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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 31回） 
議事録

日 時：平成 23年 6月 24日（月）14:00～16:00 
場 所：経済産業省本館 17階第 1特別会議室

議題

１．非連続型研究に対する取組の在り方について

２．イノベーション基盤としての基準認証制度の在り方について

議事内容

福島研究開発課長より資料５、６、７に基づき説明。

○橋本委員長

では、ここから資料５、６、７について御議論いただきたいと思います。５と６は説明

で、７は提案も入っております。今日のメーンの議題でございますので、時間をある程度

とって議論をしたいと思います。御意見のある方はネームプレートを立てていただければ、

順次御指名させていただきます。

○相澤委員

経産省の進めてこられた国家プロジェクトの歴史的なプロセスを総括的に整理された

ので、構造的な意味での理解ができたと思います。

資料５の最後のほうに総括が出ておりますが、私は、この総括は歴史的なプロセスとし

て位置づけるには不十分ではないかと申し上げたいと思います。きょうのことを整理する

と、1966年からキャッチアップ型できた。それからだんだんと諸般の事情から基礎研究が

重視されるようなフェーズに移って、1993年から新産業創出ということで明確に打ち出し

た。そして2001年からイノベーションということを標榜してきた。このスキームは産業構

造との連携もあり、明快に理解できる筋です。2001年からのイノベーション戦略では技術

分野をそれぞれ特化して、それぞれの技術ロードマップを明確にして進めてきた。これも

あるところまで到達点にきている。この３段階の進めてきたことの総括が抜けているので

はないかということであります。その総括が抜けているために、きょう提案されている「非

連続型研究」というところになぜ移らなければいけないのか、これが本当に国際的戦略性

から考えて妥当なのかという判断が非常にしにくいというところであります。

先ほど欧米の紹介がありましたが、例えばＥＵも、明らかにグローバル、オープンの体

制にどうやって自分たちの知を統合して力をつけていくか、国際展開するかということを

明確に打ち出してのフレームワークです。そういう視点が欠けているのではないか。同じ

ようにアメリカも、トランスフォーマティブリサーチを進めるのはそういう根拠を持って

展開するのだということで、私は、とらえ方が逆になっているのではないか。非連続的研

究が重要である、これはわかるけれども、大きな流れをどこに据えているか。ほとんどグ

ローバルとかオープンということが出てこないわけです。ここが私は、これから検討を十

分にしなければいけないと思います。

○田井委員

先ほど前回欠席したと紹介されなかったので、前回出すべき意見が入っているかもしれ

ません。きょうの資料は非常に詳しく分析されていることもありますので、それに対する

意見も含めて申し述べたいと思います。

まず、相澤先生が言われたことも非常によくわかっているのですが、日本という国が世
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界と違うなというのは、例えば私が直接関係している分野でいうと、エネルギー、電力と

いうところでいいますと、立派な会社といわれるのは大体１国に一つです。ドイツでもフ

ランスでも、見てください。全部一つです。たくさんありますが、断トツは一つです。日

本は、どの産業でもたくさんあります。ですからグローバルにやろうといっても中の調整

が大変です。１社であれば簡単です。仮に日本が島国で切り離されていても、大陸とつな

がっているかのごとくちゃんとできると思います。まずこういう制約があることを知って

おかないといけないと思います。

それから、産業にどんどんなっていったのが成功した研究、あるいは開発だと考えた場

合、最終的に産業界がどういうふうになっているか考えながらやらなければいけないわけ

です。例えば、よく持ち出す話ですが、1700年代のジェームズ・ワットの時代から、あの

熱機関がタービンなりジェットエンジンになってきた、この成功の歴史を見ると、ノーベ

ル賞を取るような人がいて、さらに研究を続ける人がいて、大学に学科ができて、学生が

連続してつくられて、その学生が産業界に就職していく。産業界の就職は今のジェットエ

ンジンでなくても、昔の蒸気タービンの船でも何でもいいわけですが、とにかく産業の形

で生きている、そういう形が長いこと継続してあるがために、その技術開発、さらに技術

開発した商品の要請による新しい研究、研究と開発は違うと思いますので、そういうこと

が連綿と続いているわけです。

そういう構造はほかにもないだろうか。最近福島でいろいろ問題ですが、原子力などで

も、戦前、核分裂が発見されてからずっと同じ構造できています。結果がどうあれ、そう

いう構造があります。燃料電池などを見ますと、1860年ごろに発明されたのですが、一度

として燃料電池学科というのはできていません。燃料電池専門家は一人もいません。ばら

ばらの人が集まってやっています。本日いろいろテーマが出てきた中でも、例えば超電導

学科というのがございますか。

そういうふうに考えていくと、私は東芝ですが、私のところでは、超電導をやる人が世

界的にどんどん減った中で、何とかして保たなければいけないということで、超電導が使

える産業を残して、例えばシリコンの引き上げ装置のマグネットとして産業化しました。

そこに必要な人がいますので、その人が要る、その事業があるということで新しい人を入

れていく。そうやって継続していかないことには技術が切れてしまいます。何らかの形で

つながっていくという構造ができているのかどうか、ぜひ検討していただいて、新しいネ

タを出してもいいのかどうか。ただ出すだけだと、花火のように散ってなくなってしまう

と思います。そのことだけ申し上げたいと思います。

○正田委員

私も前回出ておりませんので、議論にダブりがあるかもしれませんが、二つほど今の資

料について意見を述べさせていただきたいと思います。

一つは、大プロの時代からの変遷とその評価の話が出てきたのですが、実は大プロから

出口重視制度に変えるときにかなりの議論があったわけです。過去の大プロについてはい

ろいろ評価をした上で、それを踏まえて出口評価に変えましょうという話に移ったわけで、

それに比べると今回は、制度の動き的なことはいろいろ書いてありますが、評価制度でや

ってきた結果がよかったのか悪かったのか、特に産業経済的にどういう影響があったのか

という議論は余り出ていないので、私の印象では、もう少し過去のいきさつについて分析

してから、いじるならいじることを考えるべきではないか。もちろん、出口評価制度がい

いということはありません。当時、短期になってしまって危ないという話をしたのが、そ

のとおりになっていますが、それにしても、いい部分がどこまであったかというのが一つ

の問題だと思います。

もう１点は、資料の中で評価制度は最近よくできたと書いてあるのですが、少なくとも
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私の関与しているものに関しては、評価制度というのは相変わらずはっきりしない。目標

を立てたものをやったとか、やらないとかいうだけの話であって、やった結果が産業に対

してどう影響してくるか、何が障害になって出口へ行けないのかというのがないわけです。

ここにありますプロジェクトの幾つかにも私は関与していますから、その印象で言いま

すと、ここで言われていないことの一つが予算の問題で、海外のプラットフォームプロジ

ェクトのようなものは数年の多年度計画で予算がきちっと決まった流れの中で議論され

ているのですが、日本は単年度予算で次々変わっていってしまうわけです。そうすると評

価の際に、予算制約でプロジェクトそのものが動いたほうが重視されてしまって、評価が

余りされないまま、当初の計画を流すのに精いっぱいというのが現状ではないかと思って

います。もし抜本的に非連続研究に対処するのであれば、余り触れられていませんが、前

回議論があったテクニカルプラットフォームみたいなものをはっきりつくって、多年度で

カバーできるような問題にしていかないと難しいと思っております。以上です。

○小川委員

先ほどの相澤委員のお話につけ加えたい。“EUもアメリカも国を越えたオープン化の潮

流を自国の知の蓄積へ取り込み、そしてここから生まれる技術イノベーションの成果をど

のようにグローバル展開するか、という政策へ切り替えている。我が国もこのような視点

が必要”、という話だったと思います。その方向と背景についてはいろいろな議論が必要

ですが、私は、グローバル化、オープン化の進展に対応して欧米がソフトウェアの基礎研

究を重視し始めた、という事実をご紹介したい。

例えば、さきほどご説明のあった“欧米の事例”の９ページの右下に、フレームワーク

７の②として先端コンピューティング・システムの研究プロジェクトが紹介されています。

名前だけ見るとハードウェアっぽい研究プロジェクトですが、実はこれは組み込みシステ

ム、すなわちソフトウェア中心のプロジェクトなのです。その研究予算が２８億ユーロ（約

3000幾円強）という巨額であり、金食い虫研究と言われるナノテクの30億ドルにとほぼ同

額になっています。このような巨額の研究費が組み込みシステム、すなわちソフトウェア

の基礎研究に使われているのです。しかしながら今日ここで経産省からご説明頂いた多く

の資料のどこを探してもソフトウェアの基礎研究の重要性はもとより、組み込みシステム

という言葉も出てきません。

グローバル化・オープン化の進展は、明らかにソフトウェアに関する基礎研究の重要性

をクローズアップさせました。ヨーロッパやアメリカがなぜソフトウェアに注目している

のでしょうか。それば、ハードウェアをアジアに任せ、アジアから調達する低コストハー

ドウエアを使ってインテグレーションする手段としてソフトウェアが位置付けられてい

るからです。ソフトウェアで付加価値を10倍、数十倍に高めてグローバル市場へヨーロッ

パの付加価値として展開していくとき、あるいはアメリカの付加価値として展開していく

とき、オープン化されたグローバル市場に対して、目に見えない影響力を持たせるための

ビジネスモデルや知財マネージメントを支える仕組み作りが、組み込みシステム（ソフト

ウェア）であると明快に位置づけられているということです。

これは、伝統的な製品開発思想には無かったものでした。組み込みシステムが製品設計

の深部に介在するということは、部品の単純組合せによって製品を量産できるようになる、

ということを意味します。ここに国際標準化が介在しますと巨大なオープン市場がグロー

バル市場に生まれます。すなわち組み込みシステムあるいはソフトウェアの製品設計への

介在とは、産業構造をオープンな国際分業型（比較優位の国際分業）へ転換することを意

味し、競争ルールも一変します。そしてイノベーションシステムの在り方さえも変えてし

まいました。我々はこの事実を理解した上で我が国の研究開発政策を再構築すべきではな

いでしょうか。
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ちなみに、現在のデジタル家電では設計工数の60から70％がソフトウェアの開発に費や

されます。自動車も、まだそこまではいきませんが40％は越えたでしょう。もうすぐ50％

を超えます。オフィスの事務機械（例えば複合機）でも５年前に300万行だった組み込み

ソフトが、2010年は1,400万行を超えました。携帯電話端末でも1.500万行を超えました。

これはちょっと前のWindowsＯＳと同じ規模のソフトウェアなのです。したがって１社で

開発できる限界を超えました。どの会社も対応できなくなっているのです。それほど、製

品設計、あるいはものづくりのかなりの部分がソフトウェアで占められるようになってい

ます。

上記のように、技術開発・商品開発がいわゆる伝統的なモノづくりではなく、ソフトウェ

ア主導になる21世紀になってから、欧米諸国は、オープン化、あるいは国際標準化が作る

巨大なグローバル市場へ非常に強い影響力を持たせる仕組みとして、組み込みシステム、

すなわちソフトウェアが持つ基本的な作用に着目したのです。国際標準化、オープン化、

グローバル化の進展に中で欧米諸国がソフトウェアの基礎研究に巨額の国家予算を使う

背景がここにありました。これをぜひ御理解いただき、そして我が国の研究開発政策に反

映させて頂きたいと思い、意見を言わせていただきました。

○小木曽委員

どちらかというと企業側の立場で考えたことを説明させていただくのですが、資料７の

非連続研究に対する取組の６ページで御提案をいただいております。これを見たときに考

えたことですが、自分はトヨタですが、次世代車、最近ですとサステイナブルエネルギー

関係の事業とか、それに関するジョイント的なビジネスのケーススタディみたいなものを

いろいろやっていくのですが、やっていく上で企業がどうしても考えるのは、先ほど田井

委員がおっしゃったとおり、日本の場合は自動車で切っても、どんな業界で切っても、コ

ンペティターがたくさんいます。

それと、今、日本で事業をしていると、日本の中で勝っていくことと、グローバルに出

ていって、現地に溶け込んでトップラインを何とかキャッチアップすることと、両方マト

リックスに考えなければいけない産業側の都合がありまして、最初はこれは確かにやらね

ばいけないということで参加していくのですが、だんだんだんだん、利権、知財が絡んで、

企業単位に分かれて、その中にほかの国とか新規のところが入ってくると身動きができな

くなって、どんどんシュリンクしていくということを経験しております。

これではいけないので、自分がこれを見て思ったのは、６ページ目で、例えばある事業

は日本という地域を切って何かミッションをしっかり立てるとか、しっかりビジョンかミ

ッションを共有して、シュリンクしていきがちな産業側を引っ張っていけるような提案が

より具体化するといいのかなと、最近の経験を踏まえて思いました。

○菅原産業技術環境局長

いろいろ貴重な御意見をありがとうございます。

もうちょっと我々の問題意識をここで鮮明にしたほうがいいと思っておりまして、前回

からいろいろ御議論いただいているのですが、今どういう状況に国の研究開発制度が置か

れているか、象徴的なことを幾つか申し上げれば、例えば今年度の予算ですが、関係者の

方は御案内のとおり、科学技術予算はすべからく一律２割カットに23年度はなっておりま

す。今、震災もあり、財政が社会保障を含めて厳しい中、一律で２割カットが続くかどう

かわかりませんが、一時期、科学技術予算は例外的に、他の予算が減ってもふやすという

のがございました。それが今や、財政が非常に厳しい中、科学技術予算といえども一律カ

ットの対象に置かれる可能性が高い。

科学技術予算というのは、経産省とか独法に限らず、大学の交付金も今や人件費を賄う

かつかつのところまできているのではないかと思っていまして、大学でも、我々役所でも、
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昔のようにふんだんに研究開発費を使える状況はしばらくこない可能性があるというの

は、厳然たる事実として認めざるを得ないのではないか。そういう中で今どうなっている

かというと、大変残念なことに、昔と比べるとすべてが細切れになっております。この要

因としては、公募と、財政の無駄遣いに対する国民の厳しい批判のもとに、技術開発とい

えども短期でしっかり成果を出せ、もしくは評価をするのだ。これはもっともな意見であ

りますが、技術開発の本質と若干相入れないところもあるのではないかというのが一つで

ございます。

それから、資料７の非連続研究の８ページを見ていただきますと、アメリカとの比較で

右下のところでございますが、文科省の担当局長とも話しているのですが、向こうは向こ

うで細切れでなかなか実用化につながらない、経産省は経産省で革新的な技術開発をやり

たいのだけれども、細切れ、短期化の中で基礎研究と実用化のところのつながりがなかな

かうまくいかない。

９ページを見ていただきますと、先ほど説明を飛ばしましたが、学術研究、事業化研究

と称して太陽光の一分野だけ見てもこういう研究が行われておりまして、正直に申し上げ

て、学術研究のテーマ選定に当たって、今経産省で何が動いているのかについては、今ま

では意見交換の場がありませんでした。文科省の成果を事業化へどうつなげていくか、本

当は展開すればよかったのですが、これも独自に行っている。一方で事業化研究のところ

では大学の先生なり研究所をつまみ食い的に入れてくる。例えば太陽光だけで六つのプロ

ジェクトが、どういう関係で整合的に動いて、成果はどう取り扱われるのかということに

ついて、これまでうまくいっていなかった。

過去はうまくいっていたのかというと、必ずしも過去がうまくいっていたとは思いませ

んが、過去のいいところをとって、悪いところを捨てて、今の研究開発のいいところをど

ううまく生かすべきか、大きな前提として予算制約の中でどうやっていくのかというとこ

ろでありまして、例えば、資料５のこれまでの国家プロジェクトの変遷のところで、説明

では教訓のところを飛ばしてしまいましたが、過去の研究開発、成功も失敗もあるわけで

すが、例えば10ページ、超高性能レーザー、失敗か成功か、いろいろ評価があると思いま

すが、これなどは相当の期間かけてやったけれども、そもそも最初のセッティングで大学

の関与が少なかったのと、出口であるユーザー企業の参加がなかった、それから、先ほど

も意見で出ましたが、ハード指向でソフトウェアについて重きを置いていなかった、幾つ

か成果はあったけれども、プロジェクト全体としては多分失敗の部類に入ったのではない

かというところで、こういうマイナス点をこれからどう解消していくか。

逆に成功したものでいうと、同じ資料の17ページ、脳腫瘍等の手術支援システムは、先

ほど日本では企業がいっぱいあるという御意見もありましたが、この分野は関係する企業

が私の知る限り非常に少ないと思っていまして、日立とか、東芝とか、プレーヤーの強者

連合がうまく組めたのと、お医者さんを最初から組み込んだおかげで、ニーズを見込んだ

上で研究開発ができたというので、かなりの成果を上げた事例であったのではないか。

言いたいのは、すべての研究開発を今回制度で全部見直すつもりは我々もありませんで、

幾つかのものについて、予算制約の中で、抽象的で申しわけないけれども、もう一度ナシ

ョナルプロジェクトのようなものを、基礎も、応用も、省庁の壁も超えて、もっと言うと

制度の壁も超えたようなものとして何をつくるべきかというのが根本の我々の問題意識

にありまして、先ほど来御批判がありますが、どういうテーマでやるのか、そこから入り

ますと、100人の先生がいれば100の技術分野が大事だと多分おっしゃると思いますので、

今そこの議論に入りますと出口がなくなるものですから、そこについては別途事後的に御

議論いただきたいと思っておりますが、このままの日本の制度では絶対うまくいかないこ

とは確かなのと、今の日本の置かれるエネルギー制約とか高齢化の中で、日本が昔サンシ
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ャインなりムーンライトでそこそこ成功したように、10年後に日本の飯の種をつくるため

の研究開発の役割、制度の立て方としてどういうふうにすればいいのか、現場感覚を持っ

ている皆さんにお知恵をいただきたいというのが発端でございまして、我々の資料も、財

政の話とか研究開発分野を最初から議論の俎上に乗せていないというところで、ぼんやり、

分散した形になって申しわけないと思っていますが、意図としてはそういうことでござい

まして、皆様の御意見に対する一部の答えと、私の思いを、途中ではありますが述べさせ

てもらいまして、また皆様の御意見をいただければと思います。

○池浦委員

私は三菱化学ですが、会社で経営戦略と研究開発と両方見ていまして、どちらかという

と研究者のお尻をたたく仕事がメーンですが、今、東芝さんとトヨタさんからもお話が出

ましたが、化学の素材という立場で物を言いますと、ＬＧやサムソン、韓国勢が、日本が

強いと言われていた機能化学商品にもかなり実力をつけてきている。我々はとにかく、こ

こ四、五年の議論と、先ほどもいろいろ議論が出ましたが、15年、20年先の議論をやって

いかなければいけないのですが、まず我々化学の素材としては、民なら民が組んで、ここ

２年、３年、例えば有機の太陽電池とか、有機のＥＬとか、リチウム電池の素材だとか、

本当に勝負どころになっていまして、勝つか負けるかわかりませんが、我々は我々で頑張

って、しっかり国内外で稼いで、稼いだお金を日本に戻して研究開発をどんどんやってい

く。そういう意味で、企業がやりやすいような環境づくりを２年、３年、４年のところで

はやっていただきたいのと、有機太陽電池や有機ＥＬ、こういう分野の生産技術は不連続

の発想が不可欠です。企業の研究が短期的という説明がありましたが、我々は、不連続な

発想の生産技術の開発には、目をつぶるような想いでパイロットプラントを作り、その実

証に挑戦するわけで、つまりリスクを犯して取り組まないといけません。

国の予算が非常に苦しい中ですが、今の主戦場における研究開発にも何らかの御支援を頂

きたいのと、先ほど局長からもお話しがありましたが、日本のこの分野を強くするのだ、

我々は目の前の戦いには絶対勝とうと思っていますが、日本のこの分野をとにかく強くす

るのだ、例えば自動車は、前回も言いましたが、非常に産業の中で広がりが大きいので、

車のここを強くしていくのだとか、そういう議論を、過去の振り返りも大事ですが、今か

なり危ないところまできていますので、どの分野で勝つかという議論がこういう場を通し

てやっていけたらと私は思っています。

○高木委員

菅政権においても、自然エネルギーへのシフトというのが一つの大きな柱としてありま

すが、これまで何十年も原子力をやってきて、この分野では、世界に売り込みをかけてい

たほど強い分野だったと思います。これを急に自然エネルギーにシフトして、原子力の今

までの研究蓄積をある種ストップさせていいのかというのも考えなければいけない。こう

いう研究は、関連分野として医療などに今後役立っていくことでもありますので、これま

で強いと言われた原子力分野が、悪みたいな言われ方をして、一挙に自然エネルギーにシ

フトするというのもちょっと考えなければいけない。

それと、自然エネルギーに移行していって、太陽パネルを設置するとか、蓄電池が必要

になってくるわけですが、これも、どのぐいらいの期間かわかりませんが、しばらくした

ら廃棄物として出てくる。こういう廃棄物をどうしていくのかということも考えていかな

ければいけない。これらがリサイクルされる形であればいいけれども、大量の廃棄物が出

てくるような状況は、環境という面でもよろしくないのではないか。ですので、廃棄物と

ならないように、そこから原料をうまく取り出してリサイクルできるとか、そういう研究

も一つ大きな分野として位置づけることも必要ではないかと思います。

○高橋委員



- 7 -

先ほど局長から御説明のあった、プロジェクトの特徴として長期であり、基礎から出口

まであり、非連続という特徴をもつ新しくトライアルするプロジェクトを実施するとき、

具体的に重要と思うポイントを現場の視点から二つほど申し上げたいと思います。

一つは、この種のプロジェクトでは恐らくアカデミア、大学や基礎研究者の科学的知見

が重要になることから、その発言力が大きくなることを踏まえ、いわゆるプロジェクトマ

ネージャーのような企画・体制設計を一緒にやる人材の存在をきちんと位置付けたプロジ

ェクト全体構成が必要ではないかと思います。先ほど企業の方達から企業のやりやすさも

考えて欲しいという声がありましたが、時として産学連携の現場では科学技術に強いアカ

デミア側の人間の発言力が強くなることが現実としてあって、長期レンジで最終的な出口

を見据えるところのバランスが実際はとても重要なので、アカデミア、インダストリーに

所属するメインプレーヤーとは別人格の関与が必要かなと思います。

２点目として既にプロジェクトの成果管理の重要性についてはご指摘がありましたが、

プロジェクトの成果の所有と利活用を分けて考えることが重要ではないかと思います。国

立大学の法人化を契機に、発明等研究成果の帰属に関する基本ルールはどの大学もしっか

りもっておりそれを変えるのは難しいので、参加企業が安心して研究開発できる基本ルー

ルは最初から最後までグラントルールとしてあった上で、長期レンジであればあるほど、

知財の利活用を当事者の知恵が生み出す、二層構造のようなＩＰの管理・活用いうのがあ

ってもいいかと思います。このとき大枠の方針を提供するのは、最終的には研究者の予見

力だと思いますが、具体案に落としていくところは、先ほどの第三者の人格を持ったプロ

ジェクトオフィサー、マネージャーのような方たちではないかと思います。

以上、具体的にこういうプロジェクトを運営するに当たってのポイントを２点ほど申し

上げました。

○有野委員

労働組合的な視点で、ピントが少し違うかもしれませんが、御理解いただければ。

まず国家プロジェクトの変遷の資料を見せていただいたときに、先を見て、相当前から

いろいろな計画で国家プロジェクトをやられてきたなという実感はあるのですが、結果と

してどうなのだろう。今これだけエネルギー問題が起こっているわけですが、先見の明を

持っていろいろな研究を金と時間を費やしてやって、恐らく研究成果も出ているのだと思

いますが、例えば今、世界的に見て再生可能エネルギーというのは3.8ＭＷ/hrぐらいある

らしい。原子力を超えているぐらいある。ところが日本は全くその水準にいっていない。

原子力に頼ったせいもあると思いますが、国家プロジェクトとしてやらなければいけない

とテーマを決めた以上は、研究成果が出れば終わりではなくて、具体的に日本が世界の優

位に立つというところまでしっかり対応していく必要があるのではないかという思いを

持たせていただきました。

それから、研究者をどうするかという視点で少し物を申し上げたいと思うのですが、研

究者になりたいという人が少なくなっている、あるいは電機連合の技術者フォーラムとい

うのを毎年やっていて、いろいろなアンケートをやるのですが、処遇の面で不満を持って

いる人もいる。実際、世界の研究者、特にアメリカの研究者との処遇の比較を見ると、賃

金面でも明らかに下回っている。あるいは、やりがいを持ってやっている研究者はアウト

プットが非常に多いという結果も出ていますが、逆に、この仕事にやりがいを感じない人

はアウトプットが非常に少ないとか、いろいろな面で人をどうするかという視点でのまと

めもしておいていただけると、前回の資料にはそれ的なことが少しありますが、研究を進

めていくのはあくまでも人だという意味では、昔は「末は博士か大臣か」、どちらも最近

は人気がないものですから、こういうところが肝心なところになるのではないかという思

いもあるものですから、ぜひ御検討をいただければと思います。
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○田井委員

２回目ですから、コンパクトに。

今ちょうど有野委員から言われたのですが、私も人材が非常に重要だと思います。幾ら

仕組みをつくっても、昔研究開発のリニアモデルで、いい技術ができたからいい商品にな

るだろう、という研究者がたくさんいましたね。全く役に立たなかった。今度はプロジェ

クトをつくるからみんな集まれといっても、雑魚はたくさん集まるけれども、成果は出な

い。結局、ものすごくいい成果を出せる人がいないということです。

例えば、私のところで言うのも変ですが、将来はどうなるかわかりませんが、今フラッ

シュをやっています。DRAMをやって失敗したのでフラッシュに変わりました。DRAMのとき

にもリーダーがいました。技術のリーダー。フラッシュのときにもリーダーがいました。

そこに大学から、うちの会社に入りたいのではなく、その人のところで働きたいから入れ

てくれないかという人がたくさん集まってきます。世界的に有名になると、世の中的には

有名ではないのですが、その分野では非常に有名であれば、どんどんよい人が集まってき

ます。そうするとどんどんよくなる。それは一種のプロジェクトですね。そういう形が各

産業で、一つでなくて、二つでも三つでもいいのですが、あれば、随分強くなるのではな

いか。それが余り、日本にはないのではないかなという気がしています。人が非常に大事

ではないかと僕は思っています。

○村垣委員

先ほど局長から御紹介いただいた17ページの脳腫瘍等の手術支援システムに私自身10

年以上かかわっているのですが、うまくいった原因を三つ挙げたいと思います。

一つ目は融合人材です。これにかかわった方ですが、桜井前教授は医用工学施設で、医

者ですが、医工学を立ち上げた方です。高倉前学長も法学部から医学部に行った。うちの

伊関も医者ですが、趣味が日経産業新聞を読むという、そのような人材がいた、それが一

つ目です。異なる大学をわたっている者、さまざまな分野をわたっている者がそこに集ま

り、そこにたまたまグラントが降ってきた。

毎年引き続きある持続的なグラントというのは、グラントを取るためのテクニックが生

まれてくるわけです。ある日突然公募されたグラントというのは、申請する側はわけがわ

からない。そこで試されるのは、今まで何を考えていて、何をしたかったのか、それをす

ぐに見つけられるところかどうかだと思います。ＭＥ連携ラボプロジェクトという名前で

したが、そこでやっていた医療機器に関するもの（脳腫瘍手術支援システム）と、再生に

関するものは岡野教授が引き続き実際にやっている。現在の種がそのプロジェクトで生ま

れたわけです。ですから、変革するグラントというか、グラント自体が突拍子もなく出て

くることも大事な要因だと思います。

三つ目は、持続する意思だと思います。先日会議で会ったエネファームをやられていた

方も、ずっとこれはいけると信じてやっていたそうです。信じてやれば、壁にぶつかった

時も解決する技術をどこからか見つけられるわけです、よくセレンディピティと言われま

すが。融合人材と、突然出てくる新しいグラント、そしてそこに持続する意思、この三つ

が結びつくことだと思います。

もう一つ言いたいことは、最初から市場性を求めないことも重要です。必ず役に立つと

いうことがわかれば、最初は市場性がなくても、世に出れば、市場の者たちがその応用方

法を見つけてくれます。医療の領域では「ダヴィンチ」というロボットがありますが、2000

年代はじめはつぶれかけの状態でした。もともと心臓が対象だったわけですが事故でだめ

と聞いています。腹部臓器も一般の内視鏡の道具がすごくよくなって、使ってもらえなか

った。ところが前立腺をやっている泌尿器の先生が用途を見つけてくれたわけです。今ア

メリカでは６割、７割の前立腺がんの手術は「ダヴィンチ」でやられている。市場に出す
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ことが大事で、サイバーダインのHALというロボットも、世に出して福祉関係やリハの人

が新しい用途や適用を世の方々が見つけてくれます。これらの例では最初は市場性はなか

ったのですが、市場にだせば用途を市場がみつけてくれるということも大事だと思います。

以上です。

○土井委員

今回は余り出て来ていないベンチャー企業の立場からお話ししたいのですが、ここ数年、

いわゆるオープンイノベーションの進展によって大学発ベンチャーの多くが大手企業と

のアライアンスを進展させました。アライアンスの可能性も広がっているし、取引金額も

かなり上がってきているのを身をもって感じています。しかし、実績が上がってくる中で、

表に出せない小さな成功というのが増えているなと感じています。分かりやすく言うと、

海外企業に日本の技術を非常に安価で売ってしまうという現場を見ます。それにはとても

危機感を感じています。

例えば中国企業がかなりアーリーな段階で大きな金額で買いにきていることもありま

す。イギリスを除くヨーロッパの多くの国がユニバーサルバンキングを採用したために証

券市場が育っておらず、大手であってもプライベートカンパニーが多くあります。そのよ

うなヨーロッパの大手企業と交渉していると、例えば私のバイオで言うと、製薬企業さん

が「我々は長期であなたたちの技術を育ててあげるから安心して持ってきてください」

「アーリーな段階でも契約して、そこから自分たちが育てるから持ってきてください」と

いう話をしてくれます。

一方、日本の大企業のほとんどは上場企業です。全部が全部ではないのですが、日本の

大企業さんのいくつかに言われることは、アナリストを気にして「アーリーなものは取れ

ません」と言われます。ベンチャー側にも問題があるという側面もありますが。私も上場

企業の経営企画にいたことがあるので分かるのですが、株主に説明をするために「アーリ

ーなものはとりにくい、長期の研究というのは土壌に乗せにくい、だから育ててから持っ

てきてくれ」という話に終始し、ベンチャー企業としてはアライアンスが結びにくいとい

う実情があります。

このままでは、ベンチャー企業としては早期に収益化、資金化するために、アーリーな

段階から育てるという海外企業に持っていったほうが良いという選択肢を取らざるを得

ません。日本の大学の技術が、せっかくベンチャーになって、ＮＥＤＯさんとかの助成金

を使って技術が進展しても、資金の問題から海外に安く買われて終わってしまうのではな

いかという危惧があります。10年後に多くの薬が、シーズは日本の技術だったけれど、海

外の製薬企業が売っているということになりかねないのではないかという危機感を持っ

ています。

ですから、ベンチャー企業からの技術導入に関しては税制面で何とかするとか、日本の

大手企業もベンチャー企業からの技術導入、アライアンス締結がやりやすくなれば、これ

までの投資資金や補助金が有益に活用されます。地方にも多くのすばらしい技術があり、

少額の資金でもベンチャーは育つので、少額の競争的資金が大学と企業のつなぎ役として

作用するのではないかと考えています。以上です。

○笹沢委員

私はマスコミの立場からですが、今回、国家的な野心的なナショナルプロジェクトとい

う前提のお話があると思うのですが、そうであるとすれば、僕らマスコミが、これはすご

いニュースだなと思うような引きつけるもの、しかも科学というのは国を超えます。国情

とか国内的な問題を超えてくるところがあるので、そういう発表があったときには、「日

本というのはそんなおもしろいことをやるのか」というものであってほしいなと思うわけ

です。
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僕はアメリカ特派員にいた時期と、ちょうど１年前ぐらいまでですが、大学の中にもい

たのですが、だからアメリカの研究の状況はある程度わかるのですが、アメリカは、取材

とか大学にいたりしても、おもしろいなと思うわけです。どうしておもしろいかというと、

僕は、前回も言いましたが、科学少年だったので、大胆で夢のあること、日本だとまじめ

に言わないとまともな研究をしているように思われないところがあるのだけれど、例えば

ですが、アメリカだと、火星にどうしても行きたい。もちろんＮＡＳＡがやると言ったこ

ともありましたが、現時点では計画は凍結みたいになっていますが、どうしても行きたい。

それでベンチャー的なアプローチでいろいろな人を募って、いまだに開発をやり続けてい

る人たちがいるわけです。そういうのが幾つもある。

いただいた資料の中にバイオとか医療の分野のことが書いてありましたが、ぱっと見る

と、確かにがんを治す、これは大事だと思います。ただ、これはあくまでも僕の勝手な、

マスコミの意見ですが、まじめですよね。１歩前か２歩前ぐらいしか。手堅いと言うかも

しれないけれど、アメリカだと、私はもっと長く生きたい。超長寿研究。これは国家予算

がついているものではありませんが、ちゃんとした研究者がかかわっているものがある。

アメリカというのは、そういうもののエネルギーになる一つだと思うものとして、科学

雑誌が日本以上に売れているというのがあるわけです。その辺のキオスクとかコンビニに

行っても幾つかの売れ筋の科学雑誌が置いてあるわけですが、ポピュラーサイエンスとか

ポピュラーメカニックスという売れ筋のものが普通の雑誌と一緒に置いてあるわけです

が、その表紙を見ると、ＮＡＳＡとかペンタゴン、特にＤＡＲＰＡなどのハイテクメカの

イラストレーションが、バンと表紙に載っているわけです。

今月号はおもしろいな、このメカはすごいな、空飛ぶ船はおもしろいなみたいなものが

毎月表紙に出てくる。その辺の環境も違うし、もうちょっと大胆なこと、スローガンにな

ることを打ち出せればいいのではないか。そういうものをマスコミとしては見たいなとい

うところです。

もう１点だけ言わせてください。エネルギーとかそういう部分がもしかすると核になっ

てくるというお話だったと思いますが、その上では日本というのは地の利、何が言いたい

かというと、四つのプレートが集中している地域であって、そのために大きな災害が起き

ました。けれども、そういう環境というのは世界の中でもこういうところしかありません。

それによって得られるもの、例えば地熱のようなものもあるかもしれない、それから、こ

ういうプレート活動によってつくられた日本の地形があるわけです。それによって流れて

いる川とか水の環境もあるわけですから、僕は具体的は発電方法を言っているわけではあ

りません、もっと広いアプローチですが、地球上に置かれた日本の地の利を生かす、そう

いう方向にも目を向けてほしいなと思います。

野田基準認証政策課長より資料８に基づき説明

○中馬委員

今説明いただきました標準化のところから先にやらせていただきます。今発表された基

本的な考え方は、私の考えておりますこととかなり似ていると思います。実際、標準化と

いうのは、モジュール化の一つの現象形態と考えられます。標準化の背後にはどういうス

ペックでものをつくるかが、そして、そのようなスペックを決める際には、どんな設計思

想に基づくかが、前もって試行錯誤されているはずです。ということは、標準化競争の背

後には設計思想の競争がある。そうだとしますと、標準化競争で負けているということは、

設計思想の競争で負けているということになる。例えば、電機・電子産業では、90年代後

半以降に競争力（特に世界市場シェア）の低下が顕著になりました。そのような低下要因
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を探って行きますと、急速に拡大してきましたグローバル市場の中で最大公約数的な意味

での製品スペックを迅速に絞れないという弱みが浮かび上がります。そして、そのような

製品スペックを絞り込むために不可欠である筈の設計思想をなかなか迅速に探し出せな

い。グローバル市場での最大公約数の探索には、各国の文化や言語の理解が不可欠ですし、

同じことが設計思想の探索にも言える筈です。このように、標準化活動が設計思想探索活

動と密接につながっているとしますと、標準化でリードできないから競争力が低下してい

るのではなくて、スペックや設計思想の探索を迅速にできないために標準化競争で負けて

いるという見方も十分に可能です。つまり、電機・電子産業等で競争力が低下している要

因と標準化競争で負けている要因の根は同じであるとも言えます。この研究会で、そうい

う考え方も、皆さんと共有できればいいなと思います。

関連して、先ほど何人かの委員の方から、日本では特定分野にプレーヤーが多過ぎるか

ら標準化の際の調整に手間取る云々というお話がありました。ただし、たとえ最終市場で

のプレーヤーが多過ぎるということが事実だとしましても、日本では、一方でハイリス

ク・ハイリターンの研究開発活動を担うベンチャー企業がなかなか生まれないという深刻

な事情があります。この点に関しまして米国のＮＳＦが発表している時系列データを辿り

ますと、90年代初めの米国では研究開発活動の殆どを大企業が担っていましたが、現状で

はその比率は半減しており、その代わりに非常に規模の小さい企業の比率が急速に増えて

きています。（日本は、90年代初頭の米国と今でも同じ構図が成り立っています。）このよ

うに、一国の研究開発活動をシステムとして捉えますと、小規模のベンチャー企業を増や

せないまま、最終市場でのプレーヤーのみを減らしてしまったら、さらに大変なことにな

ってしまう恐れもあるではないでしょうか？その意味では、標準化に多大な調整コストが

かかっている現状を改善しなければならない云々の御提案の際には、日本の研究開発シス

テムの全体特性をも同時に考える必要があるのではないかなと思います。

最後にもう一つ発言させていただきますと、前半にご提示いただきました「これまでの

国家プロジェクトの変遷」という資料に技術戦略マップの話が出ていました。（説明の際

にはあまりこの部分には触れられませんでしたが、）技術戦略マップの有用性は、先ほど

相澤先生がお話されました事柄とかなり密接に関連していると思います。国内での研究開

発活動の重複を避けるとか各種活動の同期化の幅と深さを拡大させながら同期化スピー

ドも加速させるといったことを実施するためには、ワンランク上の見える化が不可欠とな

りますが、その際には、技術戦略マップに示されていますようなロードマッピング的なも

のの重要性がどんどん高まる筈です。ただし、これまで多大なリソースを費やして作成さ

れてきました技術戦略マップは、十分には活用されてきていないように感じます。もっと

もっと積極的な活用ができないものでしょうかね？

なお、配付資料（「これまでの国家プロジェクトの変遷」）には、技術戦略マップからの

一例として国際半導体ロードマップ（ITRS）関連の事例が示されています。ただし、ここ

に提示されていますのは、ITRSのものと非常に類似したものとの印象です。日本の半導体

産業の競争力をより高めるという視点に立ちますと、ITRSのロードマップを利用しつつ、

それよりももう少し抽象度の高いロードマップを提示して競争力の強化を図っていくと

いったような技術戦略マップの作成が必要になってくるのではないでしょうかね？その

意味では、技術戦略マップが未だ十分に活用されていない要因は、最初に述べさせていた

だきました標準化競争と設計思想探索競争に負けている要因が同根であるという話と繋

がっているように感じられます。長くなりまして済みません。

○室山委員

それぞれの専門家の方がそれぞれ言われて、個別の話は「なるほど、なるほど」と思い

ながらずっと聞いてきたのですが、僕は先ほどの読売の方と同様、マスコミなものですか
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ら、このせっぱ詰まった悲壮感は一体何なのだろう、負けてはいけない、おくれてはいけ

ない、もうけなければならないという、ものすごいせっぱ詰まって、お尻に火がついてい

るのだと思うのですが、一言で言うとわくわく感が欲しいわけです。

要するに、国民、僕らの立場で言うと、結局どんな国を目指しているのという大きな物

語を感じたいので、最後にプレゼンされたり、つくられるときにそうなるのだと思います

が、あるいは局長が話されるお話が、そういう大きな物語性の中できょう議論されている

ことが位置づけられていくのだと思いますが、どっちにしても日本は東北の創造的復興を

しなければならない。世界的に言うと人口爆発による生物多様性の問題、エネルギー問題、

食料問題、温暖化の問題、日本では少子高齢化、雇用などやらなければいけないことがは

っきりしている中で、そういう世界の中でどういう役割を日本らしく果たして新しい日本

の物語を書くのかということが求められていて、それを見た国民がわくわくして頑張るん

だと、それを進める方法論としてきょう議論されたようなことがバックアップして、チュ

ーンナップされて、レベルが高まっていくのだと思うのですが、こういうもろもろのもの

がどういうふうにつながって全体のストーリーになっていくのだろうというところがな

いから、すごくせっぱ詰まった気がするのかなと思います。

これは政治に求めることかもしれませんが、そういう野太い部分の哲学というか、そう

いうものも連動させながら、専門的な高度な話が束ねられていくといいなと思います。

もう一つ。この間、僕は東北でＲＵ11という、日本の大学の総長さんなどが東北をどう

いうふうに創造的に復興するかの議論の司会をしてきたのですが、そこで出た意見で、東

京の人たちは「創造的復興」と言うけれども、現場はそれどころではありませんと言って

いました。被災地の人たちが目指す未来と、日本全体が目指す未来が呼応して相乗効果に

なるようなストーリーが必要で、そういうプロデューサー的な作業というか、そういうも

のを感じるような文章が最後にプレゼンするときに欲しいなという印象がありました。

○相澤委員

まず、先ほど菅原局長が思いを込めて発言されたことに対して、私は、ぜひこういう場

で思いを込めた発言をこれからもしていただければとお願いします。

きょう発言された内容については、私は全面的に支持したいと思います。国を挙げてプ

ロジェクトを進めるという発想が、当初あったはずだけれども、だんだん、制度的制約そ

の他で省の縦割りのところにすっぽりはまり込んできてしまったというのが現実ではな

いかと思います。総合科学技術会議といたしましても、昨年来、科学技術関係予算の編成

プロセスの改革を進めてきました。その最大のポイントはアクションプランということで、

国が最も重点的に進めるのは何か、各省とやりとりをしながら全体として進めようという

体制をつくりたいというところであります。

昨年行ったところでは、省と省のオーバーラップ、それから、各省の役割を明確にした

ら総合的な力になるのではないかというところに切り込みました。その例が先ほど局長が

紹介された太陽光発電の文部科学省・経産省の役割分担です。これは整理された結果、ま

だここがある。次のステップは、当然のことながら省の壁を突破して、国を挙げてやるの

だという姿勢を明確にすることだと思います。きょういろいろ出されたことは、国として

はどうするかということが明確になるのではないかと思いますので、これは来年度概算に

向けて、制度改革をしなくても進められるところがいっぱいあるのではないかと思います

ので、ぜひお願いしたいと思います。

第２点はただいまの認証関係ですが、知的財産戦略本部で昨年から国際標準化を表面に

出して、特許を中心とした知財と、総合的に、グローバル、オープンの時代に向けての戦

略として出しているわけです。経産省は特許庁を抱えており、標準化・認証を抱えている

ので、そういうことを総合的に進めやすいはずですが、それが実は壁になったのではない
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かと思います。こういう体制を明確に出されたことは大変結構なことだと思いますので、

ぜひこれは強力に進めていただきたいと思います。

○村垣委員

局所的な話で申しわけないのですが、標準化に関して一つの応用例と一つの提案をしま

す。

応用例として、我々は標準化を集束超音波という機械でやっています。これはまだ世に

出ていないが日本の基礎技術がすばらしいものを持っている機械ですが、実用化される将

来に向けて標準化をやるというやり方が一つあります。

もう一つは、医療機器なので薬事がある。薬事を通すための一つの手段として、国際的

な規格で安全性をうたうやり方もあります。

また今、国際認証のためのＩＥＣ委員が非常に高齢化していて、会社では窓際だという

プレゼンは確かにそうなのです。先日申し上げた、評価系を開発することと標準化という

のは非常に似た技術だと思います。ですから産総研等でそのような人材を受け取り、新し

い若い人たちに標準化のための教育として委員会のもっていき方やマネジメントを含め

て人材育成を行ってもらうことも大切かなと思います。以上です。

○菅原産業技術環境局長

非常に貴重な御意見をありがとうございました。

いろいろな意見で一言だけ申し上げたいのは、トヨタさん、東芝さんからも意見があり

ましたが、ここ数年間、今以上に日本経済は厳しい状況になると思っていまして、この議

論を始めさせてもらった一つの大きな動機は、先ほどマスコミの人からありましたが、恐

らくあと10年間、日本はものすごく苦しい思いをすると思います。そういう意味で、国民

のみならず企業、研究者も、何か夢が欲しいなというのが、我々がこの研究会を動かした

出発点であります。

先ほど来、ナショナルプロジェクトという抽象論、あえて技術分野を申し上げておりま

せんが、例えば日本型のアポロ計画みたいなものをもう一回やれないか。昔の諸先輩に、

何でサンシャインをやったのですか、何でムーンライトをやったのですかと聞いてみると、

石油依存の日本社会は、30年間恐らく沈む、もう一回日本が立ち直るためには何だという

ので、先ほど来、その成果は何だという御議論もありましたが、正直に申し上げて、太陽

光は日本は世界一だと思います。価格が圧倒的に高いだけで、技術は圧倒的に勝っている

と思います。それから燃料電池、自動車も家庭用も、世界でついてきている人は一人もい

ない。これは全部、もとはサンシャイン、ムーンライトです。この失敗、轍を踏まないよ

うに、もう一度新しい日本型のアポロ計画みたいなことをやる。

ただ、昔は上り調子の経済だったので、研究開発費をふんだんに、何千億も投資して、

失敗プロジェクトの山です。その中で幾つか成功したのですが、今度はそうはいかないの

で、先ほどいろいろありましたが、昔のナショプロを復活しても全然だめだと思っていま

して、一つか二つのキーワードをやると、ナショプロとベンチャーの両立みたいなものを

どうやるのだというのと、標準化等をどう先に組み込むのだというのと、それからもう一

つ、我々がどうしても知恵が出ないのは、皆さんの御意見にあったように「人」です。

チームリーダーなりマネジメントリーダーをどうやって選ぶのだろう。昔は経産省なり

が、この企業とこの企業、この大学の先生ということだったのですが、技術も複雑化する

中で、しかも長期のプロジェクトをやるときに、リーダーを一体どうやって選んでいくの

だろう、そこのネットワークというのはどうやって入り込んでいったらいいのかというの

が、正直言ってものすごい悩みで、そういう人たちに対して、処遇とか、相澤先生からも

ありましたが、既存の枠をどうやって変えていくのか、相当課題はあると思っておりまし

て、今の予算の組みかえも一つの手段だと思いますが、本当を言うと科学技術会議か何か
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で2,000億ぐらい、ナショプロみたいな予算をつくってもらって、全省庁をここへ糾合し

て、大学も、企業も、こういうネットワークの中で、こういう人選で、徹底的に、ベンチ

ャーも含めたプロジェクトをやるからどうだというような制度が、実を言うと一つの出口

かなと思っていまして、次回、乱暴ではありますが、夢の部分といいますか、負ける技術

をやっても仕方がないと思いますので、勝てる技術で、しかも社会に対してインパクトが

あって、夢が持てるようなものは一体何だろう、今ここで特定することはできませんが、

何らかの提案もしながら、基礎的な資料の提供は今回限りといたしまして、もうちょっと

具体的な仕組み、制度づくりとしてどんなことが考えられるのか、分野にも立ち入った形

で御議論をしてみたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。

○西本技術総括審議官

もうお時間いっぱいなので、一言だけですが、いろいろな議論をありがとうございまし

た。今、局長から申し上げましたが、30年前にサンシャインを立ち上げたときは、私の学

生時代の記憶では、太陽電池はセレンか何かでやっていたのですね。1.3ボルトとか、す

ごく高級なものでした。人工衛星のパネルか何かに使っていました。そのときにシリコン

を使って発電所をつくろうというのは、とんでもない荒唐無稽な、野心的な計画だっただ

ろうと思います。それを踏み切ったというのは非常に先見性があったし、それが成功した

わけですね。もちろん失敗したものもいっぱいあるでしょうけれども、そういうものに取

り組まないといけない。

今やっているのは、30年前に先見の明があって取り組んだものの成果を、食いつぶして

いるというと語弊がありますが、それを使っているだけなので、10年、20年たったときに、

「10年前、20年前にやったものが成果になっているんだよな」というものを一つでも二つ

でも見つけて取り組んでおくことが大事なのではないか。

それからもう一つ、人材の流動化みたいな話もございましたが、これまでの右肩上がり

の中でうまくいってきた枠組みを墨守することで、この先うまくいかなくなるということ

はよくあると思います。人材の流動化についてもそうです。例えば、話が長くなって恐縮

ですが、随分前になりますが、アメリカの工学部系の学生の就職した先の年収をアンケー

トで調べたというのがありました。それを大学順に並べ直すと、４年制の工学部ですが、

MITを卒業した人は７万ドル、カリフォルニアテック、カルテックを出た人は７万ドル弱、

10か20の大学が並んでいて、フロリダ工科大学が４万ドルとかなっていました。これは別

に企業が学歴で見ているわけではない。個別に学生を評価して年収を決めて、並べ直した

らそういう図になるということです。逆に言うと、日本の企業はみんな一律に22万円とか、

300万円、３万ドルとかいうところで、ものすごく重要な人を取り逃がしている可能性も

あるし、そうでない人も同じ処遇でやっている可能性がある。今、日本は語学の壁に遮ら

れてなかなか海外に流れませんが、最近では、この間サンデル教授が来たときに堂々と英

語で質疑をしていましたが、英語の壁もなくなっていくだろうと思います。そうしたとき

にいい人材を取り逃がす可能性があります。そういうことも大事だ。

それから、60を超えたら一律定年になってしまうから、優秀な人であればあるほど外に

出ていく。昔決めたルールを墨守するがゆえに、昔ワークしていたものが、それが障害に

なっていることもあり得ると思います。「人材の流動化」といったときに、そういう企業

の行動も、オープンイノベーションというのであれば人材の流動化をはからないといけま

せんが、自前主義の傾向が強いからベンチャーがなかなか育たないという問題もあるとい

うことなので、そういうところも頭をサラにして考えてみる必要が私はあると思います。

もう一つ、標準化の問題です。これもものすごく重要で、この前も私はどこかで申し上

げましたが、家電にしても、自動車にしても、欧米でつくられた標準の中で、よりいい製

品、より品質の高いものを売ることによって、市場拡大にも貢献したけど、市場をとって



- 15 - 

きたということですが、新しいロボットの改良、ロボットの世界とか、IPS細胞もそうで

すし、カーボンナノチューブもそうですし、太陽電池もそうなってきていますが、これか

らは人のつくった標準の中でいいものをつくっていくのではなくて、市場をつくっていく

ことを考えていかないといけない。

ですので、私どもは10年、20年を視野に置いた骨太の研究開発プロジェクトを実施する

に当たっては、そういうこともしっかり念頭に置いて、今までの制度の枠組みみたいなも

のも、もう一回見直していく必要があるだろうと思います。私どもは今いただいたたくさ

んの意見は非常に心強く思いますし、そういう議論を深めていくことが重要かなと思いま

す。以上でございます。ありがとうございました。

○橋本委員長

どうもありがとうございました。

とにかく、いろいろなセクターから最高の頭脳をいかに集めてくるかということが大き

な課題だと思いますので、ぜひまた議論をいただきたいと思います。

本日は、長くなってしまいましたが、どうもありがとうございました。以上で終わりま

す。
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