研究開発マネジメントをしていない産総研への資金配
分は全廃するなど、資金配分の徹底的な見直し
・本法人の研究開発マネジメント機能がいかせる事業への重点化
・他府省等のプロジェクトとの重複排除のための仕組み強化や連携強化

以上により、平成22年4月の事業仕分け結果を踏まえた事業規模の縮減
等を図りつつ、重点化する。

JSTの総括部署、プロジェクト担当部署同士による連絡会を平成24年度は9回開催して、
双方の事業についての情報共有や意見交換を行った。これにより、一部のプロジェクトに
ついて、具体的な連携が図られている。

03
【研究開発関連業務】ナショ
ナルプロジェクト事業②実証
事業

04
【研究開発関連業務】ナショ
ナルプロジェクト事業③基盤 新規採択の廃止 資金回収の徹底 23年度から実施

新規採択については廃止し、既往案件について、事業化計画等に関する
進ちょく状況の把握・分析を踏まえた助言、経営分析を通じた経営成績の

づ 資
2a

新規案件の採択は行っていない。
既往案件については、事業化計画の進ちょく状況等に基づき、費用対効果も勘案しつ

後 資

引き続き、新規案件の採択は行わな
い。

また、既往案件については、事業化計
づ

04 ナルプロジェクト事業③基盤
技術促進事業

新規採択の廃止、資金回収の徹底 23年度から実施
把握等に基づき、研究委託先からの収益納付・配当の促進により資金回収
の徹底を図る。

2a
つ、平成24年度は109件の報告徴収や71回の現地調査を実施した。今後とも資金回収
の徹底を図る。

画の進捗状況に基づき、費用対効果も
勘案しつつ現地調査を実施し、引き続
き資金回収の徹底に努める。

05
【研究開発関連業務】実用
化・企業化促進事業

事業規模の縮減・見直し
ア）本法人の研究開発マネジメント機
能がいかせる事業への重点化
イ）他府省等のプロジェクトとの重複
排除・連携強化

23年度から実施
予算の効率的な使用を進めるとともに、以下の取組を行う。

・本法人の研究開発マネジメント機能がいかせる事業への重点化
・他府省等のプロジェクトとの重複排除のための仕組み強化や連携強化

2a

マネジメント機能が活かせる事業に重点化するため、あらかじめ政策的ニーズの高い
課題を設定した公募を行うとともに、引き続き技術指導を行うこととした。
JSTの総括部署、プロジェクト担当部署同士による連絡会を平成24年度は9回開催して、

双方の事業についての情報共有や意見交換を行った。これにより、一部のプロジェクトに
ついて、具体的な連携が図られている。

引き続き、研究開発マネジメント機能
が活かせる事業への重点化等に努める

06
新エネルギー・省エネルギー
導入普及事業等①導入補助
等

単純な普及支援の廃止又は他の民
間団体への移管による国費の縮減

23年度中に実施
専門性を有しない単純な普及支援は、廃止又は他の民間団体へ移管す

ることにより、国費を縮減する。
1a 地域新エネ・省エネビジョン事業等を平成22年度でNEDO事業から廃止。 措置済み

補助事業の重点化等による見直し 22年度から実施
専門性を有する普及支援については、平成21年11月の事業仕分け結果

を踏まえた先端的な技術・設備への補助対象の重点化を行うとともに、地
球温暖化対策に向けた議論を踏まえ、事業の見直しを行う。

1a
エネルギー使用合理化事業者支援事業については、平成23年度でNEDO事業から廃止

し、平成２３年度以降は、実施主体をNEDOから、公募による選定に変更。
措置済み

新エネルギー・省エネルギー
新エネルギ 利用等債務保証の資 既存の保証契約に係る必要な額を算定し 不要額が確定次第 順次国庫

平成23年度以降、毎年保証契約に要する額を再計算し、不要額が確定次第、順次国
引き続き 不要額が確定次第 順次

07
新 ネルギ 省 ネルギ
導入普及事業等②新エネ債
務保証

新エネルギー利用等債務保証の資
金の国庫納付

23年度から実施
既存の保証契約に係る必要な額を算定し、不要額が確定次第、順次国庫

納付する（基金残高20億円）。
2a

平成23年度以降、毎年保証契約に要する額を再計算し、不要額が確定次第、順次国
庫納付予定。平成24年度においては債務保証残高が44.1億円から35.0億円に減少し
た。

引き続き、不要額が確定次第、順次
国庫納付に努める。

08
新エネルギー・省エネルギー
導入普及事業等③石炭資源
開発

石油天然ガス・金属鉱物資源機構へ
の移管の検討

23年度中に実施 石油天然ガス・金属鉱物資源機構への業務移管を検討する。 1a 業務移管することを決定し、関係法令を改正中（平成24年2月10日国会提出済み）。 措置済み

09 京都メカニズム事業 国の判断・責任の下で実施 27年度までに実施

京都クレジットの取得は平成25年度末に終了見込みであることから、独立
行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づき、クレジット量
の検証等が終了した段階で廃止する。

平成25年度以降の新たなメカニズムについては 国際的な検討状況等を
2a

京都議定書の約束達成に向けて平成24年度末迄に約9,753万トンの契約を行い、うち
約96％を取得済み。京都クレジットの取得は平成25年度末に終了見込みであることから、
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第１条の２に基づき、クレ
ジ ト量の検証等が終了した段階で平成28年3月31日までに廃止する

引き続き、事業の終了に向けて、本事
業の着実な実施に努める

09 京都メカ ズム事業 国の判断 責任の下で実施 27年度までに実施
平成25年度以降の新たなメカニズムについては、国際的な検討状況等を

踏まえつつ、独立行政法人の制度的見直しの中で、国の判断・責任の下で
実施する事業として整理・検討する。

2a
ジット量の検証等が終了した段階で平成28年3月31日までに廃止する。

平成25年度以降の新たなメカニズムについては、国際的な検討状況等を踏まえつつ、
整理・検討する。

業の着実な実施に努める。

10 【経過業務】鉱工業承継業務
鉱工業承継勘定の出資金の国庫納
付

22年度中に実施
企業への貸付債権、繰越欠損金等の扱いについて早急に検討し、国庫納
付する（168億円）。

1a 平成23年3月29日に国庫納付済み。（168億円） 措置済み

11 【経過業務】石炭経過業務
石油天然ガス・金属鉱物資源機構へ
の移管の検討

23年度中に実施 石油天然ガス・金属鉱物資源機構への業務移管を検討する。 1a 業務移管することを決定し、関係法令を改正中（平成24年2月10日国会提出済み）。 措置済み 106



2. 業務運営の効率化に関する事項（8）随意契約の見直しに関する事項

・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
ホ ムペ ジ 定期的 公表を実施ホームページで定期的に公表を実施。

・国の基準とも一致した契約に係る規程類（会計規程等）を整備しており、平成25年度も引き続き
ホームページで公表を実施。

・職員向けの契約・検査業務研修の実施、事業者説明会の開催（全国主要都市6箇所で開催）等に
より、契約の適正実施の確保や事業者による委託金・補助金の適正執行・不正防止を徹底。

【契約適正化のための基本的な仕組み】

• 採択者選考においては、透明性・公平性を確保するために、外部有識者で構成された採択審査委員会によ

る審査を実施。

• 採択審査委員の審査結果を踏まえ、契約の適切性について、役職員から構成される「契約・助成審査委員

会」において慎重に審議。

• 契約・検査に係るルールの一層の周知・徹底を図るため、「委託業務事務処理マニュアル」を整備。

• 監事は、随意契約の適正化の観点から全数を対象に徹底した個別監査を実施するとともに、 「契約・助成審

査委員会」における審議にも参加することで、更なる入札・契約の適正化を推進。
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2. 業務運営の効率化に関する事項（9）コンプライアンスの推進

・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。

・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。

事 を ドとする プ 推進委員会 を開催 前年度発生 ク事案 係る対応 発防 等を踏ま 年度 プ・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・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
上を図った（33回開催）。

・情報セキュリティ対策では 全役職員を対象としたｅラーニング 自己点検を実施するとともに 標的型メール対応模擬訓練（2回）も行い 情報セキュ情報セキュリティ対策では、全役職員を対象としたｅラ ニング、自己点検を実施するとともに、標的型メ ル対応模擬訓練（2回）も行い、情報セキュ
リティに関する意識の維持・向上を図った。

・平成22年度よりサーバを外部データセンターに移設するとともに全役職員にスマートフォンを配布。災害等の発生時におけるシステム及びデータの
保全並びに役職員の連絡手段を確保している。

・利益相反行為排除のための取り組みを強化するため、「業務運営における利益相反排除のための措置に関する機構達」を制定し、平成25年4月か排 強 排 機構
ら機構ＨＰに掲載。

理事長、副理事長
コンプライアンス総括管理者（総務企画担当理事）

コンプライアンス推進委員会

【コンプライアンス推進体制】

総務企画部
コンプライアンス副総括管理者（総務企画部長）

総務企画部コンプライアンス推進室

コンプライアンス推進委員会
（理事長、副理事長、関係理事、部長）

検査・業務管理部
（不正告発窓口）

人事部
（内部通報窓口）

人事部長

職員

コンプライアンス責任者（各部の部長）

コンプライアンス担当者

顧問弁護士
（外部通報窓口）事業者等

総務企画部
（通報連絡窓口）

職員
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2. 業務運営の効率化に関する事項（9）コンプライアンスの推進

・ 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講じた。

・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を周知。

・事業実施者における不正行為等を抑制するため、新規事業者や公的資金を初めて受け入れる事業者に
対して経理指導を実施。

【事業実施者に対する検査研修】
公的資金の適正な執行を確保するため 事業実施者に対して6月・9月・10月・12月の計4回 全国6箇所（東公的資金の適正な執行を確保するため、事業実施者に対して6月 9月 10月 12月の計4回、全国6箇所（東

京、名古屋、大阪、福岡、札幌、仙台）で検査研修（コンプライアンス研修）を開催。（502名が参加）
検査研修では、事業者用の委託契約等検査マニュアルを配付し、公的資金を取り扱うにあたっての心構え

や事業者におけるコンプライアンスの取組や法令・規定等に則した適正な経費執行について周知。

【新規事業者等に対する経理指導】
NEDO事業に初めて参画する事業実施者や公的資金を初めて受け入れる事業実施者に対して、経理指導

等を実施 公的資金の適正な執行等について 以下の取り組みを実施等を実施。公的資金の適正な執行等について、以下の取り組みを実施。

• 事業実施者には、検査時間の確保が容易な中間検査において、積極的に現地検査を実施し、研究の実施状
況を把握するとともに、新規事業者等に対しては現地で個別に経理指導を実施。

• 採択決定時に新規事業者を集めた事務取扱説明会を開催し 事務手続きの要点及び契約 検査に係る具体• 採択決定時に新規事業者を集めた事務取扱説明会を開催し、事務手続きの要点及び契約・検査に係る具体
的な経理内容の説明を実施。
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2. 業務運営の効率化に関する事項（9）コンプライアンスの推進

・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

会計監査人

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する
とともに、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。

監事監査内部監査

◆ 平成25年度に実施した内部監査の内容

内部監査規程に基づき、内部監査計画及び内部監査実施計画を作成し、監査を実施した。

監査項目 監査結果

委託事業に係る資産登録に いて
資産登録が必要なものについては資産管理番号等を付すこととし、
より資産管理簿と 突合を確実なも とする措置が講じられ おり

業務監査

委託事業に係る資産登録について より資産管理簿との突合を確実なものとする措置が講じられており、
今後は、同種事態の発生リスクが低減されることが期待できる。

先端研究開発支援プログラムの適正な運用等について
資産の処分状況及び機構における委託先帰属資産の管理状況に
ついて処分促進に向けた取り組みが適正に行われていることを確認
した。した。

会計監査

震災関連予算の適切な執行について
各種事業が円滑かつ迅速に実施されているか、復興基本方針や復
興計画に掲げられた施策に沿ったものとなっており、全体の予算執
行が速やかに実施されていることを確認した。

無償貸与を行った試験研究用資産の処分促進について
試験研究資産の有償譲渡等を行う事務手続きに関して処分が促進
されていることを確認した。
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2. 業務運営の効率化に関する事項（10）入札・契約の適正化

○ 「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。

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

平成24年度 平成25年度

○平成25年度に締結した契約の状況 （単位：件、千円、%）

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。

件数 金額 平均落札率 件数 金額 平均落札率

競争入札 93 933,537 82.7% 62 788,927 78.5%

企画競争・公募 389 19,846,876 401 45,667,661

随意契約※ 23 789,336 21 52,350

合計 505 21,569,749 484 46,508,939

随意契約の割合 4.6% 3.7% 4.3% 0.1%

○「随意契約等見直し計画」の進捗状況等

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

※ 不落・不調随意契約については、競争性のある契約として競争入札に含む。

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、 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図っていく。なお、随意契約のうち、契約の相手
方から第三者に再委託している契約は0件。

○随意契約によらざるを得ない契約の対平成24年度比較

郵便・電気料 12件 → 13件 14,734千円 → 16,358千円
調査等事業 1件 → 0件 15,750千円 → 0千円
指定工事等 3件 → 3件 13,965千円 → 24,304千円
その他 7件 → 5件 744,887千円 → 11,688千円 111



2. 業務運営の効率化に関する事項（10）入札・契約の適正化

・一般競争入札及び企画競争において、一者応札・応募の件数はそれぞれ一般競争入札10件、
企画競争17件 。引き続き、仕様書における業務内容の具体性の確保、公告（公募）期間の十分
な確保 入札情報の提供の充実 入札参加資格要件の緩和・改善に努める等の取り組みによ

○一者応札・応募の状況等

な確保、入札情報の提供の充実、入札参加資格要件の緩和・改善に努める等の取り組みによ
り、競争参加者の範囲拡大に努める。

一般競争入札 指名競争入札 企画競争 公募 合計

平成

24年度

平成

25年度

平成

24年度

平成

25年度

平成

24年度

平成

25年度

平成

24年度

平成

25年度

平成

24年度

平成

25年度

（件数ベース）
○ 者応札 応募の状況等

24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度

二者以上 46 51 25 1 372 384 0 0 443 436

一者 22 10 0 0 17 17 0 0 39 27

合計合計 68 61 25 1 389 401 0 0 482 463

一者の割合 32.4% 16.4% 0.0% 0.0% 4.4% 4.2% 0.0% 0.0% 8.1% 5.8%

ジ ビ 情公募・入札については、ホームページの他、メール配信サービスでも毎日情報提供を行っており、公募予告、公募、説明会

時には登録を慫慂。

技術開発事業等の企画競争については、提案者の範囲拡大の取組として、公募開始のプレスリリース、ホームページ等の

メディアを活用した公募を行うとともに、ホームページ上で公募開始の1ヶ月前に公募予告を実施。地方の提案者の利便性

にも配慮し、地方での公募説明会を積極的に開催し、競争参加者の拡大に努めている。
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2. 業務運営の効率化に関する事項（11）官民競争入札等の活用

（12）公益法人等に対する支出の適正化

・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。

・管理業務においても 情報基盤サ ビス関連業務 健康診断業務 資産管理等補助業務等について 一般管理費の削減等の・管理業務においても、情報基盤サービス関連業務、健康診断業務、資産管理等補助業務等について、一般管理費の削減等の
観点から可能な限りアウトソーシング化し、競争入札を実施。

・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。対象として選定。

・「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・「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。

【平成25年度以前にアウトソーシング化済みの主な業務例】

• 情報基盤サービス関連業務

• 外部来訪者の総合受付業務

• 科学技術館展示ブースの保守・運営業務

• 研修業務の一部• 外部来訪者の総合受付業務

• 健康診断業務

• メンタルヘルス対策支援業務

• 海外出張時の航空券手配及び損害保険付保業務

• 研修業務の一部

• メディア掲載記事等クリッピング業務

• 契約・会計等システムの運用保守支援業務

• 資産管理等補助業務• 海外出張時の航空券手配及び損害保険付保業務 • 資産管理等補助業務

• 退職給付債務の算出業務 等
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2. 業務運営の効率化に関する事項（13）役職員の給与等の水準の適正化

・平成25年度のラスパイレス指数は104.1となった。

（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）。

・評価結果に基づき、賞与においては、引き続き 大±15％の支給率の差を設けるとともに、昇給においては
5段階に分けて反映。

＜NEDO特有の背景及び民間企業等と比較しての適切性＞

平成25年度ラスパイレス指数は104.1となり、国家公務員の給与水準を上回っているが、
その理由は主に下記のとおり。

 技術開発等の業務での高度な専門性を要する業務内容に応じた給与水準を設定 技術開発等の業務での高度な専門性を要する業務内容に応じた給与水準を設定。
 技術開発に関する高い専門性が求められており、修士卒以上の技術系職員の割合が高い。
 民間給与実態調査に基づく人事院勧告及び国家公務員に準じた給与減額を踏まえ、適切に給与等を

決定している。決定している。

以上のことから、当機構の給与水準は国家公務員や企業と比較して妥当なものであると考える。
しかしながら、今後についても独立行政法人をめぐる議論を踏まえつつ、総人件費削減への取組を継続
して行 て参りたいして行って参りたい。
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参考
11 常勤役員の報酬等の支給状況（常勤役員の報酬等の支給状況（平成平成2525年度年度））

2. 業務運営の効率化に関する事項（13）役職員の給与等の水準の適正化

参考
11．．常勤役員の報酬等の支給状況（常勤役員の報酬等の支給状況（平成平成2525年度年度））

報酬等総額 就任日 退任日報酬（給与） 賞与 通勤手当等

理事長 18,725 13,637 5,088 0

（単位 千円）

副理事長A 6,762 3,019 3,743 0 平成25年6月27日

副理事長B 10,148 9,263 885 0 平成25年6月28日

理事A 14,959 10,743 4,090 126

理事B 14,998 10,743 4,090 165

理事C 8,768 5,372 3,315 81 平成25年9月30日

理事D 5,709 5,372 232 105 平成25年10月1日

理事E 1 065 0 1 065 0 平成24年8月31日理事E 1,065 0 1,065 0 平成24年8月31日

理事F 13,956 10,743 3,025 188

理事G 431 0 431 0 平成24年6月1日

理事H 5,534 2,641 2,877 16 平成25年6月27日

理事I 9,006 8,102 774 130 平成25年6月28日

監事A 7,582 4,612 2,846 124 平成25年9月30日

監事B 4,888 4,612 199 77 平成25年10月1日

監事C（非常勤） 2,166 2,166 0 0 平成25年9月30日

監事D（非常勤） 2,166 2,166 0 0 平成25年10月1日

※平成25年度の役員給与は、平成24年度に引き続き「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に準じた給与及び賞与の減額を実施。

22．．役員報酬への業績反映の仕方役員報酬への業績反映の仕方
 理事長及び監事は、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。

 その他の役員は、理事長による役員毎の業績評価に応じて決定。 115



参考

2. 業務運営の効率化に関する事項（13）役職員の給与等の水準の適正化

参考

33．．常勤役員の退職手当の支給状況（常勤役員の退職手当の支給状況（平成平成2525年度）年度）

区分 支給額（千円） 法人での在職期間 業績勘案率 摘要

理事 7,294 6年 1.0 経済産業省独立行政法人評価委員会において、業績の評価
について適切に審議された結果、業績勘案率1.0

監事 2,087 2年 1.0 経済産業省独立行政法人評価委員会において、業績の評価
について適切に審議された結果、業績勘案率1.0

44 常勤職員の給与の支給状況（常勤職員の給与の支給状況（平成平成2525年度年度））44．．常勤職員の給与の支給状況（常勤職員の給与の支給状況（平成平成2525年度年度））

区分
人員
（人）

平均年齢
（歳）

年間平均給与額（千円）

総額
うち所定内

うち賞与（人） （歳） 総額
（うち通勤手当）

うち賞与

事務・技術等 322 41.3 5,988
4,447

（161）
1,541

※在外職員を除く
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参考

2. 業務運営の効率化に関する事項（13）役職員の給与等の水準の適正化

参考

対国家公務員（行政職（一）） 104.1
＜平成25年度ラスパイレス指数＞

５．職員と国家公務員との給与水準の比較５．職員と国家公務員との給与水準の比較

地域勘案 105.4

学歴勘案 102.6

地域・学歴勘案 104.7

＜国に比べて給与水準が高くなっている理由＞

１． 学歴要因
当機構は技術的知見を駆使した専門性の高い研究開発マネジメント業務を実施していることから、職員に占める高学歴者の割合が国家公務員に比べて高当機構は技術的知見を駆使した専門性の高い研究開発マネジメント業務を実施していることから、職員に占める高学歴者の割合が国家公務員に比 て高

い。
・大学卒以上の割合 ・・・国：約54％ ＜ 当機構：約83％
・大学院卒以上の割合 ・・・国：約6％ ＜ 当機構：約36％

２．その他要因その他要因
国家公務員は、相対的に給与の低い地方部局に勤務する職員割合が高い（約75％）状況であるのに対し、当機構は本部以外の地方に勤務する職員の割

合が低く約2％にとどまっている。

平成25年度支出予算の総額に占める国からの財政支出額は約98 0％と高い割合を占めているが 当機構が実施している日本の産業競争力強化 エネル

＜給与水準の適切性の検証＞

＜指数低減に向けた取組＞

平成25年度支出予算の総額に占める国からの財政支出額は約98.0％と高い割合を占めているが、当機構が実施している日本の産業競争力強化、エネル
ギー・地球環境問題の解決等に係る各事業は、いずれも民間単独で行うことが困難であり、国からの財政支出によって実施されることを前提としていることに
よる。また、当機構の支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合は約4.1 ％ である。

117

人件費削減や給与水準低減の達成のため、これまで、昇給抑制、俸給表の平均4.8%の引き下げ、職務手当の定額化、人事院勧告に基づく初任給のベース
アップの見送り等を実施している。

＜指数低減に向けた取組＞



参考

2. 業務運営の効率化に関する事項（13）役職員の給与等の水準の適正化

参考

６．役職員の給与決定に関し特筆すべき事項６．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、 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2年連続C評価 2号俸 1号俸

D評価 0号俸 0号俸
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参考７ レクリエーション経費 食堂施設利用代 その他の法定外福利費 諸手当の適切性７ レクリエーション経費 食堂施設利用代 その他の法定外福利費 諸手当の適切性

2. 業務運営の効率化に関する事項（13）役職員の給与等の水準の適正化

参考７．レクリエーション経費、食堂施設利用代、その他の法定外福利費、諸手当の適切性７．レクリエーション経費、食堂施設利用代、その他の法定外福利費、諸手当の適切性

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。
○レクリエーション経費について

○食堂施設利用代について
機構においては、食堂施設利用代に係る支出を行っておらず、引き続き徹底。

○食堂施設利用代について

機構においては、勤務実績が良好な勤続年数30年及び20年に達した職員等に対して永年勤続者表彰
○慶弔関連の法人支出について

機構 お 、勤務実績 良好な勤続年数 年及び 年 達 職員等 対 永年勤続者表彰
を行っているが、副賞（景品）の法人支出を平成22年度より廃止。

○宿舎の見直しについて

 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）。

 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。残りの宿舎の廃止に向けて、引き続き取組みを検討中。
なお 廃止等の方針が明らかにされている宿舎以外の宿舎については 公務員宿舎制度との整合性を図

○その他の法定外福利費、諸手当について

なお、廃止等の方針が明らかにされている宿舎以外の宿舎については、公務員宿舎制度との整合性を図
りつつ、効果的・効率的な運用を前提とし、広域異動者及び緊急参集者に限るなど必要 低限の貸与を
検討。

法定 費、

 互助組織への法人支出について
互助組織が行う各種サービスに係る費用については、法人支出を行っていない。

 その他諸手当について その他諸手当について
諸手当については、原則国家公務員と同様の支給としているところ。
（本府省業務調整手当に相当する手当の導入は予定していない）
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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年度実績概要

3．財務内容の改善に関する事項



3. 財務内容の改善に関する事項（1）繰越欠損金の増加の抑制

繰越欠損金の推移

（単位：億円）

勘 定 名 平成24年度末 平成25年度末

・基盤技術研究促進勘定は制度的に欠損金が生じるという特
殊要因がある。

・平成25年度末においては 繰越欠損金は基盤技術研究促進
基 盤 技 術 研 究
促 進 勘 定

▲622.8 ▲627.8
・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）となった。

１．基盤技術研究促進事業 －欠損金リスクの生じる事業への取組、欠損金の増減の適切性及び技術開発委託先への現地
調査及び納付の慫慂

基盤技術研究は、我が国産業の国際競争力の低下が懸念される中で、その強化を図ることが重要であるが、リスクが高く、
企業単独で取り組むことが困難であり 成果が開花するまでには相当の投資と期間を要するため NEDOが国から出資を受企業単独で取り組むことが困難であり、成果が開花するまでには相当の投資と期間を要するため、NEDOが国から出資を受
けて委託により実施しているもの。

本事業においては、政府出資金を原資として事業を実施（費用として計上）する仕組みとなっていること及び民間企業と同一
の会計処理を法律により義務化されていることから、事業を遂行する過程で、会計上の欠損金が不可避に生じるもの。

＜平成25年度実績＞
平成25年度においては、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23百万円の収益納付があった。

本年度についても平成20年度から開始した「先進操縦システム等研究開発」を引き続き実施。

国

NEDO （基盤勘定）

出資金

＜今後の対処方針＞

基盤技術研究促進事業については、平成25年度末時点で627.8億円の欠損金が生じているところ
であるが、独立行政法人の欠損金をめぐる様々な議論に配慮しつつ、資金回収の徹底を図る。

・より収益納付の 大化を図るため、費用対効果も勘案しつつ、既に実用化に至っている案件に対し
NEDO （基盤勘定）

民 間 企 業 等

技術開発委託費
て実施者の事業活動の把握に努め収益納付拡大を図る。

・今後新たに実用化が見込まれる案件に対しては人材を集中させるなど、できる限り成功事例の創
出・拡充に向けた取組強化を図る。
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3. 財務内容の改善に関する事項（2）自己収入の増加へ向けた取組（3）資産の売却等

（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めている。

（固定資産について）

・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した（簿価変更＝減損）。

・研究開発資産について、事業部門と事業者との処分手続き時期の早期化及び譲渡手続きの簡略化を図ったことにより、売却手続きが迅速化して
いる。

・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、外部の特機 民 機
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。

【不要資産の処分に係る方向性】

伊東敷地については、引き続き適切な管理を行いつつ、不動産鑑定評価の結果を反映して減損会計処理を行ったうえで売却処分手続を実施。

（参考） 不要資産の処分状況

資産名称 処分状況

太宰府敷地、吉塚敷地、粕屋敷地 25年3月に売却し、25年4月に売却収入をＪＯＧＭＥＣに移管

筑紫野敷地、篠栗書庫 25年4月にＪＯＧＭＥＣに移管

【NEDO保有特許等の特徴】

筑紫野敷 、篠栗書庫 年 月 移管

伊東敷地
24年12月、25年2月、25年10月に売却処分の入札手続を行ったが
不調。26年3月に不動産鑑定評価を実施。

当機構が保有している特許等は、日本版バイ・ドール法（現産業技術力強化法）が施行された平成11年度以前の契約によるもの（25年度末141
件）。同法の精神に則り、同法施行後の研究成果から新たにNEDOへ帰属した特許権等は無いため、出願に関する方針や審査する体制はなく、知
的財産の活用に関する特段の目標は設定していない。
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3. 財務内容の改善に関する事項（3）資産の売却等

（金融資産について）

・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

産は大きく減少している。

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

適切性等を把握・検討した上で、精緻な執行管理を実施。

•長期的に保有する金融資産（投資有価証券など）の必要性については、業務を実施する上で必要な資金とし

て政府から出資を受けたものであり、業務の遂行に応じて業務費へ充当するなど有効に活用。

•保有する全ての現預金、有価証券は、前記の資産を除けば、運営費交付金(債務)に対応した研究開発等の

事業資金が大半であり、事業の進捗状況に応じ、事業者への支払等に努めるなど、精緻な執行管理を実施。

•融資等業務以外の貸付金は、当機構では保有していない。
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3. 財務内容の改善に関する事項（4）運営費交付金の効率的活用の促進

・独立行政法人における運営費交付金のメリットを 大限に活用するという観点を踏まえ、事業の進捗管理の
徹底、期中における適切な予算追加投入を行う等、機動性・弾力性を確保。
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・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
相手国政府側の手続き遅延等、やむを得ない事情により発生した債務等を除いた場合は115億円 となる 。

平成25年度の取組み

早期執行に向けた予算執行管理の高度化

・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 大化が期待できる案件等に対して追加配賦

平成25年度の取組み

を実施。積極的な事業計画の前倒しにより成果の 大化が期待できる案件等に対して追加配賦。

・事業の進捗状況に応じ、事業者への支払等に努めるなど、精緻な執行管理を実施。

運営費交付金債務額の推移

平成 年度末の運営費交付金債務は総額 億円とな たが 年度末に交付された補正予算（ 億円）及び国際事業にお

（単位：億円）

平成24年度 平成25年度

うち当初予算

・ 平成25年度末の運営費交付金債務は総額345億円となったが、年度末に交付された補正予算（102億円）及び国際事業にお
ける相手国政府側の手続き遅延等、やむを得ない事情により発生した債務等（128億円）が主な要因となっている。

平成23年度
相手国起因等

うち当初予算

うち補正予算
相手国起因等

運営費交付金総額（A） 1,385 1,216 1,211 1,109 102運営費交付金総額（ ） , , , ,

運営費交付金債務額（Ｂ） 535 375 200 345 243 128 102

債務残高割合(B/A) 38.6% 30.8% 16.5% 28.5% 21.9% 11.5% 100%
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3. 財務内容の改善に関する事項（5）剰余金の適正化

・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り、何れも業務運営を適切に実施した結果である。

•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が

利益剰余金の推移

（単位：億円）

平成 平成

な発 要因 、研究開発資産売却 入等 あり、何 業務 営を適切 実施 結果 あ 。

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が
発生することはない。

•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 4億円が計

勘定名
平成

24年度末
平成

25年度末

一 般 勘 定
55.1

(33.8)
10.9

定、エネルギ 需給勘定、鉱工業承継勘定）で計43.4億円が計
上された。

•この利益剰余金は、主に以下の発生要因により生じたもの。

電 源 利 用 勘 定
20.2

(24.6）
4.6

エネルギー需給勘定
60.3

(316.5）
27.9

[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 1.5 0.1

合計
137.1

(375.0）
43.4

終了した研究開発事業に係る資産につ
いて、他の事業への利活用調査を行っ
た上 適切に処分

⇒ 研究開発資産売却収入

(注1) 平成24年度末のカッコ内は、運営費交付金債
務残高の全額収益化の金額であり、外数であ
る。

(注2) 平成24年度末の計数については、平成25年度

た上、適切に処分。

[鉱工業承継勘定] 

一般管理費（人件費）の負担率が変更 ⇒ 退職給付引当金戻入益
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末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
いる。

般管 費（人件費） 負担率 変更
（0.093%→0.02%）されたことに伴い、退
職給付引当金の所要額が減少。



3. 財務内容の改善に関する事項（5）剰余金の適正化

・主たる業務である技術開発関連業務は、支出額を限度として収益化を行っており、利益は発生していない。

・一方、附帯的業務等により、研究開発資産売却収入等による利益が発生している。これらの利益は、総務省
の示す認定基準に合致しないことから、目的積立金の申請はしていない。示す認定基準 合致 な 、目的積 申請 な 。

[目的積立金]

目的積立金は、独法会計基準上、独立行政法人の経営

（※）＜経営努力の概念（総務省）＞

①法人が新規性・自主性のある活動により、

[目的積立金を申請していない要因]

目的積立金は、独法会計基準 、独立行政法人の経営
努力（※）により生じたとされる額である。

① 規
②運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基
づかない収入を増加させたり、費用を節減させたりすることを通じ、
③当該事業年度において利益を増加させるもの

[目的積立金を申請していない要因]

＜主たる業務からの目的積立金＞

当機構の主たる業務である技術開発関連業務は、外部の民間企業・大学等を 適に組み合わせた実施体制に対する委託や
助成により実施しているが その技術開発の成果と費用とを関連付けることが困難なことなどから 支出額を限度として収益化助成により実施しているが、その技術開発の成果と費用とを関連付けることが困難なことなどから、支出額を限度として収益化
を行っており、主たる業務からは利益が発生せず、目的積立金の原資はない。

一方、附帯的業務等に起因して利益が発生しているものの、以下の理由により目的積立金の申請は行っていない。

利益 主な発生要因 総務省 す認定基準と 関係＜利益の主な発生要因＞

終了した技術開発事業に係る研究開発資産売却収入

当機構が保有する特許権等の知的財産権実施料収入

＜総務省の示す認定基準との関係＞

他法人の申請やその承認の状況を鑑みると、当機構で平成２５年度末現在
までに発生した利益剰余金の発生要因については、何れについても総務省
から示された「経営努力の概念」として認められることが困難。

受取利息の財務収益等

今後、目的積立金を巡る動向（経営努力の概念等）を見極めつつ、当機構と
して目的積立金の申請対象が生じればこれを実施する予定。
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3. 財務内容の改善に関する事項（6）リスク管理債権の適正化

・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年度末に総額15.6億円（対前年度138億円減）の計上となった。

（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）

（単位：千円）

【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 △2 138 28 975 （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 1 358 901 205 742 1 564 643 （注）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%
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（注）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。

※計数は四捨五入のため端数が合計と一致しないものがある。



3. 財務内容の改善に関する事項（6）リスク管理債権の適正化

・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。

貸倒懸念債権、

事業名称 破産更生債権

等 （千円）

管理状況、解消に向けた取組方針

新エネルギー 1,213,226 債務者の経営状況及び資金収支等の把握により適切なリスク管理を行い、
利用等債務保

証制度

（ エ ネ ル ギ ー

需給勘定）

債務者との返済交渉等、債権回収額の 大化に向け管理・回収を行ってい

る。

今後も同様に債権の管理・回収を行っていくとともに、保証履行先につい

は求償権回収 大化 努めるととも 法的処分等を含め適切 対処需給勘定） ては求償権回収の 大化に努めるとともに、法的処分等を含め適切に対処

していくものとする。

研究開発等業 276,407 委託等事業等における過払い金等の返還処理において、返還が一部滞っ
務（一般勘定、

エネルギー需

給勘定）

た案件が発生したために計上したもの。今後も債権の管理・回収に努める。

鉱工業承継業

務

(鉱工業承継

勘定)

75,010 債務者の経営状況及び資金収支等の把握により適切なリスク管理を行い、

債務者との返済交渉等、債権回収額の 大化に向け管理・回収を行ってい

る。

今後も同様に債権の管理 回収を行 ていくとともに 破産更生債権等に
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勘定) 今後も同様に債権の管理・回収を行っていくとともに、破産更生債権等に

ついては、法的処分等を含め適切に対処していくものとする。



3. 財務内容の改善に関する事項（6）リスク管理債権の適正化

・新エネルギー利用等債務保証制度
・本債務保証業務については平成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18億円となっている。

・引き続き、債務保証中案件については、代位弁済の発生可能性を低減させるべく債務保証先を適正に管理するとともに、引き続き、債務保証中案件に いては、代位弁済の発生可能性を低減させる く債務保証先を適正に管理するとともに、
求償権については回収の 大化を実現させるべく必要な措置を講じていく。

・ 鉱工業承継業務
• 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。貸付金のうち、約定償還金に いては平成 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2件について回収に努め、うち1件について一部弁済を受けた。
（回収実績額3.6百万円）

• 第3期中期目標期間中における回収額の 大化に向けて、引き続き計画的かつ適正な債権管理を実施していく。

■新エネルギー利用等債務保証制度
・本債務保証業務については、「経済産業省所管独立行政法人の改革について」（平成22年4月19日経済産業省公表）に基づき、22年度から新規

引受を停止
・ 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）において、本業務の原資である基金20億円（政府出資金）に

ついては 既存の保証契約に必要な額を算定し 不要額が確定次第 順次国庫返納することとされている しかしながら 現状 25年度末保証

【業務運営上のポイント】

●可能な限りリスクを低減するため 現地調査等により業況を把握

ついては、既存の保証契約に必要な額を算定し、不要額が確定次第、順次国庫返納することとされている。しかしながら、現状、25年度末保証
残高は代位弁済後の基金残高（約7億円）を大幅に上回っており、代位弁済発生リスクの可能性も払拭できないことから、現時点では不要額が
確定できない状況。今後、既存の保証契約の償還が進み必要額が算定出来た段階で、確定不要額を国庫に返納する予定。

●可能な限りリスクを低減するため、現地調査等により業況を把握。
●繰り上げ一括償還の推進。

●求償権について回収の 大化に努める。

■鉱工業承継業務

【業務運営上のポイント】

●貸付金等の回収については債権の管理等を適切に行い、平成27年度末までの業務終了に努める。
●業務終了までの間、鉱工業承継勘定に欠損金が発生しないよう、引き続き、経費節減に努める。

129



3. 財務内容の改善に関する事項
（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

・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・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の認可がなされた。

○昭和53年7月、7法人により「通商産業関係特殊法人厚生年金基金」（現・通産関係独立行政
法人厚生年金基金。現在9法人が加盟）を設立し、国の厚生年金の一部を代行するとともに、
基金独自の年金を上乗せ給付している基金独自の年金を上乗せ給付している。

○年金資産は金融機関に運用を委託し、平成24年度末日時点の年金資産合計額（時価総額）
は445億円。は445億円。

○「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律」の施行（平成26年4月）を踏まえ、平成27年4月の実施に向けて「代行返上 及び 新たな法律」 施行（ 成 年 月）を踏 、 成 年 月 実施 代行 及 新
年金制度への移行」を検討中。

○平成26年1月末、「将来期間の代行部分」に係る支給義務の停止の認可申請を行い、同年3
月に認可がなされた。
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3. 財務内容の改善に関する事項（8）関係法人等への支出の適正化

・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。

・関係法人への再就職及び関係法人への補助金支出や取引等の状況を財務諸表に明記。

・経済産業省による独法見直しを踏まえ 公益法人一者など少数者によるプロジェクトは 原則・経済産業省による独法見直しを踏まえ、公益法人 者など少数者によるプロジェクトは、原則、
平成22年度をもって廃止。

・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。

関連法人 特定関連会社

関連会社

ＮＥＤＯが５０％以上出資している法人等

ＮＥＤＯが２０％以上出資している法人等

●政府による 近 主な見直し方針等

関連公益法人等

取引高の１／３超がＮＥＤＯとの取引である法人等

●政府による 近の主な見直し方針等

1. 経済産業省による独法見直し（平成22年4月19日）を踏まえ、公益法人一者など少数者によるプロジェクトは、原則、平成22
年度をもって廃止。複数者によるプロジェクトであっても公益法人への支出比率の高いプロジェクトについては、公益法人向
け支出を大幅に削減。支 を 幅 減。

2. 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日閣議決定）に基づき、平成23年7月から、①NEDOとの取
引高が総売上高の三分の一以上を占め、かつ、②NEDOから再就職している者がいる法人について、法人名、NEDOからの
再就職者人数、NEDOとの取引高等を公表。 131



3. 財務内容の改善に関する事項（8）関係法人等への支出の適正化

NEDOの関係法人の法人数推移

平成
15年度

平成
16年度

平成
17年度

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

特定関連会社 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

関連会社 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

関連公益法人等 43 36 44 41 29 22 27 24 21 27 21

（財団法人） 16 16 17 19 13 10 8 6 1 2 0

（社団法人） 6 3 4 5 3 2 3 3 2 1 0

（技術研究組合） 15 15 14 10 11 7 13 12 18 22 20

（NPO法人） 5 2 4 3 2 3 3 3 0 2 1

（参考）過去 あ た 特定関連会社 関連会社

（中間法人等） 1 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0

注：平成25年度の関連公益法人等は21法人。うち、公益法人が0法人、技術研究組合が20法人、NPO法人が1法人。

（参考）過去にあったNEDOの特定関連会社、関連会社
○特定関連会社は、平成16年度まで3社あったが、いずれも平成17年度中に株式処分又は清算済み。

当該3社は、国がNEDOを通じて産業投資特別会計で出資、残りを民間及び地方公共団体が出資して、昭和63年度～平
成2年度に設立された研究基盤施設整備法人。

○関連会社は 成 年度ま 社あ たが 社は 成 年度中 社は 成 年度中 株式処分済○関連会社は、平成16年度まで3社あったが、2社は平成16年度中、1社は平成19年度中に株式処分済み。
当該3社は基盤技術促進センターが昭和61年度～平成3年度に出資を行い、同センター解散伴いＮＥＤＯ法附則第9条に
基づきNEDOが処分業務を承継した法人。
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