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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37回）

議事録

日 時：平成24年2月27日（月）14:00～16:00

場 所：経済産業省別館10階各省庁共用1028号会議室

議題

・研究開発小委員会 報告書（案）

議事内容

福島研究開発課長から資料４（Ｐ１～Ｐ２４）を説明。

○室山委員

読みやすくなってきたと思います。構成上の意見を幾つか。まず、１ページの書き方で

すが、過去の話から書くと時系列になりすぎてつまらない。最初に書くべきは全体のコン

セプト、今どうなのだと、何が問われていてというような（２番目のポツに書いているよ

うな）話がまず来て、それを解決していくために、40年前の出来事というのがいかに重要

であるかというのを織り込みながら書いていく順序だと思います。

それから、終わりの辺のイノベーションインフラ、世界最高のものを目指すというのは、

この報告書の後ろの辺に書かれている世界最高のイノベーションインフラを構築するツボ

の部分ですよね。そういうウリの部分はもっと強調したほうがいいと思います。そうした

らそののちの文章に対する縦軸がしっかりしてくる。

３つ目は、現状分析のところを読むと、大変なんだなと気分が暗くなってくるわけです。

今後どうしたらいいかということですが、頑張りましょうといっても、多分だめだと思う

のですね。当然ながらそれには理由がある。問題解決のために構造的な取り組みや方法論

がしっかりと書きこまれる必要があります。例えば、小宮山さんのチームなどは、禍転じ

て福となすみたいな、老齢化というものをてこにして、オセロのように、黒を白に転換し

ていくのだとか、そういう方法論で、何か未来を感じるようなキーワードを作っている。

掛け声だけでなくて、今までの事情も逆手にとった戦略的な知恵に満ちたものだという印

象を持てるような、もっとわくわくするような書きぶりが必要とおもいます。

○相澤委員
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全体的に、以前に比べますと非常にわかりやすく、流れがついて、大変よくなったと思

います。この前指摘いたしましたように、国際展開にかかわることなのですが、プロジェ

クトを国際化するというよりは、プロジェクトによってグローバルなリーダーシップを発

揮することが主であろうということで、表現をいろいろ工夫していただいたようには思え

るのですが、ちょっとまだわかりにくいところがあるのですね。

例えば12ページ、「研究開発拠点の海外移転と国際化の遅れ」。こういう書き方である

のですが、ここでは何を言おうとしているのかが少しわかりにくいのではないかと思いま

す。これは、後の提言に出てくる、グローバルな視点からプロジェクト展開していくとい

うところにつなげようとしていると思うのですが、ここは企業の海外展開が始まっている

けれども、まだ十分でないとか、あるいは、今までのプロジェクトが海外の企業に十分に

開かれていないという程度のことが書かれているのですね。これが世界最高水準のイノベ

ーションインフラをつくるという観点で、今までの決定的にダメージであるところをここ

ではむしろさらけ出して、そしてそれを、今回、提言のところでこのように対応するとい

うふうにつなげると効果的ではないかなと思います。

○高木委員

まず、４ページ目のところに「少子高齢化も放置できない」と書いてあるのですけれど

も、５ページ目のところで、「技術によるイノベーションによって、少子高齢化に対応で

きる」というところからみると、高齢化のことしか書いてない。少子が全く書いてないの

で、少子高齢化というのだから、少子のところを書いたほうがいいのではないかと思いま

した。

それと、中国のインパクトファクターが大きいとかいうのは23ページ目に書いてありま

すけれども、中国の論文のインパクトファクターが大きいのは、中国人同士で引用し合っ

ているというのは周知の事実のようにみんないっていることなので、あえてあまり中国の

ことを書かなくてもいいのではないかなという気がします。

○池浦委員

非常によくまとまった内容だと思いますが、事業というか、ビジネスの出口からこれを

ちょっと読んでいると、あまりにも研究サイドの色合いが強く、ここに小川先生がいらっ

しゃいますけれども、「技術で勝って事業で負けた」ということを言われている中で、今
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回の後の提言で出てきますが、いい研究をやった結果、このように国が豊かになり、この

ように世界に勝っていく、ということがこの提言の全体に流れるといいのではないかなあ

という気がしながら読みました。

福島研究開発課長から資料４（Ｐ２６～Ｐ３５）を説明。

○相澤委員

ここも全体的に流れはよくなったと思うのです。ところが、26ページだけはどうも流れ

が問題ではないかなと思うので、ちょっとそれを申し上げたいと思います。ここは、この

後に続くところの最も重要なパートだと思います。それが、書き出しのところで、「国が

先頭に立ち、失敗を恐れず実行」ということで始まってしまう。この「失敗を恐れず」は、

国が失敗を恐れるのではなくて、チャレンジャーを活性化するために、リスクは国がとり

ますよということが基本であって、本末転倒にならないように。ですから、今、日本に何

となく漂っている、失敗を恐れずというこの精神がよどんでいるのは、人であって、その

人に、「そういうことを恐れないでしっかりチャレンジしろよと。その仕組みを国はしっ

かりと支えるよ」と、これが基本的な考え方だと思うのです。特にイノベーションですか

ら、あくまでもイノベーティブな人材を活性化する。ここのところを明確に最初に打ち出

さなければいけない。国がイノベーションをリードすることはできない。だから、そこの

ところを間違いないようなメッセージにしなければいけないと思います。同じことがその

後続いているのですね。これは文章の表現上の問題もあるかと思うので、クールに、その

精神が通っているのかどうかをみていただきたいと思います。

もう一つ付け加えると、「世界最高水準の大学、公的研究機関がイノベーションを先

導」なのですが、ここも今言ったような形で、先導するのは、組織があるかもしれないけ

れども、その組織からイノベーションが出てくるように先導するのは、これはやはり人な

ので、ここはシステムのことをいっているのか、人をいっているのか。さらに、この頭に

つけている「世界最高水準の」というのが実は大きな問題であって、大学は、公的研究機

関は、本当に今、世界最高水準ですかねという問題意識でこれは始まっているのですね。

だから、グローバルなイノベーションをリードできるように、大学とそれから特に独法の

研究開発システムが改革すべしというような流れではないかと思うのです。ここもちょっ

とメッセージが違う方向にいっているのではないかなと思います。
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○村垣委員

（配布文書は）よく整理されていて、よいと思います。私は先週「ＭＤアンダーソンが

んセンター」という世界一のがんセンターに行ってきました。そこで同じような話を聞き

ました。新しい理事長が去年決まったのですが、非常に有名な基礎医学者で、ネイチャー

やサイエンスに論文を書いて、ある意味学問を究めている方が、最初に「ムーンショッ

ト」を立ち上げた。「アポロ計画」というのはどうも日本語の表現のようで、向こうの英

語の口語では「ムーンショット」といい（月に行くという意味で、これがアポロ計画を指

すようです）、何を言ったかというと、ここ数年でガンを撲滅するといったのですね。そ

れは、生存期間を上げるとかではなく、数年間でいくつのガンを撲滅するという計画を立

ち上げました。それと今回のお話はよく似ていると。

（前回会議で、目標があたらしい）技術開発となっていることは少し違って、目標を製

品とかサービスにすべきではといいましたが、そこもちょっと違って、達成すべき目標と

いうのは、ものすごく人の心にすぐに浸透するようなこと、十分にわかりやすいこと、そ

れは英語でボールドラインといっていましたが、すごく太字なことをぜひやっていただき

たいなと。それはトップダウンでやる場合もあるでしょうし、皆さんで一生懸命話し合っ

てやるのかもしれませんけれども、はっきりとわかりやすい目標を表す言葉が必要だなと

思っていて、この会議の直前にムーンショットという言葉にであえたことに非常に感銘を

受けました。その施設内でも当然批判あるわけですね。そんなことできるわけがないとい

う人たちがいっぱいいるのですけれども、ケネディがムーンショット出したときも全く同

じ傾向だったと思いますが、そういった思い切ったことが今の危機の中で必要なのかなと

思いました。

○室山委員

同じ印象が１つありまして、提言はいろいろ書いているのですけれども平板な感じがし

ます、どこがウリで、どこが新しい視点なのかがわからない。一点突破全面展開的なツボ

をしっかり感じられるような書きぶりをするといいかなと思います。

先ほど村垣さんがいわれたような、数年でガン撲滅なんていうのはすごくパワフルな言

葉だし、決意を感じるし、何かそのようなものが欲しい。もうひとつ、26ページの、先ほ

どの「国が先頭に立ち、失敗を恐れず実行」とありますが、このままだと掛け声だけにな
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るので、そのためになにをどうするのかもほしい。

○高木委員

同じく26ページのところになるのですが、２つ目の「このために」という２行目のとこ

ろで、「今の我が国には、全方位的で小粒な国家プロジェクトを続ける余裕はない」とい

うのは、そういう小さいプロジェクトは切り捨ててしまうという感じが強いのですね。そ

の後で、49ページのコラムのところで、「例えばドイツでは、日本で絶滅危惧種といわれ

る学術分野もしっかり存在し、その分野のエキスパートが存在し、研究に必要な設備も備

わっている」とあります。これを載せたということは、多分、そういう小さい学術分野も

しっかりとサポートされているということがこのコラムの意味だと思うのですが、それと、

この「余裕はない」が何かもう少し、切り捨てない、そういうものもどこかでフォローす

る、というような書き方が必要なのではないかと感じました。

○堤委員

今の問題、選択と集中みたいなところを意識されていると思うのですけれども、多分、

企業が選択と集中というのは、これはいいと思うのですね。失敗したらつぶれるだけです

けれども。でも、国はやはりそうはいかないわけですね。したがって、何が起こっても、

何に対しても対応できるような二重三重のポートフォリオ的な政策が絶対必要で、そうい

った意味で、何かにかけるとか、そういう話でない。むしろ、かけるとしたら、非常に強

力に研究開発を進めるような体制をつくる点にかけるのであって、だから、それに関して

いうと、僕はやはり、人材をいかに効率よく育成して、頭数としての意味も含めてふやし

ていくか。日本国内だけでは絶対間に合わないのです。だから、その意味での国際連携で

はないかなと思うのですね。何かにチャレンジングにかけるというと、確かに勇ましいの

ですけれども、むしろこれさえやっておけばあとの50年は大丈夫な体制にもっていけるよ

うな、そういった思想をもつべきではないかなと思います。

○田井委員

村垣委員からすばらしい意見が出て、そういうことを言うステージかなと思い私も言お

うと思ったのですが、この研究小委員会は何をしているのか、さっきから議論を聞いても、

あっちこっちばらばらの方向にみえるのですね。文章が悪いというのではなくて、文章は
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いろんな人の意見を集めたからこうなっていると思うのですが、私のもともとの持論は、

リニアモデルはもう破たんしているという認識ですが、それが何回も出てきているなとい

う印象です。もともとこの研究開発小委員会は何を議論するものだったか、つまり、何か

研究の芽があったものを商品にしたり、サービスにしたり、そういうことを何かやるとい

うミッションだったのかどうなのか。そこもはっきりしない。人材も、研究開発の中に入

ってしまっている。大学における教育というところは少しもここには書いてないわけです

ね。ものすごく大事な教育というのがあって、研究、それから開発があって、今我々が置

かれている立場というのは、震災があったかどうかは別にして、90年代からずっとこうい

う状態は続いているわけですよ。別にここ２～３年で起きたことではないのです。調べて

みればわかりますけれども、日本の会社は、戦後、今から30～40年前から、幾ら研究開発

費を投じても営業利益は全部それより少ないのです。つまり、数十年前から構造的にそう

いう問題が起きているわけですね。だから、今ここで研究開発小委員会は何を問題として

いるのかがもうちょっとはっきりしない。

つまり、産業上、あるいは経済的に日本がナンバーワンとれるものがなくなったという、

それをどうするのだということなのか、それとも、研究開発のエフォートが足りないから

何かやるのだといっているのか、何かはっきりしないのですね。まえがきはいいことが書

いてあったのだけれども、みんなが同じことを考えていないため、いろんなことが出てし

まっているような気がしてしようがない。

Ａ３の紙は説明されてないのですけれども、その真ん中あたりに、「民間だけでは限界

で、国が先頭に立ち」というのだけれども、それって何ですか。つまり、民間ができない

ビジネスなんて、国がビジネスやるのですか。なんかちょっと違いませんかというふうに

思ってしまうのですね。

何かちょっと、この研究開発委員会の目的としているものがはっきりみえない。これは

要するにプログラムステートメントがはっきりしないということだと思うのです。イノベ

ーションという言葉もあちこちですね。人のことをいったり、技術のことをいったり、い

ろんなことをいっています。私は、日本で今一番足りないのはビジネスイノベーションだ

ろうと思うのですね。技術のイノベーションでないと思います。何かはっきりした形にや

はりターゲットをもってきて、人の育成はどうするかとか、ビジネスはどうするかとか、

途中のそれに対する研究開発はどうするかという３つに分けていかないとこんがらがって

しまうのではないかなと思います。
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福島研究開発課長から資料４（Ｐ３６～Ｐ７３）を説明。

○橋本委員長

それでは、これから40分ほどご意見いただきたいと思うのですが、その前に、ちょっと

私から一言。36ページの「大学の産学連携活動は、イノベーションに貢献してきた」につ

いて、私の発言によってと説明がありましたが、私が思っていることと全く違います。私

が申し上げたのは、大学はイノベーションのプレーヤーとして大変重要であるけれども、

その役割を果たしてないので、もっとそこに責任をもたせるべきだ、という意味で申し上

げております。私は委員長を仰せつかっていますので、私のポジショニングを全く誤解し

て皆さんが議論に入り混乱するといけないので、ちょっと申し上げさせていただきます。

○竹岡委員

全般的に、前回に比べて、何のために研究開発投資をするのかという考えがとてもクリ

アーになって、わかりやすいものになったと思います。皆さんのご苦労、大変だったと思

います。

まず、先ほどの高木委員のご意見、26ページの「全方位的で小粒な国家プロジェクトを

続ける余裕はない」のところですね。今、日本の強みは、最先端だけでなくて、集積もあ

ると思うのですね。今、すべての企業が悪いわけではなくて、絶好調の企業もたくさんあ

る。例えば電機系でも、インフラに投資しているところはとても強いとか、あるいは産業

機械、これは集積のたまものなのですね。顧客との共同研究と技術集積のたまもの、そう

いうところはすごく強い。材料系も、やはり顧客との共同研究をやっていますよね。集積

とか融合は日本の強みそのものです。「今の我が国には、全方位的で小粒な国家プロジェ

クトを続ける余裕はない」という表現は、研究開発投資先の技術分野を限定する、と誤解

されかねないので、少し見直したほうがいいかと思います。

２点目として知財のところなのですが、例えば42ページ目、43ページ目の産学官連携の

ところ。ここの中に、オープン、クローズドの知財戦略というのが出ています。ここの書

き方は少し意味がわかりにくい。さらにわからないのが、43ページ目の図にある、「守

り」に活用するクローズドと、「攻め」に活用するオープン、これは違うのではないかな

と思うのですね。堤委員が前回「本当に重要なところはステルスでやる」とおっしゃって
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いる。そのとおりだと思うのですよ。知財に関する、それは技術に関するとイコールかも

しれないのですが、神話をもってはいけないのです。知財は、エンフォースメントがしっ

かりしていれば有効ですが、例えば新興国などはエンフォースメントがあまり期待できな

いのですね。それから、アメリカのように、エンフォースメントはきちんとしているけれ

ども、莫大な費用がかかる。クアルコムは確かに知財で莫大な収入を上げているけれども、

莫大な弁護士費用を払っていますね。戦略として、これをすべての企業がやるのがリーズ

ナブルとは思えないから、「ブラックボックス化」は絶対避けられない。だから、知財戦

略の中でクローズド領域とオープン領域をよく検討し、理解して織り込み、戦略の中に取

り込むことが必要だというところが、さらっと流れていて、誤解を招きかねない。

同じ知財で言及しているのが31ページ目の知財管理のマネジメントのところ。それから

54ページ目の知財ガイドラインのところ。ここにはオープン、クローズドの戦略の言葉さ

えないですので、非常に大事なところなので、ここはやはり一言入れていただいたほうが

いい。何でもオープンにすれば、全負けしてしまうかもしれないので。

それから３点目ですが、37ページ目、38ページ目、大学との連携のところです。私は中

小企業政策審議会の委員をしており、前回もとても気になっていたのですが、特に38ペー

ジ目の図「産学連携活動評価指標のイメージ」のＤについて、これは、地域における連携

協定数とか、つまり、地域の大学が地域の企業というふうに読めてしまうのですね。

中小企業政策審議会では、中小企業が今やらなければいけないこと、「グローカル」と

いう言葉を何年かずっと言っているわけですよ。そして「グローカル」にするためには地

域で完結してはいけないのですね。最適な相手と組まなければいけない。地域にいても、

都会にいい大学があれば、そこと組む。逆に、大都市にある企業が、地方の大学にいいリ

ソースがあれば、そこと組む。それによって成果をあげている例というのもかなり実例と

して紹介されているのですね。地域に閉じこもっていてはいけないのです。

だから、この評価指標は、大学と地域の中小企業にとっては、もしかしたら自殺的なこ

とになるかもしれないので、これは一度出してしまうとすごくインパクトが大きいと思い

ますから、少し再考していただけたらなあと思います。

○中村委員

大変わかりやすくなったと私も思うのですが、ちょっと全般を通じての感想なのですけ

れども、イノベーションを起こすというのは、ネットワーク型でいろんな関係者が一緒に
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なってやるという、エコシステムの中でみんなが頑張らなければいけないとなっているわ

けですが、そのようにしてみますと、未来開拓型の、これから目玉で進めようとされてい

るものがそのようにうまく回るかどうかというのは非常に大事ではないかと思います。

今回は課題解決イノベーションということで、それは産業の言葉でいうと、システムと

かサービス産業を伸ばすということだと私は理解するのです。そうすると、サービス産業

を伸ばすためのものづくり産業、あるいは部品産業、材料産業というふうになってくると

思いますので、そういう全体のエコシステムがうまく回るように、この未来開拓をもって

いっていただくことが大事ではないかと思いました。それが１点です。

もう１点は、国内の開国といいますか、海外企業、海外研究機関がまだ日本から逃げて

いっているのが続いているのではないかなと。これは正確にデータをもっていっているわ

けではないのですが、最近もＰ＆Ｇがシンガポールに移るということで、この間シンガポ

ールに行ったら、向こうはものすごくうれしそうな顔で、今度日本から大量に研究者が移

ってくるんだという話をいっていました。それで、何がそういうことになるかというと、

結局、前からずっと議論している税制の問題にどうしても突き当たる。40％という今の法

人税制では日本で研究開発はできないと海外企業がみているわけですね。日本企業はそう

思っていてもなかなか大挙して外へ行けない。そういう意味で、20％にすぐしろとはいい

ませんけれども、そのあたりまで突っ込んで考えないと、なかなかグローバルなイノベー

ションのハブになるというのが現実的なものにならないのではないかという気がしており

ます。

○相澤委員

提言の第一は「新たな国家プロジェクトの創設」ということで非常に明快であると思い

ます。ところが、第二はインパクトが弱いのではないかなと思うのですね。まず、このタ

イトルはもっと改良していただいたほうがよろしいのではないかと思います。特に「基礎

研究から実用化への橋渡しの強化」の中で、「拠点の構築」という言葉、これが柱になる

はずですが、拠点の構築ではあまりにも中身がわからないので、ここのところはぜひ柱に

なるような表現にすべきではないかと思います。

全体的には、新たな拠点に相当するものをつくるということが明快に打ち出せないから

なのかなあと思いつつも、ただ、もっと積極的には書けるはずなので、例えば全体は、多

分イノベーションエコシステム、あるいは、エコを入れないものか、何かそういうシステ
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ム的なことを扱っていると思うので、それがどんな特徴を目指したものでという言葉をつ

けて、明確なる柱になるようなものにされたらよろしいのではないかと思います。

この中に、結局、サブ項目として（ア）から始まってずっとありますね。それぞれが、

これがまた何なのかというのはちょっとわかりにくい。ここで提言の第二の柱を構成する

ところが全体として互角となってしまっておりますので、ここはもう、この段階ですから

最後の表現上の問題になるかと思うのですが、ぜひインパクトのあるものにしていただき

たいと思います。

○笹沢委員

全体的にみた印象ですけれども、これまでも他の委員からも指摘がありましたけれども、

もう少し印象に残るキャッチフレーズみたいなものがあるとわかりやすいのかなあと思い

ました。特に提言の部分ですね。

それから、これまでの議論の中で、恐らくいろんなことで収斂していったのではないか

と思うのですけれども、もともと、この問題点の現状というところで、いわゆる小粒化と

同時に短期化というようなものもあったはずで、当初のこの議論の中では、ある程度長期

的に面倒みるようなプログラムにしていくという、そういうものを目指すような方向を打

ち出せないかという議論の軸があったと思うのですけれども、今回の報告書をみると、そ

ういうところがほとんどなくなってしまっている。恐らく、今までの議論の中で、発展的

に吸収されていったのかと思うのですけれども、長期的に面倒をみる、かつてのムーンラ

イトとか、サンシャインのような、そういう要素は報告書の中ではどのようになったのか

なというのがちょっと気になりました。

あともう一つ、明確な印象に残るキャッチフレーズという意味では、もっと若い世代に

も、今、政府がこういうプロジェクトを目指しているのだなと見たときに、夢を感じられ

るような要素もあってもいいのかなあと思いました。

○小久見委員

笹沢委員ほかの発言にもありましたように、長期的なプロジェクトを立ち上げるという

ことは今もそのまま生きていると思うのですが、プロジェクトを立ち上げたときに、その

プロジェクト自体のダイナミズムの確保と言うことが表せれば良いのではないかと思いま

す。例えば、今、ドリームチームで立ち上げても、それは３年後、５年後には、ドリーム
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チームではなくなっているかも知れません。そのときには、新しいメンバーを入れていく

とか、そういうダイナミズムを表現すると言うことができないものかと思います。

加えて、少し小さな話ですが、大型のコアインフラについて、整備と同時に維持運営が

記載されていますが、上のダイナミズムと同じ考え方で、維持発展という視点が必要なの

ではないかと思います。そういうことをやるときには、やはりベンチャーの育成に目利き

が必要なように、プロジェクトの運営、発展そのものにも目利きというものが必要直野だ

と思います。そのことがプログラムマネージャーとかリサーチアドミニストレーターとい

う言葉で書かれているのかもしれませんが、目利きの役割も含めてプロジェクトのダイナ

ミズムについて記述があれば良いのではないか。

○土井委員

私も先ほど竹岡委員のおっしゃったことと同意見で、知財では少ない資金でやっている

ベンチャーはノウハウは隠すことが多く、知財化するのは係争になっても有利に戦える製

品特許や用途特許というのが中心になっています。その辺を分けて考えているところが成

功しているので、ここはきちんと明確化していただきたいというのがあります。

もう１点、ベンチャー企業の役割として、27ページも61ページも、「研究開発成果の迅

速かつ円滑な事業化・実用化」ということが載っています。確かにそれは一つの面として

は正しいので、この表現でいいと思うのですが、全部が全部、ベンチャーは、迅速化・円

滑化ではないとも思っています。例えばライフサイエンスの場合は必ず時間も必要です。

細胞の培養もしなければいけないし、治験もしなければいけない。

よく使われる例ですが、子供がほしい健康な夫婦が50組集まって、そこに 3,000万円の

養育費を渡しても、半年後には一人も子供が生まれない。「十月十日かかるから」という

話があります。同様に、ベンチャーも、やはり一定の時間が必要なものもあります。それ

を６カ月で帝王切開して出してしまったら子供が危機になるのと同じように、ベンチャー

の成果を急ぐというのは危機に陥ると考えていまして、今の様々な制度でも、５年後に出

すべき成果を最初のところで２年とか３年の間にある程度成果を出さなければいけないと

求められているために、早産で育たなかったというのが実際に多く見受けられます。

ここも重要なのですが、ベンチャー育成の役割としてベンチャーキャピタルが入ってい

ます。前回も言いましたが、ベンチャーキャピタルのファンドには期限があります。だか

ら、その期限内に必ず売るために成果を出せといわれること、資金効率をよくするために
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とにかく早く成果を出せということを言われる。実際のライフサイエンスの研究の期間と

は合わないために苦労しているベンチャーがあるのではないかと思います。本当に早産状

態の６カ月でお腹を切り裂かれているようなところがあることが問題点なので、迅速に事

業化できるものと、もう少し長い目でみる必要があるベンチャーとを分けていただきたい

と思っております。

○村垣委員

37ページの大学の産学連携活動と、65ページの研究開発税制の拡充に関連したことです。

先ほど申しましたが、私は（MDアンダーソンに加え）、ＵＣＳＤとハーバードと３カ所、

全米を回ってきました。研究のほうで回ってきたのですけれども、そこでいろんな話を聞

きました。当然、大学なので研究費を国、ＮＩＨからもらうというのは一番なのですけれ

ども、もともと研究基盤の強い部分では獲得しています。ところが、新しい部門をどうや

っているかというと、ほとんどがドネーションが中心です。ある程度寄附でアメリカの大

学が成り立っているということは知っていました。ただ、実際に行ってみると、そのパワ

ーたるやものすごく、ＭＤアンダーソンでは年間数十億が寄附で成り立っていて、１人か

ら 500億来たという話がある。それを今すぐ日本で求めているわけではないのですが、ち

ょっと外れるかもしれませんが、例えばオレオレ詐欺に高齢の方がお金を出してしまうと

いうのは、お年寄りがのこり限られた時間の中で何か貢献したいという気持ちにうまくつ

け込んでいるのではないかと。そういった気持ちをうまくくんで、皆さんがここの研究に

お金を出したいという気持ちをいかせればもっと大学の研究も回るし、生きているお金に

なるのではないか。さきほどの３カ所とも、ファンディングの方法を尋ねたところ、ドネ

ーションでした。そして、新しくできた施設の名前に何々センターという形できちんとド

ネーションした方のお名前が載っかっているわけです。うまく回っているような気がしま

した。日本ではお年寄りの方を含めて、（使い道を求めている）モノや預金がたくさんあ

るような気がするのですけれども、これが生きるようなことを、国が税制も含めて何らか

の形で考えることが必要で、大学の研究開発に関しても、活かせる形が必要なのではない

かと感じました。

２つ目の人材の流動化に関して、刺激的な意見かもしれないのですが、官から民や、官

から学へももっとあっていっていいのではないかと思います。ＦＤＡの審査官が新しいも

のを頑張って審査を通すというモチベーションは、それを通して次のベンチャーに高いサ
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ラリーで雇ってもらう、「私は、リスクは高いけれどすばらしい機械を承認した」という

モチベーションになっている。次のキャリアアップを考えてやっているというのがものす

ごく印象的で、規制が強い産業に関しては、いろんな問題を指摘されるかもしれませんが、

国が中心にかかわる研究開発のためにはそういう部分もあっていいのではないかと思いま

した。

最後に、アメリカは競争が激しいのですけれども、それによって繁栄していて、日本は

共生を求めるがために、ある意味、衰退してしまう部分がでてきているのではないかなと

思います。今いろいろ批判されていますが、実は本当はそこが改善しなければいけないと

ころであるのではないかと思いました。

○高橋委員

全体として整理をしていただいたおかげで、逆に小さなロジックのズレがみえてきたの

で、それに関連して大、中、小のレベルで３点申し上げます。

まず大きな点ですが、報告書の提言全体について、せっかく研究開発委員会の報告書で

すので、自らがプレーヤーになって解決していけるところと、もう一つのエコシステム全

体として基盤を強化する観点から文科省や厚労省を含め働きかけていく点を区分して、書

きぶりや強さをそろえたほうがいいかなと思うところがありました。

というのは、２点目の中レベルの点を申し上げますが、提言の中での大学、産学連携関

係のいろんな施策と、前半の現状認識のところの論拠になっているデータが少し食い違っ

ているような気がします。具体的に申し上げますと、21ページから23ページまでのところ

です。最初のところでは、日本のアカデミックなリサーチは強い、ということを前提に書

いてあると思いますが、図19、20、21、22あたりは、それが弱まってきているということ

を示すデータになっており、むしろ提言（２）の、先ほど相澤先生がおっしゃっていた橋

渡しのところに関して、なぜ足りないか、どのあたりが不足しているというところに、デ

ータが全く触れられていません。「参考資料」の中にもっといいデータがあると思うので、

69から71あたりでしたけれども、そこら辺をむしろ使われたほうが、後半の提言部分とリ

ンクしてくると思います。いずれにしても、プレーヤーの部分とエコシステムとして他省

へ働きかけていく部分というのを、現状認識の論拠のデータのところで厚くした方が厚み

が出ると思います。

３点目は小さな点ですが、36ページです。いわゆる産学連携、橋渡しにかかわるコーデ
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ィネーション系の人材ですが、私自身の認識で一番大きな点は、36ページの下から大きな

２段落目の「他方で」から始まる、人件費がきちんと中長期的に担保されていないという

点です。ここでは「文部科学省からの補助金で賄われている等」と書いてありますが、よ

り現実的には、時限の人件費で、短期的に繰り返し雇用がされているところが、多分、ア

カデミック側に人材がストックされてない大きな理由になっていると思うので、もしそこ

の問題意識が合っているようであれば、より直接的に書いていただくことを期待します。

○小川委員

西本審議官が最初に、「これまでの小粒テーマでは無く骨太のテーマ」へ、また「企業

ではできない10年先あるいは20年先を見据えた長期な骨太のプロジェクト」、へ方向転換

する、というご主張に大賛成です。今回の方向転換に当たって、これまでの産官学連携に

付きまとった規制を一つずつ丁寧に探し出し、これを改善する為のいろいろな提案がこの

報告書に記載されているという意味では、事務局の皆さんのご尽力に感謝申し上げたい。

ただ、これを予算で実行するには世論の支持が必要です。多くの国民に納得してもらう

よう訴えなければならないわけで、先ほど他の委員が、ムーンショットという表現でがん

治療のテーマの国民に対するすぐれた訴求法を、アメリカの事例でご紹介なさっていまし

た。我々も今回取り上げる具体的なテーマをリストアップし、これを一般国民の目線で訴

えながら重要性をアピールする必要があります。この視点も今回の報告書に取り込むべき

ではないでしょうか。皆さんの取り組みが、これによって世論の支持を得られるのではな

いでしょうか。

今回の報告を貫くイノベーション思想は、いわゆるリニアモデルですが、先ほどの田井

委員が直接的に、またと池浦委員が別な表現で指摘したように、少なくとも21世紀の現在

の日本ではリニアモデルが通用しない。通用しない事例が1990年代の後半から、まずエレ

クトロニクス産業で顕在化し、2000年代にこれが非常に多くの産業領域へ急拡大していま

す。放置すれば日本だけが世界の中央研究所になって、巨額の国税を注ぎ込む国プロが、

雇用や経済成長に結びつかくなります。

この委員会は研究開発小委員会ですので仕方がないのですが、やはりリニアモデルが暗

黙の前提になっています。国費を投入して生まれる研究成果を、広い意味でのイノベーシ

ョンとして社会システムを変え、そして新しい経済成長や雇用につなげていくためには、

ビジネスモデルや知財マネジメントを駆使する出口サイドの力が必要。これがあって初め



- 15 -

てリニアモデルが人為的に成立しやすくなります。したがって今回の報告では、供給サイ

ド側に位置付けられた国のプロジェクトだけでなく、この成果を受けてイノベーショイン

へ繋げて行く民間側の仕掛けが必要です。民間側の仕掛けとは民間企業の研究と連携とい

う意味よりさらに先の、社会システム側のイノベーションにまでリニアモデルを人為的に

成立させる仕掛け創りが産学官の連携の構図に埋め込まれなければなりません。これを今

回の報告で訴えてはいかがでしょうか。この小委員会は供給サイドに位置付けられる研究

開発小委員会であって限界がありますので、「国はここまでやる。したがって、民間はこ

のようにしてはどうですか」という提案をどんどんしたほうがいいのではないかなと思い

ます。

○室山委員

この報告書は結局、だれが何のために読むのかということが重要です。もしも国民に対

してこれをオープンにし、理解促進をしていく前提で申し上げます。もし、僕がマスコミ

としてこれを読んで取材するとします。放送まで時間がない。すると、まずどこがウリで

すかと聞くと思うのですよ。報告書にはいっぱい情報が並列的に書き込まれている。どの

文章もその通りだけれども、結局、この報告書の、例えば３つの柱ってどれでしょうかね

という質問をするのではないかと思うのですね。そういう全体を鳥瞰するようなざっくり

した記述がほしい。

だから、例えば25ページの＜提言編＞と書いている下に、そのような記述を入れてはど

うでしょうか。

○田井委員

私は、今いろいろな方が言われているので、何がいいとか悪いとか、どうすればいいの

かなと今ずっと考えているのですけれども、項目が多いので、これは、私がやるとすれば、

３つの大きな目標、問題を３つに分けて、その３つに、さらに章立て、節立てになって解

決策につながるという、だからこれをやるのだという形ですっといきたいのですよ。だけ

れども、そのプロセスの問題はいろいろあるということは書いてある、いわゆるターゲッ

トがよくわからないのだけれども、プロセスはいっぱい問題がある。少子高齢化とかなん

とか。

それで、結局、これをするのだというのだけれども、そして、何ができるのかというと、
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これまたよくわからない。それは、先ほど言われたように、これが研究開発小委員会だか

らかもしれませんが、結局、日本はどこへ行くのですかということだと思うのですが、そ

れを今どのように書いたらいいのかなというのがちょっとわからない。先ほどインタビュ

ーするとすれば、と言われましたけれども、まさにそうで、何するのですかというところ

を、何を書くべきなのかなと。民間が悪いからだめなのだというのか、何をいうのかなと、

何なのでしょうねと。

○橋本委員長

これはここで、実は中身に踏み込むというよりは、私の理解では、システムですね。シ

ステムに対する提言と理解しています。その中で、今、田井委員が言われたのは、必ずし

も中身だけでなくても、そのシステムにかかわることも言われておられますけれども、こ

れについて事務局側から何か今ありますか。――いいですか。

○池浦委員

田井委員と同じことになるかもしれませんし、ちょっと違うかもしれませんが、日本が

エネルギー危機だということで、例えば太陽電池の効率をどうしろとか、 ＣＯ２の資源化

をどうしていこうとか、そういうわりと目標がはっきりしているやつというか、計算しや

すいやつというか、マーケットがどうであろうと、日本をこのようにもっていく、という

ことに関しては、すごく議論ができて、あるまとまりができていっているような気がする

のですけれども、毎回もやもやしているのは、民間がいいのか悪いのかという言葉がちょ

っと出ましたけれども、新しい材料、新しいものを商品化して、新しい価値を世の中に提

供しようとするとき、田井委員はビジネスイノベーションとおっしゃいましたけれども、

もう一歩踏み込んだ、多分、マーケットイノベーションだと思います。

それに関して、恐らくこの研究開発小委員会の議論でいろんなプログラムやシステムが

議論されていて、今度、民間から、もっとこんなことをしましょうよ、というのをまた出

していって、また国からも、じゃあこんなことができるねとか、何かそんなことを次のス

テージでしないといけないのかなあという気がしています。要は、我々が今悩み苦しんで

いるのはマーケットイノベーション。マーケットは、10年先が読めない中で、国の支援も

いただきながら、やはり世界に勝っていきたいし、日本をよくしていきたいし、そんなこ

ともどこかでいろいろ議論できたらなと思います。
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○橋本委員長

私の理解は、先ほども申し上げましたけれども、ここでは現状を打破するに当たってど

のようにシステムを変えていかなければいけないか、研究開発にかかわるところのシステ

ムで、最終的な目標はイノベーションですから、それに向けて、全体を見回した中でどの

ようなシステム改革が必要かということで、このように分けられているという理解をして

おります。

ただ、おっしゃられるように、１番目の新たな国家プロジェクトというのはわかりやす

いのですけれども、２番目は、確かに多少分散してしまったために、わかりづらいという

か、どこに力を入れるかということに対して見えづらくなっている感は確かにあります。

ただし、キーワードとしてはクリアーに出ていると思います。そこに今日のご意見を踏ま

えた形でうまくフォーカスできるような形に、もう一度事務局のほうで考えていただきた

いなと思っておりますが、事務局から何かございますか。――よろしいですか。

それでは、大体議論が出たところでありますし、いろいろご意見いただきましたので、

事務局から本報告書（案）の取り扱いについてご説明をお願いしたいと思います。

○福島研究開発課長

今後の取扱いでございますが、本日の議論を踏まえて、橋本委員長とご相談の上、少し

修文させていただくというようにしたいと思います。

○橋本委員長

ということで、本日の議論をもとに修正を行うわけですが、最初に述べましたように、

きょうが今年度最後の会ということであり、もう一回開く日程的な余裕がございませんの

で、もしよろしければ、これから、本日のご意見を十分に考慮させていただいた上で事務

局でつくっていただきますので、それに対するものを私と事務局のほうにご一任いただき

たいのですが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○橋本委員長

どうもありがとうございました。では、最後に菅原局長からごあいさついただきたいと

思います。
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○菅原産業技術環境局長

本日は少し遅れて参上いたしまして、申しわけございません。実は、政府の中で原子力

被災者対策の内閣府のチームの事務方のトップをやっておりまして、昨日、今日とまた福

島へ行ってまいりまして、市町村長さんと会議ができなかったり、会議ができて、またい

ろいろご批判を浴びたりとやってまいりまして、いずれにせよ、この研究開発小委員会は、

震災の直後で、どうするか私自身も迷ったのですけれども、むしろこういうときこそ研究

開発の重要性を訴えるべきだということで、皆さん、大変ご多忙であろうとは存じ上げな

がらも、いろいろお知恵をいただいたというところでございます。

本日のご意見も、途中からしか聞いておりませんけれども、至極ごもっともな意見が非

常に多かったと思います。いろいろ報告書自体は工夫したいと思いますけれども、基本は、

なぜ私がこれをやったのかというのは、冒頭のところでも申し上げたかもしれませんけれ

ども、ここ十数年間、研究開発でいえば、いろんなところで分断作業に遭っておりまして、

ここで特に民間企業の方は十分承知だと思いますが、90年代までは、官と民がありとあら

ゆる共通課題について忌憚のない意見交換を、いろんな場、いろんな方法で共有できた時

代があったのですが、官と民の役割分担、行政の中でも、役所と独法、しかも、各省の分

断というのは、縦割り行政の打破といいながら、実をいうと、私は役人を30年やっていま

すけれども、ここ10年ほど縦割りの溝が深くなったと感じるときはございません。

こういう状況を打破しない限りは日本の研究開発は立ち行かないというところで、最大

の眼目は、この提言の一番冒頭にあります未来開拓研究、これを各省縦割りを打破し、こ

こではテーマは議論の対象にしませんでしたけれども、何とかこれを、今言ったいろんな

形での分断された官、民、官の中、役所と独法、いろんなところの分断をくっつけるのを

このプロジェクトベースでやっていきたいというところで、今回、予算上も多少とれたつ

もりでありますけれども、ただ、１つだけ、皆様のこういった議論のおかげもありまして、

これまでに例のなかった予算制度として、研究開発で後年度負担予算を約束するというの

は初めていただきました。それまでは、来年になったら切られるかもしれないという前提

で、国の直轄事業も独法の交付金事業も成立したのですが、人工光合成とかの一部のもの

については、３年程度ですけれども、少なくとも毎年成果を出せというくびきからは外れ

ることができた。これはまず第一歩だと思っています。文科省のみならず、厚労省、農水

省、そういうところにも広げて、およそこれまで、先ほどいった分断された研究開発体制
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を何とかもう一度組み直していく一助にしたいと思っております。

そういう意味では、この約１年近く、皆様にいろんなご意見をいただきまして、あまり

にも宿題が多過ぎて、最後は少し報告書自体がわかりにくくなったと思いますが、もう一

度しっかり再整理して、皆様及び国民の方々にもわかりやすいものに仕上げた上で、それ

でまた、来年度、ここでとまることなく、やるべきことはしっかりやると。最近はいろん

なサイクルが短くなっていますが、研究開発はその逆を張らないといけないと思っていま

すので、ぜひまた皆様のお知恵、ご意見をこの小委員会を離れても引き続きいただければ

と思います。どうもありがとうございました。

○橋本委員長

１年間、どうもありがとうございました。立派な報告書ができそうな感じがしてきまし

たので、大変ありがたく思っております。

この１年間、今年度のものは終わりということですね。これをもちまして、第37回の研

究開発小委員会、それから平成23年度の研究開発小委員会を終了させていただきます。ど

うもありがとうございました。
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