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産業構造審議会産業技術分科会研究開発小委員会（第 29回）

議事録

日時：平成 21年 6月 10日（水）14:00～16:00

場所：経済産業省本館 17階国際会議室

議題

１．中長期的な研究開発政策のあり方の中間取りまとめについて

２．その他

議事内容

開 会

１．中長期的な研究開発政策のあり方の中間とりまとめについて

（土井研究開発課長、福田研究開発課企画官より資料３に基づき説明）

（土井研究開発課長より参考資料に基づき説明）

○久間委員

もっと前にお話しすればよかったんですけども、今回の中間とりまとめ案で１つ抜けて

いるのがあるんですね。国際標準化に関する話です。皆さん御存じのように、1995年にＷ

ＴＯ／ＴＢＴ協定が発効されて以来、国際標準化は非常に重要視されています。まさに産

業界では多くの分野で、標準化を制する者が市場を制するというのがどんどん広がってき

ているんですね。

当初は通信とか情報の世界が多かったですけど、今や、標準化が重要な分野が多岐にわ

たっています。最近のスマートグリッドなんかも、アメリカでの IEEEや欧州の IECなど、

いろんなところで標準化活動は物すごい勢いです。この前の IEEE 主催の標準化会議でも

700人ぐらい参加するというような、大変な状況なんですね。

ですから産業競争力と研究開発、標準化活動は、まさに一体運営すべきであるというこ
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とを明確に、今回の提案では出すべきじゃないかと思います。

○橋本委員長

それは確かにあれですね。基本問題小委員会とか、そちらのほうでは議論が出ていたん

ですけど、よろしいですか。

○土井研究開発課長

はい、検討いたします。

○西島委員

前回欠席しましたので、もしかしたら的外れかもしれません。その点はお許しください。

今回の中間とりまとめ、全体として皆さんの御意見を踏まえて良く書かれていると思い

ますが、こういうものを真剣に全て読んで理解しようという人ばかりではないので質問い

たします

例えば「中長期的」という響きが、どこの時点、どのぐらい先なのかということが不透

明です。この中長期全体をまとめて――例えば第３期科学基本計画の残り２年間と、そし

て次の第 4期５年間で投入した資金が、成果としてどの時点で見え始めるのか。あるいは、

それはまだまだ基盤研究であって、その成果として見えるのはもっと先なのかというよう

な、いわゆる時間軸に対する中間とりまとめとしての提言というのが１枚か２枚に整理さ

れていないと、まず世の中の流れが整理できないんじゃないかなというのが、少し気にな

ります。

業界で例えると、例えばライフサイエンスに関わる製薬企業とそれ以外、たとえば半導

体関連企業を比較すると、一つの新製品がつくられるまでに至る時間軸が、例えば新薬な

ら 10年、15年かかって発売され、そして一度発売できればその後の 10年、15年で資金を

回収しますが、ほかの業界では多分、そんなことをやっていたら、会社が何回も名前の看

板を変えちゃうんじゃないかと思うんです。

今はこの不景気の中で火急に取り込んで、第４期の最初のほうで結果が見えなきゃいけ

ないという重点項目みたいなものが、全部を読む前にわかるような中間とりまとめが望ま

しいでしょう。一番最初に、この中長期計画のあり方の中で、特に最重要事項みたいなも

のが、あえて最重要と書かなくてもわかるような、時間軸に対する成果のあらわれ方とか、
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その成果を踏まえての創造的な展開というものが、どの時点から期待できるかをある程度

は明示する必要があると思いますが、いかがでしょうか。

○橋本委員長

少し御意見をいただいた後、まとめてお答えいただこうと思います。

○淺間委員

大変よくまとめられていると思います。ちょっと細かいところなんですが、中間とりま

とめ案の、例えば 55ページの下の公的研究機関の役割の再構築の４行目に、「その間を埋

めるのは量産技術実証や実規模試験・試作といった実証的試験研究」と書いてあるんです

が、これは多分、ここの間を埋めるのはこれだけではなくて、例えば企業で言えば商品に

持っていくまでに実用化、製品化、商品化というプロセスが存在して、この３つの言葉は、

いずれも私は違う意味だと思っているんですが、安定にその技術が使われる。

それから、ユーザーにとってちゃんと使いやすい技術にするとか、さらにはコストの問

題だとかが、ここの死の谷を埋めるところというのは、多分もっと多くの検討すべき項目

があるのではないかなと思いまして、単なる量産技術実証、実規模試験・試作だけでは言

い尽くされてないような感じがしました。

それから、人材のところで一つ思うのは、いわゆる専門的な人っていうのが、非常に多

様なところで育ってくるというのと同時に、人間の流動化を促進するような環境を整える

ということが、もう一つは重要かなと思うわけです。

これはいわゆる社会環境の変化によって、いろんな人材が時代によって、あるいは技術

の進歩によって変わってくると思うんですが、それに応じて人が割と動きやすいような環

境をつくることが重要です。例えばポスドクが、非常に就職先が今は少なくなっていると

いうのも多分そういう問題、そういう原因によるものだと思いますので、そういった人の

流動化、人の配分を割と柔軟に変化できるような素地を何らかの形で準備するというのが、

これからの変化の激しい時代において重要になるということを――多分 56 ページの秀で

た人的資源の重心移動だとか、この辺になるんだと思うんですが、そこにもう少しエクス

プレシットに書いたほうがいいのではないかなと思いました。

話は変わりますけど、私、シロアリの研究をやっているんですが、シロアリというのは

働きアリと兵隊アリと子供を産むアリというふうにカーストが分化するんですが、みんな
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同じ遺伝子を持っていて、状況に応じてちゃんとその３つのカーストが、同じ比率で出る

ようになっているんですね。そのためには偽ワーカーといって、中途半端なやつが必ず巣

の中にある一定の割合いて、兵隊がなくなるとそいつが脱皮して、そっちに変わるような

仕組みがあるんですね。

要するに、そういう状況に応じて、どっちのほうにもなれるようなフレキシブルな人材

が要るということが、多分これからはすごい重要になってくるんじゃないか。そんなこと

から、具体的な方法論はいろいろあるかもしれませんが、そういう人材の流動化みたいな

のも、少し書かれていたらいいかなと思いました。

○田井委員

我々が意見を言ったことを取り入れていただいて大変ありがたいんですが、先ほど久間

さんが言われたように、ちょっとそういう意味では資料にとらわれた感が我々もありまし

て、言わなかったのかなと思うんですが。

やはり基本のトーンは、「国際化、国際化」という言葉がいっぱい出てくるように、ある

意味欧米に追いつくという意識が、若干まだ残っている感じの文章になっているかなと思

うんです。

これからは欧米だけじゃなくてＢＲＩＣｓ、当然ですけど、非常にエマージングな中国

やなんかと連携していかなきゃいけない。連携するために、やはり標準というのはすごく

必要になると思うんですけれども、このあたりを物すごい勢いでやっていかないと、ゆっ

くり今までのペースでやっていると間に合わないというところが、違うんじゃないかなと

思うんですね。

だから、津波が連続して来ているという感じがするんですが、それに対して、この文章

はこれでいいんですけど、さて日本はどういう役割をアジアの中でやるんでしょうかね。

どういう位置づけになるんでしょうかねというところが、ちょっと見えないのかなと。

例えば、アジアの人たちが日本に来て集結すると。今回は補正ということもありますか

ら、日本の中での産業再生というのはあると思うんですけれども、世界の方が日本に来て、

じゃあ、全部英語で仕事はされているんでしょうか。そういうようなことが、何か具体的

な方策としてないと、グローバル化というのも、なかなか現実問題としては起きないのか

なと思いまして、その辺の記述を若干どこかでつけ加えることによって、日本の存在感が

もっと出るのではないかなと思うのであります。
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これでもまだ不足しているかもしれませんけれども、とりあえず意見を申し上げました。

○谷田部委員

やはり、私もよくまとまっているなと思いました。ただ、例えば 58ページのマネジメン

トを強化するという部分で、いろいろシステムとか出てきますけれども、この間、ちょっ

とある方の講演を聞いたときに、こういった知財とか何かに関するマネジメントが、欧米

では日増しにかなり強化されていると、バージョンアップしていると。

こういったことはすごく大事だと思うんですけども、研究開発そのものについてはいろ

んな情報が行き交って、最先端の情報というのは常に手に入ってくると思うんですが、支

援体制みたいなことが、常に最新の情報があって、その先を読んで支援していかなければ

いけないといったような面があると思うんですが、そういった部分を、どこがどうするの

かみたいなことも含めて、やはり研究開発そのものだけではない、外側の状況をどうやっ

て取り込んでいくのかを、ある程度システム化するような方向づけみたいなことが必要な

んじゃないかなと。

それは具体的に書くかどうかということはまた別だと思いますけども、要するにここに

書かれていることは、あくまでもこの時点での話であるという前提で、もうちょっと雰囲

気があったらいいのかなと思ったりするんですね。

それから、当然だから書かれていないという部分もたくさんあると思うんですけども、

そういった研究開発をするときに、特にライフサイエンスの分野で、一応ここにも触れて

いる部分があるんですが、例えばｉＰＳ細胞みたいなものを見た場合に、ここではベンチ

ャービジネスの支援強化ということで出ていますし、その後に阻害する制度的な隘路の解

消ということも出ていますが、一つは、そういった制度そのものが障害になっているとい

うこともあると思うんですが、今さらですが、省庁連携みたいなことがうまくいっていな

いという部分が、経済産業省の意気込みとしてはこうだけども、ほかの省庁がそれについ

てこないとか、あるいは関心を示さないとか、結構具体的にはあると思うんです。

だからそういったものを、例えば総合科学技術会議でそういった体制を強化していくと

か、今までのあり方を具体的に変える――これは割と全体的に抽象的な表現になっている

と思うんですけど、具体的なポイントをもう少し意識してもいいのかなということを感じ

ました。
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○土井研究開発課長

後ほど福田企画官からも補足をしていただくかもしれませんが。

淺間委員から御指摘のあった流動化の促進のところは、御指摘のあった重心移動のとこ

ろで、サイエンティストがずっと同じ機関にいて目配せするということもありましょうし、

機関を移動してやることによって、新しい知識が開けるところもあると思いますので、そ

の辺の記述で工夫をしてみたいと思います。

それから、田井委員から言われました国際化の話で、英語でという話もございますので、

その辺の英語による教育とか、英語による拠点というのも、必要な場所に盛り込むことも

可能と思っております。

それから、谷田部委員から御指摘のあった支援体制の件で、研究開発の外側のところの

取り込みのシステムでございますが、ファンディングエージェンシーのような研究開発、

マネジメント人材とかそこに書いてございますけれども、それ以外になりますと、恐らく

間接経費の中で、きっちり知財の費用を負担していくという取り組みにもなろうかと思い

ますので、２章を含め、どこか適当なところがあれば書き込みたいと思います。

それから省庁連携の話は、恐らく政府全体の研究開発投資の重点化の①だと思いますの

で、そこに確かに省庁連携というか、関係省庁の重点化を導く仕組みの構築が書いてござ

いますが、その中で連携ということも必要なことなので、盛り込みたいと思います。

西島委員から御指摘のあった点が一番重い宿題でございまして、工程表のようなものを

つくるということになるのかなという気もしておるんですけども、何かございますか。

○福田研究開発企画官

正直言って私も、西島委員のおっしゃられたことが一番重いことで、かつ一番大事なこ

とだと思いました。

その上で実際逆に、この紙の中で書かれているようなことというのは、どのぐらいまで

を見たらいいのかなというところも、実はもしかして読む人によって違うのかなと思った

りもしたんですけれども、そのあたりとかっていかがでございますでしょうか。

○西島委員

なかなかこれは難しい問題ですけど、読み手のほうに任せるというよりは、予算の重点

を考えるように提言する中間とりまとめとして、多少もう少し、全体をわかりやすく、め
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り張りつけるみたいなのも必要なのかなと思います。

とにかく、先ほど言いましたように資料がたくさんあったので、いろんな意見が網羅的

で総花的なのと、やや表現が抽象的かなと思ったので、読む人に任せるといっても、我が

国として国家基幹技術も含めて、どこに重点するというのはあると思うんです。その辺を

少し、めり張りをつけたらどうかなと思ったんです。私もちょっと具体的に浮かばなかっ

たんですけども。

○橋本委員長

この会だったと思いますが、議論の最初のところで、時間軸を見据えた議論が重要だと

いうのはかなり出てきて、その中で中長期的な、要するに 20年後、30 年後、日本がどう

やって食べていくかという話と、それから今の経済危機の中でどうするのかって、ある程

度分けた議論が必要だろうということも出てきている。

私、ほかのところも出ておりますけど、基本問題小委員会が昨日あったわけですが、そ

こなんかでもそういうような議論が出ておりますので、比較的短期的なのと、それから中

長期的なのと分けた書きぶりになっていますよね。そういうのとあわせながら、少し整理

してはいかがでしょうか。ぜひ、取り込みながら、させていただこうと思います。

○荒川委員

人材の件でございますが、前回の御意見、いろいろ反映された形になっていて大変結構

だと思いますが、今回新たに書き加えられたところを見て、また新たに気になったんです

が、57 ページの⑧理工系教育の再建で、そこの章の下から５行目あたりに、「任期付き任

用制度の改善による海外若手研究者の我が国での教育・活用」とありますが、現在任期付

き任用制度についている非常勤の研究者、若手が国内でもたくさんいまして、それがやは

りいろいろ問題になっていると思いますので、「任期付き任用制度の改善」で一つ切って、

そういう項目もあったらいいかなと考えます。

例えば、先ほどの女性研究者について配慮いただきまして、どうもありがとうございま

す。産休・育休を取得しやすい環境が、例えば任期付き任用制度により女性研究者が産休

をとったとき、その産休期間は任期に入るんだろうかとかいろいろ問題がございますので、

そこで「任期付き任用制度の改善」という項目が、１個あってもよろしいかなと思います。

○堤委員
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非常によくまとまっていると思うんですが、１点だけ、そもそも論なんですが。最初に

戦略的重点化の対象として、（ⅰ）低炭素社会・経済の先導から（ⅳ）世界を魅了する財・

サービスの提供まで挙げて、それぞれに対して、それらの重点化の対象として枠組みを構

築していくと。そして、その人材育成、マネジメント等の戦略の構築という流れだと思う

んですが、その後にあります、これらの大目標である４課題のもとに、おのおの幾つかの

具体的目標を掲げというところですね。結局ここに書かれているのは、むしろ戦略という

戦術論というか、具体的に、最終的に我々はどういう国を、どういう世界を目指すのか。

例えば、（ⅰ）の低炭素社会・経済の先導だったら、えいやと言われているように、2050

年までに CO2を半減するような社会とか、（ⅱ）の健康で安全・安心な社会の構築だったら、

がんの撲滅だとか、何かビジョンを掲げて、それを掲げることによってそこに導く。そし

て最終的には日本が勝ち抜いていく、生き残るといったことをやらなくちゃいけないので、

具体的目標というのは一体、どこでどういう形であらわれるのかと。ここは実は重要なん

じゃないかと思います。

○土井研究開発課長

堤委員の御指摘は、前回も安宅委員から御指摘いただいた点だと思うんですね。私ども、

おっしゃるとおり、仕組み、メカニズムにかなりフォーカスした準備をさせていただいて

いて、一番重要な What to do というか、どこに向かうんだみたいな話は、少し検討が薄か

ったところは否めません。

私自身、今の時点では確たる知恵もないもので、今後この小委員会が続きますと、年の

後半に向けて、そういう御検討をさせていただくことにさせていただければと思っており

ます。

○橋本委員長

私もそこの部分について、具体的目標はそんなに簡単に決められることじゃなくて、こ

こをどのように決めていくかということが、今後の日本を決めていく重要なことだと思い

ますので、ぜひこの委員会で、今後の重要な検討課題とさせていただくということで、引

き取らさせていただきたいと思います。ぜひ、それでお願いいたします。

○射場委員
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どなたもナノテク拠点のコメントがないので、私から。前回、ＩＭＥＣの秘訣はギルバ

ート・デクラークだというお話があったんですけど、私、一番思うのは、このナノテク拠

点のギルバート・デクラークはだれですかと。

結構この中間とりまとめ案のほうにも、そういうリーダーが必要だっていう話があった

んですけど、なかなかその人を見つけるのは困難で、研究者とイノベーターがペアでやる

みたいな話もありますよね。イノベーターってどういう人っていうと、それもなかなか難

しい話で、極めて日本的な感覚で言うと、組織でマネジメントするというのが一番現実的

な解なのかなと、まずスタートは。その中から、リーダーシップをとれる人が育ってくる

みたいなのが――そういう人がいるよというならいいんですけど。

その次にこの拠点の要諦は、オープン、クローズのマネジメントをいかにするか。ＩＭ

ＥＣならコアのところを育てながら、各民間のクローズのテーマをハンドリングすると。

そうなると 30ページに、これだけのコア領域が定められているのであれば、これのオープ

ンは何で、クローズは何ということは、このテーマで書けると思うんですよね。それを示

したほうが、より具体的に拠点の向かうべき方向がわかりやすいのではないかと。

じゃあ、拠点の向かうべき方向、拠点のゴールって何ですかというのが３点目ですけど、

ここにある個々のプロジェクトを成功させて、製品としてのイノベーションまで導くこと

が、果たしてゴールなんでしょうか。そうじゃないと思うんですよね。もっと前段のとこ

ろの原理解明とか、現象解明のところをブレークスルーして、民間にバトンパスをすると

いうところをゴールに、そういう拠点を国で立ち上げるんだけど、最終的には独立採算で

やっていけるみたいなところも、一つのゴールかなと。

今までなかなか拠点型のプロジェクトで、その期間が過ぎた後どうなるというので、余

り成功事例がないように思うので、そのあたりも明確に決めて、目標として置かれるとい

いのではないかなと思います。

○新名委員

57ページのあたりの人材の件ですけども、子供の理系離れが書いてあります。これは 10

年あるいは 20年ぐらい前から問題になっているんですが、なかなかうまくいかない。

ここには一例として、「科学技術に携わる者が児童・生徒に」と書いてあるけど、確かに

大変効果があると思います。例えば、山中伸弥さんが小学生に話をしたら、みんな目を輝

かせると思うんですけど、これだけじゃないだろうと思います。
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とすると、今の子供の理系離れがどういう原因で起こっているかという分析が、どこま

でされているかというのがちょっと不安になってきます。多分、今の子供はおもちゃにあ

ふれていますし、自分で物をつくる、工作するという習慣もないし。昔はもちろん昆虫採

集したり、山や川で子供は遊んだんですけど。そういうところは当然、理科の雰囲気が出

てくるんですけど、そういう社会的背景が変わってしまっているのをどうすべきかという

ことを、もう少し考えなきゃいけないんじゃないでしょうか。

ですから、若者が理系離れするから、東南アジアから優秀な留学生を連れてきて日本の

企業に採用する。そうすると、日本の子供はどういう立場で将来生きていくかと思うと、

大変不安になってくるわけです。

中学校で高校に入るときに理系に進むか、文系に進むか決めるようですね。だからそう

いう意味で幼児教育が大事でしょうし、多分昔は皆さん、いろんな伝記を子供のころに読

んだんです、エジソンとか野口英世とか。そういうのを今の子供たちが読んでいるかどう

か不安だし、テレビゲームばっかりしているような気がしてならないので、そういうこと

は国の長期的な方針として、幼児教育全体をどうするかを、ぜひどこかにニュアンスを入

れていただきたいと思います。

○上原委員

いろいろと意見を申し上げさせていただいた部分を反映していただいて、ありがとうご

ざいます。

一つ、前回も申し上げたんですけども、産学連携というのはこれまでずっと促進されて、

ある程度定着してきていると。そういう中からイノベーションが起こる環境ができている

と思うんですけど、前回申し上げた出口のほうですね。ＮＥＤＯでもエネルギーとか、そ

ういうものは全部経済産業省さんの領域の話ですから、研究開発から実証研究、それから

成果の普及までシームレスにやってこれる。

それでうまくいっていると思うんですけれども、出口がほかの省庁さんが絡んでくるよ

うな場合、我々のナショ・プロで研究開発もやりましたと。頑張って実証的なこともやっ

た。でも、最後に技術の利用促進なり、あるいは成果の普及・促進というところでギャッ

プができてしまって、いろんな規制があるがために、開発した成果がうまく、それこそシ

ーレスには普及につながっていかないというケースがあると思うんです。

この報告書に即して申し上げますと、これもまた結構間際までバージョンアップしてお



- 11 - 

られるので、私の持っているのとページ数が違ったりしてややっこしいんですけれども、

第４期科学技術基本計画に向けてという第３章の一番最初のところ、集中と多様性のバラ

ンスの①の国家課題に対応した重点化の枠組みの構築で、前回から加筆をされている３つ

目のパラグラフの一番最後から２行目に、「各々いくつかの具体的目標を掲げ、全省庁の関

係研究開発政策の重点化を導く枠組みが必要である」と書いていただいているんですが、

ここをこういう研究開発政策のベクトル合わせというだけではなくて、さらに関係省庁は

連携をして、例えば「それらの研究開発成果の普及・促進に取り組むことが望まれる」と

か、そんなような言葉を入れていただけないかなと思います。

ナショ・プロに対しては、今のようなことを書いていただいていまして、それはちょっ

と確認をしますと、古いバージョンで 46ページなので新しいほうは……。⑦ナショナル・

プロジェクトの効果的・効率的な執行という項目の最後のパラグラフで、「また、研究開発

にとどまらず、実証試験・普及促進をシームレスに行うことにより」と、ここはこういう

ふうに書いていただいています。

ＮＥＤＯのナショ・プロって、120 本ぐらい今現在動いているんですけども、全部が全

部こういうふうに――普及・促進、成果の利用促進という意味では、やっているといえば

やっているわけですかね。

この表現はこれでいいと思いますけど、ここでこう書いていただいているので、あとは

我々のなかなか手の及ばないようなところの官官連携といいますか、省庁間連携のところ

を第４期に向けての、なるべく頭のほうに書いていただけないかなという希望でございま

す。

○伊藤委員

今回の 52ページからの第４期科学技術基本計画に向けてと、これがかなり大事なアウト

プットだろうと思うんですね。特にその中でも、54ページの研究開発マネジメントの構築

が多分、第４期のイノベーション政策にとって大事な肝だろうと思いますので、ここをも

うちょっと強化してもいいのかなと思いますね。

例えば 53ページの、＜拡散する知識を糾合するインセンティブ付け＞は多分、マネジメ

ントのほうにも書ける話で、53ページに書かれているのは、提案と採択に至るあたりまで

の融合とか連携を誘導する話が書かれておりますけれども、採択後にもさらにそれをブラ

ッシュアップして、もっといいプロジェクトに仕上げていく。
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つまり、一時提案者だけの権利ではなくて、国の予算を使うということからすれば、提

案書だけのイエス、ノーではなくて、その提案書をさらにベースに、だれがやるかという

問題もまた別途あるんですけれども、さらによりよいものへと提案書を合体させたり、ほ

かの提案と組み合わせるとか、そういうプロモーションのマネジメントが何かないと、今

のように提案書が山ほど来て、それをそれぞれ帯に短し何とかだと思うんですが、ましな

やつはこれかなという形でやっていますと、ほかの提案書はすべて無駄になるわけです。

それから、提案書に書かれている連携とかっていうのは、ある意味、ちょっと言葉を選

ばないといけませんが、ある種の見せかけもあるわけですから、そういう意味では実質的

にもっといい連携だって考えられる場合もあると思うんですね。それは提案書の範囲内で

はそれがベストかもわかりませんが。

そういう意味で、提案を受け付けた後のプロジェクトをつくっていくプロモーションプ

ロセスをもっと大事にしないと、多分お金の使い方が相当――ほかの研究者から見れば、

「何であんなところにお金がいくのか」みたいなうわさもたまに聞きますから、その辺の

プロセスが今の日本には欠けているんじゃないかと思いますので、その辺をどこか、マネ

ジメントのあたりでも書けるんではないかと思います。

あと２点ほど申し上げるんですけど、もう一つは、研究が終わった後の問題ですね。特

に拡散する知識というのが、私も大変重要なキーワードだなと思っております。研究が終

わった後に、そのまま「はい、さようなら」という形でプレーヤーがもとの巣に戻ってい

ってしまうと、まさに拡散するわけです。

ついこの間成立した新研究組合法も、まさにそれを懸念してああいうものをつくったと

思っておりますから、研究開発からシームレスに一つの事業体へと移る仕組みを、もっと

もっと活用すべきだと思いますので、その辺ももう少し書けたらインパクトがあるのかな

と思います。

それから３つ目が知財の問題で、ナノテク拠点でも土井課長が知財の話が大事だとおっ

しゃっておりましたけど、研究開発マネジメントのところでも、知財の取り扱いは重要な

マネジメントのコンテンツだと思いますから、もっとその辺を書けるんではないかと思い

ます。その辺を大いに書いて、第４期に向けての提言の中身の具体論を、少し充実させた

らどうかなということです。

それから、先ほど射場委員から、イノベーターって何だという話がありました。これは

全く余談ですけど、この間、私、ある本を読みました。それは、「解体新書」の物語を読ん
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だんですね、「ターヘナル・アナトミア」ですけど。あれは杉田玄白と前野良沢の２人がや

ったということになっておりますけど、あれの子細を見ると、前野良沢はまさにオランダ

語の研究者だったんですね。あれは医学の領域でイノベーションを起こすという意識は全

くなくて、ただひたすらイグザクトリーにトランスレートするという、まさに研究者だと。

実は杉田玄白は全く逆で、イグザクトネスは適当でいいと。だけど、とにかく世の中に

解剖学を早く知らしめようと。それで医学をガラっと変えようという人材だったと描かれ

ています。

そういう意味では、その２人が、最初は志を一つにするんですけど、途中で話が食い違

ってけんかするんです。ただし、結果としてはああいう本が出て、「五臓六腑」の言葉しか

なかった日本の医学界がガラっと近代化するわけですけれども、そういう２人を見ても、

異なる才能の一つのペアというのは、いずれにしても本当に重要なイノベーションの一つ

のツールであって、そういう例はほかにもたくさんあると思いますので、第４期のイノベ

ーション政策の中では、そういうペアリングももっともっと本当に大事にすべきだなと思

います。

○土井研究開発課長

射場委員から御指摘のあった点は、いずれも拠点構築の本質的な点でございまして、参

考資料の 30ページにある５つのコア領域って、それぞれにおいて今、中身のつくり込みを

しておりまして、ＳｉＣパワーデバイスの世界であれば、川上からデバイス作成、モジュ

ールシステムで川下に向かっていくという流れの中で、恐らくは一番川上のＳｉＣ基盤の

ところが、ある意味共通領域としてあるわけでございます。

今、きっちりレイヤーを分けて、プレーヤーも違いますので、我々にとっては一つの大

きな演習問題でございまして、川上、川下、いろんなレイヤー、プレーヤーを一堂に会し

て、大きなロードマッピングの中でプロジェクトフォーメーションをやり、官民分担なり、

共通と占有の線引きなりをやっていきたいと思っています。

そのほか、ＭＥＭＳ、カーボンナノチューブ、ナノ材料安全評価等々、それぞれ共通の

ところと拡散していくところも設定しておりますので、中身がそれぞれ異なりましたらお

示しさせていただきたいと思います。

それから、和製デクラークは募集中――募集中というかあれでございまして、こういう

場を通じて育っていったらいいんじゃないかなと思っております。
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それから、上原委員及び先ほども御指摘がありました連携の話でございますが、恐縮で

ございますが、分厚い資料の 135ページをおあけいただきたいんですけども、本文中に「イ

ノベーション加速効果を有するプロジェクト事前評価基準の明確化」がございますが、昨

年私どもがトライしましたのが、135 ページにありますようなメリット評価の手法でござ

いまして、それぞれどういうメリットが各プロジェクトにあるのかということを類型化し

たものでございます。

御指摘の省庁連携というところは、まさに⑤とか⑥ですね。規制改革統合メリットと書

いていますが、これは文科、経産、厚労省一緒に、大臣レベルで一番上の会議があります。

137 ページにそのチャートが載っておりますが、大学病院のところ、それから国立病院の

ところ、拠点病院と、製薬会社の支援を３省庁が共同してやっていくというプロジェクト

をつくっています。こういうプロジェクトについては評価上、メリット点を与えるという

ことでございます。

次のページは、文科省と一緒にやっている元素戦略との連携でございますとか、ナノテ

ク拠点にございますけど、ナノエレクトロニクスのところで、ＪＳＴと私どもで完全にク

ロスになって、ジョイントファンディングしているという例もございまして、こういうプ

ロジェクトを省庁連携でやるところについては、きっちりメリット点を加えた評価をやっ

ていくということを、システムにビルトインしていければと思っております。本文中に、

先ほど御指摘もありましたように、政府研究開発投資の重点化の後半の部分に、何かその

手の役所の壁を超えた連携を盛り込んで書きたいと思います。

それから伊藤委員から御指摘のあった、採択後のブラッシュアップでございますけども、

恐らく今、ＮＥＤＯでの中間レビュー段階での非常に柔軟な見直しで、加速とか減速とか

やっていらっしゃると思うので、そういうのを着実にやっていくということだと思います。

それはある意味で、独法化した部分のメリットだとも思いますので、そういうところをき

っちりやっていくことで、リアルオプション理論を出すつもりもないですけども、期待価

値が高まるというのは理論的にも明らかでございますので、そういうところをきっちり取

り込んでいくのかなと思っております。

○橋本委員長

連携のことを結構言っているんですね。だから、Ａ案というＢ案という提案があったら、

これをだれかがうまくくっつけてつくると新しいものができるんじゃないか。そういうの
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が、確かに今の提案システムはないので、そういうのを取り入れていけないかということ

ですよね。

○土井研究開発課長

ＮＥＤＯの例ばかりで恐縮でございますけど、当省の原課が想定していたメンバーなの

で、採択してもＮＥＤＯのほうで、より広い、日本全体で見れば、いいプレーヤーがいれ

ば、ちょっと摩擦も生じますが、くっつけるという取り組みなどはしております。その辺

も重要な点でございますし、マネジメントの立案から中間評価に至るところの柔軟性じゃ

ないかと思っております。

○福田研究開発企画官

さかのぼって恐縮でございますが、荒川委員から御指摘ございました任期付き任用の件

がこぼれておりまして、大変失礼いたしました。

１章、２章、３章含めて、どういうふうに書くかということをちょっと考えてみたいと

思います。ありがとうございました。

○安宅委員

堤委員が御指摘のビジョンの話、それから既に土井課長が一部お答えになって、それが

重要な問題で、これから検討しますと言ったところでの話ですが、第３章を見ますと、ど

なたかが指摘されたように課題自身、それからそれを解決する方法論については、非常に

整合的によくまとまっていると思います。

例えば、52ページの①国家課題というところでは、第２段落目には根源的課題であると

か、第３段落目には戦略的重点化の対象であるとか、それから 54ページの第２段落目には、

国家解決に向けたというような課題であるとか、次からちょっと違うんですが、55ページ

の第２段落目に、日本の個性って一体何なんだろうかとか、それから 56ページの第２段落

目の社会的価値・経済的価値の創出というのはどういうことを目指すのかとか、第３段落

目の付加価値獲得という意味の付加価値というのは、どういうものをイメージするのかと

いうところが、少しこの辺のイメージがわきにくいと思います。

要するに、課題は整理されているけど何のための課題か。課題というのは、現状とゴー

ルを目指したときのギャップを、どうやって埋めればいいかという話で出てくるものであ
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ると思いますので、先ほど堤委員がおっしゃったように、ビジョンとか、目指すべきゴー

ルという、大きな意味での日本の個性を発揮するという意味の重点化とか、そこを目指す

よというようなビジョンが必要だろうなと思います。

そういう意味で見ますと、この報告書の構成で一部若干違和感があるのが、１章、２章、

３章と分かれていて、前文が５行だけあるのが３章だけなんですね。実は、３章の５行目

の「第１章で分析した」から始まって「期待される。」までの５行は、１章、２章と３章の

かかわりということを書くのではなくて、ここでは逆に、経産省さんがもっと言いたいこ

とを、こういう目指すべき社会とか、こういう産業を目指すんだとか、そこをどーんと言

ったほうがいいんじゃないかと。

１章、２章ではこういうような前文がないんだけど、３章で恐らくこれを書いたのは、

きっと言いたかったんだろうなと思いますので、ここの書き方をもう少し工夫されると、

何かもうちょっとわかりやすいというか、ここでは経産省として何が言いたいのかという

ことになるんじゃないかと、僣越ながら考えました。

○川上委員

私も前回出席していないので、少し的外れなこともあるかもしれないのですが。全体と

しては非常によく書かれていて、感服いたしました。

今、安宅さんがちょうどおっしゃいましたが、何がオリジナリティーか、ユニークネス

がなにかがあったほうが、皆さんが納得して、「ぜひ、この取り組みを応援しなきゃ」と思

うのではないかと思ったことが１点目でした。

少し細かいことで気になったのが、55ページの⑥公的機関の役割の再構築ですが、大学

におる者として、産学連携は非常に重要なことだと認識しています。ただ、大学の研究成

果を実際に、あるいは産学連携の中でプロジェクトをマネジメントしていったり、このシ

ーズはどういうふうに開発すべきかということが、57ページから 58ページの⑨マネジメ

ント人材市場の創出に書かれていることが、そこを充当するのだと思います。

ただ、現場にいて一番思うことは、そういった人材ももちろん重要ですが、もっと重要

なことは、例えば、半導体の知的財産の提出は日本のほうがよほど多いのに、何でアメリ

カのインテルに持っていかれているか、あるいは医療の分野でも、日本のほうが医療技術

は高い場合もあるのに、何で産業化は海外のほうが早いのかというような本質的な問題だ

と思うのです。
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すなわち全体のストーリーというもの、どこがゴールであって、どういった事業価値を

創出し、現在みんなが見えていない市場可能性の数字を持ってこれるのかを提案する人間

が大学には明らかにいませんし、我々は企業の方にそれを期待しますが、企業の方もでき

ないということをいつも感じています。

ですから、プロマネやプログラムオフィサーというのは非常に重要だとは思うのですが、

実務レベルでの人たちにとどまらないような、もう少し大きな意味での人材というものの

重要性をどういうふうに書くかですが、57ページの⑨に分けて書くほうがいいのではない

かと思いました。

例えば、53ページから 54ページにかけてのバランシングの４項目にある、「健康で安全・

安心な社会の構築の再生医療」という文言が出てくるのですが、再生医療というのは世界

では全くビジネスとして成立していません。御存じのように、アメリカのオルガノジェネ

シスという会社がつくっている製品が人工皮膚ですが、この会社の 55億円が最高の売上高

です。ということで、大上段に経済産業省として再生医療と書いたら、それがどういう道

筋になるのかというようなアクションまでしないと、もしアメリカの人が英語版を見たと

きに、「何かこんなこと書いているけど、これビジネスになってないよね」と思われてしま

うかもしれないということを、少し感じた次第であります。

○宍戸委員

私も、57ページの研究開発マネジメント人材市場の創出というところですけども、これ

は人材を創出するとか、育成するというところでは書かれているんですが、それをいかに

活用していくかという仕組みのところが、記述としては少し薄いような気がするんですよ

ね。

一番いいのは、そういう人材、そういう仕事に対してお金がちゃんと回っていくという

仕組みをつくらないと、多分、こういう人材マーケットは育たないんじゃないかなと思う

んですね。

いつか私、申し上げたと思うんですけども、例えば政府の公的な資金の申請も、こうい

った部分をカバーできるような、単に研究開発するだけじゃなくて、それをマネージして、

知財も生み出して、それを活用するような部分も、例えば 20％ぐらい公的資金の助成の対

象にするとか、実際アメリカではそういうふうになっていると聞いておりますので、そう

いったこともぜひ示唆するような仕組みが必要であるということも、ぜひ入れていただき
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たいなと思います。

それから、日本ではなかなかベンチャービジネスが育たないという話を、以前させてい

ただいたんですが、この書類を見ますと、ライフサイエンスのところにベンチャービジネ

スの必要性がちらっと書かれているだけで、それ以外ではほとんど書かれていないような

気がするんですけれども、最近、産業革新機構でしたっけ、日本でのベンチャーが育たな

い部分を補完するような、9000 億円に近いようなお金を 15年間、経済産業省としてコミ

ットするわけなので、その辺をきちんと、やっぱり必要だということで、不足している部

分をカバーするという形で触れられたほうがいいのではないかなと。

産業革新機構の一つの構想の中にも、企業あるいは大学研究機関からいろんな人たちが

集まってオーガナイザー的な動きをして、いろんな知財ビジネスなり、ベンチャーの再編

なり、産業の再編なりをやっていくということを説明されておりましたけども、そういう

ものがありますと、一番最初の話に戻りますが、研究開発マネジメントの人材がその場で

訓練されて、より質を高めるということも可能になって、そういうサイクルができると思

いますので、ぜひともその辺も触れられたらいいのではないかと思いました。

○須藤委員

今日は余り触れられてなかったような気もするんですけども、世界的研究拠点をつくば

につくるというお話でございまして、これは久々にわくわくするような税金の使い道だな

という感じがいたします。

日本において、企業の国際協業という成功例は非常に多く聞きますけれども、共同研究

の成功例を余り耳にすることがございません。企業単位ですとか、アカデミック分野では

非常にグローバリズムは進んでおりまして、我々も日々体現しているところでございます

けれども、なぜか共同研究というものは、さほど国内では――これまで盛り上がっていた

んですが、継続してないような気がいたしております。

さまざまな施策やプロジェクトで、国のほうでも国際研究、共同研究を推進しようとし

てきたのは存じておりますけども、根づかなかったというのが実情じゃないかなという印

象でございます。

ここでイノベーション創造のためには、国際共同研究が重要だと位置づけるのであれば、

なぜこれまで日本にそれが根づかなかったのかということを、きちんと原因を分析しまし

て、こういう問題を繰り返さないように、具体的な計画を一日も早く立てていただきたい
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と思う次第です。

世界の科学技術分野で日本の地位、もちろん決して低いと思っているわけではございま

せんけれども、それを高める、または現状を維持するということを考えますと、そういっ

た意味でもこの事業というものは、始めてしまったら絶対失敗は許されない事業ではない

かと思います。今後も注目していきたいと思いますし、なるべく早く具体的な計画をお示

しいただければと思います。

○前田委員

皆さんの意見が反映されていて、とてもきれいにまとまっているんではないかなと思い

ます。ありがとうございます。

書きぶりに特に不満はないんですけれど、ちょっと読んでいたときの印象ですが、女性

をもっと活用できるような、もう少し前面に出るようにならないのかなと思いました。例

えば 30ページ、３章じゃないんですけれど、女性の研究者がだんだん増えていって、大学

は 22.1％になって、だんだん増えてきていますよと書いてあるんですが、実は、女性の高

い職位の人ってほとんどいないんですね。パーセンテージだけで言えば増えていっている

のかもしれないんですけれど、長居したくなるような高い職位に全然女性がつけない。

あと、プロデュース人材は私、すごく女性がいいと思っているんですね。アメリカとか

ほかの欧米、シンガポールなんかも、ＴＬＯのトップって女性がすごく多いんですよ。女

性って口が達者ですから、技術がわかれば、男の人がやるよりも上手につなげるんですよ。

そういうのを考えると、人間の半分が女性なんですから、もっと女性を上手に使うべきじ

ゃないかなと日々思っています。

何となく女性も活用しましょうねというのが、ちらちらちゃんと入ってはいるんですけ

れど、もっともっとちゃんと使えるんじゃないかなって。プロデュース人材なんて、女性

が打ってつけじゃないかなって思っていて、書きぶりに文句は全然ないんですけど、全体

のトーンを読んでいて、女性がもっと活躍できるように、背中を押せるようになっている

と、本当はいいのにななんて印象です。申しわけありません。

○土井研究開発課長

ベンチャーについて、研究開発政策ではないとは言えないのでございますけど、基本問

題小委員会のほうで扱っている関係で、アイテムに入れてなかったので、議論が深まって
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いないところは御容赦いただければと思います。

それから類似の御指摘で川上委員からもございました、インテルだとか再生医療だとか、

そういうのをビジネスにつなげていく人間というのは、私どもも、どうすればそういう人

間が育つのかというのは、非常に暗中模索状態でございます。

ただ、文章中にビジネスクリエーターでございますとか、イネーブラーとか――イネー

ブラーみたいな米国の企業の話なんかを聞いていると、そういうのを仕掛けているような

感じもございまして、言葉だけ 57ページの２～３行目に書いています。先ほど、そこに資

金をそれなりに投入するというヒントもありましたので、何か具体的に書ければ工夫した

いと思います。

○福田研究開発企画官

前田委員からちょうだいいたしました、女性の活用をもっと前面にというところで、私、

実は今御指摘のあった部分を書きながら少し考えておりましたのは、どこまで今、書ける

俎上にあるのかなというのを、やや不安に思いながら書いていたところがありましたので、

今日の発言で大変勇気づけられました。

もう少し書き足すことを考えてみたいと思います。

○前田委員

コミュニケーション能力がたけているとか。

○福田研究開発企画官

ありがとうございます。

○橋本委員長

私、これをまとめるに当たって大分意見も述べさせていただいているので、特にあれな

んですけども、先ほど堤委員、安宅委員からありました、具体的目標の「具体的」という

中ですが、これは第４期に向けての紙ですが、その中身まで具体的にやるのはよそうと。

というのは、そのときにどれが重要で、どれが重要じゃないということをやり出すと、こ

の委員会だけでやるのが適当かどうかということがあったので、そこまでは踏み込まない。

しかしもちろん、この大きな４課題の中に、具体的な目標は当然重要なことだと思いま
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すので、今、中間とりまとめなわけですが、それが終わった後にぜひ、この委員会で議論

したいと思いますので、そこでまたいろいろできればと思います。

という意味において、これの使い方を、前に一度御説明いただいているんですが、この

中間とりまとめがどのように出ていくのかということを、一度御理解いただいたほうがよ

ろしいかなと思います。今ちょっと土井課長にお願いしましたので、これの使い方、それ

から第４期の基本計画に向けた行き方を御説明いただこうと思います。お願いします。

○土井研究開発課長

産業技術分科会のもとで研究開発小委員会のほかに、産学連携推進小委員会と基本問題

小委員会と、合計３つ動いております。７月になりますと各委員会の報告書が、私どもの

ような形でまとまってきて、それを産業技術分科会として合作版をつくりまして、それが

産業技術分科会の提言になるという段取りになっております。

ただ、タイミング的には５年前を振り返りますと、同じくこの中間段階でまとめたので

ございますけれども、結局は年末でございますとか来年の年明けに、総合科学技術会議が

聴取する場が設けられたりしますので、恐らくことし年末ぐらいに総理大臣からの諮問が

出て、検討が来年以降始まるんじゃないかと思います。

そういう意味で、まさに中間的なものをあと半年かけて、どうブラッシュアップしてい

くかという時間もまだございます。先ほどのどういうビジョンのもとで、どういう目標を

持ってやるかという点については、基本問題小委員会のほうも、僕らと同じで例示的に提

示しているわけでございまして、それを産業技術に関してこういう体系で、こういう目標

を目指すべきだというのは、ことし後半のほうの課題かなと思います。

先ほど橋本委員長言われたように、研究開発小委員会としてどういう枝ぶりで提言する

かというのは、今後もんでいただければと思います。

○橋本委員長 ということでありまして、この使い方等々についての御質問とかありまし

たらまたいただければと思うんですが、もう一方、委員の皆様方がこれと絡んで最近の話

題として――絡んでないんですけども、似たようなこととして話題として出ているのは、

例の 2700億円の話が、これとは全く別途に動いているわけですね。あれが３年ないし５年

のということになっているわけです。

第４期というのは再来年からか。そうすると、今やっている４年から５年って終わるこ

とが、第４期の終わりの第５期に向けての議論というのが、ちょうど同じような時期にな
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ることもあって、そういう意味では、私自身は個人的には第４期の話と今の 2700億円の話

は、必ずしも関係しないとは思えないんですね。

ただ、今の議論としては全く別個に動いていますから、多分秋以降ですか、今の新聞報

道なんかを見ますと、2700億の話は夏ぐらいまでに決まるんでしょうから、そういうのを

含めた上での中身のといいますか目標の議論なんかも、こういう委員会でしていくのが適

当かなと、私自身はいろんな報道とかを見て思っている次第であります。

というようなことで、まだもうちょっと時間がありますので、さらにこれについての御

意見、御質問がありましたらということと、それから今、土井課長から御説明がありまし

たように、これの使い方等々についても御質問、あるいは御意見等がありましたらお寄せ

いただければと思いますが、いかがでしょうか。

○久間委員

２点あります。１つはつくばナノテク拠点です。本件には私もちょっと絡んでいるので、

この場で話すのがいいのかどうかわかりませんが、今回のナノテク拠点は非常に重要な拠

点だと思うんです。ナノテク拠点を構成するテーマの１つであるパワーエレクトロニクス

は、現在、日本が非常に強い産業分野です。一方、ナノエレクトロニクスの中の最も重要

なシリコン CMOSデバイスは、本当に弱り切っている分野です。２つ対照的なテーマがある

んですね。

このような状況で、それぞれを成功させるには、同じシナリオじゃだめなんですね。CMOS

デバイスを主要ビジネスとする半導体メーカーは大赤字を出して弱り切っている。その時

に、国が器をつくって「さあ、やれ」と言いましても、何をやっていいかわからない。要

するにそれどころじゃなくて、今日、明日のビジネスが重要なんだといった状況にあるん

です。 一方、パワーエレクトロニクスは、資金を出して、国内企業間の協調と競合をう

まくコントロールすれば、ますます強くなる分野ですね。ですから、プロジェクトフォー

メーションは、それぞれの産業分野の国際競争力に応じて国としてどういうストーリーづ

くりをしていくかを考えねばならないのです。

先ほどから日本は、共同研究をしても、なかなかいい結果が出てこないという意見が多

かったですね。欧米のコンソーシアムをよくよく見ますと、例えばアルバニーなんかはＩ

ＢＭというリーディングカンパニーがいます。リーダーとかリーディングカンパニーが非

常に重要だと思うんですね。アルバニーの場合、ＩＢＭが全体構想をつくって、そこに各
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社から研究者が集まってきますね。そのコンソーシアムで一番得するのはＩＢＭなんです

よ。だけども、残り何割か何％は皆さんももらえますという仕組みです。多少お金を払っ

てもその仲間に入って、少し御利益をいただこうというパターンなんですね。

最近の日本のやり方でまずかったのは、国が金を出すから、みんなも少しお金を持って

寄っておいでというパターンです。同じドングリの背比べの仲間が集まっても、なかなか

うまくいかないんですよね。1970年、1980年代の我が国が欧米をキャッチアップする時代

は良かったのですが。枠組みだけでなく、オペレーションの仕組みづくりが非常に大切で

す。

２つ目は、先ほど淺間委員がおっしゃってくれた問題です。前回、私も指摘したのです

が、55ページの公的研究機関の役割の再構築のところですが、これは非常に偏った意見だ

と思うんですね。

イノベーションを起こすための死の谷の本質的な問題は、新しい発明とか発見をベース

に製品化しようとすると、製品化に必要な性能とコストと信頼性というのが３つの要素が

充たされていないことです。性能の中でも、例えば動作スピードとか消費エネルギーとか

サイズとか、いろんなパラメータがある。

ある新しい発見とか発明というのは、その一つの要素とかパラメータだけがずば抜けて

優れているいいというのが多いんですね。例えば、従来の製品よりも 10倍も 100倍も早く

動きます。だけどもサイズがこんなに大きいとか、５秒使ったらそのデバイスは死んじゃ

いますといった問題を抱えているわけです。そういった問題を解決するためにいろいろな

技術課題があって、そこに死の谷があるわけです。それを解決するのは、55ページに書か

れている量産設備をどうするとか、そういう問題じゃないんですね。

ですから、公的機関の役割というのは、そういう死の谷を克服するための共同の実験設

備をつくるのが重要です。量産設備というのはあくまでもワン・オブ・ゼムです。この文

章ですと、死の谷の克服イコール公的機関に量産設備を整えることというふうに直結して

いるので、これは非常に大きな誤解を招きますので、ぜひとも修正していただきたい。

○淺間委員

多分、マネジメントのところにかかわるんだと思うんですけども、既に射場委員、伊藤

委員も指摘されているんですが、プロジェクトとか拠点が終了したときにどうするかとい

うのは、一つ大きな問題があるように思っています。
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これについて、今ここで余り書かれてないんですけれども、例えば今、私はＮＥＤＯの

とあるプロジェクトのサブプロジェクトリーダーをさせていただいていて、これはステー

ジゲート方式というのをとって、幾つかのコンソーシアムが同じ目標に向かって努力をし

て、あるときに評価をして１個だけが選択される。

これは非常にうまく機能したと思っていて、競争によって非常にいい成果が出てきたん

ですが、一方で採択されるのが１課題だけで、残りのやつは落ちてしまうんですね。そう

すると、残りの落ちた中にも結構いいのが要素技術的にはあったりするのに、国の支援が

後半は受けられないということになる。

そういう意味では、単なるディスカレッジングだけではなくて、企業の場合にそういう

投資が受けられないと、企業の中でそういう技術を維持していくのが難しいケースもある

んじゃないかと思って、それが非常に危惧される。

そのプロジェクトが終わったときにいい技術ができても、必ずしもそれが常にビジネス

につながるとは限らなくて、技術をどういうふうに維持するかとか、それを国として継承

して保持し続けるのかというのは、かなり大きな問題ではないかと思うんですね。

それと同時にプロジェクト終了後、そのプロジェクトで活躍した人材を、どういうふう

に有効活用するのかという話も多分あるだろうし、それから先ほど知識の拡散という話も

ありました。

とある伺った話によれば、ある企業で開発されたプラズマディスプレーの技術が、その

企業がなかなかビジネスにつながらないと思って終了した途端、韓国の別の電機メーカー

が、非常に高額な給料でそこの技術者を３年間雇ってしまって、その技術は韓国にとられ、

３年後にはその人たちは解雇されたという悲惨な話を聞いていて、非常に残念に思ってい

ます。私は、そのプラズマディスプレーにどれだけ国のお金が流れたのか知りませんが、

もしも流れていれば、これはやはり放っておけない問題なのではないかなと思うわけです。

いずれにせよ、うまくビジネスにつながらなくても、日本の税金を使って、いい技術が

構築されているのであれば、それを何とか国がうまくフォローアップするような仕組みが

あったほうがいいのではないかと考えた次第でございます。

○川上委員

参考資料の 30ページのつくばナノテク拠点の話ですけれども、私は筑波大学の医学部を

卒業していまして、今から 20年ちょっと前の高校生のころに、ちょうどこんなようなこと
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をどこかで見ました。つまり、つくばにこういうものを誘致するのだということを見て、

高校時代に僕はすごいなと思ったものです。

つくばにいたころに実感したことですが、いろいろな優秀な研究者がいる、優秀なイン

フラがある、すばらしいお金を投下された組織があるのに、何でうまくいかなかったのか

ということをよく聞かされたものです。

経産省の方々のほうではよく調査されていると思うんですが、一番実感するのが、あそ

この広い土地で、それぞれの連携が非常に希薄になりがちなのですね。定期的に、２週間

に１回でもいいですから、コンソーシアムの中でプロジェクトを進めるための委員会みた

いなのを、非常に強い強制力をもって参加させてやるぐらいにしないと、だんだん希薄に

なりがちなような感じがしているので、ぜひ連携をしつつ、つくばを活性していただけれ

ばいいのだろうなと思いました。

○土井研究開発課長

久間委員に御指摘いただいた、公的研究施設のところの表現ぶりを少し是正したいと思

います。

それから淺間委員御指摘の、特許化されたんだけど、それが死蔵してしまうみたいなと

ころ、技術ができたんだけど事業化せずにどうするんだみたいな話については、恐らく国

のプロジェクトであっても、民間企業の研究開発成果なども似たような問題があると思い

ます。

国のほうはバイドール法の改正をして、国外に移転するような場合には、それをウオッ

チするようなシステムは導入しておりますので、今後その辺をどう運用するかということ

になろうかと思います。

それから、川上委員がおっしゃったことはおっしゃるとおりでございまして、まず、物

材機構と産総研はほとんどと言っていいほど歴史的な連携をしてきてないので、この６月

から、駅前からバスが出ているんですけれども、バスの共同運行をスタートしております。

それから、この構想をやるのに１月以来、私のほうでウィークエンド・ワークショップ

というのをつくばに行ってやっておりまして、50人が 70 人になって、先週末にやったら

115 人も来ていただきました。金曜の夜から泊まりがけでやっておりますので、私が研究

開発課長として目が黒い間は、しつこく、しつこく、つくばに行ってやりたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。
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○伊藤委員

先ほど、マネジメントのことを３つぐらい申し上げたんですが、ちょっと言い忘れたの

が、資料３の 50ページに、「研究開発プロジェクトにおける研究開発と人材育成の一体化」

という項目があって、これが非常にいい項目だなと思っておりましたが、これは提言の第

３章には書かれてないような気がするんですよね。

ですので、これも研究マネジメントの中で、先ほどからイノベーターとかプログラムオ

フィサーとかプログラムディレクターとかマネジャーとか、いろんな人材がこれから必要

だというチャプターがありましたけども、それとの関連でも、やはりナショ・プロを通じ

た人材育成はとても大事だと思うんですよね。

80年代、当時の通産省は、次世代産業基盤技術研究開発制度とか大プロとかつくりまし

て、産学官が一つのテーブルを囲んでプロジェクトをやるということがありましたが、今、

企業のかなりハイレベルのポジションに座っておられる方の中には、何人もそういうプロ

ジェクトを通じてネットワークが広がり、また国全体の研究開発がどうあるべきかという

高い知見もその場で獲得しつつ、企業のビジネスの中でも成長したという方を何人も知っ

ております。

先ほどから、人材の育成をどうすればいいんだということでありますけれども、まずは

こういう国費を使ったナショ・プロ等の中で、先ほど川上委員だったかもおっしゃってお

られましたが、そういうのを何割か人件費としてしっかり計上した上で、人材として一体

的に育てていくというのは、ぜひやったらいいんではないかなというのが一つ、先ほど言

い忘れたので今、コメントをさせていただきます。

２．そ の 他

（土井研究開発課長より、今後の進め方等について連絡。）

閉 会

問い合わせ先

経済産業省産業技術環境局研究開発課
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電話：03-3501-9221

FAX：03-3501-7924


