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独立行政法人評価委員会産業技術分科会 

第３５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６月６日（金） １０：００～１２：００ 

２．場 所 経済産業省 別館２階 ２２７共用会議室 

３．議 題 

（１）新エネルギー・産業技術総合開発機構部会における業務実績の評価基準及び評価

スケジュールについて 

（２）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の平成２５年度業務実績につ

いて 

（３）その他 

出席委員 

  松本部会長、金谷委員、末吉委員、高井委員、谷田部委員 

 

議事内容 

○松本部会長  ただいまから第35回独立行政法人評価委員会新エネルギー・産業技術総

合開発機構部会を開催いたします。 

 本日の議題は、議題１としてＮＥＤＯ部会における業務実績の評価基準及び評価スケジ

ュールについて、議題２としてＮＥＤＯの平成25年度業務実績についてということでござ

います。 

 なお、本日の部会の資料と議事録は公開ということを考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 議事に入ります前に、事務局からご挨拶がございます。安永審議官、よろしくお願いい

たします。 

○安永審議官  おはようございます。本日はお足元の悪い中、どうもありがとうござい

ます。産技局の審議官をしております安永でございます。 

 きょうはＮＥＤＯ部会ということで、主に25年度のＮＥＤＯの実績についてＮＥＤＯか

らご報告いただくとともに、ご審議いただくわけでございます。私から何点か申し上げた

いと思います。 

 過去数年、例えば科学技術関係の予算がなかなか伸びないであるとか、仕分けであると
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か、そういう流れがありまして、独法関係、なかんずく科学技術を担当する独法にもある

意味、逆風が吹いていたわけでございます。25年度、昨年度から大分雰囲気が変わりまし

た。また、26年度は予算が伸びた。ＮＥＤＯはいろいろな分野を幅広くやっておりますの

で、インプットだけが全てではないのですけれども、やはりお金は必要です。 

 もう１つは、今回は25年度の事業についてがメインですから、恐らく参考程度に言及い

ただくことになると思いますが、ＮＥＤＯの中でも技術戦略をちゃんとつくろうと。これ

までも、いわゆる技術戦略マップというのを経産省の特に研究開発課と一緒にやってきた

のですが、やや総花感があるというので、本当にきちんとした戦略をつくろうではないか

というような動き。 

 それから、ＮＥＤＯの中で、もっとベンチャーをきちんと育てようではないか。今まで

より少し大胆な形でベンチャーを育てるということを我々産業技術環境局と一緒になって

ＮＥＤＯも始めております。 

 こういった新しい動きが出てきておりますし、また、内閣府にできました各省横断のプ

ロジェクト予算、ＳＩＰ、戦略的イノベーションプログラム。これは10個、テーマがある

のですが、そのうちの幾つかは、実際にＮＥＤＯが担当する部分もございます。こうした

形で、経産省だけではなくて政府全体の中ではＮＥＤＯがかなりの存在感をもって仕事が

できるようにだんだんなってきております。 

 我々としましては、もっともっとＮＥＤＯが本当の意味で研究開発マネジメントの日本

のトップといいますか、世界のトップの機関になってほしいということで、日ごろは、け

んけんがくがく、我々の局と議論しながらやっておりますけれども、いずれにいたしまし

ても25年度実績、きょうＮＥＤＯからご説明があると思いますので、ぜひ忌憚のないご意

見をお願いしたいと思います。どうも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。という観点で、ＮＥＤＯをチアアップ

するだけだとまずいのですが、そういう観点も含みながら、ＮＥＤＯを活用して日本の活

力を上げるという観点で、忌憚のないご評価いただければと思います。 

 それでは、次に資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○牧野技術振興課長  既にお手元のｉＰａｄを操作されているところでございますが、

経済産業省では情報共有の円滑化、それから文書事務の効率化を図るという観点から、こ

の４月以降に開催する審議会等をペーパーレスで実施することとしてございます。ＮＥＤ

Ｏ部会でも今回からペーパーレスでやらせていただきます。 
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 資料の確認をさせていただきますが、初期画面の左側に資料一覧が出ていると思います。

一番上の議事次第のところをタップしていただきますと、議事次第と資料一覧が出てまい

ります。資料一覧にございます資料１から９が左側にちゃんと格納されているはずなので

すが、それをご確認いただくとともに、参考資料１から４も格納されているかどうかご確

認いただければと存じます。これもｉＰａｄの中に格納されておりますが、資料６―２、

説明資料として参照されるものですので、念のためメモ書き等にお使いいただけるように

お手元に置いてございます。それから、アニュアルレポートは冊子になってございますの

で、お手元に配付させていただいてございます。非常に簡単なものですが、ｉＰａｄの操

作方法を一応置いてございます。また、操作方法がおわかりにならないときなどは挙手い

ただければ、係の者がすぐご説明いたします。スクリーンにも説明箇所を映してまいりま

すので、ごらんいただければと存じます。 

 それから、いつものことでございます。部会長もおっしゃいましたけれども、評価委員

会の議事録、資料は当省のホームページで公表いたします。本日の部会についても同様に

させていただきたいと存じます。議事録につきましては、後日、ご確認いただくため、皆

様に事前に送らせていただきます。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。資料はペーパーレスになっております。すぐ

なれると思いますが、宜しくお願いします。それではよろしいでしょうか。 

 それでは、議事次第に従いまして、議事に入らせていただきます。議題１のＮＥＤＯ部

会における評価基準及び評価スケジュールについてということで、これも事務局からご説

明をお願いします。 

○牧野技術振興課長  では、初めに資料１、業務実績評価の基本方針をごらんいただけ

ますでしょうか。これは経済産業省全体の方針でございまして、いわゆる親委員会と分科

会、部会との関係、それから評価項目、評価方針、評価基準という全体の方針を決めたも

のでございます。これは昨年と変わりがございません。 

 これを踏まえまして、資料２、実際のＮＥＤＯ部会における業務実績の評価基準は、こ

の部会で、これでよろしいかということをご審議いただくものでございまして、案として

ございます。これについても基本的に今までと変わりがございませんで、特にご留意いた

だきたい点については、１つは評価の基準でございます。これはＡＡからＤまでございま

して、最後のページに別表１がついてございます。最後のページをごらんいただきますと、
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ＡＡからＤまでどういう基準でつけていただくかということがございまして、標準をＢと

いたします。法人の実績について、質・量の両面において中期計画の達成に向けて策定さ

れた年度計画を超えた極めてすぐれたパフォーマンスを実現した場合にＡＡ。法人の実績

について、質・量のどちらか一方においてすぐれたパフォーマンスの場合がＡ。年度計画

を着実に達成した場合がＢで、先ほど申し上げたように標準でございます。標準以下のも

の、どちらか一方が未達の場合、もしくは法人の業務運営に当たって問題となる事象が発

生した場合にＣ。年度計画を大幅に未達、もしくは法人の業務運営に当たって重大な問題

となる事象が発生した場合がＤでございます。 

 ちょっと前に戻っていただいて、ページで申しますと４ページの評価のウエートの部分

でございます。ここについても昨年と変わりがございません。全体 100％のうち、技術開

発マネジメント関連業務65％、クレジット取得関連業務５％、業務運営の効率化に関する

事項15％、財務内容の改善に関する事項15％という割り振りでご評価いただくことでよろ

しいかどうかという点をご議論いただければと存じます。 

 続きまして、資料３―１でございます。こちらは総務省の政策評価・独立行政法人評価

委員会、各府省の評価委員会の評価結果を二次評価する機関でございますが、そこがどう

いう視点で評価するかという点を書いたものでございます。基本的な視点、考え方につい

ては、当然のことながら各省の独立行政法人評価委員会でも評価されるべきことが書いて

ございますので、詳細は省略いたしますが、追って後日、評価くださる場合に、念のため

さっと目を通していただければと存じます。 

 続きまして、資料３―２でございます。今ほど申し上げました総務省の独立行政法人評

価委員会の26年度の取り組みということでございます。前段の部分は独立行政法人制度改

革に伴うことがいろいろ書いてございまして、これにつきましては次回、７月14日の部会

においてもう少し詳しくご説明させていただくことといたしまして、今回は省略させてい

ただきます。 

 中段以降に年度評価についての考え方ということで幾つかの視点が掲げられてございま

すが、先ほど申し上げたように、各省の独立行政法人評価委員会の中でもきちんと評価さ

れるべき点でございますので、ここについてのご説明も省略させていただきます。 

 続きまして、資料４―１から４―３が今回、具体的に評価していただく手順でございま

す。こちらについても昨年と特に変わるところが大きくはございません。４―２をごらん

いただいたほうがよろしいかと思いますが、１ページ目に総合評価シートがございまして、
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これは最後に記入していただくことになります。１ページめくっていただきますと、項目

ごとの評価をしていただくページが続いてまいります。字が非常にたくさん書いてあると

ころがございますが、これがＮＥＤＯの25年度業務計画を書いたところでございまして、

これを着実に達成していればＢでございます。これを上回る場合はＡＡまたはＡでござい

まして、右側の評価の欄にアルファベット、コメント欄になぜそう評価したかというコメ

ントをお書きください。 

 ちなみに、真ん中に資料６―３という欄がございますが、本日のＮＥＤＯからの説明で

参考資料的に使われるパワーポイントの資料６―２、それから、きょうの説明では使われ

ませんが、字がたくさん詰まった業務実績の報告が資料６―３でございまして、それぞれ

の該当する部分をここに書いてございますので、具体的な評価作業をされる際には、これ

をご参照いただければと存じます。 

 各項目を評価していただいた後、資料４―３に評点を写していただくと総合評価が自動

的に計算されて出てまいります。したがいまして、具体的な作業としては資料４―２に項

目ごとの評価をしていただくことと、コメントを記入いただくこと。それから、資料４―

３に項目の評価を写していただいて総合評価を出していただくこと。その総合評価が出ま

したら、また４―２に戻って最初のページに総合評価シートというのがございます。自動

計算された総合評価を再度、４―２の総合評価シートに入れていただくということで評価

が完結する次第でございます。 

 １点だけ、シートで昨年と変わったところがございます。昨年の部会で評価のウエート

と評価項目の数といいますか、そのバランスについてご意見を頂戴いたしました。具体的

にいいますと、資料４―３の一覧表をごらんいただくとわかりやすいのですが、技術開発

マネジメント関連業務は65％のウエートでございますが、昨年評価いただいた具体的な項

目としては（ア）から（オ）にございますところの５項目でございました。 

 一方、業務運営効率化15％、財務内容15％、非常にたくさんの項目がございます。この

部分のバランスについてご指摘いただいたことを踏まえまして、今年度については (1)に

（カ）技術分野ごとの計画という部分を追加いたしまして、具体的な研究開発業務につい

ても評価いただきたいということで考えてございます。ただ、研究開発業務も13の分野に

分かれてございまして、それを一々、１つずつの項目として評価すると、これはまたやや

過剰であろうという感じもございますので、これをエネルギー、産業技術、国際と３つの

分野に分けて評価していただきたいということで考えてございます。 
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 評価シートについては以上でございます。 

 資料５、評価のスケジュールでございます。本日、評価方法を決めていただくとともに、

ＮＥＤＯから業務実績について説明をいたします。その後、まず、本日終了後、評価基準

と評価シートについて確定いたしましたものを皆様にメールでお送りいたします。評価シ

ート、４―２はコメントを書いていただきやすいようにワードでつくってございます。資

料４―３は自動計算すべくエクセルでつくってございます。これをお送りいたします。こ

れに評価とコメントをお書きいただいて、６月24日までにご提出いただきたいということ

でございます。その間、ご質問がございましたら、できるだけ６月11日までにご提出いた

だければと存じます。ご質問と私どもからの回答は各委員に共有させていただきます。 

 次回、ＮＥＤＯ部会を７月14日に開催いたしまして、皆様からいただいた評価を私ども

でとりまとめたものをお諮りして、評価を確定させていただくということにさせていただ

きたいと存じます。 

 それから、その間、現地調査を実施いたします。既に皆様方には調査先、スケジュール

をご案内申し上げてございます。実際に、いつ、どこに行かれるかという皆様のご要望も

いただいてございますので、詳細については追ってご連絡を差し上げます。 

 あと、参考資料２、３とございます。こちらについては、昨年提出した資料でございま

すが、ＮＥＤＯの業務実績に関する総務省の独法評価委員会の評価結果と意見でございま

す。これについても、ここでご説明は省略いたしますが、またさっと目を通しておいてい

ただければと思います。 

 最後、参考資料４でございます。こちらは皆様にしていただいた評価とコメントをとり

まとめて、経産省の親委員会に提示する資料のひな形でございます。こちらに皆様からコ

メント等をお書きいただくものではございませんので、あくまで参考でございます。 

 私からは以上でございます。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。ただいまの説明につきまして、業務実

績の評価基準及びスケジュールでございますが、何かご意見等ございますでしょうか。大

体前年というか、前回どおりでございますけれども、一部、評価項目を少し細かくしたと

いうところがございます。よろしいでしょうか。では、この評価基準とスケジュールで評

価いただければ幸いかと思います。 

 では、次の議題に移らせていただきます。議題２、新エネルギー・産業技術総合開発機

構、ＮＥＤＯの平成25年度業務実績について、ＮＥＤＯから実績と監事監査の報告をご説
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明いただきたいと思います。委員の皆様からのご意見、ご質問を伺うという形式で進めた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、早速でございますが、古川理事長から業務実績についてお話しいただければ

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。ＮＥＤＯの古川でございます。日ごろよりＮＥＤ

Ｏ部会の先生の皆様方には、大所高所より非常に有益なアドバイス、ご指導をいただいて

おりますことをまずもって御礼申し上げます。 

 本日の評価は、昨年度、25年度の業務実績ということでございます。25年度というのは、

私どもにとって極めて重要な年度でございました。と申しますのは、第３期５ヵ年計画の

初年度に当たる年でございました。現在、エネルギー、環境問題をめぐる環境とか産業競

争力の問題とかは、日本にとって極めて重要な課題になっておりますので、とにかくきち

っとスタートすべくいろいろやってまいりました。具体的には、この後、総務担当理事の

中山からご説明申し上げたいと思います。 

 26年度に関しまして、先ほど安永審議官から少しお話がございましたけれども、私ども

にとって、本当に25年度は非常に重要な年でもございまして、それは今までずっと減り続

けてきた予算が経済産業省の皆様方のご尽力のおかげで、何年ぶりかに増えたということ

でございまして、それだけ経済産業省のみならず、国民の皆様方の期待感が大きいという、

この大きさをひしひしと感じておりまして、とにかく26年度、２年目もきちっと最終的な

エネルギー、環境問題の課題解決と産業競争力の強化という２つのミッションを遂行すべ

くやってまいりたいと思っております。 

 したがいまして、25年度の評価をいただき、それをまたいかに26年度に反映していくか

ということが極めて重要な課題と思っております。 

 私どもの第３期中期計画のキャッチスローガンは、日本には天然資源はないけれども、

技術力という資源があるのだということでございます。したがいまして、この技術力をい

かに産業の課題解決と競争力強化に結びつけるかということが極めて重要だと思っており

まして、役職員一丸となって、26年度、また取り組んでまいりたいと思いますので、本日

は忌憚のないご意見、ご指導をよろしくお願いしたいと思います。 

 では、総務担当理事の中山から具体的なご説明を申し上げます。 

○中山理事  ＮＥＤＯの中山と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は、昨年度の業務実績をご説明するために、３種類の資料をお配りしております。
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資料６―１、６―２、６―３でございます。順番は逆になりますけれども、資料６―３は

先ほど事務局からご説明がありました評価項目の構成に合わせて昨年度の取り組み実績を

記述した資料でございます。資料６―２はパワーポイント、きょうプリントアウトしたも

のをお配りした資料でございまして、資料６―３のうちビジュアルなご説明になじむもの

をやはり評価項目の順に合わせて構成した資料でございます。 

 本日は資料６―１を中心にご説明させていただきます。資料６―１、短いながら２部構

成になっておりまして、後半が資料６―２、６―３の要約になっております。前半はハイ

ライトと称しまして、昨年度１年間取り組んだ事業の中から、まさにハイライトとしてご

紹介したい事業を幾つか選んでご紹介しております。 

 このチャートは資料６―１の９ページに入れたものでございます。その前に昨年度、Ｎ

ＥＤＯにとってどういう年だったかということをご説明させていただきたいのですが、先

ほど理事長の古川から申し上げましたとおり、第３期中期計画期間の１年目でございまし

た。第２期中期計画期間と第３期中期計画期間の一番の違いは、技術開発をきちんと前に

進めることに、より専念しなさいという組織になったということでございます。 

 ＮＥＤＯの1980年からの長い歴史をみますと、実はさまざまな業務を他の法人との合併

などにより担っておりましたが、第２期中期計画期間が終わるまでに、例えば石炭鉱害業

務を他の団体にお渡しする、あるいは省エネルギー設備の導入補助などの業務を終了する

といった形で、結局、第３期に移るときには技術開発を前に進めるという業務、本来のＮ

ＥＤＯのミッションに純化――純化という言葉が適当かどうかわかりませんけれども、そ

のようなことで組織が整理されております。 

 したがいまして、プロジェクトマネジメントと呼んでいますけれども、技術開発、研究

開発、実証を前に進めていくところについては、今まで以上に専門性を高めてきちんとや

っていきなさいというご指示をいただいていると理解しておりまして、25年度はそれの初

年度だったということでございます。 

 技術開発として何を担うかということでございますが、ＮＥＤＯはご案内のとおり２つ

の柱をいただいております。１つがエネルギー環境問題の解決、２つ目が産業技術力の強

化ということでございます。それで、ようやく前のスクリーンの話になるのですけれども、

エネルギー政策について、簡単に背景をご説明させていただきたいと思います。 

 ４月11日にエネルギー基本計画が出ておりますけれども、そこの資料の中から抜いてあ

るグラフでございます。ＮＥＤＯはご案内のとおり、２つのオイルショックを経て、エネ
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ルギー面での安全保障を確保するためにつくられた組織ですけれども、実は1973年、オイ

ルショックが起こったときに比べて、むしろ今のほうが海外の化石燃料への依存度は大き

くなっております。ＮＥＤＯをつくったとき以上にＮＥＤＯのミッションは重くなってい

ると我々は理解しております。そうした中で、エネルギー政策、エネルギーの安定供給、

あるいは経済効率、環境、安全性を図っていくわけですが、具体的なやり方は基本的に以

前と変わっていないというのが我々の理解でございます。１つのエネルギーで以上の４つ

の課題を一遍に解決するエネルギー源はないものですから、多様なエネルギー源を組み合

わせていくことでエネルギー源の多様性を確保していく、それを技術で支えていくという

のがＮＥＤＯのミッションだと思っております。 

 めくっていただきますと、もう１つの産業技術は1988年にＮＥＤＯに加わった２つ目の

ミッションでございますが、これについて最近の状況を示すトピックを２つだけご紹介さ

せていただきました。１つは、ＯＥＣＤ閣僚理事会での安倍総理の先日の演説でございま

して、少子高齢化、あるいは労働人口の減少の中で、ロボット技術が大切だという話をさ

れたということ。もう１つ、日本版ＮＩＨとおっしゃっていますけれども、バイオ分野、

医療分野での技術の重要性が政府において重視されているということでございます。 

 ここから資料６―１、１ページ以降に沿って説明させていただきます。25年度のハイラ

イト、まずエネルギー・環境でございます。エネルギー源の多様化がＮＥＤＯのミッショ

ンでございますので、まさしく多様なプロジェクトを並行的に進めております。本日は、

その中からトピックとして３つだけご紹介させていただきます。 

 まず、１つ目は洋上風力発電でございます。２年前の固定価格買い取り制度を導入した

後、太陽光発電の設備導入が進んでいるということは新聞等で報道されているとおりでご

ざいまして、ことしの２月末までの１年８ヵ月で太陽光は 2.4倍になっております。こう

した中で、むしろ風力、あるいは地熱について、これから導入を進めていくことができな

いかという期待も高まっているところでございまして、ＮＥＤＯは去年、洋上風力発電に

ついての実証設備をつくって実証を開始しております。 

 これは北九州の例でございますが、日本は地震、あるいは台風などがございますので、

それぞれに耐え得るようなハイブリッド構造をもった洋上風力発電の実証を開始しており

ます。より重要なことは、今年の春から風力発電の固定価格買い取り制度の価格を陸上と

洋上に分けて、洋上風力の導入を促すような措置を政府側がとったわけですが、洋上風力

の固定価格の算定に当たり、ＮＥＤＯのこれまでの実証によるデータ、この北九州だけで
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はなく銚子沖、鹿島灘沖、あるいは秋田沖などで集めたデータを提供しているといったこ

とをやっております。 

 エネルギー・環境についての２番目のトピックでございますが、水素社会の構築への貢

献でございます。来年、2015年度は水素元年になるだろうと。一部の自動車メーカーは前

倒しするのではないかと発表されていますが、燃料電池自動車が本格的に導入されるだろ

うと期待されております。その中で、インフラとしての水素ステーションを普及させてい

くために、実証設備を３ヵ所建設し、実証試験をスタートしております。水素ステーショ

ンについては、このような実証設備をつくるためには規制緩和が必要でございまして、そ

の規制緩和のためのデータもＮＥＤＯが提供しているわけでございます。 

 資料６―１の③にございます技術白書、今日、ここにお持ちしましたけれども、ＮＥＤ

Ｏの1980年からの蓄積を改めてこういった文書の形にしてとりまとめて広く公表しており

ます。中身としても単にアップデートするだけではなくて、太陽光発電、あるいは風力発

電、出力変動に伴う系統安定性への影響といったところが懸念されておりますので、そう

いった系統サポート技術についての記載も充実しております。ちなみに、ウエブでも公開

しておりますが、６ヵ月弱で６万件程度のアクセスをいただいております。 

 エネルギー・環境、まだまだご紹介したいトピックはたくさんございますけれども、時

間の関係もございまして、産業技術分野でのトピックを幾つかご紹介させていただきたい

と思います。 

 先ほど安倍総理のＯＥＣＤでのスピーチをご紹介いたしましたが、ロボットについて１

つご紹介させていただきます。本日お配りしておりますアニュアルレポートの10ページの

左にＨＡＬの写真がございます。この装着型ロボットＨＡＬについては、昨年度まで何回

かご説明させていただきましたので、改めて詳しい説明は省きますけれども、脳が筋肉に

対して動けと送る電気信号を筋肉の近くの皮膚の外で関知して補助動力を与えるというも

のですが、私の横に座っております副理事長の倉田が昨年の秋、ドイツにまいりまして、

実証試験のためのＭＯＵ、覚書を締結しております。それに先立って現地の認証を受けて

いるということでございます。 

 ２ページ目にまいります。産業技術の分野では、国際標準の獲得も非常に重要ではない

かと常日ごろ指摘されているところでございますが、生活支援ロボットの国際安全規格、

ＮＥＤＯの実証実験のデータを用いて、今年に入って２月、国際標準の策定にうまくつな

げることができました。ＮＥＤＯプロジェクトの２つの成果、早速、この規格についての
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適合性審査に合格、すなわち認証を受けているところでございます。 

 ロボットについての３番目として１つご紹介させていただいた例は、ここにも書いてあ

りますとおり、災害対応ロボットの実用化ということでございます。ＮＥＤＯプロジェク

トの成果でありますＳａｋｕｒａを土台にしたロボットが日本原電の原子力緊急事態支援

センターに今年の２月、配備されているということのご紹介でございます。 

 産業技術も幅が大変広い分野でございますが、バイオ分野について資料６―２では２つ

の例をご紹介させていただいております。２つとも実用化に近いところを狙って、現実に

実用化に結びつけた例でございまして、来年の４月、日本版ＮＩＨが発足するときに、こ

うしたプロジェクトはきちんと日本版ＮＩＨに引き継ぐようにというご指示をいただいて

おります。我々としては、残り１年切りましたが、しっかりとプロジェクトを進めて日本

版ＮＩＨのほうにつなげていきたいと思っております。 

 それから、産業技術は幅が大変広い分野でございますので、ロボットとバイオ以外に、

もう１つだけ例をご紹介させていただきたいと思います。２ページ目の一番下にあります

パワー半導体におけるシリコンからシリコンカーバイドへの置きかえの話でございます。

なぜこの例を取り上げたかと申しますと、ＮＥＤＯは大変幅広い分野を手がけておりまし

て、これはシリコンカーバイドを使ったパワー半導体のコストを下げるために、材料から

加工まで、あらゆる段階のところでコスト削減のための技術開発を一貫して行った。まさ

にＮＥＤＯの特徴があらわれた例ということでご紹介させていただいた次第でございます。 

 直流、交流の変換とか周波数、電圧の制御などに使いますパワー半導体については、材

料をシリコンからシリコンカーバイドに置きかえることで、省エネルギー効果ですとか耐

高温、耐高電圧などの効果が見込まれるということでございますが、コストの削減が非常

に大きい課題になっておりました。インゴット、結晶化させていくプロセスでのエラーを

減らす。これは１桁、２桁減らすめどを立てております。これを受けて、スライスするス

ピードを４、５倍に上げていく。これも昨年度成功いたしました。 

 ３ページ目になりますけれども、加工精度を上げてばらつきを抑えるといったところに

もめどを立てております。 

 先ほど安永審議官から総合科学技術会議主導のもとで行う戦略的イノベーション創造プ

ログラム、ＳＩＰについてのご紹介がありましたけれども、この10テーマの中の１つにも

パワーエレクトロニクスは採用されております。ＮＥＤＯのこれまでの取り組みも評価さ

れており、私どもにもＳＩＰのパワーエレクトロニクスのプロジェクトをお手伝いさせて
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いただく用意があるということでございます。 

 ３番目として、国際展開、海外での実証試験について、３つだけご紹介させていただき

ます。今日お配りさせていただいた資料６―２の50ページには、私どもの国際実証のさま

ざまな例をご紹介させていただいております。この中から本日は３つだけ簡単にご紹介さ

せていただきます。 

 この３つをご紹介させていただいたのは、ハイレベルの方のコミットメントが形にあら

われたという基準で選んでおります。表面的な話のようにみえるかもしれませんけれども、

海外で実証試験を行う場合は海外での現地でのニーズに合っているかどうか、それから、

現地側の政府のサポートを得られるかどうかといったところが成功へ向けての大きな鍵で

ございまして、これが端的にあらわれるのがハイレベルの方のコミットメントということ

でございまして、そういった意味で、ハイレベルの方のコミットメントをいただいた事例

をご紹介させていただいているということでございます。 

 １つ目、スペイン・マラガのスマートコミュニティ実証の開始でございます。これは今

週になって王位を継承するという報道がなされておりますフェリペ皇太子にお越しいただ

きました。スペインは余り知られておりませんけれども、エネルギー消費の４割が交通部

門だということで、もう今年になってしまいましたが、2014年までに25万台の電気自動車

を導入するという目標を掲げておりました。現地でも電気自動車の導入は非常に関心の高

いテーマでございまして、そういったところでもフェリペ皇太子のご臨席をいただいたの

ではないかと思っております。 

 ２番目、バイオマスエネルギーということで、私どもの古川理事長がカンボジアの国王

の勲章をいただいたというものでございます。また、フン・セン首相みずから古川理事長

にお声がけいただいたという話でございまして、現地で、もみ殻を活用した発電というこ

とで、これも現地の事情に合わせた実証であるというところが高く評価いただいたと理解

しております。 

 ３番目、タイ・チュラロンコン大学での実証実験、細胞の大量培養技術の実証試験でご

ざいますけれども、タイは医療ツーリズムが有名でございますけれども、やはり現地国側

の関心が高いテーマであるということで、現地側の強いサポートをいただいたということ

でご紹介させていただきました。 

 このページの次、その他と書いておりますけれども、先ほど技術開発を前に進めていく

ところにＮＥＤＯの業務は専門化されたといいますか、集約化されたというご説明を申し
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上げましたが、なお若干その他の業務が残っております。 

 具体的には、京都議定書の実施ということでございまして、昨年度は既に契約が終わっ

ておりますクレジットの取得を完了し、政府口座に移転するといった作業を完遂しており

ます。これによりまして、目標を達成しているということでございます。 

 次に、評価手法の高度化に向けた取り組みということで、技術開発を前に進める業務に

集約化したということで、評価もより高度化を図りなさいというご指導をいただいている

と理解しております。昨年度はアメリカの評価学会にまいりまして、ＮＥＤＯの取り組み

をご紹介する。あるいは、アメリカのエネルギー省のＡＲＰＡ―Ｅという組織と評価の仕

方について意見交換するといった取り組みをしております。今年度に入りまして、理事長

が国内の関係機関に声をかけて、評価についての意見交換をしているということでござい

ますが、皆様、税金を使って進めている研究開発について、どのような形で評価していく

かということについて悩んでいるということが非常によくわかりましたが、言い方が適当

かどうかわかりませんが、むしろＮＥＤＯの取り組みのほうがいろいろなことを試して進

んでいるということで、参考になるという意見をいただいております。今後、さらに議論

を深めていって、我々としてもより洗練されたやり方で評価していきたいと考えておりま

す。 

 資料の次のページにまいります。資料６―１の後半部分、資料６―２、６―３のダイジ

ェストと申し上げたところでございます。プロジェクトマネジメントにフォーカスが当た

った結果、第３期中期計画につきましては、さまざまな数値目標をいただいております。

幸いなことに、数値目標は第２期の実績をもとに設定されているハードルではございまし

たが、25年度は数値目標は全て達成することができました。したがいまして、この資料に

沿って一つ一つの数字についてご説明することはいたしませんが、例えばこのページの一

番下にあります追跡調査については、終了直後、２年目、４年目、６年目に引き続き行っ

ております。 ページをめくっていただきますと、広報にも力を入れているということ。

それから、先ほど資料６―２の50ページをごらんいただきましたが、そこに出ている各国

別の国際実証、協力のほかにもＵＮＩＤＯのような国際機関との情報交換も始めていると

いうことをご紹介させていただきます。 

 先ほど牧野課長からご説明がありました技術分野ごとの計画でございますが、ハイライ

トについては先ほど申し上げましたとおりですし、資料６―２の57ページから80ページま

で、幾つかのプロジェクトをご紹介させていただきました。 
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 ページをめくっていただきますと、業務運営の効率化でございます。昨年度、組織につ

いての対応としては、７月に広報部を設置いたしましたが、より大きい組織の変更という

ことでは、今年の４月１日に先ほど安永審議官がおっしゃった問題意識に応えた組織替え

をしております。これは資料８ということで、後ほどご説明をさせていただきます。 

 コンプライアンスの推進というのがその直後に書いてあります。残念ながら経理その他、

不適切な事例がございます。昨年度もございました。その都度、再発防止策をとっている

ところでございますが、必ずこうした形で定期的に会合をもちまして、組織としての記憶

を定着し、今後に向けての取り組みで万全を期すようにしているところでございます。 

 最後のページ、予算でございます。予算につきましては (3)運営費交付金の効率的活用

の促進というところだけ本日はご説明させていただきます。平成25年度末、この３月末時

点での運営費交付金の債務残高は、具体的にいいますと、いただいた予算と執行した予算

の差でございますが、 345億円ございました。うち 102億円は、いわゆる年度末に成立し

た補正予算ですので、もともと年度末までの執行が物理的に難しかった予算でございます。

ただ、これも年度末までの執行が難しかったからそれでいいということではございません

で、公募については３月に締め切っておりますし、５月に採否を決定しております。 

 残りの 200億のうちの半分以上、 127億円は国際実証のプロジェクトの遅れにより生じ

たものでございます。国際実証は例年、なかなか予定どおりに進まないということをご説

明させていただいておりますが、口頭で申しわけないのですけれども、昨年度、理事長、

まさに前職でもさまざまなプロジェクトマネジメントの経験が豊富でいらっしゃいます。

理事長みずから講師を務めてくださったプロジェクトマネジメント研修をした後に、昨年

の秋以降、50を超えるプロジェクトについて一つ一つ点検し、何ができるかということを

トップ以下で議論しています。12月以降も月に１回、企業でいう役員会に相当するもので

すけれども、運営会議で点検し、できることがないかの確認をしているところでございま

す。 

 これも口頭で申しわけないのですが、３番目としてプロジェクトマネジメント室という

組織もつくっております。これは後ほど別の資料でご説明させていただきます。 

 それから、個別にも現地での政府とのいい関係をつくっていくということに努めており

まして、１つだけ例を申し上げますと、５月末、理事長が中国にまいりましたときに、北

京から科学院のトップの方が上海まで来ていただくといったような関係も築いております。 

 残りの 100億のうち半分ぐらいは、公募の事業について合格点に満たなかったものであ
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りました。ただ、これにつきましても公募の回数を増やすですとか企業によってはタイミ

ングの問題もございますので、そういった形で今後きちんと対応していきたい、使い勝手

のいい形で対応していきたいと思います。 

 資料６―１を用いてご説明させていただきましたので、口頭でのご説明の部分が多くな

りまして申しわけございませんでしたが、以上で私からの説明は終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○松本部会長  ありがとうございました。それでは、続けて中監事から平成25年度の監

事監査の実施状況についてご報告をお願いします。 

○中監事  監査の実施状況をご説明する前に、ＮＥＤＯの監事監査がどのように規定さ

れているかということをごくごく簡単にみていただくための資料を資料７の最後のページ

の別紙でつけております。 

 簡単にお話ししますが、まず通則法では、業務を監査するということと、決算関係書類

を監査するということが規定されております。それで、この通則法を受けて、ＮＥＤＯの

監事監査規程では、第２条に何について監査するかということが書かれておりまして、第

５条にどういう方法、手段で監査をしていくかということが書かれております。その下の

11条、12条、13条あたりも、いわば監事に対して監査の手段を与えてくれているものと考

えられると思います。 

 これによってＮＥＤＯの監事監査の骨格が大体決まっているわけですが、これを踏まえ

て１ページ目に戻っていただいて、まず１.の重点監査事項ですけれども、先ほどの監査

規程第２条をベースにして、これに肉づけして、いってみれば重要な事項を網羅するよう

な内容で何について監査するかということについて書いております。 

 次の２.が実際に25年度にやってきた監査活動の状況ですけれども、 (1)は監査計画の

策定という話でして、 (2)から (5)が時間を追って実施してきた期中監査、期末監査でご

ざいます。つけ加えるとすれば (4)の海外事務所監査は、６事務所あるうちの３事務所に

対して毎年やって、２年で一巡するように実施しております。 (6)は決算作業が終わって

からの監査になるものですから、今月の中旬と下旬に実施する予定になっております。 

 次のページの (7)に通年監査と書いておりますが、年間を通して実施してきたもので、

まず①の重要会議への出席ということで、先ほど中山理事からお話もありましたけれども、

運営会議が年間36回開催されていまして、これとかコンプライアンス推進委員会、情報セ

キュリティ委員会に出席いたしまして、必要に応じて意見を述べるとともに、内部統制が
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きちっと機能していることを確認してきております。 

 次は②の契約関係ですが、まず金額的に 2,000万円を超えるような案件については、契

約・助成審査委員会というのがありまして、ここで審議されるものですから、この場に出

席して、契約先、助成先が公正に選考されていることを確認しております。この契約・助

成審査委員会に付議されない案件のうち 100万円を超える案件、及び10万円から100万円

の少額の案件については、四半期ごとに個別リストに基づいて報告を受けて、公正さを確

認しております。 

 契約関係については、もう１つ、契約監視委員会というのを設置しておりまして、これ

は外部有識者お三方と我々監事２名でやっておりますが、この場で、競争性のない随意契

約、一者応札・応募案件、及び公益法人に対する支出の妥当性について審議しております。 

 次は③の情報公開関係ですが、これは、公開を求められている事項について、四半期ご

と、毎月、あるいは各年度末の公開に際して、それぞれ資料に基づいて報告を受けて、公

開が適切になされていることを確認しているものです。 

 次に、④の重要書類の回付については、理事長決裁に係る書類全ての回付を受けていま

して、内容及び手続の適切性を確認しております。 

 また、内部監査を初め、４つの監査の監査報告に基づいて、担当部と意見交換したり、

問題点の有無、対処状況を確認しております。 

 次は、資料３ページ目の⑤ですけれども、これは日常の個別事象等について、我々が問

題意識、あるいは疑問をもったときに、個別に聴取、確認をしているということでござい

ます。 

 その下の⑥と３.については説明を省略させていただいて、以上、申し上げましたよう

な監査活動の結果としての、いわゆる監査の講評を４.に記載させていただいております。

読み上げは時間の関係で割愛させていただきますが、総体として、改善すべきは改善しな

がら、前に進んでおり、内部統制は有効に機能しているものと考えております。 

 ご説明は以上でございます。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。それでは、ただいまからご説明のござ

いました業務実績及び監事監査の実施状況につきまして、ご質問等ございましたらどうぞ

よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

 では、私から。大体、極めてうまくいっているように私自身は思ったわけですけれども、

どちらかというとＮＥＤＯ側の問題ではなくて、前回の評価のところで随分、海外援助等
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をやって、海外との取り組みで、どうしても予定どおりに事が進まなくて、いってみれば

途中で予算が余ってしまったと。そこを指摘されたところはあるのですが、そういった国

の取り組みの中で、海外とやると、期を超えて動く仕組みというのも、もうちょっとフレ

キシブルなものがあれば、特に海外との活動という観点でいうと、随分さまざまな活動が

やりやすいのではないかという気がするのです。 

 自分の大学に引き当てていうと、海外共同研究等をやろうとしたときに、どうしてもそ

の年度で終わるということはまずなくて、そこをうまく乗り越えて、何年間かの事業とし

てやらざるを得ないというところはあると思うのですが、ＮＥＤＯにおいては、そういう

ところの考え方はどのように整理しているのか。今の単年度会計だと極めて難しいわけで

すけれども、今後、どういう方向でそのあたりを考えておられるのかというようなことを

もし何かございましたら、聞かせていただければと思います。 

○倉田副理事長  では、現状だけちょっと簡単にご説明させていただきます。まず、Ｎ

ＥＤＯは独立行政法人でして、独立行政法人制度の大きな特徴の１つとして、交付金制度

というものがございます。今般、海外実証を中心に大きく残ったお金がありますが、これ

はそのまま今年度に持ち越して使うことが制度的に可能です。ですから、当然のことなが

ら国際実証に関しましては、これからも遅れを取り戻すべくきちっとやっていきたいと思

っています。 

 ただ、若干補足しますと、昨年度の評価のときを思い出していただきたいのですが、昨

年度はちょうど第２期の中期目標期間の最終年度に当たっていて、独法制度上は中期目標

期間をまたがって交付金残を翌中期目標期間に持っていくことも可能になっていますが、

ただし、それは政府の承認をとらなければいけないことになっていまして、これには経済

産業省だけではなくて、例えば財務省でありますとか、さまざまなステークホルダーの承

認をとることになっており、制度上はできるのですが、私自身の知識の中でいうと、期を

またがってお金を持っていくことが認められた独法は、ＮＥＤＯに限らず、今のところな

いのではないかと思っています。 

 ですから、今年度に関しましては、まだ新しい中期目標期間が始まったばかりですので、

その５年間の中でみれば、従来の例に倣えば、その中で変な話、預けみたいなことをする

ことなく、十分に翌年度に使えるという形で運用している。これが現状でございます。 

○安永審議官  産技局から補足いたします。今、副理事長からご説明のあった中期目標

期間をまたぐ予算の繰り越しでございますが、昨日参議院で、きょう本会議ですかね。恐
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らくきょう成立するのですが、独法通則法の改正というものが国会を通っておりまして、

既に衆議院は通っておりますので、きょう参議院を通ればこれで可決するわけです。 

 この中で、今まで旧特殊法人を中心に、何でもかんでもいろいろな業務をやるものを独

立行政法人と十把一からげにやっていたのですが、インハウスで研究を行う理研や産総研、

それからプロジェクトマネジメントとファンディングを行うＪＳＴやＮＥＤＯもそうです

が、研究開発の法人というのは、やはりちょっと違うということで、研究開発法人という

類型をつくりました。この中では今後詳細な制度設計は必要なのですけれども、予算の中

期目標期間を超える持ち越しも可能になるように、より容易になるように設計されており

ます。ですから、ぜひＮＥＤＯの現場からこのように設計してくれというニーズをお話し

いただいて、財務省にも話をして、そこは円滑にやりたいと思います。 

 もう１つ申し上げると、いわゆる研究開発プロジェクトは、４月１日に始まって３月31

日に終わるということは現場ではあり得ないわけです。ＮＥＤＯは独法化したとき、予算

は単年度なのだけれども、契約は複数年度、３年ぐらいまでやるというのはいち早く実現

しておりまして、研究開発の現場では、かなり柔軟に翌年度及び翌々年度まではやってい

る。ただ、この場合ももちろん中期目標期間を超えるということについては、いろいろ難

しい面があると認識しております。その中でＮＥＤＯは大分工夫しながらやっているとい

うことでございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。来年度、大学法人もそういう状況になります

ので、ぜひこのあたりから連携して全体、日本の研究開発がうまくいくようにしたいと思

いますが、これは個人的な興味で伺ったことかもしれません。 

 ＮＥＤＯのプロジェクトの中で何かご質問ございませんでしょうか。どうぞ。 

○谷田部委員  プロジェクトとして今いろいろなことが行われていて、それをどうマネ

ジメントするか。どういうことがよかった点とか、どういったことが反省点なのかという

ようなことが結構あると思うのですけれども、プロジェクトによっても参考にすべきもの

とそうではないとか、いろいろ重みが違うと思うのです。 

 そういった中で、例えば６―２の５ページにあるナショナルプロジェクトの予算配分み

たいなことでいくと、 291億円使っているプロジェクト、全体のことと、例えばロボット

技術だと９億円というようなことで、実績のハイライトとしてみると、ロボットがかなり

大きな割合を占めているようなことがあったり、前回もちょっと申し上げたのですけれど

も、ＨＡＬというロボットのプロジェクト自体、中心となっている山海さんが最初からか
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なり大きな構想をもっていて、国際規格もとって、安全性も獲得して、それで日本だけで

はなくて世界に乗り出していくのだということで、かなり緻密な構想をもともともってい

らして、そこにＮＥＤＯが加わって今花開いていることだと思うのです。 

 そのことに関していくと、では、ご自身の構想とＮＥＤＯがかかわった構想と、どのよ

うに実際の中でうまく機能しているのか。それを参考にすることで、同じようなことがほ

かでもできないかということが非常に重要だと思うのですけれども、あえていえば誰がや

ってもできるプロジェクトと、この人がやらなければできないというプロジェクトの重み

をきちんと評価するとか酌みとって、いろいろなプロジェクト研修、マネジメント研修も

されているということなのですが、そういうところでどのように生かされているのか。そ

ういうときに、同じことをやれといっても、いずれにしたって無理ですから、ただ、それ

がどの程度、実際の職員の意識改革の中に生かされているのかというようなことが伺えた

らと思うのです。 

○松本部会長  非常に重要な視点だと思います。よろしくお願いします。 

○倉田副理事長  幾つか事例でお答えさせていただければと思います。たまたま今出ま

したＨＡＬに関していきますと、ＮＥＤＯは2004年度から支援をし続けております。ただ、

今が2014年度ですから、10年間も続く制度はないので、フェーズ、フェーズで、はまるよ

うな制度にうまくはめてきて支援していますが、ごく最近の事例でみれば、先ほど事例で

お話ししました国際実証になります。 

 これはどういう経緯でやっているかというと、ＮＥＤＯとしてみると、山海先生と議論

させていただくときに、やはり完全に事業として製品が世に出ていかなければ非常に困る

わけでありまして、それは山海先生も全く同じです。ただし、日本の場合には医療機器と

しての承認をとることは極めて容易ではないので、そのために今この瞬間、日本の現場で

みると、介護機器として介護の施設で使われているというのが現状であります。 

 ただ、これは多分に偶然性もあったのですが、山海先生が海外でこうしたＨＡＬの事例

を発表したときに、たまたまドイツのボーフムにあるベルクマンスハイル病院という労災

保険の適用を受ける 600床の病院ですからヨーロッパでいえば非常に大きな病院なのです

けれども、そこの医師長さんが山海先生の発表を聞いて、試しに使ってみたいということ

をおっしゃったと。その話を議論している中で、これは医療用途としてもっていける非常

に大きなチャンスなのではないか。そうすると、ヨーロッパの中では、医療用として使う

ためには、まずＣＥマーキングでの医療のカテゴリーでの承認をとる必要があります。た
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だ、日本の薬事の医療機器の承認をとることに比べるとハードルは比較的高くない。それ

でも大変ですが。ただし、問題はそれを医療として実際に使い、保険適用をしていただく

ということが非常に重要で、それをどうするかということを相談させていただいた結果、

ドイツの医療制度は非常に複雑なのですが、労災保険の適用対象ということがその先生の

ご尽力でできることになったわけです。したがって、その先生の病院で、ただし、そうは

いっても実際にやるとなるとなかなか大変だったので、それを国際実証としてはめてやる

と、まず医療として保険適用を行った実際の実証事業ができるだろうということで今日に

至った。 

 さらに今議論しているのは、たまたまドイツの労災保険という医療制度での保険適用に

しかなっていないのですけれども、本命は一般の保険適用なのです。ですから、そのため

には、当然のことながら別の審査を通らなければいけないので、臨床データが非常に必要

になります。ですから、私はドイツに行ってその先生とも話をしているのですけれども、

その先生に強くお願いしたのは、それを今度、一般の保険適用にもっていくために必要な

データをぜひとってくださいという形で、それが実際にうまくいくかどうかはもちろんわ

かりませんが、かなり実態に即して、ＨＡＬの場合であれば、そういった形で実証してき

たということがございます。 

 個々のプロジェクト全てスペシフィックなものですから、今みたいな経験とか知見とか

話をＮＥＤＯの中で共有化することはさまざまな検証を通じてやっていますが、何か共通

事項として万能の虎の巻ができるかというと、なかなかそうはいかない。 

 もう１つ、例えば最近のＮＥＤＯのマネジメントの事例でご紹介しますと、独法制度は

ご説明しましたように、交付金ですから年度をまたいで使えるわけですが、私も大学で先

生をしていたことがありまして、大学では、そのときは事務局との関係が必ずしもそうは

なっていなかったと私は思います。私はたまたま独法の経験もあったので、そのとき私の

担当は法学部事務局だったので、極めて保守的なところだったのですけれども、かなりの

議論をしましたが、よく感じたのは、独法制度というのは今現下であったとしても、例え

ば予算に関してみれば単年度主義をなくすことが可能な制度になっています。ですけれど

も、それは可能なという自由度が与えられただけであって、自由度を実際に各組織の中で

きちっと事故なく運用するような体制をつくり、与えられた自由度をエンジョイするよう

な形で運営するかというのは個々の組織に委ねられているのだろうと思います。 

 それは口でいうほど簡単ではなくて、従来のやり方を変え、そうすると当然思わぬ事故
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が起きるかもしれません。それも含めた全ての形で責任をとり、実証していくという体制

の構築が必要不可欠でありまして、ＮＥＤＯではかなりやっているのですけれども、正直

にいうと、私が北海道大学にいたときには必ずしもそうではなかった。 

 今年度からは、さらにＮＥＤＯの中で各部に予算配分するときに各部の実情に応じて、

ＮＥＤＯ全体でのキャッシュを管理して、実際に必ずみんな手元に残してしまうので、オ

ーバーアロケートするようなこともやっております。さらに各部に配分したお金は、別に

年度末になったからといって引き上げることなく、各部の裁量で翌年度に使っていけるよ

うな新たな運用指針まで出して、それをＮＥＤＯの中で一般化を図っているというような

ところであります。 

 取り組みをご紹介させていただきましたけれども、そんな努力をしております。 

○古川理事長  ＨＡＬのお話、一言でいいますと、まず先生のやる気と国、経済産業省、

ＮＥＤＯの長期にわたるきめ細かな支援ということが、10年にわたって20億円投入してい

るのですけれども、花開いたと思っています。やる気と長期にわたる忍耐強い支援という

ことではないかと思います。 

○中山理事  今ご指摘がありました組織としてノウハウの蓄積をどのようにやっている

のかというところについて、一言だけ補足を申し上げます。 

 例えば、マニュアルの形で例年いろいろな事例を追記していく。それを研修の素材とし

て使うというようなことをやっておりますけれども、昨年度でいいますと、10の事例を追

加していまして、例えば電池のプロジェクトですが、知的財産の扱い、それから情報共有

について、階層別に細かくルールを決めまして、疑心暗鬼にならずにお互いのノウハウを

出し合えるような環境を少しでも整えようということで、こういう苦労があったと。 

 まさに個別案件ごとにいろいろな工夫がありますので、個別案件ごとの具体的な小話が

重要だと思いますけれども、そういったものを追加するですとか、先ほど全米評価学会の

話を申し上げましたが、どういったものがその後実用化に結びついたのか。個別の企業さ

んがどういった要素を重視していたのかとか、コンソーシアムがうまくいったときに、ど

ういう点が自分たちはポイントだったと思うかといったようなものは、まだサンプル数が

少ないのですけれども、例えば規模の大きい企業さんですと、実用化に向けては技術課題

の克服をより重視されていて、そこはめどが立ったので、実用化に進みますと答えていら

っしゃる方が多い。 

 一方で、もうちょっと規模の小さい企業さんですと、コストをどう減らすかというとこ
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ろにＮＥＤＯプロジェクトに参加の意義を見出している割合が増えまして、それがうまく

いったので実用化につなげていくとか、ある程度そういう定性的な全体傾向みたいなもの

をきちんと整理しながら、個別案件の細かい小話もちゃんと経験値として共有できるよう

にして、プロジェクトマネジメントは、やはり簡単なものではないのですけれども、でき

ることから組織としてのノウハウの蓄積について、思いつくことは何でもやっているとい

うのが今の状況でございます。 

○松本部会長  よろしいですか。 

○谷田部委員  あと、小話とかいろいろおっしゃっていましたけれども、本当は実際に

そこに行ってみて、話を聞くというのが最高だと思うのです。相手方にしてみれば、すご

い面倒くさい話で、時間がどんどんなくなってしまうということはあると思うのですけれ

ども、そういうのはすごく大事だと思うのです。文章とか話だけではなくて、見学するだ

けでも大分違うと思うのですけれども、うまくいったところに幾つか団体で押し寄せると

か、ＮＥＤＯのやる気もそういうところにどんどんみせていくというようなことが大事な

のではないかと思いますので、評価には余り関係ないと思いますが、よろしくお願いしま

す。 

○松本部会長  いかがでしょうか。どうぞ。 

○末吉委員  どうもありがとうございます。安永さん、古川さん、中山さん、丁重なご

説明をいただいてありがとうございます。 

 非常に端的に申し上げまして、平成25年度の皆さんの活動は大変すばらしいものがある

という印象をもっております。ただ、私が今、ＮＥＤＯが去年よくやったと申し上げるの

は、私の定義する狭義のＮＥＤＯとしては大変よくやっていらっしゃる。それはどういう

意味かといいますと、私もみせていただきました北九州の洋上風力の話が出て、30億かけ

てこういうのができて、いよいよ始まった。それ自体は大変グッドニュースなのです。で

も、私はこういう自然エネルギーのほうに多少関心があるものですから、ちょっと待てよ、

今ごろこんなのが実験で建って、日本の洋上風力は一体どうなるのだと。 

 これは、きのう、おととい、新聞でも出ていましたから皆さんごらんになっていると思

うのです。ＲＥＮ21というところが、毎年、世界の自然エネルギーの詳しい数字を出して

いるのですけれども、去年の年末の世界の自然エネルギーのキャパシティーですが、 560

ギガワットなのです。非常に大きな数字です。１年前が 480ギガワットですから、１年間

だけで80ギガワット、 8,000万キロワットふえているのです。風力も去年の年末で世界で
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は３億 1,800万キロワットですから、 318ギガワットの大きさなのです。そういうのと日

本の現実を比べると、私はすごくフラストレーションを感じるわけです。 

 ですから、これはある意味では詮ないことかもしれませんけれども、ＮＥＤＯに与えら

れた狭義のアサイメントをＮＥＤＯが個々の案件ごとに、あるいはマネジメントも含めて

一生懸命おやりになる。そのことは大変評価ができるのですが、例えばＮＥＤＯが受け持

っている新エネルギーの分野を日本国全体でみたときに、カバーされるべき分野が今世界

の中でどういう状況に陥っているのかといったことも考えざるを得ないのです。ですから、

いろいろな意味で狭義のＮＥＤＯと広義のＮＥＤＯといいますか、このギャップを一体誰

がどこで埋めるのだろうか。 

 ご説明の中で、例えばベンチャーをやるとか、技術シーズがあって、それを実用化して

いくのだというお話があるのですけれども、一方で、ＮＥＤＯインサイド製品 100品目で

 7,600億お金を投資したら、それは最終のところで69兆円になっていると。もしこれが本

当だとしたら大変なことだと思うのですけれども、数字がうそだといっているのではない

のです。インパクトの大きさです。 

 ですから、そうしたことでＮＥＤＯが実際やっていることとその成果が国全体、社会全

体になったときにどうなるのかのコンプリヘンシブ、トータルストーリーを例えば安永さ

んのところなども含めてお考えいただかないと、今、予算が増えてきた、画期的だと。総

花的なものから戦略的になってきているのだというようなお話ですし、理事長も去年は非

常に画期的な年になっているということですよね。ですから、これからのＮＥＤＯのあり

方をぜひ考える議論、評価するときにはトータルストーリーをどうする、その中でＮＥＤ

Ｏにどういうアサイメントが行って、そのアサイメントの中でピースミール・バイ・ピー

スミールのことがどうなって、集合体として、例えばプロジェクトマネジメントとしてこ

ういう手法が確立されて、それをいろいろなところに広げていくのだと。それが実は最終

的な目標であり、そのことがちゃんと評価されるようにならなければいけない。このよう

なことが非常に重要になるのかなという気がいたしております。ちょっとした感想で申し

わけありませんけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

○中山理事  今の点について若干補足させていただきますと、エネルギー政策自体は、

まさにエネルギー源を多様化していく、それを上手に組み合わせていくのだということで、

では具体的に電源構成とかを上げてみろということになり、それはもう少し原発の安全性

の審査とかをみながらということになっているというのが現段階での我々の理解ですが、
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先ほど申し上げましたとおり、エネルギー源の多様性を技術で下支えするのがＮＥＤＯだ

ということなのですけれども、そこで止まっているわけではなくて、我々としては政策当

局とできるだけ深くコミュニケーションをとって、やるべきことを選んでいるようにして

おります。 

 例えばということで申し上げますと、先ほどおっしゃった再生可能エネルギーの導入状

況ですけれども、ＦＩＴ導入により、その前は 2,000万キロワットだったところに 800キ

ロワット追加された。ただ、それがほとんど太陽光だったので、何で地熱と風力は伸びな

いのだろうと。国立公園の話とかいろいろありますけれども、例えば環境アセスメントの

問題があるだろうということで、環境アセスメントを迅速化というか、うまく円滑にいか

せるために技術でできることはないかという宿題をいただいて、我々もそういったプロジ

ェクトを始めるとか、太陽光については 800万導入されて 2.4倍になったことで、かつて

適地、ふさわしい場所だと思われていたところがだんだん少なくなってきた。では、どう

しようかということで、斜面ですとか水面ですとか、今まで適地だとされていなかったと

ころでも太陽光発電ができるかどうか、そのための技術的な取り組みができるかどうかや

ってみようということで、日ごろのコミュニケーションをきちんととりながら、政策当局

の大きい問題意識の方向性も共有しながら、具体的な技術課題を特定し、プロジェクトテ

ーマを選ぶようにということは努めておりますが、おっしゃるとおりだと思いますので、

今後もきちんとより大きい視野から個別のテーマがちゃんと位置づけられるかどうか考え

ていきたいと思っております。 

○安永審議官  政策当局としても一言、補足をさせていただきます。エネルギーについ

ては今、中山理事からご説明のあったとおりです。若干各論を申し上げると、風力につき

ましては、環境アセスメント以外にも、ご存じのとおり風況というものがありまして、日

本で風力発電の適地というのは、実はそれほど多くないのです。大陸の西側は偏西風が吹

きますから、例えばデンマーク、あるいはドイツ、ああいうところで極めて恒常的に西か

ら風が吹いてきて風力発電のポテンシャルが高いというところとは日本はちょっと違って

いるというのはありますが、現実には非常に大きなポテンシャルがまだまだありますので、

そういうところは先ほどお話のあったように、アセスメントをどうやって円滑化するかと

いうところも含めてＮＥＤＯにはやっていただいております。 

 もう１つは、せっかく技術を開発したのに事業化しないではないかという悩みが日本全

体であるわけです。これは、いってみれば１つは企業の問題もあります。技術がここまで
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の熟度で来ているのに、昔だったらこれで新製品をつくってみようかと思うのに、企業が

ある意味、リスク回避的な行動をとっているのではないかという指摘は各所から寄せられ

ます。企業の中からもあります。こういうところを我々は何とかしたい。これは政策の問

題であります。１つは、例えば研究開発をもっと促進するために、牧野課長のところでい

ろいろ工夫して研究開発税制を非常に拡充したり、ＮＥＤＯでもまだ現物にとどまってい

るのですけれども、法改正をしまして研究開発の成果をそのまま事業化するために、現物、

すなわち研究開発の装置であるとか知財、特許を現物出資できるという制度はつくりまし

た。 

 また、例えば先ほどロボットの例、山海先生のサイバーダインの例が出ましたけれども、

先ほどお話があったように、あれは2004年、愛知万博のときにＮＥＤＯが発掘した案件な

のです。山海先生は構想をもっておられたのですが、それをやるに際してお金がなかった

のです。ＮＥＤＯの万博事業で最初にやって、それから連綿と支援し、先ほど申し上げま

したように、本当の事業化のところは産業革新機構から出資しております。ですから、そ

ういう形で政府全体で応援する仕組みをつくりました。もちろん産業革新機構も課題はま

だまだ大きいのだと思いますけれども、そういった形で出口まできちんと結びつけていく。

その中でＮＥＤＯが大事な役割を果たしていただいているということだと思います。今の

で、現状でいいとは思っていません。もっといろいろやるべきだと思っていますが、いろ

いろな工夫をやっているというところでございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。山海先生は非常に優秀な先生で、意識も高く

て、でも実際にお１人でやっていくにはなかなかつらいところがあって、そこにＰＭ、プ

ロジェクトマネジャーがどううまく絡んでくるかというところは大きかったと思うのです。

そういう意味では、ＮＥＤＯがそこから支えていただいたというのは非常に大きかったか

なという気はします。 

○谷田部委員  そこで私がいいたいことは、要するにこれだけ注目されて上がっていっ

てしまうと、足元がみえなくなってしまうということで、自戒していただきたいという意

味で申し上げているので、別に山海さんだけがすばらしいといっているわけではなくて、

それをどううまく生かせたかというところを地道に検証していただきたいということなの

です。 

○松本部会長  そういう意味では、やはり１つのシーズを、個人がもった考えを、特に

大学に視点を置いて考えると、切れ目のないファンディングといいますか、コンプリヘン



 

- 26 - 

シブなファンディングシステムがちゃんとあるということが重要です。我々が考えついた

らそれが実用段階まで行くようなシナリオが１発で書けるわけではないのです。大抵、そ

れこそベンチャーよりもっとずっと確率は悪いかもしれない。千に三つもいかない、一万

に三つぐらいかもしれないのですが、そういう中でどのように研究を継続していけるか、

いかせていくかという観点をもっと大きいところで、経産省だけではなくて、文科、ＪＳ

ＰＳ、ＪＳＴ、ＮＥＤＯを含めて、うまい仕組みをつくっていただくというのが重要かな

と。現場の目としてそんな感じはいたします。 

 その中で、やはりプロジェクトマネジャーがそれぞれのフェーズでうまく絡んでいくと

いうシステムが重要だと思うのです。先生は教育もやらなければいけないし、研究もやら

なければいけないし、学生の面倒もみないといけないし、なかなか大変でございまして、

その中でうまくやっていけるシステムをどうつくっていくかというのは、日本のみならず、

世界の科学技術を進展させるという意味でも重要な気はいたします。ほかに。どうぞ。 

○古川理事長  先ほど末吉先生から狭義のＮＥＤＯ、広義のＮＥＤＯというお話がござ

いました。まさに今、我々が非常に取り組んでいるところでございまして、狭義のＮＥＤ

Ｏというのは、戦略作成、政策立案は経済産業省、その政策遂行機関がＮＥＤＯというこ

とでございます。それで我々は30年やってまいりましたということなのですけれども、そ

の仕切りが本当にいいのだろうかという問題提起を技環局さんからいただいて、26年度か

らは体制を少し変更していこうということで、いろいろご指導いただいて体制変更がござ

います。 

 後でその体制のお話はさせていただきますけれども、私もその仕切りの中でもとにかく

ＮＥＤＯは頑張るのだということでやってまいりましたが、確かに少し無理が出てきてい

るのかなということで、仕切り変更という意味を後でご説明いたしますけれども、26年度

からはそういう経済産業省のご指導もございまして、新しい形でやっていくというまさに

先生のご指摘のとおりの問題意識は私どもも持っております。 

○松本部会長  どうぞ。 

○金谷委員  もう出なければならないので。新しい仕切りの話と関係あるのかどうかわ

からないですけれども、今回、内閣府のＳＩＰプログラムの中で、ＮＥＤＯに関わるもの

で、例えばレジリエンスとか水素とか入っていますが、レジリエンスのような今後の新し

い分野とか、そうしたものに関して、恐らくＮＥＤＯさんとしていろいろな形で対応して

いくというように私も何となく認識しているのです。 
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 今、中期計画の途中の中で、もっと省庁横断型でいろいろやる中での産業技術。例えば、

国土交通省の新しい仕組みづくりの中でＮＥＤＯが果たす役割が大きくなることも考えら

れます。この辺、今後の戦略はどのように中期計画等と反映させていかれるのでしょうか。 

○倉田副理事長  いわゆるＳＩＰプロジェクトに関していえば、これはもちろん内閣府

が主導で枠組みをつくり、その中で研究の支援をする組織としてＮＥＤＯは、３つだった

と思いますけれども、分担させていただくことになろうかと思います。 

 ＮＥＤＯの立場からみますと、例えばＳｉＣであるとか、従来から取り組んできている

延長線上にあるものもありまして、できれば一体的に進めていったほうが明らかにトータ

ルでのパフォーマンスが上がるので、そうしたものに関してはぜひやらせていただきたい

ということでお話をしているところです。 

 ただし、ＳＩＰという制度のたてつけでは、たしかプロジェクトマネジャー、プロジェ

クトダイレクター、そういう方が主な計画を立てられるということになっているので、実

際にはそうした方といかに話をして、それでその方を補完し、既存のプロジェクトと接合

をよくとり進めていくということを実施していくかということが勝負になろうかと思って

います。ですから、当然、そういう業務はきちっとＮＥＤＯの中で位置づけて、明確なサ

ポート体制をつくってやっていきたいと思っています。 

 省庁連携に関していくと、これは実際に受けて、中心のマネジャーの方とお話をしてい

くことになろうかと思います。ＮＥＤＯの立場でみれば、必要なことは全てやりたいと思

っています。ただ、もともとレジリエンスみたいな話だと省庁連携的になっていて、です

から当然ＮＥＤＯ以外で受ける方とかなり密接な話をしていくことになろうかと思います。

ただ、まだ具体的にスタートしていないので、この瞬間、どんな枠組みをつくるのですか

ということに関してはまだ具体化していませんけれども、当然必要なことをやっていくと

いうことになろうかと思っています。 

○金谷委員  ＳＩＰ自体は技術開発だけではなくて規制制度改革とか調達とか基準、標

準化とかいろいろなものを伴うものということで、その部分でいろいろな省庁連携になっ

ていくと思うので、そんなのを次のステップのきっかけというか、マーケットづくりのき

っかけになるといいのかなと思ったのです。 

○倉田副理事長  全くおっしゃるとおりで、特にセンサーか何かを使ってインフラの長

寿命化を図るというのは、はっきりいうと大調達官庁が国交省なので、そこの基準にどう

適合させて、あの中の調達書の中に入れ込んでいただくということを当然考えなければい
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かんと思っています。ですから、我々は当然出口を目指すので、大カスタマーというか需

要家である国交省の中にどう入れていくかということが課題。それは全くおっしゃるとお

りで十分認識しています。 

○松本部会長  そこはぜひリーダーシップを発揮してよろしくお願いします。ほかにい

かがでしょうか。どうぞ。 

○末吉委員  先ほどちょっといいたかったのは、私はもともと銀行員ですから、お金の

ことがいつも心配なもので、時折申し上げているのですけれども、ゼロから技術シーズが

生まれて、最後は商業化というプロセスでいくと、かかるお金は性格が随分違いますよね。

最初は例えば税金で始まって、その次にベンチャーキャピタル。それで恐らくプロジェク

トファイナンスが出てきて、一般化していくとコーポレートファイナンスで賄っていく。

そういった面も技術を生かしていく、実用化、商業化していくということでいけば、もっ

と意識的に金融といいますか、投資家といいますか、お金がどうやったら入ってくるのか、

それもぜひ。先ほどのあれでいえば、狭義ではなくて広義。本当は狭義でも必要だと思う

のです。 

 ですから、ここで生まれる技術シーズが本当にお金になる。例えば、それを売って調達

するというようなことなどもどうなのだろうかとか、例えば今、日本でもそうですけれど

も、ワクチンを広げるための債券を日本の投資家は喜んで買っているのです。それはなぜ

かというと、ワクチン投与が世界の子供の命を救う。それにお金を出したっていいのだと

いうわけです。でも、個々人が出せないですから、それを債券という形にしてお金を集め

て、責任をもって最後のワクチン投与までちゃんとお金の流れを確保する。そのようなこ

とです。 

 今の話とすぐには結びつかないかもしれませんけれども、何をいいたいのかというと、

投資家はいろいろな意味で今投資したいと思っているのです。自分のお金をもっと有効に

使いたいと思っているわけです。ですから、ＮＥＤＯの存在は、結局は社会全体の最大幸

福といいますか、いろいろな問題を解決して、社会をよりよくするのだという話ですから、

そのような目的でお金を出すというのは、あながち、そんな金を出すやつがどこにいるの

という話ではないのではないかと私は思うのです。 

 ですから、そういった意味で、先ほどのＨＡＬなどは、本当はもっとそのような形で、

ボンド発行によってお金を調達してもっと広げていくとか、そのような視点もぜひ議論し

ていただければと思います。先ほど私は全く知らなかったＳＩＰというのですか、こうい



 

- 29 - 

う中でもぜひ物の調達ではなくて、資金をどうやってキャピタライゼーションしていくの

かは非常に重要な気がいたします。 

○松本部会長  どうぞ。 

○中山理事  一言だけ。直接の答えにはなっていないのですけれども、後ほどご説明さ

せていただこうと思っていたのは、技術シーズをどうビジネスにつなげていくかについて

もＮＥＤＯはもう少しきちんと応援していこうというお話がございます。資料の中ではさ

らっと流してしまったのですけれども、ビジネスプランの作成支援ということももう既に

始めておりまして、具体的には東京大学エッジキャピタルさんですとか、ＳＲＩ、スタン

フォード・リサーチ・インスティテュートインターナショナルさんとかの助けもいただき

ながら、ビジネスプラン作成の支援をさせていただいている。そのときの視点としては、

やはり先生がおっしゃったとおり、この技術がどう実用化につながるのかというのを投資

家の方々にどうアピールしていくのかという視点でご助言をいただくというようなことも

やっておりまして、問題意識としてはまさにそういう問題意識で、まずはその部分から始

めており、それを国からいただいた後ほどご説明するプラットフォーム事業の中でも生か

していければいいなという思いで今取り組み始めているところでございます。 

○古川理事長  今、中山から説明いたしましたけれども、新しいベンチャーを育成する

ためのファイナンスの仕方というのは、いろいろアメリカからも学んで昨年からやり出し

ています。今、先生がおっしゃったようなワクチンの債券という形でのビジネスモデルと

いうところまでは全然至っておりません。ですから、確かにそういうことも必要なのかな

と今お話を伺いながら感じた次第なのです。そういう意味で、広義のＮＥＤＯの中でもフ

ァイナンスの仕組みということも考えなければいけないのかなという感じがいたしました。

ご指摘ありがとうございます。 

○松本部会長  そこも極めて重要なところだと思います。こちらからいうと、もらうお

金は補助金しかもらったことがないというか、ほかのタイプのものを運用するとなると困

難な部分もあるというのが実情です。ほかにいかがでしょうか。 

 確かにエコノミストなどがやっているイノベーションアワードなどで出てくる案件は、

最近はそういうのが多いですね。技術オリエンテッドでこんなにいきましたというよりは、

仕組みでグラミン銀行みたいなものがうまく回ったとか、そういうところに対する評価が

極めて高くなっているような気はします。 

○末吉委員  今はインターネットで、現物をみないでも世界から金が集まる時代ですよ
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ね。例えばＨＡＬをうまく売り込めば、ばっと来る可能性は非常にあります。 

○松本部会長  そういうビジネスモデルも確かにあると思います。ほかにいかがでしょ

うか。高井先生、何かよろしいですか。 

○高井委員  私は医療機器関係をやっていますので、今回の25年度の事業に関しては全

く問題ないかと思うのですけれども、日本版ＮＩＨができて、今後ＮＥＤＯさんとしての

取り組みの将来性をちょっと伺えたらと思います。 

○松本部会長  いかがでしょうか。 

○牧野技術振興課長  中山理事からのご説明の中にもございましたが、医療分野の研究

開発については、日本版ＮＩＨが一気通貫でやるということになってございます。平成27

年４月１日に設立予定でございますので、26年度については責任をもってしっかりやると

おっしゃったところでございますが、27年度からは必要な機能はＮＩＨのほうに移管して

進めるということでございます。その中のいろいろな組織体制をつくるに当たっては、経

済産業省、ＮＥＤＯとしてもきっちり協力していくということでございます。 

○倉田副理事長  ＮＥＤＯとしての立場を若干申せば、当然、今、我々の制度を使って

いただいている企業、大学の方にご迷惑をおかけすることなく、移るものは円滑に移行し、

かつその間で何がしかの途切れが起きないような形で円滑に処理していきたいと思ってい

ます。ですから、今、新しい組織の設計を内閣府がやっていますけれども、そこにはＮＥ

ＤＯからも、そういう作業には関与していっております。ですから、少なくともＮＥＤＯ

としては、今、移せるものに関しては移せというご指示ですから移しますし、そこの中で

お客さんに絶対迷惑をかけない。それだけはしっかりやりたいと思っています。 

○安永審議官  今、倉田副理事長からお話があったとおりなのですけれども、バイオ関

係のファンディングを移せということなので、これは文科省、厚労省の厚労科研費、それ

からＮＥＤＯのバイオ関係のプロジェクトの３つの種類のものが行くわけです。これを行

かせることによって、例えば本当に基礎研究からベッドサイドの医療の分野の橋渡し研究

が円滑に行われて、なおかつ治験もスムーズに進むというのが理想なので、それは我々も

協力します。 

 ただ、一方で経産省全体としてみますと、例えば産総研にもバイオの部門があるのです。

これは産総研の６分野の１つで、かなり大きな部隊なのです。しかもこの部隊は、かつて

は微生物工学研究所という、いわゆる発酵をやっていたのですが、このところは糖鎖工学

とか本当に世界最先端の分野を担うチームを入れていまして、理研もそうですけれども、
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インハウスの研究は残っているのです。そういう意味では、治験はある。 

 なおかつ今のＮＥＤＯのバイオ関係のプロジェクトというのは、例えばナノとの融合と

かいわゆる材料技術や、例えばロボットとの融合という境界領域的なものが多いのです。

ですから、そういう治験はＮＥＤＯからもインプットできるようにやろうと思っています。

行ったから関係ありませんということではないということであります。 

○松本部会長  それはアカデミアも全く同じ立場でございます。ぜひよろしくお願いし

ます。ほかにいかがでしょうか。では、きょうのところはよろしいでしょうか。――どう

もありがとうございました。 

 では、次に議題３のその他として、ＮＥＤＯの組織改正について、それに引き続いて25

年度の補正予算研究開発型新事業創出支援プラットフォーム事業の進捗についてご説明を

お願いいたします。 

○中山理事  それでは、まず資料８に基づきまして、組織改正のご説明をさせていただ

きます。まさにこの絵の組織図のとおりでございまして、まず目玉として技術戦略研究セ

ンターを創設いたしました。先ほど末吉先生がおっしゃっていた広義としてのＮＥＤＯの

機能を磨いていって、将来のことを考えたときに、こういう政策、こういう技術開発をし

て戦略的に行っていくべきではないか。そういった中で、個別のプロジェクトもこのよう

に位置づけていくべきではないかといったお話を、よりご期待に添えるような形で、そう

いった能力を磨きたいということで、専門の組織をつくらせていただいたということでご

ざいます。 

 ２つ目の視点として、先ほど来出ております出口支援といいましょうか、せっかくの技

術のシーズをきちんと実用化に結びつけていかなければいけないということで、そこを専

門に考える部署としてイノベーション推進部というのも置かせていただきました。 

 それから、ロボットにつきましては、先ほどの安倍総理のスピーチもありましたが、重

要分野だと思いますので、１つの組織をつくらせていただいたということでございます。 

 ４つ目、一番左でございますけれども、プロジェクトのマネジメント管理は非常に重要

になっておりますので、一元的に全組織をみて、理事長直轄でマネージする、そういう意

味で理事長をサポートしていく組織をつくらせていただきました。 

 以上が資料８のご説明でございます。 

 資料９をみていただきますと、プラットフォーム予算というものを経済産業省からいた

だいております。これは出口支援といいますか、シーズを実用化に結びつけていくための
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予算でございまして、先ほど簡単にご説明しましたけれども、特徴としては、これまでア

ドバイザーとかカタライザーとか、メンタリングをやる方に対する助成制度というのはか

なり充実しておりましたが、スタートアップイノベーターと呼んでいますけれども、シー

ズを活用して、これから事業を起こしていきたいという方に対する支援も同時に行って、

両方を組み合わせていくといったところに特徴がある制度だと思っております。 

 この制度をコアにしながら、きちんと技術シーズを実用化に結びつけていくといったと

ころにも今後ＮＥＤＯは力を入れてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。新しい取り組みをどんどんやっていただいて

いるということかと思います。何かコメントございますでしょうか。どうぞ。 

○谷田部委員  技術戦略研究センターということなのですけれども、センター長のお名

前はあるのですが、具体的にユニットはどういうメンバーで構成されているのか。個別に

は結構ですけれども、何人ぐらいいる等教えていただけますか。 

○倉田副理事長  まさに、ここで幾つか個別の技術の名前がついたユニットがあろうか

と思います。ここにどういう方をもってくるかということが大きくこのセンターの位置づ

け、役割を決めるものと思っていまして、一番わかりやすくいいますと、電子・情報・機

械ユニットからずらっとあるわけですが、ナノテクノロジー・材料ユニットに関しまして

は、センター長に用意してもらったらいいのではないかと思っておりますが、そういう同

じ位置づけのような方を例えば他のユニットでどのような方にもってきていただくかとい

うのは、まさに今そのようなさまざまな検討とお願い事をしている最中であります。今、

この瞬間は実務的にはいろいろなことはスタートさせたいと思っていて、内部の人間を兼

任で当てていますけれども、当然、エリジブルな方をどのようにもってくるかというのは

非常に大きな課題。そのために今全力を尽くしているという状況です。 

 今、この瞬間は技術戦略研究センター自身は常勤で20名強、そこにこれから例えば外部

の方をどうネットワーク化し、客員なども含めてさまざまな形でネットワークを広げ、か

つ対外的に発信していくということを当然進めていきたいと思っています。 

○松本部会長  よろしいでしょうか。ほかにもしないようでしたら、どうもありがとう

ございました。 

 最後に、事務局から事務連絡がございますので、よろしくお願いします。 

○牧野技術振興課長  本日の議事録とは別途、議事要旨を先立って公開いたしますが、
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それにつきましては事務局と部会長にご一任いただければと存じます。最初に申し上げま

したが、議事録につきましては、案をとりまとめ次第お送りし、ご確認いただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 それから、机の上にＵＳＢを配付してございます。本日の資料が全て入ってございます

ので、どうぞお持ち帰りいただいて評価にお役立てください。また、もし紙の資料も必要

であれば、それは別途お送りしますので、事務局にお伝えください。 

 次回、７月14日ですが、先ほどちらっと話も出ました独立行政法人通則法の改正の話で

ありますとか、先週、私ども経産省の産業構造審議会でとりまとめました今後の産業技術

政策のあり方についてのご説明も含めて、今回の評価後のＮＥＤＯ部会にお願いすること

についても少しご説明、ご議論をさせていただければと存じます。 

 私からは以上でございます。 

○松本部会長  以上をもちまして、本日の議題、全て終了でございます。次回の部会は

７月14日ですけれども、そこで提出いただいた評価シートに基づきまして、ＮＥＤＯの25

年度の評価の審議、議決を予定しております。評価シートの提出は６月24日火曜日という

ことになっておりますので、どうぞよろしくお願いします。その間、何かご質問がござい

ましたら、メールでも何でも結構ですので、事務局にご質問いただければと思います。ご

質問いただきましたら、質問の内容と回答は皆さんで共有させていただきたいと思います

ので、その間のやり方等につきましては、事務局にお任せいただければと思います。 

 次回の日程は、先ほど申し上げましたが、７月14日午後２時からということでございま

すので、どうぞよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。 

                                 ――了―― 


