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産業構造審議会 産業技術分科会 第３５回研究開発小委員会 議事録（案）

１．日 時：平成２３年１１月２８日（月）１６：００～１８：００

２．場 所：経済産業省別館９階９４４会議室

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

高木委員、高橋委員、竹岡委員、中馬委員、堤委員、土井委員、中村委員、

正田委員

４．議事次第：

・公的研究機関等の果たすべき役割と機能強化について

・研究開発の国際化について

５．議事概要

渡邉産業技術総合研究所室長から資料４に基づき説明。

○橋本委員長

それでは、このような公的研究機関の役割等について、これまでも何度か議論してきてい

るところでありますけれども、ご説明ありましたように今の７ページで、委員の方々ご案内

のように、行政刷新会議の法人改革がいろいろやられていて、全然情報は表に出てきてない

わけですけれども、今お話ありましたように11の類型に分類ということになっているようで

して、今後それを制度化していく中に当たって、今日議論していただくようなことで、やは

り研究開発法人というのはこういう意味があるのだよということをしっかりと打ち込んでい

ただくための基礎資料になる、そういう位置づけというように私は理解しております。そう

いう意味で今日のご説明を踏まえまして、こういうところが足りないとか、こういうところ

はもっとこうだとか、そういう建設的なご意見等々いただければありがたいと思います。

○中村委員

研究開発法人についてですが、現在の独立行政法人の制度全体を見直すその中の一部品と

して、研究開発法人という類型化されたもののこれからの制度とか運用を考えるというよう

に進めるのが１つあるかと思うのですが、研究開発法人のいろいろな意味で他の類型、他の

法人との違いを考えて、それを取り出して一つの研究開発法人法なるものを制定するという

考え方も当然あるように思うんですね。独立行政法人というのは、そもそも経営の効率を上

げるというところを主眼としたものというように伺っておりますが、我々が関係しています

ような研究開発法人というのは、いかに研究開発という不確定な行為の中で最大の成果を出

すかという、そのために制度も、また運用の上でもいろいろな今までのやりにくさというの

を克服しなきゃいけないんじゃないかというようなことが考えられますので、そのあたり、
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この際研究開発法人というのはきちんと定義して、そこで成果を最大化するような意味での

法律をつくるというようなことは経済産業省としてはお考えにならないのかどうかというこ

とです。

○池浦委員

参考に聞いていただきたいのですが、例えば私どもを例に挙げると、2030年とか2040年の

地球というか日本というか、それを考えてバックキャストしてきて2011年、ここ４～５年の

テーマを決めて、いろいろな事業に活きる研究開発をやっているのですが、この席でいつも

同じようなことを私は言っていると思うのですけれども、ここ４～５年の戦いの場、バトル

ゾーンにおける研究、ちょっと先の研究、ずっと先の研究、即ち中長期は、全く私どものよ

うな会社は手が出ない。

したがって、国としてこういう国にならないといけない、社会にならないといけないとい

うところで、中長期のテーマは先回りして、産総研やＮＩＭＳや理研でやっていただきた

い。ちょっと先のテーマというのは、我々こういうのをやりたいよね、だけど経営資源に限

界がありますから手が出ないので、例えば、産総研をのぞいてみたら、我々のやりたいよう

な希望のテーマがあるね、じゃあそこで組もうか。どこどこ大学のどこどこ研究室が何かや

っているので、じゃあ一緒に組もうかと。

今必死に戦っていて、６重苦、７重苦といわれていますけれども、海外に出ていかざるを

得なくて、海外で稼いでとにかく日本に金を戻してそこで新たな事業のための研究開発を行

う事を必死で実行しようとしているのですが、人出が足らないし経営資源に限界があって、

それでもやっているんですけれども、今日のお話の中で、例えば、すごく踏み込んだいろい

ろなことが書かれてあって、読んでいて一部わくわくしたんですけれども、例えば、我々が

今この目の前にあるテーマで産総研なりどこかの公的機関の人たちと一緒にやれるとする

と、すごく乱暴な言い方ですけれども、好き勝手に使わせていただけるというか、仮にそん

なことであれば、多分僕らってすごくいろいろなことで勝てそうな気がするんですよ。だけ

ど、それは制度をつくっても、モチベーションというか人のハートというか、簡単にいかな

い。

ちょっと参考として聞いてほしいのですが、要するに産業界としての意見を言えというこ

とでしょうから、我々がすぐ戦うための仕組み、ちょっと先の仕組み、ずっと先の仕組み、

こういうことをうまく分けてやっていかないと、ただ何かいろいろな制度をつくって、公的

機関はこうあるべきだというのがまとまるだけで、この資料を見ていまして、具体的に企業

として使うのは非常に難しいなという気がしています。本当に企業に人を出したとしても、

ただ、その場合、本当に我々はスピードですから、勝つか負けるかですから、そんなところ

で人の育成も考えながらやりますけれど、企業に来る人たちにそれだけの覚悟があるのかと
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いうようなことも含めてまたいろいろ議論させていただければと思います。

○高木委員

人をつなぐ仕組みというのは非常に重要だと思うのですが、これはひとえに、ある意味オ

ーバードクター問題だということだと思うのです。オーバードクターの人たちも、伺ったと

ころによると、半分以上がオーバードクターの後、進路先がわからない、不明であるという

ことで、非常にもったいないと思うんですね。１つの解決法としては、教授とか准教授の先

生たちが、ドクターがいてくれるということは本当に手になり足になりで便利だとは思うの

ですが、マスターの段階で、その人がその後、アカデミアの世界で生きていけるかどうかと

いうのは、判定できる。希望があるという人でも、ちょっと難しい人たちには早目に就職す

るようにいって、就職先で鍛えてもらって活躍できるようにするほうがいいのではないかと

思うのです。本人の希望により、ドクターへ行きたいというなら行かせるみたいなので本当

にいいのかなという気がします。

それと、今日は５時までしかいられず、研究開発の国際化については事前に説明を受けま

したので、少しそこにもコメントしたいのですが、韓国のある大学の話で、学長選があると

いっていたのに政府のほうがノーベル賞受賞者を連れてきて、この人を学長にするというこ

とでいきなり学長選もなくなったというお話を伺いました。理系の大学ですが、その後、新

学長が強引にいろいろなことを進められるので、あまりうまくいってないという話もお伺い

ましたが、強いリーダーシップというのが今の世の中必要なのではないかなと思うわけで

す。

ついこの間も、海外の動向調査をしていた人に聞いたことですが、シンガポールでは実用

化につながらない基礎研究には研究資金を出さないという方向性になったということなんで

すね。今、経済が低迷している日本なんかでも、どこにお金を出すかという焦点を絞ってい

かないといけない状況になっている中で、シンガポールなどはそういうふうにはっきりと決

める。日本の場合は、いろいろな意見調整して、みんなに平等に少しずつ減らしましょうと

いうことで、結局は研究全体がうまく進まないみたいなところもあるのではないかと思うの

です。そういうことをしっかり決定できる強いリーダーシップというのが必要なのではない

かなと思いました。

○小川委員

今日、先ほど池浦委員がおっしゃったように、少しわくわくしながら聞かせてもらいまし

た。と言いますのは、言うまでもないことですけれども、第一期の科学技術基本政策のとき

は、たしか「社会還元」という表現がほとんどなかった、ましてや「知財」ということも一

言もなかった。これに比べると大変な変わりようだと思います。確かに日本のイノベーショ



ンシステムは、グローバル化とかオープン化とか世界の衆知を集める点で明らかに制度疲労

を起こしている。この意味で、渡邉室長からご説明いただいた内容を評価すべきではないか

と思います。確かに必要にして十分なご提案になっているか否かという議論はもう少しすべ

きだとは思いますが、制度疲労でどうにもならなくなった日本のイノベーションシステムを

再構築したい、イノベーションインフラの構造を変えていこう、という意気込みが渡邊室長

の報告ではっきり出ています。こういう意味では非常に高く評価したい。

ただ、もう少しいえば、ご指摘いただかなかった事項が２つあるのではないでしょうか。

１つは国家プロジェクトのあり方です。先ほどの池浦委員のお話につながるかもしれません

が、基礎研究から池浦さんのところまでつながるためのイノベーシュオン構造のあり方まで

踏み込まれていません。例えば産総研ではフルリサーチといって、知のサプライチェーン構

造を事前に設計してから、それぞれのセグメントに結集するパートナー企業同士が国家プロ

ジェクトへ参画すれば、知の全体構造が見えるようになります。事実、1980年代から2002年

頃までのコンソーシアム型プロジェクトを分析した経済学者は、フルリサーチのような構造

を取る研究開発プロジェクトであれば、研究開発の投資効率が非常に高く、研究投資が国の

競争優位に結びつきやすいと報告しています。この延長で拡張解釈すれば、自分の評価を左

右する研究論文に集中する研究者の姿勢が、そのまま結果的に国の産業競争力へ直結するよ

うなイノベーション構造を事前設計することが可能になるのです。

しかし、前回も申し上げましたけれども、特に大学や公的機関の研究者の評価というのは

論文の数で決まるわけでして、知のサプライチェーンが事前設計されていない現在のイノベ

ーション・システムでは、これが現実を離れて細部に集中する研究になりがちなのです。そ

うしないと論文にならない、と研究者が信じているからです。今回の御報告にはこの視点が

取り込まれていませんでした。これが２つ目の事項です。国家プロジェクトとこれを支える

研究者の方向性に矛盾が生まれない仕組みの提案が、今後非常に重要になります。知のサプ

ライチェーン構造が共有された国家プロジェクトの構造であれば、研究者が一生懸命になっ

て研究してその論文の数を競う、あるいはそこの研究をするということが、そのまま社会に

還元に繋がり、そして国の産業競争力にもつながって行くのです。この点にも配慮願頂くこ

とを期待します。

強いて３つ目を上げるとすれば国際標準化の方向性があります。確かに今回の御報告では

後半の方にオープン、クローズドが明快に書いてあり正しい方法だと思います。しかしオー

プン・クローズの中の知財の位置付けが曖昧です。まず知財マネージメントの無い国際標準

化は国富を留めも無く流出させる、という事実に留意頂きたい。オープン化した領域の中

で、あるいは国際標準化した技術領域（普及領域）の中で、自分たちのクローズド領域（付

加価値/差別化領域）をいかに安定させて長期的に維持させていくのかという仕組みづくり

が知財のマネージメントなのです。これが前面に出ない国際標準化と知財は企業人に通用し
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ない牧歌的政策となるでしょう。普及と差別化あるいは大量普及と高収益の同時実現、とい

う視点があって初めて産業競争力としての知財マネージメントの重要性を、ぜひ強調して頂

きたい。

○堤委員

先ほどの池浦委員のご意見はもっともだと思います。やはり研究開発には短期的なもの、

中期的なもの、長期的なものと分けるべきで、今ここでお考えになっている人、枠組み、制

度等は、どちらかというと中期的ぐらいの位置になるのでしょうか。多分短期、中期、長

期、３つともやはり必要で、そこでこのような枠組みだけが出てきているというのは、多分

産総研あるいは公的研究機関のやるべき研究がどうも橋渡し研究というところに限定的に位

置づけられ過ぎているのではないか。だからこういう形で出てきている。それはそれで、短

期、中期、長期ではフィットする場面があると思うのですが、全部これでやろうとすると矛

盾があるかもしれません。だから、企業とか池浦委員のおっしゃったようなところはかなり

重要だと思いますので、もう一度ちょっと考え直してみる点があるように思います。

○橋本委員長 ちょっと私のほうで確認ですけれども、今ここで議論しているのは、ＮＥ

ＤＯとか産総研が中心にあって、しかし、タイトルとしては公的研究機関ですからもっと全

体も含んで、そういうような議論でよろしいか。

○渡邉産業技術総合研究所室長

少なくとも経済産業省の責任範囲としては、当省の所管の関係法人を念頭には置いており

ますが、それに限ることなく広い範囲で方向性というのを議論していきたい、そういうこと

でございます。

○中馬委員

皆さんこの資料が送られてきて、おそらくですが、ちょっと怖いなと感じられたと思いま

す。そう感じましたのは、先ほど池浦委員がおっしゃったことと同じだと思います。社会シ

ステム全体で考えてみますと、最上層の経済活動に直接的に結びつく非常に応用に近い部分

とそれらを根底で支える最下層の非常に基礎的な部分までの様々な階層があり、それらが一

つのエコシステムみたいなものを形成している。そして、その中のどの階層部分で上下層と

の繋ぎがうまくできてないかは、さまざまな分野によっても異なると思います。ところが、

草稿では特定の独立行政法人がどの階層に位置づけられているかが明確ではありません。例

えば、先ほどＮＩＭＳとか理研とか産総研の話がありましたが、それらは、基礎から応用部

分までの階層構造を持っているエコシステムの中で、どのような上下層での繋ぎを担ってお



り、実際にどの辺りでうまくいってないかという分析が示され

ているわけではありません。この辺りの上下層でこのつなぎが欠けているので、そこが繋が

れば大きな外部効果が期待できるというふうな、そういう位置づけが必要なんじゃないかな

と思います。現段階の資料には、そういうことが書かれておりませんので、様々な独立行政

法人が十把一からげに扱われている印象を持ちました。したがいまして、そういう観点から

もうちょっと整理していただければありがたいで

す。

○竹岡委員

産総研さんの実際にやられている一番最初のところから最後のところまではものすごく本

当は広いので、その中のかなり出口寄りのところを基本的にお書きになっているのかなと思

いながら理解していました。その理解に立てば、非常にいろいろなことを多面的に多角的に

分析されて、もし本当にこうなればすばらしいなと思いながら聞きましたけれども、説明が

ないと、すべてのレイヤーでこうなるのかという誤解を招くと、確かに大変なことになるか

なと逆に思いました。

いくつかあるのですが、まず１つ、先ほどの池浦委員のお話にちょっと関係するのです

が、有償施設貸与とか、有償の研究設備を貸与して企業が実際製品を出せるところまでやっ

ていこうということが何年か前に国の方針として出ていたのですが、ところが実際、それを

独法とかに落としてみると、製造はやってはいけないことになっているというような話が出

てきてしまって、実際にそういう最先端な非常に特殊な設備で出荷をするためにはその設備

を使わなきゃいけないということで、実際のところはさておき、とにかくどこまで行っても

研究というふうにいわなきゃいけないとか、非常にジレンマを感じなければならないところ

なので、産総研法とか独法の法律自体に少し出口の、「製造」という言葉で書くかどうかは

ちょっと別にしても、それが許容できるようなところまでスコープを広げれば、かなり企業

さんが実際製品を出荷するところ、つまり開発寄りのところまでできるかなというのがまず

１点あります。

それから、「イノベーションハブ」という言葉は、渡邉室長がおっしゃったのはたしか２

回目、あの言葉がすごく私はキーワードだと思っていまして、「橋渡し研究」という言葉で

もいいのですが、ハブというのは、あらゆる局面においてハブになる機能を公的研究機関が

果たすのだということだと理解しております。そのうちの１つ、あらゆるレベルといったの

は、例えば知財ですね。今の日本の産学連携システムというのは、各機関がオートノミーに

研究をして、いろいろな知財がいろいろなところで分散的に出ていくシステムになっている

わけですけれども、これが逆にいうと国際競争の場面においてはかえって弱みになってしま

うということが出てきている。例えば、国際出願や標準化など、大学や公的研究機関全体の
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特許について戦略的に考えて取り組むには、独法というのは非常に適している位置づけでは

ないかと思いますので、知財の部分でもハブとしての機能を果たしていただければなと思っ

ています。

最後に人材ですが、これは前回申し上げ、また次の国際化にも関連するのですが、例えば

大きな国際的なプロジェクトの中に大学が入るとき、大きな大学さんなら入ってこられるん

ですが、大きくない大学にいる研究者が入ってこられる仕組み、それは兼業といいますか、

そういう形でいったん例えば産総研さんとかに席を置いてそのプロジェクトに参加できると

かいう形をもう少し柔軟にできないだろうか。日本は組織体としての大学の力量が今、差が

開きつつある。例えば知財の面倒をみる仕組みは、大学によりすごく差がある。一方で、大

学の研究者というのは、若くて有望な研究者が、東京大学とか京都大学だけにいるわけでは

なくて、いろいろな地方の大学にいい研究者、有望な若手研究者がいたりするので、とにか

くそういういい人材が最先端の研究ができる仕組みを日本の中でつくっていくということ

が、やはり日本の研究者にとって必要なことではないかと思います。

○渡邉産業技術総合研究所室長

時間も限られておりますので、すべてのご指摘についてお答えすることは難しいかもしれ

ませんが、まず大きな意味で研究独法改革の議論は、実は行政刷新会議と内閣府で同時並行

的に行われております。先ほど中村委員からもご指摘ございましたように、文部科学省系の

基本的な考え方は、独立行政法人通則法という一つの法律の中で研究独法を類型化するので

はなく、大学法人法と同じように、研究法人法という新しい法律をつくった上でしっかりと

つくっていくべきだという主張を文部科学省の方ではされておられます。

私どもの基本的スタンスといたしましては、いずれにしても研究の特殊性、その上でそれ

をしっかりと成果を出していくために必要なことが、どちらの法体系であったとしても位置

づけられて実現できればいいと思っています。何が何でも研究法人法というものにしなくて

も、もしかしたらいいのかもしれない。ただし、そうすることによってそれが実現されるの

であれば、そういう考え方もあるというふうに思っております。

その上で、実は今仕分けの第二弾がさまざまな議論を呼んでおりますけれども、研究独法

に対する組織仕分けというのがここ数カ月間行われております。私どもの関係で言います

が、例えば、産総研とほかの省庁の研究独法を統合することで垂直形の研究開発活動をでき

るような仕組みをつくったらどうかですとか、もしくはドラスチックにファンディングエイ

ジェンシーと実施機関をくっつけて、アメリカのＮＩＨ型にしたほうがいいのではないかと

か、いろいろな議論が行われております。私どももあまりこだわるつもりはないのですが、

そういったさまざまな議論の中で何が一番効率的なのかということは、議論を戦わせていた

だいている最中でございます。



いずれにいたしましても、今日いただきましたさまざまなご意見を踏まえまして、今回提

言させていただきましたことをさらにもう一段深めた形で最終的なレポートバックにつなげ

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○橋本委員長

ちょっと感じたのは、これは皆さん同じで、産総研の話なのか、それとも公的研究機関全

体の話なのかで大分違うので、そこの部分をクリアにして議論をしておくという必要がある

のだろうなというふうに思いましたので、ぜひとりまとめのときにそれを考えていただけれ

ばと思います。

上田国際室長から資料５に基づき説明

○堤委員

事前に説明を受けたときも少し理解できなかった、違和感があったのですが、大体理由が

わかりました。例えば、ＥＵが研究開発予算を海外にばらまいているのは、僕が知る限り、

例えば単に日本の東京大学の何々先生頑張ってねという意味ではなくて、ましてそこから技

術をもらうとか引き込むとかいう目的ではなくて、ＥＵの大学の先生がこういうテーマにつ

いて研究開発をやるときは、必ずカウンターパートでＥＵ以外の研究者と共同でやりなさい

と。その心は、技術を持ち込むとかそういうのではなくて、ほとんど人材ですよね。だか

ら、例えば中国とやるのだったら、中国の学生がマンパワーとしてあちらに行く、あるいは

あちらから日本に、例えば研究生あるいは博士課程の人とかが来ることによって、言ってみ

れば、それは人材育成をもっと広いグローバルにやっている、あるいは人材育成の場自身を

海外の場を活用しているということで、多分技術獲得じゃなくて人材獲得のネットワークを

つくるのが目的なのだと思います。

だからこそ、韓国みたいにノーベル賞のヘッドだけを連れてきても、それは10年、20年し

ていたら古いテクノロジーですし、むしろそういった人材をいかに恒常的に再生産していけ

るような枠組みをつくるかというのが多分一番重要で、類型でも「技術獲得型」と書かれた

のは、技術全部じゃなくて、人材獲得型というか、研究の能力の再生産といいますか、それ

を目指すというような枠組みが重要なのではないかなと思います。何か今ある技術、あるい

はかなりすぐれた人を連れてくるとか、多分それをやってもほとんど駄目だと思います。

○小久見委員

最後のところにございました技術流出をどうして抑えるかということは、国際化で非常に

大事なことだと思うのですが、技術流出を抑えるということは、例えば、前半の資料にあり



- 9 -

ました研究独法の規律強化とかそういうこともあると思うのですが、もはやすでに技術をと

りにいくという姿勢が必要なのではないかなと私は思っております。そのときに、とりにい

っても、この資料の25ページにありますように、海外の優秀な人材を日本に呼び込むといい

ましても、来て、後どうするのかというようなことになろうかと思いますので、先ほどのご

説明にありました、ＥＵがＢＲＩＣｓに対しては他の国とは別のとりあえず対応をしている

というように、研究開発をやりながら企業と一体化して、マーケットのあるところに人も一

緒に行くというような方式というのは考えられないのかなと考えます。守ることも大事です

が、向こうの人材を取り込む、またその人材をそこに帰して、同時にビジネスが一緒に行っ

て展開するというようなことができないのかなと思いました。

○土井委員

今日余り話題に出ていないベンチャーの話を少しさせていただきます。私が社長をしてい

るイーベックは完全ヒト抗体の作製を行う会社ですが、２年前にベーリンガー・インゲルハ

イム社（以下、ＢＩ社）とある抗体を88億円プラス売り上げに応じたロイヤリティーで契

約、今年に入ってアステラス製薬さんと130億円プラス売上に応じたロイヤリティーという

契約ができました。それぞれ当時は８名、13名という小規模な人数で、資本金も２億円とい

う非常に小さな企業がなぜ決められたかという話をよく聞かれます。これ自体はＢＩ社との

話になりますが、実は抗体由来の薬は、市場が大体１個1,000億円以上のものが多くなって

いて、ＢＩ社へライセンスした薬がもし世に出ると、日本の基礎技術が世界に出て、そのロ

イヤリティーで相当額が日本に毎年返ってくることになります。アステラス製薬さんとは

「日本連合で世界市場に出ていって、数千億円日本にもってこよう」みたいな話もしていま

す。そういう意味では、少しはベンチャーも日本に貢献できているのかなとも思うのです

が、この金額を他のベンチャーがなかなか決められなくて我々が何故決められたというと、

大きな理由としては対象とする市場が違うということになります。我々はずっとグローバル

市場を見据えたパテント戦略をとってきて、ライセンス対象になるものについて30～40カ国

に特許が出せるような戦略を最初からとり続けてきました。ところが、多くの大学発ベンチ

ャーの相談に乗ったり話をしていると、資金不足のために特許は日本とアメリカとヨーロッ

パだけしか出していないというのが多くて、そうなると市場としては非常に小さくなりま

す。我々は名刺にも「70億人の医療をこっそり支える」というように書いていますが、やは

り市場を70億人とみるのか、それとも数億人とみるのかで全然違ってきます。今、海外でも

創薬の話になると必ず出てくるのは、エマージング市場といわれるインドやブラジル等のこ

とがほとんどで、特に人口の多いインドならば例えば風土病でもライセンス対象にしている

というような話が多くなっています。今ベンチャー企業が開発しているものやこれから新し

くライセンスするものは、これから治験をとって８年や10年後に薬として上市し、その10年



後から特許切れ前の20年後、25年後迄の10年なり15年の間に稼ぎ出すためにやっています。

その時の市場を考えるならば、やはり日本、アメリカ、ヨーロッパだけが対象では不足だと

思います。

この市場をオープンイノベーションの対象と考えたときに、私たちはずっとインテルモデ

ルという言い方をしていますが、私たちの抗体が世界のさまざまな製薬企業を通じて出てい

くということによって、我々の企業も生きられるし、日本にもかなりの金額が返ってくると

いうことを目指してやってきました。ベンチャー企業とか中小企業の一つの戦略というの

は、グローバルという市場を見据えて、業務をできるだけ絞り込んで市場を大きくするとい

うことだと思います。市場を大きくするためには、対象物である特許がない限りは市場にな

らない。残念ながら特許を出している国の範囲が小さいために、競合品はもう少しレベルの

低い技術であるにも拘らず特許を世界市場に出しているために、それに負けているというケ

ースが、海外の製薬企業と各国のバイオベンチャーとの交渉の中ではよく見られる出来事で

す。そう考えたときに、私がインキュベーションをしている他の大学発ベンチャーが大学や

公的機関との共同研究をして特許を出そうというときに、資金が限られているから、ＰＣＴ

から各国移行は２カ国か３カ国に削ってくれと言われることは残念に感じています。それは

自ら市場を捨て、ビジネスを捨てているようなものだと感じています。これでは世界で勝負

できないと思います。実際にベンチャー企業に戻っても、出資者とかに金がないから３カ国

に絞ってくれと言われる。これが日本のバイオベンチャーを今のこのような状況に陥れてい

る原因の一つだと思いますし、そこをきちんと考えればまだまだ世界で勝負できるのではな

いかと思っています。

○笹沢委員

まず国際化の話ですが、この資料を拝見させていただきまして、共感できるというかなる

ほどと思ったのは、この資料の最後の２枚の情報収集の強化と流出対策というところです。

それ以外でみると、もう既に今までの意見でも出ていますけれども、ライバルとしていろい

ろな国が既にやっている中で、どれだけ日本と組むことが魅力的になるかということになる

のではないかと思うのですが、ぱっとこれを読むとやはりほかのやっていることを追随して

いるような印象ですよね。だから、これからどうしていくんだろうというふうに考えます

と、特にこれだけ大きな地震が起きてしまうと、日本に来ることのリスク、それから原発事

故、これもやはり海外からの進出をためらわせる要素になってくると思うので、それでもな

お日本に来たい、どれだけ日本とやることが魅力的なのか、研究の内容だとか、この分野を

やるんだったら日本とやらなければ絶対に世界のトップに立てないんだというような、質的

というか、そういうところでより魅力的な体制をつくっていくしかないのかなと思いながら

聞いていました。
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その一方で、僕は、国際化というのは当然すごく共感しているし大事なことだと思います

が、ものづくりという視点でみたときに、日本というのはたびたび孤立したり、今もガラパ

ゴスといわれていますけれども、あるアメリカの知日派の研究者の人は、引きこもりとかそ

ういうことも、鎖国に例えたような物言いで日本を評価したり、評価というか、日本はこう

いうものだと認識していたりということがあるんですけれども、そういうものづくりの中

で、実は日本人のものづくりがすごく個性的で世界から注目されているのは、１つは江戸時

代。このときは鎖国していたからというのもあるんですよね。繰り返しになってしまいます

が、国際化は僕は大事だと思っていますが、一方で、この何ともいえない内向きな感じとい

うのは、実は日本の何ともいえないオリジナリティーを生み出す土壌になるかもしれない、

そういうところはあるのではないかと思っています。

先ほどのもう１件ありました公的機関のことですが、僕自身は、かつて国研といわれたこ

ろは、自分がそこに就職したいなと思っていた対象であって、その後、現場の記者のとき

は、ちょうど国研から独法に変わる省庁再編の時期が自分の取材のど真ん中だった時期で

す。そこからもう10年たってしまいました。本当に大きな改革だったと思いますし、どうな

ってしまうのかと。特に自分はそちらに行かなかったけれども、自分の同級生だとかよく知

っている人たちが向こう側に行って、どうなるんだろうなと思った。しかし10年たつと、意

外にたくさんの人が第一線でなかなかいい結果を出したりしていて、全部失敗ではないと思

います。ただ、10年たったので、こういう機会に何かやるのであれば、国研から独法へ大き

く変わっていったときに何がよくて、どういうところが今検討課題なのか。ここまで手をつ

けるのであれば、10年というのは十分な期間だと思うので、そういうのを総括するようなこ

ともやっていただけたらなと思います。

○正田委員

既に多くの委員の方がおっしゃっていられますけれども、国際化の問題については、こち

らから出ていくのと入っていくのとイコールになっているのが本当の意味の国際化で、この

話はどちらかというと引きずり込む話ばかりです。現実に今、例えば私は電気電子工学です

けれども、その立場でいえば、日本から海外の学会に出ていっていろいろなことをする人の

比率というのはものすごく下がってきているんですね。いろいろな大きな学会で招待講演を

する人とかを見ていても、完全に一時期に比べたら極めて小さなものになってしまってい

る。そこの辺もしっかり建て直しませんと、呼んでくるにしても、相手の人がどういう位置

にあるのか、その企業がどのくらいの影響力をもっているのか、いい種をもっているのか、

そういうことがすべてわからないんですね。

このお話の中の最後の２枚目のところに情報収集とありますけれど、実は情報収集が一番

大切な問題で、最初のほうの公的機関についても全く同じで、まず情報が集まるような環境



をつくり出すというのが最初になるのではないでしょうか。方針としてここに挙がっていら

れることは大変結構なことですが、それを実現していくのは一体どうするのだということに

なったときに、すべて情報の収集からスタートすることになると思います。

そういう意味でこの国際化の問題についても、後ろから２枚目のところにごく簡単に示さ

れている以上に、公的研究機関以外のものが海外から情報を集めるための手段というのをは

っきりもっていくということが必要ではないかと思います。これは日本のように省庁の壁が

強過ぎると非常に難しいのではないか。私自身が経験している例で言いますと、海外の大使

館の科学技術参事官のような人たちが集めている情報の量というのは大変なもで、そういう

ものが日本の中で果たして集められているのかどうか。

それから、今度逆に向こうへ出していくときの話として、確かに研究までは行くのです

が、先ほどのつながりのほう、広げていくというところの役割の仕組みに対して、例えば海

外に国が資金投入をするかどうか。一つの例でいいますと、海外の高速鉄道が今非常に問題

になっていますが、中国に高速鉄道を売ろうとしたある国は、中国のある大学に国のお金

で、自分の国でドクターをとった人をすべて集約して、要するに中国の言葉で書かれた仕様

書ともとの国で書かれて仕様書が統一できるような仕組みをつくり、相当なお金を投入して

いるのですね。そういう出口側のフォローアップというのをある程度しないと、研究はでき

たけれども、それではそれが本当に産業の振興に役立つのかどうかというところはちょっと

難しいのではないか。ここは研究開発というところで切ってしまって、あるパテントがとれ

たとか、あるいはペーパーが出たとかということで切ればそういう問題は全然出てきません

が、経済産業省の問題である以上、やはりそれをベースにして産業が出ていったり物が出て

いったりしないと商売にならない。そういうことからすると、もう少し幅を広げた議論をす

る必要があるのではないかと思います。

○池浦委員

企業にいますとグローバリゼーションというのは当たり前で、その中でディファレンシエ

ーションというか、とにかく差異化をしていかないと、生き残り、勝ち残っていけない。日

本のマーケットは、どう考えても縮むわけで、人口もだんだん減っていくわけで、先ほど研

究開発の空洞化とおっしゃられましたけれど、これはある意味で当然で、なぜならば、我々

の立場からすると、伸びるマーケット、そこに合った研究をしていかないと競争に勝てない

ので、日本でやる研究というのは、空洞化といいましたが当然全部が出ていくなんてあり得

なくて、日本の中でそこに合った研究はあるわけであって、そういうことを考えていくとき

に何となく今日の議論にちょっとついていけないのです。今はエネルギー危機に日本は見舞

われていて、シェールガス革命がさらにそれに拍車をかけていると思うんです。

日本がしっかり考えないといけないのは、20年後、30年後、40年後の社会において、さき
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ほどバイオの話もありましたが、健康、ヘルスということとサステナブルなことを考えない

といけない。今、不連続の研究という議論がまた別のところでいろいろありますが、20年

後、30年後にやればいいということではなくて、もっとスピードを上げてやっていかない

と、非常に大げさな言い方ですけれども、この国がもつのかという気持ちもある。そうする

と、研究開発のグローバリゼーションというのは当たり前だと私は思います。要するに前半

でも言いましたが、ずっと先のテーマを早くもってくるためのいろいろな知。スピードを上

げようと思ったら、いわゆる自前主義では無理だと思いますので、どんどん外の知を入れて

いく仕掛けをする。その仕掛けというのは、さっきＥＵの人材育成の話がありましたけれど

も、やはり大事な話で、人材育成のためにやっているのか、早く前にもってくるためにやる

のか、そういう方法論も含めてもっともっといろいろな議論をしていかないといけないなと

思って聞いていたのですが、ただ研究開発の空洞化、これはとめる話ではないと思います。

出ていって、そこで研究して稼いで戻して、日本でまた新しい研究をやると。逆に我々がど

んどん研究も含めて外に出やすいようにしていただいたほうが、いろいろなことにつながる

と思います。

○高橋委員

主に最後の参考資料についてコメントさせていただきたいと思います。まず事実確認です

が、「国プロにおいて」と書いてありますが、この委員会の最初のほうでお話しした強者連

合に限った話なのか、全体的な話についての方針なのかを確認させていただきたいのです

が。

○上田国際室長

参考資料については、今やっている国プロ全体についての話ですので、ここで議論した非

連続の研究開発も含めての話です。

○高橋委員

わかりました。技術獲得型とか研究環境活用型等の類型化した表についてコメントしま

す。表の類型は現在の表現型で整理していると思いますが、プロジェクトの目的がとても重

要だと思います。国際化の話で企業の方から主にご発言があったと思いますが、仲間ウチで

一緒にやっていくのか、そうじゃない人たちなのかという最初の線引きがあるのではないか

と思います。海外企業でも相互補完的にプレーヤーとして参加できるものであれは、当然国

プロにも入ってきてもいいのではないかというのが今回の提案だと思いますが、既に企業の

実態はそういうふうになっていると思います。またＥＵのお金の配分の仕方も、20年、30年

という期間を考慮して、一国のお金をかけて研究人材を育て、それが最終的に戻って返って



くるという、いわゆるファンディング戦略を立てていると思います。この表でとても重要な

のは、まず国プロにおいて参加者と非参加者をどう区切るのかというところで線を引いた上

で、非参加者、参加者のいずれにおいても海外企業をどう扱うかというところを考える方が

いいと思いました。ここを明らかにすることで、現場では求められる何がアクセルで何がブ

レーキとなり得るかということを考える指針がこの表からあぶり出せると思います。

○有野委員

決して池浦委員の主張に反論という意味ではありませんので誤解のないようにしていただ

きたいのですが、「空洞化」という言葉について先ほど池浦さんからあったのですが、我々

労働組合からみて、研究部門というのは空洞化というのは適さないと思います、表現的に

は。研究開発するべきものを常に新たなものに変えていくといいますか、業績に貢献するも

のに変えていく、そういうことだと思って、決して日本国内からなくすというスタンスで論

議をする研究会でもないと思っていますし、逆な意味では、どういう分野を先取りするの

か、あるいは日本らしさをどうやって発揮していくのか、そういう論議を原点にもってぜひ

論議したいなと。

先ほどいろいろな数値をお伺いしてちょっと愕然としているのですが、やはり日本企業、

我々にはグローバル化が大事だ大事だといっている割には、いろいろな数値が内向きといい

ますか、全然海外との連携ともとれてないし企業間の連携さえとれてない。ただ、このこと

がすぐ日本の研究力の低下だというふうには思っていませんが、どういうところにボディー

ブローできいてくるのか、何が問題なのか、その辺の課題認識がもう少し詳しくわかれば、

ぜひ教えていただきたいなというふうに思っております。

「アクセル」と「ブレーキ」という言葉もありましたけれども、何のためのプロジェクト

なのかということを、もう１回原点に返ってこういう国際問題もとらえていただければと。

ただ弱い、駄目だというだけじゃ物にならないわけで、ぜひそんな論議をしていただければ

と。若干抽象的でありますが、ご意見にさせていただきます。

○竹岡委員

先ほど土井委員のお話があって、私もベンチャー支援をずっと10年以上やっていますが、

今起動し始めている技術系ベンチャーというのはとてもいいんですね。売上がいい。以前の

ＶＣ主導型のスキームでは、肝心の実需が伴っていなかった。というのは、基本的に日本の

大企業さんというのはベンチャー調達をしないので、つまり自前主義で外部調達をしないの

で、日本のベンチャーはなかなか売上が出なかったのですが、今はインターネット環境で売

上が─日本でやっていても、必ずしも日本の大企業が相手ではないんですね。中国、韓国

もありますし、アメリカももちろんあるのですが、ＥＵもありますし、例えばオセアニアと
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かシンガポール、インドあるいは南米とか、あらゆるところからオファーが来る企業には来

るのだなと。これが何に起因しているかというと、今は基本的にグローバルな中で最適技術

をもっているプレーヤーはどこかということを世界中の各企業が必死になって探している時

代なんです。日本企業だけが外部調達力が弱い。日本企業は下請とベンチャーの区別をなか

なかつけられないので仕方がないなと思って見ているのですが。海外企業はとっくのとうに

そういう感じではない。という時代が今もう来ているのだなと。だから、実需としてベンチ

ャーは今とてもいい。ただ、日本の大企業相手ではないというのがちょっと残念ですが。

そういう状況の中でこれをみさせていただいて、どうしても頭の中に落ちてこない。書い

ていることが悪いとか悪くないとかいうのではなく、そもそも発想の根本のところで、今直

面している状況に真正面から解を出したい、という方向ではないように思えまして。

少し前までは、研究者の立場、研究機関の立場、企業の立場、個人としての国民の立場、

に大きなずれはなかった。ある意味、幸福な時代だった。今は、これらにずれがある。研究

者個人としては、最先端の研究がしたい、そして自分の成果が生かせるなら、日本企業相手

でである必要はない。研究機関としては、日本企業がどうだということもあるけれども、グ

ローバルなレベルで自分たちの大学とか公的研究機関が評価されるかどうかというのは当然

大事なんですよね。それから日本企業の立場。日本企業としては、日本に本社があるけれど

も当然海外に出ていって市場を獲得していくという立場。そうすると、技術流出ではなくて

技術移植を積極的に進めているというのが本当のところだと思います。その市場に最適化す

るならば、日本以外で研究をする選択肢があるのも当然。

そして、今度雇用される側の国民、あるいは税金を払っている側の国民。この「国民」は

日本に雇用がないと、税金が落ちないと、生きていけない。利害が今一致しない状況になっ

てきているというこの中で、海外ということをどう考えるか。つまり、この政策は何のため

に、どのプレーヤーに対してどういうふうに役立ちますよということを意識してものをいわ

ないといけないのではないか。

例えば雇用の側からいえば、どんどん海外に雇用が流れていくという恐れをもっているのだ

と思います。そうではない、いつまでも日本が研究開発の泉の源泉であり続けることによっ

て、そこから新しい企業群とかが生まれていくのだよということをいっていかなければいけ

ない。そうすると、当然仕組みの中にベンチャー的なもの、新規産業創出を入れる発想が必

要になってくる。マーケットの獲得というのは、大企業の立場でいえば非常に大事だから、

必ずしも日本の研究機関だけでなくてもいいじゃないかと。つまり誰に向けて、何を獲得の

目標としてこういうことを打ち出すのかを明確にする必要があるのではないか。「技術補

完」とか「確保」とかの言葉では小手先の辻褄合わせのように理解される。この手のことは

税金を使ってやるわけですから、後々仕分けの対象として議論されないとは言えないわけで

すから、その辺をもう少し整理していただけたらなと思います。



○中馬委員

資料の中の米国をどのように位置づけるかという点に関してですが、これからの発言は

（Joel）Mokyrという経済史家の受け売りでもあります。彼によれば、第一次産業革命以

来、どういう国が競争力を発揮してきたかという中で、我が国にとっては残念かもしれない

んですが、世界中で生み出される最先端のサイエンスナレッジ（Ω―Knowledge）に基づい

た実践的なナレッジ（λ―Knowledge）を効率的に自国内に普及させていくことに成功した

国々だと言うんです。彼が論じているのは主に第一次産業革命期のイギリスですが、サイエ

ンスナレッジにも、定理型のナレッジと実用型のナレッジがあり、各々を担っている人材が

いる。そして、各国で、それぞれのサイエンスナレッジがインバウンド（他国発）だったり

アウトバウンド（自国発）だったりする、そういう視点から各国の特徴を眺めますと。米国

の場合、日本と比較しますと、定理型及び実用型のサイエンスナレッジを担う人材に関して

はインバウンド（他国発）でもありアウトバウンド（自国発）でもあるが、定理的なサイエ

ンスナレッジ自体はアウトバウンド（自国発）だと思われます。他国から優秀な人材を受け

入れて定理的及び実用的なサイエンスナレッジを創出、それらを自国発で他国に普及させる

形でしょうか。

先ほど各国に関する特徴付けについての説明がありましたが、その説明を、米国をリファ

レンスポイントとしながら、定理型（サイエンス）ナレッジ、実用型ナレッジ、それらの担

う人材のインバウンド、アウトバウンドという視点で場合分けして見られると良いのではな

いでしょうかね。現状、10年とか20年のスパンで日本の競争力を増大させていくかを考える

ためには、どうしても実用的なサイエンスナレッジを自国内に効率よく普及させる仕組みが

重要になるわけですから、そのような視点から人材の国際化の意義・意味を考えてみる必要

性もあるのではないかと思います。

その点からしますと、本日の資料では、シンガポール、韓国、アメリカ、日本という例が

出てきましたが、シンガポールは、日本と比較しますと、定理型・実用型ナレッジやそれら

を担う人材も他国から受け入れそれらに（付加価値を付けて）自国発で送り出す形ですか

ら、言葉が悪いですが、ブローカー的な傾向が強い。他方、日本の場合、自国内で自国の人

々によって定理型（サイエンス）ナレッジを生み出す大きな力を保有している。そういう視

点から四つの国を比較しますと、日本は、アメリカ、シンガポール、韓国に比べてかなり異

なっている。そういうところに日本の独自性もあるわけですから、その辺の整理をもう少し

整理していただければありがたいと思いました。

○橋本委員長

自分も大学で研究開発、人材育成もやっているのでちょっと申し上げさせていただくと、
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この国際化において、あるいは研究開発においても、大学の役割はものすごく大きいと思い

ます。ところが、大学の議論をここでするのはある限定的なところになってしまうわけで、

大学の議論、要するに文部科学省の議論と研究開発の議論、経済産業省の議論を、一体とい

いますか、そこを一緒に議論していくようにしていかないと絶対に駄目だと思います。教育

の部分と研究開発の部分をどうしても分けなければいけないという現状がありますが、これ

は改めなければいけなくて、経産省のほうとしては攻める一方なのだと思うのですが、攻め

る一方だけでは、やはり相手のある話ですから引くところは引きながら、ぜひこれはしっか

りと議論していただきたいというのがあります。

その上で国際化に関して申し上げますと、昔から本当に超一流の欧米の人間は日本には来

てないのです。これは昔からそうです。若手は来る理由がないのです。なぜかというと、ジ

ョブハンティングしたときに、日本に来たときに情報がなくなるので、本当に優秀な人が日

本でやる理由はないのです。私は30年研究をやっていて、海外からたくさん来ていますけれ

ど、腰かけで来る人はいるけれども本気で来るのはいない。しかし、育てることはできるん

ですよね。だから、優秀な人を連れてきて、育てて日本の味方にして帰すとか。中に取り込

むでもいいのですが。

これはいい点がありまして、最近、私が感じているのは、中国から来た優秀な人間を育て

てアメリカに出していると、日本に戻ってきたいと。今どんどんそういう人が来ています。

ご存じのように今アメリカの外国人、特に中国人などの環境はものすごく悪いわけです。彼

らはいったん出ると３カ月戻れません。もう１回最初からビザを申請しないといけないか

ら。特に化学系がきついらしいです。これは兵器問題と絡んでいるのではないかと彼らはい

っていますが、とにかく一時帰国、あるいは日本に１回来るだけでも、いったん出てしまう

と新たにビザを取り直さないといけないから、最低３カ月はかかるという状況で、みんなも

う嫌だ、戻ってきたいということがあります。これは日本の非常に強いところ。もちろん、

それによって日本の情報が出ていってしまうとかなんとかってそういうことになってはいけ

ないわけですが、とにかく今、我々もアメリカに入るのも出るのも大変で、嫌でたまらない

なと思うぐらいボディーチェックを受けるわけですけれども、中国人とかは全然違うレベル

でされているんですね。ですので、そういう意味では日本で優秀な人間を育てて出して戻っ

てくる、あるいは出して、そこを自分たちの活動の場とするような極めて強い戦略的なこと

ができると思うので、いい環境を与えることだと思います。そのときに今の日本の、こうい

うところで議論すると技術立国だということになっていますが、国全体でやられていること

はそうではない。例えば理研の研究者がすごい給料をもらっているとバーンと新聞にたたか

れたり、言っていることと実際にされていることがあまりにも乖離している。なので、やは

り技術立国としてやるのだということをこれだけ明確にいっているわけだから、そこをぜひ

西本総括審議官とかに強く政府に働きかけていただくようにしていただかないと、ここで議



論していてもしようがないと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。

○西本技術総括審議官

振られましたので一言だけ。この会議、何回も議論させていただいていますが、一番最初

のときに橋本先生がおっしゃった、要するに大学も含めた教育機能としてのあり方、そこの

部分をきっちりやらないと議論にならないのではないのかというふうに冒頭おっしゃられた

ことを、今思い出しました。確かにそうでありまして、私は何回もこの議論をしている中で

１つ重要なことは、流動化というのが一つのキーワードだと思います。今の企業の制度もそ

うかもわかりません、大学の制度もそうでありますし、独法の制度もそうでありますし、非

常に固定化するほう、流動化をできないようにするようなものがあらゆるところに入り込ん

でいて、それを一個一個直していかないとなかなかうまくいかないというようなところで、

今は閉塞感があってもがいているというようなことなのではないかと思います。

ちょっと議論をしていて感じたのは、どうも我々は震災のせいか20年間の停滞のせいか、

非常に被害者意識というか、受け身になっているところがものすごくあるなと思っていて、

例えばシンガポールの大学の先生が、シンガポール政府がフュージョノ・ポリスをつくるか

ら世界から大金払って大学の先生を集めてくるぞといったときに、シンガポールにいた先生

方が怒るのかというと、怒らないと思うんですよね。あるいは、中国の人たちがいっぱい海

外に留学に出る。これ、頭脳流出とか人材流出だといって怒るのかというと、そうではな

い。ところが、日本に照らしてみると、海外から人を呼んでくると、とられるとか、あるい

は技術が出ていくと技術が流出すると。先ほどどなたかおっしゃられましたけれども、別に

技術が流出しているのではなくて、外の開拓に行っているんのではないのかというふうにも

みえるわけです。

ですから、どうも我々は被害者意識というか、こうなると困るのではないのかなというふ

うなことから、技術流出を防止するとかそちらのほうにマインドが行くわけですが、見方を

変えれば技術の市場をつくりに行っているというふうにもみえるわけで、ポジで考えるとい

うようなことが非常に重要ではないかと。流動化している国際的な流れの中に日本が身をさ

らされるということではなくて、日本のルールというか、日本が流動化の枠組みをつくって

いくというとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、日本がリードして土俵をつくって

いくというマインドでいるのが非常に重要なのかなというふうに思います。

つくばイノベーションアリーナも、２年ほど前にこの会議でいろいろな議論をしていただ

いて、今、多分500人ぐらい日本じゅうから研究者がつくばに集まっていますが、ただ海外

からどれぐらい来ているのかとか、来たらとられるんじゃないかとか思ったりして、何か内

向きになったりしてもちょっと困ると。もっと海外からも人を集めて、そこで育っていった

人間がどんどん外に出ていくというか、そういうものすごい大きな実験をしているというよ
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うに私はつくばイノベーションアリーナをみておりますので、これが人材の流動化、世の中

の研究者の流動化にどれぐらいのインパクトがあるのかというのは一つの大きな試金石かな

と思っているので、こういった取組をあちこちでやってみないといけないというふうに思っ

ています。

今回、イノベーション拠点をいろいろなところにつくっていこうと、つくばイノベーショ

ンアリーナのような人材がまざる場をつくっていこうじゃないかというふうな取組も始まり

ますし、あるいは今の企業の中に抱えている研究者を例えばカーブアウトするような仕組み

も、何年か前に制度設計もして、研究組合法なども改まっています。ああいったものもしっ

かり使っている人は使っていますが、必ずしも本気で使われてない部分があるかもしれな

い。だから、新しい枠組みをどういうふうにうまく社会に入れていくかというようなことを

１つずつやっていかないといけないと思っています。

大学改革について申し上げますと、実験的なことをやる取組をできる大学が今どんどん、

大学発でやっていると思います。やむを得ずそっちの方向に出ていかないといけないという

ような、背に腹はかえられないということで大学自身が変わり始めているとは思っています

が、そういったものをもう少し加速させるような取組とか、こういったものは文科省などと

もよく相談をしながら前に進めていくというようなことをやらなければならないと思ってい

ます。

それから、何回か前になりますけれども、日本の企業のほうも今変わりつつあると思いま

す。４月１日に全員同じ初任給で大量に採るという時代でなくなっていきています。そうい

うようなことも企業側としても取り組んでいくというような時代になってきていると思いま

すので、そういったものを少しでも加速させるような、後押しできるような政策、そういう

議論をしていく必要があるかなというふうに思います。

○橋本委員長

本当に思うんのですが、日本の研究開発能力は企業も大学も決して低くない、高いです

よ。ただ、何となく元気がないみたいな雰囲気が出ていて、若者が外に行かないというけれ

ども、それも足元不安だから行かないんですね。これははっきりしています。なので、足元

をぜひ元気づけるようなことをしっかりと打ち出していきたいなと思いますので、ぜひ今後

もよろしくお願いしたいと思います。

ということでちょうど時間なのですけれども、よろしいでしょうか。─では、この辺で

議論を終了させていただきます。

以上


