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国立研究開発法人審議会 

第３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２８年７月４日（月）１４：００～１５：３０ 

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の平成２７年度業務 

実績及び自己評価結果について 

（２）その他 

出席委員 渡部部会長、荒牧委員、竹内委員、米倉委員 

 

○渡部部会長  定刻の前ですけれども、ご出席の予定の委員の方がおそろいになられま

したので、始めさせていただきます。 

 ただいまより第３回経済産業省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、以下、「ＮＥＤＯ部会」と申しますが、開会いたします。本日は公開での開

催ということでございます。 

 議事に入る前に、事務局及びＮＥＤＯからご挨拶をいただきます。 

 まずは保坂審議官、よろしくお願いいたします。 

○保坂審議官  経済産業省の審議官になりました保坂でございます。６月中旬に星野の

後任でまいりまして、審議官になりました。よろしくお願いいたします。 

 ＮＥＤＯでございますが、業務の関係で申し上げますと、27年に７分野、コンピューテ

ィング／物性とか、機能性材料などの技術戦略を策定いたしまして、27年２月から民間事

業者が主体となってオープンイノベーションという協議会の会員を募集しましたが、設立

当初218社が、今は443社まできまして、28年５月の時点では480社まで増加しているとい

うことで、オープンイノベーションの拠点としての期待も大きくなってきているというこ

とでございます。他方、京都メカニズムのクレジットのほうは役割を終えたということで、

ＮＥＤＯ法を一部改正いたしまして廃止したということでございます。 

 全体の動きとしましては、私は前の局が経済産業政策局の審議官という形で回ってまい

りましたが、新産業構造ビジョンという形でＡＩ、ＩｏＴの話もやっていまして、文科省

なり総務省、内閣府とよく連携しながら進めるということで、むしろＮＥＤＯ、産総研に



 - 2 - 

は実行部隊としての機能が期待されているところでございますので、しっかりやっていき

たいと思っています。 

 ＮＥＤＯそのものとしては、27年の４月に改正独法通則法がありまして、国立研究開発

法人と位置づけられまして、全体の評価方法も、従来の第三者評価的なものから主務大臣

が評価を決定するということで、自己評価を行いながらやるという形に変わりましたし、

一昨年、26年度については自己評価、大臣評価ともにＡという形になってございます。評

価については、１回のみの開催だったところ、１回の開催で分厚いものを渡されてもでき

ないということで、部会を２回開催するようなことで改善を図っているということでござ

いますので、引き続きよろしくお願いします。 

 ＮＥＤＯ、産総研について、イノベーションがやはり大事だということで、「新３本の

矢」でも、社会福祉で所得再分配だけしていても国全体が伸びていかないので、イノベー

ションをしっかりやれという声を、いろいろなところで、挨拶回りをしても聞きますので、

そういう視点で皆様にご評価をいただければと考えておりますので、ＮＥＤＯの今後の育

成についてよくご議論いただければと思います。ありがとうございます。 

○渡部部会長  ありがとうございました。 

 続きまして、ＮＥＤＯの古川理事長、お願いいたします。 

○古川理事長  古川でございます。先生の皆様には、日ごろより大所高所からいろいろ

ご指導いただいておりますことを深く感謝申し上げます。 

 さて、本日は27年度の成果報告ということでございます。27年度というのは第３期中期

計画の真ん中の年、25年から29年までやっておりますので、真ん中の年という重要さもあ

るのですが、それ以外に二つございまして、今、審議官からお話がございましたように、

独立行政法人から国立研究開発法人に移ったということで、その移行の心は、自由度を少

し広げるので早く、最大の成果を出しなさいということでございます。27年度はその初年

度でございましたので、それに心を砕いてやってきたつもりでございます。 

 二つ目は、これは個人的なことになるのですが、私のＮＥＤＯの理事長のオリジナルな

任期の最終年度でございました。４年目でございまして、その集大成ということもあって

気合いを入れてオペレーションをしたつもりでございます。後ほど理事の福田から全体概

要を説明いたしますので、いろいろご指導いただきたいと思うのですが、私の任期に関し

ましては、10月に、３期中期計画が終わるまできちっとやりなさいということで、２年半

延長になりました。 
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 私どもの体制は10月から非常に若返りまして、経済産業省から出向していただいている

方、３人ともぐっと若返って、若い力とともにオリジナルなミッションであるエネルギー、

環境の課題解決と、産業の競争力強化、特に最近はイノベーション、ＡＩだ、ロボティク

スだ、ＩｏＴだと、極めて新しい話題が出てきておりますので、足を地につけてやってま

いりたいと思っております。 

 再任に当たりまして私が役職員にいったことが三つありまして、一つは、とにかく勝て

る戦略をつくろう。それで世界に勝っていこう。それから、有言実行ですね。やることを

クリアにいって、それを実行していこう。三つ目が、基本と制度。目標が達成できないと

いうことでいろいろ悪魔のささやきが聞こえるわけですが、何があっても基本と制度は守

る。この三つを役職員に徹底して最大の成果と早期成果を上げていきたいと思っておりま

す。先生方の引き続きのご指導をよろしくお願いいたします。 

○渡部部会長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして配付資料の確認と今後のＮＥＤＯ部会の進め方について、山田課

長から説明をお願いいたします。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  皆様、こんにちは。技術振興・大学連携推進課長

の山田でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

 本日の会議でございますが、ペーパーレスで開催させていただきますということで、お

手元にｉＰａｄがございますが、こちらに資料はダウンロードしております。既に先生方

はお使いいただいていると思うのですが、開いていただいて、本日の資料はここに一覧で

ございます。ＮＥＤＯ部会の議事次第、あるいはＮＥＤＯの業務実績概要、自己評価の概

要、自己評価書といったところ。あるいは参考資料として部会の委員名簿、関連規程や、

昨年のＮＥＤＯのこの部会における意見書といったものをつけさせていただいております。

操作方法や資料等、不明な点があれば、いっていただければご説明にまいりたいと思いま

す。 

 続きまして、ＮＥＤＯ部会の議事録や資料につきましてはホームページで公表させてい

ただいております。本日の部会につきましても、同様に公表させていただくということを

あらかじめご承知いただきたいと思います。また、議事録につきましては、後日、ご確認

をいただくための手続をとらせていただきたいと思います。 

 次に、今後のＮＥＤＯ部会の進め方を少しこの時点でお話しさせていただきますが、本

日は、これからＮＥＤＯより27年度の業務実績と自己評価結果のご説明をしたいと思いま
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す。今回、２回に分けて進めることにいたしましたが、本日の説明はかなり長くなると思

いますが、この中でご意見等がございましたら、本日いただける部分につきましては説明

の後にお伺いしたいと思いますが、実際に意見を詳しくお伺いするのは次回、今７月13日

というふうに予定させていただいておりますが、こちらで改めてご意見をお伺いしたいと

思っております。したがいまして、本日は、きょうみて、いえる部分があればという形で

進めさせていただければと思っておりますので、予定は１時間半としておりますが、もし

かしたらもう少し短くなるかもしれませんが、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 説明は以上です。 

○渡部部会長  ということでございますが、進め方等について何かございますでしょう

か。よろしいでしょうか。 

 本日は基本的に実績と評価の内容を伺わせていただく。次回、実際の評価について時間

をとって議論するということでございます。 

 よろしければ、早速議事の(1)に入りたいと思います。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の27年度業務実績及び自己評価結果について、ＮＥＤＯか

ら説明をお願いいたします。 

○福田理事  ＮＥＤＯの理事の福田でございます。資料に従いましてご説明させていた

だきます。 

 お手元のｉＰａｄに②資料１、これは業務実績の概要、それから③資料２、これは自己

評価の概要、それから④として自己評価書というのがございます。④資料３というのが指

定様式に従いましてＡ４、156ページでそれぞれの項目、概要をまとめたものになってお

ります。 

 このうちの項目別の評価をまとめたものが③資料２、これは打ち出しますとＡ３、１枚

の裏表となっております。こちらにそれぞれの項目ごとの私どもの自己評価、それから評

価の根拠、さらに、それに相当する昨年度どうだったかという自己評価と大臣評価を一覧

として並べております。 

 これの各項目の評価根拠のところをもう少しわかりやすく、一つ一つの項目に従ってま

とめたものが②資料１の業務実績概要というものになります。そういう関係で②、③、④

がつながっておりますので、本日は②をざっとご説明いたしまして、それの総括表が③だ

というふうにご理解いただきたいと思います。 

 それでは、②のほうをごらんいただけますでしょうか。資料１、平成27年度国立研究開
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発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務実績概要でございます。右下にページ

数が２ページ目から載っていると思います。２ページ目のところ、右下に１と書いてござ

いまして、目次が１、２と２ページにわたって並んでおります。 

 その後、まず一つ目の大項目、研究開発の成果の最大化その他ということで、その表紙

がございます。 

 さらに、４ページのところをごらんいただきますと、この中の（ア）技術開発マネジメ

ントの機能強化という細分化した一つ目の項目の総括になります。こちらをごらんいただ

きますと、ＮＥＤＯの自己評価、Ａとさせていただいておりまして、下に表で25、26，27，

それぞれ最終的な評定がどうだったか、27年度はまだ自己評価ということでございますが、

その結果が並んでおります。 

 次の５ページにはＡとした評価根拠がずらっと並んでおります。ここで書いてある記述

については、先ほど申し上げた資料２のＡ３の表にそれぞれ並んでいるのですが、それを

基本的にそのまま記載したものでございます。このそれぞれの項目ごとに、次のところか

ら（ア）の項目について説明が続いております。 

 ６ページをまずごらんいただけますでしょうか。ここは技術戦略、それからプロジェク

ト構想の策定というところでございます。上の方のタイトル、黄土色のところに「○技術

戦略及びプロジェクト構想の策定」と書いてございます。そこに米印で注記しております

が、タイトルの部分に丸印のあるスライドは、直接その前のページの評価根拠に用いてい

るもの、特に丸がついていないものは、今回の実績としてはこういうものがありますよ、

パワポでは用意しておりますが、特段評価のところにはクローズアップしていないものと

いう形になっております。 

 ６ページでございますが、昨年度、今回の中長期計画を３年目から見直していただいて

おりますが、その中で技術戦略をつくるというのがございました。この技術戦略、つくり

っ放しでは意味がなくて、27年度には、下の表にございます左側の７分野について技術戦

略をつくりました。これに基づきまして具体的なプロジェクトとなったのが右側の①から

⑧までのプロジェクトでございます。一番上のコンピューティング／物性・電子デバイス

だけは二つのプロジェクトに分かれましたが、こういった形で技術戦略を策定し、それが

プロジェクトにつながるというプロセスが27年度から始まったというのがこのページでご

ざいます。 

 次のページ、同じく技術戦略とプロジェクト構想の策定ですが、同じく導入されたのが
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ＰＭ、プロジェクトマネージャー制度でございます。プロジェクトマネージャー制度を導

入しまして、技術戦略を入れた新しいプロジェクトの立案プロセスというのが下に絵でか

いてございますが、左側、黄色い背景で技術戦略の策定から事前評価結果を経済産業省に

提出まで、この部分が新しく技術戦略の策定に伴って入ってきたプロセスでございます。 

 この結果、従来は事前評価とかいうのはプロジェクト基本計画の決定後、私どもでやっ

ていたのですが、これを大幅に前倒しして、あらかじめ、予算要求をする前から、さまざ

まな諸外国との事情の評価とか、それを含めた事前評価というのを前倒しでやれるように

なりました。その結果、下の四角の中にございますが、プロジェクトが始まる当該年度の

前に、前年度末の段階から公募を始める。これによって当該年度、できるだけ長期間プロ

ジェクトにかける時間を設けるようにしよう。プロジェクトの前倒しの実施率が26年度は

60％だったものが、27年度は90％に上がってきたということで、より効果的な研究開発が

できるようになったという、そんなアウトカムが出ております。 

 次のページ、そのために技術戦略研究センターという組織をつくったのですが、８ペー

ジはそこに設けている外部の有識者に着任していただいているフェローの皆さんでござい

ます。何人か、上の行でいいますと劉さんと松井さん、次の行では安井さんに星印がつい

ておりますが、この皆さんについては27年度に新たに採用して技術戦略の策定に携わって

いただいた方でございます。都合８名追加して体制を強化したということでございます。 

 次の９ページでございます。ここから話が変わりまして、将来のナショナルプロジェク

ト化への取組でございます。26年度から、将来のナショプロの技術開発テーマを発掘する

ためのエネルギー・環境新技術先導プログラムというのを開始いたしました。27年度は30

件採択したのですが、下の右側に27年度の成果と書いてございます。 

 これも、プログラムで研究しているだけでは意味がなくて、将来のナショプロにつなげ

るからには、ナショプロにつながったかどうかというのがポイントになります。具体的に、

26年度は36件採ったのですが、このうちの１件については地熱発電次世代技術の開発につ

ながりました。また、12件については現在ナショプロ化を検討中でございまして、その下

に書いてございますが、ＩｏＴ推進のプロジェクト、超先端材料のプロジェクト、新エネ

ベンチャーのプロジェクト、こういったもので今提案をして、採択審査をしているところ

でございます。こういった形で、少なくとも１件、さらに候補として12件、このプログラ

ムからプロジェクトにつながっているというところが出てまいりました。 

 次のページでございます。10ページ。非連続ナショナルプロジェクトの選定方法の立案
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でございます。これも昨年度、27年度からスタートした中長期計画変更後のものですが、

これからのＮＥＤＯはＤＡＲＰＡ型を目指して非連続ナショプロというのをもっとやろう

ということが唱えられました。おくればせながら、非連続ナショプロに該当するものの選

定基準というのを、左下にあります、非連続的な価値が創造されるものか、技術の不確実

性があるかどうか、こういうものを目標値あるいは取り上げる技術の内容に従ってマーキ

ングして、これに基づいて選定し、適切な評価をしていこうという体制を組んだというも

のでございます。 

 続きまして次のページ、先ほどから出ていますＰＭ、プロジェクトマネージャーでござ

います。プロジェクトマネージャーも27年度から導入したものですが、新たに27年度に選

考基準を設けまして、これに基づいて８名のＰＭを選定いたしました。これは27年度が初

めてでございます。 

 次の12ページにどんな人を採用したかというのが、表で固有名詞も含めて書いてござい

ます。全部で８名でございますが、プロパーから３名、官庁出向者から２名、民間出向者

から３名という形で、プロパーのうちの１名は民間からプロパーになった方で、実質、民

間から４名という形で、外部の知識も活用しながらＰＭにプロジェクトを主導してもらお

うという形になっております。 

 具体的に13ページには、例えば次世代人工知能技術分野では知財系のプロデューサーを

あらかじめプロジェクトの中に常駐させるとか、調査・先導研究をあらかじめやって研究

開発に移管していこうというＲＦＩというのを導入するとか、こういったＰＭ主導の新し

い取組が始まっているというものでございます。 

 それから14ページ、次の話でございます。ＰＭはＮＥＤＯの職員ですが、もう一人、Ｐ

Ｌという方がおります。プロジェクトリーダーでございますが、これはプロジェクトを実

施する側の代表者という形ですが、したがってプロジェクトごとにＰＭとＰＬの組み合わ

せがそれぞれ並んでくる形になります。一部、電子・材料・ナノテク分野については、Ｐ

Ｌ、ＰＭの組み合わせを一堂に会しまして、それぞれのプロジェクトでどういう工夫をし

ているかというのを紹介し合いました。これは実はその前から始めているのですが、今回

につきましては、下の表にございますように、27年度から光エレクトロニスの技術の中で

工夫していた人材育成事業を、プロジェクトの中でパワエレの中でもやっていこうという

形で、あるプロジェクトの工夫を次のプロジェクトに移管していくというのがＰＭ、ＰＬ

の活躍によって実現しているということの説明でございます。 
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 続きまして15ページでございます。こちらは実用化促進事業の選定・採択になります。

実用化促進事業というのは比較的足の短い、補助金を中心とした事業でございますが、事

業化を目的としていますので、単に実施するだけではなくて、採択時点で中小企業経営診

断システムを活用した審査をすることによって、途中で倒れないかどうか、財務内容が技

術開発をやるに値するかどうか、こういった工夫をしております。 

 続きまして16ページでございます。ここから評価／反映・実行という（ⅱ）の項目に入

ります。こちらは中間評価、27年度に３件対象になりましたので、それを適切に実施し、

評価で指摘されたことについては反映しておりますという説明になります。 

 17ページ、今度は事後評価、終わった後、１年後の評価になります。26年度に終了した

ものが27年度対象となっておりまして、これが合計13件ございます。その結果が下でござ

いますが、実は中長期計画の目標で合格というものが80％、優良というものが60％という

定義を置いております。この合格、優良の定義につきましては、箱の真ん中に（注）とし

て小さく書いてございますが、ＮＥＤＯの評価は四つの評価項目で実施しておりまして、

「事業の位置付け」、「マネジメント」、「研究成果」、「実用化見通し」の４項目でご

ざいます。この４項目で０、１、２、３の４段階評価で評点がすべて１以上、かつ後半の

二つ、成果と実用化見通しの評点の合計が３以上だったら合格、さらに成果と実用化見通

しの合計が４以上だったら優良、そのような定義を置いております。 

 これに照らし合わせますと、27年度に評価した13件についてはすべて合格でございまし

た。また、12件は優良でございまして、１件だけが合格だけという形です。したがいまし

て、パーセンテージとしては合格80％に対して100％、優良60％に対して92％ということ

で、大幅に上回ったということでございます。 

 ちなみに、18ページには成果と実用化の合計、３＋３で満点が６点になるのですが、こ

れは平均でございますが、20年度は3.8だったのが、26年度、27年度は4.7ということで、

年を追うごとにだんだん上がってきている。必ずしもずっと高いわけではないというのが

こちらでみてとれるかと思います。 

 続きまして19ページでございます。ナショプロの実用化達成率でございます。こちらも

中期目標上、終了後５年経過時点で25％実用化達成しているという目標を置いております。

27年度に調査した対象案件というのは、21年度に終了したもの、これが５年経過しており

ますので、これにつきましてチェックしますと、113事業者中32事業者、28.3％というこ

とで、目標の25％を上回っております。 
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 ちなみに、次のページに、今回の中長期計画期間中に対象となる19年度から23年度終了

プロジェクトまで、実は毎年調査をしておりまして、その結果を集計しております。22年

度、23年度、まだ５年たっていないのですが、既にこの時点で製品化、上市に至っている

ものがございまして、これをすべて足し上げますと、総計として実用化率が27.8％になっ

ております。この時点で25％を上回っていて、昨年度の時点では25を切っておりましたの

で、いわば２年前倒しで中長期計画期間中の目標を達成できたということがいえるかと思

います。 

 続きまして21ページでございます。今度は実用化促進事業、比較的足の短い補助金型の

事業でございますが、こちらにつきましても中長期計画で目標として事業終了後３年経過

時点での実用化達成率を30％以上とするという目標を置いております。下に表がございま

して、21年度終了案件、22年度終了案件、３年経過ですと23年度終了案件が今回の対象に

なるのですが、残念ながら23年度対象案件については26.4％となっております。ただ、３

か年の平均をとりますと30.5％ということで、目標の30％を現時点では上回っているとい

えるかと思います。こちらにつきましては、先ほどのナショプロと違いまして調査はこれ

からやりますので、終わってみてどうなるかは、あと２年間の結果がどうなっているかに

よるというものでございます。 

 22ページ、今度は中小ベンチャー対象の支援事業についてです。こちらにつきましては、

年度計画で順調率というのをみていこうということを置いております。この順調率は、定

義としては、下にグラフがございますが、事業化評価というのを４点満点で２点以上にし

よう。縦軸の技術評価も４点満点で２点以上にしようということで、いわば黄色い網掛け

の部分にどれだけ入るかというのが順調という定義に該当するものでございます。昨年度、

25年度に実施したものについては、終了時点で64.5％順調だったのですが、今年度に入り

まして77.4％と、黄色い部分に入っているものがふえてきているのがみえると思います。

これは理由としては、25年度までは実はバイオ案件が結構ございまして、ハイリスク・ハ

イリターンのものが多かったという面があるのと、もう一つ、26年度からの新しい取組と

して、社長に実際に面談をして、本当にこの社長に任せていいかどうかということをやっ

て、事業化が見込めないものはどんどん切っていったという経緯がございます。この辺が

効果を出しているのではないかというふうに分析しております。 

 23ページは先ほどのナショプロで実用化しているかどうかを評価するための追跡調査の

結果でございます。省略させていただきます。 
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 24ページ、これは我々が「ＮＥＤＯインサイド」と称している調査結果でございまして、

過去からのＮＥＤＯ事業の成果がどれだけ現在売上げの実績を上げているか、さらに申し

ますと、将来に向かってどれだけ売上げの見込みが立っているかというものでございます。

これも毎年度、内容を追加して算定しております。下の表をごらんいただきますと、ＮＥ

ＤＯ投入費用というのが左から２番目の列に書いてございまして、6,696億円。これに対

しまして2014年度までの市場導入の累積では39兆6,119億円ということで、当然ながら投

入費用を上回る市場導入結果が出ております。 

 この先の売上げ予測につきまして、割引率０％から５％まで置いて試算をしております。

これは昨年度、この評価委員会でも、また大臣からも、将来の実績については、例えば割

引率を導入して少し多面的にみるべきではないかというご指摘を受けましたので、今回そ

れぞれの品目ごとの割引率を導入してやってみました。当然ながら割引率０％ですと54兆

5,549億円に対しまして、５％になりますと42兆2,697億円と、割引率が入れば小さくなる

のですが、いずれにいたしましても投入費用を上回る効果は見込めるということでござい

ます。 

 また、上の箱の中ですが、こういったＮＥＤＯインサイドみたいな評価結果については、

ぜひ海外のファンディング機関と意見交換をして、いいものは取り込もうという取組をし

ております。27年度については米国のＤＯＥとかＮＩＨ、あるいはフィンランドのＴＥＫ

ＥＳ、こういったところに披露いたしまして意見交換したのですが、なかなかここまで精

緻にやっているものというのは成果がなくて、今のところ我々が紹介するというだけです

が、今後もこれを続けまして、もし進んだ取組があれば取り入れていきたいと思っており

ます。 

 また、箱の中の下から二つ目の部分でございますが、この結果を、職員に査読付き論文

を執筆させまして、25年度に続きまして27年度には「Synthesiology（シンセシオロジ

ー）」という学会誌で発表いたしました。全米の評価学会でも発表いたしまして、かなり

高い評価を得たといえるのではないかと思っております。 

 25ページでございます。話ががらっと変わりまして、制度面、手続面の改善についてで

ございます。こちらにつきましても、毎年度何かしら制度面の改善を、全員にアンケート

をとりまして、その結果でいろいろやっております。昨年度ですと、下に青字で書いてご

ざいますが、例えば出張時の超過勤務時間も従事時間に計上可能にするとか、大学と国研

の業務委託約款の統一化とか、こういった取組をいたしました。こうした成果についてＮ
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ＥＤＯの検査はどうでしょうかということを事業実施者にアンケートをとりまして、肯定

的評価を８割以上という目標を掲げております。昨年度はこれを上回る87.9％の肯定的回

答を得ております。 

 それから、26ページ、その他の契約・検査制度の改善でございます。昨年度、総合科学

技術イノベーション会議から大学の間接経費率をもっと上げるべきではないか、30％にす

るべきではないかという指摘がございましたが、いち早く昨年度のうちにこれを30％にす

るという取組をしまして、今年度から適用を開始しております。 

 27ページ、ここは知財マネジメントの強化でございます。プロジェクトを実施するとき

の基本計画の中に知財マネジメント基本方針、昨年度改訂いたしましたが、これに基づい

た具体的な方針を書き込むということをやっているというのがこのページでございます。 

 以上が技術開発マネジメント関連業務の中の（ア）の項目の説明でございました。続き

まして、28ページからは次の（イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興になります。こち

らにつきましても自己評価Ａとさせていただきました。 

 内容ですが、29ページ、まずベンチャーキャピタルとの連携という話でございます。通

常の補助金ですと、ＮＥＤＯからベンチャー企業に補助金を出して、そこがうまくいくか

ということですが、下の仕組みをごらんいただきますと、ＮＥＤＯとベンチャー企業の間

にピンク色で「認定ＶＣ等」というのがございます。ベンチャーキャピタルなどをＮＥＤ

Ｏが認定いたしまして、認定されたベンチャーキャピタルが出資する企業に限って補助金

を出すという新しいスキームを、イスラエルの制度を参考に昨年度開始しております。こ

れは単にベンチャー企業が育つか育たないかで終わるのではなくて、ベンチャーキャピタ

ル自身も育つということで、ベンチャー移行システムの立ち上げ、定着につながるのでは

ないか。こういう仕組みを始めましたというのがこのページでございます。 

 30ページは、これまでＮＥＤＯが支援をしたベンチャーのうちＩＰＯをしたのはどれだ

けかというのを公開情報から引っ張ってまいりました。特に27年度はこのうちのピンク色

のところ、グリーンペプタイドとクレステックという２者が新たにＩＰＯをしております。

過去からのＩＰＯの時価総額を足しますと8,846.2億円、これは28年３月時点でございま

すが、現時点では１兆円を超えておりまして、これが、これまでＮＥＤＯがベンチャー企

業に支援してきたことのアウトカムの一つといえるのではないかということでございます。 

 31ページ、これは中長期計画の変更によって新たに導入された目標でございますが、中

堅・中小・ベンチャー企業の新規採択額に占める採択額の割合を20％以上にしようという、
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いわばアファーマティブ・アクションをとっております。これにつきましては、初めの適

用年度である27年度の実績は29.0％ということで、目標を大幅に上回りました。ちなみに、

27年度は中小・ベンチャー向けの補正予算があったのですが、これを除きましても23.9％

ということで、いずれにしても目標値は上回っております。 

 32ページからが（ウ）オープンイノベーションの推進の項目でございます。こちらにつ

きましても自己評価Ａとさせていただきました。 

 その説明が33ページからになります。33ページでございますが。冒頭、保坂審議官から

もご紹介がありました日本オープンイノベーション協議会、これは前年度、27年２月に設

立いたしました。設立時は218社だった会員が大幅に増加しまして、203％、443社まで、

ＰＲ活動を一生懸命やってきたことによって広がっております。 

 また、次のページをごらんいただきますと、その結果としての活動でございますが、34

ページ、ＪＯＩＣ（Japan Open Innovation Conference）のセミナーを３回、656名の参

加を得た。また、もうちょっとインナーでやったワークショップも、３回、６日間やりま

して、298名参加いただいた。あと、毎月実施しておりますピッチ、これはベンチャー企

業に短時間プレゼンしてもらって、大企業とかベンチャーキャピタルに聞いてもらって、

よければその後の提携につなげてもらおうというものについても、32社が登壇して404名

参加した。それから、「オープンイノベーション白書」というもの、これは恐らく日本初

になると思いますが、今月早々にも公開したいと思っておりますが、この執筆をしたとい

うことがございます。 

 それから35ページ、次の項目でございます。（エ）国際共同事業の推進でございます。

こちらにつきましてはＢという評価にさせていただきました。 

 次の36ページをごらんいただきますと、世界各国と250件以上、これまでＮＥＤＯは国

際協定を締結しております。うち27年度については14件、下に代表例を書いてございます

が、ポルトガルのエネルギー地質研究所や、イスラエルの産業技術研究開発センター、こ

ういったところと事業に伴う、あるいは情報交換のための協定を結んでおります。 

 また、37ページ、特に欧州のイノベーション・ネットワークとの関係を強化したという

ことで、オーストリアのＦＦＧとの新たな協定書の締結、あるいはヨーロッパのＴＡＦＴ

ＩＥというイノベーション機関の連合体がございますが、ここはヨーロッパだけが正会員

なのですが、正会員からの紹介があれば他機関も入れるということで、スペインのＣＤＴ

Ｉという機関がＮＥＤＯを推薦してくださって無事加盟をしたという形で、ネットワーク
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がネットワークを広げているということが出てまいっております。 

 それから、38ページは従来からやっているコファンド事業という、協定に基づく海外機

関と組んでそれぞれの国内のファンドをしようというものですが、27年度は新たにイスラ

エルと始めたというのが左側の図、右側はフランスのBpifranceという新しい機関と開始

したというもの、こういったものがこちらに掲げているものでございます。 

 続きまして、39ページから（オ）の項目になります。技術開発成果の事業化支援でござ

います。 

 まず40ページをごらんいただきますと、外部機関、特に実際に事業化を支援する機関と

して株式会社産業革新機構に、ＮＥＤＯの事業を終わった優良推薦案件を23件推薦いたし

ました。結果、27年度に２件の出資が決定したということ、同様に日本政策金融公庫に10

件融資推薦案件を推薦したところ、１件の融資が決まりましたという事例を載せておりま

す。 

 41ページ、助言業務の実施でございます。既存のベンチャー企業で事業化のノウハウが

ないとか、もうちょっと技術的なアドバイスが欲しいというところがございましたら、簡

単な要件審査を経て、そこに専門家を無料で派遣するという取組をしております。27年度

は19社に実施しまして、まだ売上げが立ったというところまでいっていないのですが、実

施効果例としては大企業等との協業につながったとか、ターゲットとすべき顧客・市場が

明確になったとか、こういうことで、間もなくいい成果が出てくるのではないかというと

ころまで成果が上がっております。 

 それから、次のページは標準化でございます。これは毎年度目標を掲げておりまして、

27年度は基本計画の中にちゃんと標準化を書こうということを25件という目標を掲げてお

りましたが、34件書きました。それから、そのアウトカムとして標準案の提案につながっ

たかどうか、これも27年度は３件程度という目標を掲げておりましたが、左下の表にあり

ますように12件の提案につながった。その具体的な例として、高効率ノンフロン型空調機

器技術の開発、このための冷媒の測定方法とか、こういったものをやっております。 

 続きまして次の（カ）でございます。情報発信等の推進。こちらにつきましても、取組

の結果Ａという自己評価をさせていただきました。 

 44ページでございますが、まず各種メディアを活用した情報発信としては、ニュースリ

リースを145件、記者会見を14回、現場見学会は、目標３回程度のところを11回実施いた

しました。また、読売・朝日・日経といった紙面での報道は61件ということで、前年度比
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40％増加したという結果がございます。 

 次の45ページでございますが、各種展示会、25件出展し、うち１万人超のものが18件で

ございました。特に、その中の７件については成果とユーザー企業のマッチングの場とい

うのを設けまして、結果、サンプル提供とか共同研究の引き合いが1,583件、今の時点で

把握できております。 

 それから、46ページでございます。アメリカのＡＲＰＡ－Ｅ、これはエネルギー省の傘

下にあるいわばエネルギー版のＤＡＲＰＡに相当する機関でございますが、こことＮＥＤ

Ｏの技術戦略研究センターが27年度中に３回行き来いたしまして、その結果、例えばこち

らから伺うと先方はダイレクターが全員出てくるような関係が築けております。真ん中の

写真は、ＡＲＰＡ－Ｅがエネルギーイノベーションサミットと称して彼らの成果を世の中

に公表する機会がございますが、こういった強固な関係を築いた結果、米国外の政府系機

関としては初めて出展をＮＥＤＯは認められた、そのときの模様でございます。 

 47ページは、プロジェクト成功事例につきましては、従来から実用化ドキュメントと称

しましてホームページの中で特集を組み、また冊子にしてとりまとめております。27年度

につきましても３件公開し、３件の取材をしたというものがこのページに並べております。 

 続きまして48ページ、これは洋上風力発電のデータを提供して事業者に使ってもらおう

という取組でございます。実際に洋上風力を導入するときのガイドブック、それから環境

影響評価手法、このための基礎資料を公表し、使っていただいております。また、洋上の

風況についても研究成果としてマップにいたしまして、これも公表して使っていただいて

いるという形でございます。 

 49ページは学会での、特にマネジメント関連の取組の公表でございます。先ほどのＮＥ

ＤＯインサイドの評価結果につきましても一番下に載せております。合計12本公表いたし

ました。 

 それから、50ページは、技術戦略研究センターが技術戦略をつくっておりますが、その

うちの一部については「ＴＳＣ Foresight」という形で27年度から刊行しております。27

年度中に10分野をウェブサイトで公開するとともに。冊子にして、必要な場合に配らせて

いただいております。同時に、公表するときに「ＴＳＣ Foresightセミナー」と銘打って

皆さんにＴＳＣの紹介をしております。３回実施しまして、760名、昨年はお聞きいただ

きました。 

 また、次の51ページでございますが、この取組に日刊工業新聞社さんが注目いただきま
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して、「ＴＳＣ Foresight」を中心とした特集記事を６か月、20回にわたり組んでいただ

きました。この中では、実際に携わった職員のインタビューも含め、記事の中で実名も掲

載していただいて、版権の問題があって、これから荒牧委員から回させていただきますが、

かなり世の中の注目度、あるいは職員自身のモチベーションの強化につながったと思って

おります。 

 続きまして次の項目でございます。（キ）人材の流動化促進、育成でございます。こち

らにつきましてもＡとさせていただきました。 

 まず、53ページは中途採用の実施とクロスアポイントメント制度の導入でございます。

中途採用につきましては、昨年度、26年度は11名だったのですが、その２倍となります21

名を中途採用いたしました。具体的に、技術戦略の検討を行う研究員として14名、プロジ

ェクトの企画・運営等という場面で７名ということで採用し、活躍いただいております。

また、クロスアポイントメント制度、これは大学と研究機関が主でございますが、ＮＥＤ

Ｏでも27年度から１名、大阪大学との間で始めております。この１名については、先ほど

のプロジェクトマネージャーに携わっていただいております。また、実はその後準備をし

まして、２名が28年の４月１日からクロスアポイントメントで働いておりまして、現時点

では合計３名という形になっております。 

 それから54ページ、プロジェクトマネージャー、ＰＭを育成するための特別の講座を今

年度から開始しております。下の評価のポイントに書いてございますように、この育成講

座をスタートさせるために、27年度に東京大学の「戦略タスクフォースリーダー養成プロ

グラム」に職員１名を参加させまして、この職員を中心に、18講座からなる体系的な研修

プランをスタートさせていただいております。 

 それから、55ページ、ＮＥＤＯ特別講座というものの実施でございます。これは、プロ

ジェクトを実施していくときに、プロジェクトの実施場所が拠点型である場合には、その

拠点にいろいろなノウハウ、人が集まるのではないかということで、単にプロジェクトの

実施に終わらせるのではなくて、そこで座学をしたり、シンポジウムをしたり、場合によ

っては共同研究に結びつけたりという取組でございます。27年度につきましても２講座３

拠点で合計24回実施しまして、540名以上が参加しました。また、その中でやったシンポ

ジウムには延べ510名以上が参加いたしました。 

 真ん中に成果波及例として書いてございますが、ＲＴミドルウェアというロボットの成

果でございますが、この特別講座の実施者である玉川大学とパナソニックの産学交流の促
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進のための共同研究につながったとか、ＲＴミドルウェアがコンテストで受賞したとか、

そんな成果につながっております。 

 それから、56ページでございます。若手研究者の育成といたしまして、プロジェクトを

実施する中で、オン・ザ・ジョブ・トレーニングにつながる形で、40歳未満の方がどれだ

けいるかカウントし、これが前期水準につながるようにという目標を掲げております。27

年度につきましては1,647名、40歳未満の方が新たにプロジェクトに参加いたしまして、

第２期の合計が6,666名でしたので、第３期の３か年で6,215名、何とか期間中の達成に目

途をつけたということでございます。 

 続きまして（ク）技術分野ごとの計画の部分に入ります。ここはエネルギーと産業技術、

それから国際の三つに分かれております。まず（ク）の中のエネルギー分野でございます。

こちらにつきましてはＡとさせていただきました。 

 58ページにはその個別の理由と、59ページに行きますと、まず概括的な全体の結果でご

ざいます。ここには、先ほどナショプロの成果のところで申し上げた中間評価の結果、そ

れから事後評価の結果を並べております。事後評価につきましては、プロジェクト期間中

にそれぞれ合格、優良の目標を掲げておりますが、エネルギー分野につきましては５件す

べてが優良、もちろん合格ということになりました。 

 個別の成果が60ページからになります。60ページには太陽電池セルで、結晶シリコン型

でセル変換効率25.1％、ＣＩＳ系の薄膜太陽電池でセル変換効率22.3％、いずれも世界最

高水準という成果が出ているという話とか、61ページには発電コスト40円／kＷhを目標と

した海洋エネルギー、ここで載せているのは波力発電でございますが、空気タービン式の

波力発電システムの実証を順調に開始したということとか、62ページには、水素エネルギ

ー、海外でカプタンから水素をつくって日本にもってくるための実証事業を始めましたと

いうもの。 

 あるいは63ページでは有機トランジスタ、これは電子タグなどに応用できるのではない

かというものですが、世界で最も高速に動作する有機トランジスタを最も安価に製造する

という成果が出てまいりました。さらに、64ページでは熱電変換素子、あるいは熱交換器

の高温での使用、こういったもので世界最高水準の成果が出てまいりましたという話。 

 さらに65ページでは蓄電池につきまして、2030年に500Ｗh／kgを目指す300Ｗh／kgを達

成するような３種類の電池の成果が出ましたという話を並べております。また、66ページ

には環境調和型の新しい製鉄プロセスの実機ベースでのＳＴＥＰ２の、２段階目の実証試
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験器の試験運転が開始できましたという話。さらに次の67ページでは微生物を活用した省

エネ型の排水処理技術の試験が無事終わりまして、消費エネルギー80％減という成果が出

ておりますという話があります。こういった成果を総合的にみた結果、自己評価Ａという

ことにさせていただきました。 

 68ページ、技術分野ごとの計画の二つ目、産業技術分野でございます。こちらにつきま

しても、69ページ、70ページをごらんいただきますと、概括的な全体の成果として中間評

価を５件やり、事後評価については８件がすべて合格、また、７件は優良という形で、ど

ちらも目標は上回っております。 

 成果といたしまして、71ページには高輝度、世界最小クラスのレーザー光源の、そうい

うものができたという話、72ページではＳiＣのパワーモジュールについて新幹線に搭載

されましたという話。 

 73ページにはバイオプラスチックにつきまして、杜仲というものを活用することによっ

て、従来のポリ乳酸に比べ、耐衝撃性、延性が二桁倍以上に向上したという成果、さらに

74ページではカーボンナノチューブにつきまして、山口県に日本ゼオンさんが世界初の量

産工場を立ち上げ、技術的成果でもＳＰring-８のビームセンサーにカネカさんの商品が

使われるとか、こういった目覚ましい成果が上がっているということ。さらに75ページで

は、これは自動車用の超ハイテン材、鋼板ですが、こちらも将来使えるような強度、伸び

の目標を達成できたということとか、スポット溶接機の先端に使うものについても、寿命

が従来の10倍以上というものが出てきたという成果を掲げております。 

 また、76ページにはドローン型のロボットについて、ユーザーである国交省の現場検証

評価において最高評価を得ることができたという話、さらに77ページには、同じくロボッ

ト分野で市場拡大を目指したプロジェクトを始めましたという話をそれぞれ掲げてござい

ます。 

 78ページから、技術分野ごとの目標の最後の項目、国際分野でございます。こちらも評

価Ａとさせていただいております。国際分野につきましては、ナショプロのような事後評

価の指標は設けておりませんでしたが、80ページでちょっと説明しておりますが、ニュー

メキシコのスマートグリッド実証事業を題材にして、事後評価の試行的な実験を27年度に

やってみました。５名の有識者に、位置付け・必要性、成果、普及可能性という３軸で評

価をいただきまして、一定のコメント、プラス、定量的な評価もこれならできるのではな

いかということで、28年度から本格導入したいと思っております。 
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 具体的な中身につきましては、81ページ、27年度は12件、世界各国で実証事業を開始し

たというものでございます。81ページは現在進行している実証事業のすべてですが、赤い

字で書いているのが27年度に始めたものでございます。 

 この中で、例えば82ページ、これはフランスのリヨンでやっておりますスマートコミュ

ニティ事業でございますが、ヨーロッパではPositive Energyという環境規制が新たに導

入されます。これは５年後ですが、これを初めて達成するビルディングがＮＥＤＯのプロ

ジェクトとして竣工いたしましたという話、83ページはロシアで初めて、寒冷地で初めて

300ｋＷ級の風力発電設備を設置しまして、一冬越えたという成果を上げたということ、

84ページでは200台の電気自動車による離島型のスマートグリッド、こういった世界でも

類をみない大規模な取組が始まって、次の事業にも結びつきつつあるということ。 

 それから、85ページではＩＣＥＦ（Innovation for Cool Earth forum）という、安倍

首相が提言した環境・エネルギー版ダボス会議といわれているものでございますが、この

２回目を27年10月に実施いたしました。新しい取組としてロードマップを作成したり、作

成したロードマップをＣＯＰ２１のパリでのサイドイベントの中で紹介したりという取組

をいたしました。 

 86ページにはＪＣＭという二国間クレジット事業、これにつきましてもベトナムでＭＯ

Ｕの締結、プロジェクトの登録が無事終わりまして、いよいよスタートしたというもの、

また、87ページにはＪＣＭ実証事業について今交渉中の各案件を並べております。以上を

踏まえまして、国際の技術分野ごとの目標についてもＡとさせていただきました。 

 以上が１の技術開発の成果のところですが、88ページからは技術開発の中のもう一つの

項目、クレジット取得関連業務でございます。こちらも評価はＡとさせていただいており

ます。 

 89ページにその説明が書いてございますが、クレジット取得関連業務につきましては、

ウクライナの事業が最後まで残っておりました。これにつきましてＮＥＤＯの職員がみず

からウクライナの首相と２度の会談を行い、政府上層部と大使館も巻き込んだ形での交渉

をした結果、「未使用金返還に係る閣僚会議令」というものをウクライナ側に創設いただ

いて、それに基づいてようやく未使用金が返還された。既に９億5,100万円返還いただき

まして、国庫に返納済みでございます。こういった粘り強い交渉の結果、会議令をつくら

せるという次につながるような道筋をつくったということがいえるのではないかというこ

とで、淡々とやったというわけではなくて、成果を上げたということで、Ａとしてみまし
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た。 

 以上が１、２、３のうちの一つ目の項目の説明になります。ここがメーンになります。 

 続きまして、90ページからが２.業務運営の効率化に関する事項となります。こちらも

同じような構成で、項目ごとの評価、それからその内訳という形で説明させていただきま

す。 

 まず91ページ、機動的・効率的な組織・人員体制でございます。こちらもＡとさせてい

ただきました。 

 92ページですが、冒頭、保坂審議官からもございましたが、さまざまな政府の方針をい

ち早く受けまして組織体制の拡充・改変を実施しております。日本再興戦略を受けた形で

「ＩｏＴ推進部」というものの設置準備をし、４月に設置いたしました。また、「ロボッ

ト・機械システム部」と称していたものを「ロボット・ＡＩ部」に名称変更するとともに、

その中に「ＡＩ社会実装推進室」を新設し、これも４月からスタートしております。 

 それから、ＣＯＰ２１を受けましてエネルギー・環境イノベーション戦略というのを内

閣府で策定いただいておりましたが、このメンバーとしてＮＥＤＯの技術戦略研究センタ

ー（ＴＳＣ）のユニット長の矢部彰を参加させ、この議論の中で主体的に活動いたしまし

た。こういった取組を含めて、ＴＳＣ全体の活動強化のためにフェローを合計16名採用し

ております。 

 それから、新輸出大国コンソーシアム、これはＴＰＰを踏まえて中堅・中小企業がもっ

と海外展開をするようにということで、関係団体みんなで手を組んでその支援をしていこ

うではないか。これを支援するためのコンソーシアム対応チームをイノベーション推進部

に設置いたしましたというものでございます。こういった取組をしているというのが組織

のほうの話でございます。 

 93ページ、地道な活動でございますが、文書決済基準を見直し、意思決定に本当に必要

な部分に限ってみたということをやりました。その結果、決済日数が平均2.6日、延べ857

日短縮できた。それから、理事長が最終決済していた基準について、担当理事ではだめか

というところを検討いたしまして、これも実施いたしました。結果、決済日数が平均3.1

日、延べ2,592日ということで、合計しますと平均３日、延べで3,449日短縮することがで

きたということでございます。当然、職員の効率の向上と、対外的にもより早い決済がで

きていると思います。 

 続きまして(2)自己改革と外部評価の徹底でございます。95ページでプロジェクト成果
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の受賞実績を掲げております。一昨年22件、26年度は21件という形で20件強で推移してき

たところ、27年度は44件と大幅に受賞件数が増加いたしました。内訳としては、下に書い

てございますような生活支援ロボット安全検証センターが受賞したとか、WHILL Model Ａ

という新しい車いすがグッドデザイン賞を受賞したというものがございます。 

 それから96ページ、三つ目の項目、職員の意欲向上と能力開発でございます。こちらは、

地道な活動をいたしましたが、Ｂということにいたしております。 

 まず97ページ、プロジェクトマネジメントについては、特別講座、基礎講座、戦略セミ

ナーを実施しております。また、職員の英会話、若手を中心として、特に英会話力に着目

した新しい講座を一つ始めております。また、海外の大学院、国内の大学院に１名ずつ派

遣いたしまして、それぞれ無事修士号を取得しております。２名の取得というのを目標に

掲げておりましたので、目標を達成したということでございます。 

 (4)業務・システムの最適化でございます。こちらも評価はＡとさせていただいており

ます。 

 まず99ページですが、電子化ということで、知財に関する通知・届出、従来は書面で実

施していて、産総研だけは試行的にＷｅｂシステムでやっていたのですが、これを27年10

月から全事業者に拡大いたしました。 

 また、100ページでございますが、新しい情報基盤サービスを入れまして、新たにウイ

ルスの振る舞い検知に対応できるようにしたとか、監視者を常駐させるようにしたという

ことで、出口対策を強化しております。それから、新しい情報サービスでは、いわゆるメ

ールの標準型攻撃の対応を強化するとともに、私どもの職員、モバイルデバイスを携帯し

ているのですが、万が一紛失したときにこちら側からシャットできるような仕組みを入れ

るとか、こういった形で情報セキュリティ対策を強化しております。 

 それから、(5)外部能力の活用でございます。こちらはアウトソーシングでございます

が、一昨年、26年度は特段ふやすことなく淡々と実施してまいったのですが、27年度につ

きましては、マイナンバーの収集管理業務と、分野別の特許出願情報収集業務の二つにつ

きまして新たにアウトソーシングいたしました。それぞれ二、三割ぐらいの費用削減効果

というのをはじいた上で導入に踏み切っております。額としては少ないのですが、そうい

うものに取り組んだということでございます。 

 それから、(6)省エネ・省資源でございます。こちらにつきましても、昨年度もＡでし

たが、今年度もＡとさせていただきました。 
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 まず温室効果ガスの抑制についてですが、27年度の排出量実績は32万2,699kg－ＣＯ 2

ということで、前年度よりも2.1％削減ができました。もともと基準年度比６％削減とい

うことで、これの63.9％という結果になっているのですが、過去の成果によるところが多

いのですが、前年度よりもさらに削減できたということで、こういう成果が出ているとい

うことでございます。 

 それから、(7)業務の効率化、役職員の給与等の水準の適正化でございます。106ページ

にございますように、平成24年度を基準として、毎年度平均で前年度比1.08％の一般管理

費の効率化という目標が設定されております。これにつきまして、27年度まで毎年度平均

17.5％の効率化が達成できております。 

 それから107ページ、８番目、随意契約の見直し、入札・契約の適正化、あるいは官民

競争入札の活用、その他でございます。こちらにつきましては、108ページにございます

ように、まず競争性のある契約がどれだけあったかということにつきましては、件数ベー

スで95.6％、金額ベースで99.9％と、ほぼ前年度並みといえるのではないかと思います。

また、一者応札の割合につきましては、件数ベースで10.7％、金額ベースで23.6％と、前

年度よりも若干上回りましたが、一応低い水準になっており、また、一者応札の場合は期

間を延長して徹底するという取組もしております。この結果につきましては、契約監視委

員会で審議をいたしまして、問題ないという結果も得ております。 

 それから９番目、コンプライアンスの推進でございます。110ページにございますよう

に、今年度は幸いなことに、１件だけ研究費の不正使用というのがございまして、そこに

ついては返還を、ほかの団体とともに行いました。また、不正事案の発生を抑制するため

の検査研修につきましても、延べ772名の外部の方に参加いただきまして、前年度よりも

１割以上、上回っております。それから、特にＮＥＤＯ事業に初めて参加する事業実施者

については、検査のときに経理指導というのも実施しております。 

 111ページ、内部監査の実施でございます。こちらも監査計画を作成し、それに基づい

た業務監査、会計監査を実施しております。監事の参加も得て、適切な内部監査を実施し

たといえるかと思います。 

 112ページ、内部統制・リスク管理推進委員会というのを設置いたしまして、左側にあ

りますリスク分析資料、業務フロー資料と、その中のどこにリスクがあるかというものを

整備して、これを業務に活用しております。また、右側、情報セキュリティのＩＳＯであ

る27001というものの取得に向けて28年度頑張ろうということで、27年度にそういった方
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針を策定しております。以上が二つ目の業務運営の効率化の項目でございます。 

 次に３.最後の項目でございます。財務内容の改善に関する事項。こちらにつきまして

は、114ページにありますようにＢとさせていただきました。 

 まず115ページ、繰越欠損金の増加の抑制でございます。どうしても、基盤技術研究と

いう事業がございまして、これはＮＥＤＯに出資いただいて、さらにＮＥＤＯから委託す

るということで、収益納付が行われないと欠損金が不可避的に生じることになっておりま

す。とはいえ、従来に引き続き管理費を低減するとともに、実際に収益納付をしてもらえ

るかどうかということについて報告の徴収、現地調査、こういったものを実施しておりま

す。報告徴収は103件、現地調査は37回ということでございます。結果、目標としており

ました3,000万円の収益納付は27年度は達成できております。 

 二つ目、自己収入の増加に向けた取組と資産の売却でございます。こちらにつきまして、

最後まで残っていた保有資産、伊東敷地というのがございました。こちらにつきまして27

年度中に落札されまして、無事応札者が決定し、譲渡収入を国庫納付というところまで27

年度に完了しております。 

 118ページからは運営費交付金の効率的活用の促進でございます。119ページをごらんい

ただきますと、下の表と上の枠の中でございますが、いわゆる運営費交付金債務というも

の、当該年度に使えなかった債務というものについては、前年度、26年度末は588億円で

ございましたが、27年度末は472億円ということで、一応減少いたしました。27年度予算

比では33.1％でございますが、補正予算とか、国際共同事業の相手国の事情によるもの、

こういうやむを得ないものを除きますと226億円、15.8％に相当するということになりま

す。ただ、これは決して小さい額ではないので、引き続き進捗管理の徹底、適切な予算追

加投入等を実施していきたいと思っております。 

 (4)剰余金の適正化でございます。こちらにつきましては、121ページでございますが、

主としてＮＥＤＯが委託によって実施した研究開発の資産の売却収入になります。26年度

末82.7億円だったのが、106.8億円という形になっております。 

 それから122ページ、債務保証経過業務、貸付経過業務、リスク管理債権適正化という

ところでございます。いわばリスク管理債権をどうしているかということでございますが、

123ページにございますように、各勘定にあったものについては当期の増減が一部されて

おりまして、結果、27年度末については総額15.1億円となっております。対前年度5,800

万円の減になっております。 
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 この結果については、124ページにまとめております。124ページの緑のところ、鉱工業

承継業務というものについて２件３者の破産更生債権が売却等により債務処理が完了いた

しました。これで鉱工業承継業務は一応閉じることができたということでございます。下

に評価のポイントがございますが、繰越欠損金を残したままこれを廃止する可能性もあっ

たのですが、最終的に出資金は全額毀損せずに返還できたことに加えまして、剰余金

9,000万円は国庫に返納できたということでございます。 

 最後の125ページでございますが、私どもが自己評価をするに当たって、外部の方々に

業績評価点検委員になっていただき、コメントをいただいております。125ページの上に

書いてございますように、早稲田大学の松田先生、東芝の須藤常任顧問、元ＮＨＫ解説委

員の谷田部さんの３名にコメントをいただきました。それぞれの項目についていただいた

結果をここに並べております。 

 おおむね好意的な評価をいただいたのですが、例えば財務内容のところにつきましては、

引き続き事業の進捗管理の徹底で削減努力を期待するということとか、職員の意欲向上と

能力開発、右側のⅡの三つ目の丸でございますが、もっと修士や博士を取得することを支

援したらどうかという今後についてのコメントもいただいております。この結果につきま

しては、資料３④という分厚い資料の表紙のところに、一部、外部の方々からのコメント

ということでまとめさせていただいております。 

 以上、長時間にわたって駆け足でございましたが、資料のご説明とさせていただきます。

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。 

 ただいま説明がございました内容、自己評価結果を含めてですが、ご意見等、あるいは

ご質問等がございますでしょうか。 

 では私からいいですか。 

 これは事前にも聞いたのですが、ベンチャーの評価、順調率で、22ページ、左はばらつ

いています。黄色いところに入っているのが順調だというので、右は順調のところが多い

から向上していますという話ですが、左はいいのも悪いのもばらついていて、右はいいの

も悪いのもばらついていないわけです。左側は、ものすごくいいのがいるじゃないですか。

右上に。果たしてこれがいい結果なのか、どういうふうに解釈をされているのかというこ

とですね。 

 基本的に、中小・ベンチャーとかの物の考え方というのは、みんな同じようにというよ
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り、むしろ大当たりが出るように考えたほうがいいのかもしれなくて、これは事業化評価

とか技術評価のスケールのとり方にも依存するけれども、ここには違和感があるのですが。

どういうふうに解釈されているかということですね。 

○福田理事  一つの考え方、グラフの説明にしかなりませんが、事業化評価、技術評価、

ともに点数が高かったものが、例えばシグリードという会社はデータ処理をより低電力で

やるというＩＴ系のものでございました。これが技術４点、事業化評価3.9点ということ

で、当初置いていた目標をすべて上回って達成したということと、市場での競合優位性も、

結果としての寿命も、価格も、どっちもはっきり出していて、それがすべてだということ

でこういう結果になっております。 

 渡部先生がご指摘のとおり、とがったものをとることがベンチャーにとっては重要だと

いうことですが、事業化評価についても、技術評価についても、いいものをとっていって、

別に悪いものをとろうとしているわけではないので、たまたま飛び抜けたものがなかった

ということなのかなと理解しております。 

 特に26年度は、27年度からＮＥＤＯのバイオ部がＡＭＥＤのほうに移管されるという効

果もあって、もしかしたらバイオについての駆け込み需要みたいなものがあったのかもし

れません。現に26年度につきましてはバイオ分野が前年度よりも若干減っているというと

ころがみてとれます。ただ、確かにご指摘のような面もありますので、今年度の結果がど

うなるか引き続き注視して、中身を分析していきたいと思います。 

○渡部部会長  そういうことですか。 

 いかがでしょうか。 

○米倉委員  今の質問は結構おもしろくて、この種の評価もいいのですけれども、渡部

部会長がいわれたように例外的な措置、事業評価はめちゃくちゃ低かったのですが技術評

価だけ高くて、実は成果としては右上に行ってしまったとか、常に平均値だけでみないで、

なぜばらつきがこんなに大きく出たのか、すごく高かったのにだめだった、その相関関係

だけはチェックしておいたほうが、後々のためになるような気がしました。 

 それと、意見ではなく感想ですが、昨年までの、分厚いのをどんと出されてここで評価

しろというのに比べると、すばらしい進化を遂げたと思います。それだけでもＮＥＤＯが

前進したのではないかと思いました。 

○渡部部会長  いかがでしょうか。 

 どうぞ。 
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○荒牧委員  最後のほうの運営費交付金のところで、諸事情もあって実態としてはこれ

ぐらいだというご説明で、私は政策評価広報課のほうも結構長く出させていただいていて、

そういう原因、相手国の起因だと致し方ないというご説明をずっと受けてきているのです

が、取引のスキームというか、パターンというか、例年ほぼ同じようなものだと思うので

すが、改善策はないのでしょうかという質問です。 

 というのは、独法としての原則的なルールだと思うのです。これに対して、こういう理

由だからいいのですと、長年にわたって改善されないというのは、抜本的に制度として対

応できるところがあるのではないかということで、教えていただけますでしょうか。 

○福田理事  まず、交付金債務という定義が、実際に使って、検収までいって費用化し

ないと債務として残ってしまうというところについては、私もじくじたる思いはあるので

すが、そういうルールであるので、これは仕方ない。ただ、一方で例えば国際交渉がどの

ぐらいまで延びることを許容するのかというところは、一定のルールを考えてもいいので

はないか。ある年度に用意しておいたお金をずっとそのためにとっておくのではなくて、

見切りをつけて、また、これだけ案件がふえてくると、過去の実績からの統計的な推測と

いうのもできるようになってまいりますので、そういったところで予測をする、あるいは、

丸１年とっておくのではなくて、例えば10月なら10月、そこまでに見込みどおり交渉が進

んでいるかというのをみた上で、下期についてもそのとおりつけておくのか、別の事業に

使えるのだったら回そうかというところを、改めてＮＥＤＯの予算全体を管理する機能を

強化することによって、その辺を手当てしていきたいと思っております。 

○古川理事長  本件につきまして一言コメントさせていただきますが、運営費交付金の

債務というのは、私ども、相当気合いを入れてやったつもりなのですが、588億円から472

億円と減ってはいますけれど、ドラスチックな改善はできていない。大変申しわけなく思

うのですが、基本的に、複数年度の使用が許されているということはすばらしいことなの

です。ですから運営費交付金債務があってはいけないということではないのです。それが

管理されていればいいわけでございまして、それが十分管理されないまま来ていたのも事

実でございまして、また、海外案件がどんどんふえて、しかも難しい国の案件がふえたと

いうのはあるのですが、それは言いわけにすぎなくて、それを覚悟でやっているはずでご

ざいますので、当然そういうことに備えていろいろな施策をやってやらなければいけない

と思うのですが、改めて、どういう形でしていくかというのをつくりまして、４月１日か

らまた新しいオペレーションをやっていますし、海外についても、最初にやるときに、本
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当にこの国とこういうことをやっていいのか、事前に粗くチェックしていこうではないか

ということも決めましたので、ぜひ28年度、29年度をご期待いただきたいと思います。 

○渡部部会長  よろしいですか。 

 では竹内委員。 

○竹内委員  ご説明いただきましてありがとうございました。この前も事前のご説明を

伺ったところでございますが、将来的なことといいますか、ＮＥＤＯさんの知見をＮＥＤ

Ｏさんで閉じておくのももったいないなと思ったものですから、その視点で２点だけ申し

上げさせていただければと思います。 

 １点目が京都クレジットの関連の話ですが、これは資金の回収という、地味だけれども

大変な仕事だったと思うのですが、きちんと、お金を回収してくるというだけではなくて、

次につながるルールづくりも行ったというのは大変評価できる点ではないかなと思います。 

 京都メカニズム自体は制度として終わってしまうわけですが、今後、国際交渉で市場メ

カニズムがどう使われていくかというところは読み切れないところはあります。目標達成

自体が法的拘束力がない中で、クレジットという有価物を生む根拠がなくなっているとい

うことかもしれませんが、日本が長年温めてきたＪＣＭという制度は、これから、それこ

そ生んでいかなければいけない中で、ＪＣＭについても、当然性であったり、説明責任を

国内外に果たしていくということが必要ですので、これまでＮＥＤＯさんが行ってきたク

レジット取得業務から離れてしまうところはあるのですが、技術の評価とか、そういうご

知見を生かしながら、透明性を上げる、説明責任を果たしていくというところに改めてご

知見を提供していただくというような方向で新たな事業を考えていただく。これはＮＥＤ

Ｏさんにお願いするのか、経産省にお願いするのか、よくわからないでお話ししてしまっ

たのですが、思った次第です。 

 もう一つが、ほかの研究開発法人さんがやられている研究との連携といいますか、先日

もＪＡＥＡさんの福島の浜通りでやられているロボット研究の現場とかも拝見させていた

だいたのですが、今は当然のことながら廃炉のための技術開発ということで鋭意取り組ま

れているわけですが、あれで終わらせては本当にもったいないと思っておりまして、そう

いう視点は当然ＪＡＥＡの方たちもおもちではあるのですが、技術の評価であるとか、海

外の研究機関との連携等においてＮＥＤＯさんのご協力があると、技術の生き方が全く異

なってくると思いまして、ほかの研究開発法人さんがやられているところとの連携、これ

も、ＮＥＤＯにお話しすればいいのか、経産省にお話しすればいいのか、わからないで申
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し上げていて恐縮ですが、国民の目からすると、廃炉のための技術、廃炉が終わったらな

くなるのでは本当にもったいないと思って帰ってきましたので、そこら辺を生かしていく

ところにご知見を提供いただければなと思いました。 

○福田理事  ２点ご指摘いただきまして、どちらもおっしゃるとおりだと思います。 

 まず一つ目のクレジット取得業務を通じたいろいろなノウハウを埋もれさせることなく、

いろいろなところに使えばいいではないかということにつきましては、まずＪＣＭ事業自

身が、ＮＥＤＯがかつてやってきた国際省エネルギー実証事業の枠組みとか、クレジット

取得事業での相手国との関係とか、こういったものを活用できるとして私どもがやらせて

もらっていると思います。したがって、これからもＪＣＭ事業というのは続きますし、Ｊ

ＣＭ事業を担当している部署がまさにクレジット取得業務を担当していた部署でございま

すので、若干縮小はいたしますが、引き続きそういったノウハウは活用していくというこ

とと、ＪＣＭ事業は、ご存じのように環境省さんと分担してやっておりますので、そちら

の連携体制も引き続き強固なものにして、おっしゃるようにＪＣＭ、二国間クレジットと

いうのは日本の交渉の重要なカードでございますので、これからもしっかりと実証してい

きたいと思っております。 

 それから、他法人との関係、廃炉ということに限ると、この部分はＮＥＤＯの領域から

外れてしまうのですが、先ほど理事長からも話があった複数年度契約とか、交付金の加速

とか、こういったことについては他法人も相当着目しておりまして、その都度アプローチ

があればご教示しているところではあるのですが、特に最近ですとＳＩＰという内閣府で

の横断的な取組が始まりました。これはＪＳＴさんとＮＥＤＯがそれぞれプロジェクトご

とに管理法人をやっているのですが、実は初めて入ってきた管理法人というのも幾つかあ

って、例えば年度を越えるときどうするのだろうとかいうノウハウについては、内閣府を

介してという形ですが、ＮＥＤＯのノウハウを提供した結果うまくいっているというとこ

ろも出てまいっております。 

 ただ、もっとちゃんと連携せよということは毎回いわれるところですので、産総研さん

とは、中で出ている橋渡し研究とか、地方の都道府県との共同連携協定とか、こういった

ところを通じまして大分色濃くなってきたなとは思うのですが、引き続き、そこは肝に銘

じてしっかりやっていきたいと思います。 

 それから、福島についても、廃炉ではないのですが、イノベーション・コースト構想と

いうものには、特にロボットのインフラでの実証という場面でＮＥＤＯも参加しておりま
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して、当然ながら産総研、福島県と連携をしないとうまくいかないので、そこはしっかり

やっていくということです。 

○渡部部会長  よろしいですか。 

 どうぞ。 

○米倉委員  あと一つですが、97ページに職員の意欲向上と能力開発というのがあるの

ですが、これから、いかに日本の生産性を高めていくかというときに、アドミニストレー

ターのプロフェッショナル化というのが本当に重要だと思うのです。修士課程に２名とい

うのもかなり少ないような気もしますし、逆に、入って送るのもいいのですが、修士課程

クラスの人間が職業選択としてこのプロジェクトマネージャーになりたいというような職

制をつくっていくことが、日本全体の底上げにとっていいかな。 

 前に野依さんが、アメリカにいるときは１人の研究者に、アドミニストレーターを含め

て８人の助手がついていた。日本に帰ってきたら、８人の先生に１人の助手がついていた。

これでは研究者の生産性が全く上がらないとおっしゃっていたのを思い出すのですが、こ

ういう先端的なところは、研究の質ももちろんですが、全体のアドミニストレーションの

生産性を上げていくということに予算と時間、人材投資というのをもっと使われたらいい

のかなと思いました。 

○福田理事  ありがとうございます。今、多分二つご指摘をいただいたのではないかと

思います。まず一つが、２人では少ないのではないか。これはご指摘のとおりでございま

して、一方でＮＥＤＯのプロパーの採用というのは設立当初はゼロでしたし、徐々にふえ

てきたという経緯がございます。ここのところ、やはりプロパーを一定以上採らなければ

いけないということで、15名というのを目標にしてここ四、五年は続いてまいりした。 

 そうしますと、15名もいれば１人、２人、さらにいうと３人、４人、抜けても大丈夫な

ので、おくればせながら、今まで実は、お恥ずかしい話、海外にも原則１年ということで

したが、ついこの前、２年まで広げて、もうちょっと範疇を広げて、最近の学生の風潮で

すか、行きたがる人も少ないので、オプションを広げて手を挙げてもらうと同時に、場合

によっては強制的に、あなたはこういう分野でここに行ったほうがいいということも含め

て海外経験を積ませていかなければいけないかなと、担当としては思っております。 

 それから、ＮＥＤＯのＰＭというのは、将来的にイノベーションシステムの中で人材の

ハブになって、あるいはオン・ザ・ジョブ・トレーニングのいい場面となるということは、

中長期計画の目標を改訂したときにも経産省からいわれておりまして、人材育成機関とし
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ての役割も果たしていくということがいわれております。 

 実は技術戦略研究センターというのを設置したときに任期付きの研究員を多数採用して

いまして、ある意味、彼らが技術戦略研究センターで培ったノウハウをもって次の職に行

ってくれる、そのときに箔がつくようにしたいという思いをもって２年目を迎えていると

いう形でございます。もちろんプロパーがそういう経験をして、場合によっては外に行っ

て武者修行してくる、もしかしたら思い切ってスピンアウトして、そっちで名を上げると

いうことも含めて、ご指摘の点は、実現に向けて何ができるか、引き続き考えていきたい

と思っております。 

○渡部部会長  ありがとうございます。 

 今のところは、意欲向上と能力開発ということで施策をやるのだったら、評価はしない

といけないですね。評価はしていないですね。全体的に、職員の意欲とか能力開発のレベ

ルを評価して、経時的にどうなっているかとか、そういうのを本当はやらなければいけな

いですね。 

 まあ、細かいところは、また。 

 時間も来ているので、議題(2)に移らせていただきます。その他ということで、山田課

長。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  どうもありがとうございました。 

 それでは、冒頭もご説明いたしましたけれども、今後のＮＥＤＯ部会のスケジュールと

いうことで、次回は７月13日の14時から、また同じ場所でやらせていただきたいと思って

おります。昨年度の部会でも、意見をいえといわれても網羅的にというのもなかなか大変

でということで、我々としても、こういうところについて意見がいただきたいというとこ

ろをポイントをまとめて、後日、この辺のところのご意見をいただきたいというメモをお

送りするような形にしたいと思いますので、そういうところをみていただければと思いま

す。 

 本日の説明、非常に長くて恐縮でございましたが、次回の会議で忌憚ないご意見をいた

だければと思います。 

○渡部部会長  次回は、資料は何か使うのですか。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  資料は、また電子会議なので、これと同じものが

みられるようにしたいと思います。 

○渡部部会長  お願いですが、目次にページがあったほうが。そこの項目ですぐ出せな
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いので、もし間に合えばですが。 

 今のスケジュールでよろしいでしょうか。 

 これできょうの予定は終わりでしょうか。 

 それでは、ございませんでしたら、以上をもちまして本日のＮＥＤＯ部会は閉会とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 

                                 ─了─   


