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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32回）

議事録

日 時：平成23年7月6日（水）10:00～12:00

場 所：経済産業省本館17階国際会議室

議題

・新たな国家プロジェクトの在り方について

議事内容

福島研究開発課長から資料４に基づき説明。

○橋本委員長

前回に引き続いてというか、それより深化させるという意味で新たな国家プロジェクト

の在り方ということで、これから議論していただきたいと思います。今ご説明がありまし

たように前回もいろいろ議論があったわけですけれども、我が国の将来を決める非常に重

要なプロジェクトになると思いますので、慎重に、それからいろいろな方のご意見をいた

だいた上で設計していきたい。そういう趣旨というように理解しております。

それで、今日はあとずっとご意見をいただく予定にしておりますので、お願いしたいと

思います。

最初に、相澤委員が早く退席されるということですので、もしよろしければご意見いた

だければと思います。

○相澤委員

私、ここで退席しなければなりませんので発言をさせていただきます。

13ページの「技術大国日本の復活に向けて」というところ、これが最も重要なことでは

なかろうかと思います。この中で、世界的な共通課題の解決を目指すということを明確に

打ち出していることも重要であろうと思います。

ただ、この進め方については、ぜひこの中に新たに加えていただきたいと思う点があり

ます。その１つは、世界的な共通課題に対応していこうとするわけだから、世界の知を集

約するという視点が重要かと思います。このような国家プロジェクトを進めるに当たって、

どうしても国内のことだけが重要視されて、先ほど来のいろいろ具体的な提案も、その視

点に立っているのではないかと思います。この辺はグローバル、オープンというのが、こ

の時代の基本的な戦略策定の基本だと思いますので、ぜひご考慮いただきたいと思います。

もう１つは、世界のだれもがまねできない技術を目指す。これももっともなのですが、

ここにこれまでの国家プロジェクトの反省すべき点の１つとして、要素技術に余りにも集

約し過ぎたために、システムにおいて若干のマイナス点というか、不利な点をつくり出し

てしまっているのではないか。世界的な情勢から考えると、要素技術からシステム構築と

いうことが国家プロジェクトとしても非常に明確に打ち出されています。ぜひこの点も考

慮していただければと思います。

具体的なことで申し上げますと、私は先週、シンガポールのA*STARという今世界的にも

注目されている科学技術省というのか、庁というのか。そこの国際ボードが形成されたの

で出席してまいりました。シンガポールがR&D予算を30％増加するということを打ち出し

ました。その中身は、国際的に知を集約して投資していこうという体制であります。今シ

ンガポールではニューウォーター（NEWater）という国家プロジェクトが大成功といいま

しょうか、大きな展開を示しているところであります。これもシステム化なんですね。各

国の強い要素技術を集約して、システムとしてはシンガポールがすべてを得ていくという

構築です。今回のボードは全部国際メンバーであり、そして課題は何か。何が必要か、何
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が重要かという議論から、全くオープンにしていくというところであります。この進め方

というのも１つ参考になるのではないかと思います。

これはささいなことなのですけれども、今まで資料に「非連続型研究開発プログラム」

というような名前が出ておりましたが、いささか注意をして使われる必要があるのではな

いかと思います。今回は「非連続型の」という形にしてありますが、本来国が進めるよう

な研究開発というのは、非連続的であることを目指しているわけでありまして、ここで新

たに非連続型のプロジェクトだとか、あるいはプログラムだということになると、今まで

のは何だというそしりを受けないとも限りません。これは表現上の問題なので、ご考慮い

ただければと思います。以上でございます。

○橋本委員長

それでは、これからいろいろご意見をいただきたいと思います。いつものようにご発言

を希望される方はネームプレートを立てていただいて、その後、順次ご指名させていただ

きたいと思います。時間的にはこれから70分以上ありますので、今日はたくさんの委員の

先生に出席していただいておりますけれども、十分お時間をいただけると思いますが、い

つものように短かめにお話をいただいて、それで何度かご意見いただいたほうがよろしい

かと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○堤委員

まず重点化に関してなのですが、ここで考えられているのは必ずしも、いわゆる選択と

集中という考え方ではないと思いますね。重要なのは個々のプロジェクトでどういう成果

が上がるかというよりも、むしろそれをやることを通して共通基盤とか、戦える体制をつ

くるというところが重要なのだと思います。

ここで例として挙げられているものをみても、これが本当に20年後、30年後に実現する

のか。あるいは逆に、これだけ投資したら本当に我が国が勝利できるのかという青写真と

いいますか、それが見えませんよね。それはいいと思うのですが、例えばアポロ計画のよ

うな場合は1960年代に必ず送り込むという大目標。それで目標を切ってやったわけですが、

そうでない限り、やはり夢である程度終わってしまう可能性がある。それはそれでいいと

思うのですが、むしろそれを通してどういうことができるかということが重要なのだと思

います。

結局、最終的には人なのだと思います。だから優秀な技術者、研究者の再生産。かつ、

そういった人たちを最適な場に配置していくような仕組みをつくり上げることができるか。

ここなのだと思うんですね。例えば我が国の産総研の人数は 3,000人ぐらいですね。とこ

ろが、DOEだと多分アルゴンヌ１ヵ所だけで１万人いますよね。

○西本技術総括審議官

１万人はいますね。それが20ぐらいです。

○堤委員

だから圧倒的に。日本人が頑張って１けた。10倍以上の仕事ができるかというと、それ

はあり得ないので、ここのところをどうするかという仕組みを考える。例えばプロジェク

トをやる過程で、先ほど大学からの人材の流動化ということだったのですが、２年間なら

２年間、企業のほうの研究者は大学なりに行って完全に専従して、そこでドクターを取っ

ていく枠組みを残しつつやれるような体制にすると、それはそれで研究者が何倍かにふえ

ていくようなことになるわけですね。予算は限られていますから、限られた予算の中でい

かに人材を増やすか。最適な再生産をやれるような仕組みをつくるか。ここに限ると思い

ます。以上です。

○田井委員

それでは、たくさんいろいろな提案をされていることについては敬意を表したいと思う

のですが、方向をもう少しまとめないといけないのかなと思います。

まず出口の事業といわれたので、メーカーの人が何人かいらっしゃいますけど、私もメ
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ーカーの人間なのでいいますけれども、20年先の事業なんて、申しわけないですけどばか

げていると。事業は生き物です。毎日毎日変わります。会社は存続させたいと思いますけ

ど、20年先の事業云々なんていうのはあり得ないですよね。それは利益を出すことで売り

上げを立てることであって、内容について何かいうなんてことはちゃんちゃらおかしいと

思います。したがって、それがなければ研究できないなんて考えるのはちょっとおかしい

のではないかなと、まずそのように言いたいと思います。

それから、研究と開発が相変わらずごちゃごちゃですよね。要するに研究と開発は違い

ますよね。ですから、どちらをお求めになっているのか。企業がもうけるようなものをお

やりになりたいということであれば、それは研究もあるかもしれません。例えば、我々が

今パソコンや計算機で一生懸命使っているマウスなんていうのは、最初につくられたのが

68年ですよね。45年たっています。あれは研究ですよね。技術かもしれませんが、大学の

先生がお考えになった。そういうものは、そこで20年後の事業を考えたか。そういうこと

ですよね。

だから、私は研究は研究としてきっちりやられるべきだと思います。経産省だからとい

って、研究だけはしないなんてことじゃないと僕は思うんですね。自分の偏見かもしれま

せんが、随分昔の電総研なんていうのは非常に敬意を表していました。あそこでいろいろ

お考えになったり、やられたことというのはものすごく尊敬していました。やはり何かち

ょっと違うんじゃないかなと最近は思います。出口、出口と言い過ぎているんじゃないか

と思います。

一方で開発をさせるのであれば、それは３年で開発をしなさい。そのかわりもうはっき

りわかったものです。そんな非連続的なものなんか全くありません。そうじゃなくて、も

う商品をつくるだけですからね。そこははっきり分けたほうがいいと思います。そうしな

いと、サンシャイン計画もムーンライトも非常によかったと思いますけれども、あれは本

当に何がよかったのでしょうか。研究も開発もありましたけれども、それは今、日本にと

ってどういう位置づけになっているのでしょう。あれは成功でしょうか、失敗でしょうか。

何を反省するかということだと思うんですね。

でも研究というのは、やはり安心して――安心してという言い方は悪いですけど、一生

懸命考える人が考えられるような体制をつくってあげないとできないと思いますね。ちょ

っと分けていただいたほうがよろしいんじゃないかと思います。研究開発を続けるという

ことじゃないと思います。科学と技術が違うのと同じです。

○村垣委員

まず重点分野をどう選んでいくかですが、我々には桜井先生がつくられた未来医学研究

会で企業から来た方が大学で１年間のプログラムで医学を学びます。そこで1年かけて30

年後の未来にできること、あるいは開発したいことをみんなで議論するという課題があり

ます。

先ほどのこととは全く違った方向なのですけれども、いわゆる目標と言ってしまうと非

常に短期間、５年とか10年のことになってしまう。夢となってしまうと、今度は荒唐無稽

で実現不可能なことになってしまう。その中間が必要だと思うんですね。そこを目指して

30年後の未来という設定をしたわけです。５年後、10年後の目標となると多分既存技術の

発想から抜けられない。 100年後となると荒唐無稽である。30年後となると一定の目標に

対して、１つか２つ、30年後カードが使えるんですね。今はできていないが、30年後には

恐らくこの２つぐらいの技術は多分実現しているだろうと。そのつなぎの部分があって30

年後にこうしたいということを議論します。既存の技術が７割、８割で30年後にできてい

るだろう技術が２割、３割で夢を組み立てていくような考え方。これで１年かけて討論し

て発表します。1982年より未来医学研究報告としてもう何十年かやっているので、実際、

昔やったものに関して結構現実的になっていることもあるのです。

時間をかけて重点分野を討論するということも必要なのですけれども、今実際にやりた
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いことを技術マップの中から取り入れ、夢と目標の間のドリームという形で、ある一定期

間で組んでいくというのが１つの案かと思います。

例えば私は医療の分野にいます。今回医療プロジェクトもいくつか挙げられていますが、

やはり要素技術に走っている。そうではなくて我々の世代で例えば「スタートレック」で

ドクターマッケイという人が、宇宙船の中で船員がけがをしたらハンディな機械でポポと

やっただけで損傷がわかり、ピピッとやっただけで治すと。そんな技術は今近いところま

で来ていて、あれを実現するために何をしていくかということを考える。そんな総合的な

部分から要素に入っていったほうがいいと思います。

まとめますと、いい意味で夢と目標の間のもの、いい言葉がなく我々はドリームと呼ん

でいるもの、そういったものを、既存の技術プラス未来にできているであろう技術を足し

て考えていくというのが１つの案かと思います。以上です。

○正田委員

私も田井委員のおっしゃることに、研究と開発の問題というのは全く同感でございます。

要するに、ここで狙っているのは研究なのか、研究開発なのか、それとも産業のベースに

なった開発なのかというのを、視点をはっきりしておかないと話が非常に混乱してしまう。

特に今回の中で私が関係しているほうですが、規格化とか認証の話まで出てきますと、

これはもう全く最後の、物ができてからどうするかという議論の話であって、そういうも

のを全部組み込んだ長いもの全体を１つの省なりでやれるかどうかというのは、かなり大

きな問題ですから。しかも、世の中で研究開発というときにはかなり同床異夢の部分があ

るので、その点については、今日の議論とは全く別にしっかり区別をしておいていただき

たい。

今回は国家プロジェクトの進め方というように私は理解しています。もし国家プロジェ

クトの進め方ということでいろいろ議論するとしますと、最後の18ページの図がございま

すが、この図の中で今ご指摘のあったような非常にロングスパンの問題、これからどうし

ていくかという種類の問題は一番左端の部分に相当するところであって、これは多分ＥＵ

のフレームワークプログラムのプラットフォームに似たようなものをつくって議論するよ

りしようがないかと思います。長期的に20年、30年考えるというのは、むしろこの部分を

具体的に考えることが大事で、プラットフォームの部分で長期的な問題を議論して、そこ

から出てきた具体的なプロジェクトはもちろん産業化するのであれば、ご指摘のあったよ

うに５年とか３年というレベルでやらなければならない。それは長く続ける必要はないと

思います。むしろこの部分、２つの考え方が一体化してしまいますと、具体的に申し上げ

ていいかどうかわかりませんが、過去のいろいろな大プロで20年たってもものにならない

という例はたくさんあるわけです。しかも、産業界の方からお話を伺うと、１つの学術的

な原理が出たときに10年でものにならなければ、これは絶対役に立たないという経験則を

言われる方が非常に多いのです。そういう意味で、それが過ぎてしまってからもまだ引っ

張っているようなケースがかなりあるので、全体を長く考えるという考え方自体、非常に

問題があって、むしろ一番左端の部分をプラットフォーム化して、そこでいろいろな知恵

を出し合うという部分はもちろん長期的に考えなければいけない。その後、具体化したも

のについては、やはり余り長く続く意味はないのではないかと思っています。

もう１つ、中央の部分について申し上げたいのは、ここには「プロジェクトの推進」と

書いてあって、「ステージ毎の評価」云々といろいろ書いてございますが、日本のこうい

ったプロジェクトで一番問題なのは外部評価が非常に不完全である点です。プロジェクト

リーダーを強力にするという話がありますが、海外のプロジェクトでは、プロジェクトリ

ーダーが途中で評価を受けて交代するというケースは非常に多いわけです。日本はなかな

かそういうことが起こらない。常に同じ形で引っ張ってしまうというのがもう１つの問題

点ですので、こういう内部評価ではなくて外部評価のスキーム。あるいは外部から社会情

勢を反映し、研究の進歩を反映してプロジェクトそのものを変えてしまうような仕組みを、
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この外側につくるということがシステムをうまく動かす大事な点だと私は思っております。

そういう意味で実は標準化も、それから認証の問題も、個別の技術についてしっかりし

たシステムをつくるというよりは、むしろ具体的な評価の方法自体を自分で開発できてい

るか、できていないかというところに問題があるわけで、こういう外側に評価のシステム

を別につくるということは、その部分にも貢献できると思っています。以上です。

○小久見委員

私は蓄電池のプロジェクトを７年間やらせていただいておりまして、ちょうどこの間ぐ

らいのものなのかなというように自分で聞いておったんでございます。

私が蓄電池で思いますことは、13ページにありますようなだれもがまねができない技術

というのは、最初はそうであっても２、３年、５年と経つ内には出ていってしまうものだ

と思います。それであれば、その技術を守るためにどうするか、そのシステムを考えてい

く。プロジェクトの中で考えるべきなのか、それとも、プロジェクトを始める前に考える

べきなのか。そこら辺のところ、プロジェクトにどこまで含むか、ということはこれから

の設計だと思います。

そういう見方で私のやっているプロジェクトを見てみますと、私のプロジェクトは2030

年以降に500Wh/kg、プロジェクトが終わるときに500が見通せる 300Wh/kgを検証するとい

う目標設定になっています。2030年以降に 500Wh/kgを実用化ということになりますと、

今獲得する知財というのはあまり意味がなくなっているはずですね。期限が切れている。

その知財をいかに発展していくか。そこが重要だと思うのです。一番大事なところ、基本

的なところは余り役に立たないことになってしまうかも知れません。そういう点からいい

ますと、強者連合というのをいきなりつくるのは非常に難しいかもしれませんが、やって

いく中で発展させる力のないところは落ちていくような形になるのではないかなと思って

おります。その結果強者連合になる。落ちていったときに、そこがもっている知財をどう

するかということはいろいろ問題になるかと思いますが、知財をどう取り扱うかをよく考

えていかなきゃいけない。その知財がどこかに抜けてしまうようなことになってはならな

いと思います。20年、非連続的といわれるようなものを考える場合には、基礎研究が主体

になると思うのですが、そこら辺で、知財を考えたときに、少し違う制度の設計が要るの

ではないかと思います。

それから、ここにテーマがいくつか記載されていますが、その中に私が関連のリチウム

空気電池というのがどこかに載っておったと思います。開発の目標値を設定するときに考

えなければいけないことがあります。リチウム空気電池というのは、重量当たりは非常に

高い理論エネルギー密度を持つのですが、体積当たりは高くないという面もあるんですね。

だから、重量当たりと体積当たりのどちらが大事なのか。目標値の設定自体についても、

目標とする電池をみてから設定していったほうがいいんじゃないか。例えばリチウム空気

よりも亜鉛空気のほうが、体積当たりで見ると高いという事実もあるわけなんですね。そ

れと研究開発の難易度ということがあると思います。そこら辺についてもをできるだけ目

標設定の前に、プロジェクトを設定したときにいろんな視点から見つめ直してみる、設定

したプロジェクトの評価ですかね。そういうことが必要なんじゃないかなと思っておりま

す。

○高木委員

11ページのところで「少子高齢化社会への挑戦」ということなのですけれども、治療の

難しかった疾患にも対応できる治療の実現とかいろいろ書いてあります。現状をみてみま

すと、治験に関しましても、今韓国はＦＤＡと同じ基準を採っている。そうすると国際共

同治験を行うときに、日本をパスして韓国でやったほうが手続が早いということで、治験

をそちらで行うという現状がある。それから日本で開発された薬を日本国内で製品化する

ための多くの手続を踏む時間がもったいないので、シンガポールとかフランスへ行って治

験していることが多くなってきている。そちらで認可され、製品化されて、逆輸入した場
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合は割と認可が得やすい。もう今そういう方法をとったほうが早いという状況になってい

る。そういう規制の在り方というのも考えていかないと世界的にも取り残されていく。せ

っかく日本で開発されても、海外でそういう手続を踏まなくちゃいけないところを簡略化

していくとか、世界標準に合わせていくような考え方が必要なのではないかなと思います。

「すべての国民ががんの恐怖から解放される超長寿社会の実現を目指す」。本当にそん

な超長寿社会をみんな望んでいるのかなというか（笑声）。それよりも生きている間に脳

やほかの肉体がいかに健康で過ごせるか。それを望んでいるんじゃないかなと思うわけで

すね。

がんももちろん今非常に重要な分野ですけれども、もう１つ、つい先ごろ脳の研究にか

かわっている何人かとお会いしてお話ししたのです。脳研究は現在世界的に足踏み状態だ

よねという話で、それほど大きなステップアップというのは今のところみられていない。

そうすると世界でもそれほど大きな進展がない分野に大きな研究資金を投じて、そこで日

本独自の研究をする。薬剤、あるいはいろいろな方法で脳を健全に保つとか、そういう研

究。そちらがこれから求められることではないかなと思いました。

○花井委員

資料の説明をなるほどなと思って聞いていたのですけれども、何かこれだとまた今まで

と同じ繰り返しになってしまうような気がして。相澤先生が最初に、そういう面では新し

い切り口のことをいわれていて、世界の知の集約という切り口は私も非常に大事じゃない

かなと思っております。

私、製薬企業に属しておりますけれども、日本の製薬企業も今はもうグローバルで成長

するしかないという状況で、弊社もやりましたがＭ＆Ａで海外の会社を買ったり、ベンチ

ャーを買ったり、あるいは海外に研究所をつくっている。そういう状況にあります。

今日の国家プロジェクトという説明を聞くと、これって10年、20年、30年前の日本の国

だけのことを考えた国家プロジェクト。製薬会社としてどうやりますかというと、日本国

内だけのおつき合いをしましょうというような感じになってしまう気がするんですね。例

えば製薬会社でしたらグローバル化しているという現実がありますので、こういう国家プ

ロジェクトにも、やはり相澤先生が言われた世界の知をどうやって巻き込んでいくかとい

うことも、考えていかなきゃいけないと思います。これは知財の問題があって非常に難し

いです。日本だけに知財が落ちない可能性がありますので、どこかの国と知財を共有しな

きゃいけないことがあるので非常に難しいですけれども、そういうダイナミズムにも挑戦

していかないと、なかなか新しい切り口の国家プロジェクトは出ていかないんじゃないか

なと思います。

○小木曽委員

私も企業側で、どっちかというと環境技術関係の技術開発をずっとやってきているので

すけど、企業で行っている研究といいながら実際は開発なのですが、研究開発のスパンは

大体近い２、３年の足元の製品のところから、長期といっても10年ぐらいがメインなんで

すね。今回、15ページから16ページぐらいの進め方でずっと書いていただいているのです

けれども、自分たちのところからみると、国プロ的に進めるのであれば確かに成果は早く

欲しいと思うのかもしれないですが、10年からちょっと先ぐらいのところに研究の軸足を

置いて、テーマをどう選ぶかいろいろ考えなければいけないですけど、そうやって進めて

いったほうが、特に強者連合を結ぶようなときでも、ちょうど研究のエリアである程度、

新たな知財をあるチームでつくり出していくときに握りやすいのかなと。ぶっちゃけて申

し上げますと、10年前のところになると、やはり個々の企業に対して基幹となるような領

域が日本の場合は強者が結構複数いたりするものですから握りにくくて、そのあたりをし

っかりやっていけるといいのかな。

あと15ページあたりに具体的な記載をいろいろ書いていただいてはいるのですけど、や

はりテーマとしては広めに入りながら、どういうチームがつくれるかわからないですが、
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その中で具体的なコミットメントをつくりながら、もう既にご意見がいっぱいありますけ

れども、それは当然グローバルにもちゃんと客観的に意義があるようなものだったりしな

ければいけないでしょうし、場合によってはグローバルなメンバーもいなければいけない

かもしれないし、定期的な第三者評価が要るといった進め方ができればいいなと。どうや

ってやるかということがあまりいえずに、理想論だけをちょっと申し上げている形になっ

てしまうのですけど、そういうところで進められるといいなと思いました。以上です。

○土井委員

私も大企業さんの新規事業のコンサルや、自分自身が大学発ベンチャーをつくるときに

は、当然として事業化できるものしかやらないわけですが、法律や制度の変更が起こる時

には、新制度の運用が開始されたらどのように市場が動くかを予想しながら政策を立てて

います。

そのことをドラッカーさんは「すでに起こった未来」という言い方をされています。例

えば短期的なことでは道交法で携帯電話の手持ちが禁止と決まれば、車の中で使うハンズ

フリーの商品がどんどん市場に出てくる。企業は新しい制度に向けて開発を行う。地デジ

などのようにかなり長期的に期限を決めて制度変更をやってしまえば、地デジに向けてい

ろいろな商品開発をやっていく。法律や制度変更が起これば企業も消費者も行動を変える。

制度変更にしても法律変更にしても事前に発表されるので、それはすでにもう起こってい

る未来として捉え、その施行時期に向けて研究していくということはよくやることです。

そういう意味ではぶれない政策の中で、例えば将来的にこういう法律変更、制度変更を

やっていくことを事前に示していただいたり、国や地方がこのような形で調達していくと

いう方針を出してくれると、それに向けて研究できる。さらにアメリカみたいに「ベンチ

ャーからこれぐらいのものを、こういう形で買うよ」と示してもらえると開発項目が明確

になる。それも単に日本だけではなく、例えば海外の政府とか、海外のいろいろな機関と

一緒になって、市場を拡げてくれると企業は助かる。各国とも悩みは同じかもしれないの

で法律の変更や制度変更をほかの国と一緒に、５年後、10年後にやっていこうみたいな形

で法律変更や制度変更をやってくれると大きな市場の中でやっていけるし、そこで海外企

業とも協力して技術開発ができるという意味ではいいなと思っています。

バイオの法律や制度は、世界で共通している部分があるのでとてもやりやすいと考えて

います。ある制度の変更があれば、特に国際的にこういう形で制度や法律が変わっていく

とわかると、市場が拡がっていくというのが分かるので、10年後、20年後を見据えて、そ

の研究に全世界のベンチャー企業も大企業も取り組んでいけるというのが実現しています。

そういったことが他の業界でもできれば15ページに書かれているように、民間企業が市場

をみながらある程度長期でも、開発できるところに入っていけるんじゃないかなというこ

とを感じております。

○池浦委員

化学業界というのはナフサをたくさん使ってCO2を排出して、ものづくりにたくさんの

エネルギーを使い、また製品でエネルギー削減に貢献しているわけですが、そういう中に

いて前回も申し上げましたがすごい危機感をもっていまして、我々の業界的な立場からも

のをいうとエネルギーをつくること、それからためること、運ぶこと。それをどうやって

効率的に使うかということと、価値がないといわれているCO2をどうやって資源化価値を

支えるか。そうしないと日本というより地球がもたないと思っていますので、それを日本

が先駆けてやっていくというのと、医療費を考えますとガンマーカーをはじめいろいろ個

別医療的なことを、ヘルスケアソリューションをやっていかないと国がもたない。また世

界ももたないだろうという意味で、今日まとめていただいた方向性というのは、私はよく

まとめていただいて非常にありがたいと思っているのです。

ただ、具体論的に、要は化学業界の中でも幾つか組んで何かやりませんかとやったとき

になかなかうまく組めない。背景はちょっと申し上げにくいのですけど、要は18ページに、
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これまでも何名かの方がおっしゃっていましたが、方向としてとにかくエネルギーの問題、

それから CO2の問題、ヘルスケアの問題。こういう方向で日本というのは頑張らないとい

けない。世界のためにも頑張らないといけないと思っています。あと強者連合をどうやっ

てつくっていくのか。具体論のところは、ちょっとこういう場でどこまで細かな議論がで

きるかわかりませんけど、とにかく今までとは違う不連続な発想でもって組んでいかない

と一歩前に、先に行けないと思います。相当なあつれきが起こると思いますけど、そこは

行政の方もいろいろご指導いただきながら何か違うことをやっていかないといけないとい

うのと、もう１つは、さっき蓄電池のお話も出ましたけど今いろいろなプロジェクトが既

存にもあるはずで、今回お出しになられたテーマの中にも、いろいろかぶっているやつも

あるかもしれませんし、既存のテーマとの整理をどうやっていくのか。前々回、どなたか

からもお話が出ましたけど、そのことをうまく整理していかないと、私ども企業の中でも

選択と集中でR&Dのテーマを相当整理してきていますので、そのこともあわせていろいろ

議論させていただければと思います。

○中村委員

先ほど研究と開発の観点で議論が幾つか出ておりましたけれども、個人的には、研究と

開発というのは１つの大きなフレームワークの中で同時に行うべきではないかと思ってお

ります。ただし、そのときに全体のプロジェクトがある程度構造化されて、おのおのがき

ちんと使命をもって進めるようなやり方が必要じゃないかなと、そのように感じておりま

す。

そういう観点でみると、15ページ目に「政府全体による取り組み」というのがあるので

すが、ここで大学なり文部科学省を中心とした活動と、それからこちらでのいろいろな検

討とがお互いに走って、それを一体的研究とは書いてあるのですが、一歩踏み込んで、今

回変えていこうというところまで来ていないのではないかと思います。

私は今回ぜひ国全体として、例えば再生エネルギーの問題にしても、どう取り組むかと

いう中で１つの大きなプロジェクトというものを立てて、その中で先ほど言いましたよう

にある程度構造化して連携をしていく。そのようなことにならないかなというように期待

しております。

もう１点は、どのようにテーマを決めていくかということなのです。今回、時間がそれ

ほどない中でこれをやらなければいけないのではないでしょうか。例えば第３次補正が話

題になっておりますが、そういうものに合わせようとするともう数ヵ月しかないし、ある

いはその中で積み残したものはどのぐらいの時間軸で検討していくのか。いずれにしても、

非常に短い時間の中で先ほど議論のありましたようなテーマの具体的な選定の仕方とか、

フォーメーションというのをつくっていくということで非常に急がれると思います。でも

そうはいってもできるだけ透明性をもたせて、これまでのいろいろな方々の知恵がうまく

集まるように、検討していただく必要があると、そのように感じました。以上です。

○笹沢委員

私はマスコミなんですけど、そういう側の見方ということで前回、日本版アポロ計画と

いう言葉も出たわけですよね。それで今日の資料をみていますと何ヵ所か、ちょっと無理

もあるなと思ったんですけど夢って書いてあるんですね。だから日本版アポロ計画で、し

かも夢のある国家プロジェクトという話なのですけれども、今出てきている意見を聞くと

相当厳しいんだなという印象を私は受けました。

ただ、これはあくまでもアンチテーゼ的にいうのですけど、そうなってくると、例えば

有人で火星探査する。これは、ある種アポロ計画的だし、国家プロジェクト的だし、夢も

ある。しかし、今日指摘されたポイントからみると、この段階でひっくり返されちゃうぐ

らい厳しいものなんですね。だから本当は今までとちょっと違うタイプのことをやるんだ

とか、それから今日出た意見の中でわりと不評だった20年という数字ですね。これも今ま

でのプロジェクトをやるんだったら確かにちょっと20年は長いし、大体今までの経験から
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いっても20年かけてうまくいったことはないかもしれない。

だけど、例えば2030年代に何かをするという、逆ですよね。何かプロジェクトをやって

20年間もたすのではなくて20年後に、2030年代ごろに何か起きているようなものをつくる

というようにしてみたら、また別のもうちょっと広がった考えもできるんじゃないかなと

思うのです。あくまでもたたき台ではあったと思うのですけど、テーマがある程度絞られ

ていないと、こういう議論も難しいのかなと思うところもあります。やはり何をやるかに

よって、こういうものの流れも決まってくるんじゃないか。

例えば、たびたび出てきますアメリカの国家事業の話。そもそもアポロ計画がそうです

けど、非常にテーマを絞っていたわけですから、何をやるかというところにもうちょっと

重きを置いていろいろ議論していくと、もっと幅の広がった可能性のあることも出てくる

んじゃないかなと個人的には思います。

あと、もし長期的になるのだったら、ほかにも意見が出ていましたけど定期的なレビュ

ーというか、時のアセスメント的なことはきちんとやっていかないといけないんだろうな

と思います。以上です。

○菅原産業技術環境局長

ひとつ、論点に上がってきたのが、先ほど来、研究と開発、あとは期間の問題があると

思っていまして、我々、経産省にいて、私も30年になるのですけれども、30年間ずっと文

科省、財務省、昔でいうと科技庁との間で、この技術は研究か、開発か、商品化かという

議論を延々とやって、技術の色分け作業をやってきた。正直申し上げて、そこの定義論に

あまり時間を費やすのは時間の無駄だというのが我々の経験でありまして、今や研究段階

から商品化まで一挙に行く場合もあります。

そういうところを考えると、ここで整理すべきは民間企業が行う研究開発と国がやる研

究開発について、これは過去、ものすごく混同されてきました。先ほど来あるように、民

間はもう田井さんのご意見で２、３年しかみないんだと。であれば、恐らくそれは国が関

与すべき研究開発ではないだろうなと。ただ、如何せん経産省の研究開発プロジェクトは、

民間企業が２、３年後を視野に入れたものが今でもものすごく多いです。

外部評価というと、去年の仕分けでもさんざん議論になりましたけれども、３年後に成

果が上がる研究しかやっちゃいけないということになりますと、国の研究開発、ましてや

大学の行う研究開発というのは、国において一体どういう位置づけでやるべきかというと

ころで、先ほど来、外部評価も商品化を外部評価の評価軸に置くと、おそらく国も大学も

出番はないだろうなというところがありまして。やはり諸外国の例をみても、諸外国の国

立研究所が２、３年を視野に入れた研究をやっているかというとおそらくあまりなくて、

先ほど来あるように10年とか20年というのもあまり例はないかもしれませんけれども、少

なくとも10年超のものについて国もしくは大学、それに民間企業が仮に２、３年の視野か

もしれないけれども、そういうものにどう関与させていくかというのが、多分世界全体が

苦心しているところではないかと思いまして。

結論からいうと、先ほど来のご意見でいうと、２、３年というのは我々の概念でいうと

商品化技術なのですけれども、これと国、大学が行う研究開発はもう一度、文科省、経産

省も含めて峻別して、民間企業がやるべきは今の財政制約の中では民間企業に頑張っても

らう。そこには口を挟まない。むしろ競争でやってもらう。ただし、長期のものについて

先ほど来から言うように逆に民間企業が手をつけないのであれば、それこそ国なり、独法

なり、大学なりが、それに民間企業の人たちの知恵をどう組み込んでいくのかというのが、

おそらくこの研究開発の国家プロジェクトはどうあるべきかというポイントなのかなとい

うところで、我々の資料も途中で事業化してもいいですということが入っているので若干

混乱を招いたかもしれませんが、一方で今度10年超のものをやるときに、先ほど来あるよ

うに10年間、何も成果を出せないのか。これはおかしいと思っていまして、突然あるとこ

ろで商品化がスピンオフの技術で出てくるのはよくある話なので、むしろそれを知財とし
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てもずっとためるのではなくて、それはそれでどんどん外に出していくような発想で、民

間企業の人の参加も募りながらやれないのかという問題でございます。

あとは、どうしても日本における特性として民間企業のほうが研究開発における人材は

圧倒的に豊富だと思います。資金面でも民間企業のほうが国よりも圧倒的に勝っているわ

けですけれども、その人たちが今何をやっているのかというと、１つの国なり大学なりの

ちゃんとした軸がないゆえに研究開発目標が、先ほど来グローバル化とありますけれども、

かなりの部分が日本企業の同業他社との競争にどう打ち勝つかのところに相当資源が振り

向かれ過ぎているんじゃないかと。

私も幾つかの研究所を訪問させていただきましたけれども、何を研究目標としているか

というと、同業他社の技術よりも先を行くことが、ある意味で研究所の目標になっている

ケースがかなりございます。研究所の中をみせてもらいますと、私はプロじゃないですけ

れども本当に同じ研究をやっていました。もちろん細かくいえば違うと思うのですけれど

も、例えばシリコンカーバイドというと、正直言って何社でも同じ装置で同じ研究をやっ

ている。なぜこれが国として統合できないのかなと。シリコンカーバイドについては多分

２、３年というよりは、５年、10年先をみた研究だと思うのですけれども、それを何社で

も、ある意味でそれぞれが知財を抱えてやっている。これがうまくやれれば、それぞれの

得意分野を持ち寄れば、おそらく開発成果はもうちょっと前倒しできるんじゃないかとい

うことがありまして、そういう意味では５年、10年、20年先をにらんだ国の関与の在り方

というのは、逆に目先の商品化技術との関係を整理することによって、もうちょっと明確

になるのではないかと思っております。

あと悩みは人の問題でございまして、大学なり民間の人たちの人材を、ある１つのプロ

ジェクトにどうやって集合させていくのかというところは非常に悩ましい問題でして、今

回も例示させていただきましたけれども人材の流動化を阻むような退職金制度、年金制度、

この辺は早く解決すべきではないかなと思っております。

もう１点だけいうと、グローバル化というところで世界の知を集合する。全く同感でご

ざいます。ただ、我々が外国政府と接していますと、やはり国対国というのはそんなにき

れいごとではなくて、たいてい向こうから日本に対して研究参加が要請されるというのは、

日本の知をとりたいものは向こうが手をかけてくれる。逆に何の警戒感なくどうぞという

と、外国企業なり外国政府は喜んで参加してくれると思うのですけれども、ただひたすら

日本に知財が吸収されるということではなくて、何やかんやいってシンがポールの場合で

あっても、アメリカ、あとヨーロッパの場合であっても、グローバル化の中で、お互い国

益をかけた戦いの中で、どううまく弱い部分を活用し合うか。最後はどっちがうまみをと

るのか。研究開発における国対国の戦いは厳然として存在しているというのが我々の実感

でありまして、一方で今や日本単独で技術開発ができないのも確かでありますので、どこ

を相手に譲って、どこは確実に日本がとるのだという明確な戦略といいますか。ある意味

で損得勘定なしのグローバル化というのは、ただでさえ弱っている日本の知をどんどん世

界にとられる可能性があるところは、国際共同研究開発というのを我々がいろいろやって

いる中で感じているところでございます。

○橋本委員長

私もちょっとだけ述べさせていただきますと、自分も研究開発をやっているわけですけ

れども、特に長期的な目標にしたとき、そういう目標は皆さんご存じのようにお金と人を

かければできるというものじゃないんですよね。お金と人をかければ前倒しできるものじ

ゃなくて、そういうものは先ほどから議論があるように技術開発で明確にやっていってい

るのでしょうから、我々が研究といっているのは、やはりお金と人をかけてもどうなるか

わからない技術なんですね。

それだったら、ただ盲目的にかけるのは意味がないわけで、ここで今極めて重要なのは、

そこまでの課題、どういうブレークスルーが必要なのかということを、専門家が集まって
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明確に抽出することだと思うのです。実はこれは、されているようであまりされていない

のです。いろいろな国のプロジェクトでも、あるいは大学の研究者でも夢だけ言っていま

すので、そうじゃなくて、それを最終的に達成するためにはどういう課題なのかというこ

とを専門家が集まって明確に議論して、しっかりターゲットにして、どういうことをやれ

ばできる可能性があるのかを議論することが、多分こういうプロジェクトを起こす上で極

めて重要なプロセスだと思うのです。ここをいいかげんにしちゃうと、ただ夢を語ってし

まうだけになりかねない。

しかし、先ほど中村委員もいわれましたように３次補正という短期的でなくても、来年

度でも、その次でもいいですけれども、我が国にそれほど時間的な余裕があるわけではな

いと思いますので、そういう意味で結集して、そういうことを議論できる場をつくっても

らいたいなと思っております。

もう１点は、大きな目標は大体グリーンとライフということで、それはもう国として決

まっているわけでして、今、国のプロジェクトに私もたくさん絡んでいますけれども、文

科省でもいろいろなプロジェクトが走っていますし、経産省でも走っているし、ほかの省

庁でもたくさん走っているわけです。それらをどうやって束ねていくのかということが、

そういう課題を経産省の委員会だけで言うのはなかなか難しくて、相澤委員が退席されま

したけれども、実際には総合科学技術会議とか、そういうところが音頭をとってというこ

とになるでしょうけれども、そう言っているといつまでも進みません。菅原局長は大変力

が入っていますので各省庁をリードして、それを束ねていくことは極めて重要だと思いま

すので、やっていただきたいなと思っております。

○西本技術総括審議官

これまでの話で尽きていると思うのですけれども、冒頭、相澤先生が基礎的な研究に走

り過ぎてシステムのところで負けているんじゃないのかと。システム化の研究も重要だと

いうように非常に心強い話がございましたし、それからアポロ計画みたいなものを何か掲

げるという議論は前回もあったと思うのです。しかし、一方で要素研究も大事だというこ

となのですけれども、何か具体例をもとに話をするともう少しわかりやすいのかなと思う

のです。

研究と開発の概念をきちっと整理して議論をしろということも、それにつながると思う

のですが、例えば昔、ムーンライト計画がありましたけれども、あの中で高効率ガスター

ビンというプロジェクトがあったと思うのです。ちょっとうろ覚えですけれども、あれは

目標を 1,550度か何かで動くようなタービンを10年後に開発ということだったと思うので

す。それはある意味でアポロ計画みたいな話で、ある一定の目標を明確に定めて、1,550

度を定めてそれで動く。その当時のガスタービンというのは 1,200度とか非常に低い温度

でしたから、50度でも 100度でも温度が上がれば劇的に効率が上がるだろうということで、

ものすごく野心的な目標を定めました。そして、やるべき中身は何だったかというと、そ

れは単結晶の材料なわけですよね。ものすごい基礎的な研究だと。これは非常によくでき

たプロジェクトだったなと私は思うのですけれども、要するにすごく深いところで単結晶

のニッケルベースの材料を開発する。それをどうやって鋳造するのですか、どうやって温

度管理してつくるのですかというすごい基礎的な研究と、しかし 1,550度で動くシステム

をつくり上げる。これはシステム化の技術と要素研究が組み合わされた、先ほど中村委員

がおっしゃられたような構造化をきちっと考えろということに通じるだろうと思うんです

ね。だから、これは我々が考えるときに基礎だけやるか、システム化してアポロ計画みた

いなのをやるかという二項対立じゃなくて、ものにもよるでしょうけれども、無目的に材

料だけやりますかというと、そうでもなくて、要素技術もなしでどれだけ開発しますかと

いうのでもないところを、最初にプロジェクトのフォーメーションのときにしっかり考え

ていくことが大事で、場合によってはそのようなものをつくり上げる。システム化までや

ることを掲げた上で要素研究をきっちりやるものもあるでしょうし、もっと汎用的な要素
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であれば要素研究だけをやる。昔、次世代というプロジェクトがありましたけれども、あ

あいうものをやることもあっていいと思うのです。ですから、そこはものをよく考えてい

くということじゃないかなと思います。

もう１つ、堤委員がおっしゃられたように産総研だって 3,000人しかいない。ところが、

DODなんか産総研の３倍ぐらいあるようなやつが20ぐらいあるわけですね。そうすると圧

倒的に規模で負けているでしょうと。どうするのだというときに、日本だって大学の優秀

な先生がいっぱいいるわけです。それをどうやって流動化して効率的に使うかということ

を考えないと、 3,000人対数万人で戦っても勝てないでしょうという議論だと思うのです。

それはすごく重要なご指摘で、そこのところの研究者の方々の流動化。これがすごく重要

だと思いますので、それができるような仕組みづくりもあわせて考えていかないと、プロ

ジェクトがうまくワークしないだろうと思うのです。

もう１つ、日本はプロジェクトリーダーが途中で交代したことがないというご指摘もあ

りましたけれども、それはそのとおりで、よそから輸入されたシステムが日本でワークし

ているのは、例えばプロ野球なんかは優勝するために監督がかわるわけです。しかし、優

勝する目標に向かって進んでいく。ああいう仕組みというか、そのためにはプロジェクト

リーダーを外部でしっかり評価することも必要ですし、それから日本に欠けているのはプ

ログラムマネージャーです。NEDOもそうかもしれませんけれども、プログラムマネージャ

ーが評価を受けて流動化していくような仕組みが日本にはない。アメリカはある。NSFの

プログラムマネージャーとか、DODのプログラムマネージャーとか、DARPAのプログラムマ

ネージャーとか、非常に優秀な人たちが、そういう一定の市場があって流動化しているわ

けですね。そういう仕組みが日本にないことも私は問題だと思っていて、全体の研究開発

が円滑に進むような仕組みづくりがぜひとも要るのだろうなと思っています。

それから知財の問題は非常に重要で、国際的にシンガポールなんかは人を集めてやって

いるぞというんだけれども、土俵をつくった人が勝ちなのだと思うんですね。よそにでき

た土俵にいい人材を送り込んで、そこで１等賞をとるということも、その人にとっては非

常に重要なのだけれども、どれだけいい土俵を提供できるかというのが、中長期的にはそ

の国の技術力を示す１つのファクターかなと思っているのです。

そのときに、例えば昔出た議論ですけれども、IMECなんか非常にうまいことやっている

わけですね。土俵をつくって、知財のプールをつくって、そこに参加することによって自

分が貢献した分で、知財のプールに出す分と自分が持って帰れる分をきちっと分けている

わけです。ですから、そういううまい仕組みをつくれば、日本に土俵をつくって海外の研

究者を集めてもとられることはないというか。そこのところはきちっと管理できるのでは

ないか。その辺の仕組みづくりもプロジェクトを進める上では要るなと思っておりますけ

れども、皆さんのお話の中でちょっと感じたことを申し上げました。

○高橋委員

技術開発と研究という言葉をごっちゃにしないようにというお話がありましたけれども、

先ほど橋本委員長がおっしゃったように、我々は課題を抽出するプロセスをもう少し丁寧

にやるべきではないか、と思います。

産学連携の現場で、企業と一大学研究者の話し合いの場に同席すると、この課題の抽出

の段階こそ時間をかけて共同でするメリットが双方にあり、見えた課題の解決は基本的に

は企業がそろばんをはじき事業の時間軸の中でやることで、このステージにまで大学の研

究活動がコミットするのは余りハッピーではないことが多いような感触です。恐らく企業

と大学がお互いハッピーに一時期一生懸命できるのは、課題を抽出するような研究開発の

ステージではないかと思います。

具体的に申し上げますと、18ページの最後の図のところで左側の２つ目の濃いブルーの

分野を決めた後、薄いプロジェクト推進協議会の長い横バーがありますが、これの初期に

本当に注力すべき課題は何かというような研究開発を、セクターを超えた研究者が一緒に
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やることではないかと思います。

研究課題の重複に関しても、例えば12ページなのですけれども、NEDO等のプロジェクト

で１つのターゲットに対し、どういう形で診断をするか、治療するかというプロジェクト

が幾つか複数走っていることもあると思います。小粒だというように指摘があるのは、残

念ながら、プロジェクトの相互の関係がみえていないことが多いんじゃないかと思います。

確かにロードマップにはそういうことが幾つか並べて書いてありますけれども、その技術

の優位性、疾病の患者数、最終的に医療デバイスや機器メーカーがどのようなそろばんを

はじいて、事業化するかというあたりが研究開発段階であまりにもみえていないので、治

療機器１つに対する治療方法だったり、診断機材というのが併存するような状態になって

いるのではないかと思います。

この重複を避ける一つの手法として、目標とする概念の設定があるのではないか、と思

います。例えば11ページで大きく国民のために長寿社会を実現するとうたった後、12ペー

ジのレベルまでブレークダウンする前に、例えば治療機器であれば「疾病を持ったがん患

者の快適な生活」だとか、「誰にでもある確率で起こる疾病リスクを、知りたいと希望す

る国民に情報提供する技術」というような概念の目標があった上で、具体的にどういう手

法の治療機器、診断機器がありそのどちらが優位であるかということを見せることである

程度解決できるのではないか、と思います。今までの企業様のお話で技術開発というのは、

明確な課題が設定できれば、おそらくその後はもう自社内でやる、任せてくれということ

ではないかと思いまして、一言申し上げました。

○中馬委員

評論家的な印象で申しわけないですけれども、前半と後半でレベルが違うように感じま

した。申し訳ないですけど、完成度のレベルです。（経産省側で）何をやりたいかという

ことは、基本的に後半部分で明らかになっています。そうしますと、そのようなやりたい

ことを、前半部分の１から６までのまとめでどう正当化するかということかと思います。

そのような後付け的な部分をもう少しブラッシュアップしていただければ有り難いという

印象です。

その際の助けになればというという意味でのコメントですが、これまで皆さんから色々

な御意見がでましたので、プラスアルファで追加したら良いのではないかと思いました点

を述べさせていただきます。先ほど国際化の視点を追加した方が良いということでしたが、

もう一つ、ハイリスク・ハイリターンの担い手としてのベンチャー企業の役割という視点

も重要だと思います。そういう担い手がかなり不足しているという現状認識があるわけで

すよね。そうしますと、国全体のシステムの中で、国がハイリスク・ハイリターンの研究

開発活動を直接担うことも必要でしょうが、ベンチャー企業的なものももう一つの担い手

としてとても重要ですよね。そして、それらの担い手が国の中でなかなか生まれてこない

という現状があるわけですから、その辺りの事を、前半部分で少し書き加えて欲しいです。

そういう視点からしますと、後半部分の18ページの右端に「株式会社化」という言葉が

出てきていますが、少し違和感があります。サイエンスの複雑性が増してきますと、サイ

エンスナレッジの閉鎖性が高くなりますし、それをイノベーションとして実現する際に必

要な資金を含めたリソースも大規模になります。このような相矛盾する二つの必要性を満

たすことは、既存の株式会社ではなかなか対処できません。そうだとしますと、従来の株

式会社とは異なる制度的な仕組みが必要になってきます。そういったことを、前半部分に

も書き込んで欲しいですね。具体的には、そのような制度を作り込むために、国として何

をやろうとしているのかといったことです。 ハイリスク・ハイリターンな部分に関する

研究開発投資は、国だけではなくて、研究開発ベンチャー的な企業にも担ってもらわなけ

ればならないわけですが、日本では、双方で弱みを持っている。としますと、今回の研究

開発プロジェクトに国が大規模な資金注入する際に、そういう状況を踏まえてどのような

挽回策を狙っているのかを明記したほうが良いのではないでしょうかね。評論家的なコメ
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ントで申しわけありませんが。

○有野委員

若干方向が違うかもしれないですが、少し感想的なものも含めてお話ししたいと思いま

す。特に進め方の関係だと思うのですが、国家プロジェクトによっては規模とか、奥行き

とか、時間軸とか相当違うと思うのですが、どんな組織をつくったら本当にうまくいくん

だろうと。いろいろな考え方、育ち方、文化の違う人をもってきて、１つの目的に向かっ

ていくプロジェクトをどうやってつくったらうまくいくんだろうか。そのリーダーはどん

な人がなるんだろうかという興味と、疑問と、不安があって、このつくり方をきちっとし

ておかないとプロジェクトはうまくいかないだろうと思うんですよね。

我々、民間レベルでいけば、プロジェクトをつくります、こういう目的でやります、い

つまでにやります、こういう人間をもってきますという労使協議の枠内に入れて論議をし

たりするのですが、そうすると我々も途中途中で当初提案に沿った動きをしているのかど

うかチェックをしたり、あるいはそこに働いている人がどんな思いをもちながらちゃんと

やっているのか、個人的な悩みはどうなのかとチェックをしながらやっているのです。こ

ういうプロジェクトを進める上では、組織をどうつくるのか、管理システムをどうするの

か、どういう権限をどこに与えるのか、途中の見極めをどうしていくのか。そういう仕組

みづくりをきちっとやっていくことが必要なのではないかなと、若干感想じみた話で申し

わけないですが、提起をしておきたいと思います。

○田井委員

先ほど言葉足らず、話下手でいろいろ誤解を受けたと思いますけれども、もちろん私た

ちは別に２年、３年の研究しかしていないわけじゃございません。我々ができる限り、10

年先、20年先をみて研究もしております。イギリスにも研究所を２つもっていますし、ア

メリカにももっていますし、大学の先生には思う存分働いてもらえるような仕組みもつく

っております。それは我々が思うところでやっているということで、国家レベルでやって

いるわけではございません。

それから研究と開発を分けるというのは、本来、私の趣旨ではございません。私は研究

部、開発者でございますので、本来科学と技術がうまい形で結ばなければいけないにもか

かわらず、研究をやりつつ開発におんぶしてしまって、研究しないで研究開発している方

がたくさんいらっしゃるので、それは困るということを言っているだけで、もうちょっと

研究のレベルを上げていただかないといけない。

それはちょっと誤解を解くための言い訳なのですけれども、実はいろいろな国とやって

いて、自分たちが組みたいなというところの国の大学の先生なんていうのは、ある程度は

っきりしているんですね。この人は、この国で何番目の先生だとかですね。８番目の先生

だとか、このコースで４番目だとかはっきりしています。例えばそういう人たちと組みま

す。そうすると、その人たちもそれだけのレベルの人なのだと。日本にも昔、文科省の

COEがありますけれども、こういうレベルなのだということだと、これをどうして使わな

いのだというようにチャレンジしてきます。それに対して僕らもこたえようとします。そ

こに熱い思いが、お互いがやろうとしているところがあるのです。

ここでまた言い方が誤解されるかもしれませんが、日本の研究開発のプロジェクトは何

となく時間をうまくやっていくのが大事であって、結果的に成果が出ないのはそういうこ

とじゃないかなとちょっと思ったりもするので、この先生はどういう立場で、ここでちゃ

んとやっているのか。委員会をスムーズに進めるためだけにいるわけじゃなくて、本当に

チャレンジする先生、できる先生がやっているのかということをはっきりさせてやってい

くと、我々も必死になってやらないといけませんので、その辺でちょっとホットな状態が

仕組みとしてできるんじゃないかなと思ったりするんですね。

我々は別に日本の先生だろうと、アメリカの先生だろうと、どこの先生でもいいわけで

す。結局、我々が一生懸命になれる先生ならいいわけですので、ぜひそういう関係にした
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いなと思うのですが、どうもちょっとその辺が…。これは私にはわからないことなのです

が、なかなか日本でうまくできないこともあるのではないかなと思います。

西本審議官がいわれたこともよく理解しているつもりで、局長がいわれたこともよくわ

かっているのですけれども、お互いそんなに知らないですからね。どこに、どういうすば

らしい先生がいて、この人は世界でいうと15番目の先生だとか、そういうことを知らない

んじゃないかと思うんですよね。

○菅原産業技術環境局長

結局、今回、我々は何を目指しているかというと、先ほど来、非常にいいご指摘がある

のですけれども、だれがこの研究をやるのに適切で、だれとだれが組むと本当にいいのか。

正直申し上げて、我々、フリーハンドがなかったのが今の制度なのです。昔は何となくあ

った記憶もあるのですけれども、今や全くすべて公募形式でとやられて。しかも皆さんご

案内だと思いますが、独法の交付金というのは５年間自由に使えるのですけれども、国の

研究開発費というのは毎年、１年単位で財務省の査定を受ける。３年プロジェクトであっ

ても、１年単位で何がどうなりましたかとやられる。ましてや国が決めようとすると、我

々がこの先生とこの企業の先生がいいと思うので、これでプロジェクトを組みたいですと

いっても残念ながら認められない。そこが今の日本の財政制度だと思うのですけれども、

国会におけるチェックというのも踏まえるとそうなるのかもしれませんが、海外の研究開

発における人、知財、金の組み合わせの自由度が、日本は今や失われつつあるところに、

今回、我々はそこを挑戦させてくださいと。新しい制度をつくって、任せるなら任せる。

その人がちゃんとやっているかどうかを、途中でチェックするならチェックするという仕

組み。あとはさっきいったベンチャーをどうかませるのかも含めて、研究開発と将来の事

業化をにらんだすべてについて我々はやろうと思っていませんで、国として今成果を出す

ことを急がれているものについて、別に経産省がじゃなくて、みんなでフリーハンドを得

て目標を達成するための一番ベストな制度をつくらせてくれと。

そのためにはどうしたらいいのかというところで、先ほど笹沢委員からもありましたけ

れども、どう考えてもエネルギーと健康の問題しかないと思っていまして。正直あと10年

間、エネルギー的には相当厳しい中で太陽光、風力とやっても、これは小久見先生とかい

ろいろな人からありましたけれども、多分どうせすぐ負けるのです。これまでの歴史から

いうと、既存技術の改良、改善はもう３年と待たず１年で追いつかれる可能性がある。そ

の戦いに日本として何とかメーカーの人に頑張って勝ってもらいたいと思うのですけれど

も、短期の戦だけやっていても10年後に、ある日誰かがぼんと出した日には総崩れになる

可能性があるので、やはり10年後にまた戦う材料をエネルギーと健康のところで常にだれ

かがやっていると。それが今まではもうばらばら感があったので、10年後にこういうもの

を目指すという中で自由な設計、もしくは自由なマネジメントができるようなプロジェク

トを今のうちからつくるひとつ橋頭堡なり、最初の先端みたいなやつを今ここでつくらな

いと、今までどおりの切り刻まれた研究開発プロジェクトでは成果が出ないことだけは、

確信しております。これを何とか変えるためにはどうしたらいいだろうというので、ずっ

と悶々としています。

そこでひとつ、皆さんのいろいろな知恵、意見を糾合して、最後は科学技術会議だと思

いますけれども、政府全体で新しい制度みたいなものをつくることを何とか提唱して、そ

このもっていき方についてはいろいろな議論があると思います。先ほど高橋委員がいった

ようなところは尤もだと思っています。新しい制度の中で成果を出す仕組みは何だという

のは、今この場で決めるといっても多分難しいので、またいろいろな場で皆さんの意見を

聞きながらいいものに仕上げたいと思いますけれども、まずは今までどおりじゃない新し

い制度をつくらないと進まないぞということだけは明確にした上で、そこで課題を幾つか

並べてもらうと非常にありがたいなということでございます。

○堤委員
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今の研究開発、それからプロジェクトの取り組み方の体制のところで、大学が基礎研究、

それから企業が商業化、展開ですね。そして産総研が橋渡しというような構造自身が実は

問題で、今のイノベーションが起こって、それが展開するというのは、かなりの部分がベ

ンチャー、あるいはイノベーションを起こした人がやるような形で動いているわけですね。

企業が２年、３年でものにならないやつはできないというのは、今の日本の大企業はかな

りコンサバティブで、それができないということはどんどんだめになっていく構造なんで

すね。だから研究というのは基礎研究から展開まで一貫してやることが重要で、企業も基

礎研究をやらなくちゃいけないし、大学も逆に展開を見越してやらなくちゃいけないとこ

ろが重要で、それをどのように統合した体制をつくり上げるかというのが問題なのだと思

います。

先ほど人材の数の話で大学の研究者を流動化ということが出たわけですけど、むしろ逆

でして、民間の研究者、人材をいかに有効活用するかという枠組みのほうが重要なのでは

ないかと思います。例えば韓国の半導体産業が立ち上がったときに日本の技術者がかなり

貢献しているのは周知の事実ですし、今現在、中国で、日本で国家プロジェクトをやって

いた人たちがリタイアした後、あちらでかなり再雇用されているのです。そういった日本

がやった人材を、はっきりいって活用されていない。人的にも企業の人材をいかに活用す

るかというところが一番重要なんじゃないかと思います。

○田井委員

今、堤先生がいわれたのももちろん正しいですが、企業のコストというのが随分上がっ

てきていますよね。そこら辺がどうしても、これはいろいろな制度の問題が絡まって起き

ていることで、我々も有能な技術者は会社の中で非常に長くいられるように工夫はしてい

ますけれども、制度はなかなかできません。もうコストの問題が大きいですね。だから、

これはちょっと別の問題だと思います。

もう１つ、心配なのは、先ほど局長が言われたことでちょっと気になったのは、日本は

結構進んでいた、中国なんかはおくれていたと思っていたのですが、最近、中国の大学は、

大学１年生のときから「スティーブ・ジョブズのような人をつくるために私たちに協力し

てくれ」と言ってきています。日本の企業に何ということを言うのだと思うのですが、で

もそういう勢いですね。彼らはもう大学に入ったときからやらないと負けると思っていま

すから、そのぐらいの勢いでやってきているので、研究開発という前に人ですよね。そう

いう人をたくさんつくろうという思いがあるということなので、本来だったら局長に全部

任せてもらって、大学もみんなやっていただければ一番いいですよね。

○土井委員

私も18ページの図にちょっと違和感を抱いておりまして、事業化、株式会社化というと

ころはどうなのかなと思っていました。

数年前に祇園の元舞妓さんと一緒にパネルディスカッションをしたときに、ちょっとお

もしろい話があったのです。彼女が、産業クラスター計画の成功事例は祇園だという話を

したんですね。そのときに何をいっていたかというと、祇園で目立つのはお茶屋さんと舞

妓さんや芸妓さんかもしれないけど、髪結い専門何十年とか帯締め専門何十年の人がいて、

一流の彼らが支えているから、舞妓や芸妓は一流の芸を披露でき、祇園は一流でいられる

のだと。一度、帯締め専門の人がいなくなったときに祇園で何が起こったかというと、人

気舞妓は一日に20軒ぐらいお茶屋さんを回るそうですが、途中で帯がほどけて踊れないか

らと戻らなければいけなくなり、宴会に穴をあけてしまった。それが各店で起こって大混

乱したことがあって、みんなでお金を出し合って帯締め専門の人を育てた。今祇園の中で

は、帯締めとか髪結いみたいな人たちをそれぞれが尊敬して育てて、そこにきちんと資金

が流れる仕組みをつくっている話をされていたんですね。

これは経営学でもきちんと理論として成立しているのですが、連携とかプロジェクトを

組むときの基本というのは「立ち位置」を明確にして、立ち位置に対してきちんと「役
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割」と「権限」を与えるのが当たり前になってきています。産学連携もよく失敗事例を見

ますが、成功している事例との違いは、みんなで集まって、みんなで頑張ってやっていこ

うというのは結構失敗している。それは役割の重なる部分があったときに、重なる部分で

何かうまくいったときには重なる部分の収益とか、うまいところを取り合って結局だめに

なってしまう例と、もうひとつは重なった部分を誰かがやるだろうと誰もやらない。髪結

い、帯締めが抜けたまま進めてしまう状況が起こっているような気がします。

この18ページの図についても、例えば最初からAの事業について事業化するのはA社、C

の成果についてはC社がやるということを前提に、そこの役割を明確にする必要があると

思います。私たちベンチャーの多くは自分で事業化するところまで進めることは考えてい

ないのです。それは事業化するところは他に任せて、そこまでの工程の中の特定のところ

については私たちができると考えていますし、大学の先生もそういう方が多いですね。特

定のところについて私たちが強みを持つからやるけど、あとの弱いところは任せた、みた

いなところで、それぞれのプロを立てて抜けのないようにして、それでうまくいったとき

には、そこからきちんと収益を分け合うというか、分配するような仕組みをつくれば、も

っとプロジェクトはうまくいくのではないかなというのを実感しております。

○池浦委員

誤解があったらいけないと思うのですが、企業は決して基礎研究をやっていないわけじ

ゃなくて、例えばリチウム電池にしましょう。材料の開発をどんどん深く深く入っていか

ないといけないということで、ある意味では基礎的な研究をどんどんやっています。

我々、心配なのは、例えば有機のＥＬにしろ、ポストディスプレイはどうなるのか。ま

だそこまで手が張れないのです。今日もいろいろ議論が出ましたけれども、国内外の競争

のほうに引きずられますので、そういう意味で応用研究、基礎研究をやりながら、またビ

ジネスをやりながら、我々がもっている危機感をぜひこの国のプロジェクトに反映させて

いただいて、強い日本にするにはどうしたらいいか。その議論をもっともっと早くしたい

というのが強い思いです。

○中馬委員

先ほど堤先生も御指摘されましたが、日本勢の研究開発体制は、世界の中で眺めますと、

様々な分野ですごく離れ小島化しているわけですよね。そういう現象認識を、もう少し皆

さんと共有できれば、より議論が進んでいくんじゃないでしょうかね。また、我田引水で

申しわけないですけど、サイエンスナレッジの閉鎖性と必要なリソースの大規模化という

先程指摘させていただきました相矛盾する現象が出てきますと、大企業でもそういう案件

に一社だけで投資するとなりますと、屋台骨を揺るがすようなことになるわけですから、

基本的にはビビリが出てきます。投資規模が小さかったときには社内で自由にやらしてい

たが、あるレベル以上になってくると屋台骨がぐらつきますから、なかなか自社のリソー

スを投入できなくなってくる。その結果、ハイリスク・ハイリターンの部分への研究開発

投資が大きく減少してくる、といった問題が生じてきている。そういったことを考えます

と、前半で提案されています強者連合を推し進めるという際に、強者連合＝ビビル大企業

連合では困るわけですよね。その意味では、前半部分で強調されています強者の定義が非

常に重要になってくるんではないでしょうかね。

○村垣委員

最初に申し上げたのですが、日本は局所最適化が得意で、かつ経済だけではなくて精神

自体がデフレスパイラルに入っていると思います。ですから、今何をやるかというときに

イメージが浮かばない。先ほど笹沢委員がおっしゃっていたように、30年後でなく、2040

年に実現することを、みんなが全体的なイメージし、募集して考えていく。その中で、当

然ながら医療と環境は出てくるでしょう。時間的にはもう少し遠い先の世界を考える。そ

の時未来がイメージできるというところが、プロジェクトリーダーの資質に必要でしょう

し、それをサポートするシステムも大事だと思います。
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具体的なところで医療に関してですが、私は安全・安心というのはなくて、安全・安心

という言葉でごまかさず、実際にリスクに向き合い、リスクを無限最小化することが必要

と思っています。安全というと99.99999％と99.9％といっても差がみえない。ところがリ

スクだと0.0001％と0.1％とみえやすくなります。日本人はリスクという言葉が嫌いです

が、リスクをしっかりとみつめる形で医療をやっていく。確かに提案されたプロジェクト

は非常に“きれい”ですが、実際に医療の現場では点滴とかでもいろいろな医療事故が起

こっているわけです。そこで日本製の最高の機械とかＩＴを使えばリスクを最小限にでき

ます。ですから、そういった意味で安全という言葉にだまされるのではなくて、実際にリ

スク低減という課題をしっかりみすえ、ある程度遠い目標をみていくべきだと思っていま

す。

○橋本委員長

大体時間が参りました。今日はいろいろたくさんのご意見をいただきまして、どうもあ

りがとうございました。この辺で議論を終了させていただければと思います。
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