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独立行政法人評価委員会産業技術分科会 

第２９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２月１４日（木） １４：００～１６：００ 

２．場 所 経済産業省 本館 17 階 第２特別会議室 

３．議 題 

（１）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の第３期中期目標（案）

について 

（２）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の第３期中期計画（案）

について 

（３）その他 

出席委員 

  岸部会長、末吉委員、松田委員、谷田部委員 

 

議事内容 

 

○岸部会長  寒いところ、お集まりいただきご苦労さまでございます。 

 ただいまから第 29 回のＮＥＤＯ部会を開催させていただきます。 

 議事に入る前に、まずは事務局からのご挨拶、川上審議官、よろしくお願いします。 

○川上審議官  一言だけ、まずもって御礼を申し上げます。 

 昨年の末に総選挙、新政権の発足ということがありました関係で、本来ならば、こ

の中期目標、中期計画の議論というのは、数カ月かけて行なうのが通常のプロセスで

ございますけれども、それをこういう約１月強というスケジュールで行うという異例

の事態の中で、大変、先生方、お忙しい中、強行日程を私どもからお願いをすること

になって大変申しわけないことと思っております。 

 ただ、第２期から第３期という非常に節目に当たるところで、いろいろな内容を先

生方にご審議いただく機会だと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 ありがとうございます。 

○岸部会長  どうもありがとうございました。 

 そういうわけで、中期目標案、中期計画案をつくるということが本日の最大の議題
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になるかと思います。できるだけスムーズに進めたいと考えてはおります。 

 それでは、本日の配付資料の確認を事務局からお願いします。 

○藤原技術振興課長  配付資料でございますけれども、皆様、お手元にございます、

議事次第の１枚紙の下に、カラーになっています資料１、これがＮＥＤＯの第３期中

期目標（案）の概要という資料でございます。 

 資料２が、やはり同じく目標のポイントということで、ワードの資料でございます。 

 それから、これがメインの資料になりますが、資料３、第３期中期目標の案でござ

います。こちらまでは経済産業省のクレジットで作成させていただいた資料でござい

ます。 

 資料４、これも横長のパワーポイントになってございますけれども、ＮＥＤＯが策

定いたしました第３期中期計画（案）の概要。 

 資料５が、これもメインの資料でございますが、第３期中期計画（案）、少し厚くな

ってございますけれども、これが資料５でございます。 

 資料６が今後のスケジュールについてということで、残りが参考資料でございます。

５種類でございますけれども、参考資料１が皆様の委員の名簿、今日は渡辺先生が出

張ということで御欠席でございます。 

 それから、参考資料２でございますが、こちらが中期目標と中期計画の対比表とい

うことで、両方の案の項目別に比較をさせていただいたものでございます。 

 参考資料３が前回、１月のＮＥＤＯ部会でもご審議いただき、ご了解いただきまし

たが、組織・業務全般の見直しについてということでまとめさせていただいたもので

ございます。 

 それから、参考資料４が当初案に対してさまざまなご指摘をいただいていますが、

総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会のほうから出ました勧告の方向性、ご参

考までにつけさせていただいております。 

 最後に、今回のこういった中期目標、中期計画策定のプロセスに関わります独立行

政法人通則法の条文の抜粋ということで、５種類用意させていただいております。 

 不足等ございましたら、おっしゃっていただければと思います。 

○岸部会長  いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、議事次第に従い、議事に入らせていただきます。 

 本日の議題（１）は、ＮＥＤＯの第３期の中期目標、それから、議題（２）のＮＥ
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ＤＯの中期計画について、経済産業省及びＮＥＤＯから続けて説明していただいて、

その後、両方を一体にした形で質疑応答を行いたいと思います。 

 それでは、ポイントは資料２と３になるわけですか。ＮＥＤＯの中期目標について

事務局からお願いします。 

○藤原技術振興課長  資料２、資料３に基づきましてご説明させていただきますが、

その前に、本日のご審議いただく内容をもう少し詳しめに申し上げます。 

 ＮＥＤＯの中期目標、中期計画でございますけれども、前回のＮＥＤＯ部会でご審

議いただきました、先ほどご紹介申し上げた参考資料の３になりますが、組織・業務

全般の見直しについてという最終決定案でございますが、こちらは昨年夏から前回の

ＮＥＤＯ部会まで皆様に何度もご議論いただいてまとめさせていただいたものでござ

いますけれども、こちらをベースにしまして中期目標の案を策定させていただいてお

ります。 

 それから、今後の見通しでございますけれども、中期目標案についてでございます

が、こちらは経産大臣が最終的に定める、これをＮＥＤＯに提示をさせていただきま

して、その提示を受けてＮＥＤＯが中期計画を作成して、主務大臣である経産大臣が

これを認可するということに手続上はなっているのですけれども、ご承知のとおり、

これはいつもそういった形で進めさせていただいているのですが、中期目標と中期計

画、一体的に作成を実質的にはさせていただいているということで、本来、若干のタ

イムラグがあってしかるべしなんでございますが、本日は、第３期の中期目標案、そ

れから、中期計画案を併せてご審議をお願いするということになってございます。 

資料２のポイントというのをまずご覧になっていただければと思います。 

 この四角の中がまさにポイントでございまして、前期、第２期と比べて、ここに書

いてございます特徴、メッセージということでまとめさせていただいております。 

 ３点ほどでございますけれども、まず１点目ということで、ＮＥＤＯの中核業務と

して大宗を占め、かつエネルギー分野を含む全分野に共通する横断的業務である「技

術開発マネジメント業務」を中心に、今回、第３期の中期目標は構成させていただい

ているという点でございます。 

 前期は第２期でございますけれども、分野ごとに大きく分けて、これは法律上の整

理でございますが、産業技術開発、それからエネルギー（新エネ・省エネ）というこ

とで縦割りに構成させていただいていたのですけれども、この点を構成上、大きく変
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更させていただいているという点が特徴の１点目でございます。 

 それから、２点目でございますけれども、まさに今、申し上げたＮＥＤＯの中核業

務たる技術開発マネジメント業務でございますけれども、プロジェクトの管理プロセ

ス、その流れに応じて、各段階、括弧して詳細を書いてございますが、基本計画策定

－公募－選定・採択－中間評価－事後評価－追跡評価等々の各段階ごとに目標をきめ

細かく設定させていただいているという点が大きな特徴でございます。 

 特にナショナルプロジェクトに係る評価ということで、中間評価、追跡評価等、こ

のあたりかなり詳述させていただいているのですが、ちょっとイメージを持っていた

だくために、第２期の目標の評価に係る記述というのは、イメージを持っていただけ

ればと思うのですが、７行程度だったのですけれども、今回、後ほど本文でご説明さ

せていただきますが、ほぼ１ページ分、大体 40 行ぐらいになっていますので、かなり

この部分、評価というところに力を入れて書かせていただいているということはご理

解をいただければと思ってございます。 

 それから、３点目でございますけれども、やはり最終的にＮＥＤＯの事業、マネジ

メント業務の成果がプロジェクトの実用化、事業化という出口にやはり直結するべき

だという点が多くの委員の方からもご指摘いただいておりますので、この点を極めて

重視させていただいているという点でございます。 

 この事業化という言葉は、特に実用化だけではなくて、製品化ということではなく

て、やはりビジネス、事業に直結するべきだという松田委員からの事前の御意見もい

ただきまして、実用化と事業化をたえず並べさせていただいている記述になっておる

のですけれども、そういった観点から、プロジェクトの終了から一定期間経過後、実

用化達成率というところを数値目標として明記させていただいているという点も１つ

大きな特徴だと思っております。 

 この点につきましては、後ほど本文で詳しくご説明させていただきますけれども、

これはこれで今回、目標にさせていただいているのですが、プロジェクトの終了時点

で合格８割以上、優良６割以上などというところだけ書かせていただいていたのです

けれども、今回は追跡評価の結果ということで、実用化達成率のところもかなり精緻

な目標を設定させていただいているということで、これが特徴の３点目ということに

なってございます。 

 それでは、資料３に移らせていただきますが、まず１枚めくっていただいて目次の
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ほう、全体の構成からご説明をさせていただきたいと思います。 

 目次でございますが、まず前文と本文に分かれておりまして、前文には第２期中期

目標期間中のレビューでございます。どの業務が５年間でどう変化したか、それから、

目標達成はどんな感じなのかという少しイメージを持っていただくような記述になっ

てございます。 

 ２番目にＮＥＤＯのミッション。 

 それから、３番目に第３期中期目標の基本的方向ということで、こちらが前文を構

成してございます。 

 本文の構成でございますが、１から４に分かれてございまして、大きな１が中期目

標の期間でございます。 

 それから、２番目、こちらがメーンになりますが、これは業績評価の項目です。皆

様、毎年やっていただいておりますが、その項目を参考に項目建てをさせていただい

ております。前例のとおりさせていただいているのですが、２．が国民に対して提供

するサービス等の質の向上に関する事項ということで、３ページからずっとこの部分

が大きな部分を占めているということでございます。 

 ３が次のページになりますが、業務運営の効率化。 

それから、４が財務内容の改善というところでございまして、この４部構成になっ

ているのですが、もう１回、２．のところ、一番メーンのところを見ていただきます

と、ここの中がまた（１）から（３）まで分かれておりまして、ほとんど（１）のと

ころで占められている。まさにここがＮＥＤＯの中核的業務、本業でございます技術

マネジメント関連業務ということでございます。 

 その中も①から⑥まで分かれてございます。①から⑤が先ほど申し上げました参考

資料３、これまでの議論の詳細な経緯等を反映させていただきまして、①技術開発マ

ネジメントの機能強化、②情報発信等の推進、③国際共同事業の推進、④技術開発型

ベンチャー企業等の振興、⑤人材の流動化促進、育成という項目建てにさせていただ

いております。⑥に技術分野ごとの目標ということで、13 分野でございますが、それ

ぞれの目標が書かれているということでございます。 

 ①の中は、先ほど特徴のところで申し上げましたけれども、今回はマネジメントの

流れといいますか、工程を意識して、ⅰ）で企画／実施ということで、ナショプロに

関する基本計画策定、公募、選定・採択という順序。 
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 それから、ⅱ）で評価、反映・実行ということで中間評価、事後評価、追跡評価と

いう、そういった流れで今回は項目建てをさせていただいているということでご理解

をいただければと思います。 

 中身でございます。１ページから、これだけございますので、簡単にポイントのと

ころを中心にご説明をさせていただこうと思っておりますが、最初に前文でございま

すが、第２期目標期間中のＮＥＤＯの業務の変化、目標達成状況ということで、ポイ

ントは２つ目の・でございますが、まさに第２期中期目標期間でございましたけれど

も、独法に関する諸々の政府決定がございました、事業仕分け等々の結果を反映した

ものが多かったわけでございますが、これによりましてＮＥＤＯがまさにナショナル

プロジェクト、ここに定義を書かせていただいております。これは第２期にもあった

定義なんですが、民間企業等のみでは取り組むことが困難な実用化・事業化までに長

期の期間を要し、かつリスクの高い技術開発関連事業ということでございますが、こ

のナショプロに関する技術開発マネジと関連業務に一層特化してきたというところが

大きな特徴でございます。 

 併せてマネジメント機能を十分に必要としない業務、これについては抜本的な見直

しを行って、特に象徴的な話としましては、23 年度からでございますが、いわゆる省

エネ設備導入補助金、230 億ほどあったわけでございますが、これを一括して大幅に削

減したり、不要資産の国庫納付、あるいは民間出向者の計画的抑制、事業費削減、そ

れから、石炭関連業務のＪＯＧＭＥＣへの移管等、こういったものも実施してきたと

いう評価ができると思います。 

 そういった中で、まさに中核業務、技術マネジメント業務としても非常に大きな成

果を出していただいたというのが次のポツでございまして、特にエネルギー分野をは

じめとしまして、燃料電池でございますとか、それからスマートコミュニティ、こち

らは海外に相当大きく展開をいただいておりますけれども、こういった技術をはじめ

として競争力のある産業の創出に貢献してきたという評価をさせていただいておりま

す。 

 象徴的な数値でいうところ、これはＮＥＤＯのほうで中期計画第２期の成果目標と

して定めていただいたものでございますけれども、特許出願数、あるいは温室効果ガ

ス削減量、このあたりの数字を見ても、大幅に目標を超過達成していただいたという

ことで大きな評価ができるのではないかと思ってございます。 
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 さらにこういったマネジメントの成果は、海外にも大きく展開をいただきまして、

ＭＯＵを各国の政府・自治体等と結ばれて、マネジメント機能を海外に大きく展開さ

れたということはこれまでの議論のとおりでございます。 

 続きましてＮＥＤＯのミッションでございます。こちらもこれまで整理をさせてい

ただいたような記述になってございます。 

 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て、基礎研究

から実用化・実証・事業化まで一貫した『技術開発マネジメント』の効率的・効果的

実施を通じてイノベーションにつなげるというのがＮＥＤＯの業務だ、ミッションだ

ということで書かせていただいております。 

 次のページでございますが、２つ目のポツですが、我が国の産業競争力の強化、エ

ネルギー・環境制約の克服に引き続き貢献するということが第１目標だということも

書かせていただいております。 

 ３つ目のポツでございます。これは事前に末吉委員からコメントをいただきまして、

こういった個々のプロジェクト、事業の技術マネジメントのみならず、それらから得

られる知見・ノウハウというものを蓄積・活用した上で、まさに横断的な技術開発マ

ネジメント手法、システムとしてこれを一層積極的に開発し、その高度化を図る必要

があるのではないかということでご指摘をいただきました。 

 ＮＥＤＯにおきましても、研究開発マネジメントガイドライン等々で、これまでも

そういった手法の開発等々をやっていただいているわけでございますが、それを一層

促進してほしいということで目標設定をさせていただきました。 

 さらにこれは末吉委員からのご指摘もあったのですが、今後、そういったものをむ

しろ積極的に民間企業に提供していく。何か産業技術面でいろんな課題があった場合

に、各企業からＮＥＤＯにいろいろご相談いただいて、ＮＥＤＯがまさに一般的な助

言等々をやっていくような、そういったところまで期待してもいいのではないかとい

うことでこういったことも書かせていただいてございます。 

 続きまして第３期中期目標の基本的方向ということで、こちらもこれまでどおりの

整理でございますけれども、ＮＥＤＯを取り巻く環境が大きく変化している。さらに

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中で、さまざまな政策の抜

本的な見直しが求められてきている中で、併せてＮＥＤＯの役割、重要性に係る期待

もまたこれまで以上に一層高まってきている。こちらも前回、谷田部委員からのご指
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摘の文言をそのまま使わせていただいております。 

 この中で次の・でございますが、ＮＥＤＯは「世界に通用する、世界最先端の技術

開発マネジメント機関」を目指すということで、先進各国のマネジメント機関等との

一層密接な連携・協業を行なった上で、さまざまな手法・ノウハウ、経験を十分取得

して、それをみずからの組織・人員体制に活かしていく。さらに実用化・事業化のさ

らなる推進に向けてプロジェクト管理・評価体制の構築をさらにしていくということ

で、先ほどご紹介をさせていただきました、これまでの議論の流れでございますが、

①から⑤のようなところにも留意しながら、このあたりの業務を積極的に推進してい

くということが第３期の中期目標の基本的方向ということでまとめさせていただいて

おります。 

 ３ページの１から、これが本文になりますけれども、まず目標の期間でございます

が、こちらは物理的に決まってございますが、５年間ということで、ことしの４月か

らでございます。来年度から 30 年３月、29 年度までということで設定させていただい

ているわけでございます。 

 ２でございますが、（１）技術開発マネジメント関連業務ということで、ポイントは

２つ目のパラを見ていただければと思いますが、技術開発マネジメント関連業務の評

価手法ということで、これは第２期の目標でもございました。先ほど申し上げました

が、事業終了段階での事後評価に加えて、下記のとおり、追跡評価によって把握され

る一定期間経過後の実用化達成率、これはＮＥＤＯのほうの定義で、製品化、それか

ら、上市段階の比率ということで、目標として既に達成率の定義があるわけでござい

ますが、これを目標として設定し、その達成状況を公表すると書かせていただいてお

ります。 

 具体的には、「ナショナルプロジェクト」については、その特徴・性格を踏まえて、

技術開発期間の短期化やリスク回避に決して繋がることがないよう十分留意した上で

ということで、その下を見ていただきますと、こちらは渡辺委員からもいつもご指摘

いただいているのですが、次のパラのさらにというところから書いてございます。費

用対効果の不確実が高くとも、将来の産業・社会に大きな影響をもたらし得る技術開

発には、マネジメント全体の中で、リスクの軽減など、リスクマネジメントの高度化

も図りながら、果敢に取り組むことが必要であると書いてございます。 

 こちらは末吉委員からも、最初は高いリスクを取ってと書かせていただいているの
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ですが、あえてこのあたりも、リスクの軽減を図るという、マネジメントの高度化を

図るべきだということで書きかえさせていただいておりますが、こういった率以上に、

俗っぽく言えば、ホームランも狙うような、そういったことも決して排除しないよう

にということでございますが、この辺も十分留意した上で、事業終了後、５年経過後

の時点での実用化達成率を 25％以上とするということで書かせていただいております。 

 この関連でもう１つ申し上げますと、次の４ページでございますが、ⅰ）企画／実

施のａのところでございます。ナショプロに係る基本計画の策定等ということで、３

行目からその際と書かせていただいておりますが、まさに実用化達成率を上げていく

という目標を掲げる前提といいますか、１つの担保措置として、ＮＥＤＯと政府が一

層連携して、一体となって情報の齟齬がないようにということで、プロジェクトの企

画立案等に参画する。ＮＥＤＯは政府と一体となって企画立案に参加するということ

が極めて大事だということで、こういったことも含めて実用化率を設定させていただ

いているところでございます。 

 同じように、こちらは実用化促進事業ということで、ナショプロと少し対比的に事

業名を書かせていただいておりますが、先ほどお話もございましたような、今回、補

正予算で手当てさせていただいたような、ベンチャー関連の事業とか、そういったも

のがメーンでございます。民間企業等によるテーマ公募型の技術開発関連事業という

ものにつきましては、やはり事業終了後３年経過後で実用化達成率を 30％ということ

で、これも３ページに書かせていただいたところでございます。 

 次の４ページに進ませていただきますが、これを少し段階別にと申し上げましたが、

①のところでＰＤＣＡと書いてございます。企画－実施－評価－反映・実行というこ

とで段階ごとに目標設定をしておりますが、ⅰ）企画／実施というところで、まずは

ナショプロの計画の策定ということで、遜色ない技術に係るテーマを中心に推進する。 

 それから、エネルギー分野の技術分野など重点分野化・骨太化を図るものとする。

こちらもこれまでの議論をそのまま反映してございます。 

 それから、先ほど申し上げたような企画立案にＮＥＤＯがどんどん関わってくると

いうような記述もしております。 

 それから、達成目標を定量的かつ明確に示した基本計画を策定するということで、

さまざまな要素も考慮した形で、外部の専門家の知見も、あるいは国民からの意見も

広く収集して基本計画をつくる、事前評価を行なって基本計画をつくるということを
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書かせていただいております。 

 ｂの公募、ｃの選定・採択と続いてございますが、少し中身を省略させていただき

ます。 

 ５ページでございます。大事なところは選定のところでございますけれども、ナシ

ョプロについて、これまでの実用化に係る実績を十分踏まえて参加企業の選定・採択

を行なう。特に参加する企業が複数である場合ということで、適切な役割分担、明確

にチェックをした上で、事業実施体制を構築する。 

 また他方以下、先ほどの記述でございます。不確実性が高いものも排除しない、そ

ういった記述をまたさらに重ねて書いてございます。こちらも渡辺委員から、事前に、

これは選定するときのポイントでもあるので、再度きちんと記載すべきであるという

ようなご指摘もいただきまして、また重ねて書かせていただいてございます。 

 それから、ⅱ）の評価／反映・実行というところでございますが、中間評価という

ところで、ここはまた詳しく書かせていただいております。今もやっていただいてお

りますが、数値化された指標を用いて中間評価を厳格に実施する。その結果に基づい

て事業の加速化、加速化は昨年度、制度をつくっていただきました。開発制度、創出

促進制度ということで、こういった制度を適用しながら年度途中においても加速化を

していく。それから、縮小・中止・見直し等を迅速に行う。特に中間目標に対して評

価結果が一定水準に満たないような事業につきましては原則として中止、その財源を

加速化すべき事業に充てていく。まさにメリハリのついた運用をしていただきたいと

いうことでございます。 

 また、中間評価を行わない年度におきましても、いわゆるモニタリングといいます

か、進捗状況の管理をきちんとしていただいて、事業の加速化・縮小等に活かしてい

ただきたいということで書いてございます。 

 その下のｂ、事後評価でございますが、次のページにございますように、これは前

期、２期から目標設定しておりますけれども、ナショナルプロジェクトについて８割

以上が合格、６割以上優良という評価、それから、実用化促進事業については６割以

上が順調という評価、これも外部評価もちゃんとしていただきまして、事業終了時点

でやっていただいておりますが、それを引き続き目標として継続をしていただきたい

ということでございます。 

 それから、ｃの追跡評価でございますが、こちらも先ほど最後の数字のところを申



 - 11 - 

し上げましたけれども、２つ目のパラグラフで、さまざまな角度からの分析を引き続

き行うという点でございますとか、これも外部、総務省からの指摘にもございまして、

成功事例のみならず、非継続・中止となった事業の要因分析等も行う。また、この追

跡評価を通じて、ナショプロの総合的な、定量的な評価も引き続き行うということで

書いてございます。 

 ⅲ）その他でございますけれども、こちらも大事なところだけ申し上げると、２つ

目のパラグラフですが、知財の取り扱いのルール化というのも昨年度からＮＥＤＯの

ほうでも新たなガイドラインをやっていただきまして、特に委託事業のところを中心

に既にもう実行していただきつつあるわけでございますけれども、技術開発並びに知

財取得、標準化の一体的な推進ということもやっていただきたい。ＩＳＯ等の国際標

準の獲得というところもＮＥＤＯのマネジメント機能の一環としてまさにご尽力いた

だきたいということを書いてございます。 

 それから、次のパラグラフでございますが、こちらはもう業務の改善・効率化とい

うところにも再度出てまいりますけれども、こちらもマネジメントの一環として各年

度期末における運営費交付金債務、非常に指摘が多いところでございますけれども、

その発生要因等を厳格に分析して、減少に向けた努力を行う。 

 それから、もう１点、不正事案の発生、これも基本的には事業者側の問題が大きい

わけでございますが、まさにリスク管理という観点から、啓蒙をＮＥＤＯとしても徹

底していただきたいということで、不断の取り組みを行う、強化するということで書

かせていただいてございます。 

 ７ページでございますが、こちらはもう既にいろいろ議論いただいたお話でござい

ますので、ごく簡単に御紹介いたしますが、情報発信等の推進ということで、ＮＥＤ

Ｏのさまざまな成果のＰＲ、それから、情報発信、その一環としてＣＥＯをはじめと

する企業経営者との連携を強化して、実用化・事業化への取り組み強化への働きかけ

を行うというところも明記させていただいております。 

 ③の国際共同事業の推進ということで、非常にこれは難しい事業で、今もＮＥＤＯ

としても数件既にやっていただいておりますのが、「コファンド形式」事業等も毎年度

積極的に推進していただくということを書かせていただいてございます。 

 それから、④技術開発型ベンチャー企業等の振興、こちらは補正予算等でも手当し

てございます。ご紹介もいたしましたけれども、少し割愛をさせていただきます。一
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層強化していただくということでございます。 

 ８ページでございますが、人材の流動化促進、育成ということで、内部人材の育成

とともとに、一定の実務経験を有する優秀な外部人材の中途採用、これも毎年度実施

していただく。人材の流動化を促進するということで書いてございます。 

 ⑥技術分野ごとの目標でございます。こちらは恐らくＮＥＤＯの中期計画のほうで

また詳細なご説明があると思いますけれども、その根っこになるような政府としての

目標を 13 の分野について書かせていただいております。本当に簡単にご紹介だけさせ

ていただきますけれども、まずⅰ）新エネルギー分野でございます。大規模な新エネ

ルギーの導入を実現するため、低コスト化、系統安定化対策等、こういった技術課題、

これを確実に克服していくことが必要だということで、ａの太陽光発電から風力発電、

次のページでございますが、バイオマス、海洋エネルギー発電、再生可能エネルギー

熱利用、系統サポート、燃料電池・水素ということで、多分野に分かれてございます

が、それぞれの目標設定をしてございます。 

 10 ページでございます。省エネルギー分野、こちらは非常にエネルギー対策が重要

になっている中で大事な分野でございますが、産業分野、それから、家庭、業務分野、

運輸分野に分けて目標設定をしております。 

 ⅲ）蓄電池、エネルギーシステム分野ということで、こちらも蓄電池、これは蓄電

池技術のみならず、まさに材料の評価手法というところもポイントだと書いてござい

ますし、それから、スマートグリッド、スマートコミュニティ、海外も含めて非常に

幅広く展開いただいておりますが、また各国のさまざまなプロジェクトの役割分担な

ども相当意識をいただいておりまして、系統側、需要側、発電側、それから、これら

を支える蓄電技術といったシステム全体にわたる技術の開発・実証ということで、ま

とめて短いですけれども、きちんと書いているつもりでございます。 

 それから、ⅳ）番目、クリーンコールテクノロジー（ＣＣＴ）分野ということで、

石炭火力の高効率化・低炭素化、それから、ＣＯ２分離回収技術。 

さらには次のページでございますが、我が国のすぐれた低品位炭の改質技術等目標

設定をさせていただいてございます。 

 それから、ⅴ）番目の環境・省資源分野でございます。地球温暖化対策としてのフ

ロン対策技術でございますけれども、低温室効果冷媒、高効率空調機器の技術開発等

について触れてございます。 
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 それから、リサイクル、３Ｒの分野、水循環の分野、水処理システムと書いてござ

いますが、等々につきまして、それぞれの目標設定をしてございます。 

 次の 12 ページでございますが、ⅵ）電子・情報通信分野でございますが、電子デバ

イス、家電、ネットワーク／コンピューティング、それぞれについてのポイントを目

標設定させていただいてございますが、３つの分野、共通のキーワードとして低消費

電力化というのが１つのキーワードだったと思います。そのあたりを目指した技術開

発等を行っていくということでございます。 

 材料・ナノテクでございますが、川上、川下産業の連携、異分野業種の連携を図っ

て、革新的な材料技術・ナノテクノロジーや希少金属代替・使用量低減技術等の課題

に重点的に取り組むということでまとめてございます。 

 次のページでございます。 

 ⅷ）バイオテクノロジー分野、こちらも短いですが、密度の濃い記述をさせていた

だいているつもりでございますが、バイオシステム分野では、再生医療についてとい

うことで、ゲノムの情報・制御関連技術、細胞機能解明・活用技術への取り組み、こ

れをもって革新的医薬品創出、個別化医療の実現、再生医療の産業化の促進といった

ところを書いてございます。 

 それから、医療システムのほうは、がんの早期診断・治療、再生医療デバイス、ス

マートヘルスケア、福祉機器、この４分野に集中して取り組みを注力するということ

でございます。 

 それから、ロボット、新製造、このあたりとばさせていただきますが、ＩＴ融合分

野ということで、異種産業、次のページでございますが、これが融合した新産業の創

出、これを目指すためのビッグデータのリアルタイム処理、モバイルの基盤技術とい

うことを確立していくということでございます。 

 それから、国際展開、境界・融合分野ということで、13 分野につきましての目標設

定をさせていただいているところでございます。 

 14 ページのクレジット取得関連業務でございます。京メカクレジットにつきまして

は、京都議定書の約束期間が終わったわけでございますが、これは前回もご説明した

かもしれません。27 年度末、法律上、これは今度の中期目標期間中に終了する事業で

ございますけれども、そこまで適切に京メカクレジットの取得業務に最大限努力して

いく。また、取得が来年度で終わりますけれども、その後もきちんと検証をしてフェ
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ードアウトさせていくということが非常に重要だということを書かせていただいてご

ざいます。 

 15 ページにもう１つその他の事業でございますが、債務保証経過業務、それから、

貸付経過業務ということで、新エネの導入については債務保証業務をまだやっており

まして、これは適切な実施に努める。 

 それから、鉱工業承継業務については、これは貸付金の回収をやっておりますが、

約定回収等を終了した時点をもって廃止ということで書かせていただいてございます。 

 ３．業務運営の効率化ということで、（１）は柔軟な組織・人員体制を整備というこ

とでございます。内容は省略いたします。 

 （２）の自己改革と外部評価の徹底ということで、先ほどの技術マネジメントのと

ころでも評価で書かせていただいた同様の記載がこちらにも書かせていただいてござ

います。 

 （３）個人評価について、評価結果を賞与や昇給・昇格に適切に反映させる。職員

の勤労意欲の向上。 

 次のページでございますが、まさにマネジメントの関係の能力開発、さまざまな形

で努めていただくということで書いてございます。 

 （４）が業務の電子化の推進、ＩＴ化。 

 それから、（５）が外部能力の活用ということで、みずから実施すべき業務と、外部

の専門機関の活用が適当と考えられる業務を精査して、仕分けして、外を使う、外部

の専門機関の活用が適当と考えられるものについては、外部委託を推進をしていくと

いうことを書いてございます。 

 （６）が非常に重要でございまして、業務の効率化ということで書いてございます。 

 一般管理費、それから、業務経費、これを合わせて、特殊要因を除くなんて書いて

ございます。京メカ等、あるいは基盤促等の特殊要因を除いて、新規に追加されるも

のや拡充される分を除いて、平成 24 年度を基準として毎年度平均で前年度比 1.08％の

効率化ということです。５年間では 5.4％になるということでございますが、また新規

に追加されるものや拡充される分は、次の年から 1.08 同じ係数をかけて効率化をして

いくということでございます。 

 こちらは若干詳しめに御説明しますと、第２期との比較で言いますと、２期は、一

般管理費と業務経費、それぞれに目標設定をしておりました。２期では、これは一般
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管理費のほうは、19 年を基準にして 24 年度までにマイナス 15％、業務経費のほうは

同じ期間で５％ということなんですが、今回、第３期は、分けるメリットが余りない

ということで、一緒にして、ほぼ額は一緒の形になるのですけれども、1.08％という

ふうに両方ミックスさせた形での目標設定を５年間ということでさせていただいてご

ざいます。 

 それから、総人件費については、前期は 18 年から 22 年ということで、５年で５％

の減少ということだったのですけれども、法律上の目標があったものですから、そう

いった形で一律やらせていただいたわけでございますが、今回はまだ政府の方針も出

ておりませんので、今回はここには目標設定をせず、必要な措置を講じていくという

記述にとどめているところでございます。 

 17 ページ、（７）随意契約の見直し、それから（８）がコンプライアンスの推進とい

うことで、コンプライアンスの推進のところでは、総務省のさまざまな通知、通達が

ございますが、こういった事項を参考にしていくということ、それから、管理部門の

効率化、内部統制機能の強化というところ、それから、不正事案については、先ほど

申し上げたように、啓蒙の徹底を図って一層強化した取り組みをしていくということ

でございます。 

 ４．財務内容の改善ということで、繰越欠損金の増加の抑制ということで、特に基

盤促事業につきまして、収益・売上納付の回収を引き続き努めるということでござい

ます。 

 （２）自己収入の増加ということで、研究設備の使用の弾力化等々、収益納付制度

の活用等々しまして、自己収入の増加に向けた検討を行っていくということでござい

ます。 

 次のページでございます。（３）資産の売却等引き続き、政府決定を踏まえた措置を

やっていくという話。 

 それから、（４）最後にさまざまなご指摘をいただいているところでございますが、

繰り返しになりますが、交付金債務について、その発生要因を厳格に分析し、減少に

向けた努力を行っていくということで最後締めさせていただいているという形になっ

てございます。 

 以上、少し長くなりましたが、中期目標のご説明として終わります。 

 ありがとうございました。 



 - 16 - 

○岸部会長  ありがとうございます。 

 それでは、先ほどお話したように、中期計画の説明も一緒にしていただいてという

ことを考えております。 

 それでは、その場合は、資料の４と５に基づいた説明をお願いするわけですが、最

初に古川理事長に概要を説明していただいて、それから、東條総務企画部長に説明を

していただくことになっております。よろしくお願いします。 

○古川理事長  ＮＥＤＯの古川でございます。 

 ＮＥＤＯ部会の委員の先生の皆様方には、日ごろから大所高所の視点からご指導い

ただいておりまして、まことにありがとうございます。 

 この第３期中期計画の議論でございますが、昨年の夏から始まったわけでございま

す。先生方には節目、節目にご意見をいただいてまいりました。 

 ただ、その間の政治的日程等々ございまして、従来とは少し違う日程になったわけ

でございますが、その分、経済産業省のご担当の部局の方々と議論を深めることがで

きたのではないか。また、ＮＥＤＯの中でも、何回も理事以上の運営会議というのを

開いていまして、この中で経済産業省の目標を実現するにはどうしたらいいかという

ことを何回も議論してきたわけでございます。 

 そういう意味で、今回のこの中期計画は自信作のつもりでございますけれど、今、

藤原課長からお話がございましたような、第３期中期計画の特徴が３点ございます。

私どももこの特徴といいますか、この３つの項目をいかに具現化するかということを

やってきたわけではございますけれど、また、この概要並びに詳細に関しまして、こ

のあとご説明させていただきますけれども、とにかく私どもは経済産業省の目標を達

成するということで、そのためにどういうオペレーションをするかということを中心

に見てきたわけでございまして、今回のご説明もそれを中心にさせていただきたいと

思います。 

 そういう意味で、少しマクロな方向の議論になるかもしれませんけれど、この概要

なり詳細を総務企画部の東條部長からご説明したいと思います。 

○東條総務企画部長  総務企画部長の東條でございます。 

 お手元に資料４と５がございます。資料５は 80 ページぐらいある相当分厚いものに

なっていますので、藤原課長のほうが目標について相当詳しめにご説明いただいたの

で、うちはそれをなぞりながら、計画としてそれをどういうふうに受けたかというこ
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とを中心にご説明をしたいと思っています。 

 基本的にはパワーポイントの横長の資料４のほうをめくっていただきますと、まず

第３期中期計画の構成と書いてある４ページ目をめくっていただきます。サマリーの

次です。 

 基本的には計画は目標に沿った形になっておりますので、業務の質の向上、これは

業務をしっかりやれということですし、第２番目は業務運営の効率化という形で、効

率化目標を受けた形の書き方になっています。 

 それから、そのあとに目標にはございませんけれども、予算収支計画、資金計画と

いうのが先ほど 1.08％で効率化を図る、こういったようなことを数字に直したものが

後ろのほうに総予算としてついてございまして、そのほか借入金限度額をはじめとし

た会計上の実務的なものが最後にくっつく、こういった構成になっています。 

 基本的には、今後、総務省や財政当局とご議論をしながらセットされるものだと理

解していますので、ここでは１．と２．特に目標を受けて業務のサービス、特に技術

開発についてどういう形で取り組むという形の計画になっているのかということをご

説明しようと思います。 

 次の５ページ目に基本的な私どもが計画をつくるにあたっての方向性という形で書

いています。 

 １つは、言うまでもないことですけれども、中期目標をしっかり反映をして、それ

を実行するということであります。 

 藤原課長のほうから、技術開発マネジメントを中心に、ある種横断的に中に段差を

設けることなく、一体として技術開発をやれということ。 

それから、特に成果、社会実装、こういったところについて５年後ないし３年後の

実用化比率といったような新たな目標設定もちょうだいをしながら、成果あるいは実

用化について、しっかりと身を正して国民の皆様に対してもちゃんと説明責任を果た

していく、これが２点目。 

 ３番目は、特徴ではございませんが、中に海外の機関、特に世界最先端の技術開発

マネジメント機関を目指してということなので、海外のパートナーともしっかりと連

携を強化して、技術開発マネジメントとしての機関としての実をあげなさい、こうい

った目標が設定されたと了解をしています。 

 これについては、計画の中のそれぞれの部分で私どもとして具体的にそれを計画に
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落とし込んだと考えております。その際に、幾つか具体的に目標を実行の実をあげる

上で、私どもが基本的な姿勢として留意をした点がございます。これについては計画

の中で言うと、前文のところに実は４点ぐらい列挙してあるのですが、基本的にはＮ

ＥＤＯに対する期待、特にイノベーションの姿というのが第１期、第２期と変わって

きているということを反映をして、新しい時代の要請に応える形で、以下の４点ない

し５点について特に計画あるいは今後の計画の実行にあたって留意をしたいというこ

とを中で議論をいたしました。 

 １つは技術の性格といいますか、あるいは社会の要請というのがある種の個別の技

術を超えて、技術を複合的に組み合わせたシステム、あるいは総合的な技術開発を行

わなければいけないという点、特にスマートコミュニティであるとか、あるいは新エ

ネルギーの基幹電源としての大量導入、こういったことを考えるときには、１つ太陽

光発電であるとか、風力であるとか、個別技術だけでは足りませんので、これをちゃ

んと系統は吸収をして、かつインフラ投資を最低限に食い止める、こういうことでシ

ステム全体をとらえなければいけない。こういったような要請を肝に命じながら技術

開発を図らなければいけないということです。 

 ２番目は、グローバル競争を意識した技術開発マネジメントということで、これは

ＮＥＤＯが川下の実用化、事業化ということを意識しながら技術開発をやっている当

然の反映でございますけれども、技術開発そのものも競争相手はおりますし、それを

商品化をして社会に実装していく上では産業同士の国際競争はもちろんある。もちろ

ん逆に市場についても国内市場だけではなくて海外市場もあるわけですけれども、こ

ういったグローバル競争、あるいはグローバルマーケット、こういったものを意識を

して技術開発のマネジメントをしっかりやろう、これが２番目です。 

 ３番目は、藤原課長の目標設定のご説明の中にもございましたけれども、実用化は

大事なんだけれども、一方で国の機関として公的な資金を投入をして技術開発をする

という中には、民間が取れないリスクをしっかりとマネジをして、社会的なインパク

トの大きな案件についても果敢に取り組む、こういう姿勢は重要であろう。これのバ

ランスをうまくとっていくということが大事だというのが３点目。 

 そして４番目は、特に先ほど蓄電池のところで、原理究明といったような説明も藤

原課長からございましたけれども、昨今の技術は実用開発と、それからサイエンスの

発見といったものの距離がすごく近くなっている分野、特に材料を含めてありますの
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で、こういった基礎研究に、場合によっては立ち返るような、そういった連携までの

中のプロジェクトの中、あるいはほかの独立行政法人や研究機関の基礎研究部門とう

まく連携をすることによって、そういったところについても手当てをしていく。こう

いうことが大事だ。これはどちらかというと川上にさかのぼる話でございます。 

 最後のイノベーション創出の基盤整備というところは、今度は川下に下りていく話

ですけれども、技術のシーズだけでは必ずしもイノベーションというのは達成されな

い。これは国によってイノベーションを達成するようなメイクシステムというか、社

会のありようというのは国よってさまざまですけれども、いずれにせよ技術シーズを

うまく経済主体が拾いあげて、それを事業化をしていくというプロセス、そこには技

術開発に携わる者だけではなくて、経営層もいれば、資金を提供するファイナンス屋

もいれば、あるいは契約実務を担当する法律家、こういったようなものを含めて全体

の経済社会が成り立っている。こういうところを意識しながら、イノベーションの創

出について、技術開発を核にしながら、そういう付帯的なサービス、あるいは共通の

基盤の提供、情報提供といったようなこともＮＥＤＯとして果たしていけないか。こ

ういった問題意識。 

 以上５点のようなことを中期目標でちょうだいをした大きな３つの要請を実行する

上で、意識をしながら計画に落とし込んでいったということでございます。 

 めくっていただきまして、中核になります技術開発マネジメントについて、大きく

どういう答えを書きましたかということについてご説明しますが、ＰＤＣＡサイクル

の深化、それから技術開発の周辺領域の広がりということで整理をさせていただいて

いますが、ＰＤＣＡについては、藤原課長から詳細に目標についてご説明をいただい

たので、基本的にはそれをなぞった形になっています。 

 立案段階で政府と一体となって取り組むこと、それから、ＮＥＤＯのプロジェクト

の設計、あるいは目標設定について、先ほどの国際競争であるとか、実用化のイメー

ジであるとか、あるいは実用化、商品化の担い手の産業のありようであるとか、こう

いったようなこともしっかり意識をした目標設定管理をする。この中には直接技術開

発の出口がそういった産業主体の顔が見える形でイメージできるものもありますし、

幅広い例えば材料とか、あるいはＩＴの基礎の基盤技術のように、技術の波及効果を

もって社会に貢献していくというような間接的なものもありますが、いずれにせよ、

そういったそれぞれのプロジェクトが何をねらい、どこに出口があって、どんな社会
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的な効果を生むのかということについて個々にしっかり目標設定をし、それを中間評

価、あるいは事後評価、あるいはプロジェクトマネジメントの中で活かしていく。こ

ういったことをしっかりやっていこう、これについては、古川理事長あるいは羽藤副

理事長と新しいマネジメントを迎えて、ＮＥＤＯがここ２年ばかり力を入れて評価部、

あるいは企画部一体となって実行してきたことでございますので、これについて第３

期中期計画期間中については、より一層肝に命じてＰＤＣＡサイクルを回そうという

ことでございます。 

 ３番目は、先ほど開発成果促進制度という予算の途中の組みかえについてのご案内

がございましたけれども、中間評価を外部有識者を入れてしっかり評価を受け、これ

に答えを書いていく形で機動的な見直しをする。必要があれば、年度途中で諸制度を

使って予算の出し入れをしましょうということですし、最後に定量的評価手法の設定

ということで、今まで事業終了時点での実用化見通しを中心にして事後評価をやって

おりましたけれども、これに加えて５年後の実用化実績、これについては 25％という

ある種の基準も示されたので、これを踏まえながら、終了時点での事後評価の基準づ

くり、それから、そのあとの追跡、あるいはフォローアップの支援、こういったもの

につなげていくということであろうと思っています。 

 本来的に言うと、２番目で言った目標設定時の社会的な効果とか、あるいは経済効

果、社会効果、こういったもので定量評価をするほうが実際は望ましいわけで、そう

いった形でＮＥＤＯの追跡評価結果ということも試行的にとりまとめておって、それ

は一番最後にパワーポイントの 21 ページ目にもつけてあるわけですけれども、これに

ついては、まだ全体を集計して目標設定に至るところまで熟度が上がっていないとい

う認識を私どもも持っておりまして、そこを勘案いただいて、25％という形での基準

設定になったと私どもも理解をしているので、これは一方でそういう実用化にしっか

り定量的な手法をもって注力をせよというのと同時に、そういった本来あるような費

用対効果ということについて、なお一層ＮＥＤＯの中で熟度を上げて、こういった評

価手法に最終的にはできるようなところまでこの第３期中期計画中に検討を進めよ、

こういったことだと私どもは了解をしておりまして、そういうことについても併せ取

り組んでいきたい、こう思っています。 

 以上がＰＤＣＡサイクルですが、それに加えて先ほどのイノベーション、あるいは

実用化といったＮＥＤＯの役割というのは関連領域についても広げていこうというの
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が２．でございまして、これは流れで言うと、技術開発マネジメントのその他以下に

分類されているものを実は整理をしているのですが、１つには知財・標準といったも

のの戦略的活用というものを、ＮＥＤＯプロジェクトを起点にしながらこれを促して

いくような、そういった行動というのを実用化の実を上げるためにＮＥＤＯとしても

積極的にやっていこうということで、これについては、先ほど藤原課長からご案内が

あったように、第２期中計期間中、昨年、一昨年に知的財産の管理、マネジメントに

関する基本方針、こういったことでお示しをし、原則としてナショナルプロジェクト

にご参画をいただく方々には、事業開始の前後で、知財の取り扱いに対して一定の方

針を示していただいて、そこの知財の管理方針、運営方針について、ＮＥＤＯとして

も積極的に関与する形で、事業終了後も見据えた知財の取り扱いということを意識を

していただいて合意をしていく。こういったことを始めています。ただ、これについ

ては、ご案内のとおり、技術分野によって知財の性格がさまざまなので、こういった

ものを実例として積み上げながら、最終的にはある種ベンチマークになるような知財

の取り扱いの類型化、あるいは標準化というものに最終的には結実していけば、こう

思っています。 

 それから、標準についてもナショナルプロジェクトの中で必要なものについては基

本計画に書き込むといったこともやっておりますし、先ほどの知財あるいは標準に要

する費用についても、費用計上を必要に応じて認める。こういった形で取り組みを進

めています。 

 ２番目は情報発信の強化という形で掲げているところが中心ですけれども、技術と

産業、あるいは社会の橋渡し役というようなことをＮＥＤＯが積極的にそういう役割

を果たすということも考えよう、もともと戦略技術ロードマップを経済産業省と一緒

になってつくって、そういった意味では、産業界の技術開発のある種ベンチマークを

お示しをしてきたり、あるいは太陽光の日照マップであるとか、あるいは風況マップ

であるような、新エネルギーの導入に役に立つようなツール提供ということもやって

きましたけれども、こういった共通ツールであるとか、あるいは技術の将来展望に関

する共通認識の醸成、それから、先ほどお話にもありました技術開発のマネジメント

についての各種のガイドライン、こういったものを提供しながら、技術が産業あるい

は社会にしっかり根づいていって活用されていく。こういった橋渡しをＮＥＤＯとし

てもお手伝いをするということではなかろうかと思っています。 
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 それから、ベンチャーについては、補正で 100 億円ちょうだいいたしましたけれど

も、そういった資金支援とともに、シーズの発掘、あるいは事業化の主体への橋渡し、

マッチングとか、場合によっては海外市場への進出のお手伝い、こういったことも含

めて、ベンチャーキャピタルや、あるいは経営人材育成に携わっているような諸機関

とも連携をしながら、こういった事業化のベンチャー、あるいはその人材といったと

ころについても引き続きＮＥＤＯとしてしっかりと取り組んでいきたい。 

 最後に国際展開支援と書いてございますのは、これは第２期中計の後半で、スマー

トコミュニティをはじめとしてＮＥＤＯが注力をし、一定の地位を築いてきている部

分ですけれども、これについては特に公的機関としての海外政府機関との連携、こう

いったことを起点にしながら、民間の先導役としてその後の民間の海外進出、海外展

開というのにバトンをつなぐ、こういったことを積極的にやってきておりまして、こ

れについては、中期目標でちょうだいをしたさまざまな課題をこなす中で、こういっ

た国際展開ということでも十分目配りをしていきたい。こう思っているということで

ございます。 

 最後に７ページ目をめくっていただきますと、技術分野については藤原課長に目標

レベルでご説明をいただいたので、全体として別の切り口で見ると、どんなものが第

３期中計で取り組む大きな玉としてありますか。これは例示でございますので、ここ

で漏れているものもたくさんございますけれども、例えばシステム、総合的な技術開

発ということでいうと、先ほどちょっとご紹介しましたけれども、蓄電池や太陽光、

風力、あるいはスマートコミュニティといった個別技術を総合してエネルギーシステ

ムとしてとらえて、政策当局、あるいは産業間のアライアンスというところと働きか

けながら、エネルギーシステム全体、総体としての効率的な技術進展というものを後

押しする。こういう視点を入れていきたい。そういう意味で、エネルギーシステム分

野というのを新たに蓄電池と並ぶ形で書かせていただいて、ＮＥＤＯの中でもエネル

ギーシステムについての部局間連携ということの仕組みをつくっているところであり

ます。 

 それから、昨今のＩＴ、あるいはセンサ・ロボットといったような一般目的技術に

近いようなものと、従来、そういうものが必ずしも浸透していなかった医療、交通、

農業、インフラ、こういった部分に、そういったものの適用領域を見つけながら、必

要な技術開発をお手伝いをし、こういった社会的な課題を解決するような諸領域につ
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いてＮＥＤＯとして十分な手当てをしていくといったようなことも始めていて、ＩＴ

融合については、特にＩＴ融合推進本部という４部共同の新しい連携組織をつくって、

こういったものについて、特にエネルギーとも連携をとりながら、総合的な技術開発

の実を上げていきたいと思っています。 

 それから、技術の新しい未踏技術というか、チャレンジングな技術開発ということ

でいうと、ここでは４つぐらいあげていますけれども、半導体については、ポスト・

シリコン、ポスト・ムーアみたいなところのシリコンカーバイドとか、あるいはガリ

ウムナイトライドとか、あるいはポスト・ムーアであれば３次元積層とか、こういっ

たところの技術開発のプロジェクトが今、パイプラインに入っておりまして、こうい

ったもので次世代半導体について一定の国際的なシェアを取りにいくということを考

えておりますし、それから、ナノ材料については、カーボンナノチューブやグラフェ

ンといった炭素系の新材料についての世界に先がけた実用化を目指すとか、あるいは

空間空隙材料を制御することによる多孔質材料、ＰＣＰとか金属錯体といったような

もの、これは触媒、あるいはそれ自身の機能性といったことで注目をされている。ご

案内のとおりですけれども、こういったものについても早期に製造プロセスも含めて

手当てをすることによって社会に役立てるような形で社会に流し込んでいくといった

ことが展望されますし、燃料電池については、第２期の１つの成果としてエネファー

ムという家庭用の燃料電池を世界に先がけで実用化、商品化に結びつけましたけれど

も、これをさらに発電用というのは大型化をして、発電用のトリプルコンバインドと

いった形で効率化に使う。あるいは水素ステーションといったインフラとうまく歩調

を合わせることによって、水素自動車といったような新しい移動体の燃料の効率化と

いったところに結びつけるというのが第３期中計期間中に形の見える形で出てくると

いうことを期待しています。 

 バイオについてはさまざまございますけれども、１つは再生医療も含めて、こうい

ったものをバイオ技術、あるいは評価技術、こういったものを核にしながら、産業化

という形で支援をしていく、こういったことを考えてございます。 

 それから、最後に国際展開支援については、ここにスマートコミュニティとか、水

とか、クリーンコールテクノロジーとか、医療とか、こういうさまざまなこと、第２

期中計期間中に緒をつけたものが列挙してありますが、これが今、本格展開期に入っ

ていまして、これについては、実際にマーケットメーキング、あるいは各国における
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日本の技術の一定のプレゼンス、こういったものを先導しながら、最終的にはＮＥＤ

Ｏから、あるいは政府が支援する形から、民間主導の事実的な国際展開につないでい

くような、そういうモデルというものを第３期中計期間中を通じて徐々につくってい

ければと思っています。 

 １つの形は、石炭火力について言うと、ＦＳの部分、特に各国の電力、あるいは公

的機関との協議、あるいは口つきが必要なＦＳ部分をＮＥＤＯが引き受けて、その後、

民間が展開する。こういったモデルもあるので、こういったモデルも１つのひな型に

しながら、さまざまな国際実証事業といったものを自立化につなげていくような、そ

ういうトランジションの期間としてこの第３期中計期間を位置づけられればいいかと

思っています。 

 すみません、時間が来たようですので、簡単にこれぐらいにとどめまして、あとは

ご議論の中で個別の詳細についてはお答えをしていくという形で進めていただければ

と思います。 

以上です。 

○岸部会長  ありがとうございました。 

 目標、計画、かなり詳細に説明していただいたという気がします。 

 １時間たったところで、まだ大分時間もございますが、今の目標、計画に関してご

議論いただきたいと思います。加筆したらいいところ、それから、大きな意味で抜け

ているところはないか。それから、本当に日本の将来に役に立つ方向なのか、夢はあ

るのか。いろいろ発想の原点はあるとは思うのですけれども、今は景気も少しよくな

ってきたようですから、チャンスだという気もしないわけではないので、ひとつどう

ぞ何なりと委員の先生方。 

 それから、ＮＥＤＯのあり方、ＮＥＤＯは本当にこれは大丈夫ですか。ものすごく

よくなったというとらえ方でいいのか、そういうことまで含めて遠慮なく、ちょうど

10 年目で大体我々のサイクルも２サイクルで、大体終わりに近づいているところです

ので。 

○松田委員  私は途中から参加させていただきましたが、その間十分効果があった

と思っています。ただし、10 年間でやはり技術で先行し輝いていた製品が、今はビジ

ネスで負けてしまったという研究成果が出ている。これはＮＥＤＯの責任なのか、国

の責任なのか、民間の責任なのかわかりませんけれども、確かにそこまでＮＥＤＯが
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思い至らなかった環境変化が現実として起きているなという気がするわけです。 

そういうことを併せて、中期計画の方針とか目標のところで、今、お話がありまし

たけれども、イノベーションの内容自身が相当変わってきている。それはやはり後進

国がここまでキャッチアップするということを少なくとも 10年前はそんなに予測して

なかったということもあるでしょう。２つの点を指摘したいと思います。１つ目は、

ネットのビジネスや、ＥＭＳのような会社が逆にモノづくりの世界を支配するような

時代になってきた。デジタル化により、コストとスピードが相当変わってきたといえ

ます。逆にＮＥＤＯとして非常に難しいかじ取りだろうと思います。個別企業の深掘

りについては認定したプロジェクトとして実行してきましたが、システム化、総合化

といったときＮＥＤＯプロジェクトとしてどのように現実に取り上げて推進していく

のか。これは文章上、書くということは簡単ですが、個別案件で出てきたときに、仕

組みづくりとか、結局システムというのは仕組みづくりになると思うのですが、そう

いう案件が具体的に申請としてあがったときの認定・審査の仕方ということはどう評

価・審査するか非常に困難であると思います。 

 それから、２つ目は、新技術ではデファクトを取っていかないと結局最終的にビジ

ネス上、市場で勝てないわけです。デファクトをＮＥＤＯとしてこういう方向で取っ

て行こうという議論は、ほとんどありませんでした。ＮＥＤＯとして、あるいは国と

しての発想ベースではなく、やはり民間が事業化との関係で実行することになるのが

現実です。民間の国内競合という問題があり、デファクトを取ろうとする方向性の違

いが調整できないまま、ビジネス上他国に先行されるということが起きたときに、研

究成果を支援したＮＥＤＯとしての差配というのは現実にどうあるべきかの検討も必

要です。 

 それともう１つは、特にデファクトを取りに行くとなると、日本の力だけで勝てる

というわけではない。世界を巻き込むということになると、事前の国際的な共同研究

が不可欠です。国際的な共同研究の場合のスポンサーをＮＥＤＯがやるとして、共同

研究者との関係で知財の管理は、どういうふうに国としてやっていくのかということ

が見えない。知財は、民間企業が、あるいは大学が、共同研究をやろうとしている場

合も非常に大きい問題になります。民間企業の場合はグループ内ということを含めて

しっかり方針が決まっていると思いますが、どうも公的な立場が関係すると、その辺

が不明確である。研究成果を求めるが、成果をどのように活用するかという具体的な
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出口まで考えが至っていない。最終的にせっかくの研究成果がうまく国内企業で活用

できないまま、他の国々、あるいは他の企業にうまくさらわれるということが起きて

くる。事業化のための知財という意識が重要です。 

 いずれにしても、これからの５年計画は極めて重要です。５年経つと団塊の世代が

全員 70 歳を超えるので、日本の人的パワーは５年過ぎると急速に落ちてくる。そうい

うことを考えますと、この５年間の実行スピードはさらに重要になってくる。経済産

業省でうたわれた目標が、ＮＥＤＯの計画にはちゃんと落とし込まれているのですが、

落とし込んでいるプロセスの説明を受けても、個々のプロジェクト案件毎の判断は結

構難しいだろうなという印象を持ちながらお聞きしていました。 

○岸部会長  ありがとうございました。 

 システム化ということが国なりＮＥＤＯがどう対応できるのか、デファクトを入れ

た知財、それの国際的な対応とか、非常に重要な点だと思うのですが、多分難しいと

ころも多いところではあるのですが、これはどういたしましょうか、理事長から。 

○古川理事長  今、２点、非常に重要なご指摘だったと思います。 

 まず最初のお話で、技術で勝っていたのにビジネスで負けているではないかという

こと、いろいろな例、特に太陽光発電などはずっとそれを言われて続けてきているわ

けでございますけれど、太陽光発電に関しましては、先ほどの資料の 13 ページに少し

具体的には書いておりますけれど、これもあくまでとにかく技術で負けないというこ

とで書いてありますけれど、ビジネスという視点で見たときには、まだまだここに書

いてあるだけではなくて、いろんなことを考えてやらなければいけないと思っており

ます。 

 これに対してＮＥＤＯはどうからむかということなんですけれど、これにつきまし

ては、先ほどの５ページに今回の方向性ということで書きました。 

 個別技術に加え、システム的・総合的な技術開発ということと、グローバル競争を

意識した技術開発マネジメント、ここに尽きると思っておりまして、国際的なコンペ

ティターがどういう方向にいっているのか、ビジネスとして、システムとして総合的

なポテンシャルはどうなのかということを、たとえ個別の開発であっても、最初から

そういうことを考えて、我々がきちんと認識しながらオペレーションをし、また、中

間評価等々でフィードバックしていくということしかないのかなと思っておりまして、

そこを徹底してまいりたいなと思っております。 
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 それから、２つ目のデファクトに関して、これまた非常に難しい問題でございます。

これにつきましても、例えばスマートコミュニティなどはＪＳＣＡという国内の関連

企業の方々みんな集まってもらって、コミュニティをつくって、その中で標準化の問

題とか、知財の問題とか議論しております。 

 ですから、そういうような、やはり業界といいますか、メーカーの垣根を超えた取

り組みが日本として絶対必要だなと思っておりまして、それはまだ回りだしたばかり

なんですけれど、これをどうもっていくかというのは１つポイントだと思っています。 

 過去やってきた中で、かなりうまく回っているのではないかなと思うのは蓄電池の

開発でございます。これに関しては本当に競合がものすごく激しいのですけれど、や

はり基礎的な部分に関してはみんなでやろうではないかということで、京都大学を中

心に、そういう名だたる電池メーカーさん皆さん集まっていただいて、基礎的なとこ

ろはとにかくみんなでやって、日本として知財を取ろうよということで、ここはかな

りうまく回ってきて、メーカーの方々にもご理解いただいてきているのではないかな

ということで、こういうのをサクセスストーリーとしてまた横展開をしていければな

と思っています。 

 それから、知財の扱いに関しましては、バイドールに関しましても、世界的にもい

ろいろ見直しがかかっているようにも見えますので、私どもも世界の大きな流れを見

据えながら国内でどうやってやっていくのだ、それで結果として日本の企業の競争力

を上げていくかということがポイントだと思います。 

 知財の問題だとノウハウの問題、それはまた非常に難しいところもございますけれ

ど、そこはメーカーの方々ともいろいろ協議しながら、お互いに悩みながら、何か解

を見つけていければと考えております。 

 以上でございます。 

○岸部会長  ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○末吉委員  ２点申し上げたいと思います。 

 まず最初に、事前のブレストで申し上げたことをいろいろ反映していただいてあり

がとうございました。 

 ２点あるのですけれども、その前に１点、文言のところですけれども、国際的な開

発系を目指すというところに、「国際水準に即した目標を有する」云々機関を目指すと
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書いてあるのですけれども、この目標を有する機関を目指すというのは、目標という

言葉がないといけないということなんでしょうか。単純にいけば、国際水準を有する

技術開発マネジメント機関を目指すというのでいいのではないかなと思うのですけれ

ども、どうしてわざわざ目標を持つ機関にとおっしゃるのかがちょっと意味がわから

ないので。 

 今の松田先生のお話とも重なるのですけれども、私自身も今回のこの長期計画をカ

バーする５年間、これは非常に大きな日本、世界の変化があると思います。ですから、

例えば温暖化のあれにしても、2015 年に新しい枠組みが決まって 2020 年ですし、それ

から、京都議定書を実質出てしまった日本は、カンクン合意の中でも、事実上、非常

に厳しい監視のもとに置かれるというようなことですし、そういったことを裏から見

ると、新しい成長戦略が世界で始まって、例えばグリーン産業をどうしていくのかと

か、そういったことについての新しい競争が始まっていると思います。 

 ですから、国際競争の競争のルールといいますか、何をベースに競争するのかのそ

の土台が大きく転換をしてしまう。そういった今までのような例えば生産性で競争す

るのか、もっと違ったＣＯ２をベースにした競争の生産性で競争するのかとか、非常に

競争の質が変わるような気がするのです。 

 ですから、そういったような今後５年間の時代認識を持つとしたときに、これを何

と表現したらいいのかわからないのですけれども、きょうのこれまでつくってこられ

たこの計画自身は、ある意味では狭義のＮＥＤＯの計画だ、ＮＥＤＯの技術を中心に、

皆さんが日常的におやりになることを、特に技術という言葉を使ってみたときに、非

常に詳しくいろいろ書いてあるのですね。 

 ところが中に幾つか出てくるのですけれども、例えば我が国の経済、社会。社会と

いう言葉がここに出てきますし、先ほどのホームランの話で、渡辺先生がおっしゃっ

たところではそうですけれども、将来の産業社会に大きな影響をもたらし得る技術開

発とすると、その社会という言葉があちこちに幾つか出てくるのですけれども、社会

との連携、関連、例えばどういうような社会を目指すことによって、どういうような

技術が必要になると考えるのか。あるいはおやりになる技術開発を通じて、どういう

社会をもたらしたいと思っているのかとか、技術と社会、皆さんが培っていかれる技

術が社会にどういったインパクトを持つのか、あるいは社会からのどういう要求があ

るから、どういう技術を、どういう分野をどういう具合にしていかなければいけない
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のかという、そういった関連がちょっと見えないのです。 

それは冒頭申し上げましたとおり、ＮＥＤＯの性格上、これだけの人員と予算の非

常に限られた中で、特にテクノロジーというところに重点を置いてありますから、そ

れはそれで一向にかまわないのですけれども、ただ、多少今後５年間の、あるいは今

後 10 年間の変化を予見した場合に、もっと社会との関連、どういう世の中をつくりた

いがために、あるいは世の中どうなっていくから、技術がどういった役割を担わなけ

ればいけないのか、それもあえて広義のＮＥＤＯのアサイメントと考えたとすれば、

広義にＮＥＤＯの置かれる位置づけ、立ち位置をどういう具合に理解すれば、社会と

の接点がより明確になってきて、いわゆる社会の期待に応えられるようになるのか。 

 これはある意味ではＮＥＤＯが考えるのではなくて、政府とあるいは経産省と一体

になってというところに戻っていくのかなという気もするのですけれども、そういっ

たＮＥＤＯの中を見ていったときの計画のあり方については特に私は何も申し上げる

あれは、自信作とおっしゃっていますから、ぜひ実行していただきたいのですけれど

も、それを外から見たときに、外縁的に広がっていったときにどういうことになるの

かなというのをちょっと感じます。 

 それから、先ほどのような時代認識を持つと、この５年間にＮＥＤＯが果たして何

か成果を得るということは、これは日本の社会や産業や経済にとって非常に大きなイ

ンパクトがあると思うのです。 

 ですから、ＮＥＤＯの成果が大きくなればなるほど、ＮＥＤＯの評価が上がるだけ

ではもちろんなくて、日本が本当にいい国になっていく、産業の競争力を持っていく。

そのことが世界に非常に大きなプラスのインパクトを与えていくのだろうと思います

けれども、そうするとやはりこの５年間で相当具体的変化が出てこないといけないだ

ろうと思います。５年間という長期のスパンを見たときに。 

 そうしますと、きょう、読ませていただいた、ご説明いただいたのにこういうこと

をやるぞといろいろ書いてあるのですけれども、例えば 2013 年度、初年度には一体ど

んな変化が起きるのだろうかといったようなことなんかも想像するわけです。ぜひど

ういうような変化が起きるかこれからですけれども、私のお願いとしては、新しいこ

とをやるのをこれからやりますというのはもちろん必要ですけれども、今までやって

おられることを、この新しい視点でぜひ早く見直していく必要があるのではないか。

今、継続の案件をぜひ新しい視点で見直して、例えばリスクを果敢に取るのだという
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ことであれば、その見直しを既存案件の中でも早急にやっていただきたい。そのほう

がやはり初年度からいろいろ大きな変化が目に見えるのではないかと思うのです。 

 ですから、ぜひ新しい基準で今までやっておられる継続案件も含めて早い見直しを

していただいて、切りかえをぜひ初年度からお願いしたいというようなことを感じて

おります。 

 以上です。 

○岸部会長  ありがとうございます。 

○藤原技術振興課長  末吉委員から３点ご指摘いただきましたが、まず簡単なほう

からというか、文言的な話から申し上げると、これは具体的に資料３の２ページにな

ります。 

 ご指摘いただいた「技術開発面で国際水準に即した目標を有する」という言い方で

ございますが、これは前政権の話になってしまうのですけれども、昨年のちょうど今

ごろ、１月に決定をいたしました、要するにおととしから今年にかけまして、独法の

再編に関わる大議論を政府与党内でやってきた中ですけれども、その結論が閣議決定

されています。 

 独立行政法人の事務、事業の見直しといった閣議決定だったと思いますけれども、

その中で、まさに研究開発法人の今後のあり方ということで記述がございまして、そ

こにこういった「国際水準に即した目標を有する研究開発法人」という言い方を、研

究開発法人一般の目標として掲げたものですから、閣議決定の文章を引かせていただ

いたというのがその文言の由来でございまして、今、末吉委員がおっしゃったような

修文も可能でございますが、ご理解をいただきたいと思っております。 

 それから、２番目の点でございますけれども、これはまたＮＥＤＯのほうからも恐

らく補足なり、ご説明があるのかもしれませんが、これもご紹介をちょっとし忘れて

しまったのですけれども、４ページの、これは事前に末吉委員からもそういったご指

摘もいただいておりまして、まだ弱い記述だと思うのですが、プロジェクトの基本計

画をつくる際にというところでございます。企画／実施のａのところです。 

 また、プロジェクトごとにと書いてございます、内外のエネルギー・環境問題をは

じめとする社会的課題の解決への貢献と書いてございます。社会実装という言葉が的

確かどうかわかりませんが、こういったまさに社会にどれだけ技術が浸透するのか、

影響を与えるのかという視点からも、きちんと事前に評価をするべきだということも
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書かせていただいておりまして、少しそういった頭出しも今回はさせていただいてい

るつもりでございます。まだそのあたりの記述、書けばすむという話でもないと思い

ますし、むしろ私ども政府、ＮＥＤＯの意識の問題、これからの実行に向けてどうい

うふうに行っていくかという話かもしれませんけれども、ご指摘の点はよく肝に命じ

てやっていくということではないかと思っております。 

 ３番目のこれから５年間の大きな目標ということですけれども、成果をできるだけ

早く見える化していくという意味におきましては、各年度ごとの事業をどういうふう

に計画し、実施していくか、これは役所もＮＥＤＯも一体となって見ていく必要があ

ると思いますが、これは幸いなことだと思うのですけれども、ＮＥＤＯに関しては、

ほかの研究開発法人と違って、この中にも特徴として書かせていただいておりますが、

継続案件であっても、いつも申し上げているように、予算を毎年、毎年政府内で精査

した上で要求しておりますので、普通の研究開発法人ですと、この中期目標の期間が

終わりますと、かなり非連続な形で次のプロジェクトとなってしまうのです。それが

非常に研究者からしてもしんどいということもあって、繰り越しを制度的にできない

かなんていうことをまた別途要求をさまざまなところでさせていただいている。幸い

なことにＮＥＤＯの場合には、毎年、一種のシャクトリムシみたいに継続案件でも要

求してやっているものですから、非連続性という意味では、そこまで急激な変化にむ

しろさらされないというメリットがあると思っていまして、そういった中で、新しい

視点を入れながら継続プロジェクトについてもきちんとまた新しい視点から実行して

いくということがしやすい立場にあると思いますので、まさに 2013 年度もそういった

形で、継続案件についても、また新しい視点からのプロジェクト管理というのをやっ

ていただく、国もその辺を心して企画していくということだと思っておりますので、

ご期待に沿えるように、一体となって頑張っていきたいと思っております。 

○岸部会長  計画のほうから何か今の点、いかがですか。 

○古川理事長  ただいまの末吉先生のご指摘、全くごもっともだと思います。私ど

もＮＥＤＯは２つのミッションがございまして、エネルギー・環境問題の解決という

ことと、日本の産業の国際競争力の強化ということが大きなミッションで働いてはお

りますけれど、その前提としては、やはり世の中がどう動くか、世界がどう動くか、

例えば国内であれば少子高齢化で悩んでいるわけですけれども、世界全体から見れば

人口爆発で大変な問題になるとか、いろいろな課題が内外にあると思っておりまして、
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常に私ども２つのミッションが働いておりますけれど、その中で世界的な、社会的な

インパクト、国内でのインパクトも勘案しながらやっていかなければいけないと思っ

ております。 

 そういう意味で、科学技術という視点でいえば、国としては科学技術基本計画がご

ざいまして、それに基づいていろいろなオペレーションをされていると思うのですけ

れど、また、エネルギー・環境も計画は今、見直されておりますけれど、そういうも

のとか、いろいろな国の計画がございますけれど、そういうことと整合をとりながら、

今おっしゃられたもっと大きなレベルでの考え方、見方というのはやっていかなけれ

ばいけない。 

 私どもの組織は社会科学的なリサーチのミッションは特に頂いておりませんけれど、

常にそういう見方を一人ひとりがしていかないと、社会、マーケットといいますか、

マーケットの動きに追いついていけないということは私ども十分わかっておりますの

で、そういう手法をしてまいりたいと思います。 

 ご指摘ありがとうございます。 

○岸部会長  ありがとうございます。 

○谷田部委員  つけ足すことは余りないと思うのですけれども、国民に対して提供

するサービスというタイトルがついている以上、やはり一人ひとりの国民というのは

どこに意識されているのかなという、どちらかといえば産業、経済界ということがど

うしても浮かんできてしまうのですけれども、そういった意味でいくと、こちらのス

ライドのほうの 20 ページなんですけれども、第２期中期目標期間中の主な技術開発成

果ということで、ここに出てくるものは大体視察させていただいたもので、視察させ

ていただいたものはやはりうまくいっていたのだなという感じはするのですけれども、

ただ、ここで真ん中のところにエネルギー・環境問題の解決というようなことで、産

業競争力強化に貢献とか、安心・安全構築に貢献となっているのですけれども、今、

ちょうど中国のＰＭ2.5 という問題があって、これでいくと、やはり産業競争力と環境

というのは両立するのかなという感じがものすごく強くして、かつての日本も両立し

てなかったわけだし、今これからどんどん発展していくところ、みんな両立は多分し

ないのだと思うのですけれども、そういった意味でいくと、ＮＥＤＯの責任ではない

のですけれども、こういうことを標榜するとすると、やはりそういう面にも地に足の

ついた部分というのも、これから個別にどんどん出てくるとは思うのですけれども、
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そういうスタンスというものがある程度感じられたほうがいいのではないかなという

気がします。 

 非常に網羅的にうまくいろいろまとめて、ここから全部が出てくるわけではなくて、

もっといいものがどんどん出てくるのだと思いますけれども、そういったスタンスも

ある程度雰囲気としてはこれから必要になってくるのではないかな。直接どうこうし

ろということではないのですけれども、一応コメントとしてよろしくお願いします。 

○岸部会長  ありがとうございました。 

 今のご意見について。 

○藤原技術振興課長  ＮＥＤＯのほうからまたお話があるかもしれませんけれども、

今の情報発信のところ、先ほどちょっと説明をはしょりましたけれども、例えば７ペ

ージのこれまでも先生方にご議論いただいていた点でございますけれども、ＰＲのと

ころでも、産業界のみならず、国民全般に対しということで、ＮＥＤＯの事業により

得られた具体的な技術開発成果の見える化を図るということで、また幅広いソリュー

ションの提供を行う。国民というのを相当意識した形で、国民一人ひとりというとこ

ろを常に意識した行政ないしＮＥＤＯの事業ということでやらせていただくことをま

た今回も目標に再度掲げております。 

 それから、まさに企画段階でも、これももう既にＮＥＤＯが行っている取り組みで

ございますが、４ページでございます。 

 先ほどと同じところですね、また、プロジェクトごとにということで書かせていた

だいておりますが、目標をつくっていく際に、基本計画上の目標でございますけれど

も、一層合理的なものになるように、産業界と学会、外部の専門家の知見のみならず、

幅広く国民からの意見を収集するということで、プロジェクトごとにホームページに

いつも事前に公募前にご提供いただきまして、そこで意見を国民一人ひとりから聴取

できる仕組みを今でもやってございますけれども、そんなことも含めて取り組みをさ

らに強化していくということだと思っております。 

○岸部会長  ありがとうございました。 

 まだいろいろご議論いただきたいと思いますが、本当にこの５年間で状況は変わり

ましたね。中国の爆発的な、例えば鉄鋼生産量が一挙に８倍になってしまったとか、

サムソンのエレクトロニクスとかもいろいろあるのです。ただ、このところ、それよ

り驚いているのが、ＡＳＥＡＮの国がまだまだと思ったのですが、ナノテクの分野で、
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完全にキャッチアップからそろそろ動きだす状況になってきましたね。今年もちょう

ど会議をアジアナノフォーラムなんてやったのですけれども、タイが完全に動きだし

た、マレーシアも結構いいところへ来た、シンガポールはもともと外国人を集めて頑

張るというような、本当にアジアの動きというのは早いなと思うので、今、先生方が

言われたこれからの５年というのは非常に重要な５年になると思うし、アジアという

ものをどう捉えていくかというのは非常に大きな課題になるというのが私の前提なん

です。 

 あとは標準、知財、いろいろお考えいただいているのですが、蓄電池のところなん

かにもよく書かれているとは思うのですが、何もかもできるわけではないのですけれ

ども、やはり経産省やＮＥＤＯが知財戦略と標準戦略、本当に大事にしていかないと

いけないんだという気がしております。 

 内閣府も一時知財とか非常に頑張っていたと思っていたのですが、このごろ閑古鳥

が鳴いたような状態で、これは一体どうなっているのかなというのが心配です。 

 あとはオープンイノベーションというのは、私は経産省から一生懸命教えてもらっ

たと思っているのですが、どういうオープンイノベーションをやっていくかというよ

うな観点、こういうものも非常によく考えないといけないなと思います。いろいろな

外国、産官学、女性の研究者の問題、若い人、年寄りもいろんなものがまざってくる

ような中でのオープンイノベーションを振興するというのは、今後ファンディングエ

ージェンシーの大きな役割ではないかと思うのです。その辺もやはり１つ大きな課題

だと思っています。 

 それから、最後になりますが、研究課題ですけれども、日本は製造業が強いし、も

っととんがらないといけないというのと同時に、やはりいまだに医療、医薬品関係が

弱いので、これは経産省だけでないのは百も承知ですが、どう強調して焦点を当てて

いくかというので、ここの分野の問題は強く意識しないといけないのだろうと思って

います。 

 それと同時に、やはりスパイ活動まで入れて情報という分野を先進国はよほど強く

しないといけないのですけれども、軍事産業が弱い日本でこれは本当に今後どうもっ

ていこうとしているのかというのは非常に気になるところで、今、個々の申し上げた

ことを書き入れてくれということを言っているわけではないのですが、どこかにそう

いうものがやはりバックの精神としてぜひお考えいただければと考えている次第です。 
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 コメント的になってしまいましたが、最後にもう一度、各先生方、お気づきの点が

ございましたら一言お願いして、この中期目標、中期計画作成に資するようにしたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○松田委員  国民へのサービスは重要ですが、本当に国民とは誰か、国民へのサー

ビスの、国民の具体的なイメージというのがなかなか難しいのですが、若い人たちが

活力を出し易い社会という意味で若者を国民と考えます。現実は、高齢社会ですので

ハイコスト国家になります。それをカバーリングするような仕組みづくりをどう構築

するかが国民へのサービスだと考えたときに、実用化事業何％という新たな目標値を

入れたことは、非常にいいと思います。いわゆる特許の件数というよりも、実用化事

業が社会にどう貢献したかというアウトカムが重要です。結局日本発の新しいビジネ

スモデルで収益力が上がり、納税貢献があったかです。しかしどんどん技術が進むと、

雇用創出とは逆のことも起こり、結構バランスを保つのは大変なことです。特にＩＴ

産業の進化と雇用の創出とは、一致しない場合もある。ＮＥＤＯの計画には、国民へ

のサービスと謳いながら納税という問題と雇用という問題を真正面から触れられてい

ないが、実用化事業は、国民へのサービスというイメージを意味しています。実用化

率目標は、雇用と税収という問題解決策の具体化と考えます。国の成長戦略には、雇

用創出と税収確保という２つのキーワードが必ず入ってくる。国家的なプロジェクト

しての研究成果を達成することがＮＥＤＯの基本ミッションですが、雇用と納税には、

あまり触れられていないのが全体計画の中で気になりました。 

○岸部会長  ある種の社会との関わりという部分でもあるのですね。その辺もひと

つよろしくご配慮いただきたいという気がします。 

○末吉委員  今の部会長のお話を伺っていてちょっと思ったのですけれども、そう

いったウオーニングというのは、日本でどこの誰が出すのですか。そういうアサイメ

ントを持った人とか組織があるのでしょうか。これは単なる僕の質問です。 

○岸部会長  私の知る限り、内閣府が今、一生懸命やろうとしているのですが、若

いころの印象だと全部経産省から出てくるのだと思っていたのですけれども、この辺

がちょっと非常にこのところ微妙になっていて、もちろん民間のシンクタンクとか、

そういうところが育っていればいいのですが、これが全部下請けみたいなものばかり

が育っているような気がしていまして、確かに国のあり方の大問題ですね。 

 総合科学技術会議なんていうところも頑張ってほしいと思うのですけれども、しか
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し、ご存じのように、総合科学技術会議は、日本の科学技術の 34％の予算だけを扱っ

ているところなので、決して総合ではないのですね。この辺をどう考えるか。 

○末吉委員  そういった意味で、世界から日本へのプレッシャーがこれからかかる

だろうということで、金融の面でちょっとウォーニング的なお話をさせてください。 

 １つは皆さんご存じのとおり、昨年 11 月末にイギリスがグリーン・インベスメント・

バンクというのを正式に発足させました。これも労働党政権からの懸案事項を保守党

政権が５年ぐらいたって正式に発足しました。 

 グリーン・インベスメント・バンクを発足するにあたって担当大臣が来いと言うの

です。イギリスの経済の再生の中心にグリーン産業を置き、それをグリーン・インベ

スメント・バンクを通じて資金を出していく。それから、少し将来的にはグリーンエ

ナジーにおける、英語でいうとフォアフロントといいますか、最前線ですね、世界の

最前線にイギリスを置くためにグリーン・インベスメント・バンクがお金を入れてい

く。だから直近の経済の再生と、将来的にイギリスをグリーンエナジーで最先端に行

くように金融をつけるためにこの銀行ができました。当然これは今、とりあえずは 30

億ポンドのお金を入れてますから、四千数百億ですけれども、レバレッジをきかせ、

民間を入れると１兆でも２兆でも集まります。そういう話が現実に動きはじめたとい

うことですね。そういったファイナンスは日本では一体どこの誰がイニシアティブを

とってやるのだという話であります。 

 それから、これはもう１つ、全く違う方向からですけれども、今、特に投資や融資

において金融に求められているのは、利益が上がっているから金を出せというだけで

はだめだという話なんです。環境や社会的責任にどう取り組んでいるのか、そういっ

たことへの本業を通じて、そういったことをどうしているのか。しかもそれに関する

情報がちゃんと開示されているのか。それを見て、世界の投資家はどこに投資をする、

どこには投資しませんというような判断をする時代が始まりました。 

 ですから、あえて言えば、日本の企業が今までどおりの財務諸表が強いですという

だけの説明をしていたら、世界のいい投資家は振り向かないという話になります。 

 ですから、そういったことを考えると、では日本の企業が、グリーン産業ないし、

ここで環境やエネルギー、いろんな問題に対応して技術をもって商品化、商業化を始

めようとしても、その情報がうまく出ていかないと、世界の投資家、特に年金基金な

んか株を買わないのではないかと思うのですね。 
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 ですから、こういったことを考えますと、金融１つとっても、世界は全く新しい視

点を持ち始めた、新しい競争が始まっている。だからそのことをＮＥＤＯがこれから

５年間やっていかれることが、言葉でいえば実用化されて、事業化されるプロセスで、

グリーンファイナンスがどういう形で生まれて、それをバックアップしていくのか。

できればリスクマネーも含めて、どういったようなマネーフローをここに、キャピタ

ルフローと言ったほうがいいと思いますけれども、キャピタルフローをつくっていく

のかというのは、私は非常に大きなポイント、側面になるのではないかという気がい

たします。 

 ですから、ここに書けとは申し上げませんけれども、このことが本当に実用化技術

25 あるいは 30％という目標を達成して本当に根づくには、やはり相当早い段階から金

融のバックアップを、キャピタルフローをつくるということが非常に大きなポイント

になるのではないかなという気がいたします。 

 以上です。 

○岸部会長  ちょっと私にはあれですけれども、産業競争力会議とか、経産省とか、

ＮＥＤＯという、今のつながりで、ＮＥＤＯなり経産省から何かお話があれば。 

○川上審議官  非常に根源的な問題意識でご指摘をいただいております。 

 まずこの局面といいますか、ミクロでＮＥＤＯの中期目標、中期計画にということ

でいえば、多分今、お手元に案として配らせていただいて、先生方のコメントもいた

だいて、今、ご審議をいただいているというところがこの時点で書ける、あるいは設

定できることの１つの回答であるということは、残念ながらそういう状況であると思

います。 

 なぜそうなっているかということ、すみません、少しお答えが評論的になり過ぎる

かもしれないのですが、申し上げますと、５年というタームで定期的な目標計画期間

ということで、たまたま今年度末がそこに当たって、来年度から新しい期間というこ

とになっておりますが、そこと政治のサイクルといいますか、政権とは全く切り離さ

れておりますので、ちょうど冒頭にも申し上げましたけれども、新しい政権ができ、

当然国家として何を追求していくか、何を優先課題にしていくかということは、大も

とは政治の選択になりますので、そこがまだ政権発足後１月ちょっとということで、

まさに日本経済再生本部、産業競争力会議というのをはじめとして、官邸を中心に検

討が今、途上であるという状況で、そこが正直言って、まだ確たるものが打ち出され
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ていない。今、それをつくっている途中であるというのが今の状況だと思います。 

 したがって、私どもが経済産業省の立場として申し上げれば、それが明らかになっ

た時点で、当然のことながら、今回、タイミング的にはこの時点で中期目標、中期計

画を定めるわけですけれども、それを踏まえて、この中期計画、中期目標を運用して

いくということが必要になっていくと考えております。 

 少なくとも私が個人的に感じていることを申し上げれば、今、諸先生方からご指摘

をいただいたようなことの問題意識というのは、政治レベルでも共有されつつあるか

なという印象を持っております。 

 例えば産業競争力会議で１月に第１回がありましたけれども、そのときに冒頭に打

ち出されたのは、社会課題をどう解決していくか。そのための優先社会課題は何にす

るか。それを新産業創造プランと称しておりますけれども、そこで提示されているの

は４つございます。１つは健康長寿世界一を目指すということ、もう１つがエネルギ

ー、当然エネルギーの反射効果として環境というのもそこに含まれることになると思

います。３つ目が安全・安心なインフラ、４つ目が地域資源、これは恐らく農業とか、

あるいは地域に根ざす産業の競争力ということと理解をしておりますが、そういうも

のに対して社会的課題の設定をして、それを解決、つまり目標を定めて、それを達成

するためにイノベーションを用い、かつ必要なところについては規制緩和をしていく

ということをやろうではないかという動きが始まっていて、それを総理のご指示によ

れば、６月までに政権として作成をするということが始まっているということだと思

います。 

 そういう意味で、従来のサイエンスコミュニティ、例えば科学技術基本計画とか、

あるいは総合科学技術会議とか、あるいはそれを踏まえた各省庁の研究開発とかとい

う観点で見れば、１つ大きな動きとしては、今、この会議でいろいろご指摘がござい

ましたように、単にこういう技術を開発するのだとか、そういうことだけではなくて、

その結果としてどういう社会的な問題を解決するのだ。それによってどういう市場を

生み出して産業競争力をつけていくのだという、それを人によってはシナリオと呼び

ますし、人によってはストーリーと呼ぶ人もいるかと思いますが、そういう目標を打

ち立てた上で、その達成のために必要なことをどうやるのだということを設計して、

それに取り組んでいって結果を出すという取り組みを政権として掲げる大きな課題に

ついて始めようという取り組みに着手がされている。今の動きはそういうことだと理
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解をしていますので、今年の夏までにそういうものができあげ、つくれというのが総

理のご指示でありますので、それをつくる。できた暁には当然それを頭に置いて私ど

もの政策も行っていくし、当然ＮＥＤＯに行っていただく業務内容もそれに応じて展

開をしていくということではないかと思っております。 

○岸部会長  ありがとうございました。 

○藤原技術振興課長  １点だけ事務的に補足させていただきますけれども、松田先

生のおっしゃっていただいた市場とか雇用の波及効果といいますか、そのあたりの記

述がということですが、まだまだ書き方が足りないかもしれませんけれども、４ペー

ジ、これも先ほど説明は省略したのですが、まさにプロジェクトを企画する際の事前

評価する際の視点ということで、ちょうど４ページの真ん中の段落でございます。ま

た、のところですけれども、市場創出効果、雇用創造効果、恐らく雇用というのはこ

こしか出てこないと思いますけれども、こういったこともすべて意識しながらプロジ

ェクトを企画し、管理していくということは明確にうたってございますので、なかな

か雇用まで書くというのは難しいところはあるのでございますけれども、意識は明確

にしているということはぜひご了解いただければと思っております。 

○岸部会長  それではいかがでしょうか。何か一言。 

○谷田部委員  妄想に近いかもしれないので、コメントということでお願いしたい

のですが、今、松田委員のお話などにもあったように、雇用とかなんか、そういった

ところにどう結びつくのだということでいくと、グローバル化しているということが

前提としてあって、せっかく技術開発したのに海外に出てしまうとか。ですから、企

業の利益になったとしても国益になるのかとか、あるいは国民の利益になるのかとい

うことで考えると、幾ら実用化率が上がっても、全く我々に関係のないところで利益

が出ているのでは何の意味もないということでいけば、少なくとも企業活動を規制す

ることはできないとしても、ＮＥＤＯがマネジメントする中では、そういったことも

ちゃんと評価して、そういった意味合いが強ければ、もう少し予算を余計に回すとか、

そういうことも視点としてこれから本当にグローバル化するという、逆にとればそう

いうことがやはり必要なんだなということをお話を伺っていて感じました。 

○岸部会長  ありがとうございます。 

 まさに今、そういうことがそこかしこで起きているわけですね。 

 新技術、技術を開発するＮＥＤＯのあり方が非常に大きな課題にはなってくるかと
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思いますけれども、それは国の金がどう流れるかと非常に複雑であり重要な視点だと

思います。 

 そういうことで非常にグローバルというか、もう少し大きく全体をとらえたご意見

が最後に提案されたと思います。ただ、ある意味では、そういうこともかなり今回の

目標及び計画に入れ込んであるという言い方もできますが、少し実の本当に実行する

ところでより一層ＮＥＤＯが今のようなご意見を取り入れた形で第３期もおやりいた

だければと期待している次第です。 

 ということで、今までの説明に関して、一応はこの目標、計画は大体これで了承で

きると考えてよろしいでしょうか。ただ、今のような幅広いご意見を、実用で、実行

で本当に活かしていただきたいと一段と考える次第です。 

 それでは、当部会としては、ＮＥＤＯの中期目標案、中期計画案は適当であるとい

うことにさせていただきます。 

 これは２月 20 日、来週、評価委員会で説明をするということになっております。 

 ただ、私はその日ちょうど出張に行っていまして、谷田部先生にお願いするという

ことで、ひとつよろしくお願いします。今のような意見もまたつけ加えてくださって

結構です。これはこれでいいことだと思います。 

 それでは、その他といたしまして、事務局からお願いいたします。 

○藤原技術振興課長  本日は、ご審議ありがとうございました。 

 また、ご了解いただきしてありがとうございました。 

 ご了解いただきましたＮＥＤＯの中期目標、中期計画でございますけれども、今、

部会長からお話がございましたように、来週 20 日の経産省の独立行政法人評価委員会

のほうにご報告をさせていただきたいと思います。 

 私どもから以上でございます。 

○岸部会長  よろしいでしょうか。ＮＥＤＯに対する期待というのは非常に大きい

のだと逆に感じさせられた次第です。 

 それでは、最後にＮＥＤＯより一言ご挨拶をお願いしたいと思います。古川理事長

よろしくお願いします。 

○古川理事長  どうも本日は、大変細かいところまでご指摘いただきまして本当に

ありがとうございました。 

 最後の議論の中で、私もお答えしなければいけない点も幾つかありましたので、簡
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単にお話しさせていただきたいと思いますけれども、谷田部先生からご指摘いただき

ました本当に国民の皆様がどうとらえているか、役に立っているのかということに関

しましては、私もそれを非常に感じていまして、とにかく昨年１年間は広報活動をも

っと強化しようではないかということで、いろいろな成果をこういう局面で出すだけ

ではなくて、マスコミの皆様方にもいろいろ来ていただいてご紹介する。現場に行っ

ていただいて見ていただくということもやってまいりましたので、ぜひＮＨＫさんの

ほうもよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、松田先生のほうから、雇用と納税とか、そういう視点がないではないか。

ごもっともだと思います。私どもＮＥＤＯをインサイドという形でどれだけの効果が

あったということをまとめておりますけれど、今、ご指摘いただいたこの視点で、こ

ういうのをさらに評価するというのは非常に重要だと思います。基本的にはやはり国

内産業強化ということがポイントでございますので、ＮＥＤＯでやったことが海外だ

けで海外のベンダーが強化されるということはやはりそぐわないことと思いますので、

雇用と納税という視点をきちんと考えていきたいと思います。 

 それから、末吉先生からございましたレガシーな財務指標だけでは評価されない時

代になったよということで、これはＮＥＤＯとしてはなかなか難しい話なんですけれ

ども、民間出身のものとして、民を少し擁護させていただくとすれば、確かに財務諸

表だけでは評価されない時代になってきておりまして、最近は、株主総会等では、Ｃ

ＳＲ報告書とか、環境報告書とか、グリーン報告書とか、いろいろ財務諸表プラスア

ルファをお出しして、そういうことで株主の皆様にご理解いただくという努力もして

いるのではないか。ただ、先ほどお話がございましたように、イギリスのグリーン・

インベスメント・バンクのように、ああいう形で非常にアグレッシブにそういう企業

をサポートする、融資するというプレーヤーに対してきちんと見えているかというと、

まだまだ十分でないと思いますので、ＮＥＤＯもそういう視点で考えていく必要もあ

るかなと思いました。 

 それから、部会長からご指摘がございました。情報分野に関してもうちょっと取り

込まないといけないのではないかということで、本当に情報産業というのは世の中の

インフラになってはおるのですけれども、最近、ちょっと元気がないな、もうちょっ

とほかのアプリケーションの産業とともに、それを融合した形でやっていかなければ

いけないのではないか。これは経済産業省の関連部局の皆様方からも昨年、ご指摘い
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ただいて、新しいプロジェクトを、今回、ＩＴ融合という形で起こさせていただいて

いますけれども、まだまだ十分でないと思いますので、もっともっとＩＴの力を活用

する。しかももう世界はソーシャルメディアの時代になってどんどん先にいっている

ということもございますので、それをＮＥＤＯの活動にどう取り込んでいくかという

ことも非常に重要な課題だと思います。 

 ということで、本日は大変示唆に富むご指摘をありがとうございました。 

 前回の１月 23 日でございましたか、ご審議いただいたときに、とにかくＮＥＤＯの

役割は従前に比べて高まっているのではないかというご指摘をいただきまして、それ

をこの目標にも書き込んでいただいたということはＮＥＤＯとしても大変うれしく、

若いメンバーも大変鼓舞されておりますので、とにかくご期待にお応えできるように、

この５年間やってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今日はどうも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。 

 それでは、これでお開きということにさせていただきます。 

――了―― 


