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独立行政法人評価委員会産業技術分科会  

第３７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１２月１９日（金）１４：００～１５：３０ 

２．場 所：経済産業省 本館１７階 第４共用会議室  

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期中期目標の変

更について 

   （２）その他  

出席委員  

  松本部会長、金谷委員、末吉委員、松田委員、谷田部委員  

 

○松本部会長  それでは、始めさせていただきたいと思います。  

 最初に、片瀬局長からご挨拶をお願いいたします。 

○片瀬局長  産業技術環境局長の片瀬でございます。よろしくお願いします。 

 本日は、ＮＥＤＯ部会の松本部会長を初め部会の方々に年末にもかかわらずお集まりい

ただきまして、ありがとうございます。  

 今年１年、経済産業省としては、イノベーション政策に相当力を入れてやってまいりま

した。その基本的な考え方というのは、イノベーションシステムということで、単に個別

のプロジェクトをどうこうするということではなくて、大学、研究機関、ベンチャー企業、

大企業、そういう中でいい技術シーズを生み出し、それを実際上の市場への投入、産業競

争力に結びつけるためにはシステムとしてとらなければいけないということで、イノベー

ションシステムをどう強化するかという取り組みをしてきたわけでございます。 

 具体的には、今年の１月に産業構造審議会で検討を開始いたしまして、６月にとりまと

めをいただきました。そのとりまとめをベースに、経済産業省としてイノベーションシス

テムの強化はかくあるべしということを産業競争力会議の成長戦略、総合科学技術会議の

イノベーション戦略、そういうものに反映させていくという作業を行いました。結果とし

て、成長戦略、イノベーション戦略、いずれにおいても、ナショナルイノベーションシス

テムを強化するという大きな柱が立っており、基本的には、産構審の報告書の考え方をベ

ースとした戦略ができているわけでございます。 
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 その詳細については後ほど福田のほうからご説明をさせていただきますけれども、一言

でいうと、基礎技術、その相手の「橋渡し」、そして最後の事業化ということを大まかに分

けております。その中で、経済産業省の主たる役割というのは、「橋渡し」の真ん中のとこ

ろと事業化というところであろうということで、その「橋渡し」については、政府の方針

として、ＮＥＤＯ、産総研それぞれ役割は違うわけですが、それを政府全体の「橋渡し」

機能強化の先導的機能を担っていく機関として改革を行い、そして、それがうまくいった

ら、政府全体のほかの類似機関にも展開していくという考え方で、具体的な戦略を打ち出

したということでございます。 

 それから、企業サイドのところは、これも真ん中の「橋渡し」のところだけしっかりし

ても仕方ないわけで、企業がそれを活用しなければいけないので、オープンイノベーショ

ンを促進するということを打ち出し、そのための税制の抜本拡充を含めて対策を打ってい

くということにしたわけでございます。  

 そういう中で、ＮＥＤＯの具体的な機能としては、できるだけ非連続的な技術、イノベ

ーションをマネージしてサポートしていくということで、米国の国防総省のＤＡＲＰＡに

近い、そういう形のマネジメントをできるだけ取り入れていくということが１点目。２点

目としては、ベンチャー企業あるいは中堅・中小企業に対する支援の強化を図る。その２

つの改革をしていくことになっているわけでございます。 

 今日、この年末にもかかわらずお集まりいただいたのは、ＮＥＤＯは今、中期計画期間

中ではあるのですが、そういう改革を進めていこうということで、中期目標の改訂を来年

度から行わせていただきたいと考えております。 

 本日は、全体的な説明の後に、我々の具体的な案をお諮りさせていただきますけれども、

ぜひそこでいろいろご意見・ご指摘をいただいて、その最終的な案を来年の１月の下旬か

ら２月の初旬にかけてお諮りをしたいと考えております。そのときには、きょうは古川理

事長もおみえになっていますが、ＮＥＤＯの中期目標案を踏まえた中期計画案も一体的に

お諮りさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。 

 ご挨拶にもございましたように、国を挙げて日本のイノベーション・エコシステムをど

うつくっていくかということかと思います。  

 それでは、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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○福田大臣官房参事官  お手元の配布資料を確認させていただきます。 

 まず、座席表がございまして、議事次第がございます。その後に、資料１「第３期中期

目標等の変更について」、資料２「第３期中期目標変更（案）新旧対照表」、資料３は今後

のスケジュールでございます。 

 参考資料１は委員名簿、参考資料２は現行のＮＥＤＯの「第３期中期目標の概要」、参考

資料３は冊子で、先ほど来、片瀬から説明のありました産構審の中間とりまとめ、参考資

料４は「「日本再興戦略」改訂 2014」で、閣議決定の特に関連する部分の抜粋でございま

す。参考資料５は「科学技術イノベーション総合戦略 2014」、こちらも閣議決定の抜粋で

ございます。 

 過不足がございましたら、途中でも結構ですので、お申しつけください。 

 それから、本日でございますけれども、上の親委員会の独立行政法人評価委員会の議事

録や配付資料につきましては、当省のホームページで公表することになっております。本

日の部会につきましても、これに準じて同様にさせていただきたいと思っております。こ

のため、議事録につきましては、後ほどご確認の手続をとらせていただきます。 

 それから、本日は、委員皆様の中で、高井委員が所用のためご欠席となってございます。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございます。全部そろっておりますでしょうか。 

 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。 

 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期中期目標の変更についてで

ございます。事務局からご説明をお願いいたします。 

○福田大臣官房参事官  それでは、資料１、その後に引き続きまして資料２のご説明を

させていただきたいと思います。 

 まず、資料１でございますが、第３期中期目標等の変更についてでございます。 

構成といたしましては、イノベーション政策の方向性を１枚で、産構審の中間とりまと

めを２枚でご説明したいと思います。さらに、ＮＥＤＯでどのようなことをやるかという

ことで、「橋渡し」機能の強化、そして、その一部となりますＮＥＤＯ技術戦略研究センタ

ーの概要、さらに、技術開発型ベンチャーの振興施策、このあたりをまずはご説明させて

いただきます。 

おめくりいただきまして、１ページ、我が国のイノベーション政策の方向性でございま

す。 
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上にございますのが、この６月にとりまとめた産構審の産業技術環境分科会の研究開

発・評価小委員会の中間とりまとめです。 

ポイントは、国際競争力強化、経済成長のためには、革新的な技術を核としたイノベー

ションが重要であるということでございます。また、世界的に、こういったイノベーショ

ン政策の競争が激化しているという背景をもとに、その後、「日本再興戦略改訂 2014」で

閣議決定をされました中で、これは日本経済成長全体を書いたものでございますが、イノ

ベーションを生み出す環境整備というものが打ち出されておりまして、ここで「橋渡し」

機能強化につきましては、産総研とともに先駆的な役割が期待されているＮＥＤＯで先行

的に取り組むということが謳われております。 

また、これを特に科学技術イノベーションの分野について具体化した「イノベーション

総合戦略 2014」、こちらも同日に閣議決定されておりますが、ここではより具体的に、「橋

渡し」を担う公的研究機関等における機能の強化といたしまして、特にＮＥＤＯにつきま

しては、産構審のもとでの議論も踏まえて、必要な事項を中期目標の改訂に反映させ、そ

の上で先行的に実施するということが謳われております。この内容につきましては、次の

ページでまたご説明させていただきます。 

それから、この産構審、「日本再興戦略」、「科学技術イノベーション総合戦略 2014」を

踏まえまして、第３期中期目標を変更して改革を実行していきたいと思っております。 

ちなみに、第３期中期目標期間は、先ほど片瀬のほうから中期目標期間中であると申し

上げましたが、平成 25 年４月から平成 30 年３月までの５年間となっております。したが

いまして、今、ちょうど２年目となっておりまして、３年目から改訂してやっていきたい

ということでございます。 

２ページ、産構審の中間とりまとめのポイントでございます。全体が１から５までござ

います。それについてご説明させていただきます。 

上の箱には、冒頭で申し上げました革新的な技術を核としたイノベーションが重要であ

ること、そして、各国のイノベーション政策競争が激化していることを書いております。 

まず、我が国の現状について分析をしております。特に企業において中長期的な研究投

資が減少しているということ、また、世界的にみるとオープンイノベーションが遅れてい

るということ、技術の市場投入が遅れているということを申し上げております。 

また、日本全体としてみたときに、技術シーズの創出力が低下しているのではないかと

いう懸念。さらに、これを担う人材基盤の弱体化が懸念されるのではないかということを
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分析した上で、今後のイノベーションシステムの基本的な考え方として、下に２．として

図がございます。 

真ん中は字が小さいのですが、Ａ、Ｂ、Ｃと３つの類型に分けてございます。いずれも

左側に大学・基礎研究機関として、技術シーズをつくる部分がございまして、右側にはこ

れを実用化・事業化する企業がございます。この間をつなぐ「橋渡し」の機能を有するも

のによって、Ａ～Ｃの類型を分けてございます。 

まず、Ａですが、公的研究機関が「橋渡し」役を担うということで、これは産業技術総

合研究所などの公的研究機関を想定しておりますが、彼らが国費で研究開発を実施し、そ

れを例えば研究委託、あるいは人材の派遣などで事業化につなげていくというケースでご

ざいます。 

Ｂですが、ベンチャー企業による「橋渡し」でございます。これは間の「橋渡し」の部

分がベンチャー企業ということになっておりまして、例えば、イスラエルなどではこのベ

ンチャー企業型の「橋渡し」というのは非常にうまくいっておりますけれども、こういっ

た形の「橋渡し」でございます。 

Ｃですが、共同研究で「橋渡し」をしていくというもので、これはＮＥＤＯに代表され

るファンディング機関などが、いかにして共同研究成果の技術をつなげていくかというと

ころで、シーズの発掘の戦略のつくり方、あるいはつなぎ方、その後の支援の仕方という

ところが効いてまいります。 

ここでは、外側の大学から右下のファンディング機関まで、それぞれ主体の役割につい

てもまとめているところでございます。 

３ページ、この中間とりまとめの続きでございます。 

３．といたしまして、この「橋渡し」機能の構築についてどういうものかを、特に産総

研の場合とＮＥＤＯの場合について、上と下に分けてございます。 

下のほう、今回のＮＥＤＯの部分でございますが、大きく２類型に分けております。 

１つが、ＮＥＤＯのプロジェクト・マネジメントをＤＡＲＰＡ、米国国防総省の研究機

関の形に転換していこうではないかということです。具体的に申しますと、戦略の策定機

能を強化するとともにＰＭ（プロジェクト・マネージャー）の権限を拡大して、柔軟で機

動的なマネジメントを行っていきます。また、日本版バイ・ドールという形で今知財の扱

いが決まっておりますが、このマネジメントをより事業化に結びつける形に工夫していき

ます。さらに、このプロジェクトの特性に応じた国の関与ですとか、プロジェクトの評価
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をするときに、事業化を促進する観点での評価をより位置づけていこうということでござ

います。 

もう１つの柱が、中堅・中小・ベンチャー企業の育成・支援でございまして、後で細か

く出てきますが、ＮＥＤＯのほうで、新規採択の割合目標を特に中堅・中小・ベンチャー

企業についてつくってみようではないかということの提案でございます。 

それから、最後のページでご説明いたしますが、ベンチャー企業の振興、ナショナルエ

コシステムをつくっていこうではないかということを謳ってございます。 

４．技術シーズの創出の仕組みの構築でございます。 

５．人材の育成・流動化について掲げてございます。これは右側は産総研が中心で、左

側がＮＥＤＯを中心としたシステムでございますが、ＮＥＤＯの中で、プロジェクト・マ

ネージャーの人材あるいはリサーチャーの人材、こういったものを必要といたしますので、

ＮＥＤＯで当然こういった人たちを育成していくわけですけれども、それにとどまらず、

周りの企業あるいはベンチャー企業、さらには大学、こういったところと行き来をしなが

ら、多様な段階で経験を積ませて人材を育成していく。いわばこういった育成システムの

太い幹をＮＥＤＯを中心に構築していこうではないかということでございます。 

以下、このうちの幾つかを４ページ以降で説明したいと思います。 

まず、ＮＥＤＯに求められる「橋渡し」機能の強化について、４ページでご説明いたし

ます。 

一言でいいますと、ＮＥＤＯの研究開発のプロジェクト・マネジメントをＤＡＲＰＡ型

に転換していくというものでございます。ＤＡＲＰＡのデザートチャレンジとかアーバン

チャレンジなどで非連続なイノベーションを実現し、また、実際にもインターネットやマ

ッハ 20 の飛行機などで成果を上げつつあるところでございます。 

ポイントは４つほどございまして、１点目は、①現状技術の延長にない非連続な研究開

発の推進をするということ。 

②異なる技術を競わせながら研究開発を進めるということ。 

③進捗に応じて技術を評価して取捨選択をし、それに応じて参加メンバーも柔軟に入れ

かえるということ。 

④こういったマネジメントを行うために、プロジェクト・マネージャーを設けて、権限・

裁量を付与していく。 
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これを図にしますと、下に２つ絵がございますが、左側の従前型のものは、まず、技術

シーズ、要素技術を特定して、その目標を設定して、いわば単調に目指していくというも

のだとすれば、新たなＤＡＲＰＡ型というのは、まずは目標を設定して、この目標に向か

っていろいろなアプローチがあると思うのですが、それをまずは競わせていく。そして、

ステージを踏むごとにその中で有望なものに絞り込んでいって、競わせながら目標の達成

を目指すというものでございます。 

５ページです。この一環といたしまして、特に大もとの戦略の策定、プロジェクトの企

画立案、こういった部分を担う機関として、この４月にＮＥＤＯのほうに技術戦略研究セ

ンターが設置されております。産業技術分野、エネルギー環境技術分野、ここの技術開発

戦略、そして、それに基づく重要なプロジェクトを企画・立案し、提示する機関といたし

まして、センター長には大阪大学から川合教授にお越しいただき、また、そのもとで、電

子・情報・機械、ナノテク、環境・化学、エネルギーシステム・水素、再生可能エネルギ

ー、新領域・融合、マクロ分析という７つのユニットを既に設けまして、技術戦略の策定

作業を今精力的に続けているところでございます。 

６ページ、技術開発型ベンチャーの振興でございます。 

一番上の図は、先ほど２ページにございましたが、Ｂの形のベンチャー企業に「橋渡し」

機能を担っていただくという図でございます。 

これについては、下３分の１の半分のところに、イスラエルにおけるベンチャーエコシ

ステム形成政策の成功というのがございます。イスラエルでは既に、産業貿易労働省がま

ず技術系インキュベーター、アクセラレーターともいいますが、こういったベンチャー企

業を育成支援するようなインキュベーターを認定いたしまして、ここを支援するという仕

組みがございます。 

技術系インキュベーターは、ベンチャー企業に対して 15％相当の資金を提供し、その対

価として株式をまずもちます。これにとどまらず、インフラを支援するですとか、技術的、

経済的、事業的なアドバイスをする、こういったことでこのインキュベーターがベンチャ

ー企業を支援するということでございます。 

さらに、政府のほうでは、ベンチャー企業に対しまして 85％相当の資金提供も行います。

ベンチャー企業が必要な 100％を技術系インキュベーターと政府のほうで支援していくと

いうことで、ベンチャー企業を単発で育成するのではなくて、これを育てていくインキュ

ベーターも一緒に支援していく。これによって、イスラエルの中でのベンチャー企業を育
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てるエコシステムをつくっていく。こういう仕組みが既に始まっております。 

また、右に書いてございますけれども、1994 年からの 15 年間で 50 倍以上に、ベンチャ

ーキャピタルあるいは技術系インキュベーターからの投資額が増えており、こういった好

循環が生まれているということでございます。 

また、個別にも、グーグルの検索候補表示技術を開発したベンチャーがグーグルに買収

されるとか、あるいは、Paypal という決済技術などのセキュリティが開発されているとか、

こういった具体的な成果も上がっているというところでございます。 

また、イスラエル国内でも、当時はまだ必ずしもベンチャー企業をどんどん育成しよう

という雰囲気がなく、まだ銀行が、例えば就職のランキングでも上のほうだったというの

が、最近、ベンチャー企業のランキングが上がっていると。こういった副次的な効果も上

がっているそうでございます。 

真ん中に丸で書いてございますけれども、全く同じかどうかは別として、イスラエルと

同じようなベンチャー企業を単に支援するのではなくて、社会的にエコシステムを定着さ

せるような、こういった強化を図っていきたいというものでございます。 

以上、こういったことを具体化するための改正に今取り組んでおります。 

引き続きまして、では、どのように中期目標を変更していくかというのを資料２でご説

明させていただきます。 

まず、この資料２の構成でございます。真ん中の欄に「旧」と書いてございますが、こ

こに現行の第３期中期目標が書いてございます。それから、左側の「新」というところに

これの改正案が記載されておりまして、下線と色づけで変更点を提示しております。 

この色分けですが、基本的には青いところが主な変更点で、特に新しく書き込んだとこ

ろでございます。２ページ以降に赤い部分がございます。ここは、一番右側の参考・備考

の欄に、こちらの改正の簡単な趣旨と、先ほど来申し上げました産構審の中間とりまとめ、

あるいは２つの閣議決定、その中で実際に書き込まれている内容を引き継いで中期目標に

反映させた部分で、これを赤い字で記載しております。 

もう１つ、緑色の字がございますけれども、これは現行の中期目標の中で少し構成を変

えたもので、別のところに書いてあったものをもってきております。 

そういった構成で、以下、ポイントについてご説明させていただきます。 

まず、１ページは、目次に相当する部分になっております。 

前文のところが大きく２つの構成になっておりまして、これは現行の「旧」ですとＮＥ
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ＤＯのミッションと第３期中期目標の基本的方向を分けていたのですが、ミッションを踏

まえた中期目標の基本的方向というのは一体だろうということで、まとめて書いた形にし

てございます。以上が前文でございます。 

その後、１．～４．までが内容になります。 

１．は中期目標の期間、２．が国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上

に関する事項で、いわば中心的な部分でございまして、さらにこれが（1）～（3）に分か

れております。 

（1）は技術開発マネジメント関連業務でございまして、おめくりいただきまして、（2）

がクレジット取得関連業務、（3）が債務保証経過業務・貸付経過業務となっておりますの

で、先ほどご説明いたしました内容は全てこの（1）技術開発マネジメント関連業務の中に

入ってまいります。 

これがさらに①～⑧に分かれておりまして、①が技術開発マネジメントの機能強化でご

ざいます。これがさらに、ⅰ）企画（Plan）／実施（Do）、ⅱ）評価（Check）／反映・実

行（Action）、ⅲ）その他に分かれておりまして、一番大きく変えているのがⅰ）企画／実

施の部分でございます。今までは、真ん中をごらんいただきますと、企画／実施は１つで

したが、これを大きく２つに分けてございます。１つが、先ほど来、ＤＡＲＰＡ型に転換

するナショナルプロジェクトの実証事業を除く部分、これをⅰ）－１として掲げまして、

その中をａ．技術戦略及びプロジェクト構想の策定からｇ．アワード方式の導入まで、比

較的細かく記載をさせていただきました。 

それから、ⅰ）－２は実証事業及び実用化促進事業で、これまでの公募・選定・採択あ

るいは基本計画の策定についてのルールを取り出した部分の残りで引き続き同じように実

施していこうという部分に分けてございます。 

②～⑧は、今の技術開発マネジメントの機能強化以外の部分ですが、ここにつきまして

は、③としてオープンイノベーションの推進という新しい項目を追加いたしました。 

また、その他につきましては、項目名は多少変えておりますけれども、今までの部分を

書いてございます。ただ、内容については大幅に記載を充実させて、特に力点を置いたも

のから順番に②から⑧まで書いてございます。 

以上が構成のご説明です。 

以下、２ページ以降、本文に入りますので、ご説明をさせていただきます。 

２ページから前文が始まっておりまして、初めの第２期中期目標期間中の達成状況につ
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いては変えてございません。 

３ページですが、真ん中より下、第３期中期目標の基本的方向です。ここについてはＮ

ＥＤＯのミッションとあわせて項目としてまとめました。この基本的な方向、ミッション

の部分には赤い字の部分を加えてございます。ここには３点書いてございます。 

１点目は、限られたリソースを活用して、具体的な戦略を構築して、投資すべき分野に

適切に資金を配分する。これによって多くの革新的技術シーズを創出するということ。 

２点目は、それから、既存のものも含めて、この革新的技術シーズを事業創造に結びつ

ける「橋渡し」を推進する。 

３点目は、オープンイノベーションを推進すること。 

こういった取り組みによって、我が国のイノベーションシステムの強化に貢献する機関

であるということをミッションとして改めていいかえた形で重点化しております。 

それから、その下の青い字でございますが、こういった推進を通じまして、ベンチャー

企業のエコシステムの構築、あるいはプロジェクト・マネジメントの人材の育成、冒頭の

説明ですと４．と５．のあたりに書いてございましたが、こういったものに貢献すること

も期待されるということを述べてございます。 

４ページでございます。後半の真ん中あたり、ＮＥＤＯを取り巻く環境の変化という部

分でございます。ここには、赤い字の部分で、先ほど産構審の報告書で一番初めの分析の

結果をまとめてございます。我が国の企業で中長期的な研究が十分に行われなくなってき

ている。あるいは、世界的なオープンイノベーションの取り組みに十分対応できていない

ということ。さらには、中小・ベンチャー企業が十分な資金・人材を得にくい状況にある。

こういったことを記載いたしました。 

その上で、そのためには、以降、具体的にＮＥＤＯに求めるもの、ＮＥＤＯが取り組む

べきものとして、４ページの一番下に赤い字で、技術戦略を継続的に策定・改定していく

体制機能の強化、さらに、プロジェクト・マネージャー、ここでＰＭと言い代えておりま

すけれども、ＰＭへの大幅な権限付与、それから、アワード方式の導入等によるマネジメ

ント機能の強化、さらには、中堅・中小・ベンチャー企業への支援強化、こういったもの

を謳っております。 

その後、①～⑦は先ほどの目次の部分と同じですが、並べております。 

５ページ、真ん中ですが、１．中期目標の期間を掲げておりまして、２．から一番中心

的な国民に対して提供するサービスその他の質の向上に関する事項になっております。 
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（1）技術開発マネジメント関連業務でございます。これの柱書きの部分ですが、「また」

以下のところが緑色になっていますけれども、これは構成上、後ろから前にもってきた部

分でございます。その後半、赤い字になっておりますが、ここで中堅・中小・ベンチャー

企業の積極的な活用というもののまず目出しをしております。 

その後の６ページの黒い字のところからは、具体的にマネジメント関連業務の評価をど

うするべきかというところの記載になっておりまして、これにつきましては、追跡評価に

よって以下の状況を把握して、これを評価し公表するということでまとめて書きました。 

これを 1）～3）の３つに分けておりますけれども、これはプロジェクトの類型によって

分けております。 

まず、1）ナショナルプロジェクトであって、2）以外のもの。この 2）というのは、後

ほど出てきますが、ＤＡＲＰＡ型に転換するものでございますので、従来型のものについ

てというのが 1）になります。これにつきましては、右側と同じように、追跡評価の結果、

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を書いてお

ります。 

2）ナショナルプロジェクトのうちのＤＡＲＰＡ型のもの、具体的には、非連続なイノベ

ーション創出を目的として行われる技術開発関連事業であって、特にリスクの高いものと

いう言い方をしておりますが、これにつきましては、多面的に、今までのプロジェクトの

評価と違う視点で、実用化・事業化の見通しのみならず、どういう知見が獲得されたか、

それがほかの技術や用途にどう波及したか、こういったことをしっかりと評価しようとい

うことでございます。 

手続面でも、後ほど評価のところで出てまいりますけれども、外部委員を使うとか、長

期的に見るとか、こういったことでしっかりとみていくというところを強めようと思って

おります。 

3）の類型の実用化促進事業ですが、これは比較的実用化・事業化に近い部分について、

その実用化促進を目的とするということで、テーマ公募型でやっているものでございます。

これも引き続き、中期目標と同じように、事業終了後３年経過時点で 30％以上の実用化達

成率にしようということになっております。 

その下の赤い部分が新しく加える部分でございます。先ほど目出しをいたしました中

堅・中小・ベンチャー企業の積極的な活用を受けまして、新規採択額に占める中堅・中小・

ベンチャー企業への採択額の割合の目標、これを具体的なパーセントを示しまして、この
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達成状況を公表するということにしております。ここにつきましては、一番右側の赤い字

のところをごらんいただきますと、「日本再興戦略改訂 2014」では、欧州主要国並みの２

割程度ということを提言されておりますので、これの実現可能性とか把握の仕方を検証し

ながら、具体的な数字を次回には固めたいと思っております。 

７ページにまいりまして、（1）の柱書きが今まででございますけれども、①技術開発マ

ネジメントの機能強化というものが始まります。その中のⅰ）企画（Plan）／実施（Do）

とあります。これをⅰ）－１ナショナルプロジェクト（実証事業を除く）というＤＡＲＰ

Ａ型のものと、９ページからのⅰ）－２実証事業及び実用化促進事業、この２つに分けて

おります。 

ⅰ）－１のナショナルプロジェクト（実証事業を除く）というＤＡＲＰＡ型のものにつ

いては、ある意味、書きおろしたという形に近いものになっております。 

まず、ａ．技術戦略及びプロジェクト構想の策定については、このための専門部署を設

けますと。既に技術戦略研究センターができているわけでございますが、こちらのほうで

技術戦略を策定・改定するとともに、これを基盤としてプロジェクト構想を策定していく

ということです。 

その次のステップ、ｂ．ＰＭの選定でございます。プロジェクト・マネージャーをＮＥ

ＤＯのほうでプロジェクト構想が策定された段階で選定をいたします。ＰＭは、基本計画

の策定、実施体制の構築、プロジェクトの実施という、後ほど出てきますｃ、ｄ、ｅとい

う業務をやることによって、プロジェクトの進行全体を企画・管理するということです。

そして、そのための必要となる資金配分あるいは内容の見直し、こういったことの権限と

裁量を有するものと位置付けます。 

また、ＮＥＤＯのほうでは、ＰＭの任務・責任・権限等に関する規程を整備して、評価

やガバナンスに係る仕組みを整備していくということでございます。 

ｃ．基本計画の策定でございまして、ＰＭの役割として、戦略と構想を踏まえまして実

施者の発掘を行って、プロジェクト終了時や途中時点の達成目標を明確に示した基本計画

を策定するということでございます。 

緑の部分は、引き移してきたものでございますけれども、特にこの中で事前評価をする

ことになっていますが、この事前評価の重点として、技術市場動向調査、あるいは知財と

か標準化戦略策定、こういった準備の綿密さに重点を置きましょうということを書いてご

ざいます。 
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ｄ．として、実施体制の構築でございます。事業実施者を早期に公募して、その上でＰ

Ｍはその公募内容を踏まえながら実施体制の案をつくります。この案につきまして、ＮＥ

ＤＯ外部の専門家・有識者の検討委員会の意見を踏まえて、具体的な実施体制を決定する

というプロセスでございます。 

ｅ．プロジェクトの実施につきましては、これもＰＭの役割として、事業の進捗を把握・

管理して、資金配分あるいは技術開発内容、実施体制の変更を検討・実施するということ

です。 

ｆ．とｇ．のところは、そのときの具体的な進め方でございます。 

 ｆ．として、ステージゲート方式の導入を設けております。ステージゲート方式は、プ

ロジェクト期間を複数のステージに分解しまして、初期では複数の選択肢を並行的に試み

るのだけれども、ステージ移行の際にゲートを設けまして、その時点で技術の取捨選択あ

るいは技術の融合、さらには実施体制の見直しを柔軟に図るという制度でございますが、

これを原則として活用するということを書いてございます。 

 ｇ．アワード方式ですが、これは挑戦的なテーマに対して広範囲からアイデアや技術を

募集して、すぐれた成果を上げた場合にそこに懸賞金を支払うというコンテスト方式でご

ざいますが、ＤＡＲＰＡのほうで具体的にやられております。これをプロジェクトの特性

に応じて活用することができるようにするということを設けております。 

 ９ページからは、書き抜いた部分のもともとの部分として、実証事業と実用化促進事業

について書いております。ここは基本的に現行のまま残してございます。 

 今のはⅰ）Plan／Do の部分でございますが、10 ページの上のほうから、ⅱ）評価（Check）

／反映・実行（Action）の部分が始まります。この中では、評価の部分について、先ほど

来出ておりますＤＡＲＰＡ型のプロジェクトについて、ちょっと変わっている部分を書き

込んでございます。 

 まず、ａ．中間評価等ですが、上記プロジェクトのうち、ＤＡＲＰＡ型のものにつきま

しては、ステージゲート方式で移行の際に技術の取捨選択、融合あるいは実施体制の見直

しを柔軟に実施をいたしますということを記載しております。 

 ｂ．事後評価ですが、同じく赤い部分で、ＤＡＲＰＡ型については上記の観点、上の黒

いところの上から２行目から始まっていますが、技術的成果、あるいは実用化・事業化の

見通し等、こういったものの観点でございますけれども、これに加えまして、新たな知見

の獲得、あるいはほかの技術や用途への波及効果、こういった観点で成果を評価するとい
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うことを記載しております。 

 それから、冒頭で評価の仕方というところにも出ておりますｃ．の追跡評価でございま

すが、ここにつきましても、赤い部分、ＤＡＲＰＡ型につきましては、実用化・事業化の

見通し、獲得された知見がどのようにほかに波及しているかどうか、こういったことで多

面的に評価するという評価の観点を書きまして、さらに、具体的な手続といたしまして、

専門分野の外部有識者による評価結果を活用するということ、そして、必要な場合には普

通のナショプロよりも長期に見ていく必要がございますので、こういったことも実施する

ということを記載してございます。 

 11 ページからはその他でございますけれども、12 ページですが、ここの部分で、もとも

と知財のルール化というのを書いておりましたが、特にＮＥＤＯにおいて適切な知財マネ

ジメントを実施するための体制強化を図るということ、さらに、知財方針の策定を主導す

るということをより具体的に書き込んでおります。 

 13 ページですが、12 ページからの②の技術開発型ベンチャー企業等の振興でございます。

今のところはマネジメントの話でしたけれども、別のフェーズに入ります。 

 この技術開発型ベンチャー企業等の振興は、もともとは黒い字の記載がございましたが、

さらに、先ほど、パワーポイントの最後のページで申し上げました我が国のベンチャーエ

コシステムの構築について青い字で書き込んでございます。 

 諸外国、これはイスラエルを特に念頭に置いていますが、先駆的な取り組みも参考にし

つつ、海外からのベンチャーキャピタル、あるいは起業前後のスタートアップの投資とか

指導を行うシード・アクセラレーター、こういった部分を誘致してくるということ。こう

いったものも含めまして、日本のベンチャーキャピタル、シード・アクセラレーターの育

成にもつながる形で技術開発型ベンチャーの支援を行うということを記載いたしました。 

 ③オープンイノベーションの推進ですが、これは新しく書き込んでいるところでござい

ます。オープンイノベーションが世界的に進展して、企業にとって重要になっているとい

うことで、この取り組みを推進するために、産業界の取り組みへの関与、支援、あるいは

ニーズとシーズのマッチングの推進、さらには、中堅・中小・ベンチャー企業と「橋渡し」

機能能力を有する機関、この共同研究の助成、こういったものでオープンイノベーション

を推進していただこうということを記載してございます。 

 14 ページ、④国際共同事業の推進、ここは変わりません。 

 ⑤技術開発成果の事業化支援ですが、真ん中の欄の⑥の出資による実用化支援というも
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のを既に書いていたのですが、ＮＥＤＯの出資機能の強化は残しつつ、それに加えまして、

青い字の部分ですけれども、産業革新機構などほかの事業化促進の機能を有する機関、こ

ことの積極的な提携をまず謳いました。 

 その上で、もともと書いてございました実用化・事業化につながるような助言を積極的

に行うということ。さらに、標準化の部分は、プロジェクトのその他に書いてございまし

たところをもってまいりまして、さらに、この５月に提言いたしました「標準化官民戦略」

の中で謳われております「新市場創造型標準化制度」、こういったものの活用も含めて、積

極的にやっていくということを書いてございます。 

 さらに、ＮＥＤＯで既にやっておりますユーザーに技術開発の成果をサンプル提供して

実際に使ってもらうサンプルマッチングの取り組みについても改めて目標に書き込んでお

ります。 

 15 ページ、⑥情報発信等の推進は変えてございません。 

 ⑦人材の流動化促進、育成ですが、ＰＭ人材の育成を赤い字の部分に書き込んでおりま

す。具体的には、将来のＰＭ人材の候補を採用して実践経験を積ませること、さらに、ほ

かの機関、民間企業とか大学などで実績を有する人材を積極投与する、こういったことで

ＰＭ人材のキャリアパスの確立に貢献する。パワーポイントの資料で太い幹をつくってい

くというところをこのように表現いたしました。 

 16 ページ、⑧技術分野ごとの目標でございます。これが 16 ページから 22 ページまでず

っと並びますけれども、基本的には既に始まっている部分でもございますので、そのまま

としておりますが、２カ所ほど変えている部分がございます。 

 21 ページですが、上のⅷ）バイオテクノロジー分野でございます。ここにつきましては、

独立行政法人日本医療研究開発機構というものが平成 27 年４月に設立されることに既に

なってございます。この日本医療研究開発機構が実施する法律に基づく医療分野を除いて

実施するという趣旨のことをここに書き込んでいきたいと思っております。 

 その下、ⅸ）ロボット技術分野でございます。ここにつきましては、従来の記述ですと、

産業用ロボットが１段落目、サービスロボット、特にロボット介護機器などが２段落目、

３段落目に災害対応ロボットとかメンテナンス用機器の開発などを書いてございますが、

このロボットの分野は、政府全体といたしましてもロボット革命実現会議というものを設

けまして、特に力を入れて支援していくことに安倍首相のもとでなってございます。 

経済産業省といたしましても、既に人工知能（ＡＩ）を活用した次世代ロボット技術の
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開発を概算要求しておりまして、これについては特に重要だということで、この人工知能

を含めた次世代ロボット技術について、戦略策定やワークショップを通じて技術活用の促

進を図るとともに、重要技術の開発に取り組むということを記載いたしました。 

 以上が、（1）の技術開発の部分でございます。 

 22 ページにクレジット取得関連業務、23 ページに（3）債務保証関連業務がありますけ

れども、ここは変えてございません。 

 もう１点だけ、３．技術運営の効率化に関する事項というものがありますが、この中の

25 ページ、（8）コンプライアンスの推進でございます。ここは基本的に同じなのですが、

特に個人情報等の適切な保護・管理の取り組みを強化するという趣旨で、その旨、アクセ

ス権限の強化、研修の充実、マニュアルの充実等を図るということを 25 ページの一番下の

ところで書いてございます。 

 以上、長くなりましたが、ご説明を終わります。ありがとうございました。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、ご質疑がございましたら、よろしくお願いいたします。 

○松田委員  この委員会でもいろいろ議論されてきたことが、今回、改めて頭出しがで

きたような気がしております。そういう全体的な印象をもっております。 

 個別のいろいろな施策というのは、既に全部出そろっていると私は思うのです。ＮＥＤ

Ｏの役割として、どのように統括して串刺しをして一体化して動けるかというような仕組

みということは、権限と予算がないと動けないということがあると思います。既存の品揃

えに対して全く新しい品揃えをするというのは屋上屋になります。過去は全部廃棄すると

いうことは現実的ではありませんので、横串刺しと一体化ということをぜひ、この全体を

運営するときにいつも考えていただきたいという気がしています。 

 それから、特に最先端のところで、技術オリエンテッドの研究というのは、だれが担ぐ

かというと、自分自身で担いでいけるだけのスピードと資金投下が必要です。例えば、ク

モの糸のスパイバー社はＮＥＤＯが相当力を入れている素材開発ですが、スパイバー社単

独で事業拡大は不可能で、大企業と組まなければいけない。 

ここに大きな問題があって、今、非常に元気のいい大企業のトップの多くは、年齢 70

歳前後です。彼らがすごいのは、いかに若い人に何を残すかということを相当真剣に考え

ているのです。逆に、最先端の技術の話をトップに持っていってくれるなという企業の中

堅幹部の方々がおっしゃっている事例もあります。 
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それは、大企業が一体的にイノベーションを実践しようとするトップの思いを、会社全

体としてはなかなか動きづらいという現実があります。大会社の中のイノベーションに関

する評価システムというのは非常に問題があるのではないか。 

もう１つは、イノベーションに取り組もうとしている会社は大体収益力が高い。収益力

の低い会社はリスクファクターに対して余り積極的ではないし、トップが不安を持つと、

中堅幹部のほうはもっとバイアスがかかってなかなか新しいことに取り組まない。こうい

うことがありますので、最先端のテクノロジーをこれからオープンイノベーションで実行

に移すときに、業界全体の底上げという発想から脱して、ウィン・ウィンの最適状況をつ

くり出して、その成果をいかに長期的に検証していくという制度改革と意識改革のところ

までＮＥＤＯも踏み込まないと、ここに書いてあるような実効性が挙がらないのではない

かと思います。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

 では、お願いします。 

○末吉委員   

 大変詳しいご説明をいただいて、ありがとうございました。全体をお聞きしての私の印

象ですけれども、今度ここでお決めになることが本当に実践されるのか、実効あるものに

なるにはどういったことが重要かということで、私なりに考えたことを申し上げます。 

 当たり前の話だと思うのですが、例えば、ＤＡＲＰＡ型という新しい方式を採用される

とすると、ＤＡＲＰＡの直接の仕組みだけを取り入れても多分育たないと思うのです。い

ろいろな意味でのサブシステムが非常に重要になります。あるいは、オープンイノベーシ

ョンを採用するといっても、形式だけもってきても切り花をもってくるようなもので、根

っこから、土壌から変えていくという努力が必要かと思います。 

 そういった視点で、例えば、リスクの取り方を本当に変えられるのだろうか、お変えに

なるつもりなのだろうか。そういうところもぜひ議論していただきたいのです。本当にリ

スクを取ってほしいんです。変な話ですけれども、これまでもお取りになったと思うので

すが、本当にやりたいことが特定化されたら、本当にそこにはっきりしたリスクを取る。

そういう文化を是非つくっていただきたいと思います。ですから、１つ目は、リスクの取

り方を一段上の本気なリスクの取り方に変えていただいたほうがいいのかなという気がい

たします。 

 ２つ目は、当然、人材ですね。ＰＭ人材を採用するとか、いろいろなことをおっしゃっ
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ているわけですが、本当に今まで重要だと思っている人物像がそのまま変化していくよう

な人材育成・人材獲得なのか、それとも、今まではなかった新しい人材を取ってきて育て

ていく、その人材像をどう変えないと、例えばＤＡＲＰＡ方式が定着しないのだろうかと。

人材の見方とか評価の仕方とか処遇の仕方、アワード方式を採用されるというのは新規軸

なのかもしれませんけれども、新しい方式を本当に生かすための人材像をどうお考えにな

っていくのかということが非常に重要ではないかと思います。 

 それから、評価をする立場のほうからいいますと、単年度ごとの、過去１年こういうこ

とをしてきましたという評価から、中期を非常に重要視されるとしたら、単年度を捨てろ

とはいいませんけれども、中期を大事にするやり方を採用なさるのであれば、それに見合

った評価のあり方もしていかないと、目標とやることと単年度ごとの評価に少し齟齬が出

るのかなという気がいたします。 

 最後は私の個人的なお願いなのですけれども、ＴＳＣで７つの分野を特定化されて、そ

れぞれ非常に重要だと思うのですが、それでイノベーションとおっしゃるときに、これは

私の個人的な考えですけれども、今まで誰もやっていない、誰も想像していないような分

野を何かイノベーションで開拓していって、そこで自分の世界をつくるということもある

と同時に、例えば、温暖化の分野でもっと強烈なイノベーションが必要だと。つまり、方

向性が非常にわかっていて、部分的には世界で競争が始まっており、私の言い方でいえば

ビジネスの競争が始まっている、そういったところにイノベーションを起こすときのイノ

ベーションというのは何だろうかと。 

 最初に日本の国際競争力を増すとかという言葉があったわけですけれども、そうした場

合のそういうところと結びつけたイノベーションというのは一体何だろうかと。そういう

ことをぜひＴＳＣのベーシックな任務としてよく議論していただければと思います。 

 以上です。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。 

 では、ここでお答えをお願いします。 

○福田大臣官房参事官  では、先に、末吉委員のコメントについてですが、基本的には、

目指している方向をよくご理解いただきまして、重要なポイントを突いていただいたと思

っております。 

 ＤＡＲＰＡ型の採用については、ＤＡＲＰＡ型をもってきましたというところで、ほか

の部分についても、実際にどうやって入れていくかというのは非常に重要だと思います。
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その中で一番ポイントになるなと思ったところは、プロジェクト・マネージャーという一

番重要な人の指揮権、ネットワークを使って有望技術を掘り出してきて、それを具体化し

ていく。 

例えば、採択審査委員会の皆さんの合計点でということではなくて、それは参考にしつ

つも、ＰＭが決めていく。そういう形を導入するというのが一番インパクトの大きいとこ

ろだと思いますので、これをまずしっかりと導入して、さらに、その人が単に思いつきで

始めるのではなくて、ＴＳＣのほうでしっかりと戦略をつくって、それにのっとったプロ

ジェクトをつくっていく。これがある意味基盤になると思いますので、その上で、今後も

不断の見直しをしながらいろいろな仕組みをつくって、実際に成果が上がるものにしてい

きたいと思っております。 

 それから、人材につきましては、これも人材像の具体化というのがあると思いますが、

２種類ほどあると思っています。 

 １つは、既に学会なり企業の一流のところで活躍をした、既にネットワークを持ってい

る人材。初めのころは、そういった方をいかにピックアップして定着していただくかとい

う取り組みが重要だと思います。 

 もう１つは、既にＮＥＤＯもこの 20 年ずっとマネジメントをしっかり行っていくという

ことで活動してきて、また、採用方針も変えたりして、技術系の修士以上の人材を採ると

いう方針も一回立てたことがございますので、中にはそういった素養をもっている人材も

増えてきております。ただ、今まではどちらかというと黒子に徹していたという部分があ

りますので、そういった方がＰＭという形に脱皮していくことを促すようなきっかけに中

期目標がなればいいなと思っております。 

 それから、評価の仕方については、ダイレクトの答えになるかはわかりませんけれども、

全体の評価の制度というのがどうしても縛られる部分がありますので、年度ごとに引き継

ぎ、ごらんいただくということだと思いますが、今回はまだ中期目標期間中の変更ですの

で５年というのは変わりませんけれども、今度、新しい法律のもとでは７年に大きく変わ

ってまいりますので、それに応じて先生方に意見を聞く聞き方も工夫をしなければいけな

いなと思います。 

 最後のセンターの中の役割でございますが、この中に融合分野というのがありますけれ

ども、今までのＮＥＤＯのプロジェクト部ですと、この融合分野に相当するものがあるよ

うでなかったので、戦略の策定ということですと、今まで落ちていない部分が必ずあると
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思いますので、ここで積極的に拾っていくという仕組みはとりあえず備えておりますので、

さらにそれがちゃんと機能しているかどうかについてぜひウォッチいただいて、またご指

摘をいただければと思います。 

 それから、松田委員のほうからご指摘いただきました、１つが、今も大企業のビヘイビ

アとか中小ベンチャーのビヘイビア、この辺をみながらきちんとアプローチしていかなけ

ればいけないというご指摘は、そのとおりだと思います。 

 これはＮＥＤＯのほうにも支援をするという形で、オープンイノベーションに積極的な

企業をどうやって同じワンボイスで取り組みをしていくかという、そういう枠組みをつく

ろうではないかという取り組みを今進めつつありまして、こちらのほうも活用しながら、

そこにＮＥＤＯに積極的に関与していただくことで、大企業から中堅企業、中小企業、ベ

ンチャー企業などのネットワークを使って、また、具体的な声も聞きながら、外側でオー

プンイノベーションの推進を図っていくということだと思います。 

それとともに、そういったオープンイノベーションの取り組みをするところに集中的に

支援していきます。先ほどの中小・ベンチャー企業の支援割合を目標として設けるという

のは、相当議論はあったやに聞いておりますけれども、現実にもあるのですが、そういっ

た目標を掲げて、それで取り組むこともよしとしようではないかということで、今回の案

には取り込んでいるところでございます。こういったところもぜひ活用していきたいと思

っております。 

○片瀬局長  若干、補足させていただきます。まず、松田委員のおっしゃった中で、意

識改革というのは非常に重要で、それは最終的には、企業のガバナンスの問題とか、経営

者の質の問題ということに帰着をするわけですけれども、国としてできることはしっかり

やろうということです。具体的には、オープンイノベーションの税制、これは今一応ある

のですが、それを抜本的に強化するということを取り組んでいまして、税制大綱が 12 月

30 日に決まる予定になっておりますけれども、それに向けて今最終的な努力をしていると

ころでございます。 

 具体的には、例えば、大企業なり企業がベンチャー企業とか大学とか研究所に研究を委

託した場合、そこに相当のインセンティブをつけるということをもって、その結果として、

大企業のトップのほうが、こういう制度があるのだから取り組めという大きな旗頭になる

ようなものにしたいと思っております。 

 そういう税制措置を講じた上で、意識改革というのは国民運動としてやらなければいけ
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ないので、オープンイノベーションの促進というのをＮＥＤＯの一つのミッションとして

今回位置づけをさせていただきまして、例えば、オープンイノベーション協議会のような、

企業のそういう活動をＮＥＤＯが中心となって組織をしていただくという取り組みをする

ということを考えています。 

 また、中堅・中小企業については、オープンイノベーションをやれといっても、人的に

も資金的にも最初は難しいと思いますので、中堅・中小企業のオープンイノベーションを

通じた研究、すなわち外部の研究リソースも活用した研究、それについては新しい補助金

制度をつくるということを考えていまして、それも今回の中期目標に盛り込ませていただ

いています。 

 それから、松田委員がもう１つ最初におっしゃった、屋上屋、やるべきことは全部書い

てあるのだからというのは、おっしゃるとおりでありまして、それに一番足りなかったの

は、予算を国がリスクテークをするべきところに振り向ける、そういうやり方での研究開

発マネジメントというものをやらなければいけないということでございまして、それが今

回のＤＡＲＰＡ型への改革ということでございます。 

 これは末吉委員がおっしゃったリスクの話にかかわるわけですけれども、これまでは、

成果重視の余り、実用化達成率 25％というものを掲げていました。それはいい面と悪い面

があるのですが、悪い面でいうと、実用化する確率が高いもの、すなわち、リスクが低い

ものにどうしてもお金が行ってしまうという結果を招きがちでありますので、今回、先ほ

ど申し上げましたように、多面的な評価を行う。これはしっかり評価しないと、逆にいい

加減な評価になる可能性もあるわけですけれども、そこはしっかり評価をするという前提

で、実際は実用化をしなくても、どういう技術的な成果が得られたか、どういう技術的な

波及効果があったか、そういうことを多面的に評価するという新しい考え方を導入しまし

た。これは実はＤＡＲＰＡもそうしているわけですけれども、そういうやり方にしたとい

うことでございます。 

 それから、最後に末吉委員がおっしゃった温暖化の話ですが、おっしゃるように、今、

既に技術がないものはこういうＤＡＲＰＡ型でやる必要があるわけですけれども、あるも

のは、次は恐らく、エネルギー技術はまず実証が必要で、いきなり商用化は難しいので、

実証して、それと同時に、さまざまな市場整備、例えば規制システムですとか標準化など

をやっていかなければいけないわけです。したがって、それはある意味ではＮＥＤＯを超

える部分があるわけですが、おっしゃっているような技術センターなどでそういう長期的
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な見通しもしっかりつくってもらいながら、国のほうでやるべき部分をやっていくという

ことになっていくのだろうなと思っています。 

○末吉委員  ぜひ大胆にお進めいただきたいと思います。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

 それでは、お願いします。 

○金谷委員  今回、先ほど来お話に出ているＤＡＲＰＡ型に転換していくということで

あれば、今までのように要素技術はどのくらい積み上がってくるのかは見えやすかったの

で、目標設定しやすかったと思うのですが、逆にＤＡＲＰＡ型の場合はむしろ目標設定が

命といいますか、どういう目標設定をするのかと。今、非連続でわからないものも含めて

目標設定をしていくというのが、新しくできるセンターがこの役割を担っていくのでしょ

うか。同時に、国際的なこと、国内の今後の情勢、いろいろなことも含めたマーケティン

グがより重要で、それは技術マーケティングだけではなくて、本当に社会がどうなってい

くのかということを考える必要があるのではないかと思います。 

それから、今回、いろいろな技術を競わせるということなので、リダンダンシーを確保

するということだと思いますが、これは非常に重要なことだろうと思うので、それも含め

て何か目標設定の仕方というのは、しっかりと書き込んでおいたりその仕組みをつくって

おく必要はないでしょうか。 

 

○福田大臣官房参事官  これもいろいろな考え方があって、まだ固まったわけではない

のですが、いずれにしても、まず、非連続なプロジェクトというからには、これまでの、

例えばある性能のトレンドが目標だとすると、それをぐっと伸ばしてそこのものとすると

非連続ではないということになりますので、あるいは、今まではそういう指標にしていな

かったものも目標になり得ると思います。 

 いずれにしても、まず高い目標をしっかりと置く。その目標は、シーズドリブンという

よりは、ニーズのほうからみたときに、このぐらい置かないと意味がないだろうというも

のを置いていくのではないかと思っています。 

 当然ながら、最終目標が置かれれば、マイルストーンとなる中間目標ですが、中間の１

点というのが今までのトレンドだとすると、むしろステージゲートにしますので、場合に

よっては、２年、4 年と複数置いていくということもあると思います。 

 ポイントなのは、目標はしっかりつくるのだけれども、チャレンジングな目標にするの
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で、しかも、これまで以上にチャレンジングな目標にするので、そこに達成しなかったら

アウトという形を厳密にやってしまうと死んでいきますので、そこの部分で、ほかと組み

合わせてこうしたらいいのではないかとか、そういう組み合わせ、あるいはプロジェクト

の変更、場合によっては実用化する人をその時点で初めて入れてくるとか、そういった柔

軟なマネジメントを併せてやっていくことによって、金谷委員ご指摘のように、むしろほ

かでやったほうがよかったということにならないようにしていくことになると思います。 

 この目標の設定をだれがやるかということについては、基本的には、センターの戦略に

基づいて、構想の段階で目標も基本的には入ってまいります。ただ、その後、さらにＰＭ

がそれを引き継いで、プレーヤーの状況とか、さらにその後の最新情報を踏まえて、基本

計画の段階でそれはブラッシュアップされていきますし、また、プロジェクトが実施され

た後も当然変えていくべきものだと思います。 

 ダイレクトなお答えになっていないかもしれませんが。 

○金谷委員  これは私の意見ですけれども、目標の設定というのは、多くは今後の政策

に大きくかかわるので、政策当局などを含めたようなところで、恐らくＮＥＤＯの外の方

も入ったようなところで、いわゆる正しいマーケティングをしていくということが必要だ

ろうと。 

○安永審議官  金谷委員のおっしゃったことは実はすごく大変でして、今、技術戦略研

究センターでは、かなり人的リソースを抑えて、内部の人も、外部の専門家はフェローと

いう形でお迎えして、日夜議論しております。その中で、社会のニーズという面も、技術

の側面から、どちらもあるのですが、福田参事官から申し上げましたように、ニーズドリ

ブンということに関していうと、私がこういうのは余りよくないのかもしれませんけれど

も、今までニーズドリブンといいながら、本当にニーズドリブンだったことはないと考え

ています。当省だけではなくて、内閣府もそうで、今、文科省も社会ニーズだとかいって

いるのですが、あれはニーズドリブンのやり方がおかしいのではなくて、それは正しいの

だけれども、今の技術でどこまで行けるかなというのを裏で考えながらニーズドリブンと

いっているんです。 

 ですから、これは多分よくなくて、これをやると、技術の選択肢は、今あるものに事実

上限られてしまいます。ＤＡＲＰＡは、もちろんシーズの技術動向もきっちり調べながら、

相当高いところに置いていく。ニーズドリブンといいながら、できるところに目標を設定

しないところが多分非常に大事であると考えています。 
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 それから、もう１つは技術面です。今、ＮＥＤＯのセンターでやっているのは、これま

でもＮＥＤＯは個別分野でやってきたのですが、例えば、最新の技術動向を調べるには、

１つは学会に出ていき、学会の一部のセッションをＮＥＤＯセッションにして、これはオ

ープンでやる場合もあるし、ある程度クローズドにやったほうがいい場合もあると思うの

ですが、今はまだどういう流れになるかわかっていない新技術というのがありますよね。 

これは本当に本流なのかどうか、わかっていない、こういうものにも十分張っていくと

いう姿勢で、世の中にまだ流れができていない技術にもちゃんと配慮をすることによって、

どこまでの目標を本当に達成するとしたら、その達成するための候補となる選択肢はある

のか、そういうことをみていくということだと思います。これは非常に難しいと思います

けれども、ＮＥＤＯにとっては新しいチャレンジとして、今既に始めていただいていると

いうことだと思います。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

 では、どうぞ。 

○谷田部委員  全体的な印象としては、非常に細かく切り分けられていて、組み立てる

と非常にいいものができそうだと思うのですが、ただ、組み立ててみたら実際は別の形に

なってしまったみたいなことは、割と起こりがちだと思うのです。今までのＮＥＤＯの良

さというのは、余り切り分けないでドーンといった部分でうまくいったりすることもある

と思うのです。そういう曖昧な部分をどうやって残せるのかなというところが、難しくな

ってきたと感じております。 

 産総研との切り分けとかとなってくると、逆にいうと、今までは、ＮＥＤＯということ

が何となくぼんやりわかったのですけれども、こうやって新しい目標をみていくと、一体

ＮＥＤＯはどうなるのかなと。余り具体的なイメージになってこないというところがあっ

て、どういうプロジェクトを立ち上げて、どうやって評価して成果を上げていくのかとい

う、結局はその評価の部分であると思うのですけれども、その評価も、確かに長期的に評

価する必要もあるし、短期的にあきらめる部分も必要だしということで、きちんとしてい

るのだけれども曖昧だというところがいかにつくれるのか。 

 実際に運用の問題だと思うのですが、そういうこともぜひ取り組んでいただいて、とに

かくいい成果を上げていただきたいということです。 

 ○松本部会長  おっしゃるとおりだと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。少し付け加えさせていただくと、ＤＡＲＰＡ型というものの
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定義が、もう一つはっきりしていないようなところがあって、例えば、インターネット、

ＧＰＳ、マッハ 20 の飛行機などで、マッハ 20 の飛行機は単直線的に開発可能だと思うの

ですけれども、重要なのは、インターネットというものを最初に考えたときは、どう使わ

れるかわからないけれども、というところがあったと思うのです。そして、今ここで議論

しているのは、ニーズドリブンだといいますが、インターネットを使うときに、ニーズは

こんなものだと思っていたかどうか。実はそんなものはなくて、やってみたらそんなもの

ができちゃった、というのがインターネットですよね。 

 それから、ＧＰＳは軍事用に開発したわけで、比較的簡単に場所がわかるじゃないかと。

そういう話だったと思うのですけれども、その展開が、民生にもっていったときにこんな

にブレークしてしまったというのが例えばＧＰＳのような気がするのですが、それをＤＡ

ＲＰＡ型と一言でいってしまうと何となくおもしろそうにみえるけれども、実は何なのだ

というところがちょっとわからないまま、観念的に走っているような感じがちょっとしま

す。 

 本当はそこをもうちょっときちっと分析して、ＤＡＲＰＡがお金を出したものについて

はケースがいっぱいあると思うので、それをもう少し詳細にみておいたほうがいいのでは

ないか。 

 それから、最近、皆さんが、「非連続的なイノベーション」とおっしゃるけれども、何を

もって非連続というのか。実際の社会現象的には不連続にみえるけれども、それは全部理

由があって変わっていったといえるような気がします。そこのところのもうちょっと懇切

丁寧な解釈が必要かなという気はします。プロパガンダとしてはいいのですが。 

 それから、もう１つ、ＮＥＤＯがどういう構造を持っていくべきか。ある意味、ＮＥＤ

Ｏはファンディングエージェンシーですから、ファンディングのあり方をどう考えていく

のかというところが本当は本質で、ファンディングエージェンシーは日本では、学の立場

から見るとＪＳＰＳがあって、ＪＳＴがあって、ＮＥＤＯがあるわけです。もう１つは、

産業革新機構のようなファンドがある。ファンディングエージェンシーとはちょっと違う

のだけれども、ベンチャーということを考えると、彼らからどのように出資を引き出して

きて、リターンに戻していくかという、そういう経済活動の中で動いているわけですよね。 

 もう１つは、ファンディングを受けるという立場でいうと、全体がどう動いていけばい

いのかということを、いろいろなステークホルダーと一緒に議論をしていくような場をＮ

ＥＤＯそのものがもつべきではないかという気はします。 
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 今回、アカデミアにおられた川合先生においでいただくことになったわけで、いろいろ

な大きな予算を動かしてきた経験もあられると思うのですが、そこの知恵をどううまく生

かしていくのかということをよく考えていただくことが重要かなという気がします。 

 もう１つは、技術開発型のベンチャーの振興とかが、いろいろなところに書いてあるの

が、絵はすべてにおいてやはりリニアモデル的で、日本全体を考えたときに、人の流動ま

で本当に担保するような状況にあるのかというと、必ずしもそうではない。ある種のイン

センティブをもって人が動けるかというと、そうではない。一度失敗するとレッテルを張

られてしまうわけですよね。 

それは国民の意識を変えていかないともちろん難しいのですが、それは大きな政策とし

て全体が動いていて初めて実現されるわけです。イスラエルにしても、アメリカにしても、

回っているシステムというのは、その土壌があって初めて生きている話なので、そこを慎

重に考えないと、それこそ絵に描いたもちになりそうな気がします。じゃあどうするのと

いわれると、平等ではないのですが、全体像の危うさを感じます。十分な分析に基づいた

議論が必要ですね。 

○松田委員  今のお話を若干引き継ぐようなことなのですが、イスラエルはあれだけの

危機意識国家で、しかも、軍が強くないとつぶされてしまうという、そういう前提で成り

立っていて、そして、民間におりたものはほとんどシリコンバレーで事業化している技術

も多い。そういう意味で人の行動パターン異なり、日本は真反対のカルチャーだというこ

とを考えなければなりません。確かに一般受けはするのですけれども、実効性を挙げるた

めには相当工夫が必要です。多くの制度を海外から受け入れましたが、確実な成果が出て

いないのが現実です。日本全体の非常にとがった技術をベースに、非連続のイノベーショ

ンをファインディングし、若手の人たちに思い切って力を発揮させるにはどうしたらいい

のかという仕組みを、コアになっている幾つかの機構（例えばＮＥＤＯやＪＳＴ）が一緒

になって考えていくべきタイミングに来ているのではないか。各機構がばらばらに予算と

人材を分散的に使わず、一体的に集中化することが必要ではないかと考えています。 

 そして、研究者のほうからしましても、どこの機構で補助金を受けようかと選定に悩み

ます。それを全体的に、ここが最適だという国としてまだ一本化されていないという不効

率があります。 

 さらに、オープンイノベーションの重要性という意識はみな持っていますが、研究とい

う面でいくと、日本の国家予算をせっかくつぎ込んだ成果を、グーグルなどが買収すると
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いうようなことが現実に起きています。そういう現実を考えると、日本のＮＥＤＯの予算

を使って研究公募に国内外からの応募も可能なのかということに行き着きます。可能だっ

たときに、どういう仕組みでもってその制度を導入して、日本の予算を使ったときに、日

本に何らかの成果が確実に実現する仕組みを構築する必要が出てきます。多様な研究体制

と成果の帰属を明確にしないと、もっと研究のやりやすい海外に日本の研究人材が流出す

るという可能性が怖いですね。 

 そういう意味で、海外からの応募がどんどんあるような仕組みをつくるのが必要なのだ

ろうと思います。そのような制度設計をしたときに、国民の予算を使っているというのを

どのように国内向けに説得して、研究成果やその波及効果がこのように国内で実現する可

能性があるということを明確にしないと、実際の運営のときに、より広く、世界の人材を

ＮＥＤＯに糾合していくということができないのではないかと思います。 

○松本部会長  私が答える立場ではないかもしれませんけれども、ＮＥＤＯとしては、

グローバルな連携を強めていくことかと思います。例えば、ホライゾン 2020 というのがヨ

ーロッパで動いていますが、ヨーロッパの組織のどこかと組め日本にもお金が入ってくる

ようなシステムになっていますので、そういうシステムにＮＥＤＯも入り込めるかどうか。

向こうのプロジェクトをもってきて、ＮＥＤＯのファンディングがそこに入って、一緒に

両方で使えて、その果実は日本で刈り取るのが一番いいわけですけれども、そういうこと

ができるようなシステムに設計できるかどうかというようなことだと思うのです。ＪＳＴ

も多分同じようなものがあると思います。 

○安永審議官  完全にお答えできるものは余りないのですが、まず１つ、非常に大きな

指摘は、ＤＡＲＰＡ型というのは、プロパガンダとしてはいいけれどもというお話です。

私たちも、ＤＡＲＰＡに雇われているＰＭの人たちに何人か会いました。確かに違うんで

す。一番わかりやすいのは、ＤＡＲＰＡのロボティクス・チャレンジというロボットをや

っている人たちで、こういう動くものというのは見やすいわけですね。例えば、あのロボ

ティクス・チャレンジで何をやったかというと、まさしく階段を上りなさいとか、瓦れき

を乗り越えていきなさいとか、こういう結果的に見えやすいタスクを設定して、方法論は

何でもいいので、やってみなさいというやり方です。 

 実はこういうやり方ではないＤＡＲＰＡ型というのもあります。まさしく先生がおっし

ゃったように、マッハ 20 というのも簡単ではありません。当然ながら、いきなり「マッハ

20 の飛行機をつくりなさい」といってつくれるわけはないですから、日本のこれまでのナ
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ショプロともやや共通する要素があると思うのですが、彼らはマッハ 20 が航空力学的に、

あるいはエンジンの仕組みとして出せる要素技術を出しなさいと。そのかわり、それを競

争させてやっているわけで、彼らは結果的に、実際にマッハ 20 が出るというところの技術

的な確証が得られればいいわけです。 

 実際にマッハ 20 で世界中どこへでも飛んでいくためには１時間ぐらい飛ばなければい

けないのですが、数分間、燃焼が安定して継続していればいいと。そこはかなり要素技術

ベースに近い部分なんです。これは分野によってやり方が違う。こういうことは考える必

要があります。 

 それから、ことほどさように、非連続か連続かというお話がありました。今までも、ナ

ショプロというのは非連続なものをやっているんです。ただし、非連続・連続の例で一番

わかりやすいのは、ブラウン管と液晶と有機ＥＬですね。ブラウン管を幾ら発展させても、

さすがに厚さ 3 センチ、５センチにはなりません。そこで、全く原理の違う液晶というも

のの研究開発が進んだわけですが、しかし、これとていきなりブラウン管に代替するもの

ではなかったわけです。最初はモノクロの液晶で、なおかつ数字しか出ない電卓用だった

わけです。 

こういう形で、イノベーションというのは必ずしも確かに単線的でないので、次のＳ字

カーブの次、ないしは次の次は何かというのは、幾つも候補があるわけです。そこをどの

程度張っておかないといけないか。何でもかんでも張っていると、税金のむだ遣いという

ことになりかねず、かといって、ある１つのものに思い込んで張っていると、一発逆転を

食らうと。こういう苦い経験は恐らく日本の大企業もたくさんしているわけです。そうい

うことを考えるために、センターをつくり、センターで人を雇い、そして学会との交流、

産業界との交流もさらに深めていく。こういうことしかないかなと思っています。 

それから、人の流動の点です。これは私たちもこの限界はよく感じます。一つ考えるの

は、だれでもかれでも流動していいわけではないんです。日本のイノベーションというも

のを考えたときに、一番流動させやすくて、なおかつ流動したほうがいいのは、トップの

研究者なわけです。技術の具体的な形、下流をやっていく、リサーチャーからエンジニア、

それからスキルをベースとした人たち、その人たちは流動しないほうがいいわけです。そ

こで長くやることが競争力になっている。ただ、トップのリサーチャーはさすがに流動し

てもらって、自由にいろいろチャレンジをしてもらったほうがいいのではないですかと。 

こういうことを一つ我々の政策としてやるとすれば、大学と産総研のクロスアポイント
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メントで、どちらにも所属していただいて研究の幅を広げていただく。こういうことはあ

ると思います。ただ、それだけではないし、松本先生のおっしゃるように、そのビジネス

のところに行ったら、それは下流のほうになります。失敗したら後がないと。こういうこ

とを直すには、メンタリティーを含めて、社会システムを含めて変えないといけない。 

海外のように、２～３回失敗したほうがベンチャーを起こすにはいいのだというところ

まで変えられるかどうかですね。私たちは実は、産業革新機構も、できたときには変えた

いと思ってつくったはずで、リーマンショックが間に入ったので、ややそうでない雰囲気

も若干あるのですけれども、そこは我々の産業技術政策だけではない部分も変えなければ

いけないのだろうと思います。 

最後に、海外のプレーヤー、あるいは海外にいて活躍している日本人も含めてだと思う

のですが、これは今議論をしていまして、幸か不幸か、かつては、15 年ぐらい前までは、

日本にかなりフルセットの産業があり、フルセットの技術があったので、何とかしようと

思えば何とかできました。ところが、今はできなくなっていますよね。明らかにバリュー

チェーンの一部が欠けている。そうすると、それを前提にしないといけない。 

具体的には、半導体です。半導体は、今、垂直統合モデルというのを維持しているのは、

大手でいうと２社ぐらいですね。そこも、ファブレス・ファウンドリー・モデルとの間の

競争にさらされている。例えば、そういうものを前提としたプロジェクトというのが今は

幾つかあります。ただ、それはやむを得ずやっているという色彩が正直いって強い。だか

ら、これをもっと攻めの視点で海外のいい技術を取り込む。ただし、取り込んだからには、

税金を使うわけですから、それが日本の経済にトータルでプラスになるので、欠けている

部分を取り込むのだよと。 

ただし、その際のバイ・ドールの扱いなどは議論になります。単純にバイ・ドールでは

なくて、例えば、ＮＥＤＯがサブライセンスをもって、日本市場で実施するときには、Ｎ

ＥＤＯが日本の企業で適切なところを探してくるというようなやり方もあるかもしれない。

そこはかなり工夫をしなければいけない。そして、それはケースバイケースのものが多く

なると思うのですが、おっしゃったことを考えながら、今、ＮＥＤＯの現場も非常に苦労

しながらやっており、これを私たちも政策として考えようということだと思います。 

○松本部会長  ほかにいかがでしょうか。 

○谷田部委員  技術戦略研究センターというものが出してきた戦略というのは、ＮＥＤ

Ｏ全体の中でどのくらいの割合を占めるということを考えていらっしゃるのでしょうか。
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ＤＡＲＰＡ型やいろいろなものも含めて、全体としてどういう位置づけになるのでしょう

か。 

○安永審議官  ＤＡＲＰＡ型というのは、やり方の話です。技術戦略というのは、何の

技術をやらなければいけないのか。その技術は何のためにやるのか。それは日本のどうい

う産業につながって、結果的には日本の競争力や、例えば環境エネルギーであれば、まさ

しく社会的な制約の克服につながるのか。これは全部考えますということです。 

 その上で、特徴をいうと、これは理想も含めてですけれども、ＮＥＤＯの仕事をこうや

りましょうという戦略にとどめるつもりはなく、日本全体としてこうやらないといけない

のだと。だから、純粋に学術研究としてはこういう非常にアーリーステージの研究をやっ

てくださいということです。やる方自体、あるいはお金を出すところは、ＪＳＰＳでもＪ

ＳＴでもいいんです。やるプレーヤーも、別に産業人は入っていなくていいんです。大学

のほうでこういうのをどんどんやってくださいと。その中で産業化できそうなものの芽が

少しできたら、それはＮＥＤＯも入っていって支援しますということでやらないといけな

いのだと思っていますので、そこは日本全体の技術戦略だという思いで、現実には大変な

思いを現場ではされているのですが、やるということであります。 

 いってみれば、経済産業省のみならず、日本の政府も民間もこれを参照できるような形

にしたいと考えています。もちろん、学術分野では、ＪＳＴのＣＲＤＳは非常にいいデー

タベースをもっていますし、いい動向調査をやっていますから、こういうものを十分参考

にしていくということだと思います。 

○谷田部委員  その目標として、そういう個別にやるということもあると思うのです。

例えば、交通事故死をゼロにするとか、そういうことを目標にして、それに関係した産業

を集めて１つプロジェクトを進めていくとか、そういった研究開発に力を入れさせていく

とか。例えば、月に人を送るのだといって技術が随分開発されたような形で、ポイント、

ポイントで幾つかの日本が果たすべき役割を担うための技術でもいいのですが、そういう

国家戦略的なところから波及してくるような戦略みたいなことがあって技術開発が進んで

いくという、そういう非常にわかりやすいような形も考えられると思うのですけれども、

そういったこともこういう分野に入ってくる可能性はあると考えてよろしいですか。 

○安永審議官  はい。ありがとうございます。今の交通事故死ゼロというのを直接目標

に掲げた戦略はまだ検討を始めていないのですが、例えば、昨日もけんけんがくがくやっ

ていたのですけれども、今、ＮＥＤＯでは構造材料のプロジェクトというのをやっていた
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だいています。これは主に自動車や航空機の軽量化によってエネルギー制約を解消しよう

というものですが、ＳＩＰでやっているようなインフラの老朽化というのが問題になって

いますから、例えば、もう鉄を使わないで、軽くて、施工期間が３カ月ではなく 10 日でで

きる、そういう新しい社会インフラをつくるための材料技術、そして、材料のみならず、

設計技術、施工技術、これをやろうと。 

 ただ、そこは我々は余り知見がないから、土木建設研あるいは国交省の組織とどうやっ

て組んでいくか。そして、材料メーカーのみならず、ゼネコン、あるいは実際にニーズを

抱えている市町村、こういうものを入れて戦略を検討すべきではないか、まさにこういう

議論をやっていますので、縮こまらずに、おっしゃったような国家としての課題について

もどんどん手がけていきたいと思っています。 

○松本部会長  大分時間が過ぎてしまいました。非常に活発なご議論をありがとうござ

います。ほかに、よろしいですか。 

 それでは、その他について、お願いします。 

○福田大臣官房参事官  それでは、資料３といたしまして、今後のスケジュールでござ

います。 

 冒頭、片瀬からもありましたけれども、年明け、１月下旬から２月中旬に、次回、第 38

回のＮＥＤＯ部会を開催いたしまして、この中期目標のさらにブラッシュアップしたもの

と、国の中期目標に従ってＮＥＤＯのほうで中期計画をつくるという立てつけになってお

りますので、これの変更案を提示いたしまして、さらに、業務方法書も一部変更というの

を今検討しておりますので、これをご審議いただきます。 

その後は、これも予定ですが、２月中旬から下旬にかけて、親委員会の独立行政法人強

化委員会でほかの法人も含めて議論がなされて、２月末には中期目標の大臣承認で公表、

さらに３月初旬には中期計画と業務方法書について申請がされまして、３月末にはこれを

認可し、スタートするという予定でございます。 

谷田部委員からご指摘のあった、若干分散していて細かくなっているというところは、

もしかしたら中期目標の途中での変更だったので、本当は塗りかえられれば全部書きおろ

したかったところなのですが、そういうところももしかしたら影響しているかもしれませ

ん。その点はご了承いただきたいと思います。中期計画ですともっと細かく、しっかりと

やるためにどうしたらいいかということがよりみえてくるような気がしますので、そうい

ったところもまたごらんいただきたいと思います。 
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以上でございます。 

○松本部会長  ほかにございませんでしょうか。 

 古川さん、何がございますか。せっかくおいでいただきましたので。 

○古川理事長  本日はＮＥＤＯの大きな枠組みのお話でございますので、私どもがコメ

ントする立場ではございません。ただこれに関連して申し上げれば、私も理事長として３

年３カ月やってまいりまして、２つ重点的にやってまいりました。１点目は、プロジェク

トマネジメントの強化をいろいろな視点からやってきたつもりでございます。 

 ２点目は、中堅・中小・ベンチャーの育成ですが、「橋渡し」という言葉は使っていませ

んでしたけれども、これまで私は個別の企業もかなり訪問してきたつもりでございます。

そういう意味では、今回の中期目標の修正案の方向性としてはよろしいのではないかなと

思います。 

 それから、土壌の問題がございましたが、私も前からこのベンチャーの話のときはいっ

ているのですけれども、教育を変えないと変わらないと。日本人は、幼稚園のときから他

人と違うことをやってはいけないと教えられます。小学校ではもっとそうです。そのうち、

有名小学校、有名中学校、有名高校に入って、企業まで有名企業に入り、そういう形で育

った人間がベンチャー精神を持つのは難しいのではないかと。私も大企業にいて、もう骨

身にしみて感じていますので、教育の根本を変えない限り変わらない。それで、望みを失

ってはいけないと思って、私も一生懸命、ＩＰＡの「未踏事業」など、いろいろ先生方に

ご指導をいただきながら、天才の卵のような人たちをどうやって育てるかということをや

ってまいりました。 

 ですから、今の枠組みの中でも、何らかの形でできるのではないかなということで、松

本先生にも大変ご指導いただきながらやっていますので、今後もぜひそういう視点でやっ

てまいりたいと思います。ありがとうございました。 

○松本部会長  それでは、どうもありがとうございました。本日の部会を閉会とさせて

いただきます。 

 

                                 ──了── 

 


