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産業構造審議会 産業技術分科会 第３３回研究開発小委員会 議事録（案）

１．日 時：平成２３年７月２９日（金）１０：００～１２：００

２．場 所：経済産業省本館１７階第１特別会議室

３．出席委員：橋本委員長、相澤委員、有野委員、池浦委員、小川委員、小久見委員、

笹沢委員、田井委員、高木委員、高橋委員、竹岡委員、中馬委員、堤委員、

土井委員、花井委員、正田委員、村垣委員、室山委員

４．議事次第：

・新たな国家プロジェクト制度について－研究開発小委員会 提言（案）－

・今後の進め方について

５．議事概要

福島研究開発課長から資料４、資料５に基づき説明。

○橋本委員長

それでは、この提言（案）ですが、これに関して議論をしたいと思います。ただ、これ

まで何回かにわたって議論してきたある意味で集大成でもありますので、できることだっ

たら、今日、これをベースにある種のコンセンサスを得たいと思っております。というこ

とで、今までの議論に加えて何か特段の議論がありましたら、是非いただきたいと思いま

す。ご発言を希望される方は、いつものとおりネームプレートを立てていただければ、順

次ご指名させていただきたいと思います。いかがでしょうか。

○小川委員

前回欠席して申しわけございませんでした。今日ご説明いただいた内容は、一つ一つも

っともなことばかりでして、ぜひすぐに実行していだきたいと思います。ただここに書か

れていることは言葉によるご提案ですので、一つ一つの項目についてそれぞれにスケジュ

ール、これをどういう部門が担当するのか、途中の中間評価ポイント/視点をどこにおく

のか、これが目標通りの成果に繋がれば他の技術領域にどのようなインパクト連鎖を与え

て国の雇用な成長に結びつくのか、などを今後もっと具体化に書き込んで行くと、多くの

人が理解しやすくなり、したがって国民的なコンセンサスがとりやすくなるはずです。

これまで何度かこの委員会に参加し，前回議事録も拝読しました。この中に出てきた重

要事項の一つとして、今後は日の丸のプロジェクトでなく、世界中の知恵を取り込む仕組

みが必要である、という指摘がございます。今回のような国家プロジェクト/国のコンソ

ーシアム型プロジェクトが国の競争優位に結びついているか否かに関する調査分析がいろ

いろありますが、分析結果で明らかになったことは、国家プロジェクト/国のコンソーシ

アム型プロジェクトに、特定の領域の専門化だけが集まるのではなく異業種の人が集まり、

特にオープン化してやる方がはるかに効率が高い、という事実です。したがって今回のご

提案でもぜひ世界の知恵や世界の知識を取り込むような仕組みとしての共通のプラットフ

ォーム構築を前面に出し、その上で今回ご説明された企画を実行に移す、という方向性が

必要ではないでしょうか。今日のご説明ではこの視点が曖昧でした。

ご存じだとは思いますが、1985年から2002～2003年ごろまでの、アメリのコンソーシア

ム型国家プロジェクトが国の競争優位としての貿易統計データで検出できるか否かを、多

くの人が実証研究したところ、特定の領域に絞った人たちが集まってやるプロジェクトで

は貿易統計に成果として優位性のあるデータが無かったそうです。しかしながら、その研

究領域の川上側にいる研究者および川下側にいる研究者という、サプライチェーンのいろ

いろなセグメントの人が同じ場で（プラットフォームで）協業しながらやるプロジェクト

では、貿易統計上で明らかに国の競争優位に結びついている、という分析結果が出ている
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ようです。

今日のご説明の中にも、出口をはっきりさせるとか、あるいはユーザーの側からみると

か、広く解釈すれば類似の表現もございました。しかしこのような表現では、具体的にど

うすればよいかが分からない。このように行動へ移し難い表現ではなく、まずその国プロ

の成果が作る将来の産業構造をまずビジョンとしてスケッチする。その上でさらに、川上

から川下までのグローバルな、そしてオープンなサプライチェーンを描き、その中でいろ

いろなセグメントの人が協業するためのプラットフォ－ム構築が必要です。すなわちサプ

ライチェーンに世界の知恵や世界の知識を取り込む仕組みとしての共通のプラットフォー

ム構築を前面に出し、その上で今回ご説明された企画を実行に移す、という方向性が必要

ではないでしょうか。この意味で、当然のことながら、日本の国プロには、海外のいろい

ろな研究機関も参加してもらって知恵と知識を取り込むという仕掛けをつくる、ことをぜ

ひ強調頂きたい。そうでないと、これまでの国プロと何が違うかが理解されないのではな

いでしょうか。

○室山委員
内容については理解できますが、１つだけ教えていただきたいのは、「強者連合」と

いう言葉です。この言葉から連想するのは、「では弱者はどうなるのか」ということで
す。下手をすると「弱者切り捨て」ととられてしまう。あるいは本当にそうなのか？そ

うではないのか？日本には、小さい会社がいっぱいあって、もちろん全体を「強者」が

ぐんぐん引っ張っていくのは重要ではありますが、小さくてたくさんある企業でしかで
きないことはないのか。強者と弱者を連動させて最強の体制をつくる発想はないのか。

そういう発想と議論も必要と思います。

○高木委員

ここに書いてあることで気になったことを申し上げたいのですが、２ページ目の「例え

ば、現状の３倍の電力を発電する太陽電池や、10倍の能力を持つ蓄電池を開発する」は、

どこからこの倍数が出てきたのかよくわからない。ある種の計算から出てきているのでし

ょうが、こういうふうに限定してしまうと、それ以上はいかなくてもいいのかとか、ブレ

ークスルーはないのではないかなという感じがするので、この書き方は考慮したほうがい

い。

それから、その下のところの「生物である限り免れ得ない老化に正面から挑戦し、」と

いうのは西洋的な生命感をあらわしている書き方だと思う。「老いてなお」という、そこ

からは別にいいと思うのですけど、「免れ得ない老化に正面から挑戦し、」というのは、日

本人の生命感とは違う気がするので、ちょっと書き方を考えた方がいいのではないかなと

いう気がしました。

○竹岡委員

まず大前提として、１ページ目からのところですが、「ムーンライト計画に代表される

国家プロジェクト」で40年前の石油危機を乗り越えたとありますが、40年前と今の環境と

いうのは激変していますね。例えば空洞化という現象。この震災以降、今まで踏みとどま

っていた企業がどんどん、特に韓国とかに材料系の基幹的な技術をもって出ていく現象が

すごく加速しているというのが、弁護士なのでいろいろ法律相談を受けるので、本当に今

肌身で感じているところです。空洞化は、円高と新興市場というマーケットが移ってきて

いるという２つが原因で、40年前とは全く違う。企業のグローバル化は不可避だし必要、

しかし「空洞化」は避けたい。この課題をどう解決するのか。ヨーロッパでは、大規模研

究のコンソーシアム的なものを、国をまたいで、多額の予算を投じて世界中の企業を呼び

込んでいる。つまり国を挙げての研究開発力、関連技術の集積、隣接技術の集積、これに
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取り組むことによって、そこにとどまるといいますか、逆に今度は世界から企業を呼び込

むようにしていくというのが国家戦略だ、ということを言うべきなのです。

これだと、書かれている方は、40年前はこうやって乗り越えた、だから今回もこうする

のだ、という意味ではないと思うけれど、文章的に読むとそういうふうに読まれてしまう

ので、ちょっと違うのではないか。今、新たに直面している危機というものにどうするか

というような視点をもって書いていただきたいと思います。

次ですが、本文の中に入っていて、ここでの議論もそうなのですが、大きく２つに本当

は分かれているはずなんですね。つまりテーマ選択の問題と仕組みの問題、これを本当は

２つに分けて議論しなきゃいけないと思うわけです。テーマ選択のところで、１つ視点と

して入れていただいた方がいいなと思うのは、日本の強みというのはどこにあるのか、な

ぜ日本は工作機械がここまで強いか。やはり関連技術が集積しているというこの立地とい

うのは、日本以外には案外ないのですね。そこが中国とか韓国とかとの違い。ソフトウェ

アから材料からロボット技術から、すべて技術が集積している。そして共同研究とかいう

仕組みではなくて、契約上は単純に「請負」であったり「売買」であったりしているわけ

ですけど、そうやって関連技術が集積しているから強いものが出てきているという、ここ

の強みをより強くしていく。「集積」という、従来からの強みをより強くするという視点

をどこかで、産業政策的な一言を入れていただいた方がいいかなと思っています。

４ページ目の (3)以降のところというのが、いわゆる仕組みの議論に入っていると思っ

ています。ここのところは、かなりよくできているというか、大事なことがかなり入って

いるなと思うので、あまり大きな指摘はそんなにはないです。あとは、これを具体的にど

う仕組み化するかということが大事かなと思っているんですね。ただ、２つ。１つは、弁

護士の立場から知的財産権の話からいたしますと、日本の特許権、もっとひどいのはソフ

トウェアの著作権なのですが、コンセンサス型知的財産権というふうに思っているのです

が、例えば特許でいえば、共有特許にしてしまうとライセンスは合意がないとできないと

か、著作権はもっとひどくて、共有の著作権というのは全共有者の同意がないと利用でき

ない。これは著作権法で決まっている。ここが、オープンイノベーションで日本はなかな

か進みづらいんですね、現場、研究機関、大学とかでやっていると。「著作権を共有にす

る」となると、合意が出来ないと利用できなくなる。コンセンサス型の知財法はお互いに

リスクが増えるのです。けれども著作権法改正イコール、コンテンツの問題に今なっちゃ

っているんです。共有のソフトウェアの利用促進、という観点での改正論議はない。だか

ら、著作権法の改正というのはあまり期待できない。では、どうしたらいいかと考えると、

例えば技術研究組合とかそういう仕組みを使って、共有というのではなくて、どこかに権

利を集めてしまうような仕組みをつくれば著作権法の問題が回避できて、ソフトウェアと

いうのはいろいろな研究開発と基盤技術なので、ここがうまく使えるようになればとても

いいのではないか。今日は時間がありませんが、特許の持ち帰りとかをどうやって防ぐか

という仕組みとかもつくっていかなきゃいけない。

最後に、医工連携に関して少しだけ言いたいのですが、例えば再生医療とかの分野でも、

文科省とかでいろいろな予算を組んである程度のレベルまでいっても、なぜそれから先は

実用化するのに、結局薬事法で新しいカテゴリーを認めさせなければならない、という問

題がある。厚生労働省が薬事の承認をおろさない。ハードルがそこで非常に高くなって、

いくら研究開発をしてもそこでとまるという現実がある。だとすると、この仕組みの中で、

今、文科省に言及されていますけど、医学の分野であれば、あるいは健康の分野であれば、

できたら厚生労働省も入るような取組をしていただけたら大変ありがたいなと思います。

○有野委員

今までの論議の集大成という委員長の話があったのですが、テーマ選定というのはもの

すごく大事だと思うのです。一見この２つのテーマというのは、今の日本の置かれている
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現状からすると相当大事にみえるのですが、特にエネルギー問題というのは相当古いテー

マで走ってきて、要素技術も相当確立されていますし、システム的にもまとまりはいろい

ろなメーカーでもみえて、実現段階に入っているものが相当多い。プロジェクトの目指す

30年後を見据えて、あるいは10年間かけてやるというときに、エネルギー問題というのは

技術的要素よりも投資、いかにやるかという段階に相当入っているものが大きなエリアを

占めているような気がしてしようがない。その辺の見極めをきっちりつけていかないと、

大事なテーマなのだけれども実は世の中はもっと進んでしまう、こんな危険性があるので

ちょっと心配だなと。

医療なのですが、医療というのはケミカルとサイエンスの両方、非常にエリアが広いの

ですが、システムでカバーする要素なのか、要素技術でカバーするのか非常に迷いがある

なというのと、高齢化よりも少子化の方が大事なのですが、少子化というのは非常にこう

いうプロジェクトにはなりづらいのですが、少子化という方が私は大事なエリアなのでは

ないのかなと、こんな思いをしています。

それから、お金が非常に制約を受けるという表現があるのですが、震災の復興という面

を考えると、やはりこういうところにきっちりお金を使っておかないと復興にも支障があ

る。年次が長いので直接はならないのですが、そういう意味では最初から小粒という財政

の決め方をしない方がいいのではないか、こんな思いをもっております。

○堤委員

私はエネルギーが専門ですので、その観点から、テーマ、課題についてご意見させてい

ただきたいと思います。

研究開発は２つぐらいのカテゴリーに分かれるのですが、１つはマテリアル開発です。

例えば電子デバイスとか太陽電池あるいは蓄電池、そういった材料開発のような部分、あ

るいは触媒とかもそうですが、それとは別にプロセス開発、あるいはシステム開発といい

ますか、そういったもう少し大きな研究開発があります。実は我が国はマテリアル開発の

方に特化して、プロセス開発、システム開発というのは非常に弱いんですね。ここで２つ

例として挙げられているのは太陽電池、蓄電池ですけど、こういったたぐいというのは、

それこそ半導体や太陽電池の今までの例をみてもおわかりになるように、新しい技術開発

をしてもあっという間に広まってしまう。ところが、例えばプロセス技術でいいますとガ

スタービンとか――私が今いっているのは巨大な大型発電用のガスタービンですが――あ

るいは大型航空機、こういった大型技術、巨大技術というのは、例えばガスタービンです

と、年に２桁受注するところと１桁受注するところでは圧倒的に生産性が違いますから、

こういった技術というのは世界で１社、２社、こういう体制になる産業なんですね。そう

いった技術開発で負けると、そういうのから全部はじき出されてしまう。現実的に日本の

ガスタービンは、日立、ＩＨＩ、東芝、全部負けて、唯一残っているのが三菱重工１社。

世界の中で10％ぐらいのシェアをやっているわけです。ガスタービンは、発電もそうです

し産業用のガスタービンとも直結しますから、プロセス技術の核なんですね。

だから、そういうプロセス技術、システム化技術という、国がものすごくお金をバック

アップしてやらなくちゃいけない技術というのをかなりピックアップする必要があるので

はないか。現実問題、我が国のエネルギー産業の一つの特徴は、電力、ガス、石油、これ

らは実はプロセス開発をほとんどやってないんです。特徴は、技術のユーザーなんですね。

鉄鋼は、高度成長のときにみずからプロセス開発をやったというＤＮＡが残っていますか

ら、まだそういうのはたえられるのですけど、基本的には技術開発を重工やエンジニアリ

ング会社がやって、それを使うというユーザーの立場なのですね。だから、そこのところ

が一つ非常に弱い。触媒開発とかはやるのですが。例えば、アメリカのＩＧＣＣですと、

開発した人が民間に移ってパイロットプラントをやり、商業化したときには電力会社に移

ってやっているような、そういったスキーム。これは人材育成といいますか、そういうの



- 5 -

と関係すると思うのですが、何かそういうのを考えていく必要があるのではないかと思い

ます。

○村垣委員

２つのことを申し上げたいと思います。１つは、長期のプロジェクトになるので、恐ら

くさまざまな問題が起こってくると思います。そのときに望むのは、評価自体をやってい

くのはいいのですけれども、できればプロスペクティブ、前方視的な評価をやってほしい。

何事も、後からみれば何でこんなことをしたんだと非常に厳しい評価になりがちなので、

実施前の評価項目設定は非常に重要だと思います。事前にしっかり考え、その時点から前

方視的な評価していただきたいと思います。30年のプロジェクトだと恐らく５年、10年た

ってくると、これで役に立つのか、大き過ぎたのではないかとさまざまな批判が出てきま

す。前方視的に評価を行い後方視の容易な批判をさけるということを一つお願いします。

次に、長期的な最終ゴールまでに、短期的な設定で派生技術である程度回るような形に

していく。研究もそうですね。非常に長期的な夢のある研究プロジェクトとともに、大学

院生が論文を書けるような形で短期の成果が出る課題と、２種類あると思います。２つを

うまく組み合わせるということで、強者連合の強者とともに、強者に入らなかった方たち

が、派生のプロジェクトでどんどん回っていくのではないかということです。

前方視的な評価システムをつくること。その時点で評価したことに関しては受容して、

後から厳しい減点主義の評価にならないということ。２番目は、サステイナブルなプロジ

ェクト推進のために、派生したプロジェクトである程度やりくりしていくという、この２

つを提案したいと思います。

○高橋委員

コンパクトに２点申し上げます。１つは、わかったようでわからないような「強者連

合」という言葉です。このプロポーザルの非常に大きなキーワードだと思うので、これま

でにご説明頂いたコンセプトを言葉である程度明確に定義して入るべきだと思います。

２点目です。５ページ目に関して、先ほど竹岡委員がおっしゃったように、ある課題に

ついて、“一番うまく動かす仕組み”というのがこれからは大切になると思います。提言

の５ページ③なのですけれども、パワーポイントのほうでご説明いただいた二、三の非常

に重要なポイントが、③の中に一つにまとめられてしまっていると思うので、項目として

明確にした方がいいと思います。

具体的には、③の強力なプロジェクトリーダーの存在とマネジメントというのはプロジ

ェクト実施上の大きなポイントだと思うので、これは独立で主張した上で、③の２行目の

成果の管理活用と区分し独立に立てた方がいいのではないかと思います。その上で、パワ

ーポイントのほうで「一元的に管理」と書いてありますが、なぜ一元的に管理かというと、

成果の最適な活用のための方向性ということだと思うので、その目的をまず書いた上で、

プロジェクトの体制に応じて最適な管理を行う、とし、趣旨を明記して目的と手段を整理

していただければと思います。

○小久見委員

私も強者連合ということについて少しご意見を申し上げたいのですが、この強者連合と

いうのは、今の強者ということではなく、20年後、30年後に強者になるところの連合だと

理解しています。今の強者というのは、先ほど少し話題に出ておりましたが、例えば、知

財とかそういうことにつきまして、新しいプロジェクト等を行う場合に強く主張され、知

財のところが出てくるとなかなか話が進まないというようなこともございますので、プロ

ジェクトを立ち上げる段階でそこのところは強者連合を組めば組むほど注意をしておいた

方がいいのではないかということを思いました。
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○相澤委員

今、議論を伺っていて私が感じていることを１つだけ申し上げたいと思います。それは、

最後のページの６ページに書かれている「新たな国家プロジェクト制度について」という

ところであります。これがこの委員会としての結論であろうかと思うわけですが、よくみ

てみますと、一体これは今までと何が違うのかということがみえてこないというのが、私

の感想と申しますか感じたところです。それを理解するという意味で整理してみると、単

純にプロジェクト期間を10年以上にするということではなかろうと。むしろ６ページの下

から２番目のところにある「学術研究と事業化研究の一体的実施や成果の事業化に必要な

規制緩和など、省庁の縦割りに囚われず連携すること。」という、これが核ではないかと

思います。

そこで、これを最後のまとめとするならば、プロジェクトの枠組みというところに、ど

ういう枠組みでこれを実現するかということがわかるような組織図、そのねらいとすると

ころ等々をもっと明確に示した方がよろしいと思います。特に今の部分には、非常に革新

的なことが含まれていると思います。「学術研究」という言葉を経済産業省が使用したと

いうことが、まず大きな点ではなかろうかと思います。それから、経済産業省の役割とし

て事業化研究、こういうふうに表現したのだと思います。これも、今までそれぞれの省が

推進していくときに、ここまでの表現というのはなかったのではないか。一部としてはあ

ったかもしれませんが、こういう表現で役割分担をしたというのはなかったのではないか

と思います。ですから、両極端という意味でとらえればこの表現は結構ですが、これを実

際に一体的に実施するというこの内実がわからない。これがこの仕組みの恐らく肝であっ

て、これをどう一体化という形にするのかというところだと思います。単純にそれぞれ各

省の施策を並べて連携するということではないというふうに理解いたします。そのことが

省庁の縦割りにとらわれずに連携するということにつながるのであろうと思いますので、

これを組織的に明確に表示するということが肝要かと思います。

○笹沢委員

これまでの議論でも出てきたのですけれども、「日本版アポロ計画」なんていう言葉も

出ていたわけですけど、もちろん僕、例えばこの１ページなどを見ると、かなり印象に残

るキャッチフレーズはあるのですけれども、そういう感じで何か核になるもの。例えばそ

ういうことを日本がやるのだという話が出たときに、世界中が、日本は新しい戦略に打っ

て出てきたなと、そういうことを印象づけるような要素があってもいいのかなと思いまし

た。

その関係では、ほかの方からも意見が出てきていましたけれども、３ページ目の上の段

にあるような、日本がどういうふうに競争に勝っていくのかというようなことが書いてあ

るわけですが、ここについて国際協力を積極的にやった方がいいという意見は、前回、前

々回も出ていたと思うのですけど、その関係でいうと、今、日本がどうしたいのか。海外

と手を組むといったときに、本当はあるライバルの国のライバルの企業みたいなものに今

どんどん追い上げられているから、日本は非常に今厳しい状況がある。そういうときに手

を組むのではなくて、そういうものに追い上げられている中で日本はどういう答えを用意

してきているのか。だから、やみくもに世界で手を組みましょうというよりは、国家戦略

として日本がやっていく中で、下手に国際的に協力することで、いろいろな国にいいアイ

デアを持って行かれたり、損をしてしまうということがないようなことをやっていくのだ

と。その辺というのは余り玉虫色にしないで、多少、旗色を鮮明にした方がいいのだろう

なとは思います。

○菅原産業技術環境局長
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最初、室山委員からあった、弱者への対応をどう考えるのだというところ、あと、後半

に何人かの方から、強者連合とはどういう意味なのだと。これは裏腹の問題だと思います。

若干「強者連合」という言葉が誤解を招きやすいので、これの定義付けをしっかりするか、

言葉自身を変えることについて検討したいと思っております。要するに、強いとか弱いと

かではなくて、研究開発で成果を上げられるような主体をどれだけちゃんとしたネットワ

ークの中で組み込むのかというところに主眼があって、強いとか弱いとかということでは

ありませんし、時間軸でも、今は強いとか将来強いとかいうことよりも、研究開発をやる

に当たって本当に実力のある大学であれ企業であれ、個人の研究者レベルであれ、そうし

た知を集めて成果オリエンテッドなプロジェクトにできないかという意味でございます。

そういう面では弱者切り捨てということではなくて、もっと有り体に言えば、今までの

ように業界の横並びとか、ある業界の企業群のバランスをとりながら研究開発を振り向け

るというやり方とは決別したいということだけは、我々の意識として明確だと。どうして

も、この業界にこれだけ研究開発をやればこっちにもとか、電力とガスと石油とかいろい

ろなバランス感覚で研究開発をやるといったことはもうやめて、ある研究開発テーマで本

当に重要なものがあれば、それについての適者――強者というか適者連合といった方が本

当は近いのかもしれませんけれども、そういうことだと思いますので、これについてはい

ただいたご意見を踏まえながら直してみたいと思います。

あとは、高木委員からあった３倍、10倍とか老化への取り上げ方については、おっしゃ

るところはありますので、直していきたいと思います。

あとは、竹岡委員ですとか高橋委員のほうからも、いろいろ仕組みづくり、その辺につ

いてのいろいろなご意見がございましたけれども、これについても、もっともなところに

ついて、しっかりとり入れてやっていきたいと思います。

あとは、堤委員からもありましたようなプロセス開発、これはこの制度というよりは、

テーマをどう選んでいくかという問題だと思っていますので、全く我々も同じ認識でおり

ます。これまで部品、材料で勝って、全体の商品段階で負けるというのを目の当たりにし

ていますので、今後そういうのも研究開発の中の段階でどんどんとり入れていくという姿

勢でテーマ選定に当たっていきたいと思います。

あとは、相澤委員からもあった、コアなのだというところで、まさにこれは走りながら

しかなかなかできないところがありますので、我々の担えるところはわかっていただける

と思いますけれども、何らかの形で、経産省がやろうがだれがやろうがどうでもいいので

すけれども、国として今の日本のこの危機的状況を将来的に救うようなプロジェクトを立

ち上げるということは、役所、文科省、経産省、厚労省に限らずみんな共通認識はあると

思いますので、そこは走りながらで若干派生形が出てくるかもしれませんけれども、とに

かくその思いを実現すべく、目いっぱい補正なり、もしくは来年度予算要求の段階で実現

したいと思っておりまして、その段階でもう少し具体的な姿形が示せるのかなと。今あま

りバンと示すと、いろいろなハレーションが起きるものですから若干警戒がありますので、

そこはご勘弁願いたいと思います。

ということで、ご質問やご意見に対する我々の姿勢を今一応総括的に述べさせていただ

きましたけれども、基本的にはごもっともな意見が多かったので、なるべくそれをとり入

れてこの提言内容についても早急に修文して、事務的にまた皆様にお示ししたいと思って

おります。

○橋本委員長

では、本日いただいた議論を踏まえた修正を行うわけですが、それをまた会を開いてお

認めいただくという時間的、日程的な余裕がありませんので、もしよろしければ、事務局

と私とで本日のご意見を踏まえたものをまとめさせていただいて、ご一任いただければと

思うのですけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
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（「異議なし」の声あり）

どうもありがとうございます。では、今日のご意見を十分に踏まえたものをつくりまし

て、提言をしていきたいと思っております。

では、次は、議事次第３の今後の進め方。研究開発小委員会は、当初は今回をもってと

りまとめを行う予定でおりましたが、今議論がありました国家プロジェクトのあり方につ

いて、予定よりも１回多く審議していただきました。いろいろご意見をいただけたという

ことで大変よかったのですが、その結果、当初取り上げ予定であった産学連携とか公的研

究機関をめぐる課題については十分な議論ができておりません。これについては秋以降に

議論を再開させていただければと思います。

そこで、今回、秋以降に取り上げる予定のテーマについて課題認識を事務局から説明い

ただいて、頭を整理していただくといいますか、そういうふうにしたいと思います。では、

事務局からご説明をお願いいたします。

進藤大学連携推進課長、渡邉産業技術総合研究所室長から資料６に基づき説明。

○橋本委員長

最初に申し上げましたように、これは秋以降議論していくための論点整理という形で今

までご紹介していただいたわけです。残りの時間25分ぐらいありますので、９月以降の議

論ということではありますけれども、今日のご紹介を受けて、新たな視点とか、あるいは

こういう視点も入れたらいいのではないかとか、いろいろなご意見があるかと思いますの

で、ぜひこの機会にいただき、それを受けて９月以降の議論にしたいと思います。いかが

でしょうか。

○相澤委員

非常に網羅的にカバーしていただいているのですが、ずっと見ていて人材のところです

けれども、人材の流動性はかなり強調されているのですが、今後はもっと多様性を検討し

なければならないのではないかと思います。流動性の中に外国人研究者の問題が入ってお

りますけれども、むしろ外国人研究者、女性研究者等の多様な人材を総合的に活用してい

かないと日本は危機を克服できないという認識が必要ではないかと思います。

○田井委員

この資料の18ページのところに「産学独間の人材の流動性の確保・実践型教育」と書い

てございますけれども、１つは、これをうまく推進されると、先ほどの国家プロジェクト

の推進とコンカレントに仕事ができるのではないかなというふうに思っています。先ほど

のプロジェクトのときのご意見は、非常にインターロックされている内容なので、言って

も切りがないほどいろいろと網羅されておりましたので言いませんでしたけれども、研究

及び開発、実用化、それが10年、20年続いている間には、当然のことながら研究へのフィ

ードバック、研究の成果の産業への出口というのと産業側からの今度はインプット、それ

がコンカレントに行われる必要があると思うのですが、そのコンカレントに行われるとき

に、大きなハブがある必要があると思います。

フランスのLETIのケースなどというのは、どの人も何十年も前から、LETIというのはこ

ういうところなんだ、だからこういう研究をするときにはLETIに行けばいいんだ、という

ふうにみんな思っているというLETIがある。日本にそういうところがあるかどうかですね。

だから、ちょっとお話ししましたけど、30人の先端の先生方なんていらっしゃいますけれ

ども、例えば、何かその中でこのプロジェクトに関係するようなところを強化されて、そ

こは人もいる、学生もいる、技術者もいる、先生もいる、そういうハブが何個かあって、

それが大きな国家プロジェクトをずっと下支えしていくような形にされると、強い国の技
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術というのができるのではないかなと。私は、フランスの例をみていていつもそういうふ

うに思います。毎年テーマが変わったりとか、４年に１回テーマが変わったりするような

ビジョンではしようがないと思いますので、これと先ほどのプロジェクト体制とうまく組

み合わせるといいものができるのではないかと思います。

○池浦委員

私が研究開発を担当してからの期間での意見なものですから、ロングレンジでみたとき

に間違っているかもしれませんけど、この資料は非常に広範囲にわたってまとめられてい

るなと思ってずっとお話を聞いていました。例えば、私どもがアメリカのある大学といろ

いろな連携をやるときには、当たり前の話ですけど、まず私どもからテーマを出して、そ

のテーマに対してプロポーザルが大学側から返ってきて、いろいろな議論をして、ではこ

ういうふうにやっていこうというとり進めをやって、毎月テレビ会議などをやって進捗を

確認し、私どもの目指している方向性、また大学の考えも入れながら進めていく。研究で

すからすべてがうまくいくわけではなくて、私どもではやり切れない非常に難しいテーマ

も当然出すわけです。したがって、成功率を期待するわけでもないのですけど、先生方が

いろいろな提案を出してくれて、アグレッシブに動いていただける。日本の中では、こう

いうことは期待できない、この資料を見ていて、インセンティブを与えればできるのかで

きないのか、企業とやることが自分の研究活動の阻害になるのか、その辺のところがよく

見えないんですよね。そういう意味で、いろいろな分野の企業が産学連携で成功を収めて

いるところもあるでしょうし、成功例をいろいろ出していただきながら秋以降ご議論でき

れば、何かの答えにたどり着くのではないかなという気がしました。

○中馬委員

すごくよくできていますね。もうちょっとさらに深掘りされますと、（制度的な特徴と

して）今まで見えなかった部分をかなり見えるようにしていただけるのではないかなと思

います。そういう意味でも、すごく驚きました。敢えて意見を述べさせていただくとしま

すと、３つあります。例えば13ページに、ニコンの斎藤さんがいつもおっしゃっているよ

うな話が絵解きで出ているのですけど、このようなグラフに加えまして企業規模別の研究

費の時系列的な傾向を日米で比較しますと、（日本では過去30年以上変わっていません

が）米国の場合、大企業分が（このグラフと呼応して過去20年で）半減していますし、対

応して小企業分が急拡大しています。例えばですが、そういうグラフを追加されたらどう

だろうかと思いました。また、18ページの左側のグラフ、これも非常にわかりやすいと思

うのですが、日本ではこの部分でもずっと変化がないはずです。従いまして、ここでの主

張の説得性をさらに上げるために、国際比較をした図をプラスアルファで追加していただ

ければ有り難いです。そういうものを提示していただければ、このような場での現状認識

がお互いにすぐさま出来るようになるのではないかと思いました。

このように後半の御説明の部分は非常によくできていると思いますが、それだけに、前

半部分で述べられていますこととの整合性をやや図る必要が出てきているようにも感じま

す。具体的には、前半の資料の５ページのところに「『強者連合』の構築と、強大なプロ

ジェクトリーダーの存在が鍵」と書いてありますが、後半部分のインプリケーションは、

こういう表現より「英知の結集の幅と深さが拡大されなければならない」ということだと

感じます。事実、後半部分に現状認識としてハッキリと書いてありますように、現状は、

昔のような持ち帰り型の分散研でうまくいっていたような時代ではなくなっています。そ

ういう視点からは、国レベルでの英知結集の幅と深さを大きく拡大しなければならないと

いう含意が即座に出てきますが、「『強者連合』の構築と、強大なプロジェクトリーダー

の存在が鍵」あという含意は直接には出てきません。その辺りの整合性をもう少しとって

いただきますと、二つの資料が共に活きてくるのではないかなと思いました。
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○土井委員

多くの大学発ベンチャーの経営に携わっている者として、11ページの表について感じる

ことを述べさせて頂きます。11ページのアンケートの結果というのは、成功のイメージが

特定できないで苦しんでいる多くの大学発ベンチャーの感想というイメージを持ちました。

成功しているベンチャー企業というのは、ここに記載されていることとは違う課題を感じ

ているのではないかと思います。自社が目指すべき成果の特定ができずに苦しんでいるベ

ンチャーという意味は、私はそのような企業の経営者に対して、ある作家がいった「夢は

かなわないよ」ということを話すのですが、大学発ベンチャーの多くは夢を描いていて、

それで失敗している。事業において夢というのは全く意味がなくて、夢を事業計画にして、

それを行動計画にも落として、できることをやったときに初めて実現する。実現したとき

にはもう夢ではなくなっている。夢が計画になって初めて、目の前のことが実現している

というふうになっているはずだと。

例えば陥りやすい夢が２点あります。例えばバイオ企業の場合、１つ目は多くの資金供

給者、ベンチャーキャピタルさんも補助金の審査も含めて、フェーズ２まで行かない限り

は、大学発ベンチャーと大手企業のアライアンスが決まるわけがないと言われ続けていま

した。だけど私たちは、フェーズを進めるのに必要な数十億円の資金を調達するのは夢だ

と思い、ベンチャー企業が調達できる範囲内で、計画として事業化するビジネスモデルを

作成しました。その時に、多くの専門家といわれる人たちからは批判されましたが、一部

の理解してくれたＶＣさんなどは資金供給してくれました。結果として、従業員10人以下

の大学発ベンチャーでも80億円超の契約ができたわけです。その後も、フェーズの早い段

階で10億円以上の契約がいくつかの大学発ベンチャーで決まっていますのが、いまだにフ

ェーズ２まで行って 100億円以上の契約を決め売り上げとして受け取ったところというの

はないはずです。ですから、やはり夢だったと思います。そういった夢が当たり前のよう

に信じられ、まかり通っているところはおかしい。

２つ目は、いまだに技術さえ良ければ売れるという夢を描いているベンチャーが多い。

バイオの場合、技術の高さは絶対条件ですが、同時に製薬企業さんの厳しいデューデリジ

ェンスを通るためには、標準化や倫理規定とか、いろいろなものがない限りは、まず通ら

ない、契約も決まらないと思います。私たちもデューデリジェンスを複数の会社で受けて

きましたが、かなり厳しい。きちんと製薬企業さんが評価してくれるようなものにするた

めには、そのデューデリジェンスでどういうことをみられて、何が必要なのかということ

を技術力の向上と同時に理解しなければいけないと思います。だから、例えば補助金など

を出すときに、技術的な成果を求めるだけではなくて、技術を高めていく中でどうやって

事業化に必要なデータをとっていくのかや、会社の体制をこう整えない限りは商品になら

ないということも厳しく定めて、それを同時に評価していくような形にすれば、補助金な

どを入れても、そのでき上がった研究成果が事業としての成果に結びつきやすいのではな

いかと思います。こういったことをもう少しやれば、大学発ベンチャーは成果を上げるの

が早い企業だと思いますし、可能性もあると思っているので、そこをもう少し詰めていく

べきではないかと思います。

○花井委員

手短にポイントだけ絞ってですけれども、５ページ目の知的財産権のところで、我々企

業からすると、知的財産権の交渉というのは各大学、公的機関は非常に難しい。今直近で

も、私どもの薬剤を出して、あるグループ研究をしていただこうというところで私立大学、

国立大学、これに公的機関の研究所が入ったらもっと複雑だと思いますけれども、それぞ

れ知財権に対する要求が違うんですね。私どもとしてはチームを組んで、ある一定の条件

で、もちろん参加していただいた先生方あるいは大学に、利益が上がったらきちっとそれ
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はお返ししたいと思っていますけれども、その要求するところが全然ばらばらということ

で非常に難しい思いをしております。これからオープンイノベーションということでやら

れると、企業が参加するときに、恐らくすぐここが問題になってしまいますので、この課

題というのはぜひ早目に解決しておかなければいけないのではないかなと思います。

あともう一点だけ。先ほど少子化、高齢化の医療というところで薬事法の壁という意見

が出ましたけれども、これは日本だけが安全性とかいろいろなことについてうるさいわけ

ではなくて、アメリカのＦＤＡだとか欧米のＥＭＡも非常にうるさいわけですよね。問題

は、日本が国際化、標準化していないというところの問題があると思いますので、ぜひこ

このところは、医療をやる場合には標準化というところが重要になると思います。

○正田委員

私も手短に申し上げさせていただきます。18ページの人材の流動性の問題等は、ここで

の議論がどちらかというと研究開発に重点が置かれているためだと思いますが、大学側か

らの実践教育サービスといったような、むしろ大学発の問題に多く割かれておりますけれ

ども、実際には人材は大学で教育されて、この左側のループの中に入っていくわけで、大

学の教育の中における産学連携という点にも少し目を向けていただきたいと思います。ヨ

ーロッパで大学院制度が２年前に変わりましたが、向こうのカリキュラムを調べてみると、

２年の間に、いわゆるインターンシップよりもはるかに強いような産業界での実習教育と

いうのが表に出てきております。日本の大学についても調べたのですが、非常にその辺が

遅れているというか、ほとんど変化がありません。そのようなデータもここにつけていた

だくと、双方からの人材に対する問題が明確になるのではないかと思いますので、よろし

くお願いします。

○竹岡委員

前半の議論とつなげた視点を強力に出された方がいいかなと思っています。というのは、

基本的に企業を含めた研究開発を支えるリソースというのは、今、日本はどういうリソー

スがあるか、そのリソースの最適なあり方はどうかというような議論だと本来は思うので

す。その中に一つ大学があり、例えば産総研みたいな研究独法がありとか、あと企業側の

研究所もあるわけなのですけど、そういう全体の視点をまずみた上で論点を割り振ってい

くという議論をした方がいいのではないか。というのは、全体の中の位置づけを意識しな

いと、日本では議論が必ず細分化していくんですね。部分最適の議論になって、例えば知

財の仕組みなんていうのは一番典型で、だんだん議論が細かいところ、部分的なところに

及んでいけば及んでいくほど、例えば個別的な知財権の主張になっていって、個別的には

合理的なのだけど全体的には合理的ではないというふうになっていく。その轍を絶対踏ん

ではいけなくて、議論をしていくときに、そういうような全体的な論点出しというのをき

ちんとしていただきたいなというのがまずあります。その中で、多分人材の流動性の問題

とか知財の問題とかが出てくるのではないかと思います。

前半のところで、例えば認証の問題とかいろいろなものを最初から考えて研究をやらな

きゃいけないよといったときに、これをマネジメントする人というのは、強力なリーダー

シップと柔軟性という、相反する要素をもっている人になるわけなのですけど、そういう

人は全体を見通せてないといけないということで、そういう人材をどういうふうに育てる

かということだと結局は思うんですね。そうだとすると、全体の研究リソースというとこ

ろからいろいろな議論をしていくという位置づけを是非忘れないでいただきたい。それを

もっと明確に表に出してやっていただければなと思います。

１つ、今日聞いた言葉の中で「イノベーション・ハブ」という言葉が出ていて、これは

すごくいい概念、わかりやすい概念だなと思いましたので、こういう一気通貫とか全体を

みるという視点からいろいろな問題点を洗い出していっていただきたいと思います。



- 12 -

○堤委員

先ほどの流動性及び実践型教育の問題で18ページの左側の図なのですが、これは単に研

究者の移動だけを書いている。大学は教育もやっていますから、これを考えると、ちょっ

と誤解が起こるのではないか。例えば大学と公的機関の間のやりとりは１対10ですから、

これは30万人と3万2千人の間で大体イーブンなんですね。問題は、ここで新規採用になっ

ているのは、結局大学で教育された人たちが入っているということなので、その役割が大

学の一つの役割だということをもう少し考えていただきたい。

結果的に、流動性を確保するより総体的な研究者の総数を増やす必要があって、そのた

めには、この企業のほうを２倍にする必要がある。ここでいっている新規採用2万6千人が、

企業に研究者として入っているわけです。結局70万人ぐらいいる卒業者の2万6千人と。だ

から、５万人ぐらいを研究者にしていただくようなことを考えれば、大体２倍ぐらいにふ

えるということになります。だから、むしろ教育と研究者の流動性を含めた人材の再生産

を考えたスキームを考える必要があるのではないかということです。

○村垣委員

１点だけ、14ページのオープンイノベーション・ハブ機能の強化についてなのですけど、

ここでつけ加えていただきたいのは、レギュラトリーサイエンスです。イノベーションを

社会に適合させるためには何らかの科学的な事実が必要だろうというふうに思います。で

すから、昨今の原子力の暫定基準値をとっても、基準値の上下によって産業も大きく影響

をうけているわけですよね。そこをこのハブ機能の中で議論する場を設ける。議論のため

にしっておいてほしいことは、皆さん科学というのは万能のように思っていらっしゃるの

ですけど、結果の基準となる統計学的有意差ですが、一般の基準の0.05というのは、実は

20回に１回は間違えているんですよね。皆さんが信じている科学的事実であってもです。

（20回に１回は間違えている可能性があるのに）その事実の上で、万が一を議論すること

に意味があるのかです。そしてこういった閾値とか基準値というのはいかにも決まってい

るようなのですけど、実は社会的な情勢とか国民性とかによって変わってくるわけなので

すね。これらを議論していかないとイノベーションは社会に出ていかないし、さまざまな

後づけでの問題点として出てくる。議論を尽くしこれらの基準値を含めて評価方法を科学

するレギュラトリーサイエンスが必要です。ここには社会的な文理融合というか、法律と

かさまざま含めてコンセンサスを得ていくことが必要ではないかと思います。

○高木委員

11ページのところですが、私も大学発ベンチャーに関係しているのですけど、ベンチャ

ー企業で最優秀と表彰されたところがみんな危ないという話を聞く。そういうところは最

優秀で表彰されているので公的資金はとりやすいのですが、それがないと立ち行かないと

いうところが多い。特に創薬系などは。見ていると大学発の人たちは研究者集団なので、

販路の開拓、顧客確保、資金調達など直面する難しい課題に、対処できない人たちばっか

りなんですね。ですので、企業マインドをもった人をこういう中に投入していかないと絶

対うまくいかないという感じがする。さらには、製品化までをもくろむベンチャー企業が

多いのですが、そこまではとても体力的にもたないところが多く、ある段階ですぐライセ

ンスアウトするような指導をしていかないと、大学発ベンチャーというのはほとんど消え

てゆくのではないかなという気がします。

○室山委員
先ほどの竹岡さんのご意見に賛成。前半で議論したコンセプトと秋以降話す産学連携

がどう関連するのかという認識は重要だと思います。つまり何をテーマに連携するのか
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ということです。大学は研究するところでもあるので、学問と産学連携はどういうふう

につながっていくのか。人材育成と新しい産業との関係など、広い視点の物の見方が要
ると思います。そうすると、秋以降はここに文科省の人が来て議論するのも必要かもし

れません。

また、一つ押さえておかねばならないことは、日本の課題と世界の課題との共通点と
ズレの部分。日本は確かに少子高齢化とかエネルギー問題などが大問題で、それをクリ

アすべきなのだけれども、世界規模でみると人口爆発が起きていますので、多子高齢化

なんですよね。食料はなくなり、エネルギーはなくなり、人口がふえるので環境破壊が
起きて、温暖化も起きて、紛争も起きて、砂漠化も起きて、都市化が起きてと。計画を

立てるときに、日本の問題解決だけの視点ではだめで、世界で何が起きているかという
ことと連動させて、同時に解決していく視点が必要なのだろうと思います。その両にら

みの中から、新しい産業も生まれるのかもしれなと思うのです。

この間、MITで勉強とともにベンチャーをやっている学生が私のところに来ました。
何をやっているのと聞いたら、授業で、インドとか途上国に１年ぐらい住んで、その社

会の問題点を探り出し、解決する技術とかシステムを考えてつくるのだそうです。それ

を大学で発表して、点をもらうのだそうです。彼は非常に大きな視点をもっていて、国
際的問題の本質をみぬき、アメリカがどう絡んでいるのかという発想に立った技術開発

をしているんですよね。ビジネス的でもあり、外交でもあり、教育にもなっている。こ

のような発想の教育は日本には余りない。「産学共同」を考えるとき非常に参考になり
ます。産業の視点からだけ考えるとすごく小さな話になっていく部分もあるので、教育

や人材育成とも連携していくような仕組みを考えると、横断的発想の夢のあるアイデア

が生まれるのではないかなという感じがします。

○橋本委員長

伺っておりますと、産学連携に関しては、今後我が国にとって大変重要な問題だという

こととあわせて、産学連携は随分言われてきているけれども、ある程度やってきて、いろ

いろな問題、課題があるということを感じておられるということがよくわかったような気

が致します。実は私自身も産学連携を一生懸命やってきている人間でして、自分自身がプ

レーヤーでもあって、こういうようなところでいろいろ意見を伺う機会も大変多いので、

それなりに視点をもっているつもりなのですが、今日の中で大変重要なことがいろいろ出

たのを自分なりに、大学にいる人間でプレーヤーとして見てみますと、こういうことだと

思うのです。産業界の方から、大学はお金、お金と言い過ぎるということがすごくいろい

ろなところで出てきて、そのとおりだと思うのです。成果が出ないうちから金よこせみた

いなことを言われてやりづらくてたまらないというようなことが言われますが、そのとお

りだと思うんですね。それは大学側からみると、大学において産学連携を資金獲得の手段

としてとらえるような、これはきちっとした指令があったわけではありませんけれども、

運営費交付金が減っていく中で、産学連携もあるでしょうというような見方があったんで

すね。それは研究費としてとるという話と、もう１つは、成果によって配分されるロイヤ

リティーとかそういうものでとるのと、両方きちんと分けないまま、とにかくお金をとり

なさいというムードが出ているということが問題。例えばTLOをつくっているから、今日

も出てきましたけど、TLOがどれだけ稼いでいるのかというのがあるから、これはお金を

とらないといけないわけですよね。研究している立場からいうと、実は産学連携でやった

ことは大学において全く評価の対象にならないんですね。相変わらず授業は全く同じです

し、産学連携をやっていることは何ら評価の対象になっていないから、やっている研究者

の立場からいうと、自分にお金が入ってくる、これは研究費で入ってきたり、あるいはロ

イヤリティーで入ってくるということしかインセンティブは働いていないわけです。これ

は明らかにおかしいんですね。まずいです。

ですので、今はそういう意味で問題点がいろいろクリアになっておりますので、例えば

産学連携を通じた人材育成というのはものすごく重要で、ものすごく有効だと思うのです
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が、それがインセンティブとして働くように全体としてなっていないんです。この問題点

ははっきりしていますので、クリアにしながら、先ほどご意見ありましたけど、ぜひ文科

省の方にも入っていただいて、きちんとした議論ができる。今、10年ぐらいやってきて、

いろいろなことがわかってきております。現場でもわかっておりますし、政策的にもわか

ってきておりますので、ぜひそういう議論ができたらいいなというふうに思います。

ということで、大体時間が来ております。今日はいろいろたくさんのご意見をいただき

まして、どうもありがとうございました。この辺で議論を終了させていただければと思い

ます。


