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【構成】

１．業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置（３～６頁）

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する

　　目標を達成するため取るべき措置（７～２５頁）

（１）研究開発関連業務（７～２０頁）
（２）新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等（２０～２３頁）
（３）出資・貸付経過業務（２４頁）
（４）石炭経過業務（２４頁）
（５）アルコール関連経過業務（２４～２５頁）

３．予算（人件費見積もりを含む）、収支計画及び資金計画（２６～２７頁）

４．短期借入金の限度額（２７頁）

５．重要な財産の譲渡・担保計画（２８頁）

６．剰余金の使途（２８頁）

７．その他主務省令で定める事項等（２９～３１頁）

新エネルギー・産業技術総合開発機構の
中期計画（案）の概要

第10回技術評価委員会
参考資料２
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前文（２頁）
　　

　ＮＥＤＯは、産業技術及び
　　エネルギー・環境分野の中核的政策実施機関

①研究開発の戦略的重点化と産学官の総力を結集する
　高度な研究開発マネジメント機能の提供

②技術開発と導入・普及支援による
　内外のエネルギー・環境問題解決への貢献

③「利用しやすいＮＥＤＯ」、「成果を挙げるＮＥＤＯ」の実現

④積極的な情報発信により国民への説明責任を全う

⑤石炭鉱害復旧業務の平成１８年度までを目途とした完了及
びアルコール製造部門の平成１８年４月を目途とした特殊会
社化への準備等
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１．業務運営の効率化（３～６頁）
○柔軟・機動的な組織による意志決定・業務執行の
迅速化・効率化
（プログラムマネージャー等への外部人材の登用等）

○厳格な評価と不断の業務改善
（plan-do-seeサイクル全体を評価し「成果重視」姿勢を貫く）

○業務の効率化
中期目標期間最終年度に特殊法人時と比べ、
１５％を上回る管理経費の削減を達成

○職員の意欲向上と能力開発

○業務の電子化　　等
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Plan（企画・査定）
企画

Do（運営）
プロジェクト
マネジメント

See（評価）
技術評価

最適な
プロジェクト運営

・３年目を目途に中間評価、　終了後事
後評価を全件実施。
　（１４年度実績：中間１３件、事後２６件、
　１５年度予定：中間２７件、事後３０件）
・さらに追跡調査を実施し、成果の把握と
以後のマネジメントの改善に反映。

・プロジェクト実施者のフォーメー
ション。
・プロジェクトリーダーとＮＥＤＯ
との適切な役割分担による効
果的なマネジメント
・複数年度契約による継続的か
つ円滑な事業の推進。

・産業技術政策を踏まえた適切な
プロジェクト基本計画の作成。
・迅速・公正なプロジェクト選定。
・評価結果を適切に翌年度予算
要求に反映。

Plan - Do – See のサイクルによる
最適なプロジェクト運営の考え方

成果を挙げるNEDO

利用しやすいNEDO
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２．業務の質の向上のため取るべき措置（７頁）

（１）研究開発関連業務に関する基本的な考え方

経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省
「プログラム基本計画」等

総合科学技術会議総合科学技術会議総合科学技術会議総合科学技術会議
「科学技術基本計画」等

研究開発プロジェクトの推進研究開発プロジェクトの推進研究開発プロジェクトの推進研究開発プロジェクトの推進
・産学官の総力を結集し、高度の研究開発マネジメントを実施
・産業界等のニーズを踏まえた制度改善と柔軟な運用

ＮＥＤＯＮＥＤＯＮＥＤＯＮＥＤＯＮＥＤＯＮＥＤＯＮＥＤＯＮＥＤＯ

産業界産業界産業界産業界 大学大学大学大学 公的研究機関公的研究機関公的研究機関公的研究機関

利用しやすいＮＥＤＯ利用しやすいＮＥＤＯ利用しやすいＮＥＤＯ利用しやすいＮＥＤＯ 成果を挙げるＮＥＤＯ成果を挙げるＮＥＤＯ成果を挙げるＮＥＤＯ成果を挙げるＮＥＤＯ

政策当局との連携政策当局との連携政策当局との連携政策当局との連携

国
民

判
り
や
す
い
情
報
発
信

判
り
や
す
い
情
報
発
信

判
り
や
す
い
情
報
発
信

判
り
や
す
い
情
報
発
信
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若手研究者助成、フェローシップ、
プロジェクトの実施を通じて推進

知的財産化、国際標準確立等

２．（１）研究開発関連業務（７～１３頁）

シーズ探索シーズ探索シーズ探索シーズ探索のための
提案公募事業

（大学・公的研究機関）

出口イメージを念頭においた

ハイリスク・中長期ハイリスク・中長期ハイリスク・中長期ハイリスク・中長期の
プロジェクト

即効的な経済活性化を
実現する

実用化・企業化促進実用化・企業化促進実用化・企業化促進実用化・企業化促進

３事業を適切に組み合わせて推進

産業競争力強化、経済の持続的発展、
ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境問題解決への貢献

産業技術人材養成
の推進

研究開発成果の権利化
広報・情報発信
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研究開発関連業務に関する具体的な目標（７～１３頁）

・実用化・事業化状況を追跡調査

・中間評価結果が一定水準以下で改善
策なきものは中止

・産業技術の中核的人材を5,000人養成
・研究開発、知財権取得、標準化の一体
的推進

・外部専門家による公正な審査、選
定結果の公開、不採択理由の通知

・制度・手続きの改善に係るユーザー
アンケートで肯定的回答７割以上（３類型共通）

・事業終了後３年間以上経過時点での
実用化達成率４０％を達成

・年間複数回採択を実施

・公募締切から７０日以内で採択決定
実用化・企業化
促進事業

・国内特許5,000件以上、
海外特許1,000件以上を達成
・事後評価で計画達成率の合格基準
８０％以上、優良基準６０％以上を達成

・真に技術力・事業化能力を有する企業
を選定し、安易な業界横並び体制を排
除

・複数年度契約・交付決定を実施

・公募締切から４５日以内で採択決定

中長期・ﾊｲﾘｽｸ
研究開発事業

・資金供給先の不必要な重複や特定の
研究者への集中を排除

・査読済み論文発表 1,000本以上

・提案の随時受付・年間複数回採択
を実施

・公募締切から９０日以内で採択決定

提案公募事業
（大学・公的研究機関）

成果を挙げるＮＥＤＯ成果を挙げるＮＥＤＯ成果を挙げるＮＥＤＯ成果を挙げるＮＥＤＯ利用しやすいＮＥＤＯ利用しやすいＮＥＤＯ利用しやすいＮＥＤＯ利用しやすいＮＥＤＯ
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Ｈ１５事後評価（前半）
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研究開発成果(X)

X+Y=4X+Y=4X+Y=4X+Y=4 X+Y=5X+Y=5X+Y=5X+Y=5

X+Y=3X+Y=3X+Y=3X+Y=3

最近の評価結果（平成１５年８月２０日評価委員会）

合格ライン　 （成果＋実用化=3.0以上、すべての評価軸が1.0以上）　５件５件５件５件

優良ライン　 （成果＋実用化=4.0以上、すべての評価軸が1.0以上）　３件３件３件３件

実
用
化
見
通
し
等
（Ｙ
）
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技術分野毎の計画とプログラム（１４～２０頁）
 

健康・医療基盤技術 
(遺伝子・タンパク質等の機能・構造分析、身体機能修復・代替) 
生物機能を活用した生産・処理・再資源化プロセス技術 
(微生物・植物機能を活用したバイオプロセス) 
 
高度情報通信機器・デバイス基盤関連技術 
(半導体、ディスプレイ、情報家電、光デバイス、記憶媒体) 
宇宙産業高度化基盤技術 
(衛星、ロケット等の宇宙機器、宇宙実験やリモートセンシング等の宇宙利用) 
 
温暖化対策技術 (CO2削減、代替フロン) 
3R関連技術 (リユース／リデュース／リサイクル) 
化学物質のリスク評価・管理・削減・代替・除去技術 
次世代低公害車技術 (超低燃費、ゼロ排ガス) 
民間航空機基盤技術 (環境適合航空機機体、エンジン) 
 
ナノテクノロジー (ナノマテリアル創製・加工・計測) 
革新的部材創製技術 (材料創製と成形加工の一体化) 

 

固体高分子型燃料電池／水素エネルギー利用技術 
新エネルギー等技術 (太陽光、風力、バイオマス等) 
省エネルギー技術 (民生／運輸／産業) 
環境調和型エネルギー技術 (クリーンコール・テクノロジー) 
 
新製造技術 (MEMS、新規加工プロセス技術) 
ロボット技術 (家庭や福祉施設でも活用されるロボット) 

 

MEMS、ナノテク、バイオインフォマテックス、燃料電池、その他今後出現する 
新規融合技術 

1. ライフサイエンス分野 

! 少子高齢化社会での健康生活実現 

2. 情報通信分野 

3. 環境分野 

4. ナノテク・材料分野 

5. エネルギー分野 

6. 新製造技術分野 

7. 境界・融合分野 

! 高度な IT社会の実現 

! 地球温暖化対策と循環型社会実現 

! 広範な産業分野の飛躍的発展の基盤構築 

! ｢安定供給｣ ｢環境適合｣ ｢市場原理活用｣の達成 

! 異分野融合技術や新たな技術領域への対応 

! 我が国経済の｢生命線｣たる製造技術の高度化 
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2.(2)新ｴﾈ・省ｴﾈ導入普及関連業務等（２０～２３頁）

企業化・実用化を見据えた

技術開発
（新ｴﾈ）既存ｴﾈﾙｷﾞｰと同等のｺｽﾄを目指し現実の利用形態を想定した開発

（省ｴﾈ）産業・民生・運輸各部門でのｴﾈﾙｷﾞｰ利用効率を向上

　　　　実証
　ﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｽﾄ・海外実証
・開発された技術の実社会での適用
可能性についてあらゆる側面から検証

　　導入普及
・地域ﾊﾞﾗﾝｽ・助成対象者の属性も
考慮し総合的な新ｴﾈ導入を推進
・産業・民生・運輸各ｾｸﾀｰでの
　総合的な省エネ対策を推進

三位一体
で推進

２０１０年における国の「長期ｴﾈﾙｷﾞｰ需給見通し」達成への貢献
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新ｴﾈ・省エネ導入普及関連業務に関する具体的な目標
（２０～２３頁）

・厳格な評価の結果を事業運営に反映

・概ね３年毎に制度の運用状況等を点検し、
政策提言

・外部専門家による公正な審査

・公募締切から６０日以内で採択決定、全
ての不採択者に対して理由を文書で通知

・制度・手続き改善に係るアンケートで
肯定的回答７割以上

成果を挙げるＮＥＤＯ成果を挙げるＮＥＤＯ成果を挙げるＮＥＤＯ成果を挙げるＮＥＤＯ利用しやすいＮＥＤＯ利用しやすいＮＥＤＯ利用しやすいＮＥＤＯ利用しやすいＮＥＤＯ
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２．（３）出資・貸付経過業務（２３～２４頁）
中期目標期間中に保有株式の処分を原則完了。

２．（４）石炭経過業務（２４頁）
・旧鉱区管理業務を適切に実施。
・鉱害復旧工事を平成１８年度を目途に完了。

２．（５）アルコール関連経過業務（２４～２５頁）
特殊会社化及びその後の完全民営化に向け、

　　　・市場ニーズを踏まえた新たな品種のアルコールの提供

　　　・お客様相談室の設置、アルコールの品質安定化、

　　　・顧客満足度調査の継続実施を通じ平成１７年度のクレー
　　ムゼロ達成　等

　　により、顧客サービスを向上。
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３．予算（２６～２７頁）
・毎年度の運営費交付金は、個別業務に必要とされる額を積み上げることによ
り、その総額を決定。

・平成１５年度をベースに「横這い」を仮定した中期目標期間内（４．５年）の収入・
支出の見積もりは、約１．３　兆円約１．３　兆円約１．３　兆円約１．３　兆円

・法定勘定（１１勘定）に区分し、適切に管理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般勘定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電源利用勘定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石油及びｴﾈﾙｷﾞｰ需給構造高度化勘定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基盤技術研究促進勘定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電源利用勘定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石油及びｴﾈﾙｷﾞｰ需給構造高度化勘定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究基盤出資経過勘定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉱工業承継勘定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石炭経過勘定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定事業活動等促進経過勘定：H17.6～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定アルコール販売勘定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルコール製造勘定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般アルコール販売勘定　　　　

研究開発・技術開発業務

新ｴﾈ省ｴﾈ導入促進業務　

アルコール関連業務

経過業務
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４．短期借入金の限度額（２７頁）４．短期借入金の限度額（２７頁）４．短期借入金の限度額（２７頁）４．短期借入金の限度額（２７頁）
１，２００億円

５．重要な財産の譲渡・担保計画（２８頁）５．重要な財産の譲渡・担保計画（２８頁）５．重要な財産の譲渡・担保計画（２８頁）５．重要な財産の譲渡・担保計画（２８頁）
川崎移転に伴う宿舎整備費用に充てるため、土地を処分。

６．剰余金の使途（２８頁）６．剰余金の使途（２８頁）６．剰余金の使途（２８頁）６．剰余金の使途（２８頁）
研究開発の促進、成果発表・成果展示、職員教育・福利厚生等。

７．その他主務省令で定める事項等（２９～３１頁）７．その他主務省令で定める事項等（２９～３１頁）７．その他主務省令で定める事項等（２９～３１頁）７．その他主務省令で定める事項等（２９～３１頁）

（１）施設・設備に関する計画（２９頁）（１）施設・設備に関する計画（２９頁）（１）施設・設備に関する計画（２９頁）（１）施設・設備に関する計画（２９頁）
ｱﾙｺｰﾙ製造業務におけるﾕｰｻﾞｰﾆｰｽﾞに応えるための設備投資、川崎移転に伴う宿舎
整備等。

（２）人事に関する計画（２９～３０頁）（２）人事に関する計画（２９～３０頁）（２）人事に関する計画（２９～３０頁）（２）人事に関する計画（２９～３０頁）
産官学の外部人材の積極活用、業務のﾏﾆｭｱﾙ化・定型化、ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ等により、職
員数を抑制。

（３）中期目標期間を越える債務負担（３０頁）（３）中期目標期間を越える債務負担（３０頁）（３）中期目標期間を越える債務負担（３０頁）（３）中期目標期間を越える債務負担（３０頁）
中期目標期間を越える研究開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ等において、合理的なものについて実施。

（４）その他（３０～３１頁）（４）その他（３０～３１頁）（４）その他（３０～３１頁）（４）その他（３０～３１頁）
外部監査に加え、内部監査の計画的実施。業務進捗管理機能の強化、検査体制の
強化、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ体制の構築等。


