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国立研究開発法人審議会 

第４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２８年７月１３日（水）１４：００～１５：２０ 

２． 場 所 経済産業省 別館１階 １０１－２共用会議室 

３． 議 題 

（１） 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の平成２７年度業務実績及 

び自己評価結果に対する意見 

（２） 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の平成２８年度計画につい

て 

（３） その他 

出席委員 渡部部会長、荒牧委員、高井委員、竹内委員、米倉委員 

 

○渡部部会長  それでは、定刻になりましたので、ただいまより、第４回の経済産業省

国立研究開発法人審議会新エネルギー・産業技術総合開発機構部会、以下ＮＥＤＯ部会と

称しますけれども、開催させていただきます。 

 本日は公開での開催となります。よろしくお願いいたします。 

 議事に入る前に、本日は末松局長がご出席でございますので、まず、末松局長からご挨

拶をお願いいたしたいと存じます。 

○末松局長  皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました末松でございます。 

 ６月17日付で産業技術環境局長になりました。皆さんに質問される前に先にいうことに

しているのですけれども、農林水産省からこちらに来たということで、今回、政府の人事

ではいろんなことを政府一体で進めようということで、今ちょっと部会長とも話していた

のですけれども、特に日本の農産物とか、だんだん蓄積されて、例えば経産省からみたら、

外に売れるようになってきたし、またいろんな知財関係も詰まっていると。そういうのを

これから進めていくときに、政府全体でやると、そういうのをどんと説明するというか、

進めていくのには人事を動かしたほうがいいだろうということで、農林水産省のほうに前

井上局長が行っていただき、私がこちらに来たということであります。政府全体としては

本当にいいことだと思うのですけれども、その当事者はなかなかつらいということであり

まして、また皆様方のお助けをいただきながら進めていきたいと思っております。 
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 実は今、竹内委員に久しぶりにお会いしたのですけれども、地球温暖化の関係で農林水

産省もいろんなことをしなくてはいけないというとき、最初に委員会を立ち上げたときに

委員になっていただいたり、そういうことがありましたし、ＮＥＤＯに関しては、農林水

産省を初め各省がいろいろな技術開発でお世話になっているところであります。経済産業

省が全体をみながら、各省の政策も応援していくこういう仕組みというのは非常に大切だ

と思っています。そういう中で、ＮＥＤＯ、研究開発の成果を最大限に確保する法人とい

うことで国立研究開発法人となり、評価の方法も変わったということで、今年がたしか２

回目の評価だと思います。 

 今日いろいろご説明もさせていただきますが、いろいろ今後のことについても忌憚のな

いご意見を賜ればと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。 

○渡部部会長  ありがとうございました。 

 続きまして、まず配付資料の確認と本日のＮＥＤＯ部会の進め方について、山田課長か

ら説明をお願いします。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  技術振興課長の山田でございます。本日もよろし

くお願いいたします。 

 本日のＮＥＤＯ部会、前回と同様ですけれども、ペーパーレスで開催させていただきた

いと思います。お手元にｉＰａｄを配付させていただいておりますが、本日の資料はその

中にダウンロードしております。ご確認をいただければと思います。 

 幾つか資料が、①から⑩ぐらいまで一応あります。参考資料まで含めて10種類ぐらいご

ざいます。不備がございましたら、事務局のほうにお伝えいただければと思っております。

また、操作方法等わからない場合にも同様にお伝えいただければと思っております。 

 一応念のために申し上げますが、きょうは資料２とか資料３、基本的には前回お配りし

ている資料と同様のものでございます。資料４は28年度計画の概要ということで、これは

後ほど新しい、この間お話をしてない話なものですからこれをお話し申し上げるというこ

とになりますけれども、基本的には前回と同じ資料を使っておりますけれども、前回使っ

た自己評価書につきまして少し、例えばページの中で本文と表紙みたいなところの平仄が

とれてなかった部分があったりしたものですから、そのあたりはちょっと数字の訂正等さ

せていただいているところがございますので、その旨あらかじめお伝えいたします。 

 また、きょうのＮＥＤＯ部会での議事録とか資料につきましては、従前より当省のホー

ムページで公表しておりますけれども、本日の部会についても同様にさせていただきたい
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ということをあらかじめご承知いただきたく存じます。また、議事録につきましても、後

日ご確認をいただくための手続をとらせていただきますので、この点もご協力をよろしく

お願いいたします。 

 次に、本日のＮＥＤＯ部会の進め方でございますけれども、前回７月４日のＮＥＤＯ部

会におきまして平成27年度のＮＥＤＯの業務実績とか自己評価のご説明をさせていただい

たと思います。そういった意味では、本日は意見をぜひともいろいろとお伺いしたいと思

っておりますけれども、特にきょうはお手元に幾つか資料を置かせていただきましたが、

参考資料３ということで、これはタブレットにもありますが、昨年の意見書ということで、

「26年度に係る業務に関する評価に対する意見」というのを昨年度はこういう形で部会と

してまとめさせていただいております。今年もこういった形でまとめていきたいと思って

おりますので、そういった意味では、こういった技術開発マネジメント関連業務に関する

意見とか業務運営の効率化に関する意見、それぞれ柱立てに幾つかこういった意見をまと

めていきたいと思っているものですから。 

 もう一つは、お手元に紙が置かれていると思いますけれども、それぞれの項目につきま

して幾つか、例えば技術開発マネジメントの機能強化とか技術開発型ベンチャー企業等の

振興とかいったものにつきまして、どのように委員の方々考えられるかというご意見をい

ただけると、こういった意見をまとめていくときにいろんな意見をまとめやすくなってく

るのではないかと思うものですから、これをちょっと机の上に置かせていただいたという

ことでございます。 

 それでは、私のほうの説明は以上とさせていただきまして、部会長、よろしくお願いし

ます。 

○渡部部会長  今の内容についてはよろしいでしょうか。 

 局長は次のご予定があるということで、ご退室と伺っております。 

     （末松局長退室） 

 それでは、議事次第に従いまして、議題１に入らせていただきます。「国立研究開発法

人新エネルギー・産業技術総合開発機構の平成27年度業務実績及び自己評価結果に対する

意見」ということでございますけれども、まずは１の「研究開発の成果の最大化その他の

業務の質の向上に関する事項」についてご意見をいただいてまいりたいと思います。 

 今、山田課長が説明されましたけれども、お手元にある参考資料３が去年のまとめでご

ざいまして、別紙のほうが、項目として「研究成果の最大化その他の業務の質の向上に関
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する事項」ということの想定される中身をそこのマル印に書いてございます。こういう内

容についてご意見を伺っていきたいと思いますが、どなたからでも結構でございますが、

いかがでしょうか。 

 では、米倉委員。 

○米倉委員  参考資料３の２番目の技術開発プロジェクトの推進に当たって、長期的な

人材育成とか複数年度に関してなのですが、その複数年度ということに関しては今回の答

申でどのように一定の答えが出たのかということをもう一度確認したいと思うのと、前回

もいったのですが、これから、かなり修士号をもった人間、博士号をもった人間が出てく

るのを、単なる研究者だけではなくて、アドミニストレーターとかプロジェクトマネージ

ャーとか、そういったところに充てていくような雇用形成がかなり重要な気がするのです

ね。そういう点に関して、今後、複数年にわたる人材育成とか長期にわたる人材育成と同

時に、アドミニストレーターに対してどのような考え方をもっているのかということにつ

いてちょっとお聞きしたいなと思っております。 

○渡部部会長  では、ちょっと確認事項がありますので、どなたかお答え。 

○福田理事  まず１点目の複数年度の評価ということについてですけれども、これは従

来からやっていたのですが、今回も、特に改めて中間評価、事後評価、過去始めたものに

ついて現時点でどうなっているか、これは合格率、それから優秀率ということで目標も定

めておりましたけれども、これについてまずご紹介した上で、過去のものがどうなってい

るかというところをおみせするようにしたところが一つの工夫でございます。 

 それから、後半のアドミニストレーターその他のプロの養成について、前回、米倉委員

からご指摘いただいたところですけれども、まず１つが、これもご説明の中に一部ありま

したけれども、外部人材を中途で採用して即戦力として使うと。これが１つと、逆に、そ

ういった形で外部の人にＮＥＤＯの中で、例えば技術戦略研究センターで戦略づくりに携

わっていただくことによって、その方に実務としてのプロジェクトマネジメント、アドミ

ニストレーションというのを経験いただき、できればその後のステップの先として、ＮＥ

ＤＯでの経験というのがプラスに働くように誘導していきたいと考えてございます。 

○米倉委員  ありがとうございました。同じようにいえば、今度、次年度以降、そうい

う採用計画にとってどういう成果が出てきたのかとか、あるいは、プロパーもいいのです

けれども、途中からプロフェッショナルを雇った場合の中途採用とか、そういう方たちが

どういう影響とかプラスの影響を出していくのかというところを経過観察の報告にしてい
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ただけると、人材育成とか人材採用に対して新しい指針が出てくると思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○渡部部会長  ありがとうございました。いかがでしょうか。 

 多少関係することで、前回もちょっと申し上げたのですけれども、動機づけを高めると

いう施策をしたらそれはどう評価するのかということとやはりセットで考えて、事前に考

えておいたほうがよろしいかなというのはございます。今回も人材の流動化のところでは

幾つか施策が行われることになっていると思いますけれども、そういうときに評価をどう

するかということは事前に考えておく必要があるかなと思います。 

 ほか、いかがでしょうか。 

○福田理事  人材育成の効果は、実際に育ったかどうか、さらにその人たちが本当に働

いて成果を上げたかどうかということで、また２年３年かかるとは思うのですが、特に今

年度は、昨年度準備して、これは実は渡部部会長のご指導もあったのですけれども、プロ

ジェクトマネージャーの特別講座というのを始めましたので、少なくとも途中、それから

終わったところで、一体何が身についたと思うかとか、そういったことをしっかり聞いて、

それがその後どうつながっているのかというフォローアップ調査というのもぜひちょっと

前向きに検討したいと思っております。 

○渡部部会長  いかがでしょう。 

 竹内委員、どうぞ。 

○竹内委員  ありがとうございます。国際環境経済研究所の竹内でございます。 

 今のお話の流れに若干関連してでございますけれども、この前も申し上げたとおり、Ｎ

ＥＤＯさんにおける研究開発というものをどう引き起こしていくか、何がよく作用して何

がよく作用しなかったかという、イノベーション体系学みたいなものをぜひまとめ上げて

いっていただくようなことができればなあと期待しておるところでございまして、例えば

去年の評価ですと、ＩＣＥＦを開催しましたというところで高く評価されていたりするの

ですけれども、これから逆にＩＣＥＦのホスト国としてどういうインプットをしていくか

というところに評価軸が移っていくに当たって、どうやればイノベーションへの道がみえ

やすくなるか、決まった行き方というのはもちろんないわけですけれども、それをサポー

トする施策として、こういうことをやったら割と近道で行けた、あるいはこういったこと

は人材育成の点で余りよく作用しなかったと、いいことを、よくなりました、よくなりま

しただけではなくて、よくなかった部分も含めてつまびらかにまとめていただくことがち
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ょっとできればというところ。こういった役割というのはＮＥＤＯさんににしか多分でき

ないことであって、ＮＥＤＯさんのまとめられたご知見というのが多分ほかの研究開発法

人のいろんな部門で参考になると思いますので、ぜひそういったところも含めて今後お考

えをいただければと思います。 

○福田理事  大変難しいと思いますが、ある意味、我々がイノベーションを進めていく

ためにこれまでやってきたこと、それから今後やるべきところというのをしっかり、これ

までの実績を反省してつなげていくというのは重要ですので、どんな方法がいいか、また

ご知見を伺いながら進めたいと思います。 

○渡部部会長  この間ご紹介いただいた「ＮＥＤＯインサイド」の分析ですとか、かな

り、それこそ学会でも評価されるような分析をされているというご報告があったと思うの

ですね。そのようなものをちゃんともう少し継続的にまとめていくと我が国のイノベーシ

ョン促進に重要なものになるのではないかと、そのような趣旨ということですか。 

○竹内委員  「ＮＥＤＯインサイド」は後で送っていただいて拝見したのですけれども、

大変すぐれた知見にあふれているといいますか、やはり経験値というのが一番技術開発に

向かっては大事なところかなあと思いましたので、ああいったものがもう少し幅広く共有

されるようになる必要があるかなと感じている次第です。 

○渡部部会長  ありがとうございます。 

 高井委員、どうぞ。 

○高井委員  東京大学の高井です。先日はお休みしてしまって申しわけありません。 

 前回の議論は余り聞いてないので、少しご説明をしていただきながらという形になるか

もしれませんが、オープンイノベーションの推進というところで、いろいろなセミナーと

かワークショップを開催されているという実績がおありですけれども、セミナーを開催し

て、どういう成果が上がっているのか。オープンイノベーションって参加している企業さ

んは、何か１つテーマがあれば、それに対して参加していろいろな知識をもらうと。それ

がどういう取り組み、継続的にオープンイノベーションをただ単にセミナー開催だけで終

わらせてしまうのか、さらに何かアクションを起こして取り組んでいくのかというところ

をご説明いただければ。 

○福井理事  わかりました。資料１、こちらの手元でいいますと②の資料になりますけ

れども、これをちょっとお開きいただきまして、34ページになります。画面の下に「移動」

と青字が書いてありますけれども、これを押していただいて、34と入力すると多分そのペ
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ージに飛んでくれるのではないかと思います。 

 34ページが今ご指摘のあったところに関連するオープンイノベーション協議会を設立し

たというところで、ここはまず会員数が倍増しましたということをいっているのですが、

次のページに、今ご指摘のセミナーとかワークショップの開催状況が書いております。こ

こにはまだ、セミナーは３回656名、ワークショップ３回298名といった、いってみればや

りました、これだけ人が集まりましたというアウトプットにとどまっているのですが、実

はここに本来書きたかったところが、この結果、例えば３つ目のピッチという、ベンチャ

ー企業からのプレゼンテーションでいいますと、その後に実は聞き手のほうの大企業とか

ベンチャーキャピタリストとの面談の場を設けておりますので、そこでつながっていった

ものが幾つかございます。 

 ただ、実はその結果、Ａ社がＢ社から出資を受けたとか、そういうところのアウトカム

にまだつながってないというのが実態です。ただ、つながりのところは、まだ引き続き相

談中とか、こういう情報をキャッチしておりますので、ぜひ来年度はその成果が多少なり

ともプレゼンできるようにしたいと思っております。 

 それから、最後のオープンイノベーション白書でございますが、前回のときはまだだっ

たのですが、実は７月８日にこういった形の冊子にまとめましたということをプレスリリ

ースさせていただきました。幾つかの主要紙とか業界紙のほうでは比較的前向きに捉えて

いただいておりまして、これもそういう意味ではこれまでの１年の活動をまとめたという

ところにとどまるのですけれども、いわばアウトプットで、かつ、もし活用していただけ

ればアウトカムに行くかなあということかと思います。まだ暫定版になっているのですけ

れども、ぱらぱらとごらんいただくように、今ちょっとお手元にお配りしたいと思います。 

     （「オープンイノベーション白書」配付） 

○渡部部会長  協議会の活動として、こういうことに加えて何かとかいうようなことが

あればあれですけれども、こういうのって、そんなに同じことを毎年続けていってもとい

う性格のものですか。今後、例えば５年後とか、どのように考えていますか。 

○古川理事長  では、マイクをもっているので、私から。 

 オープン協議会は、経済産業省さんのご指導もあったのですけれども、去年の２月から

始めたわけでございますけれども、結局、日本はベンチャーと大手企業のマッチングとい

う、橋渡しというのは極めて少ないと。それで、ベンチャーの出口は、アメリカでみます

と、ＩＰＯしていくか、Ｍ＆Ａされるかと。いい意味でＭ＆Ａというのはあるのですけれ
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ども、日本は圧倒的にＩＰＯで、ほとんどＭ＆Ａがないよということで、理由はやはり大

企業と中小の情報が欠落しているのではないかということもありましてやり出したわけで

ございます。 

 そういう意味で、先ほど、アウトプットだけでアウトカムないよというお話で、確かに

お話ありましたように、一つのアウトカム目標はＭ＆Ａの件数だと思っておりますけれど

も、我々もまだ残念ながらそこまでご報告できるところまでいっておりませんけれども、

こういういろんな活動を通してかなり意識的にそういうことをやっておりますので、来年

は何か報告できればなあと思っております。 

 そういう意味で、まだ去年から始めたばかりなので、確かに何年もやるとマンネリにな

ってしまうので、何年おきというのはあるかもしれませんけれども、まだまだ、ことし、

来年はきちっとやっていきたいなと思っております。 

○渡部部会長  ベンチャーと大企業との連携が一つの観点であるということであれば、

そこに必要な施策が打たれることが期待されると思います。よろしいでしょうか。 

○福田理事  実は今ご説明いたしましたセミナー、ワークショップ、ピッチ、白書とあ

るのですが、たしか設立時はセミナー、ワークショップはやろうと。とにかく、情報交換

して、意識づけをしようと。それから、白書もまとめようではないかと。そこから始まっ

たのですけれども、それだけだと具体的な成果につながらないのではないかということで

年度後半から始めたのがこのピッチでございます。これは技術をもっているベンチャーに

プレゼンさせて、そこでお見合いしてもらおうということですので、ある意味、去年もや

ろうと思ったことを淡々とやってきたというよりは、若干アウトカム出そうという方向に

少し事業の形態も変わってきたというところでございます。 

○高井委員  ありがとうございます。私は、バイオエンジニアリング専攻という、医学

系と工学系をつなぐところのポストにいまして、そうすると、医工連携で、例えば新しい

ものを見出そうとすると、よくセミナーとか、あとワークショップとかを開催するのです

ね。でも、開催すると、プレゼンだけしっぱなしで、結局、その後の実態で、ベースで共

同研究につながるという例がほとんどみられなくて、今すごい大学内でも問題になってい

るところなので、どういう取り組みをしていったらもっとイノベーティブにいろいろな共

同研究ができるかなと思ってちょっと聞かせていただきました。ありがとうございます。 

○米倉委員  今のお話で、ピッチはすごくよくて、紹介しやすいのですよね。中小企業

とかベンチャー企業で、ここに行ってみて、やってみたら、ああいうオープンな場ができ
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たというのは僕はすごくいいと思うのですが、質問は、前回、どこだか忘れたのですが、

これぐらいの時価総額になっているというのがありましたよね。あれはすごく説得力のあ

る数字なのですが、それに対して僕がキャピタルゲインはどうなったのだといったときに、

福田さんが、いや、投資機能はＮＥＤＯはないので、投資機能は別のところだといわれて、

一見そうかと思ったのですが、これはやはり経時的な情報、データ蓄積が大事なので、そ

の案件をこの投資機構が受け取って、どこどこに投資して、どういう時価総額になって、

そのうちキャピタルゲインがどうだったというところまで書くと、ああ、ＮＥＤＯって、

投資機能はもたないけれども、シーズ植えたものを次に渡して、次が果実を得ているんだ

なという点でいうと、この費用対効果、それが直接的ではなくても間接的に大きな国民に

対するリターンになっているんだなとかがわかると思うので、ぜひその連携も書いていた

だけるといいと思いました。 

○福田理事  ありがとうございます。ピッチが非常にいいと。私も実はＮＥＤＯに来て

この「ピッチ」という言葉も存じ上げたのですが、本当にプレゼンするほうも聞き手のほ

うも熱心に参加していただいて、その後の、その場でやるというのが結構みそかなあと思

いまして、つながっていく価値は十分にあるのではないかと思っております。 

 今の資料の30ページで時価総額の話を書きまして、その上で、後ろのほう、40ページあ

たりに、今、ＮＥＤＯでは出資機能ないけれどもというお話のところに相当する、産業革

新機構とか日本政策金融公庫、こちらのほうに案件につながりましたよという話をさせて

いただきました。 

 今の米倉先生のご指摘は、これらがその後どうなったかというのを追っていけば、少な

くともこの３つの事例については、失敗しようが成功しようが何かしら出てくると思いま

すので、こういったものをちゃんとフォローするとともに、あと、具体的な案件が出てき

たら、そのフォロー体制もちゃんとしっかりおくと。そんなことからまず手始めにやって

みようかと思っております。 

○米倉委員  もう当たり前のことですけれども、失敗事例のほうが重要なのですよね。

ですから、ほかの案件でもいいのですけれども、こうなって、こうなって、これは失敗だ

ったと、これは成功だったということも含めて、それから、渡した案件も、経時的にみて

いくということがかなり重要なので、初めのうちはＩＰＯもできなかったし、だけれども、

どこかの段階でするというのは、こういう国の機関がもっている良さはデータが長期的に

蓄積されていくということですので、ぜひ失敗も含めてデータの蓄積をお願いしたいと思



- 10 - 

 

います。 

○古川理事長  ちょっと補足させていただきますけれども、今のお話で、確かにキャピ

タルゲインという発想はないのですね。ないのですが、私が一番気になっているのは、時

価総額はまあいいのですけれども、上場した16社の、結局、国が投資家だと考えれば、そ

こでぶち込んだお金を、その売り上げと利益と、あと法人税で返してもらうと。少なくと

もそこまでイーブンにならないと意味ないよねと考えているのですけれども、残念ながら、

全部足しても1,000億円にもいきませんから、まだまだそこはできませんけれども、常にウ

ォッチしていきたいと思います。ありがとうございます。 

○渡部部会長  荒牧委員。 

○荒牧委員  荒牧でございます。 

 この３つ目のポツで知財のところに言及されていて、資料の27ページのほうに１枚、知

財マネジメントの強化ということで資料を拝見しているのですけれども、知財マネジメン

トにしても、独占的にいろいろそういう利益を生み出すとか、あるいは将来的に新市場の

獲得とか創出というと、むしろ場合によっては早期に幅広くライセンスを積極的にしてい

ったほうがいいとか、いろいろライセンスも含めていろんな政策、ポリシーというのです

かね、あると思いますし、あと、例えば国際特許の出願ですとか、あるいは年金払って、

どのぐらい短期的にいくのか長期的にいくのかというのも含めて、いろいろなコスト、費

用対効果という意味で、この辺の具体的な意思決定とか判断とかいうのは体制としては今

どのようになされているのか、ちょっと教えていただけますか。 

○福田理事  ありがとうございます。この27ページはプロジェクトの基本計画という、

ある意味、各プロジェクトの進め方を定めた憲法に近いものにまずしっかりと方針を書こ

うということにしております。その方針をつくった後、それをどう運用するかについては、

ＮＥＤＯ側ですとプロジェクトマネージャーという、前回の中期目標の変更で追加された

マネージャーと、それから、多くのプロジェクトに設置されている実施者側のリーダーの

プロジェクトリーダー、この２人がどのように、例えば知財の委員会をつくるか、その中

のルールをどう決めるか、それをどう運用するかというところに任されております。 

 そういう意味で、ここに書いたのは本当にその第一歩目のところはちゃんとやったよと

いうことまでですが、重要なのは、それをどう運用して、その結果、実際にその知財がち

ゃんと確保できて、あるいは必要な部分はオープンになって、それがどうアウトカムにな

ったかということですので、プロセスについてはそれぞれ中間評価、あるいは事後評価と
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いうのをしっかりやることになっておりますので、その中でうまくいったもの、あと、で

きればうまくいかなかったもの、こういったものをピックアップしていって、それが次に

つながるように把握していきたいと思います。 

○渡部部会長  よろしいですか。 

 知財マネジメントに関しては、例えば28ページにそれぞれのプロジェクトに関してある

程度そのプロジェクトに適したマネジメントをしているということだと思うのですが、実

はそこで何らか仮説があって、こういう契約、こういう方針というのが、これも本当にど

のように機能したかというところで、通常、知財に関する契約についてはコンフィデンシ

ャルになっていることが普通だと思いますので、なかなか共有しにくいのですね。共有し

にくいと、先ほど米倉先生もいわれたので、失敗したやつは誰にも知られずにそのままに

なってしまうと。それが学べないのですね。ここは、国プロの知財方針とかそういうこと

をこの間のバイドールのときに随分やって始めていることだと思うのですが、やはりフィ

ードバックがかけられる工夫をしておく必要があると思います。普通、それがないと、基

本的に秘密なものですからわからないのですね。そこは何らか工夫していく必要があるの

ではないかなあとちょっと思いますので、それは意見として付け加えさせていただきます。

ほか、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○竹内委員  今の知的財産の件で、私、この前も申し上げたかと思いますけれども、こ

れから特に気候変動、環境の分野では国際的な技術開発プラットフォームみたいなものが

多分盛んになっていく。その中で知財をどう保護することがきちんと研究開発体制を保護

することになるのかということも一応学術的な論理としてもっておかないと、この前もご

紹介したと思いますけれども、インドなんかが知的財産の無償開放を求めるみたいな議論

になってきたときに、そういったことが逆に必要な技術開発を阻害するのだという、我々

の世界からすれば当たり前の論理だとは思うのですけれども、国際交渉に出ると、あるい

は環境というようなお札をつけると全てが先進国側から提供すべき技術みたいな形になっ

てしまうのですけれども、それをやった瞬間に技術開発が進まなくなるのだというところ

も理論武装しておく必要がちょっとあると思っておりまして、そうしたところに知的財産

をきちんと保護する制度があることによって、開発というのを安心して進めることができ

てというところをちょっとまとめておいていただくようなことが可能であったら、これは

ＮＥＤＯさんにお願いすることなのかすみません。私、いつもＮＥＤＯさんにお願いする
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ことなのかどうかわからないことを申し上げていますかね、ちょっとまとめておいていた

だくことが可能であればなと思います。よろしくお願いいたします。 

○渡部部会長  これは経産省かな。我が国の知財戦略のものかな。ちょっとそこは整理

はするということですかね。ほか、いかがでしょう。 

 よろしいですか。 

 今、「研究開発の成果の最大化とその他の業務の質の向上に関する事項」、１のところ

の項目でご意見漏れがないかどうか、ちょっと確認していただければと思います。 

 もしよろしければ、後でまたお気づきの点があれば戻ってきても結構ですけれども、続

けて２のほうに移らせていただきます。「業務運営の効率化及び財務内容の改善に関する

事項」、こちらの項目についてご意見をいただければと思いますが。 

○米倉委員  確認なのですけれども、前回、予算節約に関してどうかというので、これ

に対して答えられたのでしたっけ。１ページ目の一番最後に「業務効率化に伴う予算の節

約の状況についても考慮すべきではないか」と書いてあって、今回の答申ではこれについ

て答えられたのでしょうかというご質問です。 

○福田理事  ご指摘にぴったり合っているかどうかあれですけれども、同じく前回の概

要資料の中で107ページ、「効率的な予算執行」という項目のページが出てまいります。こ

こで何をご説明しているかというと、もともと私ども、中長期目標期間中に、平成24年度

を基準として毎年度平均で前年度比1.08％の効率化を行うと、こういう目標が設定されて

ございます。これに対して、右下にグラフがございますけれども、27年度まで、この24年

度との対比でいいますと、毎年度平均で17.5％、効率化というか、いわば予算が減少して

いるというご説明はさせていただいています。 

 ただ、これは結局予算の決まり方によってしまうところがあるので、重要なのは、この

結果どれだけの成果が上がっているかというところですので、そういう意味では、この前

半にあった各技術分野ごとにどういう成果が出ているかとか、こういったところをごらん

いただいて、どう評価いただけるかということになるかと思います。 

○米倉委員  別にこれは国会答弁でないので、どういう評価でしたっけ。自己評価とし

ては、予算削減にもかかわらず結構頑張ったと、よい評価であったと。 

○福田理事  ちょうどその前のページがこの項目の自己評価になっておりまして、Ｂで

す。やることはやったし、目標は達成しているのだけれども、ここは何か、個別にはもち

ろん、大体２～３割ぐらい経費節減できるという目安を立てた上でアウトソーシングした
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りしていますけれども、そういう積み重ねをやっておりますが、目標を顕著に上回ったと

いうところには至らないかなということでＢとさせていただいております。 

○米倉委員  なるほど。これもまた思いつきでいうのですが、僕、アウトソーシングっ

てすごい大事だと思うのですよね。新しい企業とか小さい企業とか、育てるという意味で

は、余り全てをインハウスにすることでこういうところが予算評価をするよりも、かなり

民間に回して、できるところはやってもらうというような形が実は経済効果にとっても重

要ですし、技術の伝播にとっても重要ですし。ですから、そういうアウトソーシングと組

み合わせてこういう節減をやったけれども、実はこうこう、このような効果があるという

ような視点でこれから進めていかれると、ただ単に、リストラ風で人を切りました、何を

切りましたではなくて、外縁的にどういう効果があったのかということにつながるので、

そういう考え方は非常に重要だと思います。 

○渡部部会長  ありがとうございます。 

 では、荒牧委員。 

○荒牧委員  戻ってしまってもよろしいですか。 

○渡部部会長  はい。 

○荒牧委員  すみません。先ほどのところで、事業化支援とか新市場の獲得・創出のた

めのいろいろな他の企業とのマッチングとか海外のいろいろな企業とのマッチングなんか

で、事前にご説明いただいた際にもちょっと申し上げたのですけれども、事業化だとか投

資環境の整備であるとか、あと、そういったマッチングといったところに関しては、中小

機構さんのほうでやられているノウハウというのがかなり今も充実してきていて、経験、

実績も積んでいらっしゃって、かなり規模的にも回数も含めてよくやっていらっしゃると

思うので、その辺の連携とかいった点も含めてちょっと今後ご検討いただけると重複をな

くせていいのかなと個人的に思っております。 

 あと１つ質問なのですが、エネルギー・環境及び産業技術関係の取り組みというマルの

一番下のところですけれども、「機構の技術開発成果によって、相手国等の政策や制度の

構築、変更に顕著に寄与したと考えられるか」という文章があって、直接的にどこか外国

の政策とかに顕著に寄与する。すみません、いま一つこの意味が私は理解できないのです

けれども、教えていただけますでしょうか。 

○福田理事  まず、前半の中小機構さんとの連携についてですけれども、これは一昨年

度、昨年度と実は実務ベースでの相談はしております。産業革新機構とかと同様に、こち
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らから推薦をして、それに対して何かということができるかというご相談をしたのですけ

れども、それぞれの制度の、どちらかというと我々はもう成果をお出しするだけなので、

中小機構さんのほうでどのようにそれを、少し下駄をはかせるのか、あるいはチェックす

るのかというところがいま一つまだ組み切れてなくて具体的な案件には進んでおりません

が、ちょっとご指摘もありましたので、改めて、確かに事業化を推進するツールって多い

ほうがいいはずなので、検討したいと思います。 

 それから、後半のほうの諸外国の制度にどれだけ寄与したかということですけれども、

同じ概要資料で87ページあたりにちょっと飛んでいただけますでしょうか。「国際展開支

援」でベトナムの話がちょっと出てまいっております。右下に86というのが振ってありま

す。「ベトナム国営病院における省エネ／環境改善によるグリーンホスピタル促進事業」

というのがございます。これはＪＣＭという二国間クレジットの事業の一環なのですが、

これは単に病院の省エネをやるのですけれども、それでとどめるのではなくて、ベトナム

のほうでエアコンの省エネラベル制度というのができまして、これについて２つ評価方法

があって、日本型のインバータエアコンを正当に評価できる方法と、とにかくぐあっと冷

房してしまってそれではかる方法と２つあるのですが、省エネになるのは圧倒的にインバ

ータのほうでございますので、これが正当に評価できるＣＳＰＦという方式をこのラベル

制度では実は採用しようとしております。 

 仕組みとしてできただけではしようがないので、このＪＣＭ事業で実際にどれだけやっ

たかということをみせていくと。これによって、このベトナムの省エネラベル制度が普及

していくのではないかということをこれはもくろんだものでございます。 

 実はこのＪＣＭ事業、ほかにも、次のページに幾つか候補が、モンゴル、ラオス、タイ、

バングラデシュというところがございますけれども、それぞれこういった制度の定着とい

うのを目指した部分がございます。例えばベトナムの漁船への特殊ＬＥＤの照明導入とい

うところも、漁船にどれだけの省エネができる電灯を使うかというところの制度構築に至

らないかどうかと、こういったところも含めてやってございます。 

 ただ、今この瞬間、具体的にこうなりましたといえるのはこの程度かと思います。 

○渡部部会長  私、自分で、３～４年前にＮＥＤＯインドで、当時、シン首相とイノベ

ーション分野の協力みたいのがあって、それで、商工省に何度か行って、知財とか産学連

携とか、そういうののリコメンデーションを随分やったことがあるのですけれども、それ

をそのまま向こうの政策提言にほとんど入りましたね。 
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 だけど、あれって、アドホックにぽっとやって、その前後がないので、結局、もう少し

戦略的に継続していかないと、ここでやっていらっしゃる事業も恐らく標準だとか規格だ

とかそういうのにつながるようなものがあれば、それは日本企業にとってはいいことなの

で、やはり継続性が重要だと思うのですね。だから、ちょっとそういう観点では意識して

やっていただく必要があるかなと思います。やると効果は出ると思いますね。いかがでし

ょうか。 

 どうぞ、高井委員。 

○高井委員  人材の流動化についてお伺いしたいのですけれども、ちょっと前半の部分

とかかわるのかもしれませんが、クロスアポイントメント制度を活用したという、これは

新しい試みになるのでしょうかね。クロスアポイントメント制度を実際に体験した人がど

のように、クロスアポイントはよかったのかとか、そういうところの評価をちょっとお伺

いできるとありがたいなと思います。 

 大学人としては、例えば産総研にクロスアポをした先生とかに話を聞くと、しただけ大

変になるみたいな、100％が200％になっているのではないかみたいな話も聞くので、クロ

スアポイントメントというのはどのように活用していくと効率がよくて、いい取り組みだ

といえるのかというところのＮＥＤＯさんのお考えを伺いたいと思います。 

○福田理事  クロスアポイントメント制度は、27年度には実は１名、大阪大学との間で

始まりました。その後、この４月１日から２人追加になっておりまして、現時点では３名

という形になっております。もともとクロスアポイントメント制度って、法律上はできる

のだけれども、よりやりやすくするようにルールを政府のほうでつくってもらったという

ものでして、特にＮＥＤＯと大学との関係でいいますと、大学からＮＥＤＯに来ると、恐

らく、研究をするわけではなくて、むしろ研究のマネジメントをする側になるので、全然

毛色の違う仕事についていただくということになると思います。 

 それは別に来ていただいて仕事すればいいのですが、大学によっては、どうしても一旦

大学をおやめにならないと来れないという障壁があったので、それを大学のほうの籍を置

いたまま、例えば週１回と４日はＮＥＤＯという形でお約束をした上で、ちゃんと籍はず

っと続いていますよということがないと、例えば30代半ばで結婚して子供もいるのにやめ

るわけにいかんとか、そういう話が払拭できるということを聞いております。 

 そういう意味で、今来ている３名は、それぞれ存じておりますけれども、今のところ、

すごく大変になったとか障害になったということはなくて、むしろ細かい話ですけれども、
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たしか保険適用の何かが、単身赴任手当ですかね、大学のほうでは出ないのだけれどもＮ

ＥＤＯのほうは制度を適用できるので、単身赴任手当のルールはＮＥＤＯのルールを適用

しましょうということで、１日、４日なのですけれども、この１日の分も含めて出せるよ

うになっていて、むしろ制度の相乗りになることによってメリットも出ていると聞いてお

ります。ただ、実際に働いてみてどうかというのはぜひ、３名と限られていることもあり

まして、これは聞いてみたいと思います。 

○渡部部会長  クロスアポイントは実際経産省がかなり後押しをしている制度と理解は

しているので、経産省の実際関係しているＮＥＤＯのところでどう評価しているかという

のは重要だと思います。多分、ＮＥＤＯの話でないのですけれども、全体としてこの制度

をどのように活用すればいいかというのはまだ熟してないという感じがしますので、いい

事例があればぜひそれはきちっと把握していただければと思います。いかがでしょう。 

 竹内さん。 

○竹内委員  ありがとうございます。いきなりミクロなご質問になって恐縮ですけれど

も、資料の98ページ、多分飛ぶパターンですると99ページあたりは業務・システムの最適

化とか効率化あたりだと思うのですけれども、これ、Ａ評価ということは、一般想定され

るよりも若干いい形ということだと思うのですが、行われている内容ってとても普通な感

じがするといったら失礼ですけれども、知財の通知や届け出をウェブシステムにしました

ですとか、あと、セキュリティの関係だと出入りを強化しましたとかだと割と普通な感じ

かなあと思ったのですけれども、これをＡ評価にされたというのは多分理由があると思う

ので、ちょっとそこら辺をご教授いただければというところと、ごめんなさい、私が見つ

けられていないだけかもしれないのですけれども、全然お話が変わりまして、海外へのご

出張であるとか海外調査であるとかそういったものが大変多い中で、リスク管理というと

ころを組織としてどのようにされているのかというところもきっとおありだと思うので、

バングラの事件とか受けてまたさらに強化されているのかとか、そこら辺も含めて組織と

してのリスク管理という点でご見解をちょっと教えていただければなと思います。 

○福田理事  まず前半の「業務・システムの最適化」、概要資料の右下ですと99ページ

でございますが、実はここの評価項目、（４）「業務・システムの最適化」というのは昨

年度も同じ項目がございます。昨年度、大臣のほうにいただいた評価が、昨年度同様、改

善に向けた取り組みを数多く実施していることからＡといただいておりました。 

 今年度についていいますと、去年と同じことだけをやったわけではなくて、新たに始め
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たものが幾つかございましたので、昨年度と同様、数多くの新しい取り組みを始めたとい

うことで、もし同じようなご認識をいただけるのであればＡといただけるのかなあと、そ

のように考えた次第でございます。 

 具体的には、まさにここに書いてあります、ウェブシステムをもっと拡大して、全事業

者から知財の通知を受けるようにしたとか、あと、100ページにありますような新たな情報

基盤サービスも、例えばモバイルシステムを我々もっているのですけれども、それが万が

一なくした場合に、これは後半のリスクにも関連しますけれども、中央側からあけられな

いようにするという仕組みも入れたり、これは前年度なかった取り組みですので、こうい

った幾つかやっておりますが、いかがでしょうかというのが自己評価の結果でございます。 

 それから、リスク管理については、同じ資料でいいますと、下の番号112ページで、飛ぶ

と、113と入力していただくと112ページが出てまいります。内部統制の強化、実施者不正

抑制という項目なのですが、実はこれ、政府全体の独法に対して指示が出ている話ではあ

るのですけれども、全体の業務内容を少しフロー化して、それぞれの業務でどういうリス

クがあるかという分析をしなさいということをいわれております。この分析のいわばバー

ジョン１のフロー分析ができましたので、これに基づいてリスクを適切にまず把握して、

そこで何か起きたときにはこうするというところの土台はでき上がりました。これは昨年

度の成果になっております。 

 それから、今ご指摘のあったバングラデシュの話、これは28年度に入ってからでござい

ますけれども、実は急遽、理事長の指示もあって、これ、どうやって対応しようかと。今

までは国際担当の部署がその都度、何か起きたというときには、すぐに出張者がいるかど

うか把握し、それから、海外の現地事務所があればそちらにすぐに連絡をとって安否確認

をするという仕組みになっておりましたが、どちらかというと自主的な運用によっていた

部分がありましたので、改めて国際担当部署の役割というのを明確化して、何か海外で有

事が起きたときには、この仕組みをしっかり組織として動こうということを決めました。 

 また、少し細かい話になりますけれども、個人旅行の場合どうしようかと。これもちょ

っと議論して、一般常識として、海外に行くときにはやはり上司に伝えるべきだろうと。

そこを徹底することによって、個人旅行であっても、万が一どこかに行っていた場合には

それが把握できるようにということで、バングラデシュのような海外有事対応には努めて

いるところでございます。 

○竹内委員  １点目と２点目とそれぞれ追加でお伺いできればと思いますが、今おっし
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ゃっていただいた１点目のお話ですと、昨年も、要は新たな取り組みをしたからＡと評価

された、ことしも新たな取り組みが幾つかあったのでＡでいけるかなということだったの

ですけれども、例えばその次のページにある、業務の効率化で外部の委託がふえています

という形で、その次のスライドだったかと思いますが、102ページ、マイナンバーとか、あ

ともう一つ、分野別の知財の形でやるようになったからとたしか書いてあったのですけれ

ども、特許出願ですね。これが要は新しいことでしょうか。ごめんなさい。業務効率化の

ほうについては。ここの部分の評価は、去年、Ｂですけれども、ことし、Ａにされている

のですね。 

 これは何でなのだろうというのがまたもう一つ疑問として出てきてしまいまして、とい

うのは、マイナンバーとかの収集・管理業務というのを内部で、インハウスでやっておら

れるこれだけの大きな組織というのは私は余り知らないというか、委託するのが普通だよ

ねというボリューム感のものであると思うのですね。性質からいっても。これを委託しま

したということで、ちょっと分野別が大きいのかもしれませんが、これでＡになっている

というのがよくわからなかったので、あわせてこれをお伺いしたいということと、先ほど

の２点目のリスクのお話。資料の中にあるフロー図というのは、私は財務リスク的なとこ

ろの分析かと思っていたのですけれども、そうではなくて、業務にかかわるもの全部をス

トーリー化してリスク分析をされているということですね。ありがとうございます。 

 それと、事故が、テロみたいな、バングラみたいな事件が起こった場合に事後的に対処

する体制はできていますと今ご説明をいただいたと思うのですけれども、事前にどれだけ

情報を与えられるかというところが肝なのかなと。今、テロとかいういろんなものという

のは予測ができないところでいきなり起こるものだというのは重々承知しているのですけ

れども、例えば私もＣＯＰへ行く前とかに、属する研究機関で、要はテロに遭ったときに

はとにかく身を低く伏せろとか、そういうハウツーから含めてちょっと情報を共有しても

らうということがあって、そういうのがあるだけでも心構えが違うかなあと思いましたの

で、事前の教育という点でも何かをされているかどうかだけちょっと教えていただけます

でしょうか。 

○福田理事  まず１点目のアウトソーシングの部分、これは実は評価項目でいいますと、

業務の効率化というのは２の「業務運営の効率化に関する事項」の中の（４）「業務・シ

ステムの最適化」というところに該当します。それから、アウトソーシングについては、

（５）「外部能力の活用」というところで別に立てていただいておりますので、それぞれ
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別の説明をしてございます。（４）の「業務・システムの最適化」については、先ほど申

し上げたように、昨年度、前年度と同じような対策を打ったということでＡをいただいて

おりますので、今年度の新しい取り組みをご紹介させていただいたということです。 

 （５）の「外部能力の活用」につきましては、これも昨年度どういう評価をいただいた

かというと、外部委託等を活用し、効率的に実施しており、着実な業務運営を行っている

ことからＢとしたということで、実は昨年度は特に前年から比べて新しい項目がふえたわ

けではなくて、ただ、着実にやっているのでＢということでございました。 

 今年度は、２項目ほど、自前でやるところも多分あるとは思うのですが、一応どのぐら

い中でやったらコストがかかるかというところと比較しまして外部に出したというのがこ

のマイナンバーと分野別の特許出願情報のところでございまして、こういう２つの項目が

新たにふえたということで、昨年度の評価が着実にやったのでＢだとしたら、２つふえて

いるのでＡというのはそれほどおかしくはないのではないかと。ただ、これは先生方と大

臣のご判断になりますので、一応自己評価としてはそのようにしてみたということでござ

います。 

 それから、後半のリスクの話については、この資料中のフロー図は決して財務だけでは

なくて、例えば情報が流出するというリスクを捉えたときにどういう対応をすべきかとか、

あと、委託先で不正があった場合にどうするかとか、こういったこともリスクとして捉え

ておりますので、いわば業務全体についてのものとなっております。 

 それと、昨今、行く前の対策はどうしているのかということについてなのですが、これ

は従来から私どものルールとして、外務省で危険地域の区分というのを１、２、３、４と

つくっております。最近、１、２、３、４のところがさらに厳格化されて、例えば「行っ

ていいかどうか検討しなさい」が、「原則、行かないでください」になったり、そういう

形で強化されております。 

 この区分に応じて、本当に行くべきなのかどうか、あと、特に最近何か起きて区分が変

わった場合には原則行くなで、どうしてもという場合には個別に役員の決裁をした上で行

きなさいという形のルールはつくっておったのですが、これはまず、今回、バングラデシ

ュの話なんかもあったので、改めて周知徹底をしているというところがあります。 

 それから、先生ご指摘のように、実際に行ったときに何かあったらどうしますかという、

こちらについても過去からマニュアル的なものはまとめておりました。これも、今回の外

務省の危険区分の強化に伴って、あと、先ほど申し上げた再決定の際に、改めてこういう
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注意事項がありますので、それはしっかりと把握した上で行ってくださいと。加えて、外

務省のほうでは、「たびレジ」という、メールを登録しておくと、どこにいてもその地域

の情報が瞬時に入ってくるようなシステムを整備していただいております。これに原則と

してちゃんと登録した上で行きなさいということを追加したり、そういう工夫をしてござ

います。 

○竹内委員  ありがとうございます。 

○渡部部会長  一通り意見をいただきましたでしょうかね。よろしいですか。 

 ちょっと１点だけ。業務運営の効率について荒牧委員から発言がきっとあるのではない

かと期待しているみたいなのですけれども、特によろしいですか。 

○荒牧委員  昨年の残りの変な項目はもう外していただいたということで、ありがとう

ございます。ここは、大きなところは前回申し上げました運営費交付金のもうちょっと海

外のところですよね。そこをもう少し検討していただくということで、それが一番大きい

問題かなと思っています。 

○渡部部会長  ありがとうございます。よろしいでしょうかね。 

 ちょっと１点だけ。この事業の関係で外為の許可申請が必要になる事案って結構あるの

でしょうか？ そういうのって把握されています？ 経産省に対する許可申請が必要にな

る。貿易とか、あるいは情報提供でそういうことに係るものというのは特にないですか。 

○福田理事  数は多くないのですが、海外の国際実証なんかの場合には、そのもってい

く機会が該当するのではないかというケースがございます。これはエネ庁の担当部署を通

じて照会した上で実施しているという形です。 

○渡部部会長  関知されていれば大丈夫なのですけれども、一応リスクということで。 

 一通り意見をいただいたと思いますので、これは昨年と同じように、評価意見としてま

とめさせていただくということになります。今日と、それから前回の意見も少し、これは

入れられますね。議事録は残していますので、あわせてとりまとめを事務局のほうでして

いただいて、私のほうで確認させていただくということでよろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○米倉委員  今のは全くいいのですけれども、どのようにこれを表現したらいいかわか

らないのですが、ＮＥＤＯとか、僕は、これからすごく重要な職場になっていくし、学生、

理系、文系にかかわらず、重要な職場だと思うので、これは、いってみれば就職したいラ

ンキングに入ってくるような取り組みが重要な気がするのですよ。産業社会、日本ってか
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なり高度な産業国家になりつつあるのに、ＪＴＢが就職ランキング１位とか、全日空が１

位とか、本当に悲しくて、こういう機関が、特に理系でも文系でも、院生レベルになって

くると物すごくエキサイティングな職場だというアピールの仕方も大事なので、何かそう

いう項目が入ってくるといいなということを思いました。 

  

○渡部部会長   

 とりまとめのほうは、今いただいたご意見も含めて私のほうで一任させていただくとい

うことでよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

○古川理事長  たびたび米倉先生からお話しございました就職しやすいランキング、本

当に私もそう思っているのですけれども、ＮＥＤＯという組織が世の中からみて、プライ

ベートカンパニーでもないし、完全な官庁でもないし、非常に中途半端な組織にみえてし

まって。 

 もう一つ悔しいなと思っているのは、ＪＳＡとか理研さんとか産総研は研究所というこ

とで、トムソン・ロイターの対象になっていろんな評価をされるのですけれども、我々、

プロマネシステムということで、トムソン・ロイターにもいっているのですけれども、対

象にしてくれないのですね。それで、私も、何か外からみてインパクトあるようなものは

海外からの表彰ではないかということで、ドバイのワールドコングレスで表彰してくれと

いいに行ったことがあるのですけれども、それでもやはり、あんたたち、経済産業省の一

部でしょうといわれてなかなか難しいのですけれども、そうはいってられないのでそれを

乗り越えなければいけないと思うのですけれども、おかげさまで、ことしの就職などをみ

ていまして、非常に優秀な方が継続して来てくださっているのでちょっと一安心なのです

けれども、確かに先生おっしゃるように、もうちょっと社会的に認知されるようにやって

いかなければいけない。それも私の責任だと思っております。 

○渡部部会長  一応よろしいでしょうか。 

 そうしたら、続きまして議題２のほうに移らせていただきますけれども、「国立研究開

発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の平成28年度計画について」ということでご

ざいます。 

 計画については、もう既に28年、ことし３月にＮＥＤＯで公表済みということでござい
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ますので、これは来年度行う28年度業務実績の評価、この計画に基づいて実施された業務

実績を評価するということになります。したがって、これは報告というか、紹介という形

になりますけれども、説明いただければと思います。 

○福田理事  資料一覧で申しますと⑤の資料４というところに「28年度計画の概要」と

いうのをまとめてございます。こちらで説明させていただければと思いますが、⑩の参考

資料５というところにこの28年度計画の本体もつけております。これは大部になっており

ますので、お時間のあるときにごらんいただければと思います。こちらは、今、部会長か

らご紹介あったように、既に私どもで策定いたしまして経産省のほうに届け出をし、公表

済みのものでございます。 

 では、⑤の資料をごらんいただきますと、「28年度計画の概要」となっております。項

目はⅠとして全体の説明と、それから、後半のほうには、特に定量的数値目標としてどん

なところが変わっているかというところをまとめてございます。 

 まず、１．「研究開発の成果の最大化」のところでございます。①として「効率的なマ

ネジメントの推進」というのが出てまいります。（本文Ｐ３）とかの本文というのは一番

最後の⑩の本体のほうのページを参照しております。 

 まずは技術戦略を29年度の新規要求に向けて、また、その先の30年度に向けてそれぞれ

策定、改定をしていくということを書いてございます。 

 それから、その活動の一環として国内外の研究開発動向を把握しなくてはいけないとい

うことで、その把握した成果をＮＥＤＯ海外技術情報として300件、世の中に発信しようと

いうことが１つ。それから、内外との意見交換も必要ですので、ワークショップ等開催20

回ということを記載してございます。 

 それから、「マネジメントガイドラインの改訂と一本化」。さまざま、私ども、これま

でやってきたマネジメントの蓄積というのがあるのですが、ここに来て、「研究開発プロ

ジェクト・マネジメントガイドライン」「アクションチェックリスト」、それから「ＰＭ

の行動ガイド」と３種類ほど、いわば若干用途は違うのですが、目的を一にしたものがご

ざいます。さすがにそろそろ、これを体系的にまとめて一本化したほうがいいのではない

かということで、これを今年度取り組みたいと思っております。 

 次のページへ行っていただきまして、中小・ベンチャー企業への投資対効果分析。これ

は先ほど来ご好評いただいています「ＮＥＤＯインサイド」、これをやってまいりました

けれども、特に28年度は中小・ベンチャー企業というところに焦点を当てて、彼らの開発
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成果が社会にどのような影響を与えるか、これについて可視化、体系化を試みてみたいと

思っております。 

 それから、②ユーザーに配慮した制度改善ということで、実は、１つ目、間接経費率の

加算部分と研究員の範囲の拡大。これは政府のほうからこういうことを検討してほしいと

いう要望をいただいたもので、間接経費のほうについては昨年度中にその準備を整えて、2

8年度からスタートしております。最大30％にするというところ。これをしっかりと普及し

ていくということと、もう一つが、技術開発のプロジェクトをやる研究員について、学生

でもちゃんとルールに乗って、能力あるのだったら、プロジェクト費を、研究費を支払っ

てもいいのではないかと。この部分についてはまだでき上がっておりませんけれども、検

討の上、できれば実現したいと思っております。 

 それから、知財のオンライン手続の利用拡大化。これについても、全事業者に知財の手

続については拡大したところでございますけれども、28年度はそれをちゃんと定着させる、

普及させるということをやっていきたいと思っております。 

 次のページへ参りまして、③「オープンイノベーションの推進」でございます。オープ

ンイノベーション協議会の先ほど来議論いただきました取り組みについてですが、マッチ

ングイベントやワークショップ、これを年間20回以上やるということ、これを数値として

掲げました。それから、オープンイノベーション白書の公表、これはここに来てもう公表

できましたけれども、これを目標として掲げました。 

 それから、④「技術開発成果の事業化支援」のところでございます。まず、中堅・中小

企業の海外展開支援について、これは経済産業省の指導でＪＥＴＲＯを中心とした「新輸

出大国コンソーシアム」という、ＴＰＰをにらんだ枠組みができております。この中でも、

特に海外展開をしようとする中堅・中小、ベンチャー企業、ここについてはより、例えば

審査のときに上積みをするとか、こういった工夫で支援体制をしていきたいと思っており

ます。 

 それから次の項目、ロボット革命イニシアティブ協議会等ロボット分野の各委員会の運

営でございます。27年２月に「ロボット新戦略」というのが日本経済再生本部のほうでで

き上がっております。これに基づきまして、2020年にはロボットの国際協議大会をやると。

この事務局を経産省とともにＮＥＤＯがやりなさいということになっておりますので、そ

の準備作業。さらには、２年前の2018年にはプレ大会、これもやるということになってお

りますので、その準備作業をしっかりやるということを記載しております。 
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 それから、次の４ページでございますけれども、「情報発信等の推進」。ここにつきま

しては、海外向けの英語コンテンツの充実、これを図るということ。それから、事業の成

果の発信については、地域におけるＮＥＤＯフォーラム、ＮＥＤＯの成果の発信、あるい

は公募事業の紹介というものを全国５カ所でやるということを目標に掲げております。 

 それから、技術分野ごとについては、水素エネルギー分野、新エネルギーベンチャーの

革新分野、それから、次の５ページに参りますと、省エネルギー分野、蓄電池・エネルギ

ーシステム分野、クリーンコールテクノロジー分野とそれぞれ実施中のプロジェクトがど

んなフェーズに入るかということについて、その目標を、基本計画をにらみながら記述さ

せていただいております。 

 これが６ページ、７ページのところまで続きまして、８ページの上のところまでこの技

術分野の目標になっております。 

 さらに８ページ、２．として「業務運営の効率化に関する事項」でございます。組織・

人員体制の機動的、効率的な刷新につきましては、これはどんな案件が出てくるかにより

ますけれども、それに従って、政府の方針にキャッチアップできるように、柔軟かつ機動

的な組織体制を構築するということを掲げております。 

 それから、②「業務の電子化の推進」につきましては、今、プロジェクトマネジメント

システム、これを刷新しようとしております。これをしっかりと開発に取り組むというこ

とを記載しております。 

 それから、コンプライアンスにつきましては、情報セキュリティについて、ＩＳＯ、Ｉ

ＥＣの27001というシステムがもうでき上がっております。これの取得に向けて今年度取り

組みたいと思っておりまして、仮に取得ができますと国立研究開発法人では初ということ

になりますので、しっかり取り組んでいきたいということでございます。 

 それから９ページ、財務内容の改善につきましては、運営費交付金債務、これを抑制す

るために事業の進捗状況の把握を中心とした予算の執行管理、それから費用化の促進とい

うことにしっかりと取り組んでいきたいということでございます。 

 それから、次の10ページ、これが後半のほうになりまして、定量的数値目標について、

新しく設定したもの、それから、→で記載しているのは27年度から28年度に変更したもの

になっております。 

 まず、技術戦略とプロジェクト構想の策定については、海外技術情報の発信件数300件、

それからワークショップの開催20回以上、これを新しく策定いたしました。 
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 それから公募のところでは、前年度３月までに公募を開始して、４月からすぐにスター

トできるようにする事業の割合、これにつきまして、極力多くの事業といったものを新規

事業のうち９割以上と数値をはっきりさせました。 

 それから、技術開発マネジメントの知見の蓄積。この回数でございますが、２回以上と

いったものを５回以上と引き上げております。 

 それから、制度改善につきましては、全国で事業実施者向けの説明会の回数、４回以上

としていたものを延べ15回以上と銘打ちました。 

 それから、資産の売却手続、これについて、特に目安を設けてなかったのですけれども、

平均３カ月以内ということで、素早くその手続を進めようということを設けております。 

 あと、オープンイノベーションは先ほど申し上げたマッチングイベントとかワークショ

ップの開催件数20回以上というのを設けております。 

 さらに、成果の事業化支援につきましては、標準化の取り組みを基本計画の中に書く数、

25件程度としていたものを30件程度と引き上げております。同様に、ＩＳＯ・ＩＥＣ・Ｊ

ＩＳなどの標準化の提案件数についても、３件程度としていたものを５件程度と引き上げ

ております。 

 次の11ページに参りまして、情報発信のところでございます。記者会見・現場見学会、

これにつきましては、記者懇談会３回以上としていたものを10回以上（うち、現場見学会

３回以上）と引き上げをいたしました。また、理事長等の出席する記者懇談会については

２回以上というのを明記いたしました。それから、地域版のＮＥＤＯフォーラム、先ほど

の説明でございますけれども、全国５カ所というのをはっきりと書きました。 

 それから、人材の流動化の観点では、ＰＭ人材の育成のための研修、これを「実施する」

としたものを「８回以上」と明記しました。 

 それから、「職員の意欲向上と能力開発」、こちらにつきましては、新しい研修コース

を１コース以上設置というのを新しく書き込みました。また、技術経営力に関する職員研

修については、「実施する」としたものを「８回以上実施」としております。 

 それから、「コンプライアンスの推進」につきましては、内部研修を年４回以上とした

ものを年13回以上、うち外部有識者を招いたものを１回以上といたしました。 

 それから、事業者説明会において不正行為の措置、あるいは発生事例の周知、これにつ

いては「図る」としていたものを「全国延べ15回以上」と明記しました。 

 あと、「情報セキュリティ対策に関する職員研修」についても、年１回以上としたもの
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を年３回以上と引き上げて明記しております。 

 以上が28年度計画の概略でございます。 

○渡部部会長  ありがとうございます。28年度の年度計画の概要について説明していた

だきましたが、何かご質問等ございますでしょうか。 

○荒牧委員  質問ではないのですけれども、今の数値、定量的なところですね。目標の

伸びが大き過ぎませんか。例えば４回が15回とか、そういう伸び率が厳しくないですかと

いう気がするのですけれども。 

○福田理事  一応実態を踏まえて、それに応じて、もう少し上というのを狙ったつもり

でございます。 

 ちなみに、ご指摘の４回以上、15回以上のところは、事業実施者に対する説明会の回数

のところかと思いますが、実は４回というのが、数え方が、４つの時期で４回という。例

えば東京、大阪、名古屋と全部やっているのだけれども、それを１回と数えていたみたい

ですので、これは回数にしようと。前年度13回だったと思いますので、15回としてみたと

いうことで、いわばちゃんと整合性をとった部分もございます。ふえている部分もありま

すが、実態に応じて伸ばしたということで、無理はしてないつもりです。 

○荒牧委員  ちょっと心配になりまして。 

○渡部部会長  よろしいですかね。 

 もし計画のほうがよろしければ、最後の議題「その他」というのがございます。これは

山田課長から。 

○山田技術振興・大学連携推進課長  各委員の皆様におかれましては、ＮＥＤＯの業務

実績と自己評価書につきましては、いろいろ貴重なご意見を本日もいただけたなと思って

おります。まことにありがとうございました。 

 本日委員の皆様からいただいたご意見につきましては、今度８月４日に開催の予定であ

ります経済産業省の国立研究開発法人審議会の総会のほうにＮＥＤＯ部会の答申として事

務局から報告させていただきたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたしま

す。 

○渡部部会長  ８月４日に上部の委員会報告ということでございます。 

 もしよろしければこれで終了でございますが、最後に、保坂審議官おられますので、お

話を。 

○保坂審議官  大変お忙しい中、時間割いていただきましてありがとうございます。オ
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ープンイノベーションの話とか、それから技術開発ベンチャーの話、あるいは知財を含め

て技術開発マネジメントの話、いろいろご意見賜りましたので、ご意見を踏まえてまた進

んでいきたいと思いますし、この前、内閣府にも行きましたら、ちょうどいろんなところ

で研究開発の話が今動いているので、いろんなものをやってほしいという話もちょっと承

っていまして、そういう意味で、ＮＥＤＯの活躍する場もこれからまたふえてくると思い

ます。 

 私ども経済産業省としては成長戦略のところをしっかりやらなければいけないので、引

き続き研究開発のところをしっかりやっていくということでございますので、引き続きご

指導賜ればと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。 

○渡部部会長  それでは、本日はこれで閉会させていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

 

                                 ――了―― 


