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独立行政法人評価委員会産業技術分科会 

第３４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２６年２月１７日（月） １０：００～１１：１０ 

２．場 所 経済産業省 別館１階 １１４各省庁共用会議室 

３．議 題 

（１）出資業務等追加に伴う新エネルギー・産業技術総合開発機構の中期目標・中期

計画及び業務方法書の変更等について 

（２）独立行政法人改革等に関する最近の動向について 

（３）その他 

出席委員 

  松本部会長、末吉委員、高井委員、谷田部委員 

 

議事内容 

○松本部会長  皆さん、おはようございます。お忙しいところ、お集まりいただき

まして、ありがとうございます。定刻になりましたので、始めさせていただきます。

第34回の独立行政法人評価委員会新エネルギー・産業技術総合開発機構部会というこ

とになります。 

 それでは、議事に入る前に、まず安永審議官からご挨拶いただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○安永審議官  おはようございます。本日はお忙しいところ、またお足元がまだ余

りよろしくないところ、ありがとうございます。 

 本日は、独立行政法人評価委員会産業技術分科会のＮＥＤＯ部会ということでご審

議をお願いしております。中身は、ご案内のとおり、昨年の秋、法律改正がありまし

て、ＮＥＤＯが出資できるようになったことについて、中期目標、中期計画に位置づ

けようということでございます。 

 これについては後ほどご説明があるかと思いますけれども、申し上げておかないと

いけない点が何点かございます。普通、法律改正というのは、ご存じのとおり、日本

では政府がいろいろ企画いたしまして、与党に諮って、そうやって出すと。これを我

々、閣法と呼んでおります。言ってみれば、政府機関、行政の部隊が主に企画すると
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いうところでございます。今回、この法律は実は、ＮＥＤＯ法そのものではなくて、

研究開発力強化法という法律がございます。これは、もともと議員立法、いわゆる国

会議員の有志で立法府の中から出てきた法案でございます。それの改正法ということ

でございます。もちろん政府の中でもしっかり議論いたしましたので、その点では何

ら普通の閣法と同じ位置づけではあるのですけれども、我々、ある意味で、ＮＥＤＯ

が非常にリスクの高い目的基礎研究から企業の事業化の一歩手前の応用研究や開発ま

でという研究開発を支援する機能をもっている中で、なぜエクイティーを出すことが

今までできなかったのかということは、実はかねてから問題意識としてもっておりま

した。今回、図らずも、議員立法にある意味乗る形で、この改正が可能になったわけ

でございます。 

 ちなみに、当省の関係では産総研も出資機能をもつということになっております。

ただし、いろいろな行革等の絡みがありまして、金銭による出資を除くということに

なっております。これは、立法者であります有志の国会議員の先生方も、まずは実績

を積んでからお金の出資なのだろうねということを話しておられました。我々といた

しましては、金銭の出資も含めてニーズが多分にあると。なかんずく産業競争力強化

法という法律の中では、大学の出資も認められておりますので、そういう意味では、

今後発展していく１つの足がかりかなというように位置づけております。 

 いずれにいたしましても、これと並行いたしまして、我々、経済産業省の研究開発

制度、そして、研究開発制度を中心として日本のイノベーションシステムというもの

を真面目に改革しないといけないと。率直にいうと、自分たちの足元、少し疎かにな

っていた部分があるのではないかなということで、産総研もＮＥＤＯもさらに世界か

ら日本の中でまず期待される役割をしっかり果たしていきたいと思っております。 

 今日は、その中の一環として、ＮＥＤＯの出資業務等につきましてご審議いただく

わけでございます。ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。ありがとうござい

ます。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。ポジティブなご挨拶をいただいた

かと思います。出資というのは、そう簡単な話ではないところもあるわけですが、金

銭的な出資は、ＮＥＤＯはやらないということですが、これで国がうまく回るように

なっていけばと思っております。 

 続きまして、事務局から、配付資料の確認をお願いいたします。 
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○牧野技術振興課長  議事次第の４．配付資料一覧とございます。資料１―１、１

―２、１―３、１―４、２―１、２―２、３と。お手元の資料には耳がつけてあろう

かと思いますけれども、それが資料でございます。加えて、参考資料１から４まで付

してございますが、不足があります場合にはお知らせくださればと思います。よろし

ゅうございますでしょうか。 

 それから、続けて申し上げますと、当部会の議事録、配付資料につきましては、従

前から当省のホームページで公表いたしております。本日の部会につきましても同様

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、皆様にもご覧いただくこととさせていた

だきます。 

 以上でございます。 

○松本部会長  よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、議事次第に従いまして、最初の議題に入りたいと思います。ＮＥＤＯの

中期目標、中期計画及び業務方法書の変更についてということです。事務局からご説

明をお願いします。 

○牧野技術振興課長  それでは、初めに、主として資料１―１に基づきましてご説

明申し上げます。 

 安永審議官の挨拶の中でもあらかた触れられましたところでございますけれども、

まず第１に、ＮＥＤＯの業務範囲の変更、出資業務の追加というものがございます。

これは、昨年秋の臨時国会で、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力

の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する

法律の一部を改正する法律、非常に長い法律の名前なのですが、通称、研究開発力強

化法と呼んでございます。この法律が改正されまして、昨年12月、それが成立したと

いうことでございます。 

 改正点は幾つかございますが、ＮＥＤＯに関係する部分といたしまして、２つ目の

ポツのところにございます。研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノベーシ

ョンの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものは、当該研究開発

法人の成果を事業活動において活用しようとする者に対する出資並びに人的及び技術

的援助に関する業務を行うことができるという改正がなされたところでございます。 

 具体的に申し上げますと、研究開発力強化法の改正法の附則の中でＮＥＤＯ法の改
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正が行われまして、ＮＥＤＯの業務として出資業務が追加されることになりました。

これは、安永審議官からも申し上げたとおり、金銭の出資を除くということで決めら

れて、主として想定されておりますのは、研究設備がメインでございます。他に知的

財産権の現物出資というものも考えられるところでございます。 

 法律が改正されて業務が追加される場合には、ＮＥＤＯの中期目標、それから中期

計画を変更する必要が生じます。中期目標と中期計画を変更する場合、中期目標のほ

うは大臣が定め、それから、中期計画のほうはＮＥＤＯが定めて大臣が認可するとい

うことになっておりますが、その手続の中で独法評価委員会の意見を聞くということ

が決められてございますので、本日お諮りする次第でございます。 

 資料１―２をご覧いただけますでしょうか。こちらに中期目標、それから中期計画

の新旧対照表をつけてございます。まさに決まったことをそのまま書いているという

ことでございまして、出資業務を追加すると。ただし、金銭出資を除くということを

目標、それから計画、いずれも新しく追加しているところでございます。 

 出資に関連する中期目標と中期計画の変更については以上でございます。 

 続きまして、資料１―１（２）をご覧いただけますでしょうか。これは、平成25年

度補正予算、先日成立いたしました 5.5兆円というものでございますが、その中でＮ

ＥＤＯに新たに補正予算で措置されたものがございます。具体的に申し上げますと、

研究開発型新事業創出支援プラットフォーム事業をＮＥＤＯ運営交付金として追加し

て交付することになりました。 

 資料１―１を１枚めくっていただきますと、これは補正予算のＰＲ資料と呼んでお

ります説明資料がございます。ここではまだ「要求額」と書いてございますが、補正

予算として 102億円ついてございます。このうちの90億円超が、中小企業の技術開発

を行う場合に助成するという、中小企業者に対する補助金でございます。残りの10億

弱ぐらいで、プラットフォーム事業として、ソフトの支援を中小企業、ベンチャー企

業に対して行いたいと考えてございまして、具体的には右下の絵をご覧いただけます

でしょうか。 

 ＮＥＤＯの中に研究開発型新事業創出支援プラットフォームという、ワンストップ

で支援するためのシステムを設けまして、そこで技術的、あるいはビジネス上の支援

を行いたいと。そのために必要な人材をＮＥＤＯが確保して、外部からの支援要望に

対しいろいろお手伝いをして、これは、ベンチャー企業として世に出ていくもの、あ
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るいは既存の中小企業が新しい技術をベースに新しい事業を興したいというときに、

それをお手伝いするというようなことを考えてございます。こちらは25年度補正でつ

いた事業でございますが、26年度当初でもこのプラットフォームの予算を要求してお

り補正だけでなく、今後もプラットフォームとして続けてまいりたいと考えてござい

ます。 

 資料１―２をご覧いただけますでしょうか。４ページまでが先ほどの出資業務の関

連でございますが、５ページ以下、数字がございます。これは、中期計画のほうでは

予算、それから収支計画が記載されてございまして、今回の補正予算がついたことに

より、これらについて変更する必要が生じているというのが変更点の２点目でござい

ます。こちらについては、まさにその数字 102億円を加えたものである意味、機械的

な変更でございます。 

 それから今後のスケジュールについて、資料１―１に戻っていただき、２ページ目

でございます。本日、この部会でご審議いただきまして、今週金曜日に、いわゆる親

委員会がございます。こちらでご了承をいただき、省内の手続を経て、今年４月１日

に、先ほどの出資業務を定めた法律が施行されるのに合わせて改正ＮＥＤＯ法が施行

され、それに合わせて中期目標、中期計画の変更も、そこからスタートするというの

が今後の予定でございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

 続けて、この関連でＮＥＤＯからご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

○古川理事長  おはようございます。古川でございます。 

 日ごろ、先生方には大所高所からいろいろなご指導をいただいておりまして、誠に

ありがとうございます。このたび、今、安永審議官、牧野課長からご説明がございま

したように、ＮＥＤＯとしても出資が出来るというような状況になりました。したが

いまして、これを私どもの必要な諸規程に落とし込むということが必要でございます。

ということで、具体的には担当理事の中山からご説明させていただきたいと思います

けれども、その前に、私としても、ＮＥＤＯの理事長を引き受けてから、ＮＥＤＯの

中で幾つか、これだけは絶対に指導するということが幾つかあるのですけれども、そ

の１つが投資リターン、これをどう考えるかということを口を酸っぱくして言ってい
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ます。伺いが来るたびに、若い人だろうとベテランだろうと、そういう記述がなけれ

ば全部はね返すと。たとえ１円でも、国民の皆様方の税金を使う限りは、その１円が1

0年後に 100円になるのか１万円になるのかということを常に考える。そういう癖をつ

けるということを徹底して今やっているつもりでございます。 

 今回の出資に関しましては、まさにそれでございまして、ＮＥＤＯの本当の目きき

力、鼻きき力、真価が問われると思っておりまして、そういう形で、具体的にはどう

していくかということをこれからまた考えていかないといけないと思うのですけれど

も、こういう機会を与えてくださいましたので、そういうご期待に応えられるように

やっていきたいと思っております。 

 では、１―３の資料を使いまして、担当理事の中山から、出資業務についてという

ことでご説明したいと思います。 

○中山理事  ＮＥＤＯの中山でございます。よろしくお願いいたします。資料１―

３に沿ってご説明させていただきます。 

 １ページをご覧ください。上の段の真ん中に、今回ご議論いただきます出資につい

て、簡単に法律の規定を抜いてあります。研究開発成果の実用化及びこれによるイノ

ベーションの創出を図るために、金銭による出資を除く出資をするということでござ

います。 

 それで、ここで簡単に、ＮＥＤＯが研究開発成果の実用化のためにどういう施策を

行っているかということについて、概略、幾つかの事業をご説明させていただきます。 

 左上、先ほど牧野課長から資料１―１の別添としてご説明させていただきましたプ

ラットフォーム事業について記載しております。特に技術を事業化する際に直面する

課題に対して助言を行える、専門知識をもった人材のリテインというところをＮＥＤ

Ｏで中心的に担っていきたいと思っています。 

 それから、 102億のうち、今のプラットフォームの人材リテインの10億弱を除く部

分については、実用化に向けての助成だというご説明がございましたけれども、今回

の補正を除いても、これまでも様々な実用化助成を行っているというのが左下でござ

います。 

 それから、下、真ん中に行っていただきまして、様々な展示会、それぞれの技術分

野で特に関心を集める展示会にＮＥＤＯとしてもブースを構え、そこで研究開発成果

を世の中に対して発信するようにしております。これは、その場にいらっしゃる色々
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な方々との間でのマッチングも期待するということで、様々なお手伝いをしていると

ころでございます。 

 それから、右上、実証事業と簡単に書いてあります。例えば海外のマーケットを開

くために、スマートコミュニティーなどは典型ですけれども、国際的な実証と呼んで

いますが、海外で日本の技術の成果を実証し、ショーケースとし、マーケット開拓に

つなげていきたいといった思いの事業も実施しております。 

 それから、標準化については、標準化につなげていくような、例えば認証の手続に

関する研究開発といったものも行っております。 

 それから、ここには書いてありませんけれども、そもそもＮＥＤＯとしてはプロジ

ェクトを立ち上げるときにフォーメーションに始まって、先ほど理事長の古川からあ

りましたとおり、この技術開発プロジェクトを実施することによって、出口、実用化

の場面ではどうなるのだということについて、理事長自ら関心をもって、それぞれの

プロジェクトについて立ち上げているということでございます。 

 それから、２ページ目をご覧ください。出資について、現段階で想定される事例と

いうことで簡単にまとめております。 

 何を出資するかというのが上の部分、四角でございまして、先ほど安永審議官、そ

れから牧野課長からもご説明がありましたとおり、金銭による出資は今回、対象外と

なっていますので、基本的には研究開発資産、設備、あるいは知的財産などを出資す

ることを想定するということになると思っております。 

 具体的にどういった会社に出資していくのかということですけれども、大会社に出

資するというのは、現実問題としては我々は現段階では想定しておりませんで、例え

ば①に書いてありますような研究開発型ベンチャーが事業化していく場面。あるいは、

想定事例②であるような、技術研究組合で得られた研究開発成果をもとに事業化して

いくＳＰＣへの出資。あるいは、海外で先ほど申し上げたような実証を行った後に事

業化していくために作られるＳＰＣ。これは、特に相手国側の官民、日本国側の官民

で、どういった出資構成にしていくかということが議論になったりする場合に、日本

側の公的機関であるＮＥＤＯもこれからは出資が出来るようになったということで、

それも踏まえて個別に判断していくということでございます。 

 ３ページ目でございます。出資業務フローということで、簡単に流れを書かせてい

ただきました。私どもとしては、先ほど理事長からも、普段の助成、委託でもリター
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ンを考えようというご指示があるということでご紹介させていただきましたけれども、

出資については、やはり外部有識者による審査とか、監事を含めたＮＥＤＯ内部での

審査手続もきちんとやっていきたいというように、個別案件ごとにきちんと判断して

いきたいと思っております。それから、出資した会社に対しては、先ほどのプラット

フォーム事業なども組み合わせて、人的・技術的支援というのも適宜行って参りたい

と考えております。 

 ４ページ目以降、これは、法律、それから中期目標、中期計画が具体的にどう変わ

っていくかということでございます。中期目標、中期計画についてどう変わるかは資

料１―２にもございますし、業務方法書がどう変わるかは資料１―４に書いてお配り

しておりますが、簡単に、４ページ目、５ページ目をみていただきますと、まず法律

は、先ほども申し上げましたとおり、実用化及びこれによるイノベーションの創出を

図る、このために出資を行うのだと。今回、この法律では、ＪＳＴ、産総研さん、そ

れからＮＥＤＯについて、こういった業務追加が行われたというのが４ページ目でご

ざいます。 

 それから、５ページ目、中期計画、業務方法書、それぞれ、出資を行う、それから、

出資を行った先に対して人的及び技術的援助を行うといった規定を追加させていただ

くこととしております。 

 私からの説明は、簡単でございますが、以上とさせていただきます。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

 この件、何かご質問等ございませんでしょうか。どうぞ。 

○末吉委員  おはようございます。まず最初に申し上げたいのは、出資業務の追加

自体は大変良いことだと思っております。私自身、かねてから、税金こそハイリスク

をとって、新しいプロジェクトや技術を、あるいはビジネスを進める、そういうこと

をすべきだと強く思っておりましたので、そういった意味での一般論としての出資業

務の追加については、もろ手を挙げて大賛成であります。 

 幾つか申し上げたいのですけれども、まず最初にお尋ねしますが、今回、お金では

ないその他の現物出資ということなのですね。ちょっと教えていただきたいのですけ

れども、現物出資の対象になるのが何で、どれが資本化されるのか。例えば、人的・

技術的援助の業務と書いてありますけれども、これは出資なのでしょうか。それとも

出資にかかわる付随業務としてサービスするということなのか。何が資本金に勘定さ
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れるのでしょうか。 

○牧野技術振興課長  まず、今のご質問にお答えすると、人的及び技術的援助とい

うのは出資ではなく、出資の周辺のソフト援助。出資そのものではございません。 

○末吉委員  実は、ＩＩＲＣという、今、ロンドンから始まった国際統合報告書と

いうのが、これはボランタリーの中で始まっているのですが、そこで資本金が新しく

６つの分野に分かれたのです。 

 それの１つは、従来のフィナンシャル、お金、ここでいう金銭の出資部分ですね。

これが普通の資本金です。それから、ファクトリーで製造装置。これは現物出資に入

ると思います。それから、ヒューマンキャピタル、人的資本金。それから、インテレ

クチュアルキャピタル、知的財産権もキャピタルの１つになると。それから、ソーシ

ャルとナチュラルです。一般論からすると、ソーシャルキャピタルとナチュラルキャ

ピタルが企業の資本金の中に正式に入ってきたと。これは非常に画期的で、ここに意

味があるのですけれども、今日のテーマからすると、ヒューマンとインテレクチュア

ルというのが正式な資本金の位置づけのカテゴリーとして世界的に始まりましたので、

付随業務としてのことで良いのか、それとも人的、あるいはインテレクチュアルのと

ころも、もっと明確に出資業務の対象として資本金化して、先ほどの理事長のお話で

いえば、最終的なリターンのところで金銭的な把握と資本金にしてとるというのが、

世界の流れの中で、よろしいのではないかということを感じております。 

 そこで、それらを申し上げた上で、幾つか意見があるのですけれども、確かに出資

の目利きというのが非常に重要になると思います。これは理事長もおっしゃったので、

私はあえて申し上げませんけれども、一般論として、出資する株主からすると、最初

だけ、入り口だけではなくて、途中経過のモニタリングをどうしていくのか。そのモ

ニタリングの中には、株主行動として、議決権の行使も含めて、どういった株主行動

をとっていくつもりなのか。それが補助金といいますか、差し上げるお金ではないわ

けですから、最終的に私はエグジットというか、出資金の回収が行われるべきだと。

それこそが出資であって、立ち上がりの、あるいは事業がオペレーションに入ってい

くまでの支援をして、そのお金、金銭化された資本金をリサイクルして、また新しい

ものに使っていく。そういう発想も非常に重要なのだと思うのです。 

 ですので、今日申し上げたいのは、人的・技術的支援分も資本金化できないのかと

いう話と、株主行動としてのモニタリングと出口戦略を、特に出資契約の中ではっき
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りと明記していただく。これが最終的には出資の際の判断のところにも大きく影響し

てくるのではないかというような気がいたします。それこそ理事長のおっしゃる投資

リターンの確保というところに意味があるのではないかというような気がいたします。

必ずしも高いリターンということではなくて、リターンを出せる状況にしていく。株

主の責任を果たしていく。まず、そういったことになるのではないかと思います。 

 以上です。 

○松本部会長  それでは、よろしくお願いします。 

○中山理事  お答えいたします。 

 １つ目の点について、ご指摘ありがとうございます。法律上、それから中期計画、

業務方法書は、金銭の出資を除く出資を行うとだけ現段階では書いてありますので、

この段階で可能性を我々で自主的に狭めるということはあまりしておりません。ただ、

現段階で想定しておりますのは、先ほど申し上げたとおり、資料１―３にも書いてあ

りますとおり、研究開発資産の現物と知的財産の出資ですけれども、あとはＩＩＲＣ

の議論はすみません、私、詳しく存じ上げませんが、そういったところの議論等も踏

まえまして、財務諸表上、きちんとした扱いができれば、当然、選択肢として検討し

て参りたいと考えております。 

 それから、エグジットの前に、まず株主としてどういった権利行使を行うかという

ことなのです。言うまでもなく、実用化され、かつ利益が上がるようになってくれば、

配当を受け取るというところが基本なのですけれども、議決権を行使して経営、ある

いは議決権の行使を背景として経営にどの程度助言していくかということについては、

先ほど牧野課長が申し上げましたとおり、出資した対象の会社に対して技術的助言を

含めたことは行っていこうと思っていますが、株主として具体的にどういったことを

やっていかなければいけないのかというのはケース・バイ・ケースだと思っています。 

例えば、不祥事があったので、色々なことをということであれば、当然、議決権も

行使して、それを正していかなければいけませんし、純粋経営判断だと思うところは、

やり過ぎてもいけないということもあるでしょうから、バランスをとりながら権利行

使を考えていくということになろうかと思います。 

 それから、出口戦略については、今申し上げましたような不祥事があったという場

合は、当然、売却も含めて検討することになりますし、それから、そもそも事業に成

功した、ビジネスとして軌道に乗ってきたということであれば、当然、出口に出てい
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くということになりますし、逆に事業化の見通しが絶たれたということになれば、ま

たこれも出口に向かうということだと思いますが、個別にそれをどういう手続で判断

していくかというのは、まさに今後検討して参りたいと思っております。 

○松本部会長  いかがでしょうか。どうぞ、続けてお願いします。 

○末吉委員  ぜひ理事が今おっしゃったようなことを行っていただきたいのですけ

れども、変な言い方をしますと、多分、出口戦略というのは、３年後、あるいは５年

後とか、もうちょっと時間がかかると思いますので、当事者がどんどん異動になる可

能性もあるので、いろいろな意味で、出資契約の中にでき得る限り書き込んでいくと

いうことをしていただくことが、両方に対する規律を求めるといいますか、共通の理

解を深めていくということに良いのではないかと思います。法律の文言の非常に広い

意味のものを、個別具体的にいろいろなケースを想定しながら、出資契約のつくり方

をぜひよろしくお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

○中山理事  承知いたしました。 

○松本部会長  ありがとうございます。ほかにご質問……どうぞ。 

○谷田部委員  資料１―３の２ページのところですけれども、想定事例の①と②で

いうと、②の場合には、ＮＥＤＯで研究開発事業を行って、その延長線上として、あ

る会社に出資するということでよろしいのでしょうか。それから、①のほうは、研究

成果を行いたいということになったときに、その研究開発で使った装置をそのまま貸

し出すとか、そのような想定なのでしょうか。今までこれが出来なかったのか、出来

たのかということと、装置を出資として出すというのは何となくわかるのですけれど

も、具体的に今後こういったことが実際に行われる予定があるのかないのかというこ

とも、できれば伺いたいのですが。 

○中山理事  想定事例①と②の関係は、①は、既にもう企業があって、いわゆる研

究開発ベンチャーとして、研究開発を私どもから支援していたようなベンチャー企業

が、いよいよその研究開発成果を使って実用化していくという場合に、規模の小さい

企業に対して、試験研究設備として研究開発段階で使っていたものをそのまま出資し

て、我々が株式をいただくというケースを想定しています。２番目のほうは、技術研

究組合で研究開発を行っていて、通常であれば、試験研究開発設備についても知的財

産についても１回何らかの形で処理されて、それぞれの会員企業で開発をされるよう
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な場合、あるいはまた会員企業がそこで得られた成果を持ち寄って事業会社を特別に

つくって立ち上げるような場合があると思いますけれども、特別に事業会社を新たに

立ち上げるような場合に、ＮＥＤＯからそのまま直接、試験研究用に使われた設備を

出資することを想定しているということで、①と②の違いは、むしろ、もともと会社

があったのか、改めてＳＰＣをつくるのかというところの差で書き分けております。 

 具体的に今、想定しているのかということでございますが、今この瞬間、この会社

に出資するということで準備を進めているところは、まだ具体化はしていないという

ことでございます。 

○谷田部委員  今、具体的なことといったのは、要するに、実際にＮＥＤＯとして

の事業が終わってしまっていると、装置も当然処分されてしまうということになると

思うのです。そうすると、いざ装置を出資しようとしても、それがないというような

ことも起こり得ると思うのですけれども。 

○中山理事  委託の場合は、ＮＥＤＯ側に研究開発資産というか設備の保有権がご

ざいまして、通常の場合は有償でお譲りするというケースが多いのですけれども、そ

れ以外に出資という選択肢が今回増えたとご理解いただければと思います。 

○谷田部委員  それは、資金、お金を装置代として提供するというようなこととは

違うのでしょうか。何かすごく似ている感じがするのですけれども。 

○中山理事  通常の場合は有償譲渡ということで、キャッシュをＮＥＤＯとしてい

ただいて、研究開発資産の所有権を移しかえるといいますか、そのまま使っていただ

くということですけれども、この場合は、むしろ、キャッシュをいただくのではなく

て株券をいただくと。もの凄く単純化していえば、そういうことになると思います。 

○谷田部委員  これによって今まで出来なかった実用化が、可能になるって、今で

も可能だと思うのですけれども、より強化されるということでよろしいのでしょうか。 

○中山理事  選択肢は増えますので、例えばキャッシュの調達でいろいろな支障を

感じていらっしゃるような方とか、いろいろな個別の会社の事情に応じて一番いいや

り方を選択できるようになるので、選択肢が増えるということで、いろいろな会社の

事情に応じてやり方を選択できるようになるということで、メリットがあると我々は

考えております。 

○安永審議官  今、谷田部委員からご指摘のあった点は、我々もいろいろ議論した

ところなのですけれども、１つは、想定事例①でいきますと、例えば今までＮＥＤＯ
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のプロジェクトに入っている会社、やはりどうしても大企業が中心になります。例外

的にロボットとバイオですと、大学発ベンチャー系が結構入っているのですけれども、

やはり大企業が中心だと。ところが、我々、イノベーションを促進するのに、例えば

カーブアウトで会社から新しく法人を切り出していただくというようなことのほうが

有効な場合が多々あり得るわけですけれども、そういうのを考えた場合にも、想定事

例①のような形で、ＮＥＤＯが出資者、つまり、会社のオリジネーターとしてやって

いくということは、例えば一定のお墨つきの効果もあるし、それから、国としてイノ

ベーションを推進するのだという意思を示すことになりますので、これは１つの有効

な選択肢ではないかということでございます。 

 おっしゃったように、これだけで出来るわけではないので、ＮＥＤＯもいろいろな

機能を強化していこうということを考えているわけでございます。 

○松本部会長  どうぞ。 

○末吉委員  今のに関連してですが、どんなにいい制度をつくっても、すごく志の

高い使い方と志の悪い使い方があると思うのです。志の悪いというのが、谷田部委員

がご心配になっているように、本当はくれるというのを、いや、出資にしますからと

いうようなレベルの話があると思うのですけれども、この改定が目指している実用化

とイノベーションを本当にやろうとしたら、私などが想像する志の高い使い方は、こ

ういうものをつくろうということをかなり早くからマッチングでいろいろ議論されて、

むしろ、金銭の出資が一番いいと私は思うのですが、それができないのであれば、Ｎ

ＥＤＯの予算でいろいろやられて、その成果を現物出資するというような、長いライ

フサイクルのストーリーをつくって、例えばこの制度を活用していくとか、そのよう

なことが何か可能なのではないかなと私は思いますので、ぜひ、目的により近づくよ

うな志の高い使い方をするにはどうしたらいいのかですよね。 

○松本部会長  そうですね。制度として、まだ十分動いている話ではないので、極

めて実験的な試みだと思いますけれども、ほかにございませんか。高井先生、どうぞ。 

○高井委員  先ほどから出ています想定事例①の件について確認させていただきた

いことがございます。どういう企業をベンチャー企業と定義しているのか。資料１―

１のほうでは、これは、補正予算の件なので、ちょっと違うかもしれませんが、「研究

開発型の中小・ベンチャー企業等」という記述があって、ＮＥＤＯとして行うときに

は、ここでは中小さんは入れないで、純粋に大学発ベンチャーのような企業さんを対
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象とした出資を考えていらっしゃるのかというところが一点。 

 もう一点が、資料１―３のところで、１枚目の実証事業のところに、「新しいマーケ

ットを切り開く『日本発』の新技術を世界へ発信」とありますけれども、新しいマー

ケットを日本でつくるということもあるかと思うのです。それに対してはどのような

取り組みがされているのかというところをお伺いしたいと思います。 

○松本部会長  では、お願いします。 

○中山理事  まず、２番目の点については、新しいマーケットというのは、例えば、

むしろ、ここでは地理的な意味での新しいマーケットを念頭に置いているところがあ

ります。まだこの国では、スマートコミュニティーと我々が称しているような技術は

使われていないといった場合に、ショーケースをつくって、いろいろな技術的環境が

違う国でも日本にある技術が動くかどうかを確認して、そのマーケットで日本のすぐ

れた技術を使っていただくということを特に念頭に置いておりました。だから、そう

いう意味では、おっしゃるとおり、ＮＥＤＯは新しい成果を求めて研究開発をいろい

ろお手伝いしていますので、そういったものが技術的な意味で新しいマーケットにつ

ながるというのは、そもそもＮＥＤＯとしては、もちろんそういったものは常に意識

しながら仕事を進めているということだと思います。 

 それから、１つ目については、きちんとしたお答えになっているかどうかというこ

となのですけれども、２ページ目で想定事例として書かせていただきましたのは、ま

さに想定事例ということでございまして、ケース・バイ・ケースで、まさに志の高い

方で、出資させていただいた方が、実用化、その後のイノベーションに向けていい効

果が期待出来るだろうというところを選んでいきたいということでございますので、

たまたま大企業そのものは出資はちょっと考えにくいかなということで、すみません、

先ほど私の説明が拙くて安永審議官に補足していただきましたが、大企業からのカー

ブアウトとか、大学発ベンチャーも含めて、そういったところに出資が求められると

いうのが典型的に想定されるケースかなと。あるいは技組からの組織変更、あるいは

海外実証後のＳＰＣ、この辺が今の段階で典型的に想定されることかなということで、

制度的にいろいろなものを今の段階で排除しようという意図ではございませんので、

ご理解いただければと思います。 

○倉田副理事長  ３人の委員の方々から幾つかご質問いただきまして、補足させて

いただきますと、ご案内のとおり、ＮＥＤＯは研究開発のサポート機関です。ただし、
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我々が目指すものは、研究開発の成果をいかに社会にもっていくかということがあり

まして、もちろん日本の税金を使っているわけですから、日本の企業の成果が社会、

それは日本国内のみんなの世界にもっていけたらいいなと思っています。 

 今回、様々な方のご努力で出資、要は金銭の出資を除く出資が認められ、それから、

さらに言えば、パッケージというわけではないのですが、プラットフォーム機能とい

うこともご説明させていただきました。このプラットフォーム機能というのは、逆に

いえば、私の理解では、もちろんこれまで、まさに現役の間といいますか、ＮＥＤＯ

のさまざまなサポートを研究開発の推進という形で受けている期間にとどまらず、そ

の結果、我々としては、いかに社会にもっていっていただくかということなので、あ

る種、卒業した後も出口を目指して、さまざまな形で支援したいと。むしろ、この出

資というのも、その一環であろうかと思います。当然、そこには社会的責任も伴うと

思いますし、これはまさに末吉委員のおっしゃったとおりではないかと思います。 

 もちろん我々が支援する対象は、必ずしも中小企業、ベンチャーに限ったわけでは

ございませんけれども、現実的なニーズを考えれば、中小企業ベンチャーというのは、

強いていえば中小企業の中で比較的新しい技術オリエンテッドなという意味合いで使

っているわけですが、別にそれはベンチャーだけに限定されるわけではないわけです

けれども、そういう方々に対してどんな支援をしていくかということを、まさにスト

ーリーを念頭に置いて真剣に考えています。 

 ただ、もちろん、これ、実は考えてみたら、日本、政府を含めて、この20年間、さ

まざまなところで、大学も含めたところで見直されてきたわけでありまして、必ずし

も全てがうまくいくわけではないので、非常に難しい課題だと思っています。 

 ただ、ＮＥＤＯがＮＥＤＯとして、ある種、課せられた役割を果たしていく上では、

この部分は避けて通れない道でありまして、特に今こそ日本で求められていると思い

ます。ですから、３人の先生方からいただいた指摘は全くごもっともだと思います。

その視点に沿って、ＮＥＤＯとしてストーリーをもち、さまざまな選択肢の中で最適

と思える支援を、これからも新しい役割を含めて考えていきたい。これが今回お諮り

する最大の言いたかったことであります。どうもありがとうございます。 

○末吉委員  副理事長、どうもありがとうございます。ぜひそうお願いします。 

 最後に１つだけ。聞き忘れていたので。装置とか知財の出資をされるわけですけれ

ども、その出資額というか、評価はどうされるのでしょうか。ＮＥＤＯのバランスシ
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ートの価格でいくのでしょうか。それともプラスになって出るのでしょうか。マイナ

スなのでしょうか。その辺のところをちょっと教えてください。 

○倉田副理事長  そこを今、実は中でまさに議論しているのですが、普通に考える

と、装置でいけば取得価格があって、それが減価償却して、基本的にはほとんど研究

開発資産なので、出資する段階での簿価でまずは計上するのかなと。ただし、それは

当然、出資させていただく相手方との中で幾ら換算をしますかということを、株式で

取得するのであれば想定しなければいけないので、そのときに決めた時価といいます

か、株式時価を財務諸表上はＮＥＤＯの資産として計上することになろうかと思いま

す。ただし、これが年を経て、ＮＥＤＯの財表上での価値を減じていくのか、増やし

ていくのかというのは、上場されていなければ客観的な数字はないので、それは今で

も普通の資産評価に倣い、普通は１回計上した簿価をそのまま維持するのかなと思っ

ていますけれども、そこは幾つか選択肢があって、そのような方式をとると思います

が、今はまだ検討の段階です。基本的な考え方は一緒だと思います。 

○松本部会長  ほかにいかがでしょうか。考えれば考えるほど、なかなか難しいプ

ログラムだと思ってしまいますけれども。私は余り質問してはあれなのですけれども、

一応、補助金を差し上げていたところが母体になるということを想定しておられるの

ですよね。例えばＮＥＤＯがもっておられる全く関係ない、例えば高井先生がＮＥＤ

Ｏとやっていて、私が非常に興味をもって、あそこにあるものを出資してくださいと。

ＮＥＤＯがもっている別の知財も一緒にやらせてくださいというようなことも可能な

のですか。 

○倉田副理事長  もちろん概念的にはありだろうと思っています。ただ、バイドー

ル方式によって、ＮＥＤＯが今この瞬間は特許をもつことがあまりないので、先生が

おっしゃったようなことが事実としてすぐに想定し得るかというと、必ずしもそうは

ならないだろうと思います。 

○松本部会長  それから、人的支援といったときに、多分、社外取締役に入るとか、

支援の仕方はいろいろあると思うのですけれども、その人のコストをもって出資して

いると思うのか、人的支援のあり方の計算の仕方、出資だという考え方はどのように

整理されているのでしょう。 

○中山理事  今の段階でプラットフォームとかでご説明したのは、むしろ、もうＮ

ＥＤＯのほうで専門人材をリテインして、その方からの助言をさせていただくという
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のを典型的に想定しています。 

 それで、先ほど末吉委員からご指摘のあったＩＩＲＣのところは、法律上も、それ

から業務方法上も金銭出資以外の出資が出来るということですので、制度上は排除さ

れていませんが、まさに財務諸表上、どういう評価が出来るかということですので、

私どもとして勉強させていただいて、きちんとした評価方法とか、ご説明できるよう

でしたら、そこについても今後の検討対象としていきたいと思っております。 

○倉田副理事長  もう一個言うと、若干砕けた言い方をすると、ＮＥＤＯの中で、

ある事業分野があって、そこに関して、極めてマーケットにも技術にも精通している

ような知見者がいて、実質的に支援が出来るのであれば、それはもちろん支援をいた

だかなければだめですし、それがアドバイスという形になるのか、もう一歩踏み込ん

で中に入っていく。それは概念としてあると思いますが、残念ながらというか、非常

に広い範囲にわたってみれば、それは外部人材で適切な人をうまくはめていくことの

方が実態的には支援になる可能性は高いと思っています。ですから、逆にいうと、Ｎ

ＥＤＯの中で、全ての分野は無理だと思いますが、特定分野に関してそういう能力を

ＮＥＤＯ自身がもつということは、まさに我々としての課題だろうと思っていますが、

今、現状、特にないので、ただ、むしろ、最適な人材なり支援を、リソースをどのよ

うに組み合わせて支援させるかというリアリティーのある問題に現実にはなると思い

ます。 

○松本部会長  むしろ、どこかほかのベンチャーファンドとのコンビネーションな

どというほうがフィージビリティーは高いのでしょうね。 

○倉田副理事長  全くそのとおりだと思います。 

○松本部会長  それから、いわゆるベンチャーというのは、大体うまくいかないと

いうのが大方の考え方なのだけれども、店じまいのやり方というのはどのように考え

るのでしょう。 

○中山理事  先ほど少しだけご説明しましたけれども、基本的には事業がうまくい

ってビジネスの軌道に乗った場合、それから、ビジネスの軌道に乗せることが難しい

ことがはっきりしてきた場合は、いずれにせよ、もう引き揚げるということだと思っ

ています。そこは、基本的考え方はきちんと明らかにした上で、ケース・バイ・ケー

スなので、どこまで具体的な基準にできるかどうかわかりませんけれども、ある程度、

我々としてもきちんとエグジット出来るようにルールを考えていかなければいけない
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ということで、産総研さんとも同じ悩みを共有していると思っていますので、そうい

ったあたりはお役所にも相談しながら、ルールを出来るだけきちんと決めていきたい

なと思っています。 

○松本部会長  どうぞ。 

○末吉委員  ビジネスマッチングといいますか、ニーズとＮＥＤＯがお持ちになっ

ているもののマッチングというのは、何か特別な方法とかあるのでしょうか。 

○倉田副理事長  実は我々、日常的に様々にベンチャーライクな企業の方と接触さ

せていただいていると、もちろんＮＥＤＯ支援機関でお金で支援してもらうのは大変

ありがたいのだけれども、自分たちの成果をエンジェルといいますか、ＶＣといいま

すか、そういう方々に、かなりの時間をとって、きちっと聞いてもらえる機会をつく

ってもらうようなことはものすごくありがたいということは、かなりの皆さんがおっ

しゃいます。 

 それで、事実、ＮＥＤＯとしては今、そういう機会もつくっていますし、それは先

ほどこの中で幾つか事例が出たような展示会という場だけではなくて、ＮＥＤＯだけ

で研究成果の発表会みたいなものを行い、それから、そこにＶＣの方を呼んで聞いて

いただく機会をつくっています。それだけではなくて、実は変な話、そういうプレゼ

ンの仕方を指導するといったらおこがましいのですけれども、そういうプロに頼んで、

それも海外の支援者であるとか国内の支援者に対してということも含めて練習もして

もらっていて、まさに結果として、それはマッチングの一部を担っていると思います

が、そのようなことに関して、事実、今、やっています。企業の方からは、特にベン

チャー企業の方からは、そういう機会を大変ありがたがられていますので、先ほどプ

ラットフォームという話が出ましたけれども、そうした中では、そういう取り組み活

動も充実していくというのは、ＮＥＤＯとしての役割を生かす１つの方法かなと思っ

ています。 

○末吉委員  できるだけ、出資希望プロジェクトとか、企業の母集団を大きくして、

同じ知財でも競合が起きて、より高くというか、よりフィージビリティーの高いとこ

ろにそれが行くような。言うのは簡単ですけれども、一応、仕組みとしてとか、こう

いうことが提供できるよというのをできるだけ多くの人に知ってもらうという公平感

も、ぜひ保つようにと思います。 

○松本部会長  いかがでしょうか。かなり密な議論をいただいたかと思いますが、
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それでは、中期目標、中期計画及び業務方法書の変更につきまして、この部会として

了承して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。 

 それでは、ＮＥＤＯの第３期中期目標、中期計画の変更案につきましては、２月21

日に開催されます親委員会のほうに本部会の了承事項として――本当は私、出席しな

いといけないのですが、出られませんので、谷田部委員から報告させていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 また、親委員会における審議及び財務省との協議の結果、今後、修正が出てまいり

ました場合は、大きな修正がない限りは、部会長の一任とさせていただければと思い

ます。 

     （「異議なし」の声あり） 

よろしくお願いします。 

 では、議題の２ですが、説明をお願いいたします。 

○牧野技術振興課長  資料２―１に基づきまして、「『独立行政法人改革等に関する

基本的な方針』について」というものをご説明申し上げます。 

 こちらは昨年12月に閣議決定されたものでございます。独立行政法人制度ができま

してから10年を超え、いいところもあり、悪いところもありということで、特にここ

数年はいろいろな制度改革の議論がされ、具体的な案も出てきたけれども、実行に至

っていないということでございました。昨年の後半に、また改めて政府内で制度見直

し、それから組織見直しの議論が集中的に行われて、その成案が出たものでございま

す。この案に基づきまして、今行われている通常国会で独立行政法人通則法の改正法

案が提出され、それが可決されましたら、来年４月１日から新たな独法制度がスター

トするということでございます。 

 簡単にご説明させていただきますと、１ページ、まず制度見直しでございます。 

 １つは、主務大臣による明確なミッションを付与するということ。それから、それ

ぞれの法人における自律性、自主性を最大限機能させるということ。特に「それぞれ

の法人における」ということについて、下の四角の中の①、業務の特性に応じた法人

の分類を行うことになってございます。今まで、単に独立行政法人として１つの類型

だけございましたが、今回の制度見直しにより法人を３分類するということにしてご
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ざいます。 

 １つ目が中期目標管理型の法人。これは、今行われているようなものなのですが、

中期的な目標管理（３～５年）によって業務を行う法人でございます。例として住宅

金融支援機構と挙げられておりますが、例えば経産省でいいますとＪＥＴＲＯとか、

そういったところもこれに該当いたします。 

 ２つ目に、単年度管理型でございます。これは、造幣局の例が非常に典型的でござ

いまして、役所がやっていたものを独法で実施するというのを、公務員身分を付与し

た上で毎年毎年きちんとやっていこうというものでございます。 

 ３つ目が、ＮＥＤＯもこれに入るのですが、研究開発型の法人をつくります。独法

というと、どうしても効率化ということがずっと言われていたわけですが、研究開発

を行う法人については、効率化と合わせて研究開発成果の最大化を目的として、きち

んと明示すべきであるという議論がございます。それと合わせて中長期的な目標管理

をこれも３年とか５年では研究開発の成果を出すには短いのではないかという議論も

踏まえて、最大７年の目標期間を付することになってございます。 

 ②が主務大臣による効率的かつ実効性の高い目標と評価でございまして、目標は、

本日議論いただいたとおり、主務大臣が定めるものでございますが、評価につきまし

ては、今まさにこの場でございます独法評価委員会でやってきているところでござい

ます。今回、主務大臣がみずから評価を行うという制度に移行する予定でございます。 

 一方、ここにはちょっと書いてございませんが、研究開発型の法人については、別

途、各省に研究開発審議会というものを設けて、そこで独法による研究開発業務につ

いて意見をいう場が設定される予定でございます。 

 それから、③として、ガバナンスの強化をするということと、④として、予算執行

の弾力化、その裏返しとしての説明責任、透明性の向上ということを書いてございま

す。独法は今まで、やや硬直的な運用がなされていたと言われているところでござい

まして、例えばそこの２つ目、年俸制を含めた業績給など柔軟な給与を促進するとい

うことでありますとか、契約の中身でございますが、特殊で専門的な機器の調達で相

手方が特定される場合など随意契約によることができるケースを明確化し、調達を合

理化するというようなやり方を導入するなど、業務の柔軟な運用ができるように改正

するところでございます。 

 １枚めくっていただきまして、組織の見直しについてでございます。 
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 今までの議論では、ある意味、数合わせ的な議論がなされていた時期もございまし

たが、今回は数合わせのための組織いじりではなく、真に政策実施機能の強化に資す

る統廃合のみを実施するということでございまして、ここにございますような統廃合

がなされるところでございます。 

 ＮＥＤＯについては、ご案内のとおり、過去も、それから今回も、特に統廃合の対

象とされることなく、ＮＥＤＯとして存続するということでございます。 

 最後のページでございます。 

 研究開発法人という類型をつくることになってございまして、真ん中の緑色の部分

が独立行政法人の中の研究開発法人でございます。今後、名称が国立研究開発法人と

いう名前をつけることになってございます。それが１点。 

 もう１つは、右側に「別法の定めるルール」とございまして、研究開発法人の中で

も世界最高水準の成果を目指すものについては、特定国立研究開発法人として、内閣

総理大臣、要は総合科学技術会議でございますが、そこの関与を強める形で、今、制

度設計の議論がされております。ただ、特定国立研究開発法人は、非常に少ない数の

ものがこれに該当することになりそうでございまして、どういう基準でこれを選ぶか

とか、具体的にどれがそうなるかということについては、これから議論が進む予定で

ございます。 

 もう１つ、最後に、制度見直しの中では、各独立行政法人について講ずべき措置と

いうのがそれぞれ書かれてございまして、一番下にございますが、ＮＥＤＯについて

は、１つは、研究開発型の法人としますということ。２つ目は、いわゆる日本版ＮＩ

Ｈの議論でございますが、これができた場合には、医療分野の研究開発に係る機能は

そちらに移管するということ。それから、３つ目については、特に大きなお金を扱う

機関でございますので、きっちりと不正防止策をやってくださいということ。特に悪

いからやってくれというわけではなくて、大きなお金を扱うところとして、きちんと

やってくださいという指摘がなされているところでございます。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

 法人の形が随分大きく変わるということでございますが、何かご質問等ございます

でしょうか。大学もそういうところに大分巻き込まれているから、一緒にやっていか

ないといけないということになるかと思います。 
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 それでは、主なところは以上でございますが、その他として、事務局から何かござ

いますでしょうか。 

○牧野技術振興課長  資料３に「今後のスケジュールについて」というものを入れ

てございます。 

 今回ご議論いただいたことについては、今週金曜日の親委員会に諮るということで

ございますが、25年度の業務実績の報告と評価について、今のところ、６月、７月に

それぞれ部会を開催してご審議いただく予定でございます。 

 以上でございます。 

○松本部会長  この件、何かご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。 

 では、ほかに何かありますでしょうか。 

○牧野技術振興課長  何度か触れられておりますが、本日ご了承いただきました中

期目標、中期計画等の変更案につきましては、今週金曜日の親委員会でご審議いただ

きます。事務的には、私からその場で報告させていただく予定でございます。 

 それから、本日の資料一式につきましては、ふだんに比べて分量はそんなに多くな

いのですが、宅配便でお届けすることも可能ですので、よろしければご利用ください。 

 以上でございます。 

○松本部会長  では、本日、以上でございます。どうもありがとうございました。 

 

                                 ―了― 

 

 


