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独立行政法人評価委員会産業技術分科会 

第２７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２４年８月１７日（金） １５：００～１６：１５ 

２．場 所 経済産業省 別館１０階 １０１４会議室 

３．議 題 

 （１）中期目標期間終了法人の組織・業務全般の見直し案について 

 （２）その他 

出席委員 

  岸部会長、石谷委員、松田委員、谷田部委員、渡辺委員 

 

議事次第 

○岸部会長 

 それでは、定刻になりました。皆様おそろいでございますので「第27回NEDO部会」

を開催させていただきます。 

 議事に入る前に、まず中西審議官からご挨拶がございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○中西審議官 

 皆様、お暑い中をお集まりいただきましてありがとうございます。 

 先般まで、いろいろな形で、これまでの実績評価をやっていただいたわけでござい

ますが、そういう状況の中で、これまで皆様にもご説明をさせていただきました独法

の通則法改正ということで、実は、法律案自身は既に国会に出されていまして審議を

やろうとしていますが、具体的な委員会で審議がまだ始まっていない、進んでいない

状況でございます。 

 もし仮に法律が成立して予定どおり動いていれば、各独法、とりわけNEDOの中期目

標を１年間延長の形で対応することになっておりましたが、肝心の法律がまだ不透明

でありまして、事務的なお話でございますが、本来の通則法がスケジュールどおり動

かない場合の仕方ない対応として、あらかじめ次の中期目標の議論を開始して準備を

しておこうということで、今回、皆様にお集まりいただきまして、また一連の作業を
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お願いする形になってまいりました。 

 そういうことでございまして、イレギュラーな感じでございますが、先行き不透明

な中で、まことに申しわけございませんが、次の中期計画の議論をやっていただく形

で、また数回おつき合いいただければと思っております。引き続きよろしくお願いい

たします。 

○岸部会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、NEDOの古川理事長にご挨拶をお願いしたいと思います。 

○古川理事長 

 日ごろより大変お世話になっておりましてありがとうございます。 

 また、先月、先々月もそうでございますが、23年度の業務実績評価でいろいろご指

導をいただきましたことを心から御礼申し上げます。 

 今、中西審議官からお話がございましたように、今回は、５年間の中期計画という

ことで、先日までのは、どちらかというと年次、年次でございましたが、５年の計画

をつくるというのは極めて重要なこと、難しいことでございまして、その５年をどの

ように見通すのか、METIさんがつくられる大きな流れの中でNEDOがどういうオペレー

ションをしていくのか、非常に難しい点ではないかと思っておりますが、そういう中

でのNEDOの役割、またNEDOの成果はどうあるべきかということも含めまして、いろい

ろご指導をいただければと思っております。よろしくお願い申し上げます。 

○岸部会長 

 どうもありがとうございました。 

 国の政治の問題なので、どうなるのかわからないのですが、とりあえず５年間の大

枠、俗にいう「骨太の枠組み」をつくろうと、これが第１回の会議だとご了承いただ

きたいと思います。既に８月１日に、各先生にお話を伺ったりもしていますが、本日

は、その大枠のご議論をお願いできればと思っている次第です。 

 それでは、本日の配付資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○藤原技術振興課長 

 それでは、配付資料でございますが、「議事次第」の一枚紙がございます。その後に

資料１－１、カラーの横長でございますが「（独）新エネルギー・産業技術総合開発機

構の中期目標期間（第２期）終了時における組織・業務全般の見直し当初案（概要）」
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ということでポンチ絵がございます。資料１－２が「独立行政法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構の中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直しについて

の当初案」、本日メインにご議論いただくペーパーでございます。その「参考資料」が

資料１－３、A3横長でございます。資料２が「現行中期目標・中期計画の達成状況」、

これは23年度、まさにご議論いただいたばかりでございますが、計画の達成状況、達

成見込状況としてまとめさせていただいております。資料３が「今後のスケジュール

について」、本日以降、今回のシリーズのスケジュールを簡単にまとめさせていただい

ております。 

 参考資料１が「委員名簿」、参考資料２－１が「NEDO第２期中期目標の内容（概略

版）」でございます。参考資料２－２が「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構第２期中期目標」そのものでございます。中期計画の現在のものが参考資料２

－３、それから参考資料２－４は、後ほど触れますが、この１月に行政改革で閣議決

定いたしました「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」を用意させてい

ただいております。参考資料３は、本日ご議論いただきます議案の根拠条文「独立行

政法人通則法（抜粋）」をつけさせていただいております。 

 不足等ございましたら挙手をいただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

○岸部会長 

 資料はおそろいでしょうか。――それでは、評価委員会での議事録、配付資料につ

きましては、今まで当省ホームページで公表していただいているとおりでございます。

本日の部会についても同様にさせていただくことをあらかじめご承知いただきたく存

じます。このため議事録につきましては、後日ご確認いただくための手続をとらせて

いただきます。 

 それでは、「議事次第」に従いまして議事に入らせていただきます。議題（１）は

「中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直しにかかわる当初案」について

検討に入りますが、まず、本件について事務局より内容の説明をお願いいたします。 

○藤原技術振興課長 

 本日もよろしくお願いいたします。資料１～３に基づきまして、事務局よりご説明

させていただきます。 

 冒頭、審議官からのご挨拶にもありましたが、独法通則法改正案の状況が大変不透

明でございますので、早ければ来年度以降、NEDOにとっての新たな中期目標を設定し
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なければならない可能性が出てきたということでございます。したがいまして参考資

料３、先ほど申し上げましたが、閣議決定などに基づきまして、本日、皆様に新たな

中期目標設定に向けた見直しの当初案、具体的には資料１－２になりますが、こちら

をご審議いただく運びになったということでご理解をいただければと思っております。 

 最初に資料３の「今後のスケジュール」から申し上げますが、仮に見直し案を本日

ご了解いただくとしますと、これを８月20日月曜日に開催されます「経産省独立行政

法人評価委員会」（親委員会）に当方からご報告をさせていただければと考えてござい

ます。 

 ちなみにその後のスケジュールでございますが、これは通則法の状況を含めて国会

情勢、政治情勢、全く不透明ではありますが、最も早いスケジュールとしては、こと

しの12月ごろと来年の２月ごろにNEDO部会、親委員会を開催させていただきまして、

見直しの最終案をご審議いただくことになっております。 

 それでは、「次期中期目標に向けての見直し案」の説明に入らせていただきますが、

その前に、現在の中期目標の達成状況、達成見込につきまして、これはきちんとレビ

ューしていく必要があると思いますので、その点について資料２に基づきまして、私

どもの武尾補佐から説明させていただきます。お願いいたします。 

○武尾技術振興課課長補佐 

 それでは、お手元の資料２に基づきまして、「現行の中期目標・中期計画の達成状

況」についてご説明をさせていただきます。なお、この資料は、昨年度（23年度）ま

での達成状況をまとめているものでございますので、当然１年間残される４年目での

達成状況でございます。正式には来年度、期間終了時以降、また改めて委員の皆様に

ご審議いただくものでございますが、とりあえず今後の中期計画・中期目標等を審議

していく上での参考材料としていただくために、現段階の達成状況をファクトを中心

に整理したものでございます。 

 左に経産省が定めた第２期の「中期目標（概要）」が書かれております。真ん中が

「中期計画（概要）」ですが、これはNEDOが、中期目標に基づいて、より細かい数値目

標等を埋め込んだ計画をまとめたもの、その概要になっております。右側が、その目

標もしくはその計画の達成状況が今どうなっているのか、個別項目ごとにまとめたも

のでございます。全体、大量になっておりますので、幾つか主要なところだけピック

アップしてご説明をさせていただきます。 
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 最初の２．が「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事

項」となっておりますが、その中で一番最初は「（1）産業技術開発関連業務」、そこか

ら（６）まで続くわけですが、まず最初の「産業技術開発関連業務」、ここが一番コア

なところになります。 

 ①の「研究開発マネジメントの高度化」でございますが、例えば２番目の「企画段

階」のところ、「中期目標」では「研究テーマの重点化、実施体制の見直し」が定めら

れており、それに基づいて「計画」のところでは、もう少し具体的に19年度の数を上

回らないように計画が定められております。実際にそれの「達成状況」をみてみます

と、右側の一番上の部分ですが、プロジェクト数でみますと、平成19年度は120件であ

りましたが、23年度では71件と計画を上回る形で達成されている状況でございます。 

 次の「実施段階」のところですが、ここでは「目標」及び「計画」で、「進捗状況等

に基づいて事業の加速化、縮小等の見直しを行う」と定められておりますが、実際に

「達成状況」にも記載しておりますが、評価結果に基づいて基本計画もしくは実施方

法に反映させて、その中でテーマの一部加速化するものは、４年間で９件、計画を一

部変更するものは24件でございますが、このように達成させております。 

 次の「評価段階」ですが、「目標」のところで「終了プロジェクトについて、随時逐

次調査を実施」と書かれておりまして、実際に「計画」では、下から２番目にありま

すが、原則として240本以上行う計画が定められており、「達成状況」としては、23年

度までに459件で、数値目標は達成しているということでございます。 

 ２ページで、②の「研究開発の実施」でございますが、まず１番目の「ナショナル

プロジェクト」は、「中期目標」では、事後評価において具体的に８割以上の「合格」、

さらに６割以上の「優良」評価を得る目標が定められておりますし、また、「計画」で

は、特許出願件数を国内5,000件以上、海外1,000以上の数値目標が定められており、

右側をみますと、それが事後評価において９割以上の「合格」、６割の「優良」で、目

標を達成している。出願件数をみましても、例えば国内、22年度までは3,000件、これ

は年平均1,000件ですので、大体目標を達成するペースになっていますし、海外での実

績も目標を超える1,400件の実績になっております。 

 ２番目の「実用化・企業化促進事業」でございますが、事後評価において６割以上

の「順調」の評価を得る。もしくは「計画」の中では、実用化達成率を25％以上の計

画が定められておりますが、「達成状況」としても、右側の一番上、実用化達成率31％、
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もしくは78％の「順調」評価を得たということで、これも達成する見込みとなってお

ります。 

 ３ページで、④の「技術経営力の強化に関する助言」でございますが、真ん中の

「計画」の中では、「技術経営等に関する〈NEDO特別講座〉を設置」と書かれておりま

すが、結果として、右側の下から２番目に20年度から「NEDO特別講座」を実施して530

回以上の開催、延べ5,130名の参加という結果になっております。 

 ４ページで、（２）の「新エネルギー・省エネルギー関連業務等」ですが、「計画」

の２番目に「国内における第１期中期目標期間の温暖化ガスの排出抑制効果と遜色な

いレベルの排出抑制を図る」という計画が定められており、右側の２番目に、実際に

第１期、第２期とも年平均200万トンのCO2削減効果ということで、基本的には同レベ

ルの達成をしております。 

 次に（３）の「産業技術関連業務及び新エネルギー・省エネルギー関連業務等の実

施に係る共通的実施方針」でございますが、②の「業務実施段階」の「目標」では、

「事業者の事務負担を極力軽減」となっておりまして、具体的に「計画」では、それ

を、例えば採択期間を、ナショナルプロジェクトであれば45日以内とか、そういう目

標が定められておりますが、実際に「達成状況」としても、基本的にその日数以内で

採択を決定しております。 

 次５ページの④で「成果の広報・情報発信に関する事項」として、「目標」では、

「技術動向や研究開発マネジメントに関して100本以上の研究発表を実施」となってお

りまして、右側の一番下に、実際に23年度までには93本ですので、100本にほぼ近づい

ているということでございます。 

 （４）の「クレジット取得関連業務」、ここは特に数値目標等具体的には書いており

ませんが、「クレジットの取得に最大限努力」という「目標」、「計画」になっておりま

して、実際に政府取得目標の約１億トン（CO2換算）に迫る9,756万トンで、これは達

成がほぼ見込まれている状況でございます。 

 ６ページに行きまして、３．の「業務経営の効率化に関する事項」でございますが、

一番上の（１）の「機動的・効果的な組織」として、「目標」では、例えば「外部資源

の有効活用」を掲げておりまして、実際に取り組んだ成果としては、「PM、PDで外部の

先生方、有識者の方を活用した」といったことが書かれております。 

 その２つ下（３）の「職員の意欲向上と能力開発」でございますが、「中期計画」で
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は、「研究現場への派遣を年１名以上」、「修士号等の取得を期間中に５名以上」と書か

れておりますが、「達成状況」として、研究現場に41名、大学院に95名、これは計画を

かなり大幅に達成している状況でございます。 

 次の７ページ、（７）の「業務の効率化」をみていただきますと、一般管理費△15％、

総人件費△５％、事業費△５％とそれぞれ数値目標を掲げておりますが、「達成状況」

は、一般管理費△14.8％で、ほぼ達成、総人件費も△21.8％で、大幅に達成、事業費

も△40％で、こちらも大幅に達成という状況になっております。 

 次の８ページ、４．の「財務内容の改善に関する事項」でございますが、一番上の

「繰越欠損金の増加の抑制」は、石炭経過業務に関して、例えば「計画」では、「計画

的・効率的に実施」と書いております。こちらは先般の部会でもご説明をさせていた

だきましたが、23年度末におきまして貸付債権区分の見直しによりまして引当金の戻

り入れが生じた結果、欠損金を解消し、22.4億円の積立金が生じた結果になっており

ます。 

 「中期計画」の（９）の「運営費交付金の効率的活用の促進」でございますが、「期

間終了時における運営費交付金債務残が、予算額に対して比率として９％以内に抑

制」となっておりますが、これは23年度末では、補正を除いた場合でも34％、あと避

けがたい理由等を述べたものでも22.9％で、こちらはもう少しの状況となっておりま

す。 

 以上簡単に幾つか項目を絞ってご説明をさせていただきましたが、基本的には個別

に今ご説明しなかったところを含めて、大体既に現時点でも計画を達成済み、もしく

は達成見込がほとんどである状況でございます。 

○藤原技術振興課長 

 最後にまとめを申し上げましたが、ほぼ全項目で達成済み、あるいは達成見込の状

況だと、総体的にご認識いただければと思っております。 

 まさに今の説明も参考にしていただきながら、続きまして資料１－２の「見直しに

ついての当初案」を中心に説明をさせていただきます。このペーパーにつきましては、

これまで委員の皆様と公式・非公式に意見交換をさせていただきましたが、皆様方の

問題意識やご指摘は、可能な限り踏まえさせていただいたつもりでございます。 

 また、最初に申し上げておきますが、年末に向けて作成いたします実際の中期目標

あるいは中期計画の案でございますが、これは、それぞれの研究分野ごとの目標、具
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体的な政策とか、大変細かい、また大部なものになってくるわけでございますので、

今回の素案につきましては、組織や業務の大まかな方向性を示したものとご理解いた

だければと思います。 

 最後に具体的な課題も書かせていただいておりますが、こちらもあくまで例示でご

ざいまして、少しシンボリックなものを簡単に書かせていただいているとご認識いた

だければと思います。本格的な、具体的な整理、これは先ほどのスケジュールに沿っ

た形で、これから年末に向けて行われていくということでございます。 

 本文のご説明に入らせていただきます。 

 「現状認識」の（１）は割愛させていただきますが、（２）の「NEDOのミッションと、

これまでの取り組み」のところは大変重要だと思いますので、少し読ませていただき

ます。 

 「NEDOのミッションは、政府の行う主として産業技術政策などの具体的実施機関と

して専門性等を十分に活用しつつ、基礎研究から実用化・実証まで一貫した〈技術開

発マネジメント〉の効率的・効果的実施を通じ、具体的成果につなげること」とさせ

ていただいております。 

 その下のポツからは、これまでのNEDOの取り組みの特徴を簡単に書かせていただい

ております。最初のポツが、NEDOの本業中の本業でございますが、「エネルギー分野を

初めとする産業技術分野全般の〈ナショナルプロジェクト〉を中心に、外部有識者を

活用した案件形成や事業評価などを通じ、技術開発マネジメントをきちんと実施して

きた」と書かせていただいております。 

 一番下のポツは、これも最近のNEDOの事業として大変重要な部分だと認識しており

ます。「各国の政府・自治体、国際機関等とのMOUの締結などを通じ、当該マネジメン

トを海外にも展開してきている。より具体的には、各国政府等のニーズも踏まえまた

上で、これらの支援策も引き出しながら案件の具体化を進めることにより、実証等を

通じて我が国の優れた技術を発展させるとともに、海外市場を開拓する事業者を積極

的に支援してきている」と書かせていただいております。 

 資料１－３「参考資料」の４ページに、NEDOは、これまで180以上のMOUを締結して

おり、特に優れた例を３つ書かせていただいておりますが、５ページには、そういっ

た提携先にもなっている、各国のNEDOのカウンターパートのような組織についても記

載をしております。こういったところと連携をしながら海外技術展開などを中心にや
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っていただいているところでございます。 

 資料１－２に戻っていただいて、２ページの最初のポツで、これは研究開発業務以

外として書かせていただいておりますが、NEDOは、国の委託を受けて京都議定書の目

標達成のためのクレジット取得をしてきた点、こちらも計画どおりやっていただいて

いるということでございます。 

 次のポツですが、ここに２年間ほどの事業仕分けなど行革対応を受けてNEDOがやっ

てきたことをまとめさせていただいております。具体的には、22年末の独法の見直し

の基本方針を受けまして、これは、23年度の業績評価をつい最近もしていただきまし

たが、23年度は、省エネ設備導入補助金等200億以上、大幅削減をしていただいたこと

を初めとしまして、不要資産の国庫納付、民間出向者の計画的抑制、事業費の抑制、

石炭関連業務等の他独法への移管を決定し、実行に移しつつある旨を記載させていた

だいております。 

 続きまして（３）は「NEDOを取り巻く最近の状況」として大きく２つに分けて書か

せていただいております。 

 外部環境の最近の変化でございますが、１つ目は、東日本大震災等を受けて産業技

術政策、エネルギー政策全般が今見直されている現状でございます。一番新しいとこ

ろでは、７月31日に決定した「日本再生戦略」の中でも、具体的な記載内容がござい

ます。基礎研究から実用化までのイノベーションの強化といったところでのNEDOの貢

献が期待されるわけでございますが、また、ライフ、グリーンを中心とした「第４期

科学技術基本計画」にも同様の記載内容がありますし、また、ご承知のとおりこの月

末をめどといっておりますが、エネルギー政策の見直しも進んでおりまして、この辺

の結果も注目されるところでございます。 

 もう一つ大きな外部環境の変化という意味では、次のページで「独立行政法人の事

務・事業の見直し等について」、昨年の秋から今年の１月にかけて行われました一連の

独法改革の結果として１月20日に決定しました「独立行政法人の制度及び組織の見直

しの基本方針」から、NEDOに関する部分の抜粋をさせていただいております。 

 ご承知のとおりNEDOは、ある意味無傷だったわけでございますが、ここに書いてご

ざいますように「研究開発の資金配分機関として、そのあり方を抜本的に見直す必要

がある」という宿題もいただいております。 

 その後のⅡの「組織・業務全般の見直しの方向性等」、ここが、今回ご審議いただく
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メインの部分になりますが、１の「基本的方針－〈世界最先端の技術開発マネジメン

ト機関〉へ－」として書かせていただいております。 

 これは、誤解のないように申し上げますが、今のNEDOがグローバルに全く通用して

いないとか、そういうことをいうつもりは全くございませんで、先ほども海外実証の

実績のところで申し上げましたとおり、国際社会、国際経済に大きな貢献をしていた

だいていると思っております。 

 ここの趣旨は、２番目に書いてありますが、先ほどご紹介しました１月の独法の基

本方針の中で、再来年４月からの新制度のもとで、これはNEDOを含めた研究開発型の

成果目標達成法人、これは通則法上は「国立研究開発行政法人」といわれるようです

が、これらにつきましては、「研究開発面における国際水準に即した目標設定・評価を

行う」とされております。 

 したがいまして、NEDOについても、もちろん政策上の要請に十分答えていただくこ

とが前提ですが、国内外の経済社会に大きな貢献をしていただく、それが非常に重要

な趣旨だと認識しておりますので、ここに「世界に通用する」、「世界最先端」と書か

せていただきましたが、その趣旨はそこにあるとご理解をいただければと思っており

ます。 

 そういった大きな方向性の中で、次の４ページ、２の「具体的な検討事項（例）」と

して５点ほど挙げさせていただいております。 

 （１）は「横断的な評価等に基づくメリハリの効いたプロジェクト管理」を書かせ

ていただきました。これは、「参考資料」の９ページで、これも独法、仕分けその他の

対応ということもありましたが、この数年間、ナショナルプロジェクトという意味で

も、NEDOは本数を絞り、骨太化・重点分野化をしてきましたが、グリーンとライフの

例を中心に書かせていただいております。この動きを引き続き進めるということがご

ざいます。 

 それから、一層の実用化推進のため、「参考資料」の17ページ以降、いつぞやもご紹

介いたしましたが、ここに例を挙げさせていただいております。NEDOにおきましては、

プロジェクトの中間評価あるいは追跡評価を今でも重視していただいているわけでご

ざいますが、これまで以上に、こういった分野横断的な評価、厳密な評価をぜひ行っ

ていただきたいということでございます。これまでの実績、これは、企業ベースでも

実績を十分踏まえた参加企業の選定、年度途中での機動的・柔軟な予算配分、これも
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新しい制度をスタートしていただいておりますが、こういったところも含めて、まさ

に「メリハリの効いたプロジェクト管理」を目指していただきたいという趣旨でござ

います。 

 先ほど「17ページ以降の」と申し上げましたが、例えば19ページなどをご覧いただ

きますと、これはNEDOプロジェクトに参加した会社を、少し統計をとらせていただき

ましたが、同じ業界でも非常に実績のいい会社とそうではない会社のばらつきもかな

りありますので、これだけの幅があるといった認識も含めてプロジェクト管理なども、

より一層緻密にやっていただきたいという趣旨で書かせていただいているところでご

ざいます。 

 また、元の資料に戻っていただきまして（２）、これも、言わずもがなの点でござい

ますが、「情報発信・PR等の推進」でございます。 

 こちらも「参考資料」をあわせて見ていただきますと、16ページで「NEDOの最近の

事業成果例」として、エネファーム、有機ELのプロジェクト、あるいはQuinceも書か

せていただいておりますが、まさにさまざまな成果を生んで、また、最近すばらしい

パンフレットも準備していただいていると認識していますが、その情報の発信先がま

だ産業界の一部にとどまってしまってはいないかという問題意識でございます。 

 こういった成功事例をとにかく一件でも多く抽出していただきまして、これを国民

全般、産業界に対しても直接経営者層にこういった見える化に向けた動きを、より一

層推進していただきたいという点でございます。 

 続きまして（３）に「国際共同事業の推進」を書かせていただきました。繰り返し

になりますけれども、NEDOの海外実証などの大変優れた実績をもっておるわけでござ

いますが、これは、例えば最先端の国際共同研究、そもそもそういったプロジェクト

は非常に少のうございますが、そういった国際共同研究プロジェクトに対して、NEDO

と外国機関が共同でファンディングするような試みがまだ少ないという問題意識でご

ざいます。 

 「参考資料」では23ページにございますが、このような取り組みは、NEDOもようや

く数年前からフランスの機関と先鋭的な取り組みを開始していただいているという認

識でございますが、企業の開発拠点も一層グローバル化していく中で、NEDOも海外の

機関からさまざまなノウハウをどんどん取得して、ライバルと競い合っていくような

形に徐々に近づけていくことができないかという趣旨でございます。 
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 元の資料の（４）の「ベンチャー企業等の振興」、こちらも言わずもがなでございま

すが、現在のナショナルプロジェクトの中にも大企業のみならず中小、ベンチャー企

業に多く参加していただいている実態も聞いておるわけでございますが、やはり日本

経済が停滞している中で新規性・機動性あるベンチャーを海外展開、あるいは委員の

方からもご指摘いただいておりますが、知財管理、顧客管理も含めてNEDOとしてどの

ようにサポートしていくのかということが、ポイントの一つではないかと考えてござ

います。 

 最後の（５）は「人材の流動化促進、育成」でございます。これもシンボリックな

例示のみ申し上げますが、NEDOには、今でも200人を超える大変優秀な民間の人材が来

ているわけですが、よい人を年度途中で引き抜くといった人事政策にまではまだ至っ

ていないという認識でございます。人の派遣を含めて人の流動化をもっともっと促進

していただきたいと考えてございます。 

 最後のポツに書いていますのは、こういった人の流動化の前提として、プロジェク

トマネージャーなのか、「技術開発マネジメント人材」と書かせていただいております

が、こういった人材が職として成り立つ、食っていけるものをつくる必要があるので

はないかという認識でございます。 

 この辺も、このノウハウはございますので、NEDOを中心にぜひ進めていただいては

どうかという趣旨でございます。 

 以上、やや長くなりましたが、次期中期目標に向けての見直し案ということで説明

をさせていただきました。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○岸部会長 

 どうもありがとうございました。それでは、ご審議、意見を伺いたいと思います。 

 まず第１が、次期に向かう前の「現行中期目標・中期計画の達成状況」、これが資料

２です。次期に向かっては資料１－２で、「現状の認識」、それから「組織・業務全般

の見直しの方向性等」、これは大きく分けて２つありまして、「基本的方向」と「具体

的検討事項」として５つの例が示されていますが、これが一つの骨格になる例だとい

う気がいたします。 

 それでは、これらを含めて何なりと大所高所から、また部分的でも結構です。ご意

見をいただければと思います。各先生、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 谷田部委員どうぞ。 
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○谷田部委員 

 最近、毎度申し上げているような形になりますが、産業構造というか経済構造とい

うか、全体が大きく変わってしまっているというのは、本当にここ４、５年感じると

ころですが、以前だと、中心となるところに資金を投入して研究開発されれば、例え

ば自動車産業のようにすそ野が大変広くて全体的にうるおうという形は描けたのです

が、今はこけし型というか、頭は確かに大きいのですが、その胴体が非常に細くて全

体的には余りうるおわないような形になっているのが現状だと思います。 

 これから国際化、国際化となると、こけしの胴体をどんどん細くして頭だけいかに

でかくできるかという話になってきて、そういうことに対しての研究開発マネジメン

トとなると、ただ頭を大きくすればいいわけではないということを、かなり考えなけ

ればいけないのではないかと思います。 

 特にNEDOみたいなところでは、どのように頭をでかくするか、さらにすそ野をどう

広げるかということまで考えないと、日本全体の経済状況は好転しないのではないか。

だから、これまでの10年とは違った技術開発計画みたいなことをもっとはっきりと打

ち出していかないと、安心感が出てこないのではないか。 

 具体的にどうするかということは別だと思いますが、そういう意識がもう少し強く

出ていてもいいのではないかと感じます。 

○岸部会長 

 ありがとうございます。 

 今の観点をきちっと含んだものにしていただきたいと思いますが、それについて経

産省側及びNEDO側、「産業構造の変化に伴う新しい方向」というようなことについて、

何かございますか。 

○中西審議官 

 直接的な答えになるかどうかよくわからないところもありますが、ご指摘にあるよ

うに、これだけ産業構造が変わっていく中で、経済省として産業政策がどのように変

わっていって、それを具現化するための一つのパーツとしての技術、そのハードをど

のようにするか、そこら辺は一体的に考えなければいけないのではないかと。 

 これは、４、５年ぐらい前からですが、技術戦略マップを本省とNEDOさんと一体的

につくって、出口が、どうしたら産業の展開にうまく結びつくのかという視点は入れ

ていっていますが、正直に申し上げますと、我々、どうしても昔の硬い頭の中で、ハ
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ード中心で、今の延長としてのロードマップにしかなっていなかったような部分もあ

りますので、そこら辺を、逆にいうと必ずしもハードだけではないような世界も含め

て、どのように考えていくのか、少しずつ頭をやわらかくして出口を広く考えて、そ

の中で技術が発達する役割はどういうふうになるのだろうかというのことを我々とし

てもやっているつもりですし、これは緒についたばかりだと思いますが、NEDOさんの

ほうでも出口戦略をどのように考えるのかという勉強も、横断的な課題としてやって

おられると聞いておりますので、そこら辺、もう少しスピード感をもってやっていく

ことができればといいかなと思っているところであります。 

○部会長 

 ありがとうございました。 どうぞ渡辺委員。 

○渡辺委員 

 せっかくこんなにきれいにまとめていただいたのに、何かいちゃもんをつけるみた

いで大変申しわけないのですが、これは、もう少し考え方に柔軟性があってもいいの

ではないかというか、ちょっとずれがあるのではないかと感じたのは、実は、NEDOは

技術開発マネジメントの効果的な実施を通じて成果を上げることであると。「成果を上

げる」というのは、補助した先が上げることであって、それをどのようにプロモーシ

ョンするのかがNEDOの役割であって、技術開発マネジメントというのは、経営トップ

の意思決定とリーダーシップを含めて達成されるものだと思うんですね。 

 そういう意味では、相手をその気にさせて、ぐずぐずしていたらお尻をたたく。や

る気がなかったらやめさせるということが、NEDOにとっての技術開発マネジメントで

あって、主体者をどのように活性化していくのかということと技術開発マネジメント

は、また別次元の話ですから、同じ「技術開発マネジメント」という言葉をつかって

しまうと、そこはやや違和感が出てくると思うんですね。あくまでも最後の主体者はN

EDOではないので、間接的にどうやってプッシュアップしていくか、あるいは牽引して

いくかということだと思います。 

 ですから、余りしゃしゃり出過ぎて、じゃ勝手にすればという話になってしまった

ら身もふたもない話なので、文字どおりにいくと、我々、補助だけもらえればいいよ、

あとはあなた方が責任をもってという話になってしまう、その辺に違和感が少しあっ

たもので、冒頭の文書にあるのに、何か申しわけないのですが、ちょっとその辺はど

うかなと思いまして……。 
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○岸部会長 

 今のご意見についていかがでしょうか。 

○藤原技術振興課長 

 まさに渡辺委員がおっしゃっていただいたことを丸めて書いてしまったということ

だと思います。今、委員がおっしゃった２つの意味も、もう少し丁寧に書かせていた

だければと思います。あくまで実用化といいますか、成果を上げるのは企業であって、

そのお尻をたたくという機能、それからもう少し上流といいますか、プロセスとして、

そのリソースをいろいろ使いながらコーディネートしていく機能を少し分けた形での

記載を検討したいと思います。 

○岸部会長 

 ２つ、非常に基本的なご指摘を受けましたが、ほかにいかがでしょうか。 

 松田先生どうぞ。 

○松田委員 

 お二人の意見とそれほど違うわけではないと思いながらの発言です。この中期（第

２期）は、リーマン・ショック後で非常に慌ただしく、しかもそれに原発問題が入っ

てきました。加えて欧州の金融危機が入ってきて、どうなるかわからない状況です。

４、５年前とは環境がガラッと変わり、国の役割と民間との連携をどうするかという

ことが、これからの計画を立てる時に極めて難しい。国内を活発化すれば海外も含め

て日本は覇者になる、そういう状況ではなくなってしまった。 

 きょう、非常に象徴的にシャープが今後どうなのか全くわからない報道がありまし

た。第２期中期計画の中で「液晶大成功」という報告書があったはずですね。それが、

世界的な価格競争に入ったときに、完全に日本が負けてしまう。これは民間のスピー

ドと総合力が欠けているということですから、NEDOの役割とはいえないかもしれませ

んが、NEDOの役割を生かし切るためにNEDOとして何を発信しなければいけないのか、

このことが非常に重要になってくるのではないかと思います。 

 私どもが現地調査で見させていただいたNEDOが支援しているハイテク開発先も、ど

このマーケットで勝負するのかとの質問に対して、国内で勝負しますというのはどこ

もないんですよね。そうすると、成長ゾーンが海外だとすると、研究開発をしている

のが日本で、知財をどのように戦略的に国内と世界をとっていくのか、しかも、長期

的な収益確保のための知財戦略がものすごく重要になってくる。一括して特許を申請
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するという話ではないと思います。特許数が増えているというのは、これは知財戦略

がなかったから増えているのではないかという見方もできるのではないか。 

 そういう意味で、特に重要なのは、知財を開発したところが長期的にいかに回収し

ていくかです。これは雇用を生むことでもあるし、もう一つは税収をふやすことだろ

うと思います。国内で開発しながら、それを事業化し、拡大するのが海外となると、

一般企業はいいのですが、国民の税金を使って開発している日本自体は問題です。で

すから、知財に対する戦略を、国としての戦略を、国の収入にも上がってくるような

仕掛けを経済産業省としてどうやっているのか必ずしも明確でない。 

 それに、民間の活力は、いわゆる産業政策で、NEDOのほうは技術政策だとすると、

このリンクがよくわからない。だれがリンクをかけてくれるのかということもござい

ますし、報告書の中にも省連携（横連携）が謳われていますが、それをもっとダイナ

ミックに、頻繁に行う必要があると思います。また、大学に対する支援を相当やって

いますが、大学の知財が独立して、国内で完結して事業化できるのが少ない。研究開

発は成功している。その成果につなげる事業化になかなか到達しない。これは、最初

のプランが間違えているのではないかと思います。 

 そういう意味で、知財をどのように確保していくかということと、知財の独立性と、

それが世界との関連でいかに事業化し、成長軌道にのせるかを、やはりこれから考え

ていく必要があると思います。 

 そういうことをしないと、研究開発資金を国に仰ぎながら、民間が本格的に海外へ

出ていこうとするときに、国の支援、バックアップがない。また省庁間の研究開発の

ばらまきが相当あるような気もします。同じテーマを多くの省がやっているというこ

とになると、研究者の精鋭が分散化し、知財の集約がなかなかできない。そこからの

省庁・機構が交通整理をして発信してまとめていく必要がある。やはり一番横断的に

やっているNEDOさんではないかという気がします。 

 そういう意味で、NEDOに対する期待値が非常に高い。それが民間のバックアップに

なかなかつながらない。そして、いろいろなデータを出されていますが、まだデータ

を要約している段階で、使い切れていない面がある。特に、19ページ（「参考資料」）

の、業界ごとの中止率とか研究開発の活用率、実用化率ですが、実用化率が高い業界

がだめになっているのはどういうことだとかも気になる。やはりメリハリをつけて民

間が取捨選択して使っているのではないか。とにかく成果を使っているのが実用化し
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ているかもしれない。 

 しかし、やめることだって意義あることなので、その辺のメリハリも含めて事例が

欲しい。もう一つは、実用化した結果が、「実用化しています」というアンケートだけ

ではなくて、それによって雇用が増えた、――また雇用の増加はなくてもいいけれど

も、税収が上がっているとか、国内の税収は上がっていないけれども、海外で税収を

上げているとか、もう少しきめ細やかなデータもとってみないと、本当の研究開発の

効果がどこにあって、どのような直接・間接の効果があったか、民間企業の意図も、

まだなかなか把握し切れていないのではないか。 

 いろいろなデータを出していただくと、またその次のデータまでも欲しくなり、申

し訳ありません。しかし、そこまでないと本格的な日本の強さがなかなか明確になっ

てこないのではないかという気がしております。 

 以上でございます。 

○岸部会長 

 ありがとうございます。 

 「国際的な視野に立って知財を配慮した産業技術のあり方」、これは経産省そのもの

の課題のような気もしますが、それについて何かございますか。 

○藤原技術振興課長 

 審議官から話があるかもしれませんが、今ご指摘の点ですが、日本の企業は使われ

ない特許をたくさん申請しているのではないか、そういったご批判もずっとあるわけ

でございまして、そういった中での国際面も含めた知財戦略をどうするのか、それか

ら省庁間の重複した研究開発予算の効率化をどう図っていくか、このあたりはまさに

国の政策、NEDOの話というよりは国の産業技術政策そのものだと思いますので、国の

問題としてきちんと受けとめさせていただきたいと思っております。 

 実用化のところの資料は、松田先生にもいつぞやからご説明させていただいており

ますが、中止とか非継続が全部だめだといっているつもりはないですし、持続は大事

ですが、高ければ全部いいという話でも全くないわけです。 

 少なくともこういった膨大なデータを、横断的な視点で整理したことすら、今まで

はなかったわけでございまして、そういった意味では第１歩とお考えいただければと

思います。これをさらに緻密に、ご指摘のいろいろな要素も含めて、これから分析を

して、どんな形で市場化しているのかといったところも含めて、これからさらなる調
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査をしていくことが重要ではないかと考えてございます。 

○岸部会長 

 審議官はよろしいですか。 

○中西審議官 

 はい。 

○岸部会長 

 それでは、石谷先生どうぞ。 

○石谷委員 

 今、皆さんが言われたことと余り違わない印象です。これはNEDOに伺うのか経産省

に伺うべきかわかりませんが、いろいろなご意見にあるように、今、世の中がどんど

ん変わっていますね。ここは基本的には５年計画で実証なり開発なりを続けられます。

それは、非常に大切なことだと思いますが、途中のフィードバック、これはNEDOの中

でもいいし、むしろ政府のほうではないかという感じもしますが、フィードバックを

どのようにしておられるのでしょう。内容はNEDOに任せておけばよいのでしょうが、

それ自体が世界の突然の状況変化とか、あるいは外国との競争とか、そういったこと

で、これはやってもしょうがないということが早めにわかれば訂正するとか、場合に

よったらあきらめる、そういったことを少し積極的に進められるような規則、枠組み、

そういうものをお考えなのでしょうか。あるいは今でもそれはやっておられるでしょ

うが、今までのテンポでは間に合わないのではないかという感じもするので、そうい

うことはどのようにやっておられるのか、あるいはどう考えておられるのか伺います。 

○岸部会長 

 いかがでしょうか。 

○中西審議官 

 NEDOがやっておられることもありますし、METIとしてもやり始めたところ、２つ紹

介させていただきますと、１つは、正直に申し上げると、特に技術の分野、日々動き

が速かったりするわけですね。例えば研究開発にしても３年とか５年とか、そういう

ことで計画をつくって、計画をやっている間は、最初の段階も事前の評価をやって、

中間評価をやって、終わったときに評価をするわけですが、それは３年でも３回ぐら

いしかチェックをするところはありませんので、我々は、３年とか５年ぐらいの長め

の大きなプロジェクトについては、これは評価というよりも少しポジティブな意味で
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モニタリングをしっかりやっていきましょうと。 

 世の中の枠組みが変わったら、その前提が変わったので、このプロジェクトのこの

テーマはやめたらどうですかと、普通の評価では、評価の枠組みの設定条件に照らし

てどういう成果が出たかということだけをやっていても、まさに先生がおっしゃった

ような形で、５年たってプロジェクトは成功したけれども、だれも使ってくれない。

スパコンの研究をやっていたら、時代はラップトップだというようなことで時代が全

然変わった中で、同じような研究をやってもだめだというようなことを、我々として

はモニタリングということで、もう少し短いスパンも含めて、世の中の枠組みが変わ

ったときに、その研究開発なりを技術政策として、どのように変えていくべきかとい

うのを、これは直接やっているところには、まだフィードバックは入っていませんが、

METIが直接執行するプロジェクトについては、モニタリング制度は、多分今年度から

「未来開拓」という我々が直接執行しようというプロジェクトの中では、少し長いス

パンであるがゆえに、日々世の中の枠組みがガラッとかわったときのため、これは、

年ベースぐらいの短いスパンで見直しをするような仕組みを入れようとはしておりま

す。多分、そういった流れで、今後NEDOさんとも話を続けていくのではないかと思っ

ているのが一つです。 

 先生もご案内かもしれませんが、NEDOさんの中では、５年間、あるいは一つのプロ

ジェクトの中で、そのプロジェクトが時代の流れに乗って、今もう少し気合いを入れ

てやれば成果が出そうだぞというときには加速的に資金を出したりとか、そのフレキ

シビリティはかなりもちながら動かしていっているのかなと。 

 とはいいつつ、今の話から申し上げますと、ガラッと変わったときに、そのプロジ

ェクト自身が最初想定した目標でいいのかどうかというところは、まだそこまではNED

Oの仕組みの中には入っていないと私は理解しておりますので、そこら辺、我々は、直

接執行するところについては、それもあわせて入れていこうとしていますので、そこ

ら辺もうまく今後はシェアしながら、マネージをどうやっていくのか、考えられたら

いいのではないかと思っています。 

○石谷委員 

 そのときに補助金を出している側だけではなく、担当者が一番よく感じていること

があるのではないかと思います。この研究は、もうだめだとか、これはうまくいくと

か、そういった反応にうまく対応できる制度などを考えていただくと、もう少しポジ
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ティブになるのかという気もしますが。 

○中西審議官 

 そこはできるだけ……本当の当事者は多分言いづらいところかもしれませんので、

もう少し広めの、産業界とか企業のフィードバックがかかる仕組みを工夫できればい

いのではないかと考えますので、そこは検討させていただければと思います。 

○石谷委員 

 はい。 

○岸部会長 

 独法になって中期計画５年というのが入りましたよね。昔はなかったわけですね。

やりにくくなったんですか、よくなったんですか。――まあこれは上で決まったこと

だから仕方ないことではありましたがね。 

 ５ヵ年計画というのは、昔は共産主義のキャッチアップの手法でしたが、アメリカ

はないですよね。 

○中西審議官  ５ヵ年計画とか、そういう中期的な計画を設定してやっていきまし

ょうというのは、多分交付金という形で中身を余り特定せずに、当事者である独法の

知恵を使いながら効率的にお金を使うためには、ある程度自由を与えるかわりに最低

限ここは守ってくださいというので計画をつくったのだと思いますけれどもね。一部

はフレキシビリティをもってやっている部分はあると思っておりますけれども。 

○岸部会長 

 貴重なご意見をいろいろいただきましたが、NEDOさんからも何かございますか。 

○古川理事長 

 各先生方に貴重なご意見をいただきました。ありがとうございます。 

 皆さんのご意見、私も一件一件思い当たる節があるわけですが、まず谷田部先生か

らいただいた「こけし型、こけしの頭を大きくすることも重要だろうけれども、もっ

とすそ野を広げる」というお話がございました。 

 これは、日本自身、キャッチアップ型は非常に得意ですがクリエイティブ型は苦手

だということではないかと思いますが、産業構造の変化というお話もございました。

ちまたでいわれるのは、やはりGoogleだ、アップルだと、ああいうのが日本ではでき

ないのかということでございまして、極めてイノベーティブなテクノロジーでクリエ

ーションすることをどうやっていくか、大変難しい課題だと思っておりますが、これ



 

- 21 - 

を追求していかなければいけないのではないかという感じがしています。 

 今「IT融合」ということで、それらしいことができないかとやっておりますが、IT

だけではなくて、とんでもないテクノロジーでとんでもない産業をつくり出すという

ことがなければ、本当にキャッチアップ型でやっていけないというか、キャッチアッ

プ型で日本はここまで来ましたが、ほかの国がもっと日本をキャッチアップする勢い

が大きくなってきていますので、今のままではだめだろうと思っております。 

 それから、渡辺先生からいただいた技術開発のマネジメントに関してですが、私ど

もも、もちろんマネジメントというのは、その開発だけではなくて、委託先の方々が

きちっと事業をやっていただけなければ全く意味がないということは重々認識してい

るつもりでございます。ただ、委託先の方々にそこをどのように認識していただき、

さらにモチベーションを与えるかというのは、これはかなり難しい話で、余り若い人

だけにそれを任せておいてもできないと思いますし、やはり我々NEDOとして組織的に

やっていかないとだめだと思っておりますが、認識としては、ご指摘いただいた認識

はもっておるつもりでございます。 

 松田先生からもいろいろ貴重なご意見をいただきましたが、特にシャープの問題、

先日も岸先生に、「日本は太陽光で１位になれたものの、なぜ次のバージョンが出てこ

ないのか」といわれましたが、実は、まさに私も中でいっておりました。なぜ太陽光

で勝てなかったのか、特にシャープの現状をみていまして、これは液晶の問題のほう

が大きいと思いますが、液晶自身もNEDOは支援していましたし、こういう形で、今ま

での「産業育成」は一体何だったのだと、私自身もそれは反省しておりますし、この

問題は極めて本質的な問題だと思っておりますので、もう少し時間をいただいて分析

・解析してみたいと思っております。 

 これは、もちろん技術の見方の問題だけではなくて、日本に同じようなメーカーが

多いとか、いろいろな要因が含まれたことだと思いますが、この問題をきちっと反省

しない限り、やはり次のステップには行けないのではないかという感じがいたします。 

 それから、「知財をどうするか」というお話もあったわけでございますが、これは基

本的に、今の知財はバイ・ドールのような形になっておりますし、それは、政府が民

間会社をどれだけコントロールできるのか、していいのかということにも絡むと思い

ます。 

 ですから、WTOとも絡みますが、そういう規制の問題を含めてどうしていくか、政府
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がメーカーに対する強制力といいますか、そういうことも含めて考えていかなれけば

いけない問題で、これは極めて難しい話だと思います。 

 石谷先生からいただいたお話で、「５ヵ年計画で、５年もやっていたら途中でいろい

ろな状況の変化があるだろう」ということに関しましては、私も昨年来、これは感じ

ておりまして、今、中間評価を、５年のものであれば３年目に、４年のものであれば

２年目～３年目にかけてやっておりますが、そこで、NEDOの中でも徹底的に議論をす

べきだと。もちろん先生方に議論をしていただくのも重要ですが、やはり私は、そこ

で徹底的に議論して、やめるものはやめる、加速するものはどんどん加速するという

メリハリを本当につけないとだめだと思っております。 

 私も企業にいまして、始めるのは簡単ですが、やめるのは極めて難しい、かなり勇

気の要る仕事だと思っておりますが、やはりそれをやらない限りずるずる行ってしま

って、計画どおり４年間か５年間やったんだけれども何も起きなかったという案件が

たくさんあるわけでございまして、これは、特に皆様の税金を使っている立場からい

うとけしからん話で、とにかく中間できちっと……本当にやっている本人たちが一番

わかっているんですよね。一番わかっていると思います。 

 そういうことと、NEDOは、相対的なポジショニングを考える力が十分ではないと私

は思っていますので、そういうところは上司が指導して、また先生からもご指導をい

ただきながら、これはもう全然状況が変わってしまったというやつはやめることにし

て、先日も一件、そういう意味でトーンダウンしたものもありますが、そういう認識

でやっていきたいと思っています。 

 いずれにしても、NEDOの２番目のミッションは「国際競争力の強化」で、最近は新

エネルギーとか環境問題よりもそちらのほうがずっと大きくなっているのではないか

と感じますが、きょういただきましたご指摘も含めまして、次の中期計画に生かして

いきたいと考えておりますので、継続的なご指導をよろしくお願いしたいと思います。 

○岸部会長 

 ありがとうございました。 

 経産省側、NEDO側からも一通りお話を伺いましたが、最後に何かございましたらど

うぞ。 

○渡辺委員 

 先ほどもう一ついおうと思っていて端折ってしまったのですが、３回目の計画とし
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て、この前の計画の延長だなという印象は、どうしてもキャッチフレーズ的には思う

んですよね。 

 どうしてなのかということは、やはり成功率は高いけれども、世の中を変えていな

いところを、思い切って「メイクチェンジ」というようなキャッチフレーズでいけば、

要するに「新しい製品をつくろう」ということを標語にしていくことが求められてい

て、プロセス開発における合理化というのは、かなりできている。新素材開発に関し

ては、これからの面もありますが、やはりメディカルデバイスとか、そういった分野

のプロダクト開発というのは、やはり次を生き抜くために、現在のキャッチアップし

ている国々を引き離すためには、どうしてもフィリップス、GEと互角に闘えるメディ

カルデバイスの方向をもっていかないと、これは無尽蔵にテーマはありますので、「メ

ディカルデバイス」といわなくてもいいのですが、要するに「次世代を担う先端製品

の開発をしていく」のはリスクは高い。だから、成功率は高くなくていいのですが、

みんなで共同して新しいプロセスを開発する世界からお別れして、メイクチェンジし

ていくというメッセージをどこかに入れていっていただければ、やはりリスクテイク

の世界に入ってきているんだというメッセージ性を受諾するというか、申請する側に

も伝わるようにしていただけると、メイクチェンジという感じが色濃く出てくるので

はないかと思います。 

 今までの延長であれば、やはり途上国からのキャッチアップはしょうがない話なの

で、かつ生産基地が全世界に散らばるのはしょうがない話なので、その中で、いかに

日本で付加価値をとるかといったら、やはり先端のデバイスなり、最終製品みたいな

もので勝負するしかないので、そこはやはりメッセージ性が、プロジェクト採択にお

ける考え方としてのメッセージ性が欲しいと感じております。 

○岸部会長 

 ありがとうございました。 

 メイクチェンジのイメージを少し入れ込んだものにしていただけると……。これは、

ほかの先生方も割とそれに近いことをいわれていたような気もしますが、そこを非常

に明確におっしゃっていただきました。 

 ほかの先生、何かほかにございますか。 

○松田委員 

 民間の護送船団業界全体の、底上げではなくて、ここで「最先端」というのはNEDO
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が謳っている以上は、今おっしゃったことと同じですが、競争力あるものを引き上げ

ていくことだろうと思います。 

 NEDOと民間の努力だけで実行できる話と、医療機器などのように、製品承認の許認

可が必要なものがある。許認可するスキームが日本で対応できていない。担当専門家

の増強も含めやろうと思ったら20年かかる。これはNEDOの話ではありません。しかし、

NEDOは優秀な研究開発者を輩出しなければならない。 

 ですから、NEDO及び民間、あるいは経済産業省の内部だけで解決できる開発のバッ

クアップと、国全体でまだ対応が困難な点を明確にする必要がある。この間、どこの

海外マーケットに出てもいいではないか。こういう選択を、開発するスタートのとき

に、何が課題で、その課題が、NEDO及び経済産業省で解決できるのかできないのか、

できないのであればどうするのかと、ここまでの議論を含めながら研究開発資金支援

をしていくことが必要なのではないかと思います。 

 個別に支援を受けている民間はいかんともしがたい話で、それを迂回しようと思っ

て皆さん苦労されていると思います。 

 そういう意味で、日本の研究開発の種は相当ある。それから後の事業化と成長対応

をどのように取り上げていくか、研究開発のスタートのとき、どこまで考えているか、

そこが重要なのではないかという気がします。 

○岸部会長 

 我が国の最大の課題の許認可の問題、これはなかなか含めにくいのでしょうかね。

ひとつご配慮いただき、これからぜひお願いしたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。――よろしいですか。 

 

 それでは、貴重なご意見をいただいたと思います。今のご意見も「骨太」といわれ

る大枠の中に盛り込んで、次の中期目標作成に向かっていただきたいと念じる次第で

ございます。 

 本件につきましては、来週８月20日開催の「経済産業省独立行政法人評価委員会」

（親委員会）に報告したいと思っております。残念ながら私はおりませんので、谷田

部先生にお願いしましたが、報告の件、お願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○谷田部委員 
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 はい。 

○岸部会長 

 今の件はよろしいでしょうか。20日までで余り時間がないのですが、今のご意見を

入れた形のものについては、私にご一任いただくことにさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 それでは、まだ時間はありますが、大体よろしいのではないかという気もいたしま

すので、事務局から事務連絡があればお願いしたいと思います。 

○藤原技術振興課長 

 事務局からは特にございません。今申し上げましたように、スケジュールがちょっ

とタイトでございますが、皆様方の本日のご意見につきましても、できる限り反映さ

せていただきたいと思いますので、岸部会長とご相談の上、修正文をつくりまして20

日、親委員会に報告を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。 

○岸部会長 

 でも、案外難しいですね。ちょっとした修正というよりは、骨組みに関するご意見

が非常に強かったので、この辺は経済産業省、頭を絞って考えていただきたいという

気がいたします。 

 それでは、最後にNEDO側からもう一度何かございましたら。 

○古川理事長 

 本日は、貴重なご指摘、ご指導をいただきまして本当にありがとうございました。 

 私どももこの中期計画、５年の計画というのは非常に重い計画だと認識しておりま

して、まず今の計画で一体何が問題だったのか、何ができて、何ができなくて、また

もともとの計画がおかしかったのか、それとも相対的に抜かれたのかとか、その辺を

よく分析しながら次の計画をつくらせていただきたい。また、その辺は経済産業省の

皆様方にご指導いただき、またご相談させていただきながらやってまいりたいと思い

ます。 

 いずれにしても、今の日本の経済産業競争力、極めて残念な状況だという認識はご

ざいますので、ぜひその競争力をリカバリーできるような計画をつくり、それを推進

してまいりたいと思いますので、引き続きご指導等をよろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 
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○岸部会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、これで次期中期目標・中期計画に対する第１回の部会を終了させていた

だきます。本日は、暑い中をどうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


