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独立行政法人評価委員会産業技術分科会 

第３８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２７年２月９日（月）１０：００～１１：１０ 

２．場 所：経済産業省 本館２階 西３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中期目標及び中期計

画の変更について 

   （２）その他 

出席委員 

  松本部会長、末吉委員、高井委員、松田委員、谷田部委員 

 

○松本部会長  皆さんおそろいになりましたので、第 38 回のＮＥＤＯ部会を始めさせて

いただきたいと思います。 

 それでは、資料の確認からお願いいたします。 

○福田大臣官房参事官  お手元の座席表のほかに、議事次第及び配付資料一覧がござい

まして、資料１は「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の国立研究開発法

人化について」、資料２は「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構第３期中期

計画変更案の概要」、資料３―１は「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構第

３期中期目標・中期計画変更（案）新旧対照表」、資料３―２は同じく新旧対照表ですが、

その中の中期計画の別表の部分でございます。資料４は今後のスケジュールについて、参

考資料１は委員名簿、参考資料２は前回ご説明した資料ですけれども、「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期中期目標等の変更について」でございます。 

 落丁・乱丁がございましたら、途中でも結構ですので、お申しつけくださいませ。 

 続きまして、本日の出席状況ですが、金谷委員がご都合で欠席となっております。 

 ６名中５名の出席となっておりますので、本会は成立いたします。 

 なお、評価委員会の議事録や配付資料につきましては、従前より当省のホームページで

公表させていただいております。本日も同様にさせていただくことと、そのため、議事録

については後日ご確認させていただくことをご了承いただきたいと思います。 

 以上でございます。 
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○松本部会長  よろしいでしょうか。 

 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の中期目標及び中期計画の変更（案）について、ご説明をお願いしたいと思い

ます。 

 説明は、中期目標の変更については事務局から、中期計画の変更についてはＮＥＤＯの

ほうからご説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○福田大臣官房参事官  まずは、資料１をごらんください。「独立法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構の国立研究開発法人化について」をご説明したいと思います。 

 既にご承知のとおり、１．に書いてございますように、昨年６月に独立行政法人通則法

が改正となり、来る４月１日から全面施行となります。この中では、今までの独立行政法

人を３つの法人に分けておりまして、①中期目標管理法人、②国立研究開発法人、③行政

執行法人になりますが、ＮＥＤＯはこの中の②国立研究開発法人というものに該当するこ

とになります。 

 ２．ですが、これに伴いまして法人の名称も、これまでは正式には「独立行政法人新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構」だったものが、「国立研究開発法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構」に変更となります。 

 また、従来の「中期目標」、「中期計画」というのは、それぞれ「中長期目標」、「中長期

計画」とみなされることとなります。 

 それから、中期目標の中で一番ポーションの大きい部分で、「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」というものがございましたけれども、これが

国立研究開発法人となりますので、「研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関す

る事項」となります。同様に、中期計画も同じ部分で同じような名称の変更がございます。 

 それから、資料は前後いたしますが、資料４で今後のスケジュールについて触れており

ます。 

 この後、今週の金曜日、２月 13日に、経産省の親委員会となる第 72回独立行政法人評

価委員会が行われます。こちらで、今日お諮りする中期目標・中期計画の変更案について

ご審議いただく予定でございます。 

 それが済みますと、３月中旬には中期目標についての大臣承認が行われ、また、ＮＥＤ

Ｏによる中期計画の認可申請が行われまして、３月末には中期計画の認可をして、４月か

らスタートしたいと、そういう予定になってございます。 
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 それでは、部会長からお話がありましたように、私のほうから中期目標について、これ

は前回ご説明させていただきましたので、前回からの主な変更点についてご説明させてい

ただきます。 

 資料３―１をごらんいただきたいと思います。この資料は、前回の部会では、中期目標

の新旧と備考という構成の資料で説明させていただきました。本日はこれに中期計画の新

旧が加わっておりまして、横のところはご参照いただければそれぞれご覧いただけるとい

う形になっております。 

 それから、色がつけてある部分について簡単にご説明いたしますと、まず、青あるいは

印刷によっては紫にみえるところがあるかもしれませんが、青または紫のところが新規に

書き下した部分でございます。赤い部分は、一番右の備考の欄に各種政府の決定事項とい

うものを記載してございます。この趣旨をもってきたものが赤いところでございます。緑

のところは、構成上、ほかの部分にあったものを移動させてきて同じ趣旨のものを書いて

おります。それから、一部、黄色のマーカーがしてございます。中期目標の黄色のマーカ

ーは前回から変更した部分でございます。中期計画の黄色のマーカーの部分は、目標には

書いていないのですが、中期計画のほうで特に細かく書いている部分でございます。 

 それでは、左の２つの欄の中期目標をごらんいただきたいと思います。 

 まず、12ページですが、ここで黄色いマーカーが出てまいります。この部分は、（1）技

術開発マネジメント関連業務で冒頭目標についてまとめて記載している部分の一部でござ

います。今回から、中堅・中小・ベンチャー企業について採択額の割合を掲載するという

ことになっておりますが、これを 20％とすること。 

 それから、この中で、中堅企業の定義につきまして、従業員 1,000 人未満または売り上

げ 1,000 億円未満の企業であって、中小企業を除くことにするという部分ですが、前回は

ペンディングになっておりましたけれども、このように記載させていただきました。 

 次に、16 ページでございます。同じ（1）技術開発マネジメント関連業務の中で、①技

術開発マネジメントの機能強化という部分の一部でございます。ここについて、ｃ．とし

て基本計画の策定というのがございますが、ここで、達成目標について特に明確に記載し

ていなかったところがございまして、前回もご議論のあったところでございますので、定

性的にはなりますけれども、この新しいリスクの高いナショナルプロジェクトにつきまし

て、達成目標については、実用化・事業化に伴う市場創出効果や雇用創造効果のみならず、

広範な産業への波及効果、産業競争力強化への貢献、さらには社会的課題の解決への貢献、
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こういった面からインパクトの大きいチャレンジングなものを設定するということを記載

してございます。 

 18 ページでございます。ｄ．実施体制の構築でございますが、黄色いマーカー部分で、

実施体制を組んだ後の含まれなかった者に対する理由の通知、あるいは公募から事業開始

までの事業ごとの期間の設定通知、こういったものにつきまして、利用者の利便性を考え

てこれは記載しておくべきだろうということで、もともとあった部分を多少文言を変えて

残してございます。 

 45 ページをごらんください。⑧各技術分野の目標というのが出てまいります。この後、

各技術分野の目標を記載していますが、ここの柱書きとして黄色いマーカー部分を追加し

ております。技術分野ごとの目標は以下のとおりとし、ＮＥＤＯはこれに従い技術開発を

実施するということと、ＮＥＤＯは技術戦略によりこの目標を具体化・詳細化するという

ことを記載してございます。 

 それから、４．財務内容の改善に関する事項が 95ページから始まります。 

 （2）自己収入の増加に向けた取り組みですが、ここは、96 ページに黄色いマーカー部

分を追加していますけれども、基本的に、自己収入の増加ということが書いてございます

が、25年 12月にこの自己収入の増加について基本的な方向が閣議決定されておりまして、

その中の文言をここで引用させていただいております。「法人の増収意欲を増加させるため、

自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しない」

ということ、これを踏まえて自己収入の増加に努めようということを書いてございます。 

 以上が中期目標の変更点でございます。 

 引き続いて、ＮＥＤＯのほうから中期計画のご説明をお願いいたします。 

○安藤部長（ＮＥＤＯ）  ＮＥＤＯの総務部長をしております安藤でございます。よろ

しくお願いいたします。私のほうから、今回の中期目標の変更を受けて改訂する中期計画

につきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

 お手元の資料２「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構第３期中期計画変

更案の概要」と、資料３―１の新旧対照表をご参照いただきながら、ご説明をさせていた

だければと思います。 

 まず、資料２でございます。２ページ、第３期中期計画変更（案）の方向性でございま

すが、今回の計画変更の全体像を簡単にご説明させていただきます。 

 前回のＮＥＤＯ部会でもＭＥＴＩのほうからご説明がありましたとおり、我が国のイノ
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ベーション政策が転換されていくということで、特に私どもＮＥＤＯにつきましては革新

的な技術シーズを事業化に結びつける「橋渡し」機能の強化というところについて求めら

れているところでございます。 

この大きな目標を実現するために、今回、中期計画を変更させていただくわけですが、

大きく３本の柱を立てており、１点目は、プロジェクト・マネジメントの手法を転換して

ＤＡＲＰＡ型にしていくということ。２点目は、中堅・中小・ベンチャー企業の振興をし

ていくということ。３点目は、オープンイノベーションの推進をしていくということでご

ざいます。 

それぞれの柱の中で、例えば、プロジェクト・マネージャー制を導入して権限を移譲し

ていく、中堅・中小・ベンチャー企業の新規採択額に占める割合に目標値を設定するとい

った具体策がございます。これは順次、ご説明をさせていただきたいと思います。 

３ページですが、柱の１つ目、プロジェクト・マネジメントの手法を転換していくとい

うことに関する具体策でございます。新旧対照表では、13 ページの下段から 15 ページに

かけて記載がある部分でございます。 

こちらにつきましては、資料２をご覧いただきますと、目標のほうでは、専門部署を設

けて技術戦略を策定し、その技術戦略に基づいてプロジェクト構想を策定するということ

とされております。 

これに対して、中期計画のほうでは、昨年４月に設置をいたしました技術戦略研究セン

ターにおいて、この技術戦略とプロジェクト構想を策定するということにしております。 

そこでは、学会発表、論文や特許の動向、あるいは産業界の研究開発の動向を把握する

ということはもちろんですけれども、技術分野ごとの有識者をフェローとして採用して体

制強化を図る、そして、方法論募集、ワークショップ、先導調査、先導研究といった手法

を活用して策定作業を進める、こういった具体的な手法を掲げております。 

それから、技術戦略とそれに基づくプロジェクト構想を策定した後は、プロジェクトご

とにプロジェクト・マネージャー（ＰＭ）を選定し、プロジェクトの進行全体を企画・管

理するという目標になっております 

これを受けまして、中期計画では、高い技術的知見やネットワークをもったＰＭを選定

すること、ＮＥＤＯが各ＰＭには個別プロジェクトの内容に対応した任務・責任を指示す

ること、そのＰＭはプロジェクト全体を管理して技術的成果・政策的効果の最大化を念頭

に任務を遂行していくことを定めております。 
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続きまして、資料２の４ページをご覧ください。新旧対照表では、16 ページの下段から

19ページにかけて記載をしております。こちらは、具体的にどのようにＰＭがプロジェク

トを遂行していくのかということでございます。 

中期目標では、ＰＭが達成目標を明確化した基本計画の策定と実施体制の決定を行う、

そして、達成目標として、インパクトの大きいチャレンジングなものを掲げるとされてお

ります。 

それから、ＰＭが事業全体の進捗を把握・管理し、その状況をみながら資金配分や技術

開発内容の見直し、実施体制の変更・検討を実施することとされております。 

これを受けまして、中期計画では、基本計画の策定という項で、ＰＭによる基本計画の

作成とインパクトの大きいチャレンジングな達成目標を設定することとしております。 

それから、実施体制の構築のほうでは、従来は、公募をして外部有識者の意見をもとに

実施体制を決めていたものを、基本的にはＰＭが実施体制の決定を主導していくというこ

とを定めております。 

プロジェクトの実施の項では、中期目標と同様に規定しておりまして、ＰＭがプロジェ

クト全体の進捗を把握・管理し、必要な見直し・変更を実施する、そして、ステージゲー

ト方式、アワード方式といったものを導入していくということについて定めております。 

次に、資料２の５ページですが、これがご説明をさせていただいた新しいプロジェク

ト・マネジメントについての全体のフロー図でございます。 

これまでと特に大きな違いは、今ご説明申し上げました左側３つの部分──技術戦略研

究センターが技術戦略を策定し、プロジェクトの基本構想を策定し、ＰＭを任命していく、

こちらが特に新しい部分でございます。プロジェクトが始まる前にしっかりと戦略を練っ

て構想を策定すること、そしてきちんとしたＰＭを任命して、大幅な権限を移譲していく

というところが大きな変更点になろうかと思います。 

続きまして、６ページでございます。こちらは、プロジェクトの進捗に従ってその成果

をどのように評価していくかというところです。新旧対照表で申し上げますと、25～28ペ

ージにかけての記載となります。 

まず、どのように成果を評価していくのかということですが、中期目標では、事後評価

では新たな知見の獲得等の観点から成果を評価する、追跡評価では、多面的な評価とより

長期的な評価をするということが記載されております。 

これを受けまして、中期計画では、まず、中間評価ではマネジメントに重点を置くとい
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う姿勢を受けまして、プロジェクト・マネジメントの適切性についてより重点を置いた評

価をする、事後評価においては、例えば、世界初の知見の獲得、新たな市場の創造に見通

しなどがある場合は積極的に評価をすることとしております。 

また、追跡評価に関する中期計画においても、新たな技術領域の開拓、他の技術や用途

への展開、社会的な効果などの新たな観点での多面的な評価をする、また、今までのナシ

ョナルプロジェクトよりも長期的な追跡評価をすることとしております。 

次に、７ページですが、２つ目の柱としております中堅・中小・ベンチャー企業の振興

についてです。 

中期目標では、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割合を 20％

以上とされておりまして、これを受けまして中期計画でも同様の数値目標を設定しており

ます。 

また、中期計画では、これを達成するために具体的にやっていくべきこととして、例え

ば、事業の周知、公募に係る個別相談、また、必要に応じて中堅・中小・ベンチャー企業

向けの応募枠を設定するといったようなことにより、この数値目標の達成を目指していく

こととしております。 

もう１つ、中期目標では、技術開発型ベンチャーへの支援というものを掲げておりまし

て、中期計画では、ベンチャーエコシステムの構築を目指しまして、国内外のベンチャー

キャピタルによる出資を条件とした技術開発型ベンチャー企業への助成事業の実施という

内容を記載しております。 

中堅・中小・ベンチャー企業の新規採択額の割合に占める数値目標につきましては、新

旧対照表では 12 ページ、ベンチャーエコシステムの構築という部分については 37 ページ

が該当部分となります。 

続きまして、８ページ、３つ目の柱のオープンイノベーションの推進でございます。新

旧対照表では、37ページの下段から 38ページにかけて記載をさせていただいております。 

まず、中期目標では、我が国企業のオープンイノベーションへの取り組みを推進する支

援といたしまして、技術ニーズとシーズのマッチング推進、「橋渡し」機能を有する機関と

の共同研究を支援することとされております。 

これに対しまして、中期計画ですが、１つは、近々、設立される予定のオープンイノベ

ーション協議会の事務局機能を担うこと、また、技術ニーズとシーズのマッチングを行う

ための情報交流ウェブサイトの構築を行うこと、また、目標と同じく、技術シーズを事業
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化に結びつける「橋渡し」機能を有する機関との共同研究を支援するといった内容を記載

させていただいております。 

９ページですが、今申し上げましたオープンイノベーションの推進ということで、政策

の全体像に取り組んでいくというものを図示したものですので、ご参考に掲載をさせてい

ただいております。 

最後に、10ページですが、その他幾つかの変更点としまして、まず、知的財産権につき

ましては、中期目標のほうは、知的財産マネジメントを実施するための体制強化、各プロ

ジェクトにおける知財方針策定の主導について記述されておりますが、中期計画をごらん

いただきますと、知的財産マネジメント方針の改訂を行うということ、ＰＭ主導で知的財

産権の取り扱いに関する合意文書の策定などの体制を強化していくという旨の記載をして

ございます。 

新旧対照表では、30～32 ページに知的財産権の記載をさせていただいております。 

もう１点、大事なテーマでございますけれども、ＰＭを担う人材育成ということで、こ

ちらも中期目標のほうに重要な課題ということで、ＰＭ人材のキャリアパスの確立に貢献

することという記載がされております。 

これを受けまして、中期計画では、クロスアポイントメント制度等を用いて積極的な人

材登用を行う、あるいは内部研修の充実を図ることなどによりまして、我が国におけるＰ

Ｍ人材の育成に係る中核的機関を目指す旨の記載をさせていただいております。 

新旧対照表では、44～45 ページにその人材育成の内容につきまして記載をさせていただ

いております。 

最後に、追加的に措置された交付金ということで、平成 26 年度補正予算が措置をされ

ましたので、これも中期計画に記載をさせていただいております。 

資料３―２として別表の新旧対照表をつけてございまして、ＮＥＤＯの各勘定の予算、

収支計画、資金計画に変更が生じるため、この内容につきましても変更させていただきま

すとともに、資料３―１の 35 ページに、補正予算の使途についてはその目的に限定する旨

の記載をさせていただいております。 

以上、雑駁でございますが、中期目標の変更案を受けまして、中期計画の変更案につき

ましてご説明をさせていただきました。ご審議のほどをよろしくお願いしたいと思います。 

 

○松本部会長  ありがとうございました。 
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 それでは、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 新しい方向で動いていこうということで、１つは、ＮＥＤＯが中心になって新しいイノ

ベーションを起こしていくプラットフォームをどうつくっていくかということだと思いま

す。 

この中で特に強調されているのは、ＰＭを早急に育てないといけないということです。

大学レベルでいうとＰＭはＵＲＡかもしれませんし、ＪＳＴもＰＭをどう育てるかという

プロジェクトを考えているところであります。そうすると、ＰＭという概念が余りひとり

歩きしてしまうとまずいことになると思います。ＰＭというのはどういうものなのか、そ

の中で人が動いていくということはどのようなことなのか考えることが必要となってくる

と思います。 

もう１つ、クロスアポイントメントという言葉が出てきます。クロスアポイントメント

というのは２つの組織にまたがって存在している人になるわけですが、そのときに気にし

ないといけないのは、利益相反をどう管理するのかというようなことだと思います。今ま

では、それぞれの人がそれぞれの組織に独立して存在して、その中で長いキャリアをつく

ってきたという状況だと思いますので、そういう意味では、キャリアパスの文化大革命的

なことを起こそうとしているわけですから、そこをもう少しどこかできちんと議論できる

場があるといいなと思っているところです。そういうための協議会的なものを、この中に

も協議会という言葉が出ていましたが、ここにオープンイノベーション協議会の運営とあ

りますが、こういうところででも取り上げていただくとか、そういう流れを考えていただ

ければありがたいという気はいたします。個別のところの議論ではないのですが。 

 では、どうぞ。 

 

○松田委員  どうもありがとうございました。ここでずっといろいろな方々が議論され

ていることも含めて、相当整理されて、これからの５年間、乗り越える 10 年間のベースが

できたという気がします。 

 ＰＭについては、今、ＰＭの方を突然多く採用するというのは非常に難しいので、徐々

に拡大していくことだと思いますが、おっしゃるように、優秀な方ほどみんなが欲しい人

材ですので、クロスアポイントメントと同時に、ＰＭの方のエフォート率をどのような発

想で変えていくのかということを真剣に考えていく必要があるのではないかという気がし

ています。 
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 また、ＰＭの方々が海外からも云々ということはＮＥＤＯとしては、何回も議論はあっ

たのですけれども、給与や報酬などの成果的な問題も含めてなかなか難しいとは思ってい

ますが、いずれにしても、ＰＭの方の目きき力が全てを決定するということになりますの

で、今のようなエフォート率も含めて徐々に進めてということになるかと思います。 

 それから、オープンイノベーションということがいわれて久しいのですけれども、オー

プンイノベーションを徹底してやろうとする会社と余り好まない会社というのが大企業の

中でも極端ですが、大企業の中で、トップはそう思っているけれども、部長・執行役員ク

ラスが乗らないということも又多い。オープンイノベーションのコアメンバーがパワーで

もってこれを推進するような方々をそろえないと、数というメンバーはそろい、議論はし

たけれども、現実にはなかなかそれが進まないということがあるのではないかと思ってい

ます。 

 特に、技術支援機関が、オープンという場合には、日本企業よりも海外のほうがはるか

にオープンになりますので、好条件でその技術を持っていくということがこれからもっと

頻繁に起きると考えられます。そのためにも日本の技術をどれだけ国内に留めておくのか

ということを、このオープンイノベーション推進協議会の中で本当に真剣に考え、コスト

だけ日本が負担して成果は海外というような最悪の事態にならないようにしなければなら

ないと思います。このことは、ＮＥＤＯの一番大きな機能と思っております。 

 さらに、中期計画のところで、追跡評価を丁寧に行いながら、情報を共有化して、ＮＥ

ＤＯの資金を本当に有効に活用されている方々を支援していくということをやっていく必

要があるだろうと思っています。 

 そして、中堅・中小・ベンチャー企業への支援ということで非常に大きく取り上げてい

ます。大企業はみずから海外へどこへでも出ていきますけれども、国内ベースの税収や雇

用を重視すると、そこにフォーカスを置かざるを得ないと思います。この中でベンチャー

エコシステムの構築というところで、国内外のベンチャーキャピタルによる出資というこ

とを条件に開発型ベンチャーへの助成事業ということがあります。ベンチャーキャピタル

の方の能力の多様性ということをしっかり評価しながら、キャピタルのハンズオン能力と

出口の妥当性を評価しながら、ぜひいい運用をしていただきたいと思います。 

 同時に、海外のいろいろな技術支援も経験した、ベンチャーキャピタリストとしての機

能が備わった若手の優秀なキャピタリストがどんどん育っています。むしろそういう方の

発掘とこのベンチャー企業技術支援の出口とを連動させるということを今つくりつつある
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と理解していますので、その質・量を拡大して日本の顧客視点の技術支援のベースをつく

っていく仕組みづくりを一層お願い致します。 

 以上でございます。 

○松本部会長  ほかにいかがでしょうか。 

○末吉委員  ご説明をどうもありがとうございました。中身をはっきり理解していない

ところもあると思うのですが、基本的な問題意識として、例えば、ＮＥＤＯがやるべきこ

とは、目的とか任務はこれまではっきりしていたが、その実施とか実行、あるいはマネジ

メントにおいて少し時代遅れのところが出てきて、世界が先に行ってしまった。 

そういうことで、改善・改革が必要で、例えば、新しいマネジメント方式を入れるとい

う基本的な問題意識が有るのだろうと思うのです。少し遠いところから外部の目でみます

と、研究開発成果の最大化という中で、ここの文章での言葉でいうと産業競争力の強化が

そうなのですけれども、例えば、エネルギー・環境問題などの社会的課題の解決への貢献

は非常に大きなインパクトにチャレンジするのだという、大きな目標観がここに書いてあ

るわけです。 

 そういうことを頭に置いたときに、例えば、資料２の５ページのプロジェクト・マネジ

メント手法の転換をみますと、一番左の技術戦略研究センターが技術戦略を策定するとこ

ろから始まっているわけですが、この戦略の策定の右以降はＮＥＤＯの内部の実際の運営

とか実施のプロセスの話であって、先ほど申し上げたような社会的課題の解決へ貢献する

のだという視点を持つとしたら、例えば、センターがお決めになる戦略というのは、セン

ターだけでお決めになっていいのかということを思うのです。 

 私の基本的な認識でいくと、ＮＥＤＯにどういうアサイメントをあげるのか、国家戦略

の中のどの部分で何をしてほしいということのアサイメントをあげるのかということが今

非常に問われているわけであって、それの実際の実行とか実施については、基本的にはＮ

ＥＤＯの専門家にお任せし、その任されたＮＥＤＯの専門家の方々が自分たちの知見をも

って、今ここでおっしゃるようなマネジメント手法の改革を行うのだと。 

それはそれでいいことだと思うのですけれども、例えばセンターがお決めになる技術戦

略の策定について、外部の人の話がどういう具合に反映されるのか。例えば国全体のエネ

ルギー政策がどういうものになって、それに対してどの部分を担ってＮＥＤＯがやるのだ

とか、それはもちろん経産省の政策もあるでしょうし、産業界もあるでしょうし、あるい

は消費者を含む国民一般がこれからどういう社会を築いてほしいのだとか、日本の社会は
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どういうことを目指すのだとか、あるいは経済のあり方がどういう具合になっていかなけ

ればいけないのかとか、そういう非常に大きな国全体のあり方のビジョン、場合によって

は夢のような話もあるのでしょうけれども、そういったゴールを目指してＮＥＤＯにはこ

ういうアサイメントがいって、そして、その実行手法として、例えば、ＤＡＲＰＡ方式が

今一番適切だと思うからこういうことをやるのだいう、もっと広い意味でのＮＥＤＯの位

置づけのマクロ観みたいなものが多分これから非常に重要になってくるような気がいたし

ております。 

○松本部会長  ありがとうございます。 

 議論一つ一つを詰めていくのは難しいとは思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○高井委員  ご説明、ありがとうございました。プロジェクト・マネージャーの位置づ

けがすごく重要かなと思っているのですけれども、人材育成について、ここからは読み取

れなかったところがありまして、質問させていただきたいと思います。 

 すごくエスタブリッシュされた人をＮＥＤＯのプロジェクトの方針に合うように育成し

ていくような体制をつくられるのか、松本先生は大学でのＵＲＡとおっしゃいましたけれ

ども、ＵＲＡも最近はいろいろな方がいらっしゃって、例えば、若手の人で、学位取得後

すぐにＵＲＡになって、この分野のキャリアを目指したいというような若者も最近すごく

増えており、実際に私の知り合いも、学位をとってからＵＲＡになりたいと言う人もいま

す。 

そういうように、若者も職業としてプロジェクト・マネージャー的なものにキャリアパ

スとして導いていきたいということも、この人材育成の中に含まれるのかというところが

少しわかりにくかったので、その辺はどのようにお考えなのか、お伺いできるとありがた

いと思います。 

○福田大臣官房参事官  ありがとうございました。幾つかご質問と、今後に向けてのご

指摘をいただきましたので、私のほうからまずは幾つかお答えしたいと思います。 

 まず、今、高井先生からご質問のあった人材育成の部分ですが、先ほどのＮＥＤＯのご

説明で申しますと、資料３―１の 44 ページあたりに、人材の流動化促進、育成というのが

出てまいります。徐々に新規プロジェクトから立ち上げていきますので、いきなり何十人

ということにはならないのですが、大きく分けると、外のエスタブリッシュしていた方を、

先ほど戦略をつくるときのフェローのところでご説明がありましたけれども、そういった
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方をフェローとして連れてきて、このフェローの方は戦略をつくる中でプロジェクト構想

もつくりますので、場合によってはその方が移管していくということもあると思います。

そのように、外から既にネットワーク、能力をもった人をもってきてＰＭになっていただ

くという形が１つございます。 

 もう１つが、外から来る場合も、お話のありましたＵＲＡのような形の、特に若手の方

に向こうで積んだ経験をもとにやっていただく、あるいは一旦ＮＥＤＯのほうに、場合に

よってはクロスアポなども使って勤務いただいて、例えば、すでに出ているＰＭのもとで

サブＰＭとしてそのあたりのノウハウを会得していただいて、その成果が出ていけば将来

的にＰＭになっていただくという形も１つあると思います。 

 もう１つは、ＮＥＤＯのほうで実際に採用しているプロパーの職員で、この方々の一部

はＮＥＤＯの中の総括業務をやったり、一部はプロジェクト・マネジメントのどちらかと

いうと各部の総括というところが主になっているのですが、中には先鞭を切ってプロジェ

クトのマネジメントを主導している人間もございます。こういった人間の中から、一定の

ＮＥＤＯでつくりますＰＭの基準に当てはまる人をＰＭにしていくということもございま

す。 

 こういった外からの研鑽の場、あるいはこちらから外に出て行って、外での経験を積ん

でキャリアパスをつなげていく、こういうＰＭ人材育成のエコシステムをＮＥＤＯを中心

につくれればいいなということも想定しておりまして、このあたりは 45 ページにございま

すように、意気込みとしては、「我が国におけるＰＭ人材の育成に係る中核的機関を目指す」

と、こういったところに出ているわけでございます。 

 これからどこまでこれが実現していくかというのはぜひ見守っていただきたいと思いま

すが、ＰＭの人材の育成についてはそのようなことを考えてございます。 

 それから、冒頭、部会長のほうから、これもＰＭについて、同じくＪＳＴでもいろいろ

やっていますし、キャリアパスの文化大革命というのは、表現は違いますけれども、ＰＭ

人材の育成の中核的機関にＮＥＤＯがなっていくという、これは決してＪＳＴとかほかの

組織でやっていることと別個にというわけではございませんで、総合科学技術・イノベー

ション会議のほうでも、人材育成などのヒアリングというのが秋口にございましたが、そ

こでもＪＳＴのそのような制度に、これとの相乗りなども検討したらよいのではないかと

いう指摘もございましたので、こういったところをうまく連携をとって進めていければな

と思っております。 
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 それから、松田委員のほうからは、オープンイノベーションの進め方、特に大企業のト

ップはいいけれどという話とか、あるいは、ベンチャーキャピタリスト、ベンチャーエコ

システムをつくっていく中で相当育っているので、そういった方をという話がございまし

た。 

 まず、オープンイノベーションを進めるというところで、大企業にもどうやって開いて

いただくかですが、今週末にも設立するオープンイノベーション協議会の中で、まずは企

業のネットワークをつくっていくということでございます。ここではトップの方々にお話

をして、まずトップに認識をもっていただくということも重要ですが、ご指摘いただいた

実際の実務部隊のところにどうやって知識を植えつけていくか。いろいろなノウハウの共

有の場というのは、むしろそういった担当の方が中心になってまいりますので、うまくト

ップの方の意向と実務者のところの意向をつなげていきたいと思います。 

 それから、ベンチャーエコシステムの育成の仕組みをつくるに当たっては、隣におりま

す山田技術振興・大学連携推進課長が、実際に国内のこういった方々のお話も聞いたり、

あるいは一度シリコンバレーのあたりなどにも行って意見交換をしてまいっておりまして、

かなり刺激を受けて帰ってきて我々の中でも共有されておりますので、こういった方々の

お話や、また、当然ながら松田委員のお話も聞きながら、これから執行ということになり

ますので、どうしたら単なるベンチャーキャピタリストへの支援、あるいはベンチャー企

業への支援ではなく、エコシステムの定着というところに結びつけられるか。こういった

視点でぜひ進めていきたいと思っております。 

 それから、末吉委員のほうからは、チャレンジングな目標というのはいいのだけれども、

どこまで経済産業省側が、あるいは政府側がＮＥＤＯに対してミッションを与え、その中

でＮＥＤＯが国の政策の中で何をしていくかというご指摘だったと思います。 

 確かにここでは、社会的課題の一つとしてのエネルギー・環境問題という言い方しかで

きておりませんで、また、実際にチャレンジングなものをやるときのマネジメントについ

てはいろいろ書いたのですが、国の政策が、特にエネルギー問題、環境問題となりますと、

当然ながらＣＯＰでの議論を踏まえた後の政府の方針、あるいは、議論されていて、今度、

中長期目標が決まるエネルギー基本計画、こういったところの方向性というのは当然踏ま

えていただくということになりますが、それとの整合性などを踏まえまして戦略の策定と

いうのも当然つくっていきたいと思います。 

 微々たる表現ではありますけれども、この戦略の策定というのは、政府、公的機関のい
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ろいろなところとの連携をしながらつくっていくことになっておりますので、この部分を

しっかりと忘れずに具体的にやっていきたいと思います。 

 雑駁ですが、以上でございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

 ほかにご意見、ご質問はございますか。 

○谷田部委員  今のご説明にもあったのですが、技術戦略の策定という部分がどの程度

保証されるのか。実際にやってみて、具体的なものが出てきて、それが結果としてどうな

ったかということは当然あると思うのですが、その機能みたいなものがどこまで保証され

るのかなというのがよくわからないところです。プロジェクト・マネージャーももちろん

大事ですけれども、この計画でいけば、どういう戦略が出てくるのかということなので、

その辺が今までと違った革新的なものになるという保証はどこで得られるのかなと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

○福田大臣官房参事官  技術戦略の策定をするセンターというのをまずつくりました。

そこに、恐らくは皆さんも同意いただけると思いますが、河合知二先生という、この分野、

あるいは特にナノ材料の分野で実績のある先生に来ていただいたというところで、まず、

枠組みとしてはそこそこのものがつくれたのではないかと思います。これをどうやって中

身がいいものかをみていただくかということですが、今、着々と戦略自身はでき上がりつ

つあります。これを世の中にどうみせていくかというところは実はまだ議論中でございま

す。ただ、短期的にいいますと、ＮＥＤＯの次の業績評価とか、こういったところでは、

おみせして、それがいいものかどうかというのを判断していただくことになりますので、

そういったところでどうみていただくかということがまずございます。 

 その後に、この戦略が本当にいいものだったかどうかということにつきましては、戦略

の書きぶりもさることながら、戦略を基にしたプロジェクト構想を立ち上げて、その後、

それを実用化に結びつけていくことになりますので、その中で、ちょっと時間はかかりま

すけれども、そこでみていただくことになるのかなと思っております。 

○松本部会長  ほかにいかがですか。 

 どうぞ。 

○松田委員  技術戦略のほうはＮＥＤＯの一番の得意わざですから、それをダイナミッ

クにということなのでしょうが、今の実用化ということを考えるときに、その技術を使っ

てどういうビジネスをつくり上げて、そして世界の競争に勝っていくかということの「橋
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渡し」を本当はどこがやっていただけるのか。ＮＥＤＯが技術戦略までとなると、知財の

中には商標権とか著作権、それを全部含めたブランドの構築をどうやっていくかというこ

とになってくるのではと考えますが、そういう役割がいまいちこの中では明確でない部分

があると感じています。 

これは日本の産業政策として明確でないのではないかという気がします。技術で勝って、

ビジネスまで勝っていける一番の種をつくる、そういうことをやろうとした場合にどうい

う課題があって、ＮＥＤＯの技術振興政策のすぐ後は誰に引き継いでやってもらうのかと

いうことまでも、ある程度ＮＥＤＯが方向性を示す必要があります。そこからすべて民間

ですということになると、民間は個で動いていますから、日本全体の力になっていかない

場合もあるということが考えられます。日本全体の技術戦略の出口論を求めた総合戦略と

いうのはもっと必要なのかなという気はしています。ＮＥＤＯだけに求めるのは無理かと

は思いますが、そういう印象をもっています。 

○末吉委員  関連で、非常に単純な質問ですけれども、いいＰＭが育って、いい成果を

上げたら、そのＰＭというのはそれを持って出て事業を起こせるような仕組みとか、ある

いは、そういうものをあらかじめつくっておくというようなことは、どうなのでしょうか。

私はファイナンスのほうに特に関心があるのですが、ＰＭにファイナンスをつけるから、

ベンチャーキャピタルをつけるから、あるいはその次の事業化の資金を提供するから、と

いう話をすると、「ＰＭっておもしろい商売だな」と思う人も増えるのではないかという気

もするのですが。 

○福田大臣官房参事官  松田委員ご指摘の特にビジネスの実現に向けてブランドをどう

つけるかというのは、ある意味、ご指摘のとおり、経産省全体で課題として出しながら、

すごく明確な答えはまだ出していないと思います。 

 ＮＥＤＯの側でいいますと、あるいは我々産業技術の担当の部署の関係でいいますと、

知財の扱いというのがこの 10 年、20 年で相当進化してきていて、特にバイ・ドール法と

いうのは相当定着してきたというのはあるのですが、ひるがえってもう一度考えてみると、

バイ・ドールで実施者に渡すということでインセンティブを与えるという一つの側面はで

きたのですが、その結果、与えた人が本当に事業化してくれているかというのはまだまだ

ではないかと思っています。 

 このようなことを踏まえ、この中にも知財の部分で細かく書いてみたのですが、まずは

私どものほうで、プロジェクトを始めるに当たって、あるいはやっている途中で、終わっ
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た後の知財の扱いについてのガイドラインというものを近々に出したいと思っております。

このポイントは、盲目的にバイ・ドールに基づいて知財を実施者に渡すということではな

くて、場合によってはそれを委託側で留保しながら、その事業化を一番してくれそうな人

にちゃんと渡すという手段を置いておくべきではないかと考えており、これは比較的明確

にいっていることでございます。 

 ＮＥＤＯのプロジェクトに関しては、知財をもっておくべき委託側というのはＮＥＤＯ

になりますので、ＮＥＤＯのほうではこのような国の方針を基に、一緒に考えながらつく

っておりますので、この件は、実現するというこれまでに一番近いところにいると思いま

す。 

 また、最近、大学も知財を持ちたがるということで、それももちろん事業化に結びつけ

てくださる方はそれでいいと思うのですが、そうではなくて、とりあえず知財が成果とし

て評価されるので持っておくという、そこにつきましては、本当に事業化のところに結び

つけるにはどうしたらいいかというのをお互いに考えながら、そういうところでやってい

きたいと思います。 

 これはその先のブランドなどに直接の答えにはなっておりませんけれども、そういった

知的財産、あるいは無形の資産というものをどのように扱っていくかというのは、今後、

稼いでいくというところのポイントになりますので、この考え方はほかの分野でも敷衍で

きればなと思います。 

 それから、末吉委員からご指摘のあったＰＭがそのまま外に出て事業化するという点で

すが、これは今回のＮＥＤＯをＤＡＲＰＡ型へというのと並行して、産総研をフラウンホ

ーファー型へということで、そのような報告書を昨年まとめさせていただいて、今、実現

に向けて全体としては動いているところですが、フラウンホーファーでは、企業と共同研

究をした人が一旦ベンチャーキャピタルを起こして、そこにフラウンホーファーが支援を

して、外で立ち上げて、失敗しても帰ってこれるという、そういういい仕組みがあると聞

いております。 

 ＤＡＲＰＡの場合は、ＰＭとして出ていくというよりは、ぐるぐる回って民間とＤＡＲ

ＰＡの間を行き来している方々ですので、そこでの成果を活用して事業化という方もおら

れると思います。この辺は、日本の人材の流動性のところとうまくかみ合わないとはまら

ないのは事実なのですが、ただ、確かにおっしゃるように、ＰＭがよりインセンティブを

もって、しかも、それまでマネジメントしてきたということは、いいところも悪いところ
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も熟知している方ですので、そういった道が開けるかどうかは、周りの需給状況とＮＥＤ

Ｏ、産総研の制度の限界点と、この辺を探りながら、ぜひ試行を検討はしてみたいと思い

ます。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

 活発なご議論をいただいていますが、これも複雑系で、どうやればうまくいくかという

のは、やりながらつくっていかなければいけないのだろうなと思います。 

昔、ＭＯＴの議論をしていて同じような印象を持ったことがありました。創薬関係で申

し上げますと、今、プレコンペティティブなところは企業も大学や病院の研究者も一緒に

なってやっていて、ある意味、オープンイノベーションなんですね。それで、実際にこれ

は使えると思った企業がそれを使って実用化していく、そういう仕組みが動いています。

ここで考えられているのは、もっと一般的な大きなものだろうと思います。 

トランスレーショナルリサーチをどう考えていくかとか、一般によくいわれているのは、

アメリカなどですと、例えばボストンなどにいっぱいベンチャーをやろうとしている人達

がいて、その人達が大学や病院などを回って、情報でつないでいって、そこでうまくいっ

たものを自分ではやれないから、どこかに売ってしまうという非常にダイナミックな動き

をやっているわけです。 

そういうことをここで徐々につくっていこうと、いうことなのかなと思いますけれども、

日本という環境の中でうまくいってほしいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

ほかにご意見等はいかがでしょうか。よろしいですか。 

どうもありがとうございました。ＮＥＤＯの中期目標及び中期計画の変更（案）につき

ましては、部会として了承ということにさせていただきたいと思います。 

それでは、了承いただいたということでございますので、ＮＥＤＯの中期目標・中期計

画の変更につきましては、２月 13日に開催されます経済産業省独立行政法人評価委員会、

いわゆる親委員会のほうに対して、本部会の了承事項として報告をさせていただきます。 

また、経産省のこの親委員会における審議及び財務省との協議の結果、今後、修正等が

若干生じるかもしれませんが、大きな修正でない限り、申しわけありませんが、部会長一

任とさせていただければと思いますので、よろしいでしょうか。 

どうもありがとうございます。 

それでは、ＮＥＤＯの中期目標及び中期計画の変更（案）の審議が終わりましたところ
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で、安永審議官と古川理事長からコメントをお願いできればと思います。 

○安永審議官  本日は、大変ご多忙のところをご参集いただきまして、また、非常に活

発で建設的なご意見を賜りまして、ありがとうございます。 

 昨年６月、産構審の産業技術環境分科会の研究開発評価小委員会で中間とりまとめを行

いまして、産総研とＮＥＤＯ、当省が技術政策の現場として抱えているこの２つの組織の

仕事のやり方を世界に勝てるやり方にしようと、こういう議論をやってきたわけでござい

ます。また、この結果として、全政府ベースでも日本再興戦略の 2014年版、それから、内

閣府がまとめております科学技術イノベーション総合戦略の 2014 年版、この２つの閣議決

定報告においても、ＮＥＤＯと産総研を「橋渡し」機関としての機能強化にまず先行的に

取り組んでいくということが決まったわけでございます。 

 これを具体化するために、我々は、一方では産総研部会を、もう一方のこちらはＮＥＤ

Ｏ部会を開催させていただいて、皆様から非常に建設的で我々も学ばなければいけないな

と思うような意見をたくさんいただいたところでございます。 

 今回の中期目標、中期計画の案でも大変いろいろな議論がございました。１つは、まさ

にご指摘をいただいたＰＭの件でございます。我々が理想とするＰＭ、そんな人は、世の

中にいるのかと。これが第一の議論でございます。我々の答えは、イット・ディペンズな

のですけれども、我々はみていると非常にいろいろな世界の人、例えば、実際のプロジェ

クトのリーダーをお務めいただいている、つまり中心研究者として技術の中核におられる

先生方の中にも、ある意味、これをどうやったら産業化できるかということについて非常

に鋭い洞察力をお持ちの方、それから、実際にそういうことに向かっていろいろな経験を

積んで企業との間を調整している方がおられます。 

 もう１つは、これは産業界にもいます。産業界は、これもまたいろいろな方がおられる

わけですが、一般的な傾向としてみますと、１つの会社だけにずっといて、事業部長にな

って、あるいは研究所長になって、取締役になったという方で立派な方もおられるのです

けれども、幾つかのお立場、場合によっては幾つかの異なる会社をご経験されて、特に新

規事業を立ち上げられたご経験をもっておられる方、こういう方は我々が理想とするＰＭ

の一資質をもっておられます。 

それから、当然ながら、例えば、ＮＥＤＯの中でも、あるいは産総研の中でも、あるい

はもしかしたら、もしかしたらというのは私の謙譲なのですが、役所の中で技術政策をや

った人間の中にもそういった経験をもって、なおかつ、そういった見識をもっている人間
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はいるのではないかと思います。 

このような人たちに、最初は少し恐る恐るですが、マンデートを与えて、思い切ってや

ってもらう。そのかわり、責任は組織としてきちんととる。こういう仕組みをつくること

が大事だなと思います。そういった意味で、きょうもご意見をいただきましたけれども、

いろいろなお立場の方をもとに、探しながら、いいＰＭを見つけていきたいと思います。 

それから、もう１つは、中堅・中小・ベンチャー企業へのお話です。中堅企業の定義に

ついては、これまた省内で大議論をやりまして、雇用 1,000 人か、または売り上げ 1,000

億円になるという形で策定したわけでございます。これはやってみますと、やはり現実論

が大事になります。 

我々は地方の経済産業局というのがありますので、地方の出先でどういう人たちとつき

合っているのか、この議論のためだけではないのですけれども、これを数百社調べてもら

いました。そうしますと、売上高数百億円から 1,000 億円の間に相当立派な企業で、技術

は高い、なおかつ、ビジネスのセグメントでみると、グローバルニッチトップ企業という

言葉がありますが、非常に狭いのだけれども、その分野では非常に強い世界でのシェアと

いうものをもっている。加えて、そういうところですと新しい技術を外から取り込むこと

にも貪欲です。 

そうしてみますと、これまで確かにＮＥＤＯの事業のかなりの部分は、いわゆる超大企

業ないしは総合系の企業というところが担っていた部分が多いわけですが、中堅、それか

ら中小・ベンチャーというものに意図的にこうやってチャンスを持っていただくというこ

とは一つの強いメッセージだろうと、こういう議論をやらせていただいたわけです。 

こういったことで、第３期の中期目標・中期計画の変更につきましてご意見をいただき

ましたので、これからは紙の上で実体論が大事だと思います。そういったことで進めてい

きたいと思っております。 

もちろん、その中では、ＮＥＤＯにセンターをつくったから、ＮＥＤＯにＰＭをつくっ

たから、後はお任せということだと、我々は技術政策を何のためにやっているかわかりま

せん。これはいわずもがなでございますけれども、技術政策としても世界に戦えるような

ものにしていきたいと思っております。 

また、冒頭、ご案内をいたしましたように、政府全体でも独法の制度の改正がございま

す。これはよくマスコミでも議論されておりますように、独法という制度をつくったとき

にはとにかく十把一からげで、とにかく金をだんだん節約して合理化進めていく。ところ
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が、科学技術の分野は、こういう言い方をすると若干語弊がございますけれども、金を節

約することよりも、若干金を使ってでも、とにかくすごい成果を出さないと将来の日本は

もたないぞと、こういう議論の中で、成果の最大化というのが最大の任務だと、こういう

ことになりました。 

この中で、これまで委員の先生方にこの独法評価について、ＮＥＤＯ部会の委員として

お願いをしてきたわけでございますが、評価の体制が少し変わりまして、経産大臣が評価

することになりました。今までは、経産省の独法評価委員会が評価した上で、総務省の政

策評価独立行政法人評価委員会の場で、独法全体の評価を行っていたのですが、これから

はおのおの担当大臣が評価するということになりましたので、独法評価だけをとりまとめ

て行う委員会は廃止されて、国立研究開発法人の評価は新たに設置される国立研究開発法

人評価委員会というところで意見を伺い、担当大臣が評価を行うという形になっておりま

す。 

これに伴いまして、これまでの形のこのＮＥＤＯ部会というのは今日が最後でございま

す。この場をおかりしまして、委員の皆様におかれては、長い期間にわたってご議論いた

だいて、ＮＥＤＯが少しでも世界の最先端の研究開発マネジメント機関になるよう叱咤激

励をいただいたということについて、改めて感謝を申し上げたいと思います。どうもあり

がとうございます。 

○松本部会長  ありがとうございました。 

それでは、古川理事長、お願いいたします。 

○古川理事長  古川でございます。本日はありがとうございました。 

 私も今日で着任から３年半経ちまして、あと半年ということで、本当に先生方にはいろ

いろな意味でお世話になりましたことを改めて御礼申し上げます。 

今日の議論ですけれども、まさに部会長がキャリアパスの文化大革命とおっしゃいまし

たが、本当にそうだと思うのです。私も３年半前と今とを考えてみますと、３年半前にこ

のお役を引き受けさせていただいたとき、基本的には政策とか戦略というのは経済産業省

がつくるのだと、ＮＥＤＯはそれをオペレーションするのだと、そういう枠組みだったと

思います。 

そのときに我々は考えなければいけないプロジェクト・マネジメントは何かというと、

与えられた条件の中で、企業の方や大学の先生方といろいろなコミュニケーションを図り、

そのシナジーを上げて最大限の成果を上げる、そういう役割だったと思うのです。私も来
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てすぐ、その役割さえも十分できていないということで、ＰＭ、ＰＭ、ＰＭとずっといっ

てまいりました。しかしながら、その後、経済産業省さんのお考えが変わりまして、戦略

もＮＥＤＯで少し考えようということになって、その境界が少し変わりました。そうする

と、そのときにＮＥＤＯのプロマネが何をやらなければいけないかというと、今度は与え

られる境界条件まで自分たちで考えなければいけないということになりました。 

今日の議論というのは、松本先生がおっしゃったように、文化大革命のほうだと思うの

ですけれども、私の最初のＰＭのお話を狭義のＰＭだとすれば、今回期待されているのは

広義のＰＭだと思います。本来、ＰＭというのはどうあるべきかというのは、多分、この

広義のＰＭだと思って、そういう意味で、特にＮＥＤＯのＰＭにとっては極めて大きな文

化大革命だと思っています。 

先ほど福田参事官からもお話がありましたように、日本という極めて職業間移動度の少

ない、産官学の交流もない、企業間でも全くない、とにかく有名小学校・中学校・高校に

入って、有名大学に入って、有名企業に入るということが人生全体の成功シナリオという

ような状況の中で、本当にこういう移動度の高いＰＭが育つのかということに関しては、

私も企業にいたときからずっと疑問を呈してきて、とにかく教育レベルからやらない限り

変わらないよねとはいってきたのですけれども、もうそうはいっていられないということ

で、今回のような枠組みは非常にすばらしいフォーメーションだと思います。 

そういうことで、私どもに期待されているものも大変大きいわけでございますが、こう

いう目標とか計画がここまでできたので、ぜひこれを実行に移したい。本当のオペレーシ

ョンの中でこの考え方を入れていきたい。私はあと半年ちょっとでございますけれども、

在任中に、ぜひそういう考え方をＮＥＤＯの中にも育てたいし、今、経済産業省さんのご

指導で技術戦略研究センターができて、フェローの方々もたくさんおいでいただいていま

すが、そういう中で勝てる戦略というのを皆さんとご一緒に、もちろん経済産業省さんの

指導のもとでつくって、それをこういう考え方でオペレーションしていくことが極めて重

要だと思っております。 

あと半年、頑張りたいと思いますので、また引き続きご指導のほどをよろしくお願いいた

します。 

○松本部会長  どうもありがとうございました。 

 一言だけ、文化大革命は、私がいったのですけれども、キャリアパスの文化に革命を起

こすという意味で、ぜひ大きく日本全体が動いていければと思っております。 
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 ほかに何かございますでしょうか。 

○福田大臣官房参事官  先ほど部会長からご説明がありましたので繰り返しになります

が、本部会でご了承いただきまして、ありがとうございました。こちらにつきまして、２

月 13 日に親委員会である独立行政法人評価委員会のほうに報告させていただくことにい

たしたいと思います。 

 本日の資料につきましては、郵送させていただきますので、そのままお手元に置いてお

帰り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。 

 以上をもちまして、本日の部会を閉会とさせていただきます。 

また、今年度をもって経済産業省独立行政法人評価委員会の活動が終了いたします。来

年度からは、新しい形の国立研究開発法人審議会というものが発足するわけでございます。

今回をもって、経済産業省独立行政法人評価委員会ＮＥＤＯ部会も最後ということになり

ますので、委員の皆様におかれましては、長い間、どうもありがとうございました。御礼

申し上げます。 

 

──了──  


