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国立研究開発法人審議会 

第１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２７年７月１５日（水） １５：００～１７：００ 

２．場 所 経済産業省 別館１階  １０１－２共用会議室 

３．議 題 

（１）国立研究開発法人審議会新エネルギー・産業技術総合開発機構部会の部会長選

任について 

（２）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の平成２６年度業務実

績に自己評価書について 

（３）その他 

出席委員 

  渡部部会長、荒牧委員、高井委員、竹内委員、米倉委員 

 

○山田技術振興・大学連携推進課長  只今より第１回の経済産業省国立研究開発法人審

議会の新エネルギー・産業技術総合開発機構部会（ＮＥＤＯ部会）を開催させていただき

ます。 

 本日は第１回のＮＥＤＯ部会ということでございまして、部会長がまだ決まっておりま

せん。この後、議題の１で部会長の選任を行いたいと思いますけれども、それまでは私ど

も事務局のほうで議事進行を行わせていただきたいと思います。 

 まず、ＮＥＤＯ部会を開催するに当たりまして、本年度から変更となりました独立行政

法人の評価につきまして、簡単にご説明をさせていただきます。 

 今年の４月から改正独立行政法人通則法が施行されたということでございまして、昨年

度までの独立行政法人評価委員会による評価から、独立行政法人自らが評価を行った上で、

これを活用しつつ主務大臣による評価を実施するという仕組みに変更になりました。また、

独立行政法人の中でも研究開発を主たる業務とする国立研究開発法人の評価を主務大臣が

実施するに当たっては、研究開発の事務及び事業に関する事項については、各省に設置さ

れた国立研究開発法人審議会の意見を聞くということになっております。また、ＮＥＤＯ

には研究開発業務とは別に京都メカニズムに関するクレジット取得の関連の業務がござい

まして、この業務につきましても、本日ご出席いただいている委員の皆様方から有識者と
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いう立場でご意見をいただければと、このように思っております。 

 改めまして、本日ご出席いただいている委員の皆様方から、ＮＥＤＯから提出されてお

ります自己評価書に対し、総務省の指針に従いまして意見等をいただくということでござ

います。各委員におかれましてはよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、議事に入る前に、事務局とＮＥＤＯから一言挨拶をさせ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、星野審議官から一言お願いいたします。 

○星野審議官  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す。

産業技術環境局で産業技術、国際標準等々を担当しております星野と申します。 

 今、事務局からもご説明ありましたけれども、本日、第１回の国立研究開発法人のＮＥ

ＤＯ部会ということでございまして、ご就任いただきました荒巻先生、高井先生、竹内先

生、米倉先生、渡部先生におかれましては、本当にお忙しい中ＮＥＤＯ部会委員への就任

をご承諾いただきまして、どうもありがとうございます。 

 先ほどご案内いたしましたように、この４月から独法の通則法を改正しまして、さまざ

まな評価の仕方、あるいは組織のあり方が大きく変わりまして、特に評価につきましては

政府自らが今度は評価をするのですが、それに関しまして、今回はＮＥＤＯ自らが評価を

行った上で、本日お集まりの委員の方々からのご意見を参考に最終的には、主務大臣が評

価を行うということになった次第でございまして、従来は外部の先生方による評価委員会

というところで評価をしていただいていたのですが、この点が大きな変更点でございます。 

 その中でＮＥＤＯにおきましては、平成２５年度から２９年度までが第三期の中長期目

標、計画となってございますので、２６年度といいますとちょうど真ん中の期にございま

す。このＮＥＤＯの自己評価についてお諮りを申し上げて、ご意見を賜るということでご

ざいます。 

 私どもは、申し上げるまでもなく、産業技術政策あるいはイノベーション政策というも

のでＮＥＤＯを中核に位置づけておりますので、一つの面ではＮＥＤＯを前面に立てて政

策を進めておりますけれども、やはり評価という立場もございます。しっかりと評価をし

ていきたいと思いますが、そのためにも、それぞれの先生方のお立場からご見識あるいは

忌憚のないご意見を賜るということは非常に貴重でございます。最近、開発あるいはプロ

ジェクトを進めるということと、評価をしっかりやって次につなげる、ＰＤＣＡとよくい

われますけれども、それが今まで以上に重視をされている時代でございますので、是非ご
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協力をお願いしたいと思っております。 

 実際にＮＥＤＯもさまざまな新しい動き、産総研と連動しましてイノベーションの話も

ございますし、後ほど紹介があると思いますけれども、技術戦略研究センターの設置、あ

るいはプロジェクトマネジメントの方法を新しくしたりとございます。そのあたりもいろ

いろとご意見をいただければと思います。 

 本日は、少し長丁場にもなりますけれども、ぜひよろしくお願いいたします。どうもあ

りがとうございます。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  続きまして、本日はＮＥＤＯから出席者が来てお

りまして、古川理事長からご挨拶をお願いできればと思います。 

○古川理事長  理事長の古川でございます。いつも先生方には、大所高所からＮＥＤＯ

のオペレーションに関しましていろいろご指導いただいております。ありがとうございま

す。 

 今回、国立研究開発法人の第１回のＮＥＤＯ部会ということでございますけれども、審

議いただく内容は、昨年度、独立行政法人として行いましたオペレーションに対するご評

価ということで、少し複雑にはなっておりますけれども、私ども、先ほど星野審議官から

お話がございましたように、国の成長戦略を担う中核部隊として、成長戦略にどう寄与し

ていくかということを日々オペレーションしておりますが、まだまだ至らぬ点もたくさん

ございます。今日も、そういうご指摘がいろいろあろうかと思いますけれども、いずれに

しても、産官学のイノベーションを起こすという基本的なミッションをきちっと遂行すべ

くやってまいりたいと思いますので、いろいろご指導をよろしくお願いいたします。あり

がとうございます。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、本日は第１回の部会ということでございますので、委員の皆様

方のご紹介をさせていただければと思います。あいうえお順で恐縮ですが、お名前を紹介

させていただいたときに、一言で結構ですので、ご挨拶をいただければと思います。 

 それでは、荒牧公認会計士事務所の所長の荒牧委員でいらっしゃいます。 

○荒牧委員  荒牧でございます。技術関係のことは全く専門外で、お役に立てないかと

思いますけれども、それ以外の部分で、私の専門分野の見地から少しでもお役に立てれば

と思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  続きまして、東京大学の大学院工学系の研究科教
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授の高井委員でございます。 

○高井委員  高井と申します。工学系研究科でバイオエンジニアリング専攻というとこ

ろで医療関係の研究をしておりますが、かつてＮＥＤＯと太陽電池の研究をしていたとい

うこともありまして、専門分野としては少しかかわっていけるかなと思っております。こ

のような審議に対する知見は余りないのですが、昨年度から引き続きやらせていただいて

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  続きまして、国際環境経済研究所の理事・主席研

究員の竹内委員でございます。 

○竹内委員  今年度から初めて参加させていただくことになりました国際環境経済研究

所の竹内と申します。エネルギー・環境分野を勉強しておりまして、特に地球温暖化問題

に向けた技術というところで私も勉強させていただければと思っております。よろしくお

願いいたします。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  続きまして、一橋大学イノベーション研究センタ

ーの教授の米倉委員、お願いします。 

○米倉委員  一橋大の米倉です。プロセスも大事なのですけれども、やはり研究者とか

が本当に研究することに時間を集中できるような審議プロセスというものを何とか実現し

たいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  それでは、最後でございますが、東京大学政策ビ

ジョン研究センターの教授の渡部委員でございます。 

○渡部委員  渡部でございます。知的財産に関係するような研究を中心にやっておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  それでは、議事に入ります前に、配付資料の確認

をさせていただきたいと思います。 

 きょうは結構たくさん資料がございまして、議事としては大きく２つございますが、「議

事次第」という紙がございます。また、資料１は概要のパワーポイントの資料で、資料２

というのは、自己評価の概要ということでＡ３の横長の紙でございます。資料３が実績の

概要ということで、「補助版」と書いていますが少し厚めの資料。資料４というのが自己評

価書そのものでございまして、かなり大部の１００ページ以上のものでございます。その

ほか、参考資料として部会の委員名簿、あと、今回自己評価に対する意見をいただくこと

になるのですが、変わりました改正通則法の概要をまとめた参考の規程、参考資料２とい
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うことでございまして、こちらのほうには、今回自己評価ということでＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄという評価の項目があるのですが、どういうものがそうなのかという区分のようなもの

もつけてございます。最後に、参考資料３は「国立研究開発法人審議会について」という

ことで、見直しされた仕組みについて簡単にまとめた資料でございます。 

 以上の資料でございますが、もし不足がございましたら事務局のほうにお申し出いただ

ければと思いますが、よろしゅうございますか。よろしければ、そのまま開始させていた

だきます。 

 それから、本日の配付資料とか議事録は、当省のホームページで公表をさせていただく

ことをあらかじめご承知いただければということと、あと議事録につきましては、後日ご

確認させていただくような手続をとらせていただきたいと思っておりますので、この点も

あわせてよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事次第に従いまして議題１に入ります。今日は、第１回目の部会というこ

とで部会長が決まっておりませんので、部会長の選任の手続ということでやらせていただ

ければと思います。手続的に申しますと、参考資料１ということで、本日は、５名全員の

委員の方に来ていただいておりますけれども、この方々の中から１名選任するということ

ですが、互選という形で決めていくことになりますけれども、どなたか立候補される方は

いらっしゃいますか。（各委員を確認）立候補される方がいないということでしたら、渡部

委員にお願いできればというふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。よろし

ゅうございましょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、異議がないということで、部会長を渡部委員にお願いさせていただきたいと

いうふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、渡部委員、座席をかわっていただいて、こちらのほうにお越しいただいても

よろしいでしょうか。 

     （部会長着席） 

○山田技術振興・大学連携推進課長  それでは、渡部委員、一言お願いしてよろしいで

しょうか。 

○渡部部会長  改めて、部会長ということでよろしくお願いいたします。先ほどお話し

いたしましたけれども、私は知財の研究みたいなことをやっておりまして、このＮＥＤＯ

の活動については、ＮＥＤＯバイ・ドール特許の分析など、ここ２～３年やったりしてい
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ました。それに加えて、経産省、ＮＥＤＯに関していろいろ評価の委員会をさせていただ

いていまして、経産省は産構審の技術評価のほう、ＮＥＤＯも追跡評価の委員会をやらせ

ていただいておりました。評価という観点では少しはいろいろなことをやらせていただい

ていますが、法人としてどうかというのは新しい観点なので、委員の皆さんのご意見を賜

りまして、しっかりとりまとめに貢献できればと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  ありがとうございました。 

 それでは、これからの議事進行は渡部部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○渡部部会長  早速ですけれども、議事を進めさせていただきたいと思います。 

 議題２の「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の平成２６年度業務

実績に関する自己評価書について」でございますけれども、評価項目として４項目ござい

ます。 

まずは、ＮＥＤＯから自己評価書の全項目についてご説明いただいて、後ほど、それぞ

れの項目について委員の先生方からご意見をいただくという形で進めさせていただきたい

と思います。 

 それでは、ＮＥＤＯから説明をお願いいたします。 

○中山理事  ＮＥＤＯの中山と申します。よろしくお願いいたします。少し長くなりま

すので、座ってご説明させていただきます。 

 先ほど山田課長から資料についてご説明がありましたけれども、改めて私のほうから、

資料１から４の性格と申しますか位置づけについてご説明をさせていただきます。 

 これから、平成２６年度にＮＥＤＯがどのような仕事をしてきたか、それに基づいて私

どもがどのような自己評価をさせていただいたかをご説明させていただくわけですが、順

番としては逆になりますけれども、最初に資料４という資料がございます。これは、指定

されたフォーマットがございまして、中期計画に基づいて一つ一つ昨年度どういうことを

やってきたかを書き込みなさいという、指定されたフォーマットに基づく資料でございま

す。これだけですと非常に読みにくいので、昨年までの別のやり方による評価のときもそ

うでしたけれども、これをパワーポイントに翻訳するということを各独法させていただい

ております。それが資料３です。ただ資料３も、これでもまだ大部でございますので、本

日いただいたお時間の中できちんとご説明できるようにコンパクトにまとめたものが資料
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１でございます。本日は、この資料１を基本にご説明をさせていただきます。ただ、この

資料１、３、４というのが昨年度までの各法人のプラクティスなのですけれども、資料１

だけですと資料４との対応関係がわかりにくいです。したがって、私どもがどのように考

えて自己評価をさせていただいたのかを、資料４の要約版として、資料２というＡ３の紙

としてお配りしております。したがいまして、資料１と資料２、行ったり来たりしながら

ご説明させていただくことをお許しください。 

 それでは、早速でございますが、資料１に沿って平成２６年度、昨年度１２ヵ月、ＮＥ

ＤＯが何をやってきたか簡単にご説明をさせていただきます。 

 資料１、まず「０．ＮＥＤＯの概要」と書いてありますけれども、昨年度、平成２６年

度がＮＥＤＯにとってどういう年であったかというのを一言だけご説明させていただきま

す。 

 スライド４は皆さんご案内のことですので割愛させていただきますが、スライド５、Ｎ

ＥＤＯは、国立研究開発法人ですが、自ら研究者を雇用しないというところに最大の特徴

の一つがあると思っております。このため、研究開発テーマを選定するときの自由度も高

くなりますし、どういう研究者のチームをつくって研究開発を進めていくか、編成の自由

度も非常に上がっております。ＮＥＤＯは、この強みを生かさなければいけない組織だと

思っておりますが、逆にいえば、自らは研究者を雇用しませんので、それ以外のところで

どういう付加価値をつけたのかというところを常に問われてきた組織でございます。その

際のキーワードが、そこの２つ目の記述にあるプロジェクトマネジメントということだと

思っております。 

 スライド６が、平成２６年度がどういう年であったかということなのですけれども、Ｎ

ＥＤＯは長い歴史の中でさまざまな業務を遂行してまいりました。一昨年度、平成２５年

度にスタートした第三期中期計画期間に入る際にもかなり業務が整理されまして、研究開

発に専念するという体制が整ったわけでございます。逆に申し上げれば、先ほど申し上げ

たようなプロジェクトマネジメントでどういう付加価値をつけていくかというのが問われ

る体制になって２年目の年であったというのが平成２６年度の位置づけだと思っておりま

す。 

 スライド７、プロジェクトマネジメントは局面ごとにいろいろなことがあることを書い

ております。 

 スライド８をごらんください。平成２６年度はどういう年だったかということで、政府
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側でＮＥＤＯに対してどういう期待が述べられていたかということで、幾つかの文章を抜

粋させていただいております。実用化への橋渡し、オープンイノベーション、中堅・中小・

ベンチャー支援といったところがキーワードかなと私どもとしては理解しておりました。 

 平成２６年度の位置づけは以上といたしまして、早速ではございますが、平成２６年度、

ＮＥＤＯが何をやってきたかについてご説明をさせていただきます。 

 ここで一回、資料２に行っていただきたいのですか、自己評価、それから、これからい

ただく評価については配点が決まっております。これはほぼ各独法共通なのですけれども、

Ⅰ．の項目が、平たくいえば本来業務をちゃんとやってきたかということで、配点として

７０点です。資料２の左上の小さい四角をごらんください。この６５％と５％を足すと７

割になりますが、要するに本来業務でどういう仕事をしてきたかということで評価の７割

が決まります。それからバックオフィスについて。業務運営についてどういう効率化を図

ったか、組織その他どういう見直しを行ってきたかということで１５％、お金の動かし方

について１５％という配点になっております。 

 Ⅰ．の項目の本来業務でどういう仕事をしてきたかということについて、まずご説明を

させていただきます。 

 戻っていただいて、資料１のスライド１０でございます。プロジェクトマネジメントの

強化ということで、研究者を直接雇わない組織としては、まず、どういうテーマ選定をす

るか、どういうテーマの研究開発をすべきだということを国に提言していくかというのは

非常に重要な機能だと思っています。このため、先ほど来お話に出ていますとおり、技術

戦略研究センターというインハウス・シンクタンクを去年の４月に作りました。また、骨

太のナショナルプロジェクトのテーマを探していくために効果があるのではないかという

ことで、エネルギー・環境新技術先導プログラムという、ちょっと長い名前ですけれども、

テーマを拾い上げるための仕組みというのを昨年度から始めています。それから、テーマ

を選んでプロジェクトを進めていく上では、どういうチームを組んで、そのチームにどう

仕事をしていってもらうか、状況の変化に応じてどう柔軟に対応していってもらうかとい

うことで、プロジェクトマネジャーと呼ばれる立場の人間の役割が重要になってまいりま

す。このため、その責任と権限を明確化するための規程の整備といったものも昨年実施し

ております。 

 スライド１１、プロジェクトマネジメントした結果としてどういう成果が上がっている

のかということについても、毎年、調査、評価をいただいております。先ほど渡部先生か
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らも少しご紹介がありましたけれども、１つ目、スライド１１の最初の記述ですけれども、

前年度に終了したナショナルプロジェクトについては、全て外部のアカデミアを中心にし

た先生方に評価をしていただいております。平成２５年度に終了したプロジェクトについ

て平成２６年度評価をしておりまして、ナショナルプロジェクトの成果物については、全

て合格で１５件、優良が１４件という結果でございました。 

 ちなみに、この差分の１件はヒートポンプのプロジェクトで、都市排熱等を使うプロジ

ェクトで、技術的にはいいものがあったのですけれども、なかなか採算性をとって実用化

につなげていくのは難しいのではないかということで、優良という評価をいただけなかっ

たものでございます。 

 それから、フォローアップとしまして、テーマ公募と呼んでおります企業側がテーマを

自分で考えて応募してきたものについては、事業を終了して３年経ってから。それから、

ナショナルプロジェクトと我々は呼んでいますけど、国やＮＥＤＯ側でテーマ、課題を設

定するものについては、５年経ってから実用化につながっているかどうかについてのフォ

ローアップ調査をしております。資料に書いてありますとおり、数字的には過去実績をも

とに決められた目標値を上回っており、大体過去の相場を上回る結果が昨年は出ておりま

す。 

 それから、プロジェクトマネジメントを行ってプロジェクトがどういう成果を上げたの

かということについては、平たくいえば、税金を使ってＲ＆Ｄ、どういう成果を上げたの

かということも問われております。これは海外にもなかなかいい手法がなくて、我々も、

どういう形で評価をしてきちんとご説明をしていけばいいのか日々悩んでいるところなの

ですけれども、ＮＥＤＯプロジェクトが無かりせば、世に出なかったであろう商品という

のをフォローアップ調査、追跡調査をいたしまして、どれぐらい注ぎ込んでどれぐらいの

売上高が出ているか、ざくっとした数字をつくるということをやって、評価方法としても

いろいろな方にお諮りをして、よりよいものに今後していきたいというふうに考えている

ところでございます。また、プロジェクト成果の見える化といったことにも取り組んでお

ります。 

 ここで、資料２のほうに飛んでいただきたいと思います。「Ⅰ(１）の技術開発マネジメ

ント関連業務の(ア)技術開発マネジメントの機能強化」というのが、今申し上げたことで

ございます。主な評価根拠の欄に記載のありますとおり、センターを設置するなどプロジ

ェクトマネジメントについては、昨年度はいろいろな工夫をして新しい組織も立ち上げま
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した。その組織も１年間で１９分野、技術戦略をつくるといったアウトプットも出しつつ

あります。プロジェクトマネジャーの権限・責任の明確化、先ほど申し上げたとおりであ

りますし、プロジェクトマネジメントの結果としてどのような成果が上がり、実用化につ

ながっているか、中期目標で定められた方法による数字の点検でも悪い数字は出ていない

ということで、自己評価としては、技術開発マネジメントに限って言えば、１２ヵ月でで

きることとしてはこれ以上なかなかできないなと私どもとしては思っているということで、

ここのパートについてはＳ評価をつけさせていただきました。 

 続きまして、また資料１に戻ってください。スライド１３、情報発信でございます。昨

年は１２年ぶりにＮＥＤＯ全体の成果報告会「ＮＥＤＯフォーラム」、２日間にわたるもの

でしたが開催いたしました。もちろん分野ごとの成果報告会は、これまで毎年やっていま

したけれども、プレナリーとコンカレントを組み合わせたトータルにＮＥＤＯの成果を問

う成果報告会は１２年ぶりでございまして、いろいろなフィードバックもいただいており

ます。 

 それから、今年１２月のＣＯＰ２１をにらんで、地球環境版のダボス会議と我々は呼ん

でいますけれども、ＩＣＥＦという会議も去年の秋、初めて開催させていただきました。

これも８０ヵ国から８００人程度の参加をいただいています。 

 それからスマートコミュニティ分野については、まだまだ海外あるいは国際的なレベル

でもきちんとした組織化というのは進んでない中で、ＩＲＥＤと呼ぶ関係者の国際会議、

これは３０ヵ国から３００名程度ですけれども、これも初めて日本で開催させていただき

ました。 

 それから、お手元にありますような白書類、昨年度はロボットについての白書、水素エ

ネルギーについての白書ということで、公的機関が内外のいろいろな情報を整理して、あ

るいは今後の技術課題を整理して刊行することには意味があるのだろうと思ってこういう

ことをしておりますが、これも昨年度の取り組みでございます。 

 資料２に戻っていただきまして、「(イ)の情報発信の推進」ということでも、ここの分野

についても、１２ヵ月でＮＥＤＯとしてできることとしては目いっぱいだというのが私ど

もの実感でございまして、これもＳ評価をつけさせていただいたということでございます。 

 資料２の次の項目に「(ウ)国際共同事業の推進」という項目がございます。これは後ほ

どご説明する、このページの一番下から３行目にあります「(キ)の国際展開支援」とは別

に項目立てがされていまして、私どもとしては、下の(キ)が、海外で技術の実証を行って、
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技術的にどういう成果を上げたかということ、上の(ウ)は、公的機関として海外の公的機

関とどういう戦略的なアライアンスを構築したかということなどだと理解しております。

(ウ)については資料１に資料を入れておりませんので、資料２のみでご説明させていただ

きますが、昨年度はアメリカ、イスラエルなど海外の研究機関、公的機関と新たに１４件

の協定を締結しています。それから、中期目標ではコファンドというのを海外の公的機関

とできないかと。この場合でいいますとフランス企業と日本企業の共同研究プロジェクト

に対して、日本のＮＥＤＯとフランスの公的機関がそれぞれお金を入れるということで、

官民、日仏と２×２でなかなか調整が大変なのですけれども、こういったことをやってみ

たらどうかということを国のほうからご示唆いただいておりまして、これについてもよう

やく１号案件、２号案件を採択することができました。本来でしたらＡ評価としたいとこ

ろでしたが、残念ながら、フランス側の事情でまだ企業名は公表しておらず、したがって、

プロジェクトの実施はこれからというところでしたので、Ｂ評価ということにさせていた

だきました。 

 ここで資料１に戻っていただきます。スライド１４、中堅・中小・ベンチャー企業等の

支援ということでございます。昨年度、主にどういうことをやってきたか。①として、組

織をつくりました。これはもともと技術開発推進部という組織がございましたが、そこの

機能を一部切り離し、整理しまして、中堅・中小・ベンチャーの支援ツールをそこに集め

るといった組織改革をしております。 

 ②として、いわゆるベンチャー企業の支援措置として、カタライザーと呼んでおります

支援する側、実際に技術を開発して事業につなげようとする側、双方に対してきちんと支

援をしていくという制度をつくって、実施しております。 

 それから、ＮＥＤＯとしてなぜ中堅・中小・ベンチャー支援を行うのか、ほかにも多々

ある中で、という中では、ＮＥＤＯ本来の業務として技術を磨いていくときにこういった

出口、事業計画を意識してもらう、ユーザーの方とのマッチングを図って、ユーザーの見

方というのも意識してもらう、そうしながら技術開発をしてもらうことが技術を磨いてい

く上でも意味があると思っておりまして、そういった観点から③のようなこともしており

ます。 

 それから、ＮＥＤＯはもともと産官学の共同事業の結節点にいるわけですけれども、中

堅・中小・ベンチャー企業の研究開発を応援するときにも、初めから大学とか公設試のよ

うな機関との共同研究を促す制度があってもいいということで、これも１４億円ほどいた
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だきまして、昨年度新しい制度を立ち上げております。また、産革機構との連携なども行

っております。 

 また資料２のほうに戻ってください。「（エ）技術開発型ベンチャー企業等の振興」です。

主な評価根拠の欄にも書いてありますとおり、中堅・中小・ベンチャーの組織をつくった。

２番目が、先ほど申し上げたようなスタートアップイノベーターについて、カタライザー、

応援する側、それから応援される側の双方をトータルに応援する。それから、ＮＥＤＯが

事務局を担っておりますオープンイノベーション協議会というものを今年の２月立ち上げ

まして、国内、海外のオープンイノベーションの事例を集めて共有するといった取り組み

を進めています。 

 橋渡し研究機関との共同研究は、先ほど申し上げたとおりでございます。 

 ５番目、先ほどの説明に追加させていただきますが、資料１のスライド１５、中堅・中

小・ベンチャーの方向けの、いわゆるテーマ公募と呼んでいますけれども、その会社がや

りたい研究開発テーマについて、テーマがよければ採択して応援をしていくという制度が

ございます。これについては、合計で１８２件、大体１００億円ぐらいの新規採択を中小・

ベンチャー向けに去年行っているということでございます。 

 次のオープンイノベーションの推進については、先ほど申し上げたとおりでございまし

て、本当に資料が行ったり来たりで申しわけございませんが、資料２、ここの技術開発型

ベンチャー企業等の振興も、１２ヵ月としては相当いろいろなことを目いっぱいやった年

ではないかということで、これも自己評価としてはＳ評価をつけさせていただきました。 

 次の(オ)と(カ)の項目は、これについては資料１に資料がございませんので、資料２で

ご説明をさせていただきます。「（オ）人材の流動化促進、育成」ということでは、資料に

書いてありますとおり、外部人材を積極的に採用しております。先ほど申し上げましたイ

ンハウス・シンクタンクにフェローを１６名採用したというのが２行目。それから、１行

目に書いてあります外部人材１１名採用したうちの２名も、やはりセンターのほうに配属

をしております。 

 総合科学技術・イノベーション会議のほうでも、研究者ではないが研究開発を支える立

場の方のキャリアパスをきちんと考えていこうという議論がありまして、ＮＥＤＯはその

中できちんと役割を果たすようにいわれているというのが私どもの理解でございまして、

こういった取り組みはそういった方向とも平仄が合うものだということで、Ａ評価をつけ

させていただきました。 
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 (カ)の項目については、現物出資の制度をつくっていただきました。実務においては、

委託事業が終わったときに、研究開発設備を今まで有償で引き取ってもらうということを

やっておりましたが、それがキャッシュで支払っていただくのか、株券をいただいてお譲

りするのかということで選択肢が増えたということでございます。去年の１２ヵ月は、個

別に譲渡を行う際、キャッシュでいただくのか、株券でいただくのかを検討しております

けれども、株券をいただいて譲渡するというのになじむ案件が見つからなかったというこ

とで、評価はＢ評価ということにさせていただいております。 

 ここで、また資料１に戻っていただければと思います。ここからが技術分野ごとにどう

いうことをやってきたかということのご紹介なのですが、ＮＥＤＯは、独立行政法人で複

数年度契約ができるにもかかわらず、昨年度だけで大体２，２００件ぐらいの契約をして

おります。公募も１７０回ぐらいやっておりまして、結果、それを全部書いていくと資料

４のように分厚い記述になってしまうのですけれども、ここでは、日ごろお問い合わせが

多いトピックに絞ってご説明をさせていただきます。 

 スライド１７は、ＮＥＤＯは２度のオイルショックの後にできたわけですけれども、３

月１１日以降、むしろ当時に比べてもより海外の化石燃料への依存度が高くなっており、

ＮＥＤＯとしての仕事はまだまだ大事なのではないかと思っておりますので、それを書か

せていただきました。 

 スライド１８、水素・燃料電池でございますが、これも家庭用の燃料電池、エネファー

ムが１０万台も普及している国は日本だけでございます。ＮＥＤＯもこれまでいろいろな

取り組みをしてきました。２６年度に限っていえば、主な成果の欄にあるようなことがト

ピックとして特記できると思います。白書については先ほど申し上げましたとおりであり、

また、触媒の性能を上げたこと、水素のサプライチェーン構築に向けたプロジェクトを世

界に先駆けて開始したというのが去年の成果でございます。 

 スライド１９、蓄電池、これは再生可能エネルギーの系統接続と電気自動車の両面で関

心が高まっている分野ですけれども、また市場の成長も期待されている分野ですが、ＮＥ

ＤＯは現在のリチウムイオン電池の性能向上、それを超えた次世代の全く新しい電池、２

つのアプローチを並行して進めております。それぞれ主な成果の欄に書いてあるような成

果を上げております。 

 それから、太陽電池、シリコンについては相当な成果をこの３０年余の間に上げてきた

と自負しておりますが、現在、ＮＥＤＯは２番目の記述にあるようなことや、３番目の記
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述にあるような新しいタイプの電池、コストは高いけど、エネルギー変換効率が２倍ぐら

いにできそうなものとか、あるいはコストが安くできそうで、エネルギー変換効率を上げ

ていけそうなものということで、今後は重点を置くことにしております。 

 スライド２１、エネルギー・環境分野は他にも多々いろいろな取り組みをしております

が、ＣＯ２排出量が多い２つのセクターでＮＥＤＯが何をやっているかというのを今年は

取り上げてみました。石炭火力、鉄鋼の高炉、いずれもそれぞれのエネルギー変換効率を

上げていく、出てきたＣＯ２をキャプチャーする、分離回収するという開発をしておりま

す。それぞれ資料に書いているような成果を２６年度は上げております。 

 次は、エネルギー・環境以外のいわゆる産業技術分野でございます。スライド２３、半

導体の中には、情報処理ではなくて電気の直流・交流変換、電圧とか、周波数を整えると

いった仕事をするパワー半導体と呼ばれるものがございますが、これについても次世代の

パワー半導体の開発を行っております。昨年度に限って申し上げますと、スライド２３の

主な成果の欄の一つ目の記述ですけれども、例えば電車に使うパワー半導体で、最大３６％

の消費電力の削減ができたといったような成果を上げております。ノーベル賞をお取りに

なった天野先生も、パワー半導体をどんどん性能をより高いものに置きかえていけば、そ

れだけでも原発数基分のエネルギーの節約になるというぐらいのインパクトの大きさがあ

る話だと仰っています。 

 それからロボットについては、スライド２４でございますが、昨年度は、まず組織を設

ける、白書を公表する、そして例えばＩＳＯの認証取得を支援したなどの成果を上げてお

ります。あるいは、過去に開発したロボットがもとになったロボットが原子力緊急事態支

援センターに導入されるといったような成果も上げておりますし、産総研さんの動きも見

ながら、ＡＩについての新しいプロジェクトの立ち上げといった取り組みもしております。 

 スライド２５、バイオ・医療分野でございます。例えばここに書いてあるような成果が、

去年の１２ヵ月に限って言えば上がっておりますが、例えば血液１～２滴で１３種類のが

んの可能性がわかるという新しいがんマーカーの可能性といったところについては、大変

マスコミにもご関心をいただきました。 

 スライド上部の記述に戻っていただきますと、上から２つ目、バイオ・医療分野、これ

までＮＥＤＯはいろいろな取り組みをしておりましたが、今年の４月からは日本版ＮＩＨ

と呼ばれておりますＡＭＥＤさんのほうで仕事をされるということでございます。 

 それ以外にも、ここのスライド２６にありますような人工光合成、その他の成果につい



- 15 - 

 

ても報道で取り上げていただいております。 

 次に国際展開、海外実証でございます。スライド２８にあるように様々なプロジェクト

を実施しておりますが、スライド２９、医療・福祉分野ですとか電力分野、日本とは異な

る環境で実験をすることによって意味のあるデータが得られる分野でございます。それぞ

れここに挙げたような成果を上げております。 

 次に京都メカニズム、スライド３１でございます。これにつきましては、京都議定書の

目標期間が終わっているのは皆様ご案内のとおりでございます。ただ、過去排出権を取得

したときに、このお金は相手国のグリーン化のために使ってくださいという条件をつけた

事業が幾つかございまして、ウクライナについての事業がまだ残っております。グリーン

化の確保というのを完全に確認し切っていない状況でございます。昨年度は、ご案内のと

おりウクライナはいろいろなことがあったわけですけれども、新しい政権、ポロシェンコ

政権においても、あの大変な中でこの事業について認識していただき、グリーン化の必要

性について認識していただいたというところまで来ております。 

 ここで資料２に戻っていただきたいのですが、「Ⅰ(１)の(キ)技術分野ごとの目標」の３

つ、それから「(２)クレジット取得関連業務」の項目でございますが、それぞれいろいろ

なプロジェクトについて成果を上げているということで、私どもとしては、この全てにつ

いてＡ評価という自己評価をさせていただきました。 

 資料２の２ページ目をごらんください。残りの３０％、バックオフィスと経理、財務に

ついての評価でございます。これについては、資料１よりもむしろ資料２のほうが詳しい

ので、ここからは資料２のみでご説明をさせていただきます。 

 まず、「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」としては、「（１）組織・人員体制」につい

ては、先ほど来、申し上げておりますとおり、インハウスのシンクタンクである技術戦略

研究センターの設置、中堅・中小・ベンチャーを応援するイノベーション推進部の設置、

ロボット部の設置、プロジェクトマネジメント室も設置。それから、逆に日本版ＮＩＨが

できたのでバイオ部を廃止。それから、それに伴って当然人員も大幅に再配置をしており

ますので、これはいろいろな取り組みをしたということで、自己評価としてはＡ評価をつ

けさせていただきました。 

 「(２)自己改革と外部評価の徹底」ということでは、例年２つのことをご説明させてい

ただいております。１つは、プロジェクトの採択、中間評価、事後評価等において外部の

方の知見をお借りするということをしておりまして、昨年度も延べ２，０００名の外部有
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識者の方にお借りしているというのが１つ。もう一つは、ＮＥＤＯプロジェクトの成果物

が外部でどのように評価されているかということで、幾つか例が書いてありますけれども、

ここでは昨年スタートした日本ベンチャー大賞、安倍総理ご自身もこの第１回の授賞式に

はいらっしゃいましたけれども、そこで大賞になった５つのうち３つがＮＥＤＯの卒業生

だったということで、これはＮＥＤＯとしても誇れることではないかと思っております。

ちなみに、５つのうち全てが研究開発ベンチャーというわけではなく、技術以外のビジネ

スモデルとかそちらのほうに特徴がある企業もございましたので、これは私どもとしては

高く評価していただいたというふうに思っております。 

 それから、「（３）職員の意欲向上、能力開発」ということでは、さまざまな研修をして

おりますが、これもほかの組織でも同様の取り組みをしているだろうということでＢ評価。 

 それから、業務・システムの最適化については、昨年度は外部の第三者機関と契約をし

まして、第三者の目で情報管理体制、ＩＴシステムも含めて点検をしていただいたという

ことで、そこが新しい取り組みということで、自己評価をＡ評価にしております。 

 それから、最近のマルウェア、毎週、複数のセキュリティソフトでフルスキャンかけて

も見つからないことが多いとよく聞いていまして、通信ログまで点検するのが最近の新た

な取り組みになっているようですけれども、これについての取り組みは公的機関としては

早い。もちろん専門機関のＩＰＡさんとかよりは遅いですけれども、早いほうだと思って

おりますので、これも含めてＡ評価をつけさせていただきました。 

 それから外部能力の活用、引き続き資料に書いてあるような総合受付といったようなと

ころについてはアウトソーシングしていますし、ＮＥＤＯの建物自身も冷房の設定温度で

すとか消灯ですとかやっておりまして、省エネには気をつけておりますけど、これもＢ評

価ということにしております。 

 それから、随意契約はもともと少ないのですけれども、これも全て、例えば川崎の本部

で使う電気は、ビルの管理会社が決めた電力会社としか契約ができないものですから、当

然随意契約になってしまうのですけれども、こういったところもきちんと点検を受けてい

るということでＢ評価。 

 それから、コンプライアンスについてもこのような取り組みをしているということで、

Ｂ評価ということにさせていただいております。 

 それから財務内容については、全てがＢ評価ですが、幾つかご説明をさせていただきま

す。(２)については、先ほど申し上げたプロジェクト終了後の資産の有償譲渡で毎年大体
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４０億円ぐらい収入が立ちます。このため、中期計画２年目の昨年度は、(４)にあります

とおり、８０億円ぐらい剰余金が立っております。これは適正に処理されていると思って

おります。 

 ここで申し上げなければならないのは、(３)の二つ目の行の運営費交付金の債務残。こ

れは平たくいえば、いただいた予算で３月末までに執行できなかったものが５８８億円と

非常に巨額に上っております。これは国際事業で相手方の事情によってできなかったもの

が２８２億円、天災とかあるいは年度末に補正いただいたとかいうことで、やはり年度内

の執行がもともと難しかったものを足していきますと、これで大体３２１億円、５４％ぐ

らいになります。残りにつきましても、公募をしたところ、外部審査員の審査の結果、我々

としても採択できなかったものが１４８億円。それから、独立行政法人の場合は３月末ま

でに無理に執行しなくても４月以降も執行できるということで、年度をまたいでしまった

ものが１００億円ということで、それぞれ説明はできるのですが、５８８億円、決して少

ない金額ではないと思っております。したがいまして、この場できちんとご説明をしてご

報告をさせていただきました。 

 少し長くなりましたけれども、私のほうからの説明は以上でございまして、もう一回、

資料２の１ページ目の左上に戻っていただきますと、以上に基づく自己評価を改めてトー

タルで書きますと、配点６５％分についてはＡ評価、配点５％分の京都メカニズムについ

てもＡ評価、業務運営の効率化、財務についてはそれぞれＢ評価ということで、総合Ａ評

価というのが私どもの自己評価です。 

 本日は、忌憚のないご指摘、ご意見を賜ればと思っております。ご清聴ありがとうござ

いました。 

○渡部部会長  ありがとうございました。 

 ただいまご説明がございました国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

の平成２６年度業務実績、これは自己評価書という形になってございます。まず、これに

ついて、冒頭申しましたように１、２、３、４の項目ごとにご意見、ご質問をいただいて

まいりたいと思います。よろしいでしょうか。 

 まず、最初に評価項目Ⅰの研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事

項、（１）研究開発マネジメント関連業務。資料２の１番目のずらっと並んでいる下のとこ

ろまで、これが一番比率の大きいところだと思いますが、これについてご意見、ご質問い

ただければと思います。よろしくお願いいたします。 
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 先に私、確認事項よろしいでしょうか。全体的な話なのですけど、評価の考え方という

のが、例えば、１年間にもっている所与のリソースの中でこれだけしかできないと、その

中では最大限やったと、そういう評価としてＳとかＡとかという、そういう論理になって

いると思うのですけれども、リソースの配分というのも、ある意味ＮＥＤＯの中でできる

わけですよね。だから、リソースをもっと投入すればもっと成果が上がるみたいなことは、

評価をされる上では観点として入っているのでしょうか。逆にいうと、それを考えても、

このリソースで最大値であるからＳと。 

○中山理事  後者に近く、仮にもう少し人がいたとしても、リソースの制約がなかった

としても、目いっぱい考えられることはやったという理解でＳ評価をつけさせていただき

ました。 

○渡部部会長  ありがとうございました。 

○倉田副理事長  リソースの配分ということになりますと、人と予算ということになろ

うかと思います。人に関しては、これまで中山がご説明したとおりで、組織を見直し、そ

の中で最大限、人の数だけではなくて個々の人のエキスパティーズを参考にして、最適か

なと思う配置をしてきております。他方、同時にプロジェクトの実施に関しても、例えば

ＮＥＤＯの中では独法交付金という形でお金をいただいているので、その範囲の中で最大

限許されるような形で、例えば、若干もともとの予算に対して、むしろその予算を減額し

て別のプロジェクトに加速的に資金を投入するとか、何か必要性があったときには、時期

を問わずに機動的に予算をつけるというようなことを内部でも制度化をして、相当程度実

施しています。ですから、我々自身の実感としては、リソースの配分ということは、人、

予算含めて制度上許される範囲で最大限やってきたなというのが正直な気持ちであります。 

○渡部部会長  その観点でＳという評価をされたという理解でよろしいですか。 

○倉田副理事長  自己評価です。 

○渡部部会長  はい。 

 いかがでしょう。どうぞ、荒牧委員。 

○荒牧委員  (イ)の情報発信のところで、資料１の１２ページのところなのですけれど

も、プロジェクトの経済的効果の把握ということで、このやり方がいいのかどうかという

ことをご説明のときにもおっしゃっていたのですけれども、大体の数値的な規模感を見せ

たいという、趣旨としては非常に理解するのですけれども、例えばデータの抽出から始ま

って将来の売上予測にしても、見積りとか仮定の積み重ねなのですね。もちろん将来の外
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的な環境の影響とかそういったものも含めて、簡単にぶれる数字なわけですね。それはそ

れで構わないのですけれども、単純に過去の研究の投資額と今後の売り上げの予測である。

しかも、これも累計で、時間的な価値というかそういった概念が、いわゆる割り引きの概

念というのが全く入ってないと、単純に比較して、仮に例えば７０兆円という数字がひと

り歩きしたときに、非常にこれはミスリードというか、ちょっと印象に残ってしまうと思

うのですね、そういう効果があるのだと。 

 ですので、ここの出し方は非常に難しいと思っていまして、あくまで参考情報としてや

るのか、あるいは何らかの仮定をもう少し明示するのか、ただ、その仮定も根拠が非常に

まだ弱いような積み重ねで出している数字なので、ここの取り扱いはご留意いただきたい

なという感想です。 

○中山理事  ありがとうございます。まさに私どもとしては、ほかに海外の例も調べた

ところ、税金をつぎ込んでこれぐらいのパフォーマンスを上げましたというところの評価

の手法が、標準化どころか、まだ試み自体も余り海外も含めてないということで、模索を

しているということで、そこはご理解いただきたいと思います。おっしゃるとおり、この

数字には様々な意見があるということについては、きちんと留保をつけてご説明するよう

気を付けています。 

 もうここから先はくどくなりますけど、おっしゃるとおり、割引現在価値の概念もない

ですし、そもそもこの１０年で決めていますけど、プロジェクトがどこで始まってどこで

終わったかとか、プロジェクトによっては３年たって芽を開くとか、１０年たって初めて

芽を開くとか、どこでとるかというのは非常に難しいです。また、これは、ＮＥＤＯプロ

ジェクトが無かりせば成立しなかった製品の売り上げ全部を計上していますが、付加価値

ベースでやろうとすると、今度は企業側がそういう数字を出せないとか、あるいは出せて

も企業秘密なので言えないとかいうことで、実際には協力が得られていないというのが正

直なところです。ご理解いただきたいのは、もちろんご質問の趣旨はそういったことでは

ないと思うのですけれども、海外にもなかなか参考となる事例がないし、我々としてもい

ろいろな試行錯誤しながら、ただ少なくとも情報操作をしようとして大きくしているとい

うわけでは決してなく、そこはもともと誤解がないと思うのですけど、できる範囲内でい

ろいろな数字を作ってみて、規模感をまずつかんでいただいた上で、こういったものにつ

いての評価の仕方についてご意見をいただくきっかけにしていただきたいという思いもあ

ってやっていることだと。 
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○渡部部会長  よろしいですか。 

 ほか、いかがでしょう。では、竹内委員。 

○竹内委員  ご説明をいただきまして、ありがとうございました。幾つか、感想なのか

お願いなのかご質問なのかちょっと判然しないところがあるかもしれませんが、自己評価

書全体を見まして感じましたのが、アウトプット的な書き方が若干多いといいますか、例

えば組織を設立したということはわかるのですけれども、その評価が実際ワークしたとい

うところまで言及していただくということになりますと、我々も評価というところに対し

てコメントがしやすいかなと。アウトプットよりもアウトカムのほうをちょっと意識した

書き方にしていただけたらやりやすいなという、ちょっと感想ベースなのかお願いベース

なのかというところが１つ。 

 もう一点、これはＮＥＤＯの皆様にお願いすることではないのであろうというふうにも

思うのですが、例えば温暖化目標の議論をしていると、いろいろな省庁がいろいろな取り

組みをしている中で、技術開発に対しても、例えば経産省と環境省の取り組みで、省庁間

の重複なども見られるのではないかということで指摘をされておりました。政府に対して、

どんなテーマでどういう研究をしていくかというのを非常に密に連携をとってテーマ選定

をしておられるということでございましたので、省庁間の重複等を避けるのに当たって、

ぜひＮＥＤＯさんからのご意見あるいはリードというところをお願い申し上げたいなとい

うふうに思います。 

 ３点目がＩＣＥＦについてでございまして、私、国連の気候変動交渉の会議などにも参

加しておりますと、交渉の限界を感じるといいますか、改めまして技術と資金が有効に移

転する枠組みが必要で、交渉で相手を批判して相手の高い削減目標を引き出してというよ

うなことでは、地球温暖化の本当の対策にはなり得ないと。日本政府が立ち上げたＩＣＥ

Ｆ、昨年参加をさせていただきましたけれども、非常に海外の研究者からも高い評価だっ

たなと思っておりますので、改めましてこの活動には敬意を表したいのですが、１つお願

いというか提案ベースなのですが、国連交渉には化石賞という、ＮＧＯが各国の交渉団を

批判する有名な賞があるのですけれども、それの対極として、ぜひ未来に貢献する賞みた

いなのをあの場で何か選定をしていただくとか、そういう前向きのことをしていただきた

い。 

 この前、参加者の投票でやるという、あれはすごくいい取り組みだなと思っておりまし

て、あれをさらに、審査員特別賞ではないのですけれども、本当に技術的な観点で専門家
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がみて、この技術が非常に有望なのではないだろうかといったようなところを例えば発表

するとか、そういったところがもしあればいいなというところと、どうしても１年に１回

の会議ですと単発になりがちでございますので、継続的なプラットフォームとして、ウエ

ブなどではいろいろ発信をされたり、メールなども頂戴するのもたまにあるのですけれど

も、ぜひあれが継続性のあるプラットフォームとしてワークするようにサポートをお願い

できればなというところだけ最後に申し上げたいと思います。 

○渡部部会長  ありがとうございます。何かコメントございますか。よろしいですか。 

○倉田副理事長  確かにアウトプットだけではなくてアウトカムを書けというのは、そ

のとおりだと思っています。なかなか定量的・定性的も含めて把握しづらい部分もありま

すけれども、それはこれからも心がけていきたいと思っております。 

 連携に関しましては、ＮＥＤＯの立場でどうお答えすればいいのかというのはなかなか

難しいのですが、ＮＥＤＯという組織属性の中でみれば、例えば文科省に附属しているＪ

ＳＴであるとか、そういう組織とは恒常的に連絡をとっていまして、例えばＪＳＴから卒

業したものをＮＥＤＯのプロジェクトに移行するなどということも考えていますというか、

そういう議論をしているところです。 

 それからＩＣＥＦに関しましては、まず、昨年度ご参加いただきまして大変ありがとう

ございます。今年度も１０月に開催を予定されていますけれども、同じように技術１０選

みたいなものは選ぶつもりで、今、一生懸命候補を探しているところであります。 

 それから、Ｗｅｂベースでのプラットフォーム化というのも、なかなかまだ我々この世

界での会議、新参者なので、プラットフォームとして世に認知されるまでには至っていな

いと思いますけれども、さまざまな努力を継続していきたいと思っております。 

○渡部部会長  いかがでしょうか。米倉先生、いいですか。 

○米倉委員  はなから破壊的なことをいうのですけれども、情報非対称性が明らかにあ

るわけですよね。そちら側が圧倒的な情報をもっていて、何か質問すれば、「いや、我々が

やった範囲ではこれが最適です」といわれれば、反論しようがないわけですよね。そうす

ると、この種の評価を続けていくことに本当に意味があるのか。皆さんプロである人もい

ればプロでないという方もいる中で、我々にリソースが与えられて予算が与えられて、こ

の下に１０人とか２０人ぐらいのプロフェショナルがいて、それを精査していけというの

なら意味があると思うのですね。我々の貴重な税金で、１，１００兆円もある借金の中で

日本が科学技術立国をやるときに、有効な本当にワークするような評価会にする方法論を
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ちょっと考えたほうがいいと思うのですよね。 

 １ついえるのは、プロセスを重視しているから、ここに書けばその自己抑制がきくだろ

うというやり方は、研究者にとって無駄な時間をとり過ぎるので、そのプロセス重視の評

価もやめたほうがいいと思うのですね。 

 そうすると残ってくるのは、自分たちで初めにＭＢＯ的な、マネジメント・バイ・オブ

ジェクティブみたいな感じで、こういうことを今年やりますとか、３年後にやりますとい

うことに関して、いったことに関してどうだったか。これはクライテリアが見えますから、

そういうような評価にしていくか、もう一つはピュアレビューですよね。要するにその分

野の人間たち、多くの人が信頼できると思っている人たちを自分たちが探して来て、その

人達からの評価をきちっと入れる。これが難しいところなのですね。お友達を呼んでくる

ケースにもなるのですけれども、その分野で皆さんが選んだピュアレビュアーとしてこの

人だというのをみて、我々がそこから情報を得るというようなことをやって客観性を高め

るとか、そのようなことをしないといけないような気がするのですね。 

 ちょっとみたら、今日の評価項目は２６項目あるのですよね、そのうちＢが１６なので

すね。これは学生としては最悪ですよね。Ｂが２６中１６かと。アメリカだとＢ＋以上で

ないと奨学金は更新されませんから、これだけだと更新されないなというふうになるわけ

ですね。そうすると、いや、そんなことないですと配分が出てくるのですね。でも、この

配分、６５％、５％、１５％、１５％、このクライテリアがないから、どうしてここの配

分が、一番高いところが、Ｓが多いからいいでしょう、だからＡなのですという話になっ

たときに、そもそもその配分は誰が決めたのだということにもなる。 

 いいたいことは、この種のプロセスにお互い無駄な時間を使い続けるということよりも、

せっかくの機会なのだから、是非どんなふうにしたらよりよい評価が、プロセスが生まれ

るかということをちょっと議論したほうがいいのかなと。ここでやることもないですかね。

そういうことをぜひＮＥＤＯ、こういう組織があったときに、こういう組織体制が変わっ

たので、もうちょっと真っ当というか、審議プロセスになるような形を少し考えたほうが

いいような気がいたします。済みません、破壊的で。 

○渡部部会長  破壊的イノベーションの大家の先生からのご発言ですが、いかがですか。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  今回、実は評価の仕組みが変わっていたというの

は、去年までがまさに評価委員という先生に、これは高井先生ご存じかもしれませんが、

先生方が全部書類を読んで、ＡとかＢとかと先生方につけていただくというプロセスが去



- 23 - 

 

年までのプロセスでした。これは特に研究のものなどで、委員の先生方も多分相当忙しい

中で、その評価のための評価といいますか、評価疲れみたいな話もありまして、今回こう

いう形でご意見をお伺いするという場に今年からなったというところでございます。 

 それで、まさしく今回何とかしてほしいということは、確かにそのとおりかもしれませ

んが、ＮＥＤＯ自体は毎年度、年度計画というのも作っておりますので、何をするかとい

うのは、事前に作っておりますので、今回の場合、突然この瞬間にやったことだけの説明

になりましたけれども、そういった年度計画というのが年の初めにはできていると。この

２７年度についても既にできていると。こういう状態でございますので、また来年度に向

けては、そういったものも存在した上で評価をしていくということが出てくるのかなと思

います。 

 配分も、実はＡとかＢとかというのは、私、余り詳しく説明しなかったのですが、Ｂと

いうのは普通ということなのですね。財務とか業務運営の効率化というのは、普通、効率

化するのになかなかというのはありまして、この辺も結構決まっているところはありまし

て、それで我々も試行錯誤しながら今回こういう新しい評価体制になったのですが、これ

は引き続き多分改善していくものだとは十分認識をしております。こういった意見として、

これは評価をつかさどる部局が政府全体にもありますので、そういう意見は伝えていきた

いというふうには思っています。 

○渡部部会長  その６５％とかいうのは何で決まったのですか。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  今日、その紙をお配りすればよかったのですが、

一応配分をする比率というのは、評価基準という定められたものが今期の計画でございま

して、上の１.については、研究開発とマネジメントのところは６５％であります、財務が

１５％というのは、きょうお配りしなかったのですが、既に配分方法として決まっている

ものがございますというのが実態でございます。 

○中山理事  もう一つ補足説明をさせていただくと、この評価の仕方というのは、ある

程度いろいろな業務をやっている多様な独法をみながら作られていますが、ＮＥＤＯの場

合は一つ一つのＲ＆Ｄプロジェクトについて、どういう進め方をしてどういうアウトプッ

ト、できればアウトカムが出てきたかが大事だと思っています。先ほど渡部先生とか高井

先生もいろいろな関与があったとおっしゃってくださいましたけど、アカデミアのその分

野のまさに情報の非対称性のない先生方に来ていただいて、一つ一つのプロジェクトにつ

いてもちゃんと評価はしていただいています。それを及第点とか優良とかで丸めてしまう
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と、すごく雑にみえてしまうのですけれども、ここに書いてある一言の１５件中１５件が

合格でしたとか、１４件が優良でしたという裏には、延べ１００人ぐらいのアカデミアの

先生に参加していただいて、１５のプロジェクトを一つ一つ評価していただくというプロ

セスがございますので、そこはご理解いただきたい。 

○米倉委員  そうなった場合に、この位置づけは何なのでしょうか。かなり精査された

ものがここには出てきているのだと。これでＡだといわれたら、そうですかという話しか

ないですよね。ここで我々が本来求められている仕事というのはどうなのかという話と、

山田さんを責めるわけではないのですけど、忘れてきてしまったというのはいかんでしょ

う。比率配分は一番大事なところなのですから。どういうクライテリアでこうこうこうな

っているとか、中山理事がいわれる精査されているのだとしたら、ここでは何を問うべき

なのかということを明らかにしてくださったほうがいいような気がするのですね。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  失礼いたしました。 

 ここでしていただくことなのですけれども、まさに新しい評価の仕組みの中では主務大

臣が評価するということになりますので、その主務大臣が評価するに当たって、独立行政

法人の自己評価も活用しながら、独立行政法人の自己評価に対する委員の意見を参考にし

ながら我々としての評価を決めていくと。独立行政法人がしっかり自己評価をしているの

であれば、ちゃんとその評価も活用して、一から全部見直すのではなくて、この評価も使

いながら我々は評価しようと。そのときに、実際に委員の方々にはいろいろな意見があっ

ていいと思っていまして、この事業はもっとしっかりやったほうがいいのではないかとか、

あるいはここは全然取り組みが足りないのではないかというようなこと、そこは我々自身

がその評価を決めるに当たって、彼ら自身がやったこととそれに対する評価に対しても、

ある意味でいうとご自由にいろいろと言っていただくということに意味があると思ってい

まして、そこは、むしろもっとこれをやるべきだとか、これが足りないとか、そういった

ようなことを我々は参考にして評価をつけていきたいと、このように思っています。我々

もうまい仕組みかどうかというのは、試行錯誤しながら今日始めているところはあるので

すが、そこは申しわけございません、多分フラストレーションが結構あるとは思うのです

けれども、むしろご自由にいっていただいて、我々としては、その中で参考にできるもの

は参考にしていきたいと、このように思っています。 

○米倉委員  今１個わかったのは、ぜひこの場では、通すためではなくて問題になって

いるというようなことを出していただいて、それに対して、こうしたほうがもっとよい研



- 25 - 

 

究体制ができるのではないかという場とか、そういう位置づけにされたほうが、ここで、

わかったようなわからないようなことをみんなでいって、あーやりましたというよりは、

少し我々時間を割いて出てくる意味が出てくるような気がするので、ぜひこの場をどうす

るかをお考えいただけたらと思います。 

○渡部部会長  ありがとうございます。今のご発言に関係すると、私の印象でいうと、

技術開発のほうの評価を随分やらせていただいているので、それはかなりしっかりやって

いると思うのですね。専門家が評価してこういう仕組みでやっていて、ここまで評価をし

ています、それを総合的にみてこうだというプロセスは、やはりここで一回確認をするべ

きプロセスではないか。技術開発プロジェクトに関しては、割に考え方はそういうふうに

整理しやすいのですけど、マネジメント系のところをどうするかというのは、確かにおっ

しゃっているのをどういうふうにみればいいのかというのは、なかなか難しいなという印

象がございまして、そこはちょっと、これは初めてというところなので、恐らくいろいろ

ご意見をいただいて、どういうふうに見える化をしてやっていくか。さっき竹内先生がい

われたのは、アウトプット評価ではなくてアウトカムというのは、マネジメントとしては

むしろプロセス評価に近い感じがするのですよね。だから、やろうとしたことはやりまし

たという話をもうちょっと見える化できるようなことは、工夫の余地はあるかなという気

はいたしました。 

 いかがですか、高井委員。 

○高井委員  私、昨年度まで、先ほど山田さんがおっしゃっていたような、書類を全部

読んで、どう評価をするというのをやってきまして、そうすると結構よくわかるのですね。

どういうことが目標にあって、それに対してどういう評価をしてきているのかと。だけど

今回の評価に関しては、そういうことが全くなくて、いきなり成果だけがざらざらと並ん

でいるような話なので、私も今年のここの位置づけが少しよくわからなくて、何を発言し

ていいのかというのは、今日来てから考えようかなと思っていました。 

 ただ、昨年度やっているので、ＮＥＤＯさんがどういう方向性を向いて、どういうとこ

ろに注力していっているのかというところは私なりに理解していましたので、それに対し

てこういう評価が出てきているのだなということはよくわかっていて、多分皆さんは、初

めての委員の方はその辺が、昨年度の状況がよくわからないので、どういう目標があって

どういうふうな結果になっているのかというところがわかりにくかったのかなと。そのと

ころをもう少し、昨年度の目標はこうであって、今年度それに対してどういうふうに脱出
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したのかというところを少し明確に表記してくださると、評価する側もそれに対しての話

がしやすいのかなというふうに感じました。 

 それともう一点、単年度の評価になっていますけれども、事業によっては複数年度で評

価するべきということもあると思うのですね。例えば人材育成とかのところで、技術戦略

センターにフェロー１６名採用。確かに採用したことが評価になっていると、来年は、採

用してしまったので何がここのところに評価として上がってくるのかなというところもよ

くわからなく、そういうところで複数年度での目標達成みたいなところはどうやって取り

入れるのかなというところを議論いただきたいなと思います。 

○中山理事  おっしゃるとおりのところがありまして、特に研究開発はさっきのアウト

プット、アウトカムにも関わってきますけれども、どこでどういう成果が出てくるかとい

うのは、１２ヵ月だけでみるのは難しいところがあって、我々も今回１２ヵ月でタンジブ

ルなものを出さなくてはならないということで工夫して書いたのでそういうことになって

いますけれども、今日ご意見を伺って、むしろ広がりをもってご説明したほうがいいと思

いましたので、来年以降どういう工夫ができるか。例えば、こういうプロセスの中で今年

はここをやったとかいうご説明ができないかというのは、少し工夫をさせていただきたい

と思います。 

○渡部部会長  今とりあえず枠組みとしてはⅠでやっていますけれども、この中でベン

チャーの話がＳと。これは、今までベンチャーは余りやられてなかったところで、プロセ

スの中で最大限この範囲でやりましたと。逆に、先ほど米倉先生がいわれたように、実際

は課題がないという意味でしょうか。課題はやはりあるのだと思うのですけれども、そう

いうところについては、例えばベンチャーのところで課題は何かございますかという質問

をしたら、どういうことになるのでしょうか。 

○倉田副理事長  もちろん課題は山ほどあろうかと思っています。といいますか、ＮＥ

ＤＯという立場で何ができるかというのはなかなか難しくて、私自身はＮＥＤＯの基本的

な性格というのは、研究開発、技術開発の支援サポート機関だろうと思っています。です

から、ベンチャーといってもむしろ技術オリエンテッドなベンチャーに対して、技術開発

の支援ということを通して、結果としてベンチャーをサポートできたらいいなと思ってい

ますけれども、結局何でみるのかといえば、それはいかほどベンチャーが育ちましたかと

か、その結果として、お金だけではないと思いますけど、そのベンチャーが社会に対して

いかほどの価値をもたらしましたかということではかるしかないのだろうと思っています。 
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 そうすると、特に先ほども話のあった単年度ということでみたら、評価のしようがない

部分がある。例えばサイバーダインという会社があって、ついこの間上場を果たしたわけ

ですが、実はＮＥＤＯが一番最初にサイバーダインに支援をしたのは２００４年なのです。

ただ、ＮＥＤＯが国から与えられている制度的枠組みでは、個々の制度は２年か３年が限

度ということになっており、これまでに様々な制度を使って、例えば今であれば、サイバ

ーダインに関しては国際実証という形で支援してきております。 

 これは何かといいますと、もちろん介護では使われても、医療機器として使えるという

ことが本命で、かついえば、保険収載されるということが最後の出口だろうと私は思って

いますから、そういうことはサイバーダインの方とも何度も話をし、たまたまドイツでい

いお医者の先生が、ドイツの保険制度というのはちょっと複雑なのですけれども、特定の

産業を束ねる労災の保険適用ができることになって、その対象として、一般保険適用のた

めのデータ集めをドイツのノルトライン＝ヴェストファーレン州の病院で国際実証事業と

してやらせてもらっています。そこまで含めていろいろなことをやっているのですが、で

は、課題は何かといわれれば、結果としていろいろな手だてを講じているわけですけれど

も、例えばそれを一気通貫でできる制度的設計というのを、ＮＥＤＯが技術開発活動のサ

ポートという観点でできるかどうかということではないかと思います。 

 ただ、これがＮＥＤＯの役割を越えているとか、何でＮＥＤＯがそういうことをやるの

だと言われた時期もありました。そうした中で課題といわれれば、それは制度的なものを

含め、与えられた資源、人、金を含めて、それに最大限活用できたかということではない

かと思っています。もちろん反省材料はたくさんあります。定量的にいかほどの付加価値

を生み出したのだということであれば、まだまだ満足のいく状態には至ってないと正直思

っています。一方で、アロケーション、与えられたリソースだけではなくて、ＮＥＤＯが

置かれた環境ですとか与えられた枠組み、制度の中で、少なくともできることを最大限や

ったと当事者としては思っています。 

○渡部部会長  わかりました。 

○中山理事  今、倉田が申し上げたとおりで、政府全体としてベンチャー振興をどうや

っていくかの中で、ＮＥＤＯとしてどういう役割を果たしていくかというのもいろいろ悩

ましいことがありますし、ほかとの連携とかもあるのですけれども、もうちょっとミクロ

のレベルですと、先ほどの情報の非対称性ではないですけれども、限られた情報の中でど

ういった企業のどういう技術を応援していくべきかについては、試行錯誤をしていまして、
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例えば昨年の場合ですと、テーマ公募で実用化支援をやっていくある制度の中では、４０

０件応募があって２００件ぐらいまでに書類で絞った後は、部長クラスが全部社長に会う

とか、そういう手間をかけた取り組みもしていて、どういうやり方でやっていくと効果的

に研究開発型のベンチャーを応援していくことができるのだろうかというのは、まさに

日々課題を感じながら、いろいろな試行錯誤をしながらやっているということはございま

す。 

○米倉委員  だからＳというのだと、さっきも一番初めにいったように、情報非対称性

があって、我々はこんなにやっているのだからＳといわれたら、反論のしようがないので

すよね。ところが、３年以内に５社、ＩＰをさせるとかイグジットさせるということを前

にいっていてくれて、これが２年目だったら、今年度評価なし。全然我々問題ないのです

よ。評価してないではないかにならないのですよ。だって、５年後にいったらいい。だけ

ど５年目に来たとき、当初掲げられた目標に対してどれぐらいのことが起こっていたかと

いうと、初めて評価になるし、対話になるわけですよね。 

 ですから、そのことでちょっと思ったのは、部会長は先ほど、結構Ｒ＆Ｄはしっかりし

ているのだよと。むしろＢがいっぱい多かったマネジメントとか効率性とかそこが非常に

弱いのだという話を聞いて思ったことがあるのですけれども、これ、配点を変えたらどう

かなと、ある意味思うのですよ。なぜかというと、研究開発はすごくうまくやってきたの

だから、配分は３割にしようと。残りの７割を、こういう効率性とかリターン・オブ・イ

ンベストメントに対する――これは荒牧さんに聞いていただければわかると思うのですが、

見える化できないわけではないですから、業務効率は見える化できるというのが今我々が

やっている仕事ですから、それを導入してみたら、多分技術がすごい。我々も技術がいい

会社には絶対マネジメントを入れろというのが原則ですから、その評価を変えることによ

って、ＮＥＤＯというのはもっとおもしろい組織、いい組織になるという可能性もありま

すよね。そうすると、人材の採り方も全く違ってきたりするということもあるので、でき

ればこういうディスカッションをする場をやって、これではなくてもいいのですけど、こ

ういう結構情報非対称性が生まれやすいような科学オリエンテッドな組織をどうやって評

価するかというクライテリアをつくったらおもしろいなと思いました。 

○渡部部会長  全体のプロセスとして、この評価の過程の中でそういう課題に対してど

ういうふうに考えるかというのは、ちょっとまた来年度からですよね。多分つながりをど

うやってつくるかという。やはり目標値があって、それに対してというのが我々としては
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発言しやすい。そうでなければ、それまでのしっかりしたプロセスがあって、それの客観

的な意見をいうというようなところかと思いますが、繰り返しいいますけど、Ｒ＆Ｄは本

当によくやっているのです。だけど、またそれも大変なのですよ。本当に高井先生もそれ

に近いことやっていらっしゃると思うので。そこは効率性も考えないといけないかなとい

うことだと思います。 

 とりあえず、今Ⅰの枠のところですね、研究開発の成果の最大化というところで、業務

改善みたいな話はプロセスとしてどう考えるかというのはあるかと思いますが、ほかに何

かございますでしょうか。よろしいですか。 

 項目としては、次はクレジット取得関連業務。ここはシェアが小さいですけれども、こ

れについてはいかがでしょうか。これは竹内委員がご専門だから。 

○竹内委員  ありがとうございます。クレジット取得業務につきましては、１行で資料

２に書いていただいているのですけれども、評価というのはＢが基準点というふうに伺っ

ていたのですけど、それはそれでよろしいのですよね。こちらがＡ評価、要は基準を上回

る成果を出したとおっしゃっているところの理由が、私、先ほど聞き漏らしたのかもしれ

ませんけど、ちょっとよくわからないので、もう一回いただいてよろしいでしょうか。 

○中山理事  理由は、たまたま去年、ウクライナがああいう状況になったにもかかわら

ず、ウクライナの新政権に対して旧政権がコミットしたグリーン化について理解をいただ

いた。あのような状況の中で、あえてアクションを起こし、新政権にもきちんとご理解を

いただいたということで、通常のＢ評価よりは上の仕事といえるのではないかということ

でＡ評価との自己評価をさせていただきました。 

 京都議定書の約束期間は終わっていますので、あとは既に排出権取引が終わった後のグ

リーン化の話だけが残っていますけど、そこで残った一つの仕事については、想定外のこ

とが起こったにもかかわらずきちんとマネージができたと自己評価をしているということ

になります。 

○竹内委員  事業というのは撤退が一番難しいというふうに思いますので、そこにおい

てきちんと道筋をつけておられるというところでのＡ評価という理解でよろしいのでしょ

うか。 

○中山理事  そうです。恐らく来年、この時点では現在進行形ではなくなっていると思

います。いずれにしろ、判断をします。 

○渡部部会長  クレジット取得のところはどうですか。よろしいですか。一通り伺って
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いきましょうかね。 

 クレジット評価のところの次が、次のページになりますが業務運営の効率化に関する事

項、これはある意味もっと非対称性があるかな。これについていかがでしょうか。 

 私、ちょっと確認なのですけど、随意契約の話というのは研究開発プロジェクトに関す

るものは含まれてないのですか。 

○中山理事  研究開発のほとんどは、継続研究を除いては企画競争ないしは公募です。 

○渡部部会長  企画競争を随意契約でないと分類している。 

○中山理事  そうです。 

○渡部部会長  観点が、契約監視委員会で企画競争は随意契約の範疇として捉えるか捉

えないかというのは、昔、議論はされていたと思いますが。 

○中山理事  それは総務省のほうで基本的に基準が決まっておりまして、企画競争、要

するに競争原理が何らかの形で導入されていればということなので、企画競争はここでい

う随意契約ではないということになっております。ただ、純粋な意味での随意契約につい

ては、先ほど申し上げましたような電力会社は選べないみたいなケースが現にあるもので

すから、それは本当にほかにやりようがなかったのかということで、複数の選択肢の中で

選ぶことができなかったのかどうかを第三者に必ずみてもらうようにしています。 

○渡部部会長  逆に、競争入札というのはどれぐらいあるのですか。競争入札でやって

いるというのがほとんどですか。 

○中山理事  昨年の例でいいますと、いわゆる企画競争、公募が４３６件、狭い意味で

の競争入札が５２件でございます。 

○渡部部会長  ５２件あるのですね。それは研究開発、委託開発みたいなもので52件と

いうことですか。 

○倉田副理事長  その数字に研究開発は入っていません。それは入札等行為ではないの

で。お金の値札を入れるわけではないので。そうではなくて、例えば調達案件であるとか

システム改修であるとか。 

○渡部部会長  ということは、基本的には研究開発については全て企画競争という整理

ですね。 

○倉田副理事長  そのとおりです。 

○渡部部会長  いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、財務内容の改善に関する事項について、全部で７項目ありますけれども、こ
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れも枠組みの問題なのですけど、５８８億円ということで、これは５ヵ年の最後のときに

残余金が出た場合に、どういう処理になるのですか。 

○倉田副理事長  これは国庫返納ということです。 

○渡部部会長  返納ですか、わかりました。通則法の４６条。 

○倉田副理事長  正確にいうと、独法会計基準というのは交付金債務という形で残って

いるのですけれども、それは財務省の協議を経て、財務省が合意をすれば次の新中期目標

期間にもっていけるのですが、私の知る限りで、全独法でそのような事例はないので、結

果として、期が変わるときに国庫に返納するという形が全ての前提です。 

○渡部部会長  そうですか。 

 ほか、いかがでしょうか。 

○米倉委員  今の話も、我々の大学も同じですけれども、予算消化で、３月になると先

生買ってください、何買ってくださいと。これ、本当に無駄なことがたくさん起こるので

すよね。一つの継続的な目標として、頑張ってセービンクしたものは国庫にそのまま召し

上げられるではなくて、何らかの形で繰り越されて自分たちの資源として再利用できるよ

うな制度を持ち込まないと、予算を計上したら予算消化ということがやはり慣例化します

よね。初めの見通しが甘かったのだといわれればそのとおりなのですが、ただその間、セ

ービングとかいろいろな努力をして使わなかった金額もあるわけですよね。そういうもの

も、あるいは突然マイクロチップが安くなったりするわけですから、そういうことも含み

込んで次年度に持ち越される、そんなことをこういうところで地道に発言して…… 

○倉田副理事長  全くおっしゃるとおりなのですが、ちなみにいいますと、私、大学の

先生もやったことがあるのですね。大学は今、中期目標期間が６年、ＮＥＤＯの場合は５

年という制度をとっていて、独法制度上では中期目標期間内であれば、今年度の交付金債

務を来年度に持ち越すことは独法の中の裁量なのです。ですから、先ほど米倉先生からも

ありましたけれども、無理して３月末に使い切るのではなくて、特に研究機器などを入れ

るときには、発注してから納入までに数ヵ月がかかるとか、年度をまたぐものもたくさん

ありまして、一応我々は検収が済んでからでないとお金を払わないので、結果としてみる

と繰り越しという形になって、交付金債務が膨らむ形になります。我々ＮＥＤＯの場合に

は、極力予算制度の運用上、年度概念は少なくとも中期目標期間内は取り払って、事実上

の中期目標期間５年の中での一本で考える。だから契約も複数年度にしているということ

を積極的にやって、そういうマネジメントをしています。 



- 32 - 

 

 ちなみに、私が大学に出向していたときの印象ですと、大学は制度的にはそれはできる

はずなのですが、導入していないだけです。 

○米倉委員  やってないだけか。 

○倉田副理事長  そうです。 

○米倉委員 いつからできるようになった？ 独法になったときからできる？ 

○倉田副理事長  独法になってからです。そもそも独法になる前は国そのものだったの

ですから。国は会計法という縛りの中でできませんけれども、今、国ではないので、独立

な人格をもっているので、やればできるのです。 

○渡部部会長  ほか、いかがですか。どうぞ。 

○荒牧委員  私、経産省全体の政評課のほうで、前、独法を評価する委員というのを７

～８年やらせていただいておったのですが、そのときに、いつも財務内容の改善のところ

の項目というのは、大体項目が一緒なのですね。評価項目がなじむ場合となじまない場合

があって、なじまないときは、いつも納得いかないままに評価、横並びというのですか、

統一的な目標が必要だということで仕方なくやっていたのですけれども、今後、例えば繰

越欠損金の発生が不可避である研究開発法人を切り離してまとめたわけですから、繰欠の

増加を抑制するという目標自体余り意味がないから、これは変えられないのかなという基

本的な質問がまず１つ。 

 まず、ここを変えるということができれば、それがいいですけれども、もし何らかの事

情で抑制するという、要は収益の負の対象企業、こちらをふやすことも目標の一つである

というふうに百歩譲って考えるとした場合にも、繰欠の金額と収益納付の金額の桁が余り

にも違い過ぎると思うのですね。ですから、収益納付を目標とすること自体は、別にそれ

を目標とすること自体は、それはそれで構わないと思うのですけれども、それは繰欠の増

加の抑制につながるほどのレベルの話では全くないので、その場合もこの項目とミスマッ

チというか合ってないなという気がしています。 

 そこの話と、あと、大体各法人共通でというふうに申し上げたのですけれども、ここの

６番の年金、基金云々というやつと、関係法人等への支出の適正化というのは、これは余

りほかの法人でみた記憶がないのですね。特に６番の、年金を代行返上して違う制度にと

かいって、こっちの細かい資料を拝見していたのですけど、これでＢがついているのです

けれども、逆にいうと、これを評価する理由がよくわからないのですね。というのは、年

金の資金運用を適正にやらなかったら、それは評価とかいうより法人として大問題なわけ
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であって、当たり前のことを当たり前に適正に評価するという、これも何か私には理解で

きないのですね。 

 あと、ついでに７番も、関係法人に支出するのを適正にするというのですね。これも細

かい資料を拝見したのですけど、これも非常に当たり前のことが書いてあったので、これ

を適正に行わなかった場合の選択肢というのがちょっと思いつかない状況なので、特に６

番、７番に関しては、もし目標を見直せる機会があるのであれば、この１、６、７、ここ

を見直していただきたいと思います。 

 以上です。 

○中山理事  ７番は、私が答える立場にあるか迷いますが、外形的にいわゆる子会社の

ように縁が深いように見える公益法人と随意契約を行う場合には、適正に執行されている

か、より厳格にチェックは行いましょうということで項目が立った。経済産業省のほとん

どの独立行政法人は、そういう売上高というか取引高に占める独法からの収入が一定比率

以上を超えるなどの外形基準に該当する場合さえそもそもないのですが、ＮＥＤＯの場合

は、技術開発研究組合と契約すると、形式上、技組が、子会社のような外形基準を形式的

に満たすこととなり、形式的に２３件それに該当するものがある。ただ、全部企画競争の

結果、そこが勝ち取ってＮＥＤＯのお金をとっており、懸念すべき事情は全く何もありま

せんというチェック、確認をしているという、そういうことであります。 

 それから、１つ目のところも、これも私が答える立場にあるのかどうかわからないので

すけれども、国の予算制度としてＮＥＤＯに対して出資をすると。その出資でいただいた

お金を財源として委託とか助成で研究開発補助のお金をフローで流してしまうということ

で、必ずＮＥＤＯに欠損金を立てる仕組みに予算制度上なっています。その際、支援先に

収益が上がればそこからきちんと収益納付して回収しますという国民への説明が必ずセッ

トになっているので、そういった仕組みのお金をいただいた我々としては、それなりにコ

ストをかけて収益納付に努力せざるを得ない。ＮＥＤＯの立場としては、ここは最初予算

制度ができた段階から、そういうコストをかけてこういう努力をしなければならないとい

うことがルール上決まっています。欠損金と収益の見込まれるギャップについては、御指

摘は理解しました。 

○荒牧委員  建前としてはおっしゃるとおりなのです。ただ、実際に今期は少ないけど

収益納付でリカバーする可能性が少しでもあるならば、目標としての意味があると思うの

ですけど、絶対に本業に力を入れれば入れるほど繰欠が増えていく仕組みな訳ですよね、
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現状。どんなに収益納付頑張っても、多分コンマ何％の世界の話ですよね。だから、理論

はそうなのですけれども、一般の方たちにこういう評価をみせたときに、多分理解いただ

けないというか、理解で苦しむところだと思います。 

○中山理事  努力してもＡ評価とかＳ評価がとれない項目が１５点とか３０点あるのだ

とすれば、我々としては努力のしがいがないので、評価の配点を見直していただけると、

我々も努力のしがいがあるということになります。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  ある意味でいうと、過去の事情のまま残っている

部分というのでしょうか、そういうのが多分あるのでしょうね。恐らくそういう意味では、

見直せるタイミングというのは、またそれぞれいろいろあると思うのですけれども、例え

ば先ほどの評価の基準の話も、若干ややこしいのは、今評価しているのは２６年度という

独立行政法人時代の話であって、２７年の４月から国立研究開発法人になったのですけれ

ども、実績自体は去年のものを評価している。ですから、そういう意味では基準自体も独

立行政法人時代の評価基準でまさに評価しているのです。そこは変えてないのですが、一

方で、これまた新しい中期計画、今は第三期ですけれども、これが第四期になるときれい

にまた全部そろってくるみたいな話があって、そうすると、いろいろな意味での基準とか

いうのもまた変えるタイミングというのも出てくるというのもありまして、このあたり、

移行期間的なところも含めて、若干見直せるものはなるべくうまく、せっかく制度が変わ

ったのに完全に直り切ってないところがあるというのは、多分おっしゃるとおりかもしれ

ないので、よく検討は続けていきたいと思いますし、また省内全体をみているところにも、

そういうのを見計らうような相談はしたいなというふうには思っています。 

○渡部部会長  いかがでしょうか、大体あれでしょうかね。今日、制度が変わった節目

だということで、どっちかというとＮＥＤＯの評価ということと、経産省がプロセス全体

としてどういうふうにちゃんとしっかりしたものにしていくかという２つあったと思いま

すが、特に今回のＮＥＤＯの評価について、Ａ、Ｂ、Ｃというのがいろいろな見方もあろ

うかと思いますけれども、そこはいただいた意見の範囲でとりまとめをさせていただくこ

とになろうかと思います。それは事務局のほうとやりとりして、少し仕分けしておかない

といけないのですけれども、この評価に関する考え方というところは、今の時点での評価

を確定させるということになろうかと思いますので、その辺は意見の集約等含めてご一任

いただくことになろうかと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 
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 そういうことでございましたら、では、審議官のほうからちょっと総括。 

○星野審議官  本日は、長い時間本当にありがとうございました。今日は、まさに第１

回のＮＥＤＯ部会ということで、こうやって公式にこれだけの先生方にお集まりいただい

て開く以上、試行錯誤などということではなくきちっと決めておかなければならないので

すが、その中では今回の評価の位置づけなり事前の背景なりというのに少し説明の至らな

さがあるとすれば、お詫びを申し上げたいと思います。ＮＥＤＯの評価ということでござ

いますが、時間の半分はＮＥＤＯのご評価いただきながら、もう一つの半分は私ども政府

に対してでしょうか、評価のあり方ということをご指摘いただいたものでございます。こ

れは本当に肝に銘じたいと思います。 

 これはＮＥＤＯの評価というだけではなくて、国立研究開発法人というカテゴリーの評

価ということで、先ほど荒牧先生からもいただきましたけれども、共通してやっているも

のがございますので、これは評価のルールということでしっかりとご指摘を、例えば米倉

先生からいただきましたのも含めてフィードバックをして、よりいいものにしたいと思っ

ております。特に情報の非対称性のところは、年間１，０００億円を超える事業の中で、

いわゆる非対称性がないようにということは、先ほど高井先生おっしゃったように膨大な

資料を全部お目通しいただくのかという、逆の意味での非現実性がある中で、できるだけ

それをわかりやすくという中でありますが、このわかりやすさの中で、ややもすると昨年

からの継続があったものですから、目標のところというのを詳細な資料には書いてあるの

ですが、書いてあるのも丸めて書いてございますので、先ほどご指摘がありましたような、

こういう問題意識がありながらこういう目標を立てた中で、この問題意識のどれぐらいが

達成できたというようなご説明をすればよかったのかもしれませんので、ぜひ次回までの

宿題にさせていただきたいと思います。 

 あともう一つは、今、経済産業省も古くて新しい、新しくて古い議論ですけれども、イ

ノベーションあるいは革新的な技術開発ということで、イノベーションを起こそうという

と、今までは、イノベーションが起きるための技術開発は何だろうかということで、アル

ミをやめて炭素繊維にしようですとか、多結晶をやめて単結晶にしましょうと。これでイ

ノベーションが起きるといっていましたけれども、そういった技術プロジェクトのイノベ

ーションに加えて、今ここ数年、特にこの１年間、２６年度、ＮＥＤＯが私どもと一緒に

頑張りましたのが、いわゆる制度、枠組みでございまして、イノベーションを起こすには

どういう仕組みがいいのだろうかということで、かなりＮＥＤＯの組織の体制も変えまし
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たし、新しくベンチャーのところも制度をつくったり、センターをつくったりと、様々な

ことをやっておりました。 

 これは当然ピュアレビューもやりましたし、自己評価もやっておりますけれども、そう

いう動きの中で、ＮＥＤＯはＳといっているけれども、それはよくある話なのか、予想以

上にそれはいいことなのかということがあります。ご指摘のとおり、それをやるにしても

相対評価ですから、自分たちがこれをやるといっておいてやったのだからいいというのが

ありますから、すごいことをやったことをもってＳかＡなのかというのは、先ほどのお話

から少しきちんと私どももやりますけれども、個別の技術ということだけではなくて、そ

ういった大きな流れの中でＮＥＤＯが苦労した、あるいは頑張ったということで少し評価

をいただけたのかということで、きょう拝聴していた次第でございます。 

 もう一つ、アウトプット、アウトカムのご意見もございました。どうしてもアウトカム

のほうというのは、複数年たってどうだったかということがございまして、他方、国立研

究開発法人に変わったといえども年度ごとの評価はしなければいけない。これは法定され

ておりますので、そこの難しさがございますが、本来はアウトカムが中心だとしましても、

アウトプットのほうでも何か評価ができるような工夫をしたいと思います。今回は、独法

の時代の評価を少しひきずりながらも、こういった自己評価に対して先生方のコメントも

いただいて、最後に私どもがしっかりと評価をさせていただきたいと思いますので、また

次回には、きちっと工夫をした評価の手法を省全体で考えてみたいと思います。もっとい

えば、この委員会の前に、こういった評価の仕方はどうでしょうかということを、ＮＥＤ

Ｏではなくて私どもがご相談をさせていただくということになると思いますので、懲りず

に引き続きよろしくお願いしたいと思います。本日は長い時間でございましたけれども、

どうもありがとうございました。 

○渡部部会長  事務局。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  日程的なことで申し上げますが、そういう意味で

は今度は我々が評価しなければいけないものですから、今度、研究開発法人審議会の総会

が２７日にございます。そちらのほうで、今度は私のほうからきょうの結果をご報告させ

ていただくということになろうかと思います。また、その場にいらっしゃる方もいらっし

ゃるかもしれませんが、そういう形で進めさせていただくと、このようになっております

ので、またよろしくお願いをいたします。 

○古川理事長  本日は、長時間にわたりましていろいろご熱心にご議論いただき、あり
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がとうございます。 

 私も２０１１年１０月にＮＥＤＯの理事長を拝命いたしましてから３年９ヵ月、今の任

期、余すところ３ヵ月となりましたが、ＮＥＤＯの評価というのは、過去をみますとずっ

とＡ評価で来ているのですね。去年この席で、とにかくＳ評価は何をやったらとれるので

すかという、大胆な発言をさせていただきました。それで、今年楽しみにしていたのです

けど、今回からは逆に自分たちで採点する側になってしまいまして、やり方が変わってし

まったのですが、内部の人たちがどうつけるかということで、口を出さず見守っておりま

した。 

 その上で、この結果を認識しているのですけど、私も民間からＮＥＤＯに来て最初に感

じたのは３つございまして、１つは、とにかく有言実行。１００億円投入したらいつ１，

０００億円取り返すのだと、そういう開発計画が重要なのではないか。２点目がグローバ

ルの視点。企業は世界で戦争しているわけですね。国だから国内のオペレーションだけで

済む話ではない。ですから、全てにおいてグローバルという視点を考えなければいけない

なと。３つ目は、それにも近いのですけど、コンペティティブネス、一体誰が競合なのか

ということをこれまで以上に強く気を付けていかないといけないと思って、この３つをと

にかくこの４年間、役職員に指示し一生懸命やってまいりました。 

 その結果が今回の評価なのかなと思うのですけど、１つだけ私、国民の皆様に大変申し

わけないと思うのは、運営交付金の債務残が５８８億円。第２期中期計画中では５年の間

に解消するよう考えておりましたが、結局５年目は３７５億円という残が出ました。国庫

に納付するという、それ自体はよろしいのかもしれませんけど、もちろん米倉先生がいっ

たように、自分たちが節約した分はとってもいいではないかという話がございましたけれ

ども、非常に重要な課題だと捉えていますので、最終年にはゼロにすべくこれからもオペ

レーションしてまいりたいと思います。 

 そういう意味で研究開発に関する成果ということに関しても、この５０億円がいつ１，

０００億円の成果になるか。長期的にみてＮＥＤＯインサイドというスタンスでいうと、

３兆円使った中の７，０００億円について、それが今後１０年後には７０兆円の市場を生

むのだというマクロな数字がございます。先ほど荒牧先生からご指摘ありましたように、

割引率が書いてないではないかと。私もそれは十分認識しておるのですけど、なかなかこ

の数字を公表して議論できる世界の研究機関はないのですね。ですから、アメリカへ行っ

て議論を持ちかけ、ヨーロッパへ行って議論を持ちかけ、そのときはわかりましたと先方
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のトップはいってくれるのだけど、いつまでたっても出てこない。 

 ですから、この評価というのは相当主観的な評価だということはわかっていますけれど

も、それこそコンペティティブネスではないですけれども、そういうところと議論できる

ような形で、やってまいりたいと思っておりますけど、そういう意味のアウトプットでは

なくてまさにこれはアウトカムだと思いますので、こういう視点でやっていきたいという

ふうに思っております。 

 ということで、私のオペレーションも至らない点が多うございましてこういう結果にな

っておりますけど、運営交付金に関しましても、今年度は今後改善されると信じて、また

新しいオペレーションを開始しておりますので、ぜひ来年にご期待いただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。本当にありがとうございました。 

○渡部部会長  ありがとうございました。 

 時間になりましたが、よろしいでしょうか。 

 そういうことで、本日のＮＥＤＯ部会のほうは閉会させていただきたいと存じます。ど

うもお忙しいところ、また、きょうは暑くて大変でした。ありがとうございました。 

 

                                 ――了――   

 


