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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36回）

議事録

日 時：平成24年1月31日（火）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

・産学連携に関する残された論点について

・研究開発型ベンチャーについて

・研究開発小委員会 報告書骨子（案）

・新たな国家プロジェクト制度の具体化について

議事内容

進藤大学連携推進課長から資料４に基づき説明。藤原技術振興課長から資料５に基づき

説明。

○相澤委員

まず資料４ですが、ここに産学連携を推進がまとめられています。随分年数もかけてき

ました。そこで、産学連携と同様に省と省との間の連携が極めて重要であるということを、

あえて強調させていただきます。今やっと文部科学省と経済産業省の連携が新しいステー

ジにきた。

その中で３つばかりあるのですが、１つは産学連携の推進体制です。ＴＬＯと大学知財

本部。この組織を支援する体制がもうなくなってしまったわけです。今回３ページのとこ

ろにある評価を組織ごとに行って、その後どうするかということで文科省と経産省がやっ

と、本当に連携して進めていただくことになりました。ぜひこれを強力に進めていただき

たいと思います。

もう１つは、今回のところで非常に重要視されているイノベーション創出人材の育成の

ところです。ここも文科省と経産省が本当に連携して進めないとちぐはぐなことになって

しまう。是非いろいろなところに、連携すべきところをはっきりと省の名前を出して書か

れたらいかがでしょう。特に人材育成でかなり細かいところまで経産省が書き込んでいる

ので、こういうところは文科省としっかりと連携して進めていただければと思います。

それから今日の最後に出てくると思いますけれども、ファンディングのほうでも２つの
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省が強い連携で進めるということが一貫して明確な線が出たと思いますので、よろしくお

願いいたします。

○橋本委員長

私もこれをみさせていただいて、経産省が大学のことに随分細かいことまで書き込んで

いるのでちょっと心配したら、ちゃんと文科省と連携をしながら書き込んでいるというこ

とで、大変よい方向かなと思っています。

○田井委員

前回休みましたので、質問させていただきます。今文科省と経産省の間でよく話し合い

ができるようになってきたということで、いいということなのですが、例えば資料４の１

ページに書いてある産学連携の話に関してです。先ほどから論文の数という話があるので

すが、私は数は基本的に違っていると思っています。例えば産学連携に参画する教員の割

合が低い大学は成果が少ないのですか？というように私は疑問をもつのです。そんなこと

ないと思うのです。やはり中身だと思うのです。先ほどの相澤委員と同じなのですけれど

も、本当に中身はこれでいいですかね？ということを単に数でやって、しかも産学連携と

いうのは方法論ですから、それをミッションにしてしまうとおかしな話になる。昔、文科

省で大きなプロジェクトをやるときに産学連携が縛りの１つになりましたね。たくさんの

大きな拠点ということで、大学と民間が一緒になったのがいいんだということになったの

だけれども、いざやり出したら仕分けにあってみんななくなってしまった。私は前々回も

言ったのですが、これはよかったねとか、これはうまくいかなかったねというのを確認し

て進めないと、数字だけではいかないのではないかなと思っています。

それからお金の配分が個人に行っているという話は、確かにそうなのですけれども、個

人に行っていけないのかどうか。例えば30人の先端研究者に配ったのはどうだったか。あ

れは何なのか？チームなのか、個人なのか。個人だっていいと思うのです。個人が一生懸

命やる。リーダーになれる方がいらっしゃれば、それでもう十分な成果が出ると思うので

す。そのあたり、どうも中身と数とがちぐはぐになっているのではないかなとちょっと思

いました。

○土井委員
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私自身は大学発ベンチャーの経営もやっていますが、大学発ベンチャーというのは経営

が比較的簡単だと思っています。技術優位をもとにスタートするベンチャーなので、ほか

のベンチャーに比べて成功する確率も高いし、成功したときの成果も大きいと思っていま

す。やはり大学の先生の知見というのはすごいものがありまして、先生の技術を使って世

の中でどんな役に立つか、こんな人を喜ばそうという話からスタートすると、すごくいろ

いろなものが生まれてくると思っています。

資料５の２ページのところに大学発ベンチャーのないものとか、研究開発型ベンチャー

のないものナンバーファイブというのが載っていますが、これがわからないでよく会社を

立ち上げようと考えたな、経営できるなというのが正直な感想で、会社が成功するかどう

か以前の問題なのではないかなと思っています。

先ほどからＶＣの話が出てきていますが、確かにベンチャーキャピタルの功績というの

は大きいですが、ベンチャーキャピタル内での評価には、必ず投資した成果が求められ、

それには倍率が何倍になったかということと期間が関係してきます。資金効率をよくする

ために、できるだけ早く成果を出すことを求められます。彼らの人事制度もそうなってい

るので、結局、企業が目指す研究開発、特に長期的な研究開発と彼らが望む成果が食い違

ってきます。同じ目利きといっても、彼らは早く成果を上げるための目利きで入ってきて、

そこは私たち企業側と食い違っているのではないかなという中で、私たちも本当にNEDOさ

んには助けられました。NEDOの研究経費がなければできなかったし、これで本当に必要な

もの、必要な額を使えたということもあります。また、きちんと必要な期間を考慮して資

金を使えたという意味では本当によかったと思うので、ぜひここは継続していただきたい

と思います。

同時に、オープンイノベーションの担い手としてのベンチャーということが今後重要に

なるだろうと考えられますが、オープンイノベーションの担い手としてパテントをいかに

できるだけ多くの国に保持して、それを世に出していくかということを考えると、パテン

トボックスであったり、この辺の税制というのは本当に必要不可欠のものだと思います。

これがあればもう少し成功するベンチャーも出てくるし、生き残り方もまた変わってくる

のではないかなと思います。この提案は、ベンチャーにとっては非常にすばらしいものな

ので、ぜひ進めていただければなと思っています。

○中村委員
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これは全部に関係するのですが、地域クラスターとか、あるいは地域イノベーションと

いうのをこの十年来両省が随分やっていて、それが最近、全体に少し弱くなったのではな

いかなということを感じていて、誤解だったらいいですけれども、今度は両省が一緒にな

ってここと決めたところを、そこに対して徹底的に投資するというのを、もう一度戦略を

つくり直したほうがいいのではないかと。もちろんそこで産学連携が主要な役割を果たし

まして、もう１つは今回特に――前もそうだったと思うのですが、地域行政ですね。具体

的には県の知事さん以下、行政を巻き込んで県と、それから府省連携とあわせて、全国で

絞って非常に重点化して投資するようなことをやるといいのではないか。第４期の中にも

「研究開発拠点」という言葉で書いてありますので、それをもう少し生々しく実行に移し

てもらえないかなというように思っております。

もう１点だけ。新しい事業を興すベンチャー、中小企業さんに非常に期待するわけです

が、大企業も非常に問題だと思うのです。大企業が今の事業をどう展開していくのかとい

う視点と、大企業が新しい分野に少し展開していく。そのあたりがうまくいっているのか

どうか。特に最近、２番目に言った大企業が自分たちの強みを生かしながら新しいところ

を展開する。その辺の意欲が国全体として弱まっているのではないかと、ちょっと心配す

るところがあるのです。そういうところを両省が一緒になってどのように支援するのか。

ですから分野にもよるのですが、あるいは企業サイドで少しきめ細かくカテゴリーを分け

て、そこで両省がどのような分担で、あるいは協力して産学連携をどうしていくのか。そ

ういう視点が要るのではないかなと感じました。

○室山委員

基本的な質問ですが、これが本当に産業界の求めているものなのかを一度ちょっと確認

しておきたい。そのためにも、何をどうしてほしいのかの産業界側からの生の意見、何を

どうするのがプライオリティーの高い順に重要と思っているのか書かれているものとか、

聞き取りの元データがあれば、読んでみたい。

もう１つの研究開発型ベンチャーについてですが、今までの大学だとかいろいろなとこ

ろで研究しているものと、産業界での研究というものがどういう関係にあるのか。ちょっ

と全体との関係がわからないので、そういうことを理解できるような情報があればありが

たい。
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○高橋委員

産学連携関係の資料４について２点あります。まず１点目は１ページ目の現状認識につ

いてなのです。既にご指摘にもあるのですが、とりわけ一番上の四角の１つ目の文言につ

いてです。産学連携というのは大学にとっては研究、教育に並ぶミッションではあるもの

の、ここの書きぶりですと、大学の主たる活動として位置づけられていないこと、活動に

参加する教員が少ないのは問題なので、もっと増やさないといけない、とも読めます。我

々が今確認すべきことは、単に定量的アウトプットだけではなく、活動全体を視野にアウ

トカムも含め長期的に捉えるロングレンジでみていく大切さだと思います。1995年、2004

年などの契機を経ていますが、大学の長い歴史の中では、産学連携活動はまだ第１ステー

ジにあるということを、まず現状認識としてとらえるべきではないかと思います。産学連

携活動を把握する指標が不十分であることからもわかるように、今後も引き続きいろいろ

な手を打っていく必要があると思います。ご説明ではきちんとおっしゃっていたと思うの

ですが、ぜひそのことが明確に伝わるようにしていただければというのが１点目です。

２点目は、連携ということで大学研究機関の現状について申し上げます。いわゆる研究

開発活動を中心とした事業と、人材育成関係の事業というのが、事業を実施する大学など

の組織の中で結びついていないところは１つ問題であり、お金を新たに投じなくても効果

をより倍増させる１つの契機になるのではないかと思います。文部科学省の事業でも、大

学内部、周辺組織に時限的ではあるものの新たに人材を雇用できる事業が走っていると思

いますし、これからもきっとあるのだと思います。そういう事業により雇用された人達と

いうのは実は大学にとってみると外からぽっと入ってきた新入者であることも多く、彼ら

を適切に使いこなす基盤ができていないことも多々あります。入ってきた人にとっては、

大学の研究リソース、新たに動く大きなプロジェクト情報などに触れることができず、そ

こに自分の居場所があるのがわからないことが多いです。ですので、経産省の種々の事業、

文部科学省の施策が連携できるような仕掛けをしていただけたら、と思います。事業を提

案するときにも、大学の基礎情報としてプロポーザルに書き込むものでもあるかもしれま

せんし、大学自身の取り組みでもあると思うのですが、人材関係の事業と研究開発系の事

業との連動というのは重要な点かと思います。

福島研究開発課長から資料６に基づき説明
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○堤委員

研究開発には２つあると思うのですが、実用化に当たって１つが新しいマーケットのよ

うなもの、あるいはすき間産業というものですね。これはどちらかというとベンチャーと

いうものにフィットします。ほとんど小粒で短期的です。

もう１つが既存のマーケットをひっくり返すようなものとか、例えば大企業の根幹を揺

さぶるようなもの。本当はこういうものがイノベーションなのでしょうが、例えば電気自

動車や燃料電池自動車は、それが入るということはガソリン自動車の市場を食ってしまう

わけですから、そういう研究というのは、大企業にとってはもう必死でやる。しかも、そ

れはステルス性でやるわけです。完全に何をやっているかも隠すわけです。ベンチャーで

も基本的には全部隠して特許戦略でがちがちに固めて、それから実用化するわけですね。

実は一番苦しいのはそういうところで、例えば大学なんかがそういうものをやった場合、

２年間、３年間、発表もできませんからアウトプットゼロなのです。外からみたら何もや

っていないとなるわけです。

だから今お話しのように小粒化、短期化しているのに対してイノベーティブな研究。中

長期的な研究を産学連携を基盤としてやるということが、そこにちょっと違和感があるの

です。私、今ベンチャーに関係しているのですけれども、例えば支援を受けるときも本当

のことは言いません。言えばつぶしにかかる。大企業にとられますので、ある程度見える

ものだけみせてやっていく。それが一番苦しいところで、そういった枠組みをどうするか

ということをちょっと考える必要があるのかなと思いました。

○正田委員

２つほど意見をいわせていただきます。１つは国家プロジェクトのほうの話でございま

すが、ここにあるいろいろな施策といいますか、方法論がいろいろ議論されているのです

が、実際問題として考えたときに研究開発のマネジメントそのものが余りうまく機能して

いないので、成果が出ない部分というのが十分あり得ると思うのです。特に日本の大プロ

の場合、昔は管理運営機能的なものだけをやるような管理団体が存在して、そういうもの

がかなり機能していたのですが、それを最近の状況では全部実際に具体的な活動をつかさ

どるところだけに集中してしまった。そのために周辺がみえないとか、あるいは管理の能

率が下がっている部分があって、今回制度問題をいろいろ検討されている中に、やはり研

究開発のマネジメントに関してより高いものを目指したり、あるいはそれに必要な人材を
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どう育成するかなどの課題が欠落している。失礼な言い方になるかもしれませんが、成功

しないケースの多くの場合、プロジェクトリーダーに問題のあるケースが非常に多いです。

適切なプロジェクトリーダーをどうやって養成するのかという点などがすべて落ちている

ような気がしますので、それはぜひお考えいただきたい。

第２点は我々大学に関係があります橋渡しの問題ですが、産業界と、それから公的研究

機関ないし大学との橋渡しの機能として、従来学会が存在したわけです。この委員会の中

でいろいろお話を伺っていても学問分野といいますか、あるいは産業分野によって随分性

格が違うし、実情も違っている。そういうところに、もちろんここでいろいろな方策とし

て大学に対してこれをやれ、あるいは企業に対してこれをやれというのは産業省の立場と

してわかりますが、既に中間的なプラットフォームとして学会というものが存在して、か

つてある程度機能していたわけです。これも国際的に押されて非常に活動が低下している

わけですが、むしろそういうものを活性化して分野ごとの橋渡し機能が強められるように

するというのが、もう１つの視点だと思います。

この中でいろいろ議論されていますような具体的な方策。例えばコンテストの問題であ

りますとか、あるいはアカデミックプランの問題でありますとか、むしろそういうものは、

これからもそうだと思いますが、分野ごとに学会の中で産業界が主体的にもっと議論して

いただいていいのではないか。例えば工学系大学の教育の問題として、少し古いですけど

イギリスのプログラム。あるいは最近だとヨーロッパが修士制度を導入した後のドイツの

教育プログラムなどは、産業界が率先してそういう組織を通じて提案して、その結果とし

て、ここで指摘されています長期的なインターンシップのようなものが完全にアカデミッ

クプランの中に組み込まれているわけです。ですから、そういうことをもう少しプッシュ

できるようなことをこの中に書き込んでいただけると望ましいと思います。これだと完全

に大学があり、一方に省庁があって、産業界があって、その間でつなぐのだという形にな

っておりますが、既に存在する学会的な、学協会といったらいいでしょうか。プラットフ

ォームを活用するというのもどこかに一言、書き込んでいただきたい。

○田井委員

2.のところは産学官連携、それから海外連携ということがたくさん書いてあって、その

こと自身については非常にすばらしい。文章もすばらしいし、いいですが、実際心配して

いることは、オープンになればなるほど、最終的には日本がリーダーシップをとれない状
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況が起きるのではないかという心配をしているわけです。産業界でも今までは日本からい

ろいろな安い製品、いい製品を出して世界を席巻してきたわけなのですが、今度は市場が、

ＢＲＩＣｓへと拡大して日本にとって良いんだなんて思っていたら、逆にいうと、そうは

いかなくなっている状況というのがみえているわけです。はっきりしているわけでありま

して、それと同じようなことが起きるだろうと思うわけです。

そうするとイノベーション創出人材も２つありまして、本当にレベルの高いことをやっ

てくれるような人。30人の研究者かどうかわかりませんけれども、例えばそういう方。そ

れはそれでいいと思うのです。そういう人がいればいいと思うのですけれども、もう１つ、

プロジェクトのリーダーシップをとろうと思うと、やはり英語で話ができてリーダーシッ

プをとれる人でなければいけない。これはもう基本的に問題ですよね。もちろん立派な方

は、数少ない方はいらっしゃるわけですけれども、現実にはそれができないからチームと

しては世界を引っ張れないということになって、日本でいろいろいいことを考えても、み

んなとられてしまうことが起きるだろうと思うのです。ですから、もし文科省と経産省で

本当にやられるのであればそういったところも考えて、例えばインドで英語を使うように

日本語は使わないようにする。ヒンズー語は使わないで、英語しか教育ではやらせないん

だと。インドの保育園で、子供がヒンズー語を話したりすれば、お父さん、お母さんが呼

び出され、「あなたのところは何で英語を使わないんですか。家でヒンズー語なんか使っ

ちゃだめじゃないですか」と怒られる。それぐらいにしていかないと、やはり勝てないの

ではないかなというように思います。それから人材の育成はなかなかできません。問題が

あったときに解決してくれる、いわゆる普通に解決してくれる学生さんも、新人もたくさ

んいらっしゃるのですが、創発するというか、問題をみつける人は少ないですね。ですか

ら、教育の仕方もこれまでと変えていただかないといけないのではないかなと思います。

以上、全般的なことで申しわけないですが、そのように思います。

○相澤委員

整理としては体系立った形になっているのですけれども、これを目次としてみた場合に

ちょっと迫力に欠けているのではないかなと思います。といいますのは、1.のところで危

機の中での研究開発の低迷ということをいってすぐ本論に入るわけです。では何なのかを

みていくと、何がこの危機を克服して新たな日本のリーディングエッジに行くのかという

姿がみえないのではないかと思うのです。その原因は私が思うに、危機感の薄さにあるの
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ではないか。例えば国家プロジェクトの国際化を促進する等々の言葉が入っています。前

段階のところでは日本のいろいろな拠点なり、あるいは企業が海外に出ていってしまう。

そして空洞化してくる。これは20年以上前の状況をいっているのではないかと思われるく

らいに、当時と非常に似たトーンなわけですね。今必要なことはイノベーションをグロー

バルに展開して、そしてリーダーシップをとっていく。日本がリーダーシップをとれるか

というところだと思う。この線はアメリカも既に再三出しているわけであり、中国に対す

る非常な危機感とともに、アメリカは今までイノベーションのグローバルエッジにいたと。

それなのに今これが維持できないのではないかということで、いろいろな戦略的展開をす

るわけですね。ですから、こういう項目立てのところに、その危機感に根ざした精神を少

し入れていただくことが必要ではないかなと思います。国家プロジェクトを国際化するの

ではなく、その国家プロジェクトで世界をリードするような位置づけではないかと思うの

です。

それから先ほど研究マネジメントの話が出てまいりましたが、世界の知を本当に活用し

て推進するならば、そのマネジメントこそ重要なパートになるわけです。そこが日本の極

めて弱いところでもあるわけですね。

そのようなことで個々のことにはそれ以上触れませんけれども、全体としてのトーンを

本当に前に、日本がリーダーシップを、特に世界といわないまでも、まずアジアをどうす

るのかということもあるかと思います。ですから、グローバル化のとらえ方が先ほどの国

際化と同じように、全体的にあいまいになっているのではないかなと思います。

○小川委員

去年から何回かお聞かせいただきましたように、産学連携といわれてから非常に久しい

にも関わらず、現場の研究者が産学連携を具体的に実行する上で非常にやり難い状況に置

かれていました。これを現場の多くの研究者から聞いています。

今日の御説明で、基礎研究から実用化への橋渡しについていろいろな改善策を考慮なさ

っていることが分かりました。もし提案が確実に実行されるなら、大学や研究機関の現場

で働く人々にとって産学連携がやり易くなり、イノベーション効率が飛躍的に上がるでし

ょう。そのような印象を受けました。事務局の皆様の御尽力に期待しています。

これを踏まえた上で現状の問題点を指摘させて頂くと、例えば骨子（案）の中の２ペー

ジの後ろの方に、石油ショック後のサンシャイン計画とか長期・大規模研究でいろいろな



- 10 -

成果を生み出した、と記載されています。確かにこの記述は間違いでありません。太陽光

発電システムもそうですし、液晶技術とその応用製品（パネル、表示システム、テレビ）

でも、燃料電池でも、間違いなく成果を上げました。テクノロジー・イノベーションやプ

ロダクト・イノベーションという視点では、研究者・技術者が相当頑張ったと思います。

世界各国に出願・登録された特許の数もダントツに多い。

しかしながら、全てではありませんが、非常に多くの技術成果が日本の雇用や競争力

に必ずしもつながっていない。これが日本のイノベーション・システムだったのではない

でしょうか。先ほど、研究のマネジメントでいろいろ問題がある、というご指摘がござい

ましたが、少なくとも優れたテクノロジーを世界に先駆けて生み出すという意味では、い

ま振り返っても研究開発のマネジメント自身は、成功したのではないか思います。

問題は、技術イノベーションの成果を産業競争力とか雇用、経済成長に結びつける仕組

が十分ではなかった点にあります。事実、昨年６月から開催されたこの小委員会でも、こ

の仕組作りが議論の対象になっていません。これは文科省なら許されるのかもしれません

が、経産省の国家プロジェクト議論でなら必要事項ではないでしょうか。現実問題として

国の税金を使う国プロですので、我々は技術成果を産業競争力や雇用とか、経済成長につ

なげる仕組みを、同時に議論しなければいけないのではないかと思います。

なぜこれがこれを20～30年前なら議論せずとも済み、なぜ現在の我々がこの問題を議論

しなければならないのか。これまで何度か申しましたように、この15年で産業構造が変わ

って競争ルールが一変する領域が、多くの産業領域に急拡大しているからです。15～10年

前はエレクトロニクス産業だけで起きていましたが、2010年代になってこれが事務機械産

業や自動車産業にも、そしてグリーン・エネルギー産業を象徴するスマートグリッドはも

とより、電池産業にも起きているのです。15年前から始まった産業構造の変化が、日本の

エレクトロニクス産業の現在に繋がっているのです。先ほどのご発言でアジアも話題にな

りましたが、逆にアジア企業の興隆とアジア諸国の急成長は、１５年前に構造が変わった

産業領域から起きていたのです。

現在と20年～30年前とで違うもうひとつの背景は、日本がキャッチアップ国から相対

的にフロントランナーになったことです。特にアジア諸国に対して。キャッチアップ型で

あれば技術開発の成果が産業競争力に結び付き易い。しかしフロントランナーになると技

術成果を雇用や成長に結びつけるメカニズム構築が非常に難しくなります。リニアーモデ

ルが機能しないと言ってもよいでしょう。アメリカはこのジレンマを1970年代に気が付き、
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1980年代にイノベーション政策を変えました。

以上の２つの視点から見ても、国家プロジェクトの方向づけが20年前と大きく変わった

と考えてもよいのではないでしょうか。いい研究をしても、あるいはいい成果を上げても、

必ずしも国の産業競争力につながらなくなったのです。ここのところをもう少し深めて議

論していただくとありがたい。

まだご説明頂いていない資料の中に、新たな国家プロジェクトとして希土類金属を使わ

ない磁性材料とか、超省エネを狙った光エレクトロニスクスの実装システムがあり、また

グリーン・サスティナブルケミカルなどが候補になっています。この技術領域なら、これ

までと同じイノベーション・システムでも間違いなく技術的な成果が出るはずです。これ

らの技術分野には、日本が世界に誇る技術蓄積と人材が多数いますので。しかしながら、

これらの技術成果を産業競争力や雇用、経済成長に結びつける仕組みを、事前の議論し、

事前の考えておかなければ片手落ちであるということ、再度強調したいのです。このよう

な国家プロジェクトに技術と雇用・成長を議論できる社会学者を加える、という制度を作

ってはいかがでしょうか。

○竹岡委員

企業にとっては、研究開発というのは投資なのですよね。前回研究開発型ベンチャーが

今元気ですといっているのは、グローバルに結びついているところは元気である。グロー

バル市場と結びついているところは大企業であろうと、ベンチャーであろうと今元気であ

る。グローバル市場に結びつけば、日本で研究開発をする必然性は、かなり減るのです。

それは当たり前のことだと思うのです。それを素直に、事実を直視する必要がある。

報告書案は危機感を非常に強く打ち出しているのですけれども、物事の本質はマーケッ

トがどこにあるかということによって、企業が研究開発拠点とかいろいろ戦略を組んでい

く。そこで企業の研究開発投資は日本の大学あてには減っているかもしれないけれども、

世界中では減っていないとか、中国の大学には増やしているということだと思うのです。

そこから考えると、去年の夏に出したグリーンイノベーションとライフイノベーション

というのは、日本がその問題に全世界の中で今一番、トップランナーとして直面させられ

ている、まさにここ日本が世界に先駆けたマーケットになり得る地ですよね。ここ日本で

課題を解決し市場創造するのだと。そのための国家プロジェクトなのだと。そのような思

想があれば、自ずと世界中から研究者が集まってくるはずなのです。そのようなものにし
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ていかなければいけないです。だから日本が直面している地球的な課題を解決することが

市場に結びつく、市場創造に結びつく国家プロジェクトというような、研究開発投資が投

資目的であるとの根本に立ち返ってその視点をぜひ入れていただかないと。報告書案は、

敗走を続けていることの敗退の原因をずっと細かく分析してはいるけれども、そこからは

きっと勝つものは生まれないような気がします。それが１点目です。

２点目は、私はこの前の時間帯でＪＳＴさんの委員会に出ていたのですけれども、非常

に危機感を持つのはイノベーションとか大学の研究開発、特に実用化に結びつけていくと

ころの人材への投資です。専門人材への支援というのが予算として切られようとしていく。

例えば実用化研究に向けたコーディネーターなど。地域イノベーションも仕分けで切られ

ましたし、研究開発を支えるエコシステムを支えているのは人なのですけれども、その人

への予算が今本当に切られようとしていることが、危機感を感じるところなのです。

研究を支える専門人材への支援の重要性は強調し過ぎることはない。報告書を読んでい

るとその視点が希薄に感じる。研究者だけでは研究はできない。研究者を支えるチームを

支えていく、そういう支援の重要性に言及する必要がある、というのが２点目です。

３点目、情報系に関する言及が全然ない。ソフトウェア、ICTですね。例えばグリーン

イノベーションにしても、ライフイノベーションにしても、実際の出口、サービスを考え

ると情報通信系とリンクしてやっていくことが必須です。また、そうでないと世界展開で

きないと思います。日本は情報系については今人材がとても薄いけれども、それではいけ

ない。ICT系の研究人材が不足していると、他でどんなに研究開発をしても結局実用化と

いいますか、出口のところではICTに強い外国企業が利益をとっていくだろうと私は思う

ので、情報系、ICTの重要性も報告書のどこかで言及していただきたいなと思います。

○笹沢委員

いただいた資料５の12ページなのですけれども、例のアワード型研究開発制度のことが

紹介されているのですが、いろいろな資料の中で数少ない、私自身が経験あることの紹介

がありました。私がアメリカにいた時代、この４つのイベントのうちＤＡＲＰＡのグラン

ドチャレンジとアンサリＸ-prizeの両方を取材しています。財団の会長だとか、いろいろ

な関係者に取材して現場にも行きました。だから現場の雰囲気はよくわかるのですけれど

も、アメリカというのは、こういうコンテストみたいなものをイベント化するのが非常に

うまいですね。
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実際のところ、例えばＤＡＲＰＡ・グランドチャレンジというのは、2004年のときには

みんな車のリタイア続出で、とても成功したとはいえないような内容だったのですけれど

もイベント性がすごくあるわけです。世界中、あるいは全米からいろいろなメディアがみ

に来るのです。何故かというとスケールが全然違います。ショーアップされているのです。

似たようなイベントでいうと、例えば日本ではロボコンとかあると思うのです。ああいう

ロボットというのは、それが悪いことではないけれども、僕がけっ飛ばしたら壊れちゃう

ようなロボットが体育館みたいなところで戦うのです。グランドチャレンジのロボットな

んていうのは、ぼーっとしていると僕のほうがひかれちゃうような大きいのが来るわけで

す。スケールの大きさ、ショーアップされているところ、そういう感覚をつくるのが非常

にうまい。だとすると、みんなも興味をもってくれる。Ｘ-prizeもそうです。みんなの前

に飛行機が飛んでくる。それがロケットを積んでいて、目の前で飛んでいって帰ってくる

わけです。そういうものを生でみせられるところが、ある種、アメリカの科学を振興させ

る底力になっているところがある。

例えばですけれども、日本のロボコンをショーアップするといって、どこかスタジアム

みたいなところで巨大ロボット同士を戦わせる。とても荒唐無稽なイベントだと思います

けど、これまでの議論の中での経験からすると、このような場で通らないような、どこか

日本の生まじめさがあるのではないか。あくまでも記者という視点にすぎないですけれど

も、ちょっと大胆さに欠けているのではないかなという気がします。

もう１つ、アメリカの強みというのは、まさにアワードが示していますけれど、軍事・

民生、両方の用途があるので、１つのテクノロジーがいろいろなところに応用できます。

グランドチャレンジというのはモハビ砂漠を走り抜けるわけですけれども、砂漠を無人で

走る。どう発展させるか。将来は中東の砂漠を無人のまま走っているかもしれないけれど

も、月や火星の砂漠の上を走っているかもしれないです。だからそういう大きな、いろい

ろな方向に使える可能性もはらんでいる。そういうところが強みかなという気がするので

す。

僕はアメリカのいろいろなベンチャーをやっている人に取材しました。中には大手の軍

需・宇宙航空産業の幹部をやっていた人が、自分はどうしてもやりたいことがあると辞め

て、独立してベンチャーをつくって自分の夢の実現、どうしても自分が生きている間に有

人火星探査をやりたいだとか、これもイベント性のある実物をいろいろつくってみせたり

とか、パフォーマンスをやるわけですけれども、そうやって世の注目を集めていく。それ



- 14 -

によって出資をする人も出てくる。そういう構造をもっているわけです。何が動かしてい

るか。当然お金だとか、知財だとか、制度、人材はあると思います。そうしないと今だっ

たら勝てないでしょう。けれども、こういうベンチャーの人を動かしているのは何か。や

はり熱意ですよね。熱意といったらもうただ言っただけで、格好いいだけかもしれない。

でももっと感じるのは、ちょうど僕がアメリカにいたとき 100周年を迎えました。今から

100年ちょっと前です。1903年、アメリカではライト兄弟が初めて動力つき飛行機の飛行

に成功するわけです。そういう 100周年記念の大きなイベントを2003年にやりましたけれ

ども、ああいうライト兄弟的な熱意というものをすごく大事にする感覚があるわけです。

有人火星をやってみたいベンチャーの人がいたりというのは同じようにライト兄弟的な熱

意というか、そういうものをまた理解する。敬意を表する。ライト兄弟の場合は、逆に知

財みたいなことで後半ひどい目に遭ったというように偉人伝なんかによく書いてあります

けれども、それでもなお皆がああいうものが理想であるということで、そこには敬意を強

くもっているのです。そういう風土を何かつくっているところもあるし、いずれにせよ、

やりたいという研究者や技術者の思いとか熱意がどこに、どうあるか。それに支援する側

がどうこたえていくかということが大事なのではないか。理想論みたいなことなのですけ

れども、僕はそう思いました。

○室山委員

僕は今ＮＨＫの解説委員ですけれども、もともとプロデューサーで、ロボコンもプロデュ

ースしていた。

ロボコンは、もう今から二十数年前に始まった。もともとＭＩＴや東工大のロボット工

学の授業がもとなのです。教育から始まっている。創造性をつくるために学生にどうする

かということで限られた素材を使って、限られた期間にアイデアを使って課題を解決する。

すると学生たちがすごくクリエーティブになって、やる気が出るというのでＮＨＫがイベ

ント化した。

もう10年近くになりますが、今ＡＢＵロボコンというのもありまして、アジア太平洋放

送連合とリンクしてやっている。各国同じルールで国内大会をやって、勝ち抜いた者が世

界大会に出てくる。仕掛けたのは私ですが、今ものすごい勢いで広がって中国も、タイも、

インドネシアも、ベトナムも日本以上の盛り上がりになっている。日本は知恵を出しただ

け。タイの最初のロボットベンチャーはロボコン出身の学生なのです。日本は一円も出し
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ていないのだけれども、知恵を出すことによって大きな波紋を広げてきた。これはまた別

途議論すると面白いと思う。

さてそれはさておき、僕がいいたいのは、この文章の書き方についてです。普通文章の

冒頭は今何が問われているのかというコンセプトが書かれている必要がある。ありていに

いうと国家観ですよね。日本がどういう産業国家を目指すのかという旗がまず上がってい

なければいけない。グリーンイノベーションやライフイノベーションの重点化とさらっと

書いているのですが、一体何のことをいっているのか。

この報告書でどこまで書けるかということはあるかもしれませんが、もう少しコンセプ

トとか、日本という国家がどのようになるべきなのか。中身をしっかりと書き込んだもの

を読みたい。そういう十分に練り込まれたコンセプトのようなものがあって、世界の中で

日本らしい産業とかネタをどのように抽出してクリエーティブな国家になるのかが問われ

ていると思うのです。

あとは、それを実施していくための種をどのように拾い出して育てていくのか。工程表

ではありませんけれども、プロセスの視点での文章もほしい。どういう順序で、どこから、

どのように始めていくのか。水平的でいろいろばらばら書いているのですけれども、それ

がどういう関係になっているのかわからない。プロセスのイメージがわかる書きぶりをお

願いしたい。

○小久見委員

資料４とか５をみますとヒト、カネ、モノとないない尽くしで、 どなたかが日本が敗

走し続けていると言われましたが、実際にそのとおりだと私も思います。

産業界からは幅広い基礎を身につけた人材、これは多分考える人材 ということだと思う

のですが、そういう人材を求められています。私もプロジェクトなどで企業の若手研究員

に接する機会がありますが、 最近考える研究者が実際減ってきていると思います。これ

では将来大丈夫か、と思うこともあります。やはり人を育てるということを見直 す事が

のぞまれます。

もう１つ、大学の 産学連携。東北大、京大で13～14％ というのがありました。実情は

そのとおりだと思います。一方で、見方を変えますと、大学の教員、研究者の中には、自

分では余り気がついていないところでも 産業に大きく貢献していたという事に後で気が

つくことも少なくありません。そのようなケースはこの産学連携の統計に入っているのか
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ど うか。多分入ってのではないかなと思います。だからそこら辺も少しプラスにみた視

点で、何かそういう書きぶりのところがあってもいい のではないかというような気がい

たします。そうすれば、産学連携に関わる先生方も増えるのではないでしょうか。

もう１つ、国際化とそれに伴う技術流出です。１つは堤委員が言われましたように、成

果によっては２、３年公表しないということが許されるような状況を作り出していくこと

が大事なことだと思いま す。さらに、２、３年たって公表するとき、いかに技術のキー

となるところの流出を抑えるか。真のイノベーションの成果を国際競争力に どうして結

びつけていくかという事を考えた仕組みを、全体として考えていくことが望まれます。国

際化はぜひ必要だと思いますが、反 面、産業競争力にプラスよりもマイナスが多いとい

うようになってはいけない。何かそこら辺の仕組み、自分でもアイデアを持っているわ

けではないのですが、そのような仕組みを考えて頂ければと思います。

○村垣委員

資料６を中心に見ていましたが、非常によくおまとめいただいていると思います。ただ

残念なのは、最初よりリスクの高い、20年後、30年後を目指したプロジェクトの提案とい

うことでしたけれども、まとめていただいたのは、提案書自体にリスクが少ないものです

ね。提案自体が、総花的ではなく、やはりリスクを冒してほしいなと思います。例えば題

名についても「未来開拓研究」は一般的でこれまで使われており、少しリスクを冒してい

る文言とすれば「ドリームチーム」という名前くらいです。（未来開拓でなく）例えば

「ドリーム研究」とすれば“何だ、そんな名前を出して”といわれるリスクを冒しますが、

それによってみんなの目にもとまり、何か突拍子のないことをやりそうだという予感があ

ります。

２点目に気になるのは、具体的取り組みで「我が国企業が世界市場で勝ち抜ける技術」

という文言があるのです。でも我々が求めているのは（技術でなく）製品（そのもの）だ

と思うのです。ここで技術に絞り込むということは、今いわれているｉＰｏｄでも日本の

技術が入っているが（製品自体は米国製であるといった）ことと同じになります。全体と

して製品とか、物品トータル（の開発）で考えなければいけないのでしょうか。

また、提案としてリスクを冒す部分として選定方法があります。どうやって選定するの

か。先ほど話しが出たロボコンではないですけれども、プロ（ジェクト）コンでもいいで

す。我々さまざまな業界から、企業から、あるいは学から来ていますが、みんなそれぞれ
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自分たちの分野が今後絶対伸びると思ってやっているわけですよね。（その中から議論を

して選択すべきと思いますが、提案書では）なぜかすんなり「技術の選定、プロジェクト

の推進に当たって体制を構築する」という文言で終わっていて、選定方法でもリスクも冒

していないと印象です。これら含め、最初の提言からリスクを冒していいのではないかと

思う次第です。

もう１つは「ライフイノベーションの重点化」と書いてあるのですけれども、（文言で

は）経産省と文科省ということで、厚労省の名前が入っていないことは残念です。先ほど

大きなインパクトがあって、我が国が強みをもってリスクが高いといったら医療機器等で

あると、医療にかかわっているので感じていて、その点少し文言として入れていただけれ

ばと思うのです。

我々、手術をしていると、手術もリスクなのですけれども、手術しない（で経過を見

る）こともリスクなのです。そのリスクを勘案して、どっちのリスクをとるかという観点

が非常に抜けています。教育を含めて安全・安心ではなく、リスク低減とリスク受容しか

ないというところを、やっていっていただければと思います。この20～30年後に達成すべ

きリスクの高い本事業に理解を得るためには、リスク自体に前向きに取り組んでいただき

たいと思います。

○有野委員

今回の報告書骨子をみさせていただいて初めて、今までの論議が何であったのかが今に

なってよくわかったという次第で申しわけなかったのですが、中身もさることながら今研

究開発を取り巻く状況がこのとおりであることは間違いないし、こうやっていかなくては

いけないし、やるべきだ。重要なのは今後の進め方、具現化。さっき小川委員がいったよ

うに、これをやることによって日本の産業自体が強くなる。この具現化までのイメージが

なかなかつかみ切れないのですが、その辺をちょっと教えていただきたいのと、最終だれ

が責任をもっていくのかよくみえないのと、この報告書といいますか、提言がどこに向か

って、どうアピールしていくのだろうか。実はこういう研究問題、ものすごく特殊な人と

いうと怒られますけれども、プロフェッショナルな人ばかりに光が当たる。実はこういう

課題を世間一般に広めて、理解していただくことが非常に重要なのではないか。あと応援

団をいっぱいつくるとか、理解者を広げていくとか、アピールをするような報告書にもす

べきだという思いがあって、そういうつくり方とか、見せ方とか、広め方とか、発信の仕
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方とかいろいろなものに気を配りながら、単なる報告書ということではなくてやっていた

だきたいという思いを１点、意見としていわせていただきます。

○高橋委員

２点ほどあります。１つ目は、まず確認なのですが、この報告書は７月にまとめた強者

連合のポイントを含むもの、その上位の報告書ということですよね。そうすると関連のご

指摘は今までもあったと思うのですけれども、例えば４ページから2.のところの２行目で

すが、強者連合はそもそもどういうコンセプトだったのか、チャレンジである点、ベスト

な体制で取り組む点などが若干抜けていて、長期であることが目的化されたような文章に

なっているような気がします。

特に５ページ目の下から２行目、具体的取組で「実用化まで長期を要するため開発リス

クは高い」というのは逆なのではないかと思いますので、どなたかもおっしゃっていまし

たが、そもそもこれを何のためにやるのか、というコンセプトのところをもう一度明確に、

最初のところで述べるべきではないかと思います。

２点目なのですけれども、ここが申し上げたいところで、このプロジェクトにおける成

果の管理の方針についてです。例えば５ページ目の③のところに最初の出だしですが、

「プロジェクトの開始段階から出口を見据えた知財管理を行うべき」と書いてあります。

出口を見据えた知財管理というと、きちんと管理する、知財を囲い込むというイメージを

もちかねないと思いますが、今までに議論してきた強者連合のコンテクストにおいて適切

な表現ぶりは、「個々のＲ＆Ｄ体制に最適な成果管理」ではないかと思います。というの

は、この後別の資料であるようですけれども新機能部材の開発だったり、ＬＳＩのシステ

ム開発だったり、かなり研究開発体制、知財の位置づけが異なるものが同時に列挙してあ

ります。そうすると、例えばここで、ライセンシングをクロスでやること、などは一部に

しか適用できない対応例であり、そうではないベスト体制というのがある事例もあるので

はないかと懸念します。

ということから、具体的にこの報告書では２点ほどぜひ今後ご考慮いただきたい点があ

ります。１つ目は６ページの海外企業が参画するときの３類型。果たして技術獲得、研究

環境等でいいのかというところは、技術がどういうものか、どういうチャレンジをするか

によって、場合によっては文言を変えたほうがいいのではないかと思います。

それから11ページ目ですが、 (4)のところ、今後「知財管理等の指針等を整備する」と
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書いてありますが、現場において具体のプロジェクト運営においては、これが非常にボト

ルネックになるかと思います。今NEDOの方でも専門家が検討なさっていると思います。難

しいお願いだとは思うのですが、あまり縛り過ぎず現場の判断を許すような、その上で最

適な事例が積み上がるような――難しいと思いますけれども、そういう指針をつくってい

ただければと思います。

○土井委員

大学の先生からご相談いただい時の話です。大学の先生から「ある成果物ができました。

何に使っていいかわからないから考えてくれ」といわれて企業さんに持ち込んで、これは

おもしろいということで事業化した例があるので、基礎研究レベルで目的を決めずに研究

を続けていくことに対して私は全く否定しないし、どんどんやるべきだと思います。しか

し、企業として立ち上げるとすると話が違います。資料６の12ページの研究型ベンチャー

のところで、研究型ベンチャーにとって「遅くとも研究開発段階の終了時点では市場に提

供していくための具体的プランが必要」と書いてあるのですが、「遅くとも」というのは

遅過ぎると思っています。これはよくあることですが、最初にあるものができ上がりまし

た。どうしようと相談を受けて、確かに技術は高いけれども10分の１の価格でほかの方法

でもできるということもよくあります。例えば実際にライフサイエンスはそうですが、も

う研究段階の実験ノートの書き方がしっかりしているとか、材料の入手などがきちんとし

ていないと成果物は製薬企業の求める基準を満たせず、使えないものになる。そういう場

合には最初からそこを見据えて考えていないと、とても事業化には遠いので、きちんと押

さえていかなければいけないのではないかなと思います。当然その中に知財戦略も入ると

思っています。

私たちも研究開発型ベンチャーを経営しておりますが、基礎医学の先生だけでなしに臨

床系の先生に入ってもらって、臨床の現場での意見を聞きながら、研究開発の方向性を絞

り進めていったほうがうまくいっている例もあるので、そこは重要かなと思っています。

それともう１点、人材の件ですが、産学連携とか大学発ベンチャーで大学の内部で人材

を育てる、コーディネーターを育てるという話がよく出てきますが、大学はこれまで事業

をやっていなかったわけですよね。ここ数年大学は事業を一生懸命内部で抱えてやろうと

されていますけれども、内部にはノウハウの蓄積がないはずです。大学内部で人を抱え、

育てること、それ自体は必要だと思っています。大学内にノウハウをためたり、経験する
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というのは重要だと思いますが、今まで事業をした経験のない大学だけで日本は大学の知

財を世に出していけるのか、ベンチャーの経営を支援できるか、ということに疑問を感じ

ています。もっと外部のプロを活用すべきではないかなということを思います。

私自身も大学発ベンチャーを幾つかやっていますが、債務保証なりを求められることが

多くて、今２つの10人前後のベンチャーだけでも、私自身も３億円以上の債務保証を抱え

実際に 1,000万円超払ったことがあります。大学発に限らず経営とはそういう世界なので

すよね。さっき笹沢さんがおっしゃっていた熱意とか覚悟がないとベンチャーなんてでき

ないし、コーディネーターという関わり方だけで経営なんかできないというのは絶対ある

ので、やはり経営者を育てていかないと。幾らコーディネーターがいて評論家的に意見を

いったからといって事業はできないし、その覚悟と責任を大学の先生に求めるのは酷なの

ではないかなと思います。ですから、きちんとした経営ができる人たち、経営ができる会

社でもいいと思いますが、そこをきちんと育てていかないと、幾らコーディネーターばか

り育てても事業化というのはなかなか難しいのではないかなという感想をもっています。

○橋本委員長

時間ですのでここでとめさせていただきますが、いくつか質問がありましたけれども、

ちょっと時間がないのでまた回答するとして、この報告書がどのように使われるのか、ど

ういう形ででていくのかということだけ簡単にご説明いただいたほうがよいのではないで

しょうか。

○福島研究開発課長

これは産業構造審議会の報告書でございますので、これでまとめたものは我々のセクシ

ョンから経済産業省内のみならず政府全体の大きな政策に反映できるよう、関係者にいろ

いろ働きかけていくということはぜひしたいと思いますので、それで皆様方のご協力も含

めてしてまいる所存であります。

○橋本委員長

ありがとうございます。ということで、ここで出たオーソライズされたものは、今後の

産業技術政策の中に生かしていくために使われるということであります。
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福島研究開発課長から資料７に基づき説明

○橋本委員長

ありがとうございました。文部科学省と経済産業省で具体的なプロジェクトがスタート

したということで、極めて意義深いことと思います。

それで私も一言だけ申し上げさせていただきますと、今回の報告書に関しましても文部

科学省と連携しながら、意見を十分交換しながらこういうものが出ていくということで、

特に私は大学におりますけれども、我が国の産業技術のもととなる研究技術、イノベーシ

ョンに向けて一定の役割を大学が果たしてほしいのだということが盛り込まれることにな

ると思うのです。これは極めて重要なことと私は思っておりますので文部科学省とも十分

連携をとりながら、こういうことを位置づけていただけると非常にありがたいなと思って

おります。

○西本技術総括審議官

去年の５月ぐらいから２回に区切っていろいろな議論をいただいて、いい方向が出てき

たのかなと思っています。それで報告書の形で次回示させていただきますけれども、これ

までの反省に立って、今皆さんの議論の中にもございましたが、例えばサンシャイン計画

とか、ムーンライト計画とか、中長期的視点に立った研究開発をしっかりやって、それが

成果を出してきた。そういったものを踏まえて今の研究開発が非常に短期的、近視眼的に

なっているところを、もう少し中長期的な国家プロジェクトといっていますけれども、そ

ういったものを位置づけてしっかりやっていくことについて大きな方向を出していただい

たということはありがたいと思いますし、ただ一方で反省点もあるぞと。サンシャイン、

ムーンライトは技術開発は成功した。しかし、それが産業競争力にどうつながったのか。

つながっていない部分もあるのではないかというようなご批判もあります。ですから、そ

このところを技術開発のみならず、どうやって日本の産業の力にまで高めていくのか。そ

この戦略もしっかり立てないと。また、技術開発戦略だけではだめではないかというよう

なご指摘もございました。おっしゃるとおりだと思いますので、その辺も含めてしっかり

視野に入れた議論をしていかなければいけないと思っています。

それからこの議論の一番初めのときに、今のイノベーションを担う人材の部分というの

はどうしても議論としてあって、今回の１年間の議論ではなかなか難しい問題で、完全回

答は難しいと思いますけれども、ここの部分も課題としてあると思うのです。それは大学
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の中における人材の流動化とか、企業の中における人材の流動化とか、あるいは研究開発

の担い手の問題とか、コーディネーターの問題とか、１つの産業に仕上げる人材、担い手

といったところでもう少し議論が必要かなと思いますし、その辺も含めて何らかの方向性

を出していければと思っています。

また次回、その辺も含めてある程度しっかりしたものを提示できるようにしていきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

○橋本委員長

ありがとうございます。では、これをもちまして第36回の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した。

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


