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独立行政法人評価委員会産業技術分科会 

第２８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２５年１月２３日（水） １０：００～１１：１５ 

２．場 所 経済産業省 別館５階 ５１３号会議室 

３．議 題 

 （１）中期目標期間終了時における組織・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、末吉委員、松田委員、谷田部委員、渡辺委員 

 

議事内容 

○岸部会長 

 定刻になりましたので、今からＮＥＤＯ評価委員会を開催したいと思います。 

 議事に入る前に、川上審議官、よろしくお願いします。 

○川上審議官 

 産業技術環境局審議官の川上でございます。きょうは先生方、お忙しい中どうもあ

りがとうございます。 

 今も開会前に話題になっておりましたけれども、年末に政権交代がございまして、

今日、ちょうど朝、新しくできた産業競争力会議の第１回会合を行っていると思いま

す。その議事の結果は、私はまだ聞いておりませんけれども、少なくともアジェンダ

に上がっていることの大きな柱の１つが、イノベーションを強化して社会課題を解決

し、産業競争力に結びつけていくことが重要であるという問題意識だと理解していま

す。そういうことで、力を入れていかなければいけない、私どもも頑張っていかなけ

ればいけないと思っております。 

 そういう中で、独立行政法人の改革ということにつきましては、これも政権交代に

伴いまして、前の政権で進められてまいりました独立行政法人改革については、一旦

凍結する、再度見直すということが決められております。これからについては、新し

い政権の方針をみていかなければいけない部分がありますけれども、少なくとも、冒

頭申し上げましたように、ファンディングエージェンシーとしてのＮＥＤＯの役割は
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非常に重要だと思いますし、期待される部分も大きいと思っております。したがいま

して、この中期目標の見直しにつきましても、現行制度のもとで手続を進めていくこ

ととなります。 

 これから年度末にかけて、いろいろと先生方にもご相談をすることが多いと思いま

すが、とりあえず今日は、今月、総務省の政独委で決定されました勧告の方向性を踏

まえて、ＮＥＤＯの組織・業務全般の見直し案の修正を行いましたので、それについ

てご審議をいただければと思っております。どうぞ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。 

 それでは、本日は、中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直し案につい

てという議題になっておりますので、ひとつスムーズな議事進行にご協力いただきま

すようお願いしたいと思います。 

 それでは、まずは配付資料の確認をお願いいたします。 

○藤原技術振興課長 

 資料でございますけれども、議事次第の１枚紙がございます。その後に資料１とい

うことで、今、審議官からも言及がございましたが、おとといでございますけれども、

総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、岡委員長の名前で経済産業大臣あてに

まいりました勧告の方向性についてという紙でございます。 

 それから、資料２―１でございますが、これは８月に固めていただいたものを、こ

の勧告の方向性を受けまして、新旧対照という形で修正をさせていただいたペーパー

になってございます。 

 資料２―２がそれをきれいにしたものということで、新しい見直し案でございます。

それのポンチ絵が資料２―３にございます。 

 それから、資料３は最後にご説明させていただこうと思っておりますが、今後のス

ケジュールについてという紙でございます。 

 参考資料でございますが、皆様方の名簿が参考資料１、それから参考資料２―１、

２―２は、まさに８月に固めさせていただいた当初の案でございます。参考資料３は、

これもおとといですけれども、同じく総務省の評価委員会のほうで、これはまた来年

度ご議論いただかなくてはいけない話になると思いますけれども、各独法に対する業

績評価ということで、政独委のほうからご指摘をいただいておりますので、これも後
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ほど言及させていただきたいと思ってございます。 

 以上でございますが、過不足がございましたら、お手を挙げていただければと思い

ます。 

○岸部会長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、早速議事に入らせていただきます。組織・業務全般の業務見直し案につ

いて、事務局から説明をしてもらいたいと思います。 

○藤原技術振興課長 

 ご説明をさせていただきます。 

 ただいまご説明させていただきました資料の中で、まずは参考資料２―１をあけて

いただけますでしょうか。これが昨年８月のＮＥＤＯ部会、それから上位組織でござ

います経産省の独立行政法人評価委員会の方でご了解をいただきました、今回のＮＥ

ＤＯに関します組織・業務全般の見直し当初案の概要でございます。 

 結論的に申し上げますと、今回、勧告の方向性がおととい出たわけでございますが、

これを受けても骨格はそれほど変わるものではございませんので、復習ということも

兼ねまして、参考資料２―１、当初案を少しおさらいさせていただきたいと思ってお

ります。 

 ＮＥＤＯの現状に関する基本認識ということで、まずＮＥＤＯのミッションでござ

います。これは非常に重要なところでございますが、読ませていただきますと、「政府

の行う、主として産業技術政策の具体的実施機関として、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、企業等による

新製品・新サービス等の具体的成果の創出につなげること」と書かせていただいてお

ります。 

 これまでの取り組みのところで、エネルギー分野を含む産業技術分野全般のナショ

ナルプロジェクトの技術開発マネジメントを実施していると。その他の業務もござい

ますけれども、そのあたりを取り組みとさせていただいてございます。 

 それから、その下にございますＮＥＤＯを取り巻く最近の状況ということで、特に

強調させていただいているのが２点ございました。１点目は、おととしになりますが、

東日本大震災に伴う産業技術政策、とりわけエネルギー政策の見直しというところに

ついて書かせていただいたわけでございます。 
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 それから、先ほど審議官のごあいさつの中では、前政権の関係のさまざまな閣議決

定が凍結されるというお話でございましたが、当初、昨年８月の段階では②というこ

とで、ちょうど１年前にさまざまな政府決定がなされておりますが、独立行政法人の

制度・組織の見直し等、こういったものが最近の状況だというように書かせていただ

いていたところでございます。 

 これを受けて、ＮＥＤＯの組織・業務全般の見直しの方向性ということで、右側の

矢印の先に整理させていただいております。総論ということで、全体の基本方針。世

界最先端の技術開発マネジメント機関へということでございます。まさに内外の関係

機関、技術開発支援の面で大きく貢献できるような、世界に通用する最先端の資金配

分機能を有する技術開発マネジメント機関を目指していくということでございます。 

 そのためには、先進国各機関との協業、連携。それに伴いましてノウハウ、経験を

取得し、組織・人員体制の見直しも行った上で、実用化の更なる推進に向けたプロジ

ェクトの管理・評価体制の構築。加えて、内部統制の強化を初めとする業務運営の効

率化、適正化を実施していくというのが総論でございます。 

 特にポイントとして５点ほど挙げさせていただいたのが特徴でございました。 

 １つは、メリハリの効いたプロジェクト管理ということで、プロジェクトの一層の

重点化、骨太化を図っていく。プロジェクトは幾つもできないわけでございますので、

これを重点化、骨太化していくというところでございます。 

 それから、特にこれはＮＥＤＯも理事長以下、大変力を入れていただいているとこ

ろでございますが、評価というところでございまして、特にプロジェクトの中間評価、

追跡評価を通じて参加企業の選定、あるいは機動的・柔軟な予算配分等、まさにメリ

ハリの効いたプロジェクト管理を行っていくのだというのが１つのポイントでござい

ます。 

 さらに、情報発信・ＰＲ等の推進ということで、さまざまな成功事例が生み出され

てきているわけでございますけれども、なかなかこれが産業界や一般国民に伝わって

いないという反省から、成功事例の選定、ＰＲなど、まさに国民的な視野も含めて具

体的成果を見える化して行こうということでございます。特に委員の方からもご指摘

ございましたけれども、いわゆるＣＴＯのみならず、企業との関係ではまさに経営層、

ＣＥＯと一層の連携強化というところも書かせていただいております。 

 それから、先ほど申し上げた国際業務の関係では、国際共同事業ということで、外
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国機関とのコファンド形式、これは一例でございますけれども、今も相当力を入れて

いただいておりますが、グローバルな技術開発マネジメントに係る事業を一層推進し

ていくのだという話が３点目でございます。 

 それから４点目は、来年度を待たずに委員の方々にもご説明させていただいており

ますが、補正予算で結実している事業がございます。前政権下で一度凍結されたイノ

ベーション実用化助成事業というものが、このたびの緊急経済対策の中で 100億円の

事業ということで復活といいますか、相当拡充された形で計上された訳でございます。 

 ちなみに、緊急経済対策の中でＮＥＤＯに関する事業という意味ではこれだけなの

でございますが、非常に大きな予算が獲得できたこともございますけれども、夏のご

指摘を受けて、早速我々も事業にとりかかっているわけでございます。研究開発型ベ

ンチャーの振興の観点から、技術のみならず、まさに実用化を目指した経営両面での

支援機能を強化していくことが非常に重要だということも謳わせていただいておりま

す。 

 こちらも委員の方からのご指摘でございましたが、生産プロセス開発以上にリスク

をとった新製品・新サービス自体の開発成果も一層重視していくべきではないかとい

うことも書かせていただいておりました。 

 最後に、人材の流動化の促進、育成ということで、定期的な民間企業からの出向等

々はもちろん着実にやっていただいているわけでございますが、もう少しエグゼクテ

ィブの部分も含めて、外部人材の中途採用による人材の流動化にもトライしてはいか

がかということで書かせていただいているところでございます。 

 これが夏までのご議論だったというように私も認識しているわけでございますが、

これに対して、政権交代等の影響もございまして、準備期間は相当長かったのでござ

いますが、先ほど申し上げましたように資料１でございます。 

 おとといの１月21日付けで、これは岡委員長からでございますが、経済大臣あてに

独立行政法人の主要な事務・事業の改廃に関する勧告の方向性というのが出たわけで

ございます。経産省の中でこのタイミング、来年度から新しい中期目標・中期計画の

期間に入るというのが３法人ございまして、その中の１つが最初に書かれております

が、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）ということでございました。 

 １ページ目、少しお読みいただければと思いますが、本年の予算編成過程、25年度

予算も固まりつつございますけれども、そういった中でこの勧告の方向性の趣旨が最
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大限生かされるように見直しを進めていきたい。それから、最終的な見直し内容を決

定した際には、当委員会に通知してほしいということも要請を受けてございます。 

 それから、むしろこちらが大事でございますが、この委員会、総務省の委員会とし

ては今後当該法人の新中期目標・新中期計画の策定等に向けた、私ども経産省、ＮＥ

ＤＯ、それから評価委員会の取り組みを注視していく。必要な場合には独法通則法に

基づいて勧告を行いますということも要請を受けているわけでございます。 

 勧告の方向性の２ページ以降を読ませていただきますけれども、それと並行しまし

て、二重の説明になってもあれなので、資料２―１、新旧対照表もあわせてご覧にな

っていただければと思います。この勧告の方向性を受けまして、少し順番を変えたり

していますけれども、右側に勧告の方向性がそのまま載っております。それを受けま

して、左側が先ほどご説明しましたそれを受けての見直し案、赤い線で書かせていた

だいているところが修正点でございますので、いろいろ飛んだりしまして、少し丁寧

にご説明をさせていただきたいと思っております。 

 まずは勧告の方向性を少し読ませていただきます。頭書きの部分で、ＮＥＤＯの主

要な事務・事業につきましては、独立行政法人として真に担うべきものに特化し、業

務運営の効率性、自律性及び質の向上を図る観点から、国の財政支出の縮減にもつな

がるよう、以下の方向で見直しを行うものとする。 

 その次のパラグラフでございますが、中期目標の策定に当たっては、達成すべき内

容や水準等を可能な限り具体的かつ定量的に示すとともに、定性的な目標とせざるを

得ない場合であっても、目標の到達度について第三者が検証可能なものとなるよう努

めるものとする。総務省の評価をする観点から毎年いわれていることでございますけ

れども、そういった頭書きがされております。 

 各論としましては、第１から第６まで。さっと見ていただきますと、２ページにご

ざいます法人のミッションの見直しが第１、それから３ページの下にございます第２、

ＮＥＤＯの中核業務でございますけれども、技術開発マネジメントの見直し。それか

ら４ページでございます第３、人材戦略の部分の見直し。それから５ページでござい

ますが、第４として京メカクレジット取得関連業務の見直し。それから第５、これは

組織の業務の関係でございますけれども、特に運営費交付金の適正執行、それから不

正経理問題への対応。６ページ目でございますが、業務全般に関する見直し。これは

総論でございます。こういった６つの柱で指摘を受けている形になってございます。 
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 ２ページに戻っていただきまして、まず、法人のミッションの見直しという中で、

産業競争力強化への貢献ということで、先ほどごあいさつにもございましたけれども、

まさに産業競争力会議というものも既に始まったわけでございます。そこについてＮ

ＥＤＯがどう位置づけられて、どう行くのかというのも１つポイントになっていると

思いますが、いずれにしましても、総務省からも産業競争力の強化を目的にＮＥＤＯ

のナショプロが実施されているのではないかと。 

 しかしながら、我が国の産業競争力強化に関する目標は必ずしも十分に設定されて

いない。これまでＮＥＤＯが実施してきた事業について、それを可能な限り客観的に

評価するための指標の開発や目標の設定を行う必要があるという問題意識を提示され

ております。 

 これは総務省の委員の方々とも相当ご議論させていただいているのですが、目標自

体は各事業ごとに当然あるわけでございますが、それを少し包括的に共通の目標設定、

指標設定、あるいは判断基準たる目標設定が難しいわけでございまして、このあたり

は短期的には相当難しいのではないかというご議論もさせていただいたのでございま

すが、最終的には指摘事項としまして、このパラグラフの最後の３行でございます。

産業競争力強化への貢献の観点から、ＮＥＤＯの各事務・事業を評価するための指標

の開発や目標の設定を行うものとし、ＮＥＤＯはその実現のために業務の見直しを行

うものとするという指摘を受けております。 

 この指摘に対応して、新旧対照表の４ページでございます。基本的方向というとこ

ろにございますけれども、「その際」と書いてある赤字のところでございます。「その

際、ＮＥＤＯの各事務・事業を評価するための指標の開発や目標の設定及びその実現

のために必要な措置を検討する」。一応、検討事項ということでご指摘の点を書かせて

いただいているところでございます。これが１点目でございます。 

 それから、次のパラグラフからは追跡評価についての記述がございます。これも法

人の非常に重要なミッションとして最初のほうにこういったご指摘をいただいている

わけでございますが、次の３ページを見ていただきますと、これは委員の方々にも総

務省にもさまざまな情報提起をさせていただきました。追跡評価、過去７年間ぐらい

でございますけれども、延べ 1,600社超のデータが蓄積されているということで、私

どもも現段階で研究分野別、あるいは業界、業種、業態別あるいは年度別、さまざま

な角度からデータの分析をしているのでございますが、さらに一層、例えば事業規模
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といったことも含めて深掘りを行えという指摘をいただいております。 

 さらに、これの実用化率は、上市とか製品化率を全体でみますと約２割ということ

なのでございますが、実際に非継続、あるいは中止となった、いわゆる成功していな

いプロジェクトの割合もかなり高いということで、４割の企業についても非継続、中

止に至った理由、要因分析を行うべきではないかということを掲げてございます。 

 その下に書いてございますように、「これまで以上に失敗事例についても事例収集及

び実態把握を行った上で、これまでのナショナルプロジェクトの総括として必要な定

量的な評価を行い、プロジェクトの管理方法の改善に資するものとする」という指摘

をいただいております。 

 この部分を新旧対照で見ていただきますと、５ページの左下になります。便宜上、

中間評価・追跡評価とございますので、追跡評価は下のほうでございます。「さらに、

追跡評価については」というように書いてございますが、「さまざまな角度からの分析

を引き続き行い、新たなプロジェクトの採択時等に、これまでの実用化に係る実績を

十分踏まえた参加企業の選定を行う。その際、成功事例のみならず、非継続・中止と

なった事業の要因の分析等を行うことも含め、これまでのナショナルプロジェクトに

係る総合的、定量的な評価を行う」と。指摘を謙虚に受けとめさせていただいた上で、

かなり詳しくなぞらせていただいている形になってございます。これが２点目でござ

います。 

 ３点目は、また勧告の方向性のほうに戻っていただきまして、グリーン・イノベー

ション分野への重点化というように指摘をいただいております。これは大震災、それ

に伴う原子力発電所事故というところで、再生可能エネルギー等のグリーン・イノベ

ーションの必要性が高まっていると書いてございます。 

 具体的な指摘事項としましては、最後の２行でございます。「次期中期目標において、

引き続き、これらのグリーン・イノベーション分野への重点化を図る」と。総務省の

委員の中には関係の委員の方もいらっしゃるということもあって、相当これに特化し

ろと。予算的には相当特化しているのですけれども、これ以上にとおっしゃる方もい

る。ただ、私どもからは、もちろん新エネは非常に重要な分野なのだけれども、これ

を 100％というわけにはいきませんという話もさせていただきました。 

 したがいまして、相当モデレートされたような記述になっているわけでございます

けれども、そこを新旧対照の方で見ていただきますと、５ページでございます。いろ
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いろ飛んで恐縮でございますが、上のほう、２．強化すべき具体的業務という中の 

(1)メリハリをつけろと。分野を重点化、骨太化の中で、新エネ関連の技術分野などと

いうことで、総務省のご意見を１つの頭出しという形で書かせていただいたのが３点

目でございます。 

 また勧告の方向性に戻っていただきまして、第２．技術開発マネジメントの見直し。

１．資金配分機能を有する技術開発マネジメント機関が目指すものということでござ

います。どういった技術開発マネジメント機関を目指すのか、諸外国の機関と比較し

て何が参考となり、それに対して今後どのように取り組んでいくのか等、次期中期目

標においてはその位置づけを明確に記載すると書いてございます。 

 これは先ほど申し上げたように、新旧でいきますと４ページになります。技術開発

面で国際水準に即した目標を有する、世界に通用する技術開発マネジメント機関と書

いているのですが、例えばアメリカだけを見ても、ＤＡＲＰＡという組織とＮＩＨと

いうような代表的なファンディング・エージェンシーをみても、一方はプロジェクト

マネジャーに裁量権を与えているような機関でございますし、また一方はピアレビュ

ーの仕組みを非常に厳格にやっているような、重なっているところもあるでしょうけ

れども、特徴が相当違う形になっているわけでございまして、ＮＥＤＯはどういった

方向で議論していくのかということについては、正直まだ結論が出ていないところで

ございます。 

 したがいまして、４ページの下に書いてございますように、先進各国のそういった

代表的なファンディング・エージェンシー、技術開発マネジメント機関の取り組みも

参考にさせていただきながら、またそこと連携、協業を行うことによって、それらが

有する参考とすべき特徴的なマネジメント手法、すべて取り入れるというよりは、非

常に有意義な参考になるものを取捨選択してノウハウ、経験等を十分取得していこう

という記述に変えさせていただいているところでございます。これが４点目でござい

ます。 

 勧告の方向性を続けますけれども、メリハリの効いたプロジェクト管理というとこ

ろで、勧告の方向性の４ページをみていただければと思います。「このため」のパラグ

ラフでございます。中間評価を行わない年度についても、プロジェクトの進捗状況を

段階ごとに一層詳細に把握し管理するものとし、開発成果創出促進制度――注書きに

ございますように、これまでもＮＥＤＯの中では加速度制度という形で追加的な予算



 

- 10 - 

を年度の途中で投入しているような仕組みがあったのでございますが、明確なこうい

った制度化は昨年度させていただいたわけでございます。このあたりの活用により、

プロジェクト内またはプロジェクト間において配分予算の調整を行うものとするとい

う、もっともなご指摘をいただいているわけでございます。 

 ここにつきましては、また飛んで恐縮ですが、新旧対照表５ページの下のパラグラ

フでございます。中間評価・追跡評価についての記述のところでございます。「中間評

価を行わない年度においてもプロジェクトの推進状況を一層詳細に把握することや、

開発成果創出促進制度等を活用することにより、年度途中での機動的・柔軟な予算配

分を行う」と、ほぼご指摘どおり記述させていただいているところでございます。こ

れが恐らく５点目になると思います。 

 続きまして、人材戦略ということで、勧告の方向性でも１つ大きな柱として書いて

いただいております。人材戦略について以下の見直しを行うということで２点です。 

 １つは、透明性のさらなる確保ということで、これは総務省の委員会の方々も少し

心配し過ぎている部分があるのでございますけれども、ＮＥＤＯ全体の職員のうち３

割が民間出向者ということで、間違っても利益相反行為がないように、さまざまな機

構達も整備していただいております。必ずしもこの機構達の中身が再委託先企業にも

適用していないように誤解が生じるような部分もあったものですから、このあたりも

明確に改正した上で既に公表もしておりますので、かなり透明性をもってＮＥＤＯの

ほうでご利用いただいているところでございますけれども、総務省の見解としては、

ＮＥＤＯは多額の資金配分を行っている機関でもあって、また一般論なのですが、透

明性の確保は常に問われる問題であると書いていただいた上で、間違っても第三者に

疑念をもたれないよう、さらなる透明性の確保が必要であるというのが１点目の指摘

でございます。 

 それから２点目は、これまでの当初案の記述が人材の流動化といいますか、外部人

材の中途採用というところにポイントのウエートを置いて書かれていたものですから、

これも一般論でございますけれども、一方的な流動化を促進するのみなら、ＮＥＤＯ

内におけるマネジメント技術、ノウハウの蓄積や伝承が行われず、逆に人材や技術が

流出してはならないので、この先にあるのは、内部人材をきちんと育ててほしいとい

うような指摘と受けとめてございます。 

 ここは各論の５番目でございましたけれども、先ほどの新旧のほうでいきますと７
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ページでございます。 (5)人材の流動化促進、育成というのも当初から書かせていた

だいているのでございますが、「内部人材の育成を図るとともに」ということを明示的

に書かせていただいた上で、「プロジェクト管理等に係る透明性を十分に確保した上

で」ということで、人材についてのご指摘もここで記述させていただいている形にし

てございます。 

 勧告の方向性でございますが、第４、京都メカニズムクレジット取得関連業務とい

うことでございます。京メカの事業は、ご承知のとおりメインは第一約束期間という

ことで本年度、24年度までの事業なのでございますけれども、ＮＥＤＯ法にも明確に

記述されているのでございますが、まずクレジットの取得は一応25年度まで行われる

ことになってございます。その後は、支払った資金がクレジット購入国において適切

に用いられているかどうかの検証、確認。これは27年度まで、28年３月31日までに廃

止ということで、法律上はそこまでやることになってございますので、こういった取

得業務がまだ残っているという認識でございます。ただ、次の５年以内に当然ここは

大きな業務の見直しが行われることは必至でございますので、予算を執行する場合に

はこのあたりを効率的にしろというのが総務省からのご指摘でございます。 

 それから、これも一般論でずっといわれていることでございます。次の段落にござ

いますけれども、取引市場に影響を及ぼすことがない方法、時期等において、できる

だけ取得価格のデータも公表するべきではないかということを言われてございます。 

 こちらの指摘も広い意味で業務の見直しということでございまして、一番最後でご

ざいます。新旧のほうでは10ページになります。京メカクレジット取得関連業務の見

直しということで、今読ませていただいた指摘の内容を基本的には忠実にここに反映

させていただいているところでございます。 

 続いての指摘でございますけれども、５ページの第５でございます。運営費交付金

の適正執行と不正経費問題への対応ということでございます。これはかねてから政独

委からもご指摘をいただいているところでございますけれども、21年度からずっと数

字がここに書いてございます。運営費交付金は少し補正がついたり、特に東日本大震

災の影響、それから国際事業における洪水とか台風とかいろいろな問題がございます

けれども、相手国側の都合というのが主たる要因でございますが、この水準が少し高

い、交付金の債務残高が高いということで、その時点では23年度期末で 535億円、全

体の38.6％と書いてございますけれども、その後、ＮＥＤＯにおきましても相当ご尽
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力いただきまして、24年12月、昨年末の段階で 300億円強、 309億円ということで私

どもは報告をいただいております。このあたりは大分引き下げていただいております。 

 ただ、これ以上の低下というのは、今年度に関してはなかなか難しいという報告も

聞いているのですけれども、いずれにしましても、この議論は来年度以降、新しい新

中期目標・中期計画の中でも問われてくる大事な議論でございますので、ここについ

てのご指摘は総務省からもいわれておりますけれども、次のページ、次期中期目標期

間におきましても、発生要因等を厳格に分析して減少に向けた努力をしていくべきだ

ということでご指摘をいただいてございます。 

 それから、次も一般論でございますが、２、不正受給及び不適正な経理処理への対

応ということで、毎年度数件程度ではあるが、いわゆる不正事案が発生している。基

本的には、これは総務省の委員会の方々にも事業者側の問題であるということはご理

解いただいておりますけれども、事業者側に不正に対するリスク管理についての啓蒙

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り組みを行うものとす

るというご指摘もいただいております。 

 この交付金債務残高の話と不正事案につきましては、新旧でいいますと８ページの

左側にございます。運営費交付金の適正な執行等ということで、２つの点について指

摘をそのまま書かせていただいてございます。 

 それから、業務全般に関する見直しということで、勧告の方向性、第６と書いてご

ざいます。「内部統制については、さらに充実・強化を図る」ということが１つござい

ます。その中で、総務省の政独委から、独立行政法人等の業務実態に関する評価の結

果等の意見というのがございまして、これが既に出てございます。これもおとといの

タイミングで、皆様方にお配りさせていただいている参考資料３でございます。 

 経産省の関係の独法に対して、やはり同じタイミングで23年度の業績評価という形

で既にいただいているのですけれども、４ページです。新エネルギー・産業技術総合

開発機構ということで、ここも相変わらず交付金債務残高の指摘でございます。23年

度 535億円の残高ということで、これも同様のご指摘をいただいておりますので、結

果的に先ほどと同じ点になるわけでございますけれども、これも次期計画できちんと

参考にせよということで指摘をいただいております。それが１番目。 

 ２番目は、平成23年度決算検査報告ということで、会計検査院が11月に同じように

ご指摘をしてきております。エネ庁が所管しております低燃費のエンジンシステムの
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プロジェクト等々、この辺の不当事項等々が指摘されているわけでございますが、こ

のあたりもきちんと参考に次期計画の中で扱えという指摘でございます。 

 こういったところの指摘につきましても、新旧対照表でいきますと９ページでござ

います。業務全般に関する見直しという中で、今申し上げたような政府決定文書をき

ちんと受けとめた上で見直せということで書かせていただいてございます。 

 以上が勧告の方向性の指摘事項なのですが、実は、それ以外の修正部分がございま

して、資料２―１を見ていただきますと、２ページの真ん中より下に「さらに既往の

政府決定等に基づき」と書いてございます。この手の修正が幾つかございます。これ

は先ほど申し上げたような、前政権でさまざまな閣議決定文書がございますが、一応

凍結のような扱いになってございますので、できるだけそこに対しての言及を避ける

ということで、このあたりも22年の閣議決定がございますけれども、閣議決定文書の

名前を消させていただいてございます。その下の３行は既に関係の法律が通っており

ますので、便宜的に削らせていただいております。 

 それから、３ページです。赤でたくさん消されておりますけれども、日本再生戦略

でございますとか、先ほど申し上げました、昨年１月に決定されました独法の制度・

組織の見直しの基本方針等々でございます。このあたりは凍結ということでございま

すので、関係の記述を削除させていただいているというところもございます。 

 今、10点ほどですけれども、指摘を受けた形、あるいはそれ以外のことも含めて修

正のポイントを申し上げましたが、このあたりをすべて反映したものが皆様のお手元

にございます。現段階での修正案が資料２―２、きれいにしたものがこちらでござい

ます。 

 それから、これは微修正でございますけれども、少し絵にした形のものが資料２―

３ということで、一言で申し上げますと、大枠はほとんど変えてございませんが、形

式的に総務省からさまざまなご指摘をいただいておりますので、それにつきましては、

可能な限り採用させていただいた上で修正を施させていただいたというのが資料２―

２の案になっているわけでございます。 

 ご審議のほど、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、今のご説明をもとにご意見を承りたい

と考えている次第です。 
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 要するに、一番大きな見直しは当面凍結なのですよね。この凍結は、中長期的には

どう考えればいいのですか。もうなくなってしまったと？ 

○藤原技術振興課長 

 民主党政権では、ＮＥＤＯについてはご報告させていただいたとおり、組織的な具

体的な見直しについては一切触れられなかったと、なかなか珍しい存在だったわけで

ございます。逆にいえば、自民党のマニフェスト等をみましても、独法についても不

断の見直しをしていくということは書いてございますので、一般的にこれから見直し

というプロセスには、行革大臣のところで入っていくとは思うのですけれども、その

方向性については、まだ一切出ておりませんので、行革サイドの状況を今後注意して

いくという以外に今私どものスタンスというのはないわけでございます。 

○岸部会長 

 ということで、しっかり次期中期計画に結びつくところを考慮していくということ

になるかと思います。どうぞご意見をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

勧告の見直しを含めて、最終的な資料２―２について、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○松田委員 

 １つは確認なのですが、今の比較表の２ページで、例の石炭関連業務はすっきりし

てよかったですよね。ここで議論した過去の経緯があるわけですが、結局、今のとこ

ろこれはまだＮＥＤＯで議論することになるのですか。消してあるということは、そ

ういうことでよろしいのですか。 

○藤原技術振興課長 

 こちらの記述については、この夏の段階では関連の法律がまだ通っていない段階だ

ったので、抜いた記述をさせていただいておりますけれども、書いてございますよう

に、既に９月に施行されています。それで、特に石炭の経過業務のところにつきまし

ては、ＮＥＤＯ部会でもご議論いただきましたけれども、実際にＪＯＧＭＥＣに対し

て人員の移管も含めまして、具体的な調整をしてございますというか、最終段階に入

ってございます。 

 経過業務につきましては、今年４月１日が施行でございますので、そういう意味で

は３ヵ月を切っているわけでございまして、最終的な人員の議論でございますとか資

金、あるいはシステム全体の移管を最終的にどのように行っていくという具体的な―
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―これはＮＥＤＯの東條総務企画部長のもとにチームを組んでいただきまして、ＮＥ

ＤＯを挙げて、今、移管手続にご尽力いただいているとご理解いただければと思って

おります。 

○岸部会長 

 ほかはいかがでしょうか。 

○渡辺委員 

 やや形式的なことでもあるし、特殊法人なり独立法人の見直しは、今度の新しい政

権がどのような方向性を出していくかということによると思いますので、とりあえず

はこういう格好でいくしかないだろうと納得しております。特に意見はないのですけ

れども、参考資料２―１で説明してくれたことに対しては非常にアプリシェイトして

おります。 

○岸部会長 

 そうなのですよね。大きな変革がありそうでストップしてしまった範囲ですから。

はい、どうぞ。 

○谷田部委員 

 全体的に毒気が抜けたといったらおかしいですけれども、何かこだわりが消えてし

まったようなところもあったりするのではないかと思うのです。２ページの３ですけ

れども、タイトルと文章がどっちもお題目的なのですが、何か意味がよくわからない

というか、タイトルが何をあらわしていて、文章が何をあらわしているのか。非常に

ばらばらな感じがするのですけれども、一言か二言つけ加えるとすっきりするのでは

ないかという気がするのです。何か非常にお題目的過ぎてしまうのではないかという、

単純に文章としてそう感じました。 

○岸部会長 

 今のは資料２―２の話ですか。 

○谷田部委員 

 そうです。改正された見直し案の資料２―２の２ページの３です。 

○藤原技術振興課長 

 これは整理の都合で、先ほど申し上げたように、最近の状況の中で、この部分とそ

の後に独法の関係があったのですが、そこが全部削除したので、タイトルが長過ぎて

本文が短いというバランスがすごく悪いので、むしろ副題は要らないのではないかと
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いう気がしていまして、前述のとおりなのでございますけれども、東日本大震災、そ

れから原発事故ということをさらりと書かせていただくぐらいでもいいのかなと思い

まして、もしよろしければ、そういう修正にさせていただきたいと思いますが、いか

がでございましょうか。 

○末吉委員 

 見直しをする際、ＮＥＤＯの重要性が一段と高まっているというぐらいのことは入

れられないのですか。最近の状況は、もっとＮＥＤＯの成果や働きを要求していると

思うのです。 

○藤原技術振興課長 

 まさに今、谷田部委員からもご指摘がございましたけれども、３のところは短すぎ

るというのもあって、「イノベーションの推進による競争力強化が求められている」と

いうように書いてございますが、ここに今、末吉委員のお話しにあったＮＥＤＯの役

割に対する期待の高まり、重要性が高まっているというのも最近の状況の中で書かせ

ていただくという整理でいかがでございますでしょうか。 

○岸部会長 

 間違いなくそうなのですけれども、日本というのは自らいわなくて、周りでいって

もらいたい国なのです。難しいところですね。 

○末吉委員 

 という声が高まっていると（笑声）。 

○岸部会長 

 ほかもどうぞ。 

○末吉委員 

 今回の見直しについてはこういうことでしょうがないと思うのですけれども、今回

の文章とか議論を聞いていて、ちょっと思うところが１点ありまして、ＮＥＤＯのや

るべきことの言葉として、技術開発マネジメントというのが非常に重要なタームにな

っていますよね。その文章を読むと、終始一貫、最初から最後まで具体的成果を上げ

るところまでを含んだマネジメントということで位置づけられているから、すべてを

包含していると思うのです。 

 ただ一方では、個別プロジェクトの話もいっぱい出てきて、しかも、どちらかとい

うと、個別プロジェクトの成果が問われている。そうすると、技術開発マネジメント
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という、いわば非常に広義な意味の言葉の位置づけと、より目につきやすい具体的成

果の個別プロジェクトベースの話が、ちょっと私の頭の中ではっきり線引きができて

いないのです。ですから、技術開発マネジメントをちゃんとやるのだということで、

その中に個別具体的な成果も含まれているのだという話でやると、多分すごく議論が

拡散してしまうというのか、核心に入れないような気がするのです。 

 ですから、技術開発マネジメントというのは、例えば外国の例を倣って勉強しよう

とかというのは、成果の上がる手法を学ぶのか、それともＮＥＤＯが日本の中でいろ

いろな分野に適用できるような技術開発マネジメント、将来出てくる新しい分野のこ

とも含めて、これから新しい技術を開発するときに、こういったマネジメントシステ

ムをもつことが日本のこれからの発展の可能性を実現していくことになるのだという、

いわばマネジメント手法そのものにすごく意味があるのだというような議論をするの

か、それとも、その言葉にかぶせられた最終的な具体的なプロジェクトベースの実績

や成果を求める議論をするのかというのは、これからＮＥＤＯの中期の議論をすると

きなど、私にいわせればとても大切なことではないかと思うのです。 

 ですから、ミッションがもともと石油代替エネルギーでしたっけ、そこから昭和55

年に始まっているのですけれども、今は日本の産業競争力強化という非常に抽象的な

概念になってしまって、そこにさらにマネジメントという管理指標の抽象的な概念が

来てしまって、それでＮＥＤＯのあり方を議論する。でも、結果的にはみんな個別プ

ロジェクトの具体的な話で成果を求めたりするわけですよね。ですから、そこにちょ

っとあいまいな絡み合いといいますか、何か少し分けて議論したほうがいいような気

が今回改めてしたのです。 

 ですから、プロジェクトを実施する機関であるのであれば、もっと分野を絞ったり、

特定分野に力を入れていくというようなこともあるのでしょうけれども、一般論とし

ての技術開発マネジメントの開発が主たる目的であるとしたら、では、余り個別プロ

ジェクトの話ではなくて、あらゆるものに適用になる、今後日本が国としてもたなけ

ればいけない新技術、新分野への技術開発マネジメント手法を手に入れるのがＮＥＤ

Ｏの使命なのだというようにもなってしまいますよね。そういうことでいいのでしょ

うかという話です。 

○岸部会長 

 わかりました。結局、各プロジェクトが成功して、産業競争力が増していくのが目
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的なのだけれども、そのシステムとかやり方のところが強調され過ぎているのではな

いかというようなご意見かなと思うのですが、それはどうですか。形式的なマネジメ

ントのやり方を確立するとかというようなところがちょっと強過ぎるのかなというご

意見かと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○藤原技術振興課長 

 実務的に申し上げますけれども、今回は、今まさに末吉委員におっしゃっていただ

いたように、マネジメント手法のシステムそのものをこれからどうもっていくかとい

うところについて、この文章自体はそういった記述になっているのですが、ご承知の

とおり、次回以降、まさに中期目標・中期計画そのものの議論をさせていただくわけ

でございますが、その中でそのあたりを明確に分けて書いてございます。 

 ですから、５年に一度の見直しでございますので、むしろ今はそういった大枠のマ

ネジメント手法の向上というところを書かせていただいておりますけれども、実際の

中期目標・中期計画には個別の分野、個別の事業についても目標設定させていただき、

この５年間でそういった個別の事業、個別の分野についても、どういった目標をもち、

どういった計画を立てていくのかということも詳細に書かせていただく形になってご

ざいます。次回以降、そこをきちんと分けてご議論いただかなくてはいけないと私ど

もも思っております。 

○岸部会長 

 わかりました。よろしいでしょうか。どうぞ。 

○松田委員 

 今、末吉先生がおっしゃったことと関連するのですが、いろいろなところに開発成

果をと出ている。しかし、日本のＮＥＤＯがずっと支援していた開発成果があっても、

ビジネスが完全に負けてしまっているという分野が死屍累々と今出てきている。そし

て、必ず評価のときに社会に貢献する、あるいは国民に貢献すると出ます。しかし、

ビジネスが負けてしまったら貢献しないですよね。ということになると、本当はどこ

までの範囲をここで議論すべきなのかということが必要になる。評価はすぐ国民に貢

献するとかとなってしまうものですから、ビジネスの根幹のところ、例えば１つの研

究成果が世界に飛躍するところまで面倒をみるというのがＮＥＤＯの役割なのか。そ

れは余りにも広過ぎるのではないか等です。 

 それと、研究開発の成果をより効率的に国民に貢献するために、どこに出口を求め
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ているのかという意識が個別プロジェクトの中に余りなかったりすることが気になっ

ています。我々は典型的に成功した事例の個別プロジェクトの現地視察に行かせてい

ただいている。最終製品をどこに売るのですかという質問に対して、日本では売れま

せんというようことが多々ある。日本発の技術ということをとにかく世界に向けて発

信する。そして、その技術からの収益が日本に還元されて貢献すればいいわけです。

しかし、技術を活用したビジネスを誰が成功させるかの検討が、ＮＥＤＯの役割では

ないのか否か、その辺の境界線がどうもはっきりしないままここできています。ＮＥ

ＤＯの役割は、産業技術まで踏み込む必要があるのではないかとおもっています。 

 それと、特に私はベンチャー関係をしていますので、今回、実用化事業の予算が復

活したとお聞きし、よかったと思っています。しかし、過去の具体的な事例をみてい

ても、これでは製品として市場にお受け入れられないと思う案件が、成功事例に載っ

ている。それは機能評価で成功事例として載っているので、販売可能性までを判断し

た成功事例では決してない。ＮＥＤＯの役割分担からすると、実用化とは、単なる試

作品ではなく、市場性があるという成果判断まで踏みこむ必要がある。そういう意味

で、ＮＥＤＯの役割の境界線をどこに置くかが重要になる。研究成果－実用化－産業

化の横連携の要であるべきと思っています。逆に境界線を余りつくってしまうと、そ

れでいいのかという話になってしまう。いろいろな他の機関の役割の境界とつなぎの

ところのシームレスな議論がどうしても必要になってくるのではないか。どうも日本

は縦割ベースで、横連携が希薄のような気がしているものですから、問題意識を申し

上げました。 

 そういう意味で、この報告で取り上げているように開発成果を後からフォロー調査

することで、従来の課題を補っていることは非常にいいことだと思っております。こ

こに書かれていることは基本的には全然問題ないと私は思うのですが、技術で勝って

ビジネスで負けるのはなぜかということが、いつも自分の中で自問自答しているのが

実情です。 

○岸部会長 

 やはり産業技術のところが中心で、最後に本当にイノベーションというか、企業な

りベンチャーがやるところに行ってしまいますよね。その辺を少し明確にしないと、

すべてＮＥＤＯが責任をもつといっても、会社の戦略、管理運営、これはどうなので

しょう。日本はまだ技術は結構いいのですけれども、それを最後に物にするところは、
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システムが悪いというのもうそではないかと思っているのです。ロボットなどはすば

らしいですよね。素材だけではないですよね。その質問はよくわかるのですが、その

辺はいかがですか。ＮＥＤＯの役割、位置づけですね。 

○川上審議官 

 両先生から非常に本質を突いたご意見をいただきまして、お答えになるかどうかと

いうのは必ずしも自信がない部分もありながら申し上げるのでありますけれども、つ

まるところ、今のお話は、アウトプットをどう設定するかというのと、アウトカムを

どう評価するかというところになっていくのではないかと思います。 

 そういう意味でいえば、今、多分私ども、私どもと申し上げるのはＮＥＤＯがとい

う意味でもなくて、経産省がという意味でもなくて、我々の社会がというぐらいの概

念で申し上げますけれども、やはり旧来のやり方を大きく変えていかなければいけな

い状況に直面しているのではないかと思っております。 

 経済産業省という立場で申し上げれば、従来、経済産業省の技術開発のプロジェク

トというのは、言葉を飾らずにいえば、よくあるのは護送船団方式と申しますか、例

えばある産業界があったときに、同じ業界みんなが参加して何かに取り組もう、業界

を挙げて何かをしようというパターンが多かったと思います。では、それをずっと続

けていいのかというと、恐らくそういう状況ではなくなってきているように思います。

そのようなところを経済産業省も政策として変えていかなければいけない。そういう

問題意識をもっていかなければいけないということだと思っております。 

 他方で、ＮＥＤＯという立場に立って考えたとき、あるプロジェクトを実行すると

きに、どういう参加メンバーでどういうことをやっていって、先ほどのアウトプット

の設定、それがアウトカムにつながるような設定というのを、政策当局が求めるもの

との間でどういうことをするのが一番いいかどうかということをＮＥＤＯは、ＮＥＤ

Ｏとして当然お考えいただいていると思うし、これからもその質を改善していくこと

が必要になると思います。 

 アウトカムにつなげていくためにはどういうことをやっていったらいいのか。企業

との関係、プロジェクトフォーメーション、それから末吉先生がおっしゃったような

マネジメントの手法開発というとちょっと大げさかもしれませんけれども、どのよう

にマネジメントするのが一番アウトカムにつながるようになるのか。それを不断に改

善していく。従来型でみんなにお声がけして、手を挙げてきた人全員に参加してもら
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ってというのは一番簡単ではあるのですけれども、恐らくそういうことではなくなっ

てきつつあって、先ほどのベンチャーの話もそうですし、どういう企業を選ぶか、あ

るいは企業も１社だけとじる、同業種だけでとじるという時代ではなくなっています

ので、異業種、あるいは大学や研究機関と組むというときに、どういうフォーメーシ

ョンが目的達成のために一番最適なのかというようなことを考えていく、実行してい

くためには、結局マネジメントの部分を改善していかなければいけないということに

なるのだと思います。 

 そういうときに、これは松田先生からご指摘がありましたけれども、例えば経産省

とＮＥＤＯとの関係、あるいはＮＥＤＯと企業との関係ということを考えた場合、多

分、今のようなことを実現していくためには、緊張関係というのが恐らく生じると思

うのです。経産省が考えていることに唯々諾々と従っているという状況ではよろしく

ないと思いますし、逆に、こうしたほうがいいというようなことを積極的にいってい

ただいたほうがいいと思いますし、そういう中でよりよいものが生まれていくという

関係になっていかなければいけないし、それが本来の独立機関としてのあり方なのか

もしれないと思っています。 

 そういう意味で、明確に線を引いて、ここから先は物申してはいけない、経産省は

ここまで、ＮＥＤＯはここまでとか、ＮＥＤＯと産業界の関係でも、ＮＥＤＯはここ

までで産業界はここまでというような形で明確に線引きして、そこから先は不可侵で

すという関係をつくるのは、必ずしも実態としてはよろしくないのではないかと私は

思っております。ちょっとお答えになっているかどうかよくわかりませんけれども。 

○岸部会長 

 どうぞ。 

○渡辺委員 

 全く同じような発想ではあるのですけれども、中期計画の話になるのだろうと思い

ますが、目標設定のあり方を議論するということで、ご説明のあったように非常に難

しい話なのです。それを安直に、この前の目標設定にも何％以上成功するようにする

とかと書いてあるのですけれども、それは成功の定義も含めて非常に難しいことなの

です。逆にいえば、採択するときに安全なパイを拾おうとする。要するにリスクのあ

るパイを拾わないと、一向にクリーンヒットが出ないです。そういう意味で、例えば2

0件のうちそこそこ10件成功よりも、20件のうち２件のホームランのほうが産業界への
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インパクトは大きいわけです。そこのイノベーションにおける本質を踏まえた表現が

ないと、それをやろうとする人たちはどうしてもそっち側に行ってしまうので、そこ

そこになってしまう。そこのところを考えなければいけないということ。 

 前、私もいろいろいわせていただいたことの中で、４ページにある「最高責任者を

初めとする企業経営層との一層の連携強化を図り」という、これの本当の意味は、圧

力をかけろということなのです。要するに、これだけのお金を渡して成果も出ている

のに、何で実用化しないのだ、あるいはコマーシャライズしていないではないかとい

うようなところまで含めた議論をＮＥＤＯはしてもいいのではないかという背景があ

って、多分この文章が入っているのだろうと思うのです。余りクリアなわかりやすい

目標設定をして、非常に安全運転に行ってしまうよりは、やはり企業経営者に対して

そういう話をきちっとしていくほうが本質的には効果があると思っているところです。 

○岸部会長 

 ありがとうございました。非常に重要なところなのですが、国の役割、ＮＥＤＯの

役割、民間での最終的なイノベーション、これにはいろいろギャップがあるというこ

となのだと思います。それをすべて引き継ぐ間にあって、ＮＥＤＯが何かうまい柱に

なってくれるといいなという気がします。 

 きょうは11時ぐらいまでとも考えていたし、もともとは12時なのです。もしＮＥＤ

Ｏのほうでも、理事長は民間の経験豊かでもあられるのですけれども、ざっくばらん

に何かお加えいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○古川理事長 

 今、非常に貴重なご意見、ご議論があったと思います。私もＮＥＤＯに参りまして

から１年たつわけですけれども、その間、一番感じておりますのは、出口作戦といい

ますか、開発のマーケットがどうなのか、コンペティターの状況は今どうなのか、そ

このスタート、中間評価の見方が極めて甘いと正直思っています。今回の中期計画で

は、その辺がわかりやすくフォローできるような形にしなければいけない。先生方の

勧告、総務省からの勧告以前に、私はそのように思っておりました。 

 ただ、具体的にどこまで定量的にできるかということは非常に難しいわけで、また

バイオとかスマートコミュニティとか、いろいろやっている分野によっても目標のつ

くり方、立て方、それから今議論がございましたようなマネジメントの仕掛けとか仕

組みとかがかなり違うと思うのです。そういう意味で、その辺も含めながら今回の中
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期計画をつくっているところでございます。きょうのご議論は本当に貴重なご議論だ

と思って、私ももう一度頭の中を整理してみたいと思った次第でございます。 

 ＮＥＤＯに対する役割が今まで以上に高まっているというお話がございまして、そ

れは行間を読みなさいということで、行間を読んで私自身もそういう気持ちになって、

ＮＥＤＯのメンバーもそうモチベートしていきたいと思っております。 

 マネジメントに関してもう１つ、大企業に対するマネジメントとベンチャーに対す

るマネジメントは、マネジメントの仕方がかなり違うと思うのです。やはり大企業の

場合には、最初のマーケティング力もあるし、セールス力もある。それから、今いろ

いろなメンテナンスとかいろいろな能力があるわけなのですけれども、ベンチャーの

場合、私も過去幾つかベンチャーをみてきたのですが、ほとんどそういうのはない状

態で、テクノロジーだけでいってしまう。実際にはもっと先に行ってずっこけるとい

うことで、多分、対象企業の特性に合ったマネジメント方法があると思うし、分野に

応じたマネジメント方法があるのだろうということを最近特に感じております。まさ

に今日ご指摘、ご意見をいただいたようなところが非常に重要だと思いますので、ま

た実際の中期計画の中に取り込んでまいりたいと思います。ありがとうございました。 

○岸部会長 

 どうもありがとうございました。時代も変わって流動的な中で、多様性が出てこな

いとうまくいかないのだという気がいたします。ぜひ今のご意見を十分に伺って、新

たな中期計画をおつくりいただければと期待したいと思います。 

 それでは、今のことを踏まえまして、この業務の見直し……とりあえずつけ加えが

ありますが、当部会としてはこの見直し、今のご指摘を次の中期目標・中期計画に十

分反映するということを含んで、一応適当であるということでよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、ちょっと課長のほうから。 

○藤原技術振興課長 

 若干の修正点を部会長ともすり合わせさせていただきましたけれども、先ほど谷田

部委員と末吉委員からお話がございました、資料２―２の２ページでございます。３．

ＮＥＤＯを取り巻く最近の状況のところでございますが、これはまず副題をとらせて

いただくという点でございます。それから、ポツの最後に「見直しが求められてい

る」で終わらず「求められており」で、こうした中でＮＥＤＯの役割、重要性に係る
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期待がこれまで以上により一層高まっているというような指摘をきちんと入れさせて

いただこうと思っておりますが、よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○岸部会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、あす、評価委員会の親委員会がございます。その委員会においてこの報

告が適当である旨を報告したいと思います。よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 どうもありがとうございました。きょうはいろいろご意見をいただきました。 

 本当にＮＥＤＯの役割は重くはなっていると思うのですが、独法ですから、多分予

算は頭打ちなのです。補正予算はどんどん出てくるわけです。この辺が今後の国とし

て非常に難しい面だということを考えている次第でございます。 

 そういうことを踏まえて見直し案を修正したいと思いますので、細かい修正に当た

っては私と事務局にご一任いただいて、あしたの親委員会に報告したいと思います。

ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、ほかに何かご意見ございましたら。――では、スケジュールをお願いし

ます。 

○藤原技術振興課長 

 今、部会長からもございましたけれども、本日ご了解いただきました見直し案につ

きましては、明日の経産省の独立行政法人評価委員会、親委員会のほうにご報告させ

ていただきたいと思います。 

 また、本見直し案を踏まえまして、ＮＥＤＯの次期中期目標・中期計画案を早急に

検討、作成させていただくというスケジュールに入るのですが、申し上げたように、

本日、明日のスケジュールを資料３に書かせていただいております。下のほうにござ

います２月14日午後２時からでございますが、次回ＮＥＤＯ部会を開催させていただ

きまして、本日もご指摘いただきましたけれども、実際の中期目標・中期計画案の審

議をさせていただこうと思っております。１回の審議で簡単に終わるような話ではな

いと思っているのですが、日程的にも非常にきつくなっておりますので、事前に十分

にご説明をさせていただきたいと思ってございます。 

 これを受けて、スケジュールで申しますと、まだ予定でございますが、２月20日に
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上部の親委員会のほうでご審議をいただくことになってございます。ご了解をいただ

きましたら、私ども大臣ほか政務にも諮った上で、ＮＥＤＯからご申請をいただき、

この中期計画の認可を３月末までにさせていただくというスケジュールを予定してい

るところでございます。 

 ご報告は以上でございます。 

○末吉委員 

 済みません、１点だけ。今後の中期計画を議論するときに、文章に書くか書かない

かはともかくとして、議論の分野としてＮＥＤＯのリスクテイクのあり方は議論でき

ないでしょうか。先ほどのお話も皆さんそう思っていらっしゃると思うのですけれど

も、例えば、技術開発のマネジメントということですが、技術開発リスクテイクマネ

ジメントですよね。 

○藤原技術振興課長 

 そこは渡辺委員からも何度もご意見いただき、今、この見直し案に入ってございま

す。まさに先ほどの打率のみならずホームランをという議論だと思いますけれども、

柱立ての中でもリスクをとったそういったプロジェクトもきちんと採択をし、実施し

ていくべきだということも書かせていただいていまして、まさに中期目標・中期計画

の本文の中でも、今のようなご意見をより一層詳細に記述していきたいと思っていま

すので、よろしくお願いいたします。 

○岸部会長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、予定としては、最後に先ほどとは別の意味で、ＮＥＤＯの古川理事長に

ごあいさつをいただくということになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○古川理事長 

 先ほどお話し申し上げたのですけれども、今回、政権が変わりまして、いろいろな

戦略が見直されるのだと思っております。私どもＮＥＤＯといたしましては、とにか

く国の政策の実施機関でございますので、政策が変わればそれに対応してきちっとや

っていくということだと思うのですけれども、今私どもがもっておりますエネルギー、

環境問題の解決、それから日本の産業競争力強化、この２つの大きな方向性は変わら

ないと思っています。今日のご指摘も、むしろその２つのミッションの中で国際産業

力強化のほうがプライオリティーが高くなりつつあるのだろうと私自身思っているの
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ですけれども、きょうも順番としてはそういう形になっているわけでございます。 

 新しい政府、縮小均衡の再配分から成長による富の創出というようにうたわれてお

りまして、私どもとしても、３本の矢のうち、とにかく金融がこれだけ緩和されて、

もう相当緩和されていると私は認識しているのですけれども、ポイントはその次の成

長戦略がどうなるのかだと思うのです。 

 ということで、少しでもイノベーションに寄与できるように、この分野はＮＥＤＯ

がやったのだといえるように、平均打率ではなくて長打率も考えながらやってまいり

たいと思いますので、引き続きご指導をよろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 

○岸部会長 

 ありがとうございます。 

 きょうの経済成長の会議はもう終わったのですね。緩和技術のほうから橋本さんが

頑張っているはずなのですけれども、期待したいと思います。 

 それでは、きょうはこれで終了ということにさせていただきます。どうもありがと

うございました。 

 

                                   ―了― 

 


