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産業構造審議会 第１９回産業技術分科会 議事録

日 時：平成２４年７月１１日（水）１０：００～１２：００

場 所：経済産業省本館１７階 国際会議室

出席委員：木村分科会長、荒川委員、有野委員、有信委員、一村委員、小野寺委員、柏木委員、岸委員、

呉委員、下村委員、須藤委員、高木委員、中村(信)委員、中村(道)委員、夏梅委員、橋本委員、

平澤委員、古川委員、前田委員、松田委員、丸島委員、渡部委員、渡邉委員

議事次第：

１．研究開発小委員会の活動状況について

２．評価小委員会の活動状況について

３．その他

議事内容：

１．研究開発小委員会の活動状況について事務局から説明。その後、以下のとおり自由討議を行った。

○委員

今ご報告いただいたとおりですが、特に最後にありました省庁連携のことについて少し補足させていただ

きます。これまでも省庁連携というのはその必要性が言われていましたが、今回は本当に本腰を入れてやら

れていると言ってよいと思います。特に来年度の予算要求に向けての文部科学省と合同でのテーマの洗い出

しなどは、頻繁に打ち合わせが行われています。私もその場に参加したことがありますが、文部科学省と経

済産業省が本音で議論しながら、そこに産業界の方とアカデミアの方も参画しながら進んでおりますので、

大きな一歩だと思っております。

○委員

経済産業省の科学振興費は14％か15％で、5,000億円ぐらいあるわけですが、そのうち、ＮＥＤＯに回っ

ているのはその３分の１ぐらいということですね。これは経済産業省の一般会計、特別会計を入れたすべて

のことを扱っているのかということと、省庁連携は多分本省の予算だと思うのですが、本省の予算と、ＮＥ

ＤＯに渡す予算の区分けがどうなっているのか、特別会計の予算と一般会計の予算がどう回っているのかと

いうことです。大蔵省のある方は、特会は大金持ちだという話をしていましたが、最初にその辺のことを少

しお聞きしたいので、よろしくお願いします。

○事務局

予算の実態ですが、基本的には、産総研の交付金等については係数を掛けて決定していますが、ＮＥＤＯ

の予算につきましては、プロジェクトの積み上げという形になっています。経済産業省本省の方で予算原案

を策定して、その予算を、ＮＥＤＯに執行していただくのか、または直執行ということで自ら執行するのか

というのは、テーマの中身に応じてです。それからＮＥＤＯの場合には、キャップと言いますか、シーリン

グもございますので、そういったものをみながら、ＮＥＤＯが適切なのか、直執行が適切なのかということ

で、予算要求の段階でそれを考えて区分しております。

○委員

非常にまとまっていると思います。特に評価したいのは、27、28ページの「技術研究組合」です。これか

らのイノベーション創出の一つのあり方として、これをかなり重点化していくことは、一つの大きな新しい

方向だと思って聞いていました。

ただ、２点申し上げたいのですが、１点目は、例えば４ページの「長期の研究開発の必要性」のところで

サンシャインの話がありましたが、この前にも、ＬＳＩは1970年に通商産業省主導で非常にうまくいったと

いうことがあります。半導体を育てたとか、そういう意味で非常に評価しております。ただ、実際の現状で

みますと、2007年ではシェア１位ですが、去年の段階でもうシェア10％を切っている。恐らくシリコン型で

は日本の勝ち目はないのではと思っております。

言いたいことは、技術開発は最先端であっても、必ずしもグローバルなマーケットで勝ち残れるとは限ら

ない。これは半導体もそうですし、液晶もそうです。いろんなことで同じようなことが起きています。産業

によって違うので、全部の産業のことをまとめていっているわけではありませんが、そういう意味でいくと、
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日本は技術開発立国、技術革新立国ではあるが、イノベーション立国ではない、少し厳しい言い方かもしれ

ませんが。そこに何か問題があるのではないかと思っております。

そういう意味でいくと、イノベーション人材の話であったり、イノベーション経営であったり、要するに、

技術を開発するマネジメントはできるのだが、技術を価値に変える、あるいは技術を経営するといったイノ

ベーションを経営する力に欠けているということを謙虚に反省していかないといけない。そこをどうするか

ということが問われているのだろうと思います。これらは今の、我々日本の製造業の大きな問題だと思って

おります。

これらは学校だけではなく、日本全体が抱えている問題なので、そういう意味でいくとこのイノベーショ

ン人材について幾つか案がありましたが、やはりこういうのがイノベーション人材だというものをもっと明

確にすることです。技術革新をすることがイノベーションではありません。要するにシュンペーターが言っ

ているように、技術とマーケットを結びつけて、人々の願いにこたえるような価値を創造することです。市

場を見据えなければ、独りよがりな独善的な開発になりがちだということです。

そういう人材となると、マーケットなり社会経済をかなり熟知し、これからの世の中はどうなるかという

ことを理解しながら、技術をうまくコンセプトに落とし込んでいくことです。そうなると、コンセプトを作

る人、あるいはその前のビジョンを作る人材ということになります。それを実現するためには、こういう出

口があるということ、さらにこの出口をやるためにはどういう課題があるということ、その課題をシナリオ

に落とし込み、必要な資源を持ってきて、それを効率的に経営していけるような人材がイノベーション人材

だろうと思います。そういうところをしっかりと考えていくことが大事だと思います。確かに私は、半導体

など、今でも世界先端の技術だと思いますし、日本の技術は世界のトップだと思っているのですが、それが

通用しないのは何故かということをもう少し掘り下げていく必要があり、これは文部科学省だとか、我々企

業だとかという枠を乗り越えて抱えている問題だということです。

もう一点は、この領域がものづくりとなると、先ほどのイノベーションに戻りますが、やはりプロセスイ

ノベーションとかプロダクトイノベーションに偏っているのではないかと常々思っています。シュンペータ

ーが言っているのは、新しい販売方式を開発するかどうか。新原料とか新資源をやるとか、新しい組織の実

現だとか、いわゆるソフトだとかシステムだとかサービスだとか、そういうこともやはりイノベーションな

のです。研究投資、研究資源の配分をみても、プロダクトイノベーションにかなり軸足が置かれているが、

これは日本の強さなので、これを弱くしてはいけないと私も思っていますが、少しイノベーションの領域を

広げていくことだと思います。

市場をみますと、例えばＩＢＭは、今のＩＢＭと昔のＩＢＭとでは全然違います。ＳＡＰ、グーグル、こ

ういう会社は経常利益率40％近くで、しかも何兆円と売っているのです。日本では、このＩＴソリューショ

ンという分野はほとんど手がつけられていない。それでは、これは誰がやるのかということになる。だから、

イノベーション領域をもっと広げていく、すなわち、物というのをソフトやシステムに関し、もっと、物と

システム、物とサービスを組み合わせた領域を広げていく必要があるのではないかと私は思っています。、

次世代のことについても、やはりイノベーションの背景にはこういうことも重要だという、そういう取り組

みを経済産業省としてもやっていただけたらありがたいという感じがします。

○委員

今のお話は基本的に賛成です。今のお話にも関係するのですが、全体でみて、個々具体的な施策について

も極めて納得性がある内容にはなっています。ただ、この全体の構成が、最初にかなり俯瞰的なものの見方

をして、それが突然、何か個々具体的な施策に入っているのです。この具体的な施策は、よくよく考えると

俯瞰的な見方につながってはいるが、そこのところで是非少し考えていただきたいのは、例えば５ページに

全体の予算がありますが、この中でみると、経済産業省の研究開発に関わる予算というのは大体3,000数百

億円。3,000数百億円という予算は、具体的にいうと、例えば総合電機メーカー１社の研究開発費のオーダ

ーです。ここに記述されていますように、企業の研究開発費は比較的直近の製品開発に充てられています。

その結果が、実際には10兆円弱の売り上げに結びついている。ということは、例えば3,000数百億円の研究

開発費が中長期的な研究開発投資に向けられるとすれば、これが大体10倍ぐらいの直近の製品開発研究に結

びつくはずなのです。そうすると、大体３兆数千億円の直近の開発費をかけて100兆円弱の売り上げに結び

つく。企業でいえばこういう規模感になります。

したがって、ここで挙げられている個々のテーマがすべてそうなるわけではありませんが、基本的には市
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場規模をみて、これだけの中長期的な研究開発をやるのであれば、これが10倍の直近の製品開発費を必要と

して、それがさらにその10倍ないしは20倍の売り上げに結びつくという設計的な観点が必要になります。企

業はそういう観点で実際の事業計画をやりますから、ぜひそういう部分の視点を忘れないでほしいと思いま

す。

○委員

２点ほど申し上げたいと思います。１点は未来開拓事業でございます。常々私も長期的な視点での研究開

発というのは重要だと思っておりまして、経済産業省がこのように取り組まれることは、大変すばらしいこ

とだと思っております。ただ、10年というのは大変長いので、経済産業省の政策的な方針の変更がしばしば

起こる可能性があるかと思いますので、この10年間方針を一貫してもっていただくということを要望したい

と思います。

これに関連して質問ですが、24年度ですと４件、25年度で今度５～６件を発足させることをお考えになら

れているわけですが、制度設計としては毎年順番にやっていって、10年間毎年５～６件ずつ新たに立ててい

くことをお考えになっているのでしょうか。それとも、例えばこの３年間のみプロジェクトを立てて、あと

は10年間、きちんと評価をやりながらそのプロジェクトに注力していくご予定なのか、そのあたりについて

教えていただければと思います。

もう一つは、先ほど大学の運営費交付金に関連して産学連携のインセンティブが非常に弱くなっていると

いうことをお話しいただいたわけですが、確かに例えば私が取り組んでおります文部科学省先端融合領域の

プログラムも、振興調整費が仕分けによって中止されたために制度が変わり、その結果として、いわゆる間

接経費というのがなくなりました。そういうことで、プロジェクトの間接経費が今非常に減る方向にありま

す。これは大学の本部としてのインセンティブ、あるいは大学がきちんと責任をもってそのプロジェクトに

取り組むという姿勢を弱めるような要因になるかと思います。

そういう観点からみますと、例えば、先ほど省庁連携の話が出てまいりましたが、経済産業省が大学を取

り込んでプロジェクトをやるときには、マッチングファンド的に文部科学省の間接経費を大学に渡すことを

実施することにより、産学連携のアクティビティーが高い組織に対して経済産業省と文部科学省がジョイン

トで支援をするような方策もあるかと思います。

いずれにしましても、現在、文部科学省は間接経費を減らそうという方向に走っておりますので、ぜひ経

済産業省側から、方向づけについて文部科学省とお話しいただくとありがたいと思っております。

○事務局

未来開拓研究につきましては、今年度が３テーマで、来年度は６テーマぐらい考えています。必ず毎年幾

つということは決めておりませんが、毎年10件とかたくさん採るというイメージではないというのが１番目

です。

あと、10年間ということで、この研究開発小委員会でも評価を厳格にしないと、当時のサンシャイン計画

でも、長くやった結果、余りうまくいかなかった例もあるということですので、後ほど評価小委員会の提言

として、未来開拓研究等の新たな評価の仕方の提案をしていただくことになりますので、そちらを聞いてか

らコメントいただければと思っております。

○委員

かつての半導体の超ＬＳＩのプロジェクトを思い起こすと、それなりに評価される要因もあったのではな

いかと思います。１つは、当時、民間企業の研究所もそうですし、電電公社のほうが半導体は絶対必要だと

いうので、大変な研究開発をされていたわけです。民間ないしはそういう公社で人材がいて投資があったと

いうことですが、それが今ないということですので、だれが担うかということです。幸いに大学が非常に乗

り出しているということと、国の研究開発法人がそういう使命感を今もっているというのを自覚しています

ので、国としてやはりここに頼って投資することになると認識しています。

もう一つ大きな要因は、半導体は電機産業が次の事業の柱にしようという、社運をかけて経営者が決断し

たわけです。それに合わせて国が投資したので、ぜひ今回の未来開拓研究については、各々のテーマについ

て関連する業界のリーダー企業、ないしはこれからそこで伸ばそうとしている企業が、やはり社運をかけて

やるので、ついては国とか大学にこうしてほしいという、そういう意見が反映されるような運営に是非して
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いただけないかなと思います。これには経営のトップレベルの直接の参加が要るのではないかと思います。

○委員

先ほど委員がおっしゃった全体的なものづくりイノベーションの方向性というのは、私も賛成です。これ

については、全体的な方向では、学術会議で平成21年に「21世紀ものづくり科学のあり方」というのもまと

めましたし、昨年は「資源環境型ものづくりを実現するための学術的指針」を、我が国の関係者の英知を集

めてまとめておりますので、ご参考にしていただきたいと思います。

研究開発小委員会の報告は大変よくまとまっていると思いますが、実現化の手段が少し不明確ではないか

と思います。先ほどサンシャインプロジェクト時代のことが出ていましたが、サンシャインプロジェクト時

代には、必ずプロダクトイノベーションに合わせてプロセスイノベーションの国家プロジェクトも並行して

実施してきました。例えば、私もお手伝いさせていただきましたが、当時昭和52年以降、レーザー応用複合

生産システムという形で、我が国の基幹のものづくりプロセスイノベーション自身をどうするか。その後は、

ものづくりの国際化ということで、ＩＭＳ国際プログラムということも展開させていただいて、常にプロダ

クトイノベーションとプロセスイノベーションというのを合わせてやってきて、実際に社会をリードしてき

ました。

それに対して今回のものをみると、プロダクトだけに終始していて、プロセスが包含されていないし、さ

らにソリューションイノベーションだとか、サービスイノベーションという分野はほとんど欠落していると

思うのです。ですから、その辺で是非とももう少し実現化手段としてのプロセスイノベーション、ソリュー

ションイノベーション、あるいはサービスイノベーション化ということも少し視点に加えていただけたらあ

りがたいと思います。

○委員

少し細かい話になりますが、コーディネーターについてお話ししたいと思います。産学連携において、文

部科学省と経済産業省が共同でいろいろやろうというのは非常によい動きで、喜ばしいことと思っていま

す。この数年間、コーディネーターのネットワークの仕事をさせていただいておりますが、コーディネータ

ーに関しても、共同で様々なことを行えたらと思っています。産業界で産学連携を行なっているコーディネ

ーター、また、大学の中にいるコーディネーターは、各々雇われている場所が違うため、会議を合同で行な

うことがなかなかできないでいます。現在、私どものプロジェクトで、一緒にやらせていただいているので

すが、雇われているところからなかなか出張の申請ができない等、難しい面があります。実際に、企業のニ

ーズをその企業の方がお話しすることはそんなにないと思いますので、むしろ産側に近いコーディネーター

の方にお話をしてつなぐということが、産学連携では重要なことで、産側・学側両方のコーディネーター同

士の連携をとるのが好ましい姿です。コーディネーターの方の連携も文部科学省、経済産業省、もっと言え

ば農林水産省も最近産学連携に力を入れていますので、一緒にやれたらもっといいのではないかと思ってい

ます。

また、このコーディネーターの方たちには、いい人、ちょっといい人、いろいろいると思うのですが、見

直しも必要だと思います。若い人たちがもっと入ってきて、イノベーションを創出できる人材の背中を押せ

るようなというか、コーディネーター自身がイノベーションの人材ではなくて、むしろ組織の中にいると、

医学系の若い助教の方とかは、教授の方に、なかなか日の目をみないでつぶされてしまいますので、外の目

でみて発掘してあげるというのもコーディネーターのお仕事の一つと思っています。コーディネーターの方

が、イノベーション創出人材の背中を押すという役割も兼ねてもらっていいのではないかと思っています。

もう一つ、最近、エーザイ等の製薬会社は、コーディネーターの方が申請者となり、共同研究や技術移転

の支援制度を行っています。昔は、直接製薬会社と研究者が接触していたのが通常でしたが、このように、

医学系の産学連携も変わってきています。

コーディネーターの方を上手に使うというのは非常に良いスキームだと思いますが、さきほど、他の委員

の先生もおっしゃられたように間接経費のことをお考えいただきたいです。企業さんは、せっかくつないで

もらったのに全部研究費に回してしまうのですね。そうではなくて、できれば企業の方も間接経費とか一般

管理費ということの観点をもっていただいて、コーディネーターや産学連携の組織が、大学で基幹組織とし

て居残れるような形でうまくもっていっていただけると嬉しいです。学校としても組織で動けますし、企業

さんとしてもかえってやりやすいような形になっていくのではないかと思っています。是非、経済産業省さ
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んにこの点も背中を押してもらえるとうれしいです。

○委員

大変な労作をみていて、そのとおりだろうなと思うのですが、では10年後の日本が変わっているのだろう

かという視点から改めて見ると、首をかしげざるを得ない。いろいろなことがあるかと思いますが、私は、

大学の立場と大学のベンチャーの立場ということで少しお話ししたいと思います。

今、何社か、大学に基点を置いた若い人たちを支援しているのですが、彼らの多くの共通項というのは、

海外の空気を非常に吸ってきた若い起業家だということがあります。日本と海外とを余り区別して考えない

で行動する彼らを相当支援していくことが、日本をより活性化していくのだろうと考えています。

二つの特徴があります。一つは技術の面、もう一つは顧客基点にどれだけ立っていくかということ。この

顧客基点というのは、必ずしも国内ではなくて海外も含めてという話になるわけです。顧客と技術をどう結

ぶかということを考えるときに、最終的な消費者に直結している小売とどう連携させるか。実際に商品を売

っているところが、製造小売業としてどんどん進んでいますので、どのように連携をとらせていくのかとい

うことになります。通常の事業コーディネーターの意味が相当また違ってくる可能性もあるのではないかと

思っています。

もう一つは、大きな研究開発プロジェクトとして学校が受けて、そして多くの企業の協賛を受けて生み出

した成果を、ほとんど独自に使えない。ほとんど使えないというとちょっと語弊がありますが、研究成果が

一体として使えないために、結局どこが知財として専用実施権をリードできるのか不明確なまま、研究開発

費を継ぎ込んでいる。しかし、共同開発で大学知財の独立性が疑わしいので、企業や市場の方で、受け入れ

られていないということが現実に起きている。つまり、国家プロジェクトとして実際に運用するときに、だ

れが最終的に責任をもってその事業を担いで世界に打って出るのか、ということを明確にした知財戦略をぜ

ひ後押ししていただきたいと思います。

もう一つは、総合大学の場合は文理融合と口では非常によく言うのですが、どこまで、融合されていると

ころがあるのかということを考えると疑わしい。経営者自身が技術分野から輩出するというのは理想モデル

だと思うのですが、決して現状ではそうでないとすると、ＭＢＡを中心としたビジネスの専門家の養成機関

と技術を結び合わせるような教育体制を進化させる必要があるのではないか。これは経済産業省と文部科学

省が協力して、技術の面だけではない分野での人的成果の実現というところでぜひお考えいただきたいと思

います。

さらに、文部科学省と経済産業省との関係だけの話ではなく、先ほど話がありましたように、他の省庁と

いうのもビジネスは全部絡んでくるのですが、そうすると、技術の面で、特にＩＴというような技術を活用

した医療は厚生労働省になり、日本の厚生労働省が認可で時間がかかるので、海外で認可をとって、海外の

方で先に売ろうとする。日本は研究開発費を使いながら、初期の利用ができないということが現実問題とし

て起きています。そういう意味で省庁連携というものを徹底的に洗い直して、どういう産業でどういう連携

があるのかということにぜひ踏み込んでいただかないと、日本のトータルパワーが出ないのではないかと思

っております。

○委員

イノベーションはどういう方向に行くべきか、皆さんのご発言、私は基本的には賛成です。最近、特に日

本の企業は衰退しているが、何が一番欠けているのか。私は、経営者、事業責任者が知財に関心がない、知

財を事業競争力強化に戦略的に生かしてないのが一番大きいと思います。ここが解決しないと、幾らイノベ

ーションが起きても事業に勝てないし、大体イノベーションを起こす機運が盛り上がらない、と私は思いま

す。

それから、産官学連携、省庁連携、大変結構ですが、それぞれの役割が恐らく異なっております。国力を

高める大型プロジェクトの時に一番大事なのは、プロジェクトの川上から川中、川下がそれぞれベクトルを

合わせ密接に連携する必要があるということだと思います。川上は大学、川中は独法、川下は事業化に向か

う企業だと思います。この全部の連携がプロジェクトの目的に適っていないと、結局は川下の出口がうまく

いかないと私は思います。

一番大事な点は、まず融合できる研究、開発環境をつくることだと思います。これをやらなければ、目的

に適った成果が出ないでしょう。場所だけ借りて、個々の研究をしていたのでは意味がない。融合したとき、
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今度は川上から川下までの研究、開発成果（技術、知財）、これは全部技術が関連していますから、事業化

に必要な技術、知財は活用できないといけないですね。そういう仕組みが現在できているでしょうか。省庁

連携でその仕組みをつくるのが大事だと私は思います。それぞれの省庁の思惑で成果を出そうとすると、特

にこの報告書の中でも、不要特許は売買してというようなことも書いてありますが、何が不要特許なのか、

プロジェクト全部を通しての事業化に必要な研究、開発の成果（技術、知財）をどう確保するか、どう活用

できるか、この仕組みづくりが非常に大事だと思います。

それから、会社化ということも書いてあります、これも大事だと思うのですが、会社化するには研究、開

発成果の評価が必要でしょう。特に株式の分配です。これには研究、開発の成果（技術、知財）に対する貢

献度評価も必要になるはずです。貢献度というのは、出したお金とその研究、開発成果に貢献した程度によ

って決められるということだと思うのですが、そこで研究、開発成果の貢献の程度を適切に評価する手法を

確立する必要があると思います。この評価が適切でないと、結局は会社化につながらないのではないか。特

に知財面から感じたことを申し上げました。

もう一つ、アドバイザーについてですが、知財のことについても報告書に書いていただいていますけど、

なぜか「知財管理」と書いてあります。プロジェクトの成果を事業競争力強化に活用する知財戦略が必要な

ときに、なぜ知財管理のアドバイザーが必要なのでしょうか。私は、知財戦略のアドバイザーをぜひ求めた

いと思います。管理では用が足せないと思います。

○委員

全体的に、私はすばらしい提案だと思っています。まず５ページですが、私の問題意識と同じです。いい

研究開発をやるという今までのやり方から、強い国日本を造るという方向にＲ＆Ｄをもっていくという一貫

したストーリーがありますが、私の問題意識は、そのためには予算配分の戦略性が欠如している。この５ペ

ージから始まるストーリーは、ビタッとはまっていると思います。

２つ目は、出口まで確実にそのプロジェクトをもっていくマネジメント、いわゆるアメリカにある実践的

なＰＯ制度ですが、私は日本のＰＯ制度は魂が入ってないのではないかと、失礼なことを言って申し訳あり

ませんが、そういうふうに思っています。投資効率をもっと上げるためには、このＰＯ制度を実践的なもの

にする必要があると思います。

10ページ目にある３つの未来開拓研究開発制度については、これは大賛成です。

もう一枚の紙にありました資料５ですが、実際の案に落としたときに、これはもう少し頑張らないと強い

国日本にはならないのではないかと、そういうふうに思っています。これは、１つはＤＡＲＰＡ的な発想で

すね。革命的に世の中を変える長期的なＲ＆Ｄをやった上で、革命的な世の中を変える新しい技術、社会シ

ステムを作る。そのときに、これは先ほど委員が言われていましたが、上流から下流まで、その下流もイン

プリメンテーション、現場はどこなのか、現場は都市です。都市あるいは路線だと思います。そこで物を変

えないとだめだということ。イノベーションは、現場を変えないと起こらない。今までは、Ｒ＆Ｄだけで変

わっていったある程度単純な世界だったと思うのですが、今はインフラを変えないとだめだということで

す。

そうすると、この社会システムに対して必要な単品技術テーマ群は、たくさんあると思います。それをう

まく整理しなければならない。そうすると、資料５の４ページにあります、これをまた単品に落としただけ

では、私はだめだと思います。ここにあります二次電池から始まって、こういう単品の技術に充電のシステ

ム、新しい今までの充電のやり方ではない充電のやり方、あるいは需給マネジメント、そういう社会システ

ム、あるいはＩＴを使っての市民の省エネの見える化だと思います。

２点目は、この複雑な社会システムの見える化です。ヨーロッパでは、産業界と大学が連携して、これに

取り組んでいます。例えば、車でいえばビークルシステムとドライバーシステム、環境システム、これ全体

を統合したときに車の世の中がどうなるかという研究が進んでいます。ここで恐らくそれぞれのＲ＆Ｄの形

が変わりますし、サプライチェーンが大きく変わると思います。今、危機的な状況に日本はあると思うので

す。先行しているが故に、技術をもっているが故に、新しいところへのチャレンジの力が少し弱いと思って

います。

○委員

報告書全体に関しては、未来開拓を含めて適切なものだと思いますので、これは着実に推進をしていただ
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きたいのですが、今後の議論に資するために５点、個別にご指摘させていただきます。

第１点目は、資料の中で研究開発投資に関するデータが出ていると思います。リーマンショック以降、企

業は12％程度の研究開発投資の減少があって、それが中長期的なものが減っているので今回の施策につなが

っているのですが、もっと重要なのは、この12％減った結果としての中身、これはポートフォリオが変わっ

ていることだと思います。私たちの観測では、外部研究開発投資は比較的維持されていますので、外部に対

する研究開発投資の比率はむしろ上がっている。さらに、これは大学もそうなのですが、外国に対する研究

開発投資の比率が上がっていることに着目したときに、どういう施策を考えないといけないのか、これは後

につながってくると思います。

もう一つ、実際、投入の話をしているのですが、投入が本当に役に立っているのか。これはご指摘が既に

いろいろありましたが、直近の2008年時点のデータを分析した立命館の玄場先生のデータによりますと、研

究開発投資が経常利益率に対してマイナス有意になっている状況があって、これをどう解釈するのかが非常

に重要であります。そこを改善しない限り、インプット側を幾らいじってもアウトプットに結びつかないと

いう状況が、今現在は起きています。この現象の原因はいろいろ考えられますが、基本的に技術開発の成果

がイノベーションに結びつき、イノベーションの成果が収益化に結びつくかどうかというプロセスが問題を

起こしているので、そこの部分はもっと掘り下げて議論して、次の施策につなげていく必要があると思いま

す。

研究開発の国際化という論点があったと思います。海外市場を何とか取り込むために、こういう活動が必

要なのですが、知財の観点でいいますと、新興国を中心とする知財の環境というのは大きく変化しています。

ちょうど２週間ぐらい前にＯＥＣＤでＩＰマーケットというプログラムのディスカッションがあったと思

いますが、国家がＩＰのファンドを主導していくという傾向が最近非常に強く出てきており、そういう中で、

企業が海外で事業展開するときに、わが国でもどういう仕組みが必要なのか、ＩＰの観点で議論をしておく

必要があると思います。

それから、産学連携の指標でございますが、これは調査研究の結果がそのまま書いてあるという状態に近

いと思っていまして、これは、このままでは多分余り意味がないと思っています。あと１年、調査研究期間

がありますので、10年後、20年後の産学連携の目標、これでやれば日本のイノベーションに資するものに充

実させて引き上げていく必要があると思います。単に企業の手伝いをしている大学を評価しましょうという

のでは、多分余り意味がありません。

というのは、先ほど言いましたように、投入のところで、研究開発をやればそれがイノベーションに結び

つき、国富に結びつくという構造自身がもう今はっきりしなくなっていまして、どういう目標で産学連携を

やればよいのかをしっかり議論をする必要があると思います。これは、アメリカがバイドール30年の時に成

果をうたって、毎年数十億ドル以上の経済効果を出していると言っています。日本の場合は10年ですので、

少なくともあと20年たったら同じレベルの効果がないといけないわけですが、果たしてそういう目標を立て

て、実現していけるのか、これはかなり高いレベルの議論が必要だと思います。

それから、ベンチャーの話ですが、研究開発ベンチャーの中で大学発ベンチャーというのが一つ非常に重

要なポイントだと思います。知財面でみますと、大学の知財の中から大学発ベンチャーに行っているのはわ

ずか数％ぐらいです。なぜそんなに大学の知財はベンチャーに行かないのか。実際はほとんどの知財が大企

業との共同研究の連携の中で消費されていくわけです。その構造で今まで1,900社のベンチャーを作ったこ

とになっていますが、実際は特許がその数よりはるかに少ない状況でよかったのかどうか。これについては

議論の余地があると思います。

全体的に今回の報告書は、技術、研究開発を中心としたものであります。イノベーションを収益化してい

くというプロセスの中で、サービス産業、サービスイノベーションへの言及、あるいはデザインブランド戦

略への言及、これらは決して技術と分離して議論されるものではありませんので、そういう点を今後大いに

加味していく必要があるのではないかと思います。

○委員

まず３点申し上げます。１つは、８ページの「企業の即戦力人材の重視と大学の研究重視」についてです。

企業は、そういう人材をより求めていると書かれているのですが、大学は、基本的にすべてがアカデミアで

活躍するのが主眼ではないと思います。主眼は研究すること。研究をして、いい成果を出して、それを教育

に反映させる、これが大学の基本的な使命だと思っています。
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その解決策として、１つは20ページ、学生はインターンシップをやることで、企業のニーズを的確に、ど

ういう人材を求めるかがわかるかと思います。一方、教員もそういった意味で、インターンシップとはいい

ませんが、教員が現場のニーズを的確につかまえる組織、仕組み、そういうのが必要だと思います。そうす

れば、大学の研究能力というものと、それを教育に反映させるというものが一致すると私は思います。医学

の分野で、実際、医学の臨床の先生は第一線のニーズをいつも的確につかまえているわけですから、そうい

う仕組みを全学問領域において構築することが私は大事だと思います。

第２点目は、平成24年度未来開拓研究の研究テーマですが、説明の中では、人工光合成とか、あるいは蓄

電池が出てくるのですが、実際、私は蓄電池、人工光合成は非常に大事だと思っていますが、これが明確に

表に出ていない。一般国民からみれば、難しい言葉より人工光合成がわかると思います。あるいは蓄電池は

非常によくわかると思います。新聞にたくさん出ますが、二次電池と書かれていたりするので、違うものか

どうかということです。メッセージ性からいうと、非常にわかりやすい言葉できちんと訴えていくことが大

事だと思います。

一般国民は、非常にこれはやってほしいと思っています。再生エネルギーですが、ああいうものも蓄電池

があればみんなうまくいくことは知っていると思います。だから、蓄電池は非常に重要なものだということ。

もう一つは、光合成も大事だとわかっていると思うので、本年度もぜひ人工光合成を、これは長期のテーマ

であるが、きちんととらえていただきたいと思います。

もう一つは、私、大学にいる立場からみますと、今年の３月に上海の華東理工大学に行きました。そこの

大学では、実際に石炭の液化事業をやっているのです。大学の中に、そのままスケールダウンした実証プラ

ントが造られています。これがうまく成功すれば、そのまま５倍、10倍にそのスケールを大きくすれば、一

般に使えるということです。大学の中に目利きがいまして、そこの目利きが有望であるとなれば、きちんと

大学の中に実証プラントも造れるということです。これは資本主義の世界では難しいかもわかりませんが、

そういうことが私は大変必要だと思っています。

○委員

私は、研究開発小委員会のメンバーでしたので、報告書に何かいうつもりはないのですが、実際問題とし

まして、先日、ＪＳＴの方から、ファンディングのあり方についてインタビューを受けたのですが、ＪＳＴ

の提言の中でも、ＮＥＤＯなどと連携してということを言われているのですが、実際問題として、ＮＥＤＯ

のことをほとんど知らない。多分ＮＥＤＯの方もＪＳＴのことをあまり知らないという状況だと思います。

先ほど委員が、上部の方は非常に交流ができ始めていると言われていましたが、ファンディングエージェン

シー自体で、どちらがどういうふうに基礎研究と応用化研究を分けるのかという話し合いも非常に必要だと

思うので、しっかり連携をとっていただきたいと感じたということです。

あと、ここでいう福島県の再生エネルギーの研究拠点というのは、日本人としては、すごくうまくいって

ほしいし、頑張ってほしいと思うのですが、ここに「トップレベルの研究者の参画」ということが書いてあ

るのですが、これがもし海外の研究者も視野に入れているのでしたら、彼らは少し日本人とは感覚が違うの

で、実際こういう海外のトップレベルの研究者を集めるとなると、ある種の工夫が必要になるのかなという

感じはいたしました。

○委員

私は、企業の開発部門におりますので、実際にこういった制度で何を我々ができるかという観点で少し考

えさせていただいたのですが、民間からみますと、研究開発というものは一つの会社経営のようなものでご

ざいまして、まず目標を定め事業計画を立て、有能な人材を採用する。最終的には、それを事業化して収益

を上げるという一連の流れがあるわけです。この収益という部分、もちろん国のプロジェクトと民間の企業

は違うものではございますが、そのような一連の考え方というものは、基本的に大きな違いはないのではな

いかと思っております。しかしながら、これまでの国家プロジェクトは、技術の実現ということをプロジェ

クトの目標とし、これに数値目標を掲げまして、それが達成できたか否かがプロジェクトの成否という判断

になっていたと認識しております。

そこが大きな違いだと思っているのですが、今回この報告書を拝見いたしまして、未来開拓研究制度は、

最終的な事業化という明確な目標を持つということ、まずこれが掲げられております。企業からみますと、

最終的な出口戦略というものがはっきりしているということは、非常に参加意義を実感できるということ



- 9 -

で、また、国がリーダーシップをとるという覚悟も書かれていますので、大いにこれは期待できることだと

思っております。これまでと違う意気込みを感じております。

ただし、課題がないわけではないとも思っております。競合も含むような複数の会社、団体、こういった

ものが参画すると、技術や人材を提供し合って重複投資を避けるというのは、高い理念で当然実現すべきこ

となのですが、企業の視点では、知財の占有というものが富の源泉であって、最後のとりでのようなもので

ございます。それを考えますと、実は３年前にも同じようなことを言ったのですが、民間企業が進んで参加

できる納得できる形、これをいかに実現できるかというのがこの制度の成否の鍵となってくると思います。

ただ、ここでは国がリーダーシップをとって、出口の事業化という形を最初にきちんとつくり、そのよう

な目標を定めることが知財の扱いを決めていく一つの指針になるのではないかと思っています。これまでの

ように参加している企業に丸投げということではなくて、今回、やりようによっては非常に知財の扱いに関

して期待がもてる、また積極的に参加しやすいという道筋を見せていただいたような気がしております。

○委員

この席でも、ずっと技術の産業化にこだわって発言させていただいていますが、イノベーションの完結と

いうのは社会に貢献するところまでということを明確にされたのは、非常にいいことだと思っております。

報告書の中で、民間の研究費が縮小し、短期化されているところに、国が一歩踏み込んだということはとて

もありがたい話ですが、もう一つ言いますと、この世界は金融でも同じことが起こっていまして、産業化さ

せるべき金融のほうも投融資額がどんどん減っていて、なおかつ長いタームのお金は、民間ではほとんど出

なくなっている。そうすると、産業化のために必要な長期のキャピタルが、ほとんど今、日本国からはなく

なってしまっています。ここもぜひ国に一歩踏み込んでいただかなければ、産業化の促進まではなかなかい

かないのではないかと感じております。

最近、金融審議会では、産学連携から「産学金官」という言葉を使われていると思うのですが、その中で、

金融はどうしても避けて通れない話で、官がそこをどうトータル的にみていくか踏み込まなければ、スムー

ズな産業化へは行かないのではないかと思います。といいますのは、ここに「民間ベンチャーキャピタルの

活用」と言っていただいて、とてもありがたいのですが、その民間ベンチャーキャピタルのほうに資金がほ

とんどないという状況の中で、思い切り活動ができないという形になっているのが現状でございます。

もう一つですが、この中に「目利き」という言葉がよく出てくるのですが、10年前からずっと目利き、目

利きと言われているのですが、目利きって何なのかということです。これがうまくいくと誰かがわかるとい

うこと自体、僕はおかしいと思っています。わからないのです。僕も長い間やっていますが、これはだめだ

ろうというのはわかるのですが、うまくいくかどうかというのは、誰かわかればこんな苦労はしないという

わけなので、多分わからないのです。だから、目利きが大事なのではなくて、大事なのは継続的な支援・育

成なのです。チャレンジしていって、生かすものはずっと生かし切るための継続的な支援・育成がないから、

10年前に始めたものがいいところまでいって、いいシーズだけど、全部日本の技術が海外に買われてしまい、

完結できなかったのです。そこを一歩踏み込んでいくには、もう少し大きなお金と継続的な支援・育成が大

事だと思っています。

なおかつ、誰かがおっしゃっていましたが、技術に魂を入れても、結局は人なのです。そうすると、やは

り人がモチベーションを高く、そこにチャレンジし続けられる環境というのを、長い間つくっていかなけれ

ばいけない。これはやる人、研究者、そしてフォローアップする人など、みんながそこに向かうモチベーシ

ョンがなくなったところで終わりになりますので、その仕組みをうまく作っていただきたいと思っていま

す。

アワードというのが出てきましたけど、ご覧になってわかるのですが、海外のアワードは多分億単位の懸

賞金ですね。これが本当に日本に合っているのかは少し疑問ですが、日本ではどうしても100万単位の金額

になってしまいますが、その辺、日本に合うような形でのインセンティブのもたせ方、モチベーションの高

め方というのを、最後は人の世界に行きますので、それを仕組みとして継続してやれるところまで踏み込ん

でいくような絵がかければ、完結できると思います。

○委員

既にたくさん意見が出ていると思いますが、先進国というのは、製造業と医療、医薬、情報通信、サービ

ス業、こういうのがすべてある程度整わないといけないのですが、後ろの２つが非常に弱いのです。総務省、
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厚生労働省があるのはよくわかってはいるのですが、経済産業省はこれから医薬品とかの情報に本当にどこ

まで踏み込もうとしているのか、まったく理解できないのです。未来開拓についても、７つのうちの重粒子

線がん治療器１つが生命科学系統なのです。これも、一番この分野で困っている入超を解決するのではなく

て、中で使用を増やそうというだけの話なのです。この辺に非常に大きな課題があるという気がします。

それから、オープンイノベーションというのは、大体こういう場で教わったような言葉だったと思うので

すが、全体のニュアンスでは、ほとんど本気でやるという意識は出てこないです。研究開発小委員長にお話

しいただいてもいいのですが、トータルでいって、経済産業省側が、現状はまだかなりいいと思って危ない

よといっている程度なのか、本当に危機的だと思ってやっているのか、なかなかこれだけだと理解できない

というのが最終的な印象です。

特に私、気になっているのは、資料4-1の18ページのコラムに、某機械系メーカーの人のおもしろいこと

が書いてあることです。大学の先生がやりたいことをやっているのが国家プロジェクトではないかと。これ

は、もしかすると私がこの頃自分で言っていることが書かれているような気がするのですが、ぜひ24時間、

時間が投入できるプロジェクトリーダー、もちろん大学の先生でも結構なのですが、今、経済産業省は少し、

大学に寄り過ぎていると思っているのです。産業人を使うとか、産総研をもっと使わないといけないのです。

そういうことで、意外にそれほど危機感がないのが現状なのか、というのが最終的な印象を含めたことな

のですが、分野をもう少し広げる必要があるというのと、グローバルに対するオープンイノベーションをも

う少し真剣に取り入れたものにすべきだという気がいたします。

○委員

この報告書は大変な成果だということを認めた上で、今、日本が抱えている最も重要なことは、被災地の

復興再生をどうするかということ。こんなことは滅多にないことです。そうなりますと、どうしても最終的

な出口というのを経済産業省も他省庁と連携して、個の技術開発からシステム化へ。これは誰でも言うと思

うのですが、そのシステム化をするときに重要なのは、個々の技術がぶら下がる新しいイノベーティブなイ

ンフラとはどうあるべきか。これは、先ほど委員が言われていたことにまったく同感です。

ただ、インフラということになると社会実装になりますから、これから５年、10年というオーダーだと、

今実装できる本当に何百年に１回のことですから、個からシステム、インフラ、社会実装、ここまで含めた

考え方を出していく。そうなりますと、この間、例えば経済産業省と文部科学省がタイアップして大変な成

果を上げつつあると私は理解していますが、国土交通省あるいは環境省、いろいろなところとのもう少し広

い連携というのは、やはり実装するためには必要不可欠になってきます。実装ということになりますと、先

ほど委員が言われておりましたが、どうしても金融モデル、ビジネスモデルがついてこないと実装できませ

んから、金融モデル、ビジネスモデル、こういうものまで合わせた考え方が、プロジェクト創出、実装につ

ながっていく。実装というのが、少しこの中でまだ明確になっていないような気がしました。

○委員

皆さんからほとんどご意見は出たと思うのですが、まずこの報告書全体についていえば、非常によくでき

ているのだろうと思います。ただ、我々の業界、皆さんご存じのようにガラパゴスといわれた業界でござい

まして、私、「ガラパゴス」という言葉そのものをどうこう言うつもりはないのですが、皆さんからも少し

お話のあった問題などは、ビジネスモデルといった方がいいと思うのです。これが我々の業界は物すごく変

わっているわけです。ビジネスモデルが変わっている中で、メーカーさんがそれについてこられるかどうか、

というのが今非常に大きな問題になっています。

先ほど少しお話がありましたが、当社でもそうですが、インフラでもうかる仕組みではなくて、それの上

位レイヤーでもうかる仕組み。しかも、そこの利益率は当社でもかなり高いです。皆さんが想像できないく

らい高いです。例えば、海外のグーグルとか、日本でいえばヤフーさん、楽天さんもそうですが、彼らの営

業利益率というのは50％を超えています。こういうビジネスモデルの変革に対して、産業界がどう対応して

いくのかが一つ大きな課題だろうと思っています。

そういう意味でいうと、未来開拓研究テーマのように次の10年先を考えるのは、やはりこういうものが絶

対必要だと私も思います。一方で、イノベーションと言われるのですが、出口として何が必要か。恐らく高

効率モーターの材料とかそういうものの市場というのは非常に大きいというのは確かだと思うのです。10

年後にその市場がそれだけの大きさになっているときに、ではそのビジネスモデルはどうなのだと。端的に
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言わせていただくと、モーターを売ったことによって利益は上がるのか、極端な言い方です。私は違うよう

な気がするのです。まさしくモーターを使って、今は物を売ることによってもうかっていますけれども、恐

らく将来は、それの利用によって何かの利潤が上がる、そこでもって利益を得るような産業構造にどんどん

なっていくのではないかと思います。

我々の業界に限らず、メーカーさん自身が既に一部サービス産業に変わっています。特に我々の業界のメ

ーカーさんはそうです。我々にインフラを提供しているメーカーさんは、海外をみたら、彼らは明らかにサ

ービスでもうけています。ハードではもうかっていません。某メーカーさんは、はっきり私に言いましたが、

あなた方のビジネスモデルは何なのか。メンテナンスというとちょっと語弊があるのですが、オペレーショ

ンでもうかる仕組みを作っている。私はそのメーカーのトップに、では我々通信事業者のオペレーターの仕

事は何なのか、営業だけかと言ったら、営業だってアウトソーシングで全部やればいいではないか、おまえ

らはライセンスさえ取ってくればいいのだというわけです。あとのメンテナンス、オペレーションはメーカ

ーがやる。営業もアウトソースすれば、おまえらはライセンスだけだと。これは発展途上国のオペレーター

にとって物すごく魅力的です。ただ、それでそのオペレーターにどれだけ利益が残るかといったら、これは

ちょっと別問題になってしまいますが。

そういう意味でいうと、我々の業界はものすごくビジネスモデルがどんどん変わっていく業界だと思って

います。したがって、中長期的なことも絶対に必要です。問題は、先ほど誰かが言われていたように、我々

がむしろビジネスモデルを変革できるのか、日本の企業が変革できるのか。もしくは、そのビジネスモデル

についていけるのかというところが、恐らくアウトプットとして一番大きな問題になってくるのではないか

と思います。

ただ、最初のほうで経済産業省さんと文部科学省さんのお話が出たのですが、私も、正直いって最近、省

庁間の壁が大分なくなってきていると感じています。そういう意味でいうと、経済産業省と文部科学省だけ

ではなくて、私のところは当然総務省さんなのですが、総務省さんとお話ししても、昔と違って、経済産業

省さんの仕組みを使うことについて何ら異論を挟む人がいなくなっています。むしろ、より緊密な連携が必

要ではないかと思うのです。アウトプットのところに少し書いてありますが、基準認証とか標準化の話で、

例えばＩＥＣの大会が日本でありますが、あの時に私がお願いして、総務省さんのＡＲＩＢとかＴＴＣを呼

んでもらうようにしたのですが、今ＩＣＴはほとんどのところに必ず関わってきます。そのときに、ＩＣＴ

の特にＣのコミュニケーションの方は、ＩＴＵがある程度の標準化を握っているところがあるのですが、Ｉ

ＴＵの標準化を待っていたらできない、これはみえてきているわけです。そのときに、デジュール側とデフ

ァクト側、ここの連携をどううまくとっていくか。それをやらないと、次の発展途上国に行く時に、意外と

デファクトがないと動けないところもあります。ですから、その辺の連携をぜひ今後ますます強めていただ

ければ、日本の国際化に役立つのではないかと思っております。

○委員

これまでご意見が出ていますように、この報告書に関しましては非常によく検討された成果だと思ってい

ます。私ども公的研究機関においても、ある意味の期待とある意味の叱咤激励をいただいておりますので、

それを踏まえて進めたいと思いますが、それに関係しまして１点だけ、ささいなことかも知れませんが、少

し要望を出させていただきたいと思います。

資料4-3の16ページに、「公的研究機関等を中心とした組織、人、成果をつなぐ仕組みと場作り」という

のがございまして、省庁を超えていろいろな方々が集まってくる、産業界の方と一緒に活動する上で非常に

重要な視点だと思います。ただ、唯一この中でトーンが低くみえておりますのは、実際に研究を推進する上

では、例えば装置の相互利用に関するいろいろな制度的な制約でございます。細かい例ですと、例えばカー

ボンナノチウムのプロジェクトで使っているものと、グラフェンのプロジェクトで使っているものは、その

プロジェクト間でも相互利用できないということもございますので、そういう制度的改正的なものを併せて

しっかりと位置付けていただきたい。それに合わせまして、日本全体が研究開発に向けてより社会の理解を

深めていかないと、どちらかというとマイナーな点がマスコミで強調されがちなところがございますので、

そういう意味では研究開発が日本を支えるという、社会の理解を深めるというような活動も視点に入れてい

ただければと思っています。

○委員
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若干感想めいた話で申し訳ないのですが、資料4-3の４ページに、サンシャイン計画あるいはムーンライ

ト計画の過去の実績の代表例が２つあるのですが、非常に対照的だなという思いをしています。右側のガス

タービンのイノベーションについては、相当な投資額と成果が出たということ。これは今でも非常に生きて

いて、世界での競争力が非常に強いと思っているのです。逆に左側の太陽光は、これだけのお金と時間を要

してきたが、もちろん研究成果も相当出たと思いますが、パネルだけをとらえてみますと、今、いざ再生可

能エネルギーで何とかパネルを増設しようという気運が高まったときに足元をみたら、安く入るのはほとん

ど中国製、アメリカ製ということです。現実問題として、これだけ金といろいろな技術を蓄えてきたものが、

実際に運用する段階になると、あっさり日本の優位性が残らない。先ほどの委員が言ったこととほとんど同

じだと思いますが、こういう現実をきっちり分析をして、反省をして次のステップに進むということも大事

だと思います。研究者からみると、成果だけが前面に出るかも知れませんが、結果として日本に富が残って

いかなければどうしようもないと思っていますので、その辺はよく分析する必要があると思っているところ

です。

○事務局

いろいろな貴重なコメントをいただき、ありがとうございました。半分感想的なところもありますが、我々

は、技術を中心とした技術立国的な話から、本当にイノベーションを中心としたイノベ立国といったところ

に変わっていく必要性について、我々としてももう少しきちんと認識する必要があると感じました。そうい

う意味では、出口を念頭に置くということだと思いますし、システムとしての対応、あるいはサービスとし

ての視点を、今後どのように取り入れていくかが大きな問題だと思っております。また、それを具体的に考

えるためには、現場とか顧客基点、国民の視点、そういったキーワードをベースに考えていく必要があると

いうことと、いろいろな形での連携というところについても、どうしてもこういう時代になってきている中

で、知的財産の扱いをしっかりと中心的な役割としてもう一度位置づけ直すことも必要であります。さらに、

その間をつなぐといった意味では、コーディネートをいかにしてやっていくのかといったことも、我々現場

を含めてもう少し改善するところがあるのではと感じたところでございます。

そして、そういった意味での連携を促進するための資金というところも含めて、できれば皆さんのサポー

トを得ながら、そこら辺をうまくやっていきたいということでございます。やはり我々は、いかにしてイノ

ベーションを利益として収益化していくかというところにポイントを置いて、いろいろな形の政策をもう少

し深掘りしていくことを積極的にやっていきたいというのが、全体の我々としての感想でございます。

２．評価小委員会の活動状況について事務局から説明。その後、以下のとおり自由討議を行った。

○委員

時間が非常に限られているので手短に申します。資料7-1に今の報告書をまとめたわけですが、「はじめ

に」のところに事務局と私の思いのたけを書きました。これは、後でお読みいただければと思います。

資料7-2でありますが、未来開拓研究の評価のあり方を検討したわけですが、実は事務局からご説明があ

りましたように、事前評価をやり始めて今年で３年目になります。この場で各委員から非常に高邁な、また

適切なご助言をいただくわけですが、それと政策形成現場とのギャップが物すごくあるということを非常に

強く感じております。政策形成現場の実態はどうかということは、事前評価をやってみると非常によくわか

ります。あえて嫌われるのを覚悟で、そのことを後でご紹介しておきたいと思います。

その前に、未来開拓研究については、7-2の２ページ目のところに絵があります。今ここでいろいろご説

明がありましたように、最終的なターゲットは技術そのものではないので、社会経済的な付加価値を創出す

るということを実現するための仕組みを考えました。従来は、意思決定の責任部署が明確でなかったという

点がありました。ここでは産技ユニットが大きな意思決定をし、日常的には事業所管課がそれを掌握してい

るということ。事業所管課は、プログラムのマネジメントコアとして機能すべきだと思います。具体的なプ

ロジェクトのマネジメントは、研究開発実施者のほうにゆだねられているという構造になっています。

もう一つは、長期にわたり途中で何度も見直しをするといった機能が必要でありまして、モニタリングと

アドバイスの機能を、評価小委員会と必要に応じて外部の調査機関で得た知見、分析した知見、それを合わ

せて行うという、このような組織だてになっております。

さて次に、政策評価がどのように進められてきたかということに関連して、先ほど申しました政策形成現

場がどのような状況であるかについてご紹介しておきます。事前評価を外部の評価パネルでやるようになっ
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た省は、多分経済産業省だけだと思います。これは３年前からやっているわけですが、最初の年、つまり平

成22年のちょうど今時分でしょうか、提案される政策がどれも小ぶりかつ単発的であり、大きな戦略がない

ということです。これは課や室ごとに個別の政策を作るという体制なので、当然といえば当然なわけです。

だから22年の時には、局長や審議官にも、政策の形成体制を見直さなければいけないということは強く申し

上げたつもりです。

ただし、評価小委員会としては、事前評価は支援的に行うことを理念としております。つまり、提案され

た案のどこをどう直せばよりよい政策になるかという、そういう観点から種々コメントを申し上げていま

す。改善すべきポイントは、事務局も多少触れられましたが、要するに達成すべき目的や目標を明確にする

ということから始まって、実現するプロセス、その設計をしっかりとやってください、また施策の位置づけ

を明確にしてくださいということに結局は尽きます。

具体的に幾つか申しますと、例えば事前調査や分析が不十分であるので、これはフィージビリティースタ

ディーをもう一度やってくださいというケースがあったり、実現したい願望はわかるけれども、その内容の

みが語られていて、どう詰めていくかという手段が全くないといったものがあったりします。こういう場合

は、仕組みづくりの再作業をして再提案してくださいと申し上げています。

それから、他の施策等との連携が必要であるけれども、その手だてが十分でないような場合では、施策の

位置づけを明確にしていくことが必要であります。何よりも政策意図を有効に実現していくためのプログラ

ム化とプログラム設計が重要ですが、その仕組みづくりがまだ一般化していないと思います。わずかには進

んでおりますが。

幾つか事例的なことを申しますと、例えば、大型の施設を造るために、金額的にやや大型の提案をする場

合であっても、前段となるサイエンスや要素技術が十分に詰められていないことや、また現在のタイトな予

算状況であるとの認識が非常に欠けている提案があったりします。特に特別会計の予算を当てにしているよ

うな場合では、そういう傾向が強いと認識しております。

全般的に考えてみますと、提案される技術の内容に関しても、革新的な新しいアイデアはほとんどない。

従来のトレンドの延長線上にある課題をより詳細にやってみましょうといったような提案、非常に凡庸な提

案ですね、こういう状態であります。したがって、30～40の課題ごとに個別に担当者と議論しながら今のよ

うなことを申し上げています。

もう一つ、追跡評価をやり始めて、これも通商産業省時代からやっているわけですが、99年以来全部で22

件、先ほどのご報告を入れてやっています。この追跡評価の結果を分析してみますと、まさにいろいろな教

訓があります。

それを１～２ご紹介しますと、例えば大型施設や装置を開発することを目指したものは、試作まではでき

るけれども、その後ほとんどは実用化されていないということです。しかし一方で、その間に培った基盤的

技術や開発人材は後で有効に機能しているという実態があります。具体的なテーマ名は挙げませんが、プロ

グラムの作り方、特に今度の未来開拓は長期的にやるわけなので、大きい装置を造るというのをぼんと打ち

上げるなんていうのは、過去の実績から判断し、もってのほかだろうと私は思っております。

もう一つ申しますと、企業の中に開発人材が集積されるまで、産業化は結局実現しないということです。

ですから、いかに企業が本気になる課題を取り上げ、あるいはそれに絞り、そして公的資金の側は、リスク

の高いテーマであるとか、基盤的な領域に振り向けるというすみ分けをしていくことが必要だと思います。

全体として、どういう課題が重要かという戦略のつくり方が部分最適化であって、広い視野あるいは長期

的な見通しに欠けています。これはそう簡単にはできないわけで、そういう真の課題を探すということはも

っと外部の力をかりて、まともに社会や経済状況を分析する、あるいは国際情勢を分析するという中からつ

くっていかなければいけないことだと思っております。

○委員

今、委員のおっしゃったことには非常に期待しております。ただ、これは評価後のご説明ですが、やはり

プロジェクトそのもの、プロジェクトリーダーそのものが着手段階で、ここでは評価項目のお話がありまし

たが、いわゆる出口に対するイメージだとか、あるいはアウトカムに対するイメージだとか、それを実現す

るための戦略だとかというのは、プロジェクト着手段階でかなり徹底してやらされてないとだめだろうと思

うのです。ですから、評価されるというよりも、自立したプロジェクトでないといけない。それを先ほど言

ったように、意見としてサポートしていくというのはあると思うのですが、リーダーというか、そこら辺の
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ところが、評価項目に書いてあるようなことを自らの中で、行動計画の工程表の中にきちっと落とし込んで

あるということがまず大事だと私は思っています。

○委員

非常に大事なご指摘だと思うのですが、一番気になったのは、シーズの方にほとんど見るべきものがない

という点で、ここまで言われてしまうと、無理にプロジェクトを作っているのかということになってしまう

のですが、いかがでしょうか。

○委員

シーズの側に見るべきものがないという意味で申し上げたのではありません。そういう意味に理解された

とすれば、私の表現がまずかったかなと思います。要するに、ごろっとしたものをつくりますといった形で

やった場合に、ごろっとしたものは試作まではいくけれども、実用化はされていないというケースがたくさ

んあるというわけです。ただし、その間に培ったシーズの側の成果、これは十分生きているということです。

ですから、その生きる部分を目標に掲げてやるべきだと思っています。これはプログラムのつくり方の問題

です。

それから、先ほどご指摘があった、事前にターゲットをつくる部分が必要だということは、繰り返し我々

も指摘しているところですが、そのための力・スキルが弱いわけです。この委員会で大きな絵は描きます。

しかし、それをブレークダウンして本当に取り組むべき課題をつかむところができていないのです。この間

のギャップをどのようにして埋めて、成果が上がるような形にしていくかということは、経済産業省の中で

十分詰めていかなくてはいけない問題です。おそらく外の力を借りないと、うまくはいかないだろうと私は

思っています。

○委員

研究開発小委員会、また今回の報告書のプログラムメーキングに関わっているアカデミアの一人として、

少しコメントをさせていただきます。本日多くの委員からご指摘のあった、単に技術だけではなくてイノベ

ーションにつなげる施策、マーケットにつなげ、サービスを事業展開まで取り込むといったことを考えなけ

ればいけないというのは、まさにおっしゃるとおりです。今行われているプロジェクトメーキングもまさに

その視点を取り入れようとしています。まず、そのための手段として、我が国としてはどの技術分野が強い

パワーの源泉になるのだろうかという洗い出しを行っています。それをもって、どうやって新しいビジネス

モデルをつくっていくかということを検討する組織をプロジェクトの中に入れ込めると良いと考えていま

す。今、検討されている課題は４つから５つですが、それぞれの中に、研究開発から最後の市場をつくると

ころまで全体を統括して考えるというような組織を明示的に入れることを検討しています。それから、もう

一つ研究開発小委員会での議論の中では、特に民間の委員から、我が国としてどういう方向を長期的に目指

すのかを明確にしてもらいたいという意見がよく出されました。このことも十分に考慮を入れながら、どう

いう分野を我が国として長期的な視点としてねらっていくのかを明確に出していくべきと考えています。そ

れは20年後に、我が国としてどの分野で収益を得るのかという戦略の提示ということになるのだと思いま

す。その上で、各企業は２年、３年後に収益を上げるための短期的な戦術を入れ込みながら、20年先の長期

戦略を考えていただけると良いと思います。今日いただいた意見も十分踏まえながら、研究開発小委員会と

して、またアカデミア出身の委員の一人として経済産業省が研究プロジェクトメーキングすることに対して

協力していきたいと考えています。

○委員

評価は、技術的評価あるいはイノベーション的評価というのもあると思うのですが、ぜひ知財評価も一緒

にやっていただきたいと思います。要するに競争力の源泉は、技術と共に知財戦略が相当左右するのです。

これを、先ほども少し申し上げましたが、事業の責任者が事業戦略にどれだけ知財を活用するかで勝負が決

まっているのです。外国の今成功している企業というのは、経営者自身がその活用がすごくうまい。要する

に強みだけで事業はできない、弱みを必ず抱えるものです。その弱みの解消で、ほとんど勝負は決まってい

るのです。だから、強みを増し、弱みを解消する知財形成戦略も事業を成功させるためには非常に大事なの

で、これは後でやろうとしても無理なのです。研究、開発の最初から連動して事業を強くする知財形成戦略
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もやらないと、成果に結びつかないと私は思っていますので、知財形成戦略の評価もぜひその点を入れてい

ただけたらと思います。

○委員

これで本日の会議は終わりとしたいと思いますが、私の任期は８月26日になっております。２年もやらな

かったこの委員会が、８月までにもう一回開催されることはないだろうということで、この機会にごあいさ

つを申し上げたいと思います。

私、経済産業省とおつき合いができましたのは平成４年、東京工業大学の工学部長の時だったと思います。

覚えておられるかと思いますが、あの当時はいわゆる予算のシーリングというのがありまして、Ｒ＆Ｄに従

事している分野の人は本当に困っていました。そのような折、工業技術院のほうから、産官学サミットみた

いなものをやって、シーリング外しに向けて大運動をやろうというお話が、８大学工学部長会議の世話役を

やらされていた私の方にありました。大賛成だということで始めたのですが、とんでもないことになってし

まいました。当時文部省の局長の連中は話をわかってくれたのですが、審議官のレベルが全然だめだったの

です。通商産業省が大学のことに口を出すとは何事だという訳です。私は経済産業省のスパイだというレッ

テルを張られまして非常に困ったのですが、何とかその産官学のサミットはうまくいき、その後のシーリン

グ外しに大きなきっかけを与えました。

その後、産構審に所属しましたが、今、事務局に調べてもらったら、この分科会の会長を９年６カ月もや

っているということでした。これは完全にやり過ぎですね。この間、何とか省庁連携がうまくいってもらい

たいということを願い続けておりました。初めのうちはひどい状態でしたが、今日も何人かの委員からご発

言がありましたように、最近は昔と違って、省庁間の風通しがかなり良くなり、課長レベルで頻繁に会合を

行ったり討論されたりしているようです。そういう点では座長を９年６ヶ月やって良いところもあったなと

思っています。私の経済産業省のスパイというラベルも落ちましたので、これで引退をさせていただきます。

いずれにいたしましても、私、全く産業政策等には無知な人間でありましたが、この会議の進行役をやら

せていただくことによりまして、産業政策は国にとって極めて大事なことだということを強く、強く認識い

たしました。私は、「日本再生」という言葉を念仏のごとくに唱えているものですが、経済産業省並びに委

員の先生方におかれましても、日本再生に向けてぜひ活発な議論をお願いしたいと思います。粗辞でござい

ますが、ごあいさつにかえさせていただきます。どうも長い間ありがとうございました。
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電話：03-3501-1773
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