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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30回）

議事録

日 時：平成23年5月30日（月）10:00～12:00

場 所：経済産業省本館17階第1特別会議室

議題

１．我が国の研究開発に係る検討課題について

２．その他

議事内容

委員互選により委員長を選出。その後、福島課長より資料４、５、６に基づき説明。

○橋本委員長

では、これから自由討議に入らせていただきます。70分ぐらいあります。今回は第１回

目ということもありますし、多くの委員の方がかわられて新しい方ということですので、

ぜひ皆様からご意見をいただきたいと思います。ただ、きょうは14名の委員のご出席をい

ただいておりますので、70分を14で割ると１人５分ということになりまして、１回ではな

く、２回ぐらい議論していただいたほうがよいということもあると思いますので、その辺

をご勘案の上、比較的コンパクトにご意見をいろいろといただければありがたいなと思い

ます。

○堤委員

それでは、最初に簡単に。この検討課題の(1)と(2)は大体同じことをいっていると思い

ますが、まさしくこのようなことが必要だと思います。

問題はその中身で、どういう仕組みをつくるかを物すごく議論する必要がありまして、

特にどのようなイノベーションが重要なのか、これをやるのは非常に難しいと思うのです。

新成長戦略実現会議とか総合科学技術会議とかという枠組みでいろいろ検討をやられてい

るわけですが、長期的な視点に立って、あるいは俯瞰的にみて、何が重要で、どういった

イノベーションそのものをやらなければいけないのかという、この辺をどうやって組織的

に、かつ効率的にやるか。この辺の議論を徹底的にやる必要があるのではないかなと思い

ます。

それから、(3)で、「橋渡し研究」を公的研究機関にミッションとして明確化する、ある

いは産学連携の促進のようなところですが、特に何が「橋渡し研究」か、あるいは何が基

礎研究かというのを明確にやるのは、ある意味では非常に危険な点があると思います。特

に公的研究機関に「橋渡し研究」だけをやりなさいというのは──研究者というのは基本

的にはそれが好きでいろいろやっているうちにいろいろなものをみつけていくとか、そう

いった要素が非常にあるわけですね。かつ、そういうことでいい研究をやるわけです。も

ちろんその「橋渡し研究」の重要性というのは非常にあるわけですが、むしろ公的研究機

関での基礎研究、その中でも「橋渡し研究」という、相互にいろいろもっているというこ

とが重要なのではないかと思います。

○池浦委員

企業の立場に立った発言しかできませんが、震災後、日本のエネルギーをつくるという

切り口と、それを消費するというか、使用するというか、省エネルギーというか、その２

つの観点で考えると、我々はこれからエネルギーのユーティリティの価格がどうなるのか

というのが全くみえない。原発の比率、また、火力発電の比率等を含めて。とすると、仮

に原発がだんだん減っていくのであれば、ＣＯ２がふえる方向になるわけです。そうする

と、長期的なテーマとしては、ＣＯ２ の資源化というものを絶対にやらなければいけない。

一方、エネルギーを使うという観点からいくと、今いろいろ広がっていますが、ＬＥＤ
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を含めて、リチウム電池を含めて、そういう切り口で物を考えなければいけない。これか

らのエネルギーがどうなるかという機軸がボンとあって、それに対してエネルギーをつく

るためにこんなイノベーションをやりましょうね、また、エネルギーを消費するところで

こんなイノベーションをやりましょうねとか、そんなことも議論していかないと、とんで

もなくすごく広い検討対象になるような気がしてならないのですけれども。

○相澤委員

大変たくさんの資料をうまく整理して説明いただきましたが、私は一言で申し上げると、

大震災によるフェーズシフトをどういう方向に進めるべきかという視点が抜けているので

はないかと思います。研究費、研究推進体制等についても、今までの延長線で各国との比

較をし、そして、我が国の状況を捉えている。これでは国家的危機を迎えたときの施策策

定には、いささか危機感が欠けているのではないかなと申し上げたい。

今、エネルギーの問題も出ましたが、我々は今、フェーズシフトをしなければいけない

状況だと思うのです。そこのところが何なのかということは、この委員会でぜひ議論され

るべきではないかなと思います。

それから、いろいろなところでデータが出たり、震災関連情報も出てきていますが、こ

このとらえ方も非常に消極的な危機感をただあおるだけで、これは特に外国に対して大変

まずい情報発信ではなかろうかと思います。

例えば、サプライチェーンが大変なダメージを受けたと。ダメージを受けたことをいう

ことが重要なのではなくて、日本の企業のたくましさをアピールすべき。社会インフラに

おいてもサプライチェーンの寸断された状態もどんどん回復しているんです。ここにこそ

日本企業のすばらしさがあるということだと思うのです。そういうことをむしろ発信して

いく。もっとすばらしいことは、サプライチェーンが今までのようなものであっていいの

かということを企業はもう考えていて、新しいストラテジーに変わっている。そういうこ

とをこういうところにも十分反映させるべきではなかろうかと思います。

○小川委員

さきほど事務局から今回の検討課題とその背景を詳しくご説明頂きましたが、その内容

は私どもが断片的に耳にしたり目にしたりするものを大変体系的に整理していただいてい

たと思います。これで日本の研究開発システムが抱える課題の全体像をよく理解できまし

た。ありがとうございます。ただ、ここにこれらの検討課題のより深い背後にある問題を

浮かびあがらせ、もう少し別の視点も必要ではないか、ということを申し上げたい。

最初に指摘したいのは、この15年間で、日本に限らず世界の産業構造が大きく変わって

いるという視点です。相澤委員が今までの延長ではだめじゃないか、と仰る背景もここに

あるのではないでしょうか。例えば、1996年の第１期科学技術基本政策から現在まで、科

学技術関連に国は60兆円の税金を使いました。民間企業の投資を入れると総額200兆円の

巨額になりますが、その大部分は製造業で使われています。しかし、製造業はマイナス成

長です。さらに製造業の雇用がこの15年で300万人も減りました。この背景には他にも多

くの要因がありますので一概に今日の議論と関連付けられないのですが、200兆円の研究

開発投資をしても、成長や雇用に結びついていないのは、グローバル市場の産業構造がこ

の15年間に相当大きく変化したからです。

その第一のキーワードがオープンな国際分業型の産業構造が急速に進展している事実で

あり、そして技術の伝播スピードが考えられないほど速くなった、という事実です。２０

年前までの伝播スピードを１としますと、1990年代の後半にはまずエレクトロニクス産業

でこれが10から50倍になりました。私も企業のコンピュータ関連企業の研究所に15年、事

業部門に10年もいて現在は大学に身を置いておりますが、３つ個所を経験してわかること

は、この10年で間違いなく伝播スピードが非常に速くなっているという事実です。技術の

伝播スピードが考えられないほど早くなれば競争ルールが一変します。したがって技術開

発投資の成果が国や企業の競争優位に寄与するメカニズムも全く変わってしまいます。
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しかしながら伝播スピードが20年前とさほど変わらない産業領域も依然として残ってい

ます。さきほどご発言なさった三菱化学の機能材料・機能化学、あるいは建設機械、製造

設備などの産業領域ではあまり変わっていないのです。ですから、従来型の延長で国や企

業の研究開発投資を考えてもいいかもしれません。しかしながら、それ以外の、例えばデ

ジタル型エレクトロニクス産業や、半導体デバイス、液晶パネルと組み込みシステムでは

技術伝播が10から50倍も速くなり、競争ルールやグローバルの産業構造が全部変わってし

まいました。問題はこれと類似の現象が他の多くの産業領域へ急拡大している事実です。

スマートグリッドはもちろん、21世紀の日本で省エネ産業を支えると期待される太陽光発

電、ＬＥＤ照明、蓄電池、電気自動車でも、すでにその兆候が顕在化しています。現状の

まま放置すれば、いかに多額の国税を研究開発投資につぎ込んでも、日本の雇用や企業の

競争力に寄与するのは、極めて限定的なものにあるでしょう。

したがって日本の研究開発戦略として今後採るべき方向を議論するのなら、このような

グローバル市場構造が大きく変化してしまった産業領域、変化しようとしている産業領域、

そして変化しないあるいは変化させない（技術伝播をプロテクトできる）産業領域に分け

て政策対応しないと、将来に対する方向づけを間違います。これが私の第一のコメントで

す。

第二のコメントは、上記の産業構造の転換を踏まえて、国の研究開発も「自前主義から

脱皮」が必要だ、という点です。確かにご説明頂いた現状説明ではこれに触れていますが、

更に一歩踏み込んだ対応として、例えば外国の研究機関との連携の必要性とこの検討課題

が明解になっていないのではないでしょうか。皆さんの頭の中にはみんな入っているのだ

と思いますけれども。

例えば、代表的な基礎研究機関としてヨーロッパにフレームワーク・プログラムがご

ざいますね。あの中には、ヨーロピアン・リサーチ・エリア構想というのがありまして、

世界中の知恵を集める仕組みに少なからぬ予算が計上されていて成果を上げています。も

し日本で研究開発に対する国の予算が少ないのであれば、ますます世界の知恵を日本のイ

ノベーション・システムの中へ呼び込む仕組みを作り、ここに十分な予算を割り当てなけ

ればなりません。自ら全てをカバーするより遥かに少ない費用で済むはずですし、それ以

上の世界の知恵を日本の成長、日本企業の成長に取り込むことが可能になります。

そうしますと、当然のことながら、競争する領域と協業する領域とを、国の戦略として

事前に峻別しなければいけません。どのレイヤーでどのように峻別するかは産業構造によ

って大きく異なりますので一概にはいえませんが、基本的にはまずこのような基本姿勢を

持つことから日本の研究開発を方向付けるべきではないではなでしょうか。

そのほかいろいろございますけれども、とりあえず全体の方向として、上記の２点に絞

ってコメントさせて頂きます。

○中村委員

全体としてはよくまとめていただいていると思うのですが、１回目ですので、大きな方

向性について議論させていただきたいと思います。

今、小川委員からお話がございましたように、産業構造がここへ来て大きく変わってい

るということをきちんととらえ、しかも、今回の大震災でそれがさらにある方向に加速さ

れるという、そういう状況をきちんと認識して議論すべきだということは、私も全くその

とおりだと思います。

それから、国としてやるべきことと、民間の活力を最大限引き出すようにすることの両

面でやっていかなければいけないと感じております。今回ご提案の一つになっています、

国として大型の長期的な取組──これはもちろん国としてきちんと投資し、民間も入って

やるということになろうかと思います。

そのほかにも、デイリーに民間がいろいろ汗を流さなければいけないところがある。そ

このインセンティブをどう上げるかという観点で、例えば産業税制の問題とか、いろいろ
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な規制の問題とか、そのあたりを今回大いに議論していただけたらなと思います。

○竹岡委員

資料を別に作ってきましたけれども、これはもし時間があればまた発言したいと思いま

すが、全体的な大きな方向性の議論をまずすべきなのかなと思いまして。

先ほど相澤先生から大震災によるフェーズシフト、というお話がありましたが、私も本

当にそう思います。というのは、大学とか公的研究機関のお仕事もしておりまして、基本

的に非常に財政が厳しい中で、例えば大学の運営交付金が自動的に減らされていくとか、

今度、震災がありまして、ますますいろいろなところのインフラ整備とか、日本国民にと

ってはみんな重要なことばかりで、しかも雇用が失われていくと生活保護とか、あるいは

どんどん高齢化が進んできますから自動的に社会保障費は増える。すべて重要なんです。

ですから、危機感だけ、このままではどうなるかという議論だけだと、ほかもみんな大

事なことなので、「経済産業省さんは重要だから予算をつけてくれとおっしゃるけれども、

他にみんなもっと大変なところはたくさんあるんですよ」的な議論になってしまうのでは

ないかなというのがちょっと思うところなんです。

もっと根本的な議論──この大震災で見えたことというのは、例えば電力の問題とか、

エネルギーの問題もそうですし、そういう地球的な課題といいますか、人類的な課題の重

要性というものが非常にクローズアップされているのだと思うのです。震災によって日本

人が、地球的な課題の解決に直面させられている、ということはチャンスでもある。企業

さんが、地球的課題の解決に立ち向かうことで、企業の業績を伸ばしていこう、と考える

ようになっている。そのような気運の中で、どのように研究開発投資をしていくのか──

目先ではなくて、大きな投資をしていくのかという議論になるのだと思うのです。

地球的・人類的な課題といいますと、他にも、この10年、20年で温暖化が進むと、チベ

ットの高原の氷河は多分なくなって、そうすると黄河とかインダスとか、あの辺が全部砂

漠化していくと、水を確保する・作り出す技術とか、アジアの急速な高齢化でいえば高齢

化社会における医療の問題というのがあると思います。インフラと研究開発というのが非

常にリンクしている時代になってきているということもあると思います。

そういう、震災によって改めてみせつけられたような地球的課題に取り組む、という視

点を研究開発投資の視点にぜひ盛り込んでいただきたいと思います。

○室山委員

今のレポートを聞いていて、悪いことだらけ。大震災、原発、もう悪いことばっかりで、

お先真っ暗ということになるのですけれども、何か「なえて」しまう。それはよくない。

何か「夢」につながる言葉が欲しい。

「災い転じて福となす」という言葉がありますね。不幸なことですが、今の震災で、こ

れから復興に直面していくわけですけれども、先ほど相澤先生がいわれたような、今、ど

ういうフェーズに入るのか。復興というのは新しい価値をつくり出せるチャンスでもある

わけですから、何かそういう旗印を出していく必要があるのかなと思います。

自分のもっている財産の棚卸しをして、日本らしく戦う必要があります。そのためには、

日本らしさって何なのだとか、我々日本がもっている宝って何なのかを考える必要がある。

少子高齢化というと僕らは大変だというけれども、それがひょっとしたら災い転じてにな

るかもしれない。高齢化社会に少し早く突入するということは、これから徐々に高齢化に

突入する世界のリーダーになれるということですし。そういうネガティブな部分もポジテ

ィブに転換していく。そういうことをまずやって、それから哲学をつくる、そして夢のあ

る日本を目指すというような、中身はこれから議論されると思うのですが、議論そのもの

がわくわくするような議論を望みたい。そうすると、国民もやる気が出るのではないかな

と思います。

○高木委員

今回の原子力発電所の事故に関しまして、この事故が起きるまでは、私は日本の原子力
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発電技術というのは世界に誇れるものだと思っていたわけですが、実際に起きてみると、

例えば日本の誇るロボット技術が使えない、あるいは汚水処理というものに全く日本の技

術は対処できないなど、詰めの甘い技術として日本の技術は発達してきたのかなと考えさ

せられたんです。

それで、結局は、汚水処理だけでも、20兆円というすごい金額をフランスの企業に払う

という話にもなっていますし、この種の技術が利潤を生まないわけではなかったのです。

そういうところが全く抜け落ちていたということについて、今後、考えていかなければい

けないことなのではないかなと思うわけです。

それと、海外との共同研究ということで、これは特に大学においていえることだと思う

のですけれども、各大学は知財に関してＴＬＯをもっているのですが、国際研究というと

きに、これらはほとんど機能していない。例えば、「だれかＴＬＯの人と一緒に行けばど

うですか」というと、「いや、英語をしゃべれる人はいません」とか、「国際的な法律をわ

かっている人はいません」とか、大体そういう答えが出てくるんです。

国内でも、ある企業が大学の研究者を集めて、イノベーション研究会みたいなものをや

ろうとすると、各大学のＴＬＯが出てきて、「我々の権利は」となり、結局、その活動を

進めていくのは難しいと企業の方がおっしゃっていたんです。

そんなことで、結局、つくったものが余り機能していない。今後、さらに国際研究が行

われていく中で、もっと機能できるような機関をつくっていかないと、国際研究推進も難

しいのではないかなと思いました。

○村垣委員

先ほどの室山委員の発言を受けてですが、我々はドリームということで夢を求めて研究

開発をやってきたのですが、そこで立ちはだかった問題点は今回のこの資料の中によく出

ています。我々は医療機器を開発しているのですけれども、リスクが高いんです。しかし、

リスクに関しての評価については非常に弱いと。研究開発というとなぜか新しいものを生

み出すということになるのですが、それだけではなくて、新規の全くイノベーティブなも

のができた場合、それを評価する技術の研究が必要です。そこのところは日本では割と花

形ではなくて地味な分野です。

ところが、ヨーロッパでは、例えばＮＰＬ（National Physical Laboratory）といって、

イギリスにあるのですけれども、彼らは評価法を開発することに非常に熱心です。そうす

ると、ここにもある国際標準化にもつながっていきます。ですから、最初の段階から、効

果の評価とともにリスク評価も含めて、一緒にやっていくことが必要ではないかと思いま

す。

東京大学工学部片岡一則先生がおっしゃっていたのですが、明治の時代は試験場があっ

て、評価系を全部やっていたと。ところが、最近研究ということに重きを置いて、イノベ

ーティブということがすべて開発研究になっているということです。そこだけでなく、評

価法の研究も一緒にやっていくということが必要ではないかなと思います。

今後の全く新しいものには目ききが必要なのですが、ぜひご理解いただきたいのは、そ

の幾つかは多分うまくいきません。とくに長期であれば、成功例が挙げられていますが、

実際多分２～３割もしかしたら１割いかないと思いますが、そこの部分もご理解いただい

た上やっていかなければいけません。

同じように、産学連携に関しても、お見合いのようですが、これもうまくいくのは３割

あるかどうかです。産側と学側は考えていることも全く違い言葉も違いますので、お互い

のニーズが合うところのヒットポイントはすごく狭いと思います。そこの部分も辛抱強く

やっていかなければいけないと思います。

○高橋委員

私自身、研究機関に所属する研究者ではない職員として、２点ほどピンポイントで、敢

えてちょっと逆説的なことを申し上げたいと思います。
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１点目は、国際的に競争力ある研究開発機関についてです。アカデミアの人材の活動は、

いわずもがなですが、既に当然の前提として国際的です。今回、少しネガティブなトーン

での人材の流動性に関する現状ご報告を伺って思ったのですが、海外からの日本の優秀な

研究人材の引き抜きも私はある意味いいことではないかと思います。研究者が自分に最適

な研究環境を求めて動くのは自然なことです。むしろ考えるべきは、海外をぐるっと回っ

て、再度、数年後もしくは10年後に日本に引き戻せるような、日本にユニークな研究機関

を特徴づけて設立することを考える、今はいいチャンスではないかと思います。

震災後、ＣＮＮがたしか２週間連続で日本のことを取り上げたという、こんな大きなイ

ンパクトは今までなかったことで、このインパクトを生かすべきかと思います。そのため

に、唯一、私が今重要だと感じるのは、総花的になってはいけない、ユニークさを重視す

ることではないかと思います。

２点目は、「橋渡し研究」についてですけれども、これについて余りきれい過ぎる役割

分担は、のりしろが減ってしまって、結局、全体として活力が落ちるのではないかと思い

ます。堤先生がご指摘だったかと思いますが、研究はある種競争ですので、そういう意味

では、複数の研究機関や事業が一部オーバーラップする役割を担うことによって、初めて

橋渡しというパスを通じ最初から最後まで続いていくものではないかと思います。オーバ

ーラップがあってこそ、橋渡しにも評価が入り、だめなものはだめと途中でしっかり取捨

選択が可能になり、ダメなものからも別のパスが生まれる可能性を提供できるのではない

かと思います。

○笹沢委員

まず、いろいろ資料をみせていただいたのですが、マスコミからみると、実際には科学

技術予算というのは官民含めてかなり出ていたなというところで、その割にはコストパフ

ォーマンスが悪かったのではないかなという印象も受けるんです。これは逆に取材する側

でこういう会合に出ていて資料などをいただくときもよく思うのですが、こんなに予算が

出ていたのに、結局、スマートフォンとかも日本製のものは今使っていないなみたいな、

やや素人的なほうからいくとそういう感じを受けます。

そういう意味で、僕は、大きなプロジェクトというのがあれば、新聞の見出しになるよ

うな要素もあるので、ある種、印象に残るようなものが生まれればいいなとは思いますけ

れども、ただ、どうしてもこういう経済的な中長期的な状況の中では、お金のかかるプロ

ジェクトというのはコストパフォーマンス的なことをネガティブにとらえられてしまう場

合もありますし、特にこの検討課題の(1)で長期的なということになると、テーマ選びは

相当難しいなと思います。

僕は科学少年だったので、きょう話題にも出ましたけれども、サンシャイン計画とかム

ーンライト計画というのは、僕は中学や高校のころにいっぱい記事を読んだりとか科学雑

誌を買ったりしたものですが、成功例として紹介されていましたけれども、僕の印象だと、

記者になってからも、あれはどうなっちゃったのかなと思うようなものが多くて。ですか

ら、こうやってバンとテーマとして出したときはいいのですが、あのときに僕が読んで胸

躍らせたようにいろいろなエネルギーが出せるといったけれども、実際は、例えばの例で

いえば、地熱とかはどうしちゃったのだろうと。そうしたら、大人の事情でいろいろ利用

できないところがあるとか。

ですから、そういうところでもかなり難しいので。それは短期だったら、パッとプラン

を出して、２～３年で答えを出して、だめだったとしてもいけるのですが、１回動き出す

と、長期的なものになると最終ゴールまで行くのに時間がかかってしまう。そういうとき

に、マスコミ的な視点だと、ハンドリングをどうするのだろうとか、結局、かけ声だけで

終わってしまうのではないかといった不安感、そういうところでそういう記事を書くこと

もあります。ですから、テーマ選びは相当難しい。

いずれにせよ、震災というのが一つのきっかけにはなると思いますので、エネルギーな
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どがある程度機軸にはなってくると思いますが、確かに日本の方向性に大きく影響を与え

る出来事があったわけですけれども、一方で、前からもっていた日本の核になるものにも

ブレないとか、揺るがない何かをもって世に問うてほしいなと思います。

○小久見委員

先ほど相澤委員がいわれました震災をチャンスととらえるような見方というのも大切だ

と私も思います。私は蓄電池の研究をやっておりますが、このご説明いただいた資料の中

にもありますヘッドハンティングとか、そういうことが身の回りに起きている、競争の厳

しいところにおります。次世代技術として各国でいろいろなアイデアも出てきてもおりま

す。長期間かかる研究、あるいは非連続的な研究はやり始めることが大事です。しかし、

始めるに当たって、非連続的な研究と雖も見えないところ、どのような課題があるのか、

をどこまで見通しているか。困難さをある程度把握した上で始めるのか。そして研究開発

の節々で、専門的な知見を持った人、先ほどいわれました目ききがこれに当たりますが、

に意見を求めるなどして、さらに掘り下げたところで判断していくことが大切だと思いま

す。

一つの技術が実用化されるためには、その肥やしになる技術がたくさんあるのだと思い

ます。その肥やしになる技術は、恐らく一つの成功する技術のためには必要なものだと思

います。肥やしになる技術は失敗とするのではなく、研究経過のそのときそのときに判断

して、そこまで行ってきた内容をポジティブに捉えて評価する仕組みが必要でしょう。ま

た、そういう失敗を恐れない、チャレンジする人材をつくることも大切です。

○中馬委員

資料を拝見しましての印象ですが、世界規模で実際に起きている事象の解像度をもう少

し上げて臨場感をより前面に出すアピールが必要なのではないかなと感じました。例えば、

一つの例ですが、資料には日本の研究開発費の政府比率が他国に比べて少ないとかが示さ

れているわけですが、おそらく大切なことはそういう比率の大小ではなく、日本政府の研

究開発活動を各国の研究開発活動と効果的に同期させていくシステムを模索することだと

思います。ただし、そのためには、もう少し解像度を上げた各国の研究開発活動の分析が

必要になるはずです。私の仕事もそういう試みに関連しているわけですが、最近のＩＴを

駆使すると、そのような一見難しそうなこともできるように思います。そして、そのよう

な高い解像度の情報を皆さんと共有しながら、この会議のような場でディスカッションで

きないものだろうか、という感想をもちました。

現在は、研究開発戦略を立案するために必要な考察の幅と深さかなり速いスピードでど

んどん拡大してきています。その結果として、自分たちが知らないことを知らないという

状況が、深刻なさまざまな問題をもたらしている。政府の役割としましては、そのような

状況を少しでも緩和するために、先に申し上げました世界レベルで起きている現状分析の

解像度をもうちょっと上げて臨場感を伝えるといった形で橋渡しをするといった役割も一

つあるのではないでしょうかね。

○土井委員

私はベンチャーのインキュベーションをやっている会社を経営しているのですが、今、

大学発ベンチャーは失敗事例のようにいわれていますけれども、成功する確率も高いです

し、実際に私たちが手がけた大学発ベンチャーは短期的に売り上げも上げているし、世界

に出ていけるものをもっています。ただ、産学連携の多くの失敗例をみると、シーズとニ

ーズのマッチングという話ばかりが出てくるのですが、実際にニーズって、大企業さんは

話してくれないことが多く、マッチングは難しいです。ニーズに向かった研究開発という

のは難しいのですけれども、大学にあるシードを使って新しいニーズを生み出すというこ

とでビジネスを進めていくと、比較的うまくいっているなということを今感じています。

「５年、10年かかるけれども、先生の技術を使って、今、世の中にある不安とか不満を

解決すれば、先生の技術が世に出てみんな喜びますよね。５年、10年、一緒に苦労しませ
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んか」というと、結構そこで一緒に苦労してくれる先生がいます。例えば、私と北大の先

生が一緒に立ち上げたイーベックという会社があるのですが、この会社が約２年前にドイ

ツのベーリンガーインゲルハイム社との契約で、８人の企業にもかかわらず、88億円プラ

ス売上に応じたロイヤリティという契約をしてもらったのもシードでニーズを生み出しま

した。

このときも、我々としては明確なビジネスモデルや勝算があったのですけれども、契約

が決まる直前まで、補助金の審査にしても、ベンチャーキャピタルさんにしても、評価し

てくれなかったのです。新しいニーズをつくり出すというと、そんなもの今までないじゃ

ないかと。イノベーションだから、ないものをつくっているのです。そういう話がなかな

か通じなくて、独自のビジネスモデルでやってきたというところは非常に苦労した部分が

あります。

それから、バイオという分野で事業化したときに、標準化にもかかわってくるところな

のかもしれませんが、少なくとも製薬会社さんがもっている最低限の品質レベルだったり

倫理規定だったり業界独自の基準を達成しないと、ビジネスが決まらない。デューデリジ

ェンスがあって決まるわけですから。ところが、デューデリジェンスで何を聞かれるかと

か、どういったものがないと商品にならないかということを知らずに、研究開発ばかりや

っているのですね。技術は高いけれども、デューデリにたえられないから商品にならない。

これが実際に今のベンチャーの問題点であり、そういった基本的なことをもう少し教育と

いうか、みんながわかるようにしていくだけで、もっともっと多くの技術が商品として売

れていくのではないかなと思っています。そこが問題点だと感じています。

○橋本委員長

これで一回り、全員の委員の先生にご発言いただきました。ご協力いただきまして、ま

だ20分以上時間がありますので、第２ラウンドに入ることができます。ぜひ言い足りない

こと、あるいは新たな視点でも結構ですし、あるいは、例えば震災以降という視点が極め

て重要なのではないかということは各委員から出てきました。

それとともに、もう一度、資料６の検討課題というところをごらんいただきますと、最

初の(1)と(2)の内容が、上に書いてあるということは、多分きょう議論してほしいという

ところのポイントなのかなと私は思います。その中で、先ほどのご提案の中で、今までの

経済産業省の研究開発に比べて、ここ数年、あるいはここ４～５年に比べて、ちょっと視

点を変えてみてはどうかというご提案がなされたのではないかなと思っています。すなわ

ち、少し長期的な視点で骨太の研究開発を産学官で推進していくということのご提案があ

ったように思います。それについてのいろいろなご意見をいただきたいというのが一つの

ポイントなのかなと思います。

それにこだわることはありませんけれども、第２ラウンドのご意見をいただければと思

います。

○中村委員

国としてどういう大型の長期的な視点での取組を行うかというのは、おいおい絞り込ま

れていくと思いますけれども、私は、先ほどお話がございましたように、何にリソースを

集中するかというときの、決めていくプロセスが非常に重要ではないかなと思います。こ

れは少し時間をかけて、いろいろな知恵を結集して大きな枠をつくっていく、そういうこ

とをやっていいのではないかなと思います。

常設的にはよく、技術プラットフォームというのを国としてきちんとつくらなければい

けないという議論になっているわけですが、今回はスケジュール的にもそういうようには

いかないと思いますので、経済産業省で例えば持続社会というものに絞ってエネルギー問

題を、あるいは再生可能エネルギーについてやったときに、いろいろな人の知恵が集まる

ようなやり方をぜひやっていただければいいのではないかと思います。

例えば、アメリカのエネルギー関係の研究をみても、延々とシンポジウムとか勉強会を
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全国レベルでやって、そういう結果としてああいうものが出ていると私は感じています。

もう一つは、先ほどご指摘がありましたように、今回の震災で産業界側が特に考えなけ

ればいけないのは、リスク管理とかレジリアンシーというものをコストというふうにみる

のではなく、これが利益の源泉になるという考え方に発想を切りかえなければいけないと

我々は思っております。そうすると、それに対して国としてどういうことができるのか。

防災、減災、そのリスク管理、ＢＣＰなど、それに対する研究開発とか、制度的な面で、

どういうことができるのかというのも今回の一つの視点ではないかなと思います。

○堤委員

例え話ですけれども、古今東西、戦争で勝つということは、必ず実際の戦場、バトルフ

ィールドに相手よりも１人でも多く、かつ、長く送り込めた、そこが勝っているわけです。

少ない人数で大きなものを負かせたとか、そういうことは一切ないわけです。研究開発も

それで考えますと、研究者の人数の絶対的な確保と、かつ、それをバトルフィールドに送

り込む人員の最適配置、これが一番重要なのではないか。

先ほどの「橋渡し研究」のミッションとして固定化するというところでもお話ししまし

たが、むしろそうではなくて、我が国はたかだか１億2,000万人しかいないわけですから、

ある程度研究者の人数を確保しつつ、かつ、それを最適に流動的に最も効率的に活用する

にはどうしたらいいか。そういうことが重要なのだと思います。

それから、戦場そのものですが、どこを戦場にするのかということを決める。すなわち、

どういう技術開発をやるのか。そこの戦略立案というのが重要なのではないかと思います。

そう考えますと、単に軍資金をふやす、すなわち予算をふやすということは、実は余り

効果がないというか、むしろ人的資源の最適配置、あるいは研究分野の戦略的決定、その

辺のところのほうがきいてくるのではないかと思います。

○中馬委員

今のご意見には賛成ですが、日本では、現実に、バトルフィールドに向かう兵士と、バ

トルフィールドに向かわせる人たちの意思の疎通を効果的に図れないという大きな問題が

起きているのではないでしょうか。その意味では、両者に可能な限り同じレベルの情報を

提供して両者間のコミュニケーションを円滑に実行するための橋渡しの仕組みが必要とさ

れているのではないでしょうかね。

○竹岡委員

今日、ポンチ絵の資料をお出ししたのですが、これをかいた意図というのは、産学連携、

オープンイノベーションといわれたのが、研究独法が独法化したのが平成14年なんです。

大学が国立大学法人化したのが平成16年で、それで用意ドンで産学連携を進めようとやっ

てきた中で、今まではそれぞれのプレーヤーが各々進行する、という政策をやってきたの

ですけれども、ここで研究開発を公的な側から支えるインフラを俯瞰してみるという視点

で、研究インフラの全体像がどうなっていて、それぞれのプレーヤーがどういう機能をも

っているか、とりあえず頭の中にそういう視点を置いて議論をするということが必要な段

階に入ってきているのではないかなと思って、つくりました。

これは説明していくと長くなってしまうのですが、結局は、基礎的な研究の分野から開

発の分野まで、どういうプレーヤーがどういう役割で、しかもどういう仕組みで走ってい

るのかなというのを俯瞰してみたつもりです。

これは第３回目あたりで個別のお話はしたいと思っているのですが、こういう全体的な

研究開発を支えるインフラというものが、今何があって、どこに強みがあって、何が足り

なくてと、そういう議論をしていく必要があるのではないかと思います。先ほど村垣先生

がおっしゃっていた認証とか評価という分野も機能として多分あると思います。この資料

の絵の中には入っていないのですが、そういうものも含めて位置づけて、物事を俯瞰して

みていくことが大切かなと思います。

例えば、この間いろいろ制度改革がされてきましたけれども、改革をすすめて改めて制
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度上のネックが見えてくることがある。例えば技術研究組合になっても企業が知財を持ち

帰ってしまうのはなぜか、とか。この間、何年間かかけて技組法とかいろいろ改正してき

たわけですが、特許法35条で報奨金の制度があって、各企業が自分の成果にしないと自社

の研究員に報奨金が払えないことが、知財を技術研究組合に集めるうえでネックになって

いることがわかってきた。そういう、仕組みはつくっても、オープンイノベーションをさ

らに進めるうえでここにまたネックがあるのだというのがまたみえてきている段階だと思

うので、そういう議論もしっかりして、全体のインフラがしっかりと動くように、そして

足りないインフラはそこに力点を置いて育てていくような、そういう政策をつくっていく

べきではないかと思います。

○池浦委員

細かな話で恐縮ですけれども、私ども企業にいますと、５年近辺のところでバトルをや

っているのですが、とはいいながら、10年、15年、20年先も考えながらやっているのです

けれども、日本では、車を例に出すと、車というのはすそ野が非常に広くて、さっき夢と

いう話が出ましたが、乗っていて気分がよくなる車とか、とにかくＣＯ２ が出ない車とか、

いろいろな車の定義が当然あるわけで、日本に強い技術があって、車なら車で本当のハイ

ブリッド燃料電池の車、そのときの軽量な材料はどうしたらいいのかとか、そんなことを

いろいろ目標を決めて突っ走ろうとすると、経産省さんの中でも自動車課と化学課が連携

しないといけないと思いますし、今までの枠とは違う、ある目標が決まって、さっきもお

話が出ていましたけれども、それに対して総合力として人をどうやって集めてやっていく

のかと。

そこから先のビジネスを言い出すと難しくなりますので、それは今後の議論だと思いま

すが、そういうふうにすそ野の広い産業において強い技術を結集して、単純な標準化とか

そんなことをするのではなくて、もっともっと強い出口の産業をつくっていくということ

ができればと思っています。

○村垣委員

先ほどの竹岡委員のインフラに関してですが、医療機器は、普通の製品と違って薬事が

絡んできます。薬事が絡むので、中小企業などは物すごくいい技術をもっていても、薬事

を通して世に出すという手段をほとんどもっていません。例えば、アメリカではＲＡＰＳ

という薬事の教育を行っている非営利団体があり、例えば法律が変わればそれはウェブキ

ャストで放送したりします。産業インフラがしっかりして、それがうまく動いてすなわち

うまく民と官をつなぐ組織がやっています。

語弊はあるかもしれませんが、日本では天下りというのは非常に障害だといわれていま

すけれども、向こうではＦＤＡの係官がいい医療機器を承認すれば、薬事のコンサルを受

けるいい企業に行けるということがあるので、承認にインセンティブがあるんですね。で

すから、本当に官と民の交流が、今はすべてノーみたいに思われていますが、規制側とイ

ノベーション側がいい仕組みで一体化するということが一つのインフラづくりとして、重

要だと思います。

それで、医療機器には薬事法というものがあるのですけれども、各製品に関して必ずそ

の業界ならではの薬事法のようなそういったもの障壁があると思います。もしターゲット

となるもの障壁があった場合には、その障壁を超えることをサポートするような全体的な

仕組みをつくることが必要だと思います。今まで企業はそのノウハウを自社の競争力とし

ていました。社会全体として伸びていくためには、これを公的あるいは非営利でやってい

くことが必要だと思います。

ですから、開発する者が開発に集中できる環境をつくるということが、本当のインフラ

づくりになるのではないかなと思います。

○小川委員

資料６の検討課題の中に国際標準と認証が取り上げられていますので、若干意見を述べ



- 11 -

させていただきます。

これまで他の府省の委員会で、知財と国際標準をいかに日本の競争力につなげるかとい

うことを、いろいろな方と議論をさせていただきました。ここで気が付いたことは、国際

標準を議論するケースの大部分で、標準化そのものを自己目的化にしている人が非常に多

いという事実です。認証も例外ではありません。すなわち国際標準化や認証という局所的

な最適化に向かって多くの人々が大変なエネルギーを費やしているのですが、これがどん

なメカニズムで国全体の競争優位構築や雇用拡大・経済成長に結びつくかという、全体最

適に向けた視点が欠けているように思えました。

検討課題６に取り上げられた国際標準化や認証それ自身は非常に重要であるに決まって

いるので、とにかく推進すればよいわけです。しかしながら、例えばこれが国際標準でも

いいし、あるいは認証でもいいのですが、日本が生み出す技術イノベーションの成果が国

際標準化や認証との関係で、どのようなメカニズムなら国際競争力につながっていくのか、

あるいは日本の雇用につながっていくのか、ということについて、その大まかな枠組みだ

けは共有しなければなりません。共有する土俵がないと、部分最適が国の全体最適に結か

せる方向性で迷ってしまい、結果的に標準化や認証それ自身が自己目的化してしまします。

これが過去１５年の実態ではないでしょうか。

例えば、スマートグリッドの事例でいいますと、欧州のＩＥＣは単なる国際標準化の機

関ではなく、安全性とか信頼性などを認証する機関にもなっています。また、アメリカに

はＥＰＲＩというスマートグリド関係の認証機関があります。例え膨大な技術体系で構成

されるスマートグリッドであっても、技術モジュールのインタフェースがオープン環境で

国際標準化されると、技術モジュールの組合せとしてスマートグリッドシステムを定義で

きます。したがって世界中のスマートグリット関連産業が、それぞれ独自に知恵を出して

多種多様な自律分散型のイノベーションを次々に起こします。もし欧州やアメリカが、こ

こで安全・安心・接続性の保証などに関する国際的な認証機関をもっていますと、結果的

に世界中のイノベーションの成果がアメリカやヨーロッパに集まる仕組みが自然に生まれ

ます。

この仕組みこそがグローバル市場に対する影響力を生み、ヨーロッパやアメリカの産業

競争力を生み、そして国の雇用や経済成長に寄与します。こもれはご一例ですが、我々も

このような視点で国際標準とか認証の体制の強化にむけたコンセンサスを得ていかなけれ

ばなりません。これによってはじめて、それぞれの領域で一生懸命頑張ることがそのまま

国や企業の雇用・成長・競争力と言う全体最適へ向かうのではないでしょうか。

○小久見委員

先ほどのバトルフィールドの話は興味深く聞かせていただきました。これに加えて、資

料６の(2)の非連続型研究というのは、バトルフィールドをつくり出すということも含ん

でいると理解しています。バトルフィールドを奇想天外な、人のいないところでつくり出

してもしょうがないということもります。フィールド全体を動かす、トランスフォーマテ

ィブというのかもしれませんけれども、そのような方向で幅広く意見を求めて、新しいと

ころを開いていくことが必要と思います。

○相澤委員

長期的な視点に立って、しかも、大規模のプロジェクトをつくることが提案されていま

すが、基本的にはこういう形があってしかるべきだとは思います。ただ、すべてを一律に

こういうふうにしようという発想ではなく、こういうものも必要であるということが前提

になるのではないかと思います。

そこで、私は、日本におけるプロジェクト研究の大きな問題点をみておきたいと思いま

す。一つは、プロジェクトが終了すると同時に、その先がわからない。つまり、プロジェ

クトの終了が金の切れ目であり、かつ、縁の切れ目であると。これが一般的にみえるとこ

ろだと思います。ですから、プロジェクト評価をしたときに、失敗の例がないんですね。
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これは大変奇異なところです。ですから、その評価というのがどういうところに目を向け

ているのかということが極めて重要になります。

もう一つは、国の進めるプロジェクトが余りにも多過ぎる。しかも、小規模であり、か

つ、今、かなりのところが３年ぐらいをタイムスケールとしたものになってきているので、

物すごく乱立している感じなんです。例えば経産省の中をみても、もっと整理されて大く

くり化して、そしてもっとみえる形にでき得ることがたくさんあるかと思います。

それから、省と省との間にもそういう状況がみられます。大規模なものをつくるのだと

いう志向を取るならば、今ある仕組みをもっと大胆に革新的に整理する。そして、効果あ

らしめるような形にするということが極めて重要ではないかと思います。

○笹沢委員

手短にします。検討課題の(1)にあるような長期、そして将来の源泉になるような大き

な目標となる研究といっても、今はアメリカでさえ、スペースシャトルの次の大きな国家

目標になるような研究というのはなかなかテーマが出せないで、一度はぶち上げたけれど

も、また今ちょっと凍結してしまった状態にあるということで、21世紀というのはそうい

うビッグサイエンス、巨大科学というものをやるのがちょっと難しいような、そういう時

代であるかもしれない。

では、20世紀は巨大科学の時代だったとしたら、21世紀というのは、もしかすると安全

・安心とか環境というように、科学技術の時代からそういうものに切りかわる目標をもつ

ような時代なのかもしれないと個人的には思います。

それから、ハリウッド映画などをみていると、特にＣＧを使った映画で最後のエンドロ

ールをダーッとみていくと、ＣＧをつくるのに大学の研究室などが協力をしていて、エン

ドロールの中に何とか大学研究室、何とか博士とあって、実はそこで研究開発が行われて

いて、そこでつくったソフトが後に商品になって、結構高いソフトで売られたりするんで

すね。

ですから、研究、大学ベンチャー、そういうものを投入する分野というのは、我々が思

っている以上にもっと幅広いところにあるのではないかという期待感もあります。

○高木委員

10年、20年を見据えるとなると、教育ということが大きな課題になると思うのです。教

育は文部科学省の範疇ですが、例えば、どういう研究者を作り出すのかとか、起業マイン

ドをもった研究者を作るというのは初期的な教育段階が非常に重要です。例えば、産業界

からトップの人とかベンチャー企業を起こした人などをどんどん小中学校に送って、実際

の現場ではどういう開発をしているかを語ってもらう。先ほど室山さんが「夢のある」と

言われましたけれども、こういう研究をやったらこういう夢があるというような、将来、

自分たちもそういうことをやりたいという気持ちを子供たちにもってもらうために、こう

いう基本からも考えていかなければいけないのではないかなと思います。

○室山委員

僕は子供の科学番組をやっていて、子供に聞かれたときにいうのですが、温暖化の話で

も、「地球が冷えればいいんだよね」というんです。そうではないと。問題の根底には人

口爆発があって、だから食料がなくなり、エネルギーがなくなり、森林は失われ、生物多

様性は失われ、そして温暖化も起きていると。いろいろなことが同時に起きている。根っ

こは人口爆発という中で、世界は、今の文明の状況を苦しんでいるわけです。ですから、

地球が冷えれば解決ということではなくて、今出たような問題を同時解決しなければいけ

ない。

今回の議論も同じだと思うのです。日本の場合は、それに少子高齢化とか、これから避

けて通れない問題がありますね。この復興の問題もそうですし、もちろん環境問題もそう

です。これはもう避けて通れない、我々の目の前に現実にある巨大な課題としてあるもの

を取り込んで、同時解決していく方法論が必要だと思うのです。
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ですから、個別にいろいろ議論すればそれぞれおもしろい知恵は出ると思うのですが、

いろいろおもしろい知恵が出ても、嫌でも復興の話は目の前に立ちあらわれるし、環境問

題は立ちあらわれる、エネルギー問題も立ちあらわれる、日本においては少子高齢化が立

ちあらわれる。それはもう嫌でも直面するので、それも取り込んだ同時解決のやり方とい

う物の見方をしておかないと、戦術はよかったけれども戦略がなかったねみたいになって

しまう。そのことに気をつけて、それを日本らしく戦う必要があります。

山でいうと、僕らは富士山型の頂点が１個だけの国があるのではなくて、連峰型でいい

と思うのです。いろいろな山があって、日本はそのうちの一つになると。そして、日本ら

しい山だと。世界の中で求められる国だと。地球に日本があってよかったと思われるよう

な国になる。そして、日本は世界に貢献する。そして、一番大切なことですが、そこに住

んでいる国民が幸福でなければなりません。

ですから、きょうの議論も、研究開発とか企業の未来とか、いろいろなことが派生する

と思うのですが、日本に住んでいる国民が幸せでなければ仕方がない。そういうものも全

部念頭に入れて、最初に申し上げた夢というもので収れんしていく議論が望まれる。その

ためには、どういう方法論でこれからの議論を組み立てるかというところはしっかり議論

をしておく必要がある。相澤先生がいわれたように、山ほどあるプロジェクトがそれぞれ

いろいろなことをいっていて、全体として日本は何をしようとしているのだということに

なりかねないので、そこの大きな幹のところを意識する必要があるのかなと僕はすごく思

います。

○中馬委員

同じことを何度も繰り返して申しわけないのですが、相澤先生もおっしゃいましたよう

に、現状の日本は、イノベーションを効果的に起こすために必要な連結性の幅と深さをな

かなか広げられない状況にあるわけですよね。そのような状況をうまく打開できれば、関

係者間の情報の転送速度や応答速度もかなり上がり、連結性も自ずと高まると思われます。

そうしますと、最も重要なことは、ワンランク上の「見える化」を達成することなのだと

思うのですが・・・・。こういう会議でもそうですが、皆さん同じように感じておられる

んだと思いますが、様々な分野の専門家が集まっても、なかなか共通の認知環境を迅速に

構築できないため、コミュニケーションの解像度を上げられないもどかしさがあります。

そのようなもどかしさを解消する妙薬の一つとしてワンランク上の“見える化”達成をキ

ャッチフレーズとしてみたら良いのではないかと思いました。

○池浦委員

今、企業のＣＴＯが集まると一番話題になるのが、研究者をどうやって燃えさせるか、

どうやってやる気を出させるかということなんです。これって何かというと、要するに、

事業の出口がみえているものは割とみんな燃えるんです。お客さんにたたかれますから。

そうでないところは非常にもがいています。これって企業の問題だけではなくて、大学に

戻ったときにどうなのですかと。先ほどお話に出ましたけれども、じゃあ、高校のときに

どうなのですか、中学のときにどうなのですか、小学校のときにどうなのですかと。

今回、いろいろな議論をやっていきたいのですが、今回用意された資料の中にもありま

すけれども、大学における教育のあり方、人材育成のあり方、ここのところをベースとし

てやっておかないと、10年後、20年後はどうなるのか。

○橋本委員長

大体予定の時間になりましたが、わたしからも１点だけ。今、池浦委員がおっしゃった

ことに関連しますが、私は大学で、学部の学生、大学院生、若い研究員と一緒にいるので

すけれども、震災以降、彼らは落ち込んでいるかというと、そうではないんですね。すご

くショックは受けていますが、それを復興するのは自分たちでなければいけないと。これ

は本当に彼らはすごくそういう意識をもっています。ですので、そこにはすごく力づけら

れるんです。
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一方で、私が極めて不安なのは、彼らの受け入れ口が物すごく減っているんです。事実、

私は就職などで学生の相談を受けたり、ポスドクなどの人たちの相談を受けても、これは

明確に出ております。それは大学のポジションが減っている。それは博士をとった学生の

ことですけれども、それだけではなくて、民間においても、どうしてこんなに急に変わっ

てしまうのかなというぐらい減っております。

それで、一つ気になったのは、研究プロジェクトがいろいろありますけれども、先ほど

相澤委員もおっしゃいましたが、５年で終わってしまったら、その後はみえないので、そ

こも企業のほうも採用するのが不安だろうし、いろいろなプロジェクトも不安だと思うの

です。そこにも問題があると思っています。

ですので、教育のほうは我々大学としては使命として一生懸命やっておりますし、これ

からもやっていこうと思っていますけれども、受け入れ側のことも、これは現実にすごく

問題になってきておりますので、今回のこの大きな枠組みの中で、そこを十分考慮に入れ

たことを計画していただきたいなと思いますので、最後に申し上げさせていただきました。

これでちょうど時間ですので、第１回目の委員会を終了させていただこうと思います。

最後に、事務局から、今後のスケジュールについてご説明いただければと思います。

○福島研究開発課長

今日ご欠席の花井委員から、高度なるバイオクラスターのようなものがあったらいいの

ではないか、ライフサイエンスの分野でも10年単位の取り組みが非常にいいのではないか

といったコメントがありましたので、それも反映をさせていきたいと思います。

最後に福島研究開発課長より、次回以降の開催日時等について連絡。
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