
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２９年度業務実績及び第３期中⻑期⽬標期間業

務実績に関する評価⽅針について

資料２

平成３０年７⽉
経済産業省 産業技術環境局

研究開発課 新エネルギー・産業技術総合開発室



独⽴⾏政法⼈の評価に関する指針（平成２６年９⽉２⽇総務⼤⾂決定（平成２７年５⽉２５⽇改訂））（抄）

評定区分 評定基準

Ｓ 国⽴研究開発法⼈の⽬的・業務、中⻑期⽬標等に照らし、法⼈の活動による成果、取組等について
諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成
果の最⼤化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。

Ａ 国⽴研究開発法⼈の⽬的・業務、中⻑期⽬標等に照らし、法⼈の活動による成果、取組等について
諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成
果の最⼤化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。

Ｂ
（標準）

国⽴研究開発法⼈の⽬的・業務、中⻑期⽬標等に照らし、法⼈の活動による成果、取組等について
諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最⼤化」に向けて成果の創出や将来的
な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。

Ｃ 国⽴研究開発法⼈の⽬的・業務、中⻑期⽬標等に照らし、法⼈の活動による成果、取組等について
諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最⼤化」⼜は「適正、効果的かつ効率
的な業務運営」に向けてより⼀層の⼯夫、改善等が期待される。

Ｄ 国⽴研究開発法⼈の⽬的・業務、中⻑期⽬標等に照らし、法⼈の活動による成果、取組等について
諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最⼤化」⼜は「適正、効果的かつ効率
的な業務運営」に向けて抜本的な⾒直しを含め特段の⼯夫、改善等が求められる。

○国⽴研究開発法⼈の評定区分ごとの基準
【研究に係る事務及び事業】

業務実績の評定基準

１



評定区分 評定基準

Ｓ 法⼈の活動により、中期計画における所期の⽬標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られてい
ると認められる（定量的指標においては対中期計画値（⼜は対年度計画値）の120％以上で、かつ
質的に顕著な成果得られていると認められる場合）。

Ａ 法⼈の活動により、中期計画における所期の⽬標を上回る成果が得られていると認められる（定量
的指標においては対中期計画値（⼜は対年度計画値）の120％以上とする。）。

Ｂ
（標準）

中期計画における所期の⽬標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値
（⼜は対年度計画値）の100％以上120％未満）。

Ｃ 中期計画における所期の⽬標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計画値
（⼜は対年度計画値）の80％以上100％未満）。

Ｄ 中期計画における所期の⽬標を下回っており、業務の廃⽌を含めた抜本的な改善を求める（定量的
指標においては対中期計画値（⼜は対年度計画値）の80％未満、⼜は主務⼤⾂が業務運営の改善そ
の他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。

○国⽴研究開発法⼈の評定区分ごとの基準
【研究に係る事務及び事業以外】※中期⽬標管理法⼈の基準を準⽤

２
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経済産業省評価⽅針

○「独⽴⾏政法⼈の評価に関する指針」（平成27 年5 ⽉25 ⽇改定、総務⼤⾂決定。
以下、「指針」と⾔う。）において、評価の⼿順及び⼿法として、「業務実績と
成果（アウトプット）・効果（アウトカム）の関連性等を明らかにした上で評価
する。」こととされていることを踏まえ、アウトプット指標の達成度が120％以
上であっても⾃動的にＡ評価の根拠に⽤いることはせず、アウトプットの達成が
アウトカムにつながっているかどうかを確認した上で評価する。

○指針において、評価の⼿順及び⼿法として、「同⼀法⼈の過去の実績との⽐較・
分析を⾏う。」こととされていることを踏まえ、ほぼ毎年度、達成度が120％以
上となっている⽬標については、⾃動的にＡ評価の根拠に⽤いることはせず、法
⼈の過去の実績に⽐して優れた成果を上げたと⾔えるかどうかを確認した上で評
価する。

○上記のとおり厳しく評価を⾏い、指針のとおり、Ｂ評価を標準とすることを徹底。
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Ⅰ．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
＜技術開発マネジメント関連業務＞

（技術戦略の策定） 資料４ ４〜１０⾴
⽬標︓ＮＥＤＯ技術戦略研究センター（ＴＳＣ）による技術戦略の策定。
実績︓累計で２８の技術戦略を策定。新規ナショナルプロジェクト２１事業の⽴案に繋がり、既存の２３事業に活⽤。

将来の産業・社会に⼤きな影響をもたらす可能性のある⾮連続ナショナルプロジェクトの選定基準・⼿順を確
⽴。累計８プロジェクトの⾮連続ナショナルプロジェクトを選定。

論点︓国の研究開発プロジェクト⽴案・施策の検討に技術戦略が活⽤されていると考えられるか。ＴＳＣが策定した
技術戦略が国のエネルギー・環境政策、イノベーション政策への貢献があったと考えられるか。⾮連続ナショ
ナルプロジェクトの選定基準・⼿順は適切か。また、これらに改善の余地はないか。

（プロジェクトマネージャー（ＰＭ）制度の確⽴） 資料４ １１〜１２⾴
⽬標︓ＰＭへのプロジェクトの企画・管理に必要な権限と裁量の付与。
実績︓内規を整備しＰＭを主体とした実施体制を推進する⽅針を明確化。２９年度末時点で４９名のＰＭを指名し、

プロジェクトを推進。
論点︓ＰＭ制度がＮＥＤＯにおいて機能していると考えられるか。改善の余地はないか。

（戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）の推進） 資料４ １３⾴
⽬標︓内閣府が推進する戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）の実施。
実績︓ＳＩＰ第１期（平成２６年度〜３０年度）は、次世代パワーエレクトロニクスなど５課題、ＳＩＰ第２期（平

成３０年度〜３４年度）はビッグデータ・ＡＩを活⽤したサイバー空間基盤技術など４課題の管理法⼈となり、
最多の研究課題を担当。

論点︓ＮＥＤＯが多くのＳＩＰ管理法⼈となったことについて、ＮＥＤＯ⾃⾝のマネジメント能⼒が評価されたもの
であると考えられるか。

（ア）技術開発マネジメント機能強化
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（中間評価・事後評価の実施） 資料４ １４〜１６⾴
⽬標︓中間評価の実施及び結果の反映。事後評価の実施と結果の分析。
実績︓中間評価を５３件実施。評価結果を、⽬標の⾒直し、研究開発内容の追加、プロジェクト内連携強化など、中

間評価後のプロジェクトの運営に活⽤。
事後評価については６６件実施。合格率９８％（⽬標80％以上）、優良率８９％（⽬標６０％以上）となり、
⽬標を⼤きく上回った。特に優良率は、第２期中期計画期間（２０年度〜２４年度）の実績５８．５％を⼤幅
に上回った。

論点︓中間評価は適切に実施されその後のプロジェクト運営に活かされていると考えられるか。事後評価の結果から
ＮＥＤＯのマネジメント能⼒が向上していると考えられるか。また、中間・事後評価に改善の余地はないか。

（実⽤化達成率） 資料４ １７〜２０ページ
⽬標︓ＮＥＤＯの技術開発マネジメント結果を測定する指標として、ナショナルプロジェクトについては、プロジェ

クト終了後、５年経過時点での実⽤化達成率２５％以上。実⽤化促進事業については、プロジェクト終了後、
３年経過時点での実⽤化達成率３０％以上の⽬標を設定。

実績︓ナショナルプロジェクトについては、２８．４％となり⽬標を上回って達成。実⽤化促進事業については、
３１．３％となり⽬標を達成。

論点︓実⽤化達成率の上昇はＮＥＤＯのマネジメント能⼒が向上した結果と⾔えるか。

（経済効果の把握） 資料４ ２１〜２６⾴
⽬標︓プロジェクトの追跡調査を実施し、参加企業における実⽤化・事業化状況等を把握し、調査から得られた機構

の成果を積極的に情報発信する。
実績︓ＮＥＤＯの技術開発成果を取り⼊れた製品の売上げなどの経済効果を試算し、広く情報発信。
論点︓経済効果を把握し、情報発信する取組が有効であると考えられるか。改善の余地はないか。

（ア）技術開発マネジメント機能強化
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⽬標︓ＮＥＤＯによる技術・経営⾯での⽀援機能を強化し、実⽤化・事業化を⼀層推進する。
実績︓創業から事業化までの各段階における⽀援スキームを順次整備し、シームレスな⽀援体制を構築。平成２９年

度末までに２６０件以上の⽀援を実施。これまで、ＮＥＤＯから新を受けた研究開発型ベンチャーのうち、累
計で２０社が上場。上場した２０社の平成３０年３⽉時点での時価総額は１兆３６８５億円を達成。

論点︓ＮＥＤＯの⽀援スキームが技術開発型ベンチャー企業等の振興に寄与していると考えられるか。改善の余地は
ないか。

（知財マネジメント） 資料４ ２７⾴
⽬標︓公募段階から知的財産マネジメントの⽅針を提⽰するなど、ＮＥＤＯが各プロジェクトにおける知財⽅針を

主導する。
実績︓ＮＥＤＯプロジェクトにおける知財マネジメント基本⽅針を策定し、プロジェクトに適⽤。プロジェクトの開

発フェーズ、実施体制等を勘案し、必要に応じて「ＮＥＤＯ知財⽅針」をカスタマイズし、プロジェクトごと
に最適な知財⽅針を策定する運⽤に変更。

論点︓ＮＥＤＯ知財基本⽅針がＮＥＤＯプロジェクトにおいて有効に機能していると考えられるか。改善の余地はな
いか。

（ウ）オープンイノベーションの推進 資料４ ３５〜３８⾴

⽬標︓我が国企業のオープンイノベーションの取組を推進すべく、産業界の取組への関与・⽀援、技術ニーズと技術
シーズのマッチングを推進する。

実績︓オープンイノベーションに関する知⾒・ノウハウの共有、産業界に取組を広げるためにオープンイノベーショ
ン協議会を設⽴。同協議会設⽴当時の会員数２１８者に対して、２８年度に政府のベンチャー創造協議会との
統合を経て、２９年度末現在会員数１，１３５者まで増加。具体的なビジネスを⽣み出すためのＮＥＤＯピッ
チを積極的に開催。

論点︓ＮＥＤＯのオープンイノベーションの取組が我が国のオープンイノベーションの広がりに寄与していると考え
られるか。改善の余地はないか。

（ア）技術開発マネジメント機能強化

（イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 資料４ ３０〜３４⾴
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（エ）国際共同事業の推進 資料４ ３９〜４２⾴
⽬標︓外国の類似機関との「コファンド形式」等の試みを、毎年度積極的に推進。
実績︓諸外国の国⽴研究開発機関等との協⼒協定書を積極的に締結。イスラエル、フランス、ドイツとコファンド形

式による国際共同研究開発事業を推進。
論点︓ＮＥＤＯの国際共同事業が成果を挙げていると考えられるか。改善の余地はないか。

（オ）技術開発成果の事業化⽀援
（外部機関との連携）資料４ ４３〜４７⾴
⽬標︓産業⾰新機構など事業化促進に資する外部機関との連携。
実績︓ＮＥＤＯが産業⾰新機構、⽇本政策⾦融公庫との橋渡しを⾏うことにより、技術開発型ベンチャー企業に対す

る投資・融資を実現。
論点︓ＮＥＤＯの取組が効果を挙げていると考えられるか。改善の余地はないか。

（標準化に係る取組） 資料４ ４８〜４９⾴
⽬標︓市場や技術の特性を踏まえ、技術開発成果のＩＳＯ・ＩＥＣ等の国際標準化やＪＩＳ化を図る。
実績︓国際標準化提案件数 ⽬標１９件程度に対し、２５年度から２９年度までに５１件提案。
論点︓ＮＥＤＯの取組が効果を挙げていると考えられるか。改善の余地はないか。

（カ）情報発信等の推進 資料４ ５１〜６２⾴
⽬標︓成功事例のＰＲや、企業経営層への実⽤化・事業化に向けての働きかけ。
実績︓ＮＥＤＯ実⽤化ドキュメントを積極的に発信（２５年度〜２９年度計９３件）。来場者１万⼈超の展⽰会への

積極的な出展などに取り組み、企業間におけるサンプル提供や共同研究等の引き合いを促した。
論点︓ＮＥＤＯの取組が効果を挙げていると考えられるか。改善の余地はないか。

（キ）⼈材の流動化促進、育成 資料４ ６３〜６８⾴
⽬標︓⼀定の実務経験を有する優秀な⼈材など、外部⼈材の中途採⽤等を毎年度実施し、⼈材の流動化を促進するこ

とにより、ＮＥＤＯのマネジメント能⼒の底上げを図ること、⺠間・⼤学において技術開発マネジメントの実
績を有する⼈材の積極登⽤。

実績︓実務経験を有する外部⼈材の中途採⽤を実施し、２５年度〜２９年度まで計５６名採⽤。クロスアポイントメ
ント制度を活⽤し２９年度までに６名適⽤。ユニット⻑、ＰＭに指名するなど、外部⼈材の活⽤を推進。

論点︓ＮＥＤＯの取組が効果を挙げていると考えられるか。改善の余地はないか。
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⽬標︓エネルギー・環境分野、産業技術分野、国際分野において、様々な課題を克服するための研究開発・実証事業
を実施する。

実績︓太陽光発電、⾞載⽤蓄電池の研究開発では世界最⾼⽔準の研究開発成果。カーボンナノチューブを⽤いた新素
材の開発、国際分野においてはエネルギー環境分野の実証事業で海外で実⽤化・商⽤化した事業等の成果。

論点︓ＮＥＤＯの取組が効果を挙げていると考えられるか。

（ク）技術分野ごとの⽬標 資料４ ６９〜１２４⾴

Ⅱ．業務運営の効率化
（１）機動的・効率的な組織・⼈員体制 資料４ １２８〜１３２⾴

⽬標︓関連する政策や技術動向の変化、業務の進捗状況に応じ機動性・効率性が確保できるような柔軟な組織・⼈員
体制を整備するとともに、機動的な⼈員配置を⾏う。

実績︓技術戦略の策定及びこれに基づくプロジェクト構想を⾏う⽇本で初めての研究機関である技術戦略研究セン
ターやプロジェクトマネジメント室の設置により、研究開発プロジェクトの抜本的な改⾰と強化を実施。
「ＩｏＴ推進部」、「ロボット・ＡＩ部」、「ＡＩ社会実装推進室」を設置するとともに、ＩｏＴ関連のプロ
ジェクトや⾃動⾛⾏システムの⼤規模実証実験を推進するなど、ＩｏＴ、ＡＩを含む第４次産業⾰命等、政府
⽅針に位置づけられた技術分野の研究開発プロジェクト推進を強化。

論点︓ＮＥＤＯの取組が効果を挙げていると考えられるか。

（２）⾃⼰改⾰と外部評価の徹底 資料４ １３３〜１３４⾴

⽬標︓すべての事業について、厳格な評価を⾏い、不断の業務改善を⾏う。評価にあたっては、産業界・学会等の外
部の専⾨家・有識者を活⽤する等、適切な体制を構築する。

実績︓研究開発プロジェクトの中間評価、事後評価を適切に実施。外部有識者による評価を徹底。
論点︓ＮＥＤＯの取組が適切に実施されていると考えられるか。
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（３）職員の意欲向上と能⼒開発 資料４ １３５〜１３７⾴
⽬標︓多⾯的かつ客観的な個⼈評価を実施し、評価結果を賞与や昇給・昇格に反映させ、職員の勤労意欲の向上を図

る。能⼒向上のための研修及び国内外の⼤学へ派遣し修⼠号、博⼠号の取得を⾏わせる。
実績︓多⾯的かつ客観的な個⼈評価を実施し、賞与や昇給・昇格に反映し、勤労意欲の向上を図った。研修コースや

⼤学派遣については、研修コースの新設⽬標及び派遣計画⼈数⽬標を上回る実績を挙げた。
論点︓ＮＥＤＯの取組が適切に実施されていると考えられるか。改善の余地はないか。

（４）業務の電⼦化の推進 資料４ １３８〜１４０⾴
⽬標︓電⼦化の促進等により事務⼿続きの⼀層の簡素化・迅速化を図る。情報システム、重要情報への不正アクセス

に対する⼗分な強度を確保するとともに、震災等の災害時への対策を確実に⾏う。
実績︓事業者からの知的財産権に関する通知・届出など、Ｗｅｂシステムを利⽤した提出を可とし、電⼦化を推進。

新情報基盤サービスの導⼊により、標的型攻撃への対応やモバイルＰＣ等が盗難にあった場合でも遠隔制御に
よりロック⼜はデータ削除等を実⾏する機能の導⼊など情報セキュリティ対策を⼀層強化。

論点︓ＮＥＤＯの取組が効果をあげていると考えられるか。

（５）外部能⼒の活⽤ 資料４ １４１〜１４２⾴
⽬標︓外部の専⾨機関の活⽤が適当と考えられる業務については、外部能⼒を活⽤。
実績︓メンタルヘルス⽀援、中途採⽤事務局⽀援業務等１７業務で外部能⼒を積極的に活⽤。
論点︓ＮＥＤＯの取組が適切に実施されていると考えられるか。

（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮 資料４ １４３〜１４４⾴
⽬標︓環境に調和して持続的に発展可能な社会に適応するため、毎年度環境報告書を作成、公表するとともにその内

容の充実を図ることにより、⽇常の業務推進に当たりエネルギー及び資源の有効利⽤を図るものとする。
政府の⽅針を踏まえて機構の温室効果ガス排出抑制等のための実施計画を策定し、これに基づき不断の削減努
⼒を⾏う。

実績︓平成２９年度排出量実績（暫定）については２８万３８３３ｋｇ-ＣＯ２となり当初の⽬標である基準年度
（平成２５年度）⽐１３．８％を達成。第３期期間中のＣＯ２排出量につして、２６．０％削減（暫定値、平
成２４年度⽐）。
ペーパーレス化の推進によりコピー⽤紙の使⽤量は、第３期期間中５８．３％削減（平成２４年度⽐）。

論点︓ＮＥＤＯの取組が効果をあげていると考えられるか。
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（７）業務の効率化 資料４ １４５〜１４６⾴

⽬標︓⼀般管理費について、平成２４年度を基準として毎年度平均で前年度⽐約１．０８％の効率化を⾏う。
実績︓⼀般管理費については、⼤幅に⽬標を上回って達成。
論点︓ＮＥＤＯの取組が適切であると考えられるか。

（８）随意契約の⾒直しに関する事項 資料４ １４７〜１４８⾴

⽬標︓少額のものや秘匿すべきものを除き、公表し透明性の向上を図る。「調達合理化計画」に基づき⼀般競争⼊札
を徹底。技術開発関連事業等の契約については、選定⼿続きの透明性、公平性を⼗分に確保しつつ、企画競争、
公募の⽅法により効率的な運⽤を⾏う。

実績︓毎年度、随意契約⾒直し状況及び⽉別の契約締結内容について公表。物品調達等については、⼀般競争⼊札を
徹底。技術開発関連事業等の契約については、選定⼿続きの透明性、公平性を⼗分に確保しつつ、企画競争、
公募の⽅法により契約を締結した。

論点︓ＮＥＤＯの取組が適切であると考えられるか。

（９）コンプライアンスの推進 資料４ １３５〜１３９⾴

⽬標︓内部統制のさらなる充実・強化を図るものとする。不正事案については、事業者側に不正に関するリスク管理
等についての啓蒙の徹底を図るなど、不正事案の発⽣を抑制するための不断の取組を、⼀層強化する。

実績︓内部統制・リスク管理推進委員会において⾏動計画の策定、リスク分析資料の整備・更新等を実施し迅速な対
応が可能となる体制を構築・維持。不正事案に対する取組については、平成２９年度に発覚した研究費の不正
使⽤事案については引き続き原因調査を進めるとともに、再発防⽌策を検討中。

論点︓ＮＥＤＯの取組が適切であると考えられるか。



11

Ⅲ．財務内容の改善
（１）繰越⽋損⾦の増加の抑制 資料４ １５５〜１５６⾴

⽬標︓基盤技術研究促進事業について、資⾦回収の徹底に図り、繰越⽋損⾦の減少に努める。
実績︓研究成果の事業化の状況や売上げ等の状況について４７１件の企業化状況報告書を徴収し、研究委託先等への

現地調査を１７６回実施。５８件の収益納付を確認し約１０５百万円の収益納付があった。
論点︓ＮＥＤＯの取組が適切であると考えられるか。

（２）⾃⼰収⼊の増加へ向けた取組、資産の売却等 資料４ １５７〜１５８⾴

⽬標︓収益納付制度の活⽤など⾃⼰収⼊増加に向け努める。資産の売却等については、政府決定等を踏まえた措置を
引き続き実施。

実績︓事業者への負担に配慮しつつ、実効性のある収益納付制度に向けて検討を⾏った。資産の売却等については、
伊東敷地を売却し、譲渡収⼊の国庫納付を実施。

論点︓ＮＥＤＯの取組が適切であると考えられるか。

（３）運営費交付⾦の効率的活⽤に向けた取組 資料４ １５９〜１６０⾴

⽬標︓各年度末における運営費交付⾦債務について、その発⽣要因等を厳格に分析し、減少に向けた努⼒を⾏う。
実績︓予算執⾏管理チームを設置し、事業の進捗管理及び予算管理をより精緻に実施。平成２６年度以降、交付⾦債

務を削減した結果、平成２９年度末時点で１３４億円となり、第２期末の３７５億円から２４１億円減少。
た。

論点︓ＮＥＤＯの取組が適切であると考えられるか。

（４）剰余⾦の適正化 資料４ １６１〜１６２⾴

⽬標︓利益剰余⾦の計上を業務運営上適切性のあるものとする。
実績︓利益剰余⾦は主に研究開発資産売却収⼊。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。平成２９年度末では、研究開発資産売却収⼊等で１６６．８億円を計上。
論点︓ＮＥＤＯの取組が適切であると考えられるか。
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（５）債務保証経過業務、貸付経過業務、リスク管理債権適正化 資料４ １６３〜１６６⾴
⽬標︓鉱⼯業承継業務の貸付⾦等の回収については、債権の管理を適切に⾏い、回収額の最⼤化に向けて計画的に進

め、平成２７年度末までの業務終了に努める。
新エネルギーの導⼊に係る債務保証業務については、債務保証先を適切に管理し、代位弁済の発⽣可能性を低
減させるとともに、既に発⽣した求償権については、回収の最⼤化に努め、必要な措置を講じていく。

実績︓鉱⼯業承継業務については、債権処理を完了させ、平成２７年度末をもって全ての業務を終了。
新エネルギーの導⼊に係る債務保証業務については、適切に管理を⾏い保証リスクの低減に努めるとともに、
求償権債権についても適切なリスク管理に努めた。

論点︓ＮＥＤＯの取組が適切であると考えられるか。


