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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34回）

議事録

日 時：平成23年10月6日（木）16:00～18:00

場 所：経済産業省別館10階各省庁共用1028号会議室

議題

・産学連携及び公的研究機関の在り方について

議事内容

瀬戸産業技術総合研究所理事から産業技術総合研究所のオープンイノベーションハブ機

能の強化に関する取組について紹介。馬場大阪大学理事・副学長から大阪大学の新しい産

学連携の取組について紹介。進藤大学連携推進課長から資料６に基づき説明。

○橋本委員長

本日はオブザーバーとして文部科学省からもご出席いただいておりますので、ここまで

のご説明に対して何かコメントはありますか。

○池田文部科学省産業連携・地域支援課長

産学官連携が本格的に我が国で進み始めてから、ＴＬＯ法ができたり、日本版バイ・ド

ール条項ができましてから15年近くたつわけでございますが、その間、共同研究の件数と

か数、額、あるいは知財の出願件数などは、数字的には上がってきておりますが、今、阪

大の馬場先生や進藤課長からご説明いただきましたように、いろいろ課題もみえてきてい

ると考えております。私どもも、これまではアメリカに追いつけ追い越せという感じで進

めてまいりましたけれども、次のフェーズに入るべく検討すべき時期なのかなと考えてお

りまして、今、経産省さんとも産学官連携の評価指標のあり方とか、ＴＬＯや知財本部の

あり方の研究を連携して進めているところでございます。

一方では、国立大学が法人化しまして、意識も大分変わりつつあると思いますが、産業

界の方々からみるとまだまだだという声も聞かれますので、私どもも大学の先生方、ある

いは大学の組織的な意識改革というようなことにも務めているところでございますが、そ

ういった中で、すぐに実行に移せることももちろんございます。例えば今、ご議論の中で

出てまいりました、早い段階で大学と企業が多対多の連携をするというようなことは、数

年前からＪＳＴの施策で産学共創基礎基盤研究というようなプログラムを進めていたり、

そういうところは進めつつございますけれども、一方でネックとなっている仕組みなども

ございますので、その辺、いろいろなご議論を踏まえて、見直すべきところは見直して、
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これから全体的に政府の予算も限られている中で、産学官連携をいかに進めていくかとい

うことを考えてまいりたいと思います。

○橋本委員長

それでは、これから委員の方々のご意見をいただきたいと思います。50分ぐらいありま

して、テーマは産学連携及び公的研究機関のあり方についてということでご意見をいただ

きたいと思います。今日は16名の委員のご出席がありますので、50分ぐらいあるとしたら、

１人３分で――少し応答したほうがいいので、２分で大体お話しいただくということでお

願いしたいと思います。どなたからでも結構です。いつものようにプレートを立てていた

だければと思います。

○中村委員

まず最初に細かな点ですが、経産省の資料の５ページ目で、大学の「磨く」力の停滞と

いうことがあります。ここは運営交付金ベースで議論をしておられるわけなのですが、こ

れまで国がやってきたのは、むしろ競争的資金、研究資金を拡充して、実力のある大学に

はどんどんお金をつけるというようにやってきたと理解しておりますので、そこのところ

も含めて現状を認識する必要があるのではないか。とりわけＲＵ11というような新しい動

きもあるわけで、一律にこれから大学はどうのこうのという議論はなかなかそぐわないの

ではないかという気がします。

それから、７ページ目の右下の橋渡し研究の資金の推移ですが、ちょっとよくわからな

いのですけれども、文部科学省の予算を全部学術研究といって、それ以外が実用化研究、

これは余りにも単純な分け方ではないか。文部科学省も先ほどありましたように、橋渡し

研究とか企業化開発とか、いろいろなことをやっておられますので、この辺を議論するの

だったら、もうちょっと精緻にやったほうがいいのではないかと思います。

また、今日は余り触れられなかったのは、大学とか公的機関からのベンチャー育成とい

うのは、ここ何年か、経済産業省も文部科学省も随分やっていただいてきたわけで、これ

が今どうなっているかということなのです。先ほど阪大からは、協働研究所の一例として

フォトニクスがあって、そこにベンチャーさんの名前が出て、このモデルが１つかなと。

つまり、大企業もベンチャーも協働研究所を一緒に運営するとか、非常におもしろいイメ

ージだと思ったのですが、せっかく今日お越しですので、阪大、あるいは産総研から、現

場でみた日本のベンチャーの育成の問題とか、ここをどのようにみておられるか、その辺

を伺えたらと思います。

○田井委員
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時間がないということで、２点、質問と意見です。まず12ページに書いてあることです。

いわれていることはごもっとも、そのとおりだと思います。ただ、それを15ページ、16ペ

ージで展開してあるのですけれども、ここが問題かなと思いまして、実は国の唯一の、非

常に大きな研究機関である産総研と、実力のある大学の大阪大学なのですが、いつもお世

話になっていて申しわけないのだけれども、プロセスの説明はたくさんありました。しか

し、こういう形のプラットフォームがいいのだということを説明する、ＫＰＩに相当する

成果、ファクトがわかりません。したがって、日本の国がしっかり世界にアピールできる

ような成果がこういう方法だと出ているのだ、あるいはまだこれから出るかもしれないけ

れども、出るのだということをご説明いただいたほうが、我々としては意見をいいやすい

と思うわけであります。次に、我々も実際に海外でいろいろやっている、ここにも書いて

いないようなオープンイノベーションがございまして、そのほうがはっきりいって自由で

進めやすい。変に特許のことなどいわない。もう自由にやってくれと。自分で特許をとっ

てもいい。そのかわり、参加費だけはちゃんと払わないといけないということで、大学や

機関の運営が、お金をもうけなければいけない印象のない仕組みでやっていかないと、産

業界はなかなか出られないのではないかと思いますので、そこのところをぜひよろしくお

願いしたいと思います。

○正田委員

私も２点ほどお話ししたいと思いますが、まず第１点は、今日のイノベーションを推進

するという議論は、単体の議論ではなくて、前回の国家プロジェクトを進めるという話と

連携のある話だと理解しています。そういう点から考えますと、ある程度固まってしまっ

たプロジェクトをうまく運営するようなオープンイノベーションの連携というのが強く出

過ぎていて、コンセプトが固まる前に一体どうするのかというのがおくれているのではな

いか。要するに、コンセプトそのものが練られないで特定のものが走ってしまいますと、

できたものの成果というのは非常に限定的になってしまう。今回考えられている産学連携

促進というのも、ちょっと心配しますのは、非常にしっかりした枠組みができたものだけ

を支援するという感覚になっているのではないかというのが１点でございます。

そういう点で考えますと、これは大阪大学さんなどに失礼な言い方になるかもしれませ

んが、１大学対多産業、あるいは多企業というのは非常にうまく機能していると思うので

すけれども、やはり日本の全体の研究開発力を上げるためには、多大学対多産業といいま

すか、多対多の問題をいかにうまく進めていくかというのが課題ではないかと思います。

例えばＥＵの場合でありますと、多国でないと研究費を認めない、要するに複数国以上で

ないと研究費を認めないという仕組みがありますが、日本の場合、特に最近、法人化して

からは、１大学対多企業というほうが非常に強調されているような気がして、先ほど問題
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視されています人材の流動性にしても、コンセプトその他の固定化というのも、どうもそ

ういうところに原因があるような気がしております。そういう意味で、特に多対多という

問題についてもう少し分析いただきたいというのと、オープンイノベーションの仕組みの

ほうでいえば、未成熟のものの多対多がうまく動くような、比較的レベルの低い部分のサ

ポート機構みたいなものがうまく組み込まれればいいなと思っております。

○池浦委員

ちょっと乱暴な言い方をしますと、企業は当面のある利益を出すというか、やっている

ビジネスにかかわるところのテーマに関しては、とにかく我々がやりやすいように産学連

携を組んでいきたい。それはそうなのですけれども、さっきおっしゃられたのですが、こ

の国を20年後、30年後どうやっていくのか、そのためのテーマにおける産学連携のあり方

というものと、２つきちんと整理して議論していかないと、我々はとにかく今、生きるか

死ぬかをやっていますので、早く成果をとるためにあることをしたい。そのための産学連

携というのはこうやってくださいよというのがあって、それとはまた別の、将来を考えた

ときのあり方があると思いますので、そんな議論をもっと深めさせていただけたらと思い

ます。

○村垣委員

今回、非常にすばらしい資料をありがとうございました。ただ、１つ違和感を覚えるの

は、産学連携というのはある意味、１対１の関係です。最後のページにあるような団体で

お見合いするような形、システマチックにやればたくさんの組が“結婚”まで到達すると

いうパターンではないと思うのです。我々も大学の中で産学連携をずっとやってきたので

すけれども、1体1のうまくいったのは３つのパターンです。

１つは、大学院生です。我々は医学部なのですけれども、工学修士の方に医学博士にな

ってもらうための社会人の大学院生を2001年から受け入れて、大体20人卒業しています。

その中で、来た企業の大学院生の方々が開発されるものを現場で利用して、それを商品に

もっていってもらう。先ほど大阪大学の馬場先生がおっしゃっておられましたけれども、

我々も知財は全部譲渡しています。さっきいったような形で、さまざまな企業が入ってき

やすいために大学院生を橋渡し役として共同研究という形でやっているというのがまず１

つ目です。

２つ目はグラントです。グラントが出ると、特に経産省に関しては企業と大学が一緒と

なるものがあります。金の切れ目が縁の切れ目ではないのですけれども、グラントが続い

ている限り、共同研究とか産学連携が非常にうまくいっていて、それが実用化に行ったも

のがある。これが２つ目です。
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もう一つは、最近、医療機器に関するさまざまな企業の方が興味をもっておられて、こ

こにいないのが民間メディアを活用し、産学連携をマッチングさせるために１つ使っても

いいのではないでしょうか。今回もデジタルメディシンというところで医療機器に関する

シンポジウムがあって、いろいろなマッチングがありました。また、経産省で課題解決型

の中小企業のグラントも対して、応募しようという提案があり、我々のやっていることと

非常に近くてうまくマッチングにしたりしました。最終的に産学連携は個々との対応なの

で、それをどうやってマッチングさせるかに関しては、従来と少し違う仕組みが必要では

ないかと思いました。

あとは、私が聞きたいのは、産業界の方に、実際、産学連携というのをやっていきたい

ものなのかどうかというところですよね。やれといわれればやるという程度のものか、も

ともとからも産学連携がやりたくてしようがないけれどどうやっていいかわからないとい

うものなのか、というのが伺いたいところです。

○室山委員

意見と質問なのですが、先ほど出た国家戦略全体のコンセプトとこの場の議論がどのよ

うに呼応しているのかという大きな枠を感じながら議論していくべきだというのが１つ。

２つ目は、経産省の方が書かれている報告書の書き方なのですが、やるべきことが網羅

されているだけという印象がある。さらに、こういう当たり前のことがなぜ今までできな

かったのかという分析もぜひ加えてほしい。そして、今後、どういう順序で、どこからど

のように進めるのかという工程表がほしい。短期、中期、長期、どこからどのように進め

て全体を融合させていくのかという時間軸も含めた書き方をされると、リアリティーが出

ると思います。

次に質問が１つ。産総研の方と大阪大学の方が先ほど興味深いレポートをされましたが、

産総研とか大阪大学のような大学が今後どういう関係になっていくのか。大阪大学のよう

なところがいっぱい出てくれば産総研は要らなくなるのか、そうではないのか。こういう

動きが全体としてどのようにコーディネーションされるのだろうかということも、どなた

かから教えていただければいいなと思います。

○有野委員

電機連合も年１回、30歳前後の研究者を中心に技術者フォーラムを開催していまして、

たまたま前回、産学連携のあり方についての論議をさせていただきました。その中でも多

く意見が出されましたが、結構まとめてきたのですが、時間がないので、産学連携のあり

方３点についてだけ意見を申し上げたいと思います。

産学連携を進める上で大きなネックになっているのは、共同研究契約を締結する際に不



- 6 -

実施補償など、大学の知財に関する権利意識が強過ぎて、硬直的になっているという話を

多く聞いております。ＮＥＤＯなどは、ＮＥＤＯが実施する国家プロジェクトにおける知

財のガイドラインを定めているようでありますけれども、大学を管轄している文部科学省

と連携して、知財の取り扱いに対して幅広いオプションをもったガイドラインを作成する

ことも必要ではないかと考えております。

２点目でありますが、大学発ベンチャーなどが強くいわれるあまりに、大学が基礎的研

究から実用研究にシフトして、企業でもできることを実施しているケースがあると聞いて

おります。大学は産業技術の発展に必要な基礎研究とは何かという視点をもちつつ、基礎

・基盤的な研究をすることが求められるのではないか。国内の全大学のうち、一定規模で

基礎研究が行われるように政策を見直す等の検討が必要ではないか。ただ、大学について

は文科省の管轄であるので、ぜひ経産省と文科省との連携を深めていただきたいというこ

とであります。

３点目でありますが、企業と大学が共同研究をするときに懸念されるのが、技術流出に

関することと聞いております。経済産業省、文科省と連携して、産学連携における技術流

出の防止などのガイドライン制定を検討する必要があるのではないか。

大きくこの３点をまとめましたので、意見として申し上げておきたいと思います。

○花井委員

既にいろいろな委員の方から意見が出ましたので、１点だけに絞って意見をいわせても

らいます。中村委員も指摘されましたけれども、今回の資料、あるいはお話の中に、ベン

チャーというのがすっぽり抜けているということがあります。私、ここに来る直前に、ア

メリカのボストンの投資銀行の方と会っていて、アメリカのベンチャーが幾つか紹介があ

って、今まで大手の投資銀行がよく日本を回っていたのですけれども、今日会ったのはボ

ストンの中堅の投資銀行なので、アメリカのかなり小ぶりのベンチャーの紹介です。でも、

彼らは日本でいうところのトランスレーションリサーチの死の谷は乗り越えて、私は創薬

ですから、一応、臨床試験は入っている。今、アメリカ経済は悪いので、アメリカ経済か

らも投資が非常に絞られて難しい。日本の製薬会社はある程度キャッシュをもっています

し、今、円高なので買い時です、ぜひ買いませんかと。確かにアメリカですらバイオベン

チャーはなかなか厳しい状況があって、私も2003～2007年にアメリカでベンチャー経営を

していましたけれども、帰ってきたときから日本のベンチャーはどうするんだと、ずっと

いろいろな会合に呼ばれて、とうとうここまで来て、やはりかなり厳しい状況にあると思

います。ごくまれに成功しているベンチャーさんがありますけれども、かなり厳しい。

今日、特に大阪大学のお話を聞くと、私も昔、研究をやっておりましたので、大学の先

生とのネットワークをつくるために、個人で先生のところを回ったりしてやった。そうい
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う役割というのはバイオベンチャーがやるのかなと私は思っていたのです。でも、今日の

お話を聞くと、大きな企業はそのまま大学に入って一緒にやれるのだったら、実はバイオ

ベンチャーの役割というのはなくてもいいのではないかなというように受け取れました。

でも、私の会社も製薬協に入っていますけれども、製薬協の中で、やはり日本のバイオベ

ンチャーの育成は必要ですよということをいつも言い続けているのですが、バイオベンチ

ャーの方に来ていただいてお話ししたりするのですけれども、製薬協でもなかなかいい解

決策がないのです。今日の委員会で、もし最終的な答申で日本のベンチャーというのがす

っぽり抜けると、もう日本のバイオベンチャーというのは見捨てられたのかとか、そうい

うかなり強烈なイメージが出てしまう可能性がありますので、よくよく気をつけて答申を

出していただかないといけないのではないかと思います。

○高木委員

産総研のほうで中小企業の共同研究スタートアップ事業ということが書いてありますけ

れども、私、ＮＥＤＯ内のほうでお仕事をさせてもらっていてみていますと、中小企業は

１人のすごく有能な方がやっていらっしゃって、財政上、大体苦しい。そして、組むべき

相手がよくわかっていないというようなところがすごく見受けられるのです。ですので、

中小企業のすばらしい技術、もっている技術を発表する場というか、それを大学とか、さ

らにはもっと大きな企業とかにつなげていくような事務的なシステムみたいなものが必要

なのではないかということは感じました。

それと、先ほどの経産省の発表で、大学教員１人当たりの職員数ということが挙げられ

ていましたけれども、これは国立大学ではよくわかりませんが、私学では今、正規職員が

どんどん派遣に変わっているのです。なるべく派遣を入れて利潤を上げるという形になっ

てきていると、サポートという意味では非常に悪くなってきているという部分があります。

それから、先ほどの10ページのところで、大学教授の年収の日米差というのがあります

けれども、これも、アメリカですごく業績を上げた方を例えば日本に招聘するというよう

なとき、日本人でも向こうでやられていた方はそれなりの給料、年収を要求するわけです。

その方を呼ぼうかどうかというときに、日本の給料ではなく、向こうの給料を要求してく

る。となると、教授会でそれはないのではないかという話になって、呼ぶのが非常に難し

いという話は実際起きているのです。だからといって、今の状況で全体の大学の先生の給

料を上げろというのはなかなか難しい話なのですけれども、実際問題としてそういうこと

も起きているという報告ということでお話しさせていただきました。

○小久見委員

私は現職の間は産学連携はほとんどやってこなくて、今、産学連携の真っただ中にほう
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り込まれているということで、産学連携について少し思っていることを申し上げます。大

学というのは、大学院生と教員とが一緒に話し合いながら、新しい発想も出てきて、研究

も進んでいくのだと思います。産学連携をやるときには守秘をどう保っていくかというこ

とが非常に大きいと考えています。経産省さんの資料の中に学生に給与を支給するという

ようなこともあったのでございますが、そういう契約で守秘を保つということができるか

と思います。一方で大学は人材育成が使命です。そこら辺のころ合いがうまく図れるよう

な、フレキシブルな制度にしていただきたい。それが必要ではないかと思います。

もう一つ、基礎研究というものには、実際産学連携をやって感じているのですが、切り

口を変えてみればすぐに産業に役に立つような基礎研究もたくさんある。そうかといいま

すと一方で、やはり10年、20年単位でやっていかなければいけない基礎研究もある。だか

ら、同じ基礎研究と言いましてもいろいろありますから、やはり当事者が幅広くどうみて

いくか、そこら辺のところがキーになるのかなというような印象をもっております。

○堤委員

技術開発の国全体の能力は、結局は頭数だと思います。量と質ですね。先ほどの国別の

論文数は、ほぼ研究者数に比例していると思います。したがって、量をまずふやすという

ことが一番重要な課題。そのときに単に量をふやすのではなくて、バトルフィールド、実

際に戦闘しているところに相手よりも１人でも多く送り込めるというところだけですから。

かといって、ほかのものが要らないわけではなくて、集中と選択ではなくて、集中とバラ

ンス。例えば大学においては過度に、燃料電池だったらみんなが燃料電池をやるとか、そ

ういうことではない。バランスの問題。そうすると、人材育成も、大学院の学生数をふや

すとか、そういうことをやっても、結局、20年、30年かかるわけですから、そうではなく

て、多分、一番重要なのは、産側の研究員の活用だと思います。どういうことかというと、

論文数がアウトプットだとすると、産側は 0.2とか 0.3ぐらい。実際に研究開発をやって

いるのは、会社だとせいぜい33とか34～35ぐらいまでですよ。あとは全部、管理職でマネ

ジメントをやっている。しかも、幾つも抱えさせられてやっている。産学官の共同研究の

体制をつくりながら、レベルアップをすると同時に、物理的な、実質的な研究開発の頭数

をふやしていくというのが一番重要なのではないかと思います。

○笹沢委員

たくさんの研究機関なり産学官連携でいろいろなプロジェクトをやっていくという話だ

ったと思うのですけれども、私、アメリカの科学プロジェクトなどをよく取材したのです

が、これはアメリカのメディアの言葉遣いなのですけれども、例えばゲノムとかのときも

そうだったのですが、○○版マンハッタン計画みたいな言葉を使うのです。その言葉自体
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は、我々日本人からするとドキッとしてしまうのだけれども、これは何をいわんとしてい

るかというと、アメリカではあのプロジェクトというのは、１つの大型の科学プロジェク

トの基本形になって、あのときに亡命してきた科学者だとか、アメリカ国内外の優秀な頭

脳をばーっと集めて、その人たちに一生懸命研究させて、それぞれ同時並行的に研究させ

て、その中からプロジェクトとして１つの答えを出す。そういう組織工学的なアプローチ

が成功例としてあった。アポロ以降もそういうことをスローガン的にいうことがあるので

す。いまだに、21世紀になってもまだいっている。

言葉遣いはともかくとして、今日聞いていて思ったのですけれども、たくさんのいろい

ろなものがまじってくるときに、こんな組織とこんな組織をまぜましたと、ある種、幕の

内弁当的なことをしたいのか、そうではなくて、いろいろな素材を集めて１つの料理とし

て出したい、ゴールがある、そのようにしたいのかというところで、こういう物の考え方

は違ってくると思うし、いずれにせよ、マネジメントという形で産学官連携、さらにその

上の議論になるのかもしれませんけれども、何かスローガン的に物をいったりとか、こう

いう目標があってこういう答えを出すんだと。アメリカのメディアでそういう言い回しを

使うというのは、今度のはただのプロジェクトではなくて、こういう国家的なプロジェク

トで、こういう方向性をもっているんだという例えになりやすいからだと思うのです。そ

の言葉を日本が使うべきかどうかは別としても、今後、単に産学官これだけのところを集

めましたというのではなくて、こういう目的、こういう志向性があるのですという目標が

あると、散発的にならない。場合によっては、集まった人たちがある種、統合的になった

りとか、動きも明確になってくるのではないかと思います。

○小川委員

今日の議論は、イノベーションシステムの１つとしての産学連携の制度設計に関するこ

とだと理解しております。この視点で申しますと、我が国の大手大学はもとより地方の地

場産業を支えている大学の視点からみますと、今回事務局からご提案頂いた今後の方向性

は、非常に待ち望まれた方向性ではないでしょうか。私は企業の研究所に15年席を置いた

後に15年を事業部門に身を置き、それからアカデミアの世界に移りました。この経験から

申しますと、これまで非常に安定と言われたグローバル産業構造が約15年か20年前から劇

的に変わりはじめています。変化のスピードは、我々の想像を超えて加速しているのでは

ないでしょうか。

これまで多くの委員からご指摘のように、今回ご説明頂いた産学官連携の在り方には、

細部にいろいろな議論の余地があるのは確かです。しかしながら15年ぶりに変えようとす

る制度設計のマクロな方向性という意味では、私は賛成であり、よくここまで思いきって

変えようとなさっている、と非常に感心しておりました。
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例えば細部の話としまして、死の谷を越える/死の谷を事前に排除する仕組みとか、大

学と企業の技術移転や特許移転のあり方やとか、海外への技術流出/移転コントロールの

在り方など、実ビジネスからみたらいろいろな問題を抱えているのは事実でございます。

しかしながらグローバルな産業構造やビジネスルールがこの15年で大転換しているわけで

すから、これらの細部については、大転換している市場の視点から議論して詰めないと、

正しい方向はなかなかみつからないと思います。例えば、圧倒的な特許数を誇る多くの産

業領域で日本企業が何度も市場撤退を繰り返しています。太陽光発電もリチュームイオン

電池さえも決して例外ではなく、ここの深刻な課題が横たわっているのです。したがって、

今回はまずご提案頂いたマクロな方向性を皆で共有することが大事ではないでしょうか。

細部のことはまた別の視点から議論なさったほうがいいのではないかと思います。

それから今回のご報告で、技術イノベーション成果を国際比較する指針として学術論文

の数を挙げておられます。確かにアメリカでも業績評価は論文の数になっています。しか

しながら学術論文を投稿する先の学会は、特に日本の学界では非常に専門性分化した領域

に特化して精緻に論考を深めたものでないと論文として採用されないことが多いのが実態

です。すなわちごく希な例外を除いて、論文の数の追求によって評価される世界の住人は、

今回のご提案が目指す方向性、あるいは社会システム全体に対するソリューションを提案

する人材がなかなか育成されていかないのではないかという懸念がございます。20年前ま

でのキャッチアップ型であれば、局所最適の単純寄せ集めが全体最適に繋がり易いのは確

かですが、局所最適に特化した人々の集合体では、フロントランナーとして生きる21世紀

の日本の基本問題に対して、全体最適として対応できなくなっているのではないでしょう

か。また地場産業を支えることを期待されている多くの大学では、アカデミックな論文の

数だけで業績評価されるようになってから、地場産業が抱える現実的・深刻な課題に取り

組む研究者が、非常に少なくなっています。これは大学だけでなく、産総研を含む国の研

究機関であっても同じです。私もこの問題を解くための産学連携の方向性についてはまだ

わからないのですので、この問題もぜひどこかで議論の対象にしていただけないかと思い

ます。

○竹岡委員

まず１点目。今日はどちらかというと医療・健康系の話が抜けている感じがしました。

医学については、入り口の基礎研究と出口の臨床で、大学の担っている機能は非常に重要

で、医学系では、例えば知財のポートフォリオ管理とかを含めて、京都大学さんなど非常

に頑張って取り組んでいらっしゃいます。医療系では大学がそのようなハブ機能をもって、

システムづくりをするという方向性は大事なのではないかと思いました。

２点目。自分は弁護士なので、この間、超円高の中で、グローバル化だけではなくて、
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空洞化が劇的に進行していると日々感じております。そうしますと、例えば大学や研究機

関の知財戦略も、海外出願が非常に重要になる。共同研究の前の、機関単独で知財を出す

ときに海外出願をしていない、お金がないから国内だけ出願する、ということになると、

まるで日本企業をいじめているだけであって、かえって海外の企業を利するだけになって

いるのではないか。要するに、急激なグローバル化の中で、ライセンスを受ける企業側、

使う側からすれば海外出願がないというのは致命的なことなので。海外出願をふまえて出

願の戦略性をどう考えるか。これは現場に任せておいては出てこないわけです。だから、

国が大学とかに「グローバル化の中でどのような特許出願の戦略をもち、その戦略を実践

しているか」と質問して答えてもらうというようにもっていかないと、先端的な大学等は

大丈夫ですが、そうではない大学は、日本企業が海外で闘う際に足かせになる行動をして

いることになると思います。これは知財人材の問題でもあると思います。

３点目。中国とか韓国とかの企業等の、研究者個人へのアプローチというのは物すごく

激しいものがあります。これは必ずしも大学にアプローチしてきているわけではなく、大

学は把握していないのです。大学の兼業規制がかからないところでアプローチしている。

研究者側の受け止めは、そういう世界的企業の場に行ってやることがすごくおもしろいと。

結局、日本の企業よりも勢いがある企業さんと組んで最先端の研究をしたいというのは、

研究者の本能としてあるのだな、というのは話を聞いて思うのです。

逆に、研究機関でも材料系のように日本の企業が非常に元気なところは、中国とかの若

い研究者が例えば物材機構とかに来て、すばらしい成果を上げて、これは日本の知財にな

っているわけです。結局は研究者というのは、先ほど給料とかがありましたが、研究環境

と最先端の研究ができるかどうかというのが一番大事だなと。そうすると、この仕組みの

中で、世界の最先端のことをやっている企業をどうやって呼び込むか。そういう仕組みの

中で、研究者が、ある大学だけではなくて、いろいろな大学から参加できる。つまり、今

いる大学の中ではそういう研究ができないのだけれども、あそこに行けばおもしろいこと

ができると思う人は、どんどんそのプロジェクトに、所属を越えて日本中から入れるとか、

そのような仕組みにできないだろうか。日本の財政は非常に厳しいので、高い給料を払う

とかいうのは限度があるけれども、知恵を使って、最先端の研究ができる、いい研究環境

があるということの強みを生かす仕組みを作ることができれば、グローバル化とか空洞化

とかが進展する中でも、日本の強みというのは発揮できるのではないかと思います。

４点目。ここの部会には関係ないのでしょうけれども、企業が海外で収益を上げていく

と、免税措置で国内に還元して、研究開発投資に使えるようにしないと、結局、海外で上

げた収益を海外の研究開発投資には使えるけれども、国内に還流できないということは明

白です。だから、どんなに頑張っても、日本国内で使う研究開発費はこのままだと減って

いくので、税制を変えないと、日本の研究力は弱体化していくだろうと思います。
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○中馬委員

いろいろ意見が出ましたので、プラスアルファで何かということで、資料６の15ページ

なのですけれども、イノベーションということを考えた場合には、先ほど人と場所という

お話があったのですが、やはり人と場所と時代が同期することが本質です。そういう視点

から致しますと、時代の流れの大きな不連続的変化を実際にかぎ分けることのできる方々

というのは非常に限られているわけです。だとしますと、そういう方々を選抜する仕組み

の整備と、彼らにフリーハンドの自由度を与えることが非常に重要になるはずです。そう

いう視点から眺めました際に、基本要件の２に書いてあります内容に少し違和感がありま

す。例えばですが、ここには、プログラムマネジャーやリサーチアドミニストレーターの

重要性等が書かれていますが、この辺りに書かれるべき内容としてはやや妥当性を欠くよ

うに感じます。この辺りには、不連続的な時代の流れを読むビジョナリーな人をどうやっ

て選択して彼らにフリーハンドを与えるか、あるいは、彼らにフリーハンドを与えるどの

ような仕組みを導入すべきか、といったもっと高い抽象度の項目を提示することが非常に

重要だと思います。そのような観点からしますと、基本要件２に列挙されています基本要

件は、様々な抽象度の内容が混在していますので、もう少し整理する必要があるのではな

いかとの印象です。実際、かなり具体的なものやかなり抽象的なものが雑多に混在してい

ます。おそらくですが、現在のような時相が大きく変化している時代には、人と場所と時

代、それに運が同期していく不連続的な状況を読める方々は極めて貴重です。ここに集ま

っておられる皆様方も、そういう方々を、この部分に書かれています多対多の出会いの場

の中でセレクションする仕組みが（現在の日本に）不足しているという共通に認知されて

いるのだと思うのですが、そのあたりを書き込んでいただくとありがたいなと思いました。

○高橋委員

コメントなのですが、資料６のご説明の一部に、平均値・中央値の話か、エッジがきい

たトップの話か混在している部分があると思います。今日はフリーなディスカッションの

場ということで、今日の資料としては最適だと思うのですが、政府として今後ますます産

学官連携を進める方向性を示す、という段階では、トップの事例をもっとエンカレッジし

てますます特徴的なものを進めるときの規制緩和の話と、裾野を広げる話は、時としてベ

クトルが逆なことがあると思うので、そこの整理は全体の資料として必要かと思います。

１点だけ具体的なことを申し上げます。資料６のページ１３、ＩＭＥＣ、ＢＥＡＮＳ等

企業も評価し多額の研究費が提供されているアクティブな先端事例として紹介され有名で

すが、体制やルール、研究予算額、参加企業数といった定量的な指標が独り歩きしている

感があります。そもそも、これらの事例が魅力となる求心力の根源は何か、を考えると、
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経験から想像すれば、国際的な企業がよく言う、共同研究プロセスによって生まれる暗黙

知が重要なのではないかと思っています。“人が全て・・・”と一言でよくまとめられて

しまいますが、こういう著名な事例で、求心力を生み出す根源は何かということをもう少

し分析したら得られる知見があるのではないかと思います。

○橋本委員長

ありがとうございました。これで一通り、大体時間どおりでいきました。どうもご協力

ありがとうございました。

産学連携で、かつ文科省もいらっしゃるので、ぜひ私も３点だけ、２分でお話しいたし

ますので、いわせていただきたいと思います。

まず１点目は、今日いろいろ議論があったように、実は産学連携の問題で企業側から非

常に批判があるのは、お金を稼ぐ手段にしているのではないかということなのです。産学

連携はお金を稼ぐ手段にしてはいけないというのは間違いない。ただし、結果としてお金

が入ってくるのはもちろん否定するものではない。目的と結果をしっかり区別していかな

ければいけないということがあると思います。私、すごくそういうことをやっております

ので、自分の経験で思います。

２番目は、とはいいながら、大学で運営費交付金が減っていく中で、何らかの手でお金

を得ないといけないわけでして、これは競争的資金で得なさいということだと思います。

そうすると、競争的資金の中で、大学の運営に使えるのは間接経費なのですが、間接経費

というのは、一方で研究者にとっての間接経費として大変重要なものということで、同じ

言葉で間接経費としてありながら、ファンクションが全く別です。これはやっている人で

ないとわからないのです。大学も必要だし、研究者も必要です。その取り合いが現場で起

きるということになって、一方で何か無駄に使っているから間接経費は削らなければいけ

ないという議論が国全体で出てくるということになります。ですので、これをしっかりと

整理する必要があります。

３点目は、競争的資金にどんどんシフトすることによって、研究者が個人でとりに行き

ますので、ばらばらな研究を個人で責任をもつ方向に、大学も産総研のようなところもな

っていっています。その結果、何かミッションに対してやるということが非常にできづら

くなっていく方向になるのです。何かミッションに対してやるときは力を合わせてやって

いかないといけないのに、個人個人がばらばらにとっていくということは、それを束ねた

ものにならないです。それが実はＮＥＤＯプロジェクトというのはうまくいっているので

す。あるミッションに対して、そこでいい人たちを集めるという方向でやりますから。た

だし、それは企業であって、大学の人の参画というのは、大学に対して配られているお金

は結局個人に配られていて、ミッションになっていないのです。なので、こここそ産学連



- 14 -

携のお金をそのような形で配るようなことを考えなければいけないのだと思うのです。こ

れまで議論してきた非連続型の研究、産学の知を結集してやるというのは、まさにこうい

うことなのだと思います。ですので、ある目的に対して、そこに予算をつけて、何か物を

つくるときには、立派なものだけではだめで、のりも必要なわけで、そういうものを責任

者がきちんと設計して、大学も企業もいろいろな方を入れていくということで、長期的な

目標に向かって進んでいく形をやるということで、まさに産学連携の理想的な形態をつく

っていく場だと思いますので、ぜひそういうことを検討していただければ――というか、

私、こちら側にいますので、そういうことを申し上げていきたいと思っております。

まだ時間が10分ぐらいありますので、今までのご質問に対してのお答えをお願いします。

○進藤大学連携推進課長

多数のご指摘ありがとうございました。多くはそのままいただいたご指摘を踏まえて、

さらに改善させていただこうと思っております。

幾つか私どもが伺っていて申し上げておいたほうがいいなと思ったことは、必ずしもす

べてが国家プロジェクトに直結するような部分ではなくて、まさに小川委員がちょっとお

っしゃった、イノベーションシステムとして国力の増強という意味で、どのように経済合

理的に自立できるような産学連携のシステムをつくれるかという観点からやや検討してい

る部分があります。したがって、ご指摘の中でまさにありましたとおり、本来議論してい

た国家プロジェクトのあり方との間でどういう連携をとっていくのかとか、最後、橋本委

員長がいわれたように、そこをまさにつなぐような部分をどう考えるのかといったところ

は、今までの議論で少し欠けているところがあろうかと思いますので、また今後の検討に

ぜひ生かさせていただきたいと考えております。

それから、大学発ベンチャーの話が少ないというか、ないぞというご指摘を複数の方か

らいただきました。実は前回の会合から今回の会合までの間に、本日お休みの土井委員の

会社などでは、アステラス製薬との間で 130億円の一時金を含めたライセンスに成功した

りというようなこともありまして、日本の大学発ベンチャーは、数は余り多くないのです

けれども、例えば30社ぐらいしかＩＰＯをしていない。イーベックなどはそこには入って

いないのですが、やっているところはそれなりにできているところもあるかなと私どもは

思っております。ただ、それをさらに進めていく仕組みとして、今日も何人もの委員の方

からご示唆がありましたように、阪大のような形の中からそういうものを支援できないか

と。私どもも実は今回、15ページにお示ししているようなものの中で、ベンチャーみたい

なもののもつ玉を磨いていって、それを受けとめられるようなものに育てていければとい

うような思いもございます。

個別の考え方としては、前回、ベンチャーに関しては、磨くお金の話と、あと経営人材
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みたいなものをどうアレンジするかというようなご指摘がありました。これにつきまして

は、参考資料の14ページの左あたりに、そういったものをまさに意識したような補助金を

つくってみてはどうかというようなことは書いてございます。また、これでは非常に不十

分だというご指摘が多々あろうかと思いますので、今回の議論の中ではあえて全体論から

外しましたけれども、今後の部分について検討していきたいと思っております。

ほかにもＫＰＩはどうするのかというようなご指摘が初めにありました。産学連携に関

しては池田課長からご指摘がありましたとおり、できるだけ総合的な成果の指標というの

を、単に共同研究の数ということではなくて、はかる指標をつくっていきたいというよう

なことを考えておりまして、それによって産学連携活動自体を総合的に評価する。必ずし

も知財だけがすべてではないし、その先がどこに生かされたかということが大切だという

ことがわかるような検討もしていきたいと思っていまして、それができた暁には、それで

もうちょっとはかり直していく。そうすると、阪大でもありましたように、ＴＬＯを必ず

しもみずからの中に置くというようなことに縛られないで、いろいろな戦略的な判断がで

きるかなというようなことも考えております。これは参考資料の13ページのところに少し

ご指摘させていただいております。

あとは、また戻りますが、池浦委員からもご指摘がございましたとおり、この国のすぐ

考えなければいけないことと、10年、20年に向けてどのような玉を生み出していくかとい

うようなところは、多分さっきのナショナルプロジェクトのあり方とどうつなげていくの

かというような部分にも関連すると思いますので、また考えてまいりたいと思います。

いろいろなアイテムがただだらっと並んでいるけれども、時間軸や優先度はどうなのか

というようなご指摘をいただきました。これについては、私どもとしてはまず人件費とか

研究支援者のお金とか、そういったところに対して本当に資金が回るような仕組みになる

かどうかというのは、インセンティブという意味で非常に大事だと思っているのですけれ

ども、そういったことをするためには、産業界も含めてそういったことにお金をきちんと

出していいと。コミットメントと成果がきちんと回るようなサイクルは何かということを

考えていくことが一番大事だと考えておりまして、今後に向けてもうちょっとその辺のと

ころをしっかり考えていきたいと思いますし、今日お越しの文科省の方々ともまた話し合

いながら、進められるところは順次進めていきたいと書いてございます。

ほかにもいっぱい、国際関係の指摘等もありました。これについては実は次回、少し国

際の観点で議論しようというような話をしておりますので、今回はご議論していませんけ

れども、またその辺でやらせていただければと思っております。

医学系が抜けているとか、まさにそのとおりみたいなところも多々ありましたので、今

後また考えていきたいと思います。

本当に多々大変有益なご意見をいただきまして、うまく答えられていない、あるいはお
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答えがそもそもできていないところもあると思います。申しわけございませんが、それに

ついてはきちんと受けとめて、吸収してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

とりあえず以上です。

○菅原産業技術環境局長

今日はありがとうございました。一言でいうと、今日は欲張り過ぎて、議論の整理が余

りよくなかったというのを非常に反省しております。要するに、産学連携を促進するため

に、もしくは成果をあらしめるために何をしたらいいのかというのを横に並べた感じで、

ちょっと焦点が絞れていなかったと思います。とりまとめに至るまでは、やはりこの研究

開発小委員会の最初の出発点というのが、今の危機的状況で、国、産学官合わせて何をす

べきかという、ナショプロ的なものをとっかかりにして、ブレークスルーできないかとい

うところから始まっていますので、その中で産学連携で何を優先すべきかというのをしっ

かり整理した上で、それ以外にベーシックな問題としてどういう問題があって、その中で

特に急ぐべきものは何だというような、当初の入り口から余り水平線を広げない中で、焦

点を絞った上で、それが後々、横展開できればいいなというぐらいの感じで議論を橋本委

員長と一緒に整理してみたいと思います。

○橋本委員長 ありがとうございました。

では、これをもちまして第34回研究開発小委員会を終了いたします。本日はどうもあり

がとうございます。

問い合わせ先

経済産業省産業技術環境局研究開発課

電話：03-3501-9221

FAX：03-3501-7924


