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経済産業省独立行政法人評価委員会 

第３７回産業技術分科会産業技術総合研究所部会 

議事録 

 

 

○室伏部会長  それでは、定刻になりましたので、ただいまより第37回産総研部会を開

催させていただきます。 

 初めに、本日は産総研から中鉢理事長にいらしていただいていますので、一言ご挨拶い

ただければと思います。 

○中鉢理事長  評価委員の皆様にはご多用のところお集まりいただきまして、大変あり

がとうございます。 

 皆様もご案内だと思いますけれども、昨年12月の臨時国会におきまして、いわゆる研究

開発強化法の改正が行われまして、産総研も新たに出資業務が追加されることになりまし

た。法の趣旨は、産総研の成果の実用化、普及の促進とイノベーションの創出となってお

りまして、この出資を最大限に活用してまいりたいと考えております。 

 本日は、出資業務の体制や方法につきまして、現時点で私どもが考えていることをご説

明させていただきますので、よろしくご審議のほどお願いしたいと思います。ありがとう

ございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、事務局から配付資料の確認をお願いしたいと思います。きょう

は、牧野課長からお願いいたします。 

○牧野技術振興課長  本日、事務局としてご説明等させていただきます牧野でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 議事次第の紙の下に配付資料のリストがございます。資料１―１、Ａ４縦の10枚ぐらい

の資料。資料１―２は、上のほうに青いラインが付してありますパワーポイントの資料。

２―１は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」についてという若干薄い資料。

２―２も若干薄いカラーの資料。２―３といたしまして、独立行政法人改革等に関する基

本的な方針。以上５つの資料をお手元に配付してございますが、過不足等ございましたら

お知らせください。 
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○室伏部会長  ありがとうございました。 

 それでは、最初の議題であります出資業務追加に伴う中期目標、中期計画、業務方法書

の変更についての審議に入りたいと思います。 

 まず、本議題について事務局から説明をお願いします。 

○牧野技術振興課長  資料１―１に基づいてご説明申し上げます。 

 今、部会長からお話がございましたように、本日、産総研の中期目標、中期計画、業務

方法書の変更についてご審議いただきます。 

 ２つございまして、１つは、先ほど中鉢理事長からお話がございましたとおり、研究開

発力強化法の改正に伴いまして、産総研に出資業務が追加されました。これは、中期目標、

中期計画、業務方法書、いずれにも係るものでございます。 

 それから、資料１―１の下の方の「○」にございますが、施設整備費補助金の交付に伴

う変更は、平成25年度の補正予算で施設整備費が手当てされましたので、これについては

中期計画の改正がございます。 

 資料１―１を２枚ほどめくっていただきまして、独立行政法人通則法の抜粋がございま

す。既にご案内かと存じますけれども、業務方法書、中期目標、中期計画それぞれについ

て定めるとき、それから改正するときの手続がここで決まってございます。真ん中の中期

目標については主務大臣が定める。それから、業務方法書と中期計画については、産総研

が決めたものを主務大臣が認可する。いずれも主務大臣が認可する、あるいは決める前に、

評価委員会の意見を聞かなければならないと定められておりまして、本日は、まさにその

意見を聞くご審議の場でございます。本日、部会にお諮りした上で、来週21日に経済産業

省の独法評価委員会がございます。そこでご審議いただく予定になっております。 

 資料１―１に戻っていただきまして、初めに出資業務の追加についてご説明申し上げま

す。資料１―１の１ページ目、上の方でございます。 

 昨年秋の臨時国会において、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強

化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一

部を改正する法律と、非常に長いものでございますが、一般的に研究開発力強化法と呼ん

でございまして、この一部が改正されたところでございます。 

 改正された点は幾つかございますが、産総研に関係いたしますところが２つ目の・にご

ざいまして、研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るこ

とが特に必要な研究開発の成果を保有するものは、当該研究開発法人の成果を事業活動に
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おいて活用しようとする者に対する出資並びに人的及び技術的援助に関する業務を行うこ

とができると措置されてございます。 

 これは一般的な決めでございまして、具体的には研究開発力強化法の改正法の附則にお

いて産総研の業務範囲に係る産総研法の改正がされてございます。こちらが同じ資料１―

１、途中からＡ４横になってございますが、その10ページ、後ろから２枚目の裏の部分に

産総研法の新旧対照表を載せてございます。具体的に申し上げますと、右側に変更後がご

ざいまして、第６号として今申し上げた研究開発力強化法第43条の２の規定による出資並

びに人的及び技術的援助を行うことという規定を新設してございます。まさにここに書い

てございますとおり、今回、産総研の業務として認められた出資については、金銭の出資

を除くということでございまして、主として知的財産権による現物出資を想定していると

ころでございます。 

 以上が法律の規定でございますが、これが今年の４月１日に施行される予定でございま

して、これをきちんと法律に基づいて実施するために、産総研の業務運営について定めた

中期目標、中期計画、業務方法書を改正する必要が生じているというのが出資業務に関す

る中期目標等の変更の必要性の理由でございます。 

 具体的な改正内容についてが、新旧対照表をごらんいただきます。資料１―１のＡ４横

になっている部分の下に１ページと振られているページをご覧いただけますでしょうか。

中期目標の新旧対照表がございます。右側、変更後のところをご覧いただきますと、国民

に対して提供するサービスその他の業務の質の向上の中で、研究開発成果の社会への普及

という項目がございます。その中で、現在、知的財産の重点的な取得と企業への移転、研

究開発成果を活用したベンチャー創出支援とありますのに加えまして、今回追加された研

究開発成果を活用しようとする者への出資による実用化支援を追加したいと考えていると

ころでございます。この項の下の「・」の部分は、法律の条文をそのまま引っ張ってござ

います。 

 一方、上の左側をご覧いただきますと、変更前の部分に赤字で書いてございますが、円

滑な技術移転を実現するため、知的財産の対価の柔軟化など、管理体制等を見直すという

部分がございます。この部分につきましては、知財による現物出資ができないことを前提

として、では、今後どのようなやり方があるだろうかということを検討するためにこの部

分を書いていたところでございますが、今回、出資業務が追加されることに伴い、この部

分は不要になったと判断いたしまして、ここは削除することとしたいと考えてございます。 
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 今、削除すると申し上げた部分は、若干さっくりした書き方になってございます。次に、

中期計画は、産総研が定めて大臣が認可するというものでございますが、ここでも今申し

上げた削除すべき部分がございまして、ちょうど１枚めくった３ページにございます。研

究成果の社会還元を積極的に推進するため、成果移転対価の受領方法を柔軟化することで、

技術移転の一層の推進を目指す。また、金銭以外の財産での受領の際には、審査委員会等

を設置し、妥当性等を事前に審査することで適切な運営に努めるということでございまし

て、先ほど申し上げたような知財の現物出資を今後想定して、どういうことがあり得るか

ということを考えていくために入れられた規定でございます。 

 １枚めくっていただきまして、その裏の４ページでございます。ここにも同じく削除す

る部分と今回の法律改正によって加わった部分が載っているところでございます。 

 それから、また何度も行き来して恐縮でございますが、今度は同じ資料の８ページをご

覧いただけますでしょうか。こちらは、業務方法書の新旧対照表を載せてございます。こ

ちらにも出資等という章を起こしまして、今回加わった出資並びに人的及び技術的援助の

業務を追加しているところでございます。 

 以上が出資業務の追加に伴う中期目標、中期計画、業務方法書の改正点でございます。 

 それで、また資料１―１の１ページにお戻りいただきまして、下の方にございます施設

整備費補助金の交付に伴う変更についてでございます。平成25年度の補正予算で福島県に

おける再エネ・ＩＴの実証研究・拠点整備及びグローバル認証基盤等の施設整備を行うた

め、産総研に施設整備費補助金を交付することになってございます。 

 ２枚ほどめくっていただきますと、Ａ４横の右下にポンチ絵が載っているものでござい

ます。具体的に申し上げますと、再生可能エネルギーの導入拡大が可能となるようなスマ

ートグリッドに必要な大型パワーコンディショナーにつきまして、平成26年４月に開所が

予定されております福島再生可能エネルギー研究所に世界トップレベルの試験評価・研究

拠点を整備するという事業でございます。これが補正予算として手当てされたということ

が１つ。もう１つは、つくばセンターの研究施設・設備の老朽化対策を行うということに

なってございまして、これらについて中期計画に盛り込むことになってございます。 

 こちらは、またＡ４横の新旧対照表の部分の４ページをご覧いただけますでしょうか。

下の方に、その他業務運営に関する重要事項とございまして、施設及び設備に関する計画

というものがございます。この中に今回補正予算で手当てされたものを盛り込んでいくと

いうのが３ページほど続いてございまして、以下、２ページ目、３ページ目は内訳になり
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ますけれども、今回の補正予算で手当てされたものについて中期計画に盛り込んでいると

いうのがこの部分でございます。 

 補正予算関係は、以上申し上げた中期計画の変更のみでございます。また資料１―１の

２枚目をご覧いただけますでしょうか。上に書いた２．中期目標、中期計画及び業務方法

書の変更の概要が今申し上げた出資業務による改正と補正予算に伴う改正でございます。 

 今後のスケジュールでございますが、本日の部会、来週の評価委員会、財務省に協議を

いたしまして、３月中に中期目標の改正等に関する内部手続を進めまして、４月１日から

改正産総研法が施行されるのと合わせまして、中期目標等の改正が施行されるように準備

を進めてまいりたい、併せて出資業務につきましても４月１日から開始したいと考えてご

ざいます。 

 以上が中期目標等の変更案でございまして、私からの説明は以上でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、産総研から具体的な業務執行の体制、方法、予定等につい

てご説明をお願いしたいと思います。瀬戸理事がご説明いただくと伺っております。お願

いします。 

○瀬戸理事  それでは、瀬戸から、資料１―２を使いましてご説明させていただきます。

横型のパワーポイントの資料でございます。出資機能を活用したベンチャー創業の取り組

みということで、産総研全体のベンチャー創業支援の仕組みの中で今度新たに追加される

出資業務をどのように活用しようとしているのかという考え方、また、現在の準備状況と

いう観点からご説明させていただきたいと思います。 

 それでは、１枚めくっていただきますと、２枚目のシートでございますけれども、まず、

背景としまして、現在までのベンチャー創出・支援事業の状況ということで改めてご説明

させていただきます。 

 これまで産総研の技術移転ベンチャーとしましては 117社を創業してきております。そ

のうち、下の表にございますようにＭ＆Ａされたもの、子会社化されましたり、また事業

譲渡されたような形のものですけれども、これが14社ございまして、さらに平成24年11月

にはジーンテクノサイエンスというベンチャーがＩＰＯということで、これが１社。Ｍ＆

ＡとＩＰＯトータルで15社ということになります。また、 117社のうち廃業したものもご

ざいますので、現在、ベンチャービジネスとして活動中のものとしては88社ということに

なります。 
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 右側に円グラフで達成、取り組み中、断念とございますけれども、試験販売段階を脱し

て製品やサービスで継続的に収益を上げている状態という定義で達成ということで分類し

ておりますが、先ほど申し上げたＭ＆Ａ、またＩＰＯ１社を加えた31社がこの状況にあり

ます。現在取り組み中ということで、達成に向けた取り組み中のベンチャーは、48社とい

うことでございます。全体的な売り上げから見たパフォーマンスでいいますと、最大の年

間売上高が１億円以上の企業は12社ほどありますけれども、Ｍ＆Ａ14社、ＩＰＯ１社では

ございますが、全体として産総研ベンチャーとしては、イノベーションへのインパクトと

いう点ではまだまだ小さいという状況でございます。 

 次に、３ページをご覧いただきたいと思いますけれども、これまでの支援策とこれから

追加される出資との関係を示したのが３ページ目でございます。これまでは、既存の支援

というところに書かれておりますように、ベンチャーを創業するまでのシーズステージで

の支援、また創業後のアーリーステージでの支援という２段階の支援を行ってきておりま

す。 

 全体的に申し上げると、技術の完成度を向上させる技術視点での支援が中心であったと

いうことでございまして、シーズステージの段階では、スタートアップ開発戦略タスクフ

ォースというものを設けて２年間、ここにはビジネス経験者も投入してベンチャー創業の

準備をするという段階です。 

 また、ベンチャーを創業しましたら、このスタートアップタスクフォースのところで投

入されたビジネス経験者がＣＥＯなどに就任して、さらに産総研の研究者もＣＴＯや技術

顧問に就任して経営の一端を担うというような形で、さらに知財や施設の貸与、また専門

家相談等々の支援を行ってきたということでございます。 

 今回、出資機能が加わりますので、これまでのシーズステージ、アーリーステージに加

えてミドルステージでの支援に踏み込んでいくということになると思います。ただ、現物

出資を使ったミドルステージの支援に行くに当たって、これまでのシーズステージ、アー

リーステージでやっていた支援は、どちらかというとベンチャーの経営陣の自助努力にお

任せのような部分もございましたので、ＡＩＳＴ ＨＯＳＴと書きました。後ほどご説明

させていただきますけれども、産総研として内部に組織的にベンチャーを支援する仕組み

を作った上で、現物出資につなげていくというような形で考えていきたいと思います。こ

の際には、外部機関のプラットフォームとの連携も当然行っていきたいと考えているとこ

ろです。 
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 それでは、このＡＩＳＴ ＨＯＳＴのところを次にご説明させていただきたいと思いま

すけれども、今ご説明させていただきましたように、これまでの支援としましては、技術

の完成度を上げるというところの支援が中心でございまして、どちらかというと事業化支

援のところは、ベンチャーの自助努力に任せていた部分がございます。そういう意味で、

今後、出資機能を追加した後は、これまでのいわゆるシーズ・プッシュ型のベンチャー創

業支援の方向性から、市場ニーズを踏まえたマーケット・プル型の支援にもっていかない

といけないという考え方でございます。 

 ただ、これまでの支援機能ということでいきますと、マーケット・プル型へもっていく

場合に、ビジネスモデルを作り上げるための機能と人材にやはり不足感があるという問題、

またベンチャー全体をフォローアップしていくための管理・窓口機能という意味での機能、

人材、さらに、やはりどうしてもピンポイント特許になっている傾向がございますので、

ピンポイント特許を知財アセットとしてしっかり構築するような組織的な支援も必要かな

と考えております。また、ベンチャー創業に資するシーズを発掘する人材の幅も拡大して

いかなければいけない。こういった課題を解決する意味で、ＡＩＳＴ ＨＯＳＴという産

総研の中の横断的なチームを作っていきたいと思っています。 

 下にありますように、ＡＩＳＴ ＨＯＳＴというチームでシーズの発掘から創業、そし

て出資前の段階までの成長を支援していこうということで、技術シーズの発掘、技術開発

支援、またビジネス化支援といったところをやっていこうということです。この際に、下

にありますように、ＮＥＤＯ等の外部機関のベンチャー支援プラットフォームと緊密に連

携して、そういったプラットフォームからカーブアウトテーマのご紹介をいただいたり、

我々として創業に向けたビジネス化支援の要請をしたり、既存ベンチャーの成長支援の要

請のための財政支援を呼び込むための、そういった意味での連携を図っていければと考え

ているところでございます。 

 次、５ページ目でございます。今、ＡＩＳＴ ＨＯＳＴと申し上げましたけれども、Ａ

ＩＳＴハンズオン支援チームということで、これを略してＡＩＳＴ ＨＯＳＴということ

で今取り組みを始めているところでございます。特徴としましては、個別のベンチャーご

とに各セクションを超えた特命チームを編成して、技術移転にかかわるハンズオン支援を

一気通貫でやっていきたいと思っています。個別ベンチャーごとにそれぞれ知財面での支

援とか施設面での支援とか、支援内容が異なりますので、重点支援を行わなければいけな

いベンチャーについて、それぞれのチームを作って支援ができればと考えているところで
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ございます。 

 続いて、６ページ目でございます。今申し上げたＡＩＳＴ ＨＯＳＴという機能とＮＥ

ＤＯ等の外部機関のプラットフォームとの連携で、シーズステージ、またアーリーステー

ジを越えて、いよいよ技術としてコア技術が完成し、一定のビジネスプランのもとで売上

高等からみて成長性が見えてきた、また出資後のビジネスモデルによって一層の成長が想

定されるな、例えばこういうイメージで出資判断をしていきたいと思っています。この際

に、産総研所有の施設や装置、また知的財産を出資して、これによってベンチャー企業の

成長性を確保するとともに社会的な信用力の向上を図って、産業革新機構などの民間ファ

ンドからの大型投資も呼び込めるような形をつくっていければと考えているところでござ

います。 

 それでは、７ページでございますけれども、改めて出資の目的、対象等についてご説明

させていただきます。出資の目的については、研究開発力強化法にありますように、研究

開発成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るということを目的として出

資機能を使っていきたいと考えているところです。 

 出資の対象とする資産としては、産総研が所有する施設、装置であります。研究成果を

活用するために必要なもので使用制限のないもの。当然、産総研の中で現状のプロジェク

トに使っていないものを出資するという考え方でございます。また、知的財産権について

は、国内外の特許権、また実用新案権、意匠権、商標権が対象となると考えています。 

 また、出資先として想定される企業の主なものとしては、ご説明させていただいた産総

研技術移転ベンチャー企業ということになるかと思いますけれども、これ以外にも共同研

究で得た成果を事業化する中小企業やベンチャー企業、さらに、今産総研も参画して技術

研究組合でのプロジェクトを実施しているところでございますが、こういったところから

発展して組織変更して、研究成果の事業化を目指すような企業も対象になるかと考えてい

ます。また、これまでも事例が１件ございますけれども、産総研の研究成果で新事業の展

開を目指すカーブアウト企業、さらに、産総研の施設を活用して製品の事業化を目指すフ

ァウンダリ企業も対象と考えていきたいと思っています。 

 ８ページ目でございます。現在こういった考え方で出資に向けた準備を進めているとこ

ろでございますけれども、所内の準備体制といたしましては、検討委員会及びタスクフォ

ースを設置しています。この検討委員会、タスクフォースは、下に関係部署の名前を記載

させていただいておりますけれども、こういった部署から室長・主査クラスを投入して、
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また運営方針のうち重要なものについては弁護士や公認会計士等の専門家にも相談しつつ、

規程やガイドラインの整備も進めているところでございます。 

 出資制度の運営のポイントとしては５つほど書かせていただきましたけれども、まず１

番目としましては、株式の持ち分としては企業の総議決権の過半を超えないというところ

を考えているところでございます。 

 ２番目としましては、出資すべき資産や対象企業の判断とするための仕組みづくり、こ

こには外部有識者を含む審査委員会で審議するようなことで考えていきたいと思っていま

す。 

 また、出資後のフォローアップとして、出資をしたから終わりということではなくて、

出資後においても、その企業が適正な経営環境を維持するべく継続的にフォローしようと

考えております。また、成果の実用化の進捗といったところも適宜しっかりとみていきた

いと思っています。 

 さらに、出資の目的の達成時に株式を処分することになりますけれども、そのときの判

断が必要になってくるかなと思っています。これも外部有識者を中心とする審査委員会で

審議をすることになるかと考えておりますけれども、目的達成の１つの目安としては、例

えば、ベンチャー企業がＩＰＯを果たしたり、またＭ＆Ａ等に至った時点を出資目的の達

成と考えているところでございます。 

 ５番目としましては、委員の皆様方に評価をしていただく上でも、出資業務を含めたベ

ンチャー創業に対する法人としての適切な目標設定が今後必要かなと考えておりまして、

そういったところも含めて現在検討しているところございます。 

 説明としては以上でございますけれども、４月に向けて現在、こういった出資対象とす

るベンチャー企業について、候補案件については既に聞き取り調査等も進めて、具体的な

検討にも入っているところでございます。 

 以上でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 それでは、事務局と産総研からのご説明が終わりましたので、産総研の中期目標、中期

計画、業務方法書の変更につきましてご審議いただきたいと思います。委員の皆様、ご質

問、ご意見がございましたらお願いいたします。では、森本委員、どうぞ。 

○森本委員  １つ質問。もうちょっと理解したいのですけれども、出資といったときに

知財等の現物という話ですが、特に知財についての出資という意味の具体的なものは、例
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えば使用権の無償化なのか、それとも特許自体の譲渡を含むのか、どういう範囲でしょう

か。 

○瀬戸理事  概念としては特許の譲渡ということになると思います。 

○森本委員  具体的に特許の譲渡になった場合に、例えば企業がそれをもって起業する

わけですけれども、具体的な例では、その後、Ｍ＆Ａによって海外の企業に買収されて、

国内の企業に不利益が生ずるようなケースは考えられるのかどうなのか、そのあたりはど

うお考えでしょうか。 

○室伏部会長  如何でしょうか。難しい問題ですけれども。 

○瀬戸理事  想定としては、今、森本委員からあったケースはあり得ると思います。 

○森本委員  それでもいいということですか。 

○瀬戸理事  出資をしたら、そこで我々としてフォローアップを終えるということでは

なくて、そういう場合には、我々としても株をもっている訳ですから、ある意味、経営権

とか共益権のような権利を行使したりすることによって、経営に一定の関与をしつつ、マ

ネジメントしていくことになるのではないかと思います。 

○室伏部会長  森本委員、よろしいですか。――手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  今の森本さんの話に関連して、施設とか設備等は減価償却後の価値といい

ますか、その価値はバランスシートに載っている。一方で、知的財産も出資という形をと

りますので、どのようにその価値は算定されるのでしょうか。 

○瀬戸理事  原則として、まずベースになるのは、知財を出資するまでに管理してかか

ったコストがございます。特許出願をしたり、維持をしたときのコスト、そのトータルで

す。ただ、特許によっては、それまでライセンス収入をかなり得ているようなものも含ま

れてきますので、そういう場合には鑑定評価に出して、鑑定をしていただいた上で、その

分の出資ということになると思います。 

○手柴委員  聞きたかったのは、まさにそういう形で鑑定するなど、きちっとしないと

将来どのようなことが起こるかわかりませんので、そこの部分をどうされるのかなと思い

ました。それで、出資した後の維持にかかわる等のいわゆる年金は、それぞれの出資会社

が自分で負担していくという形になるわけですね。 

○瀬戸理事  そのとおりです。出資後についての管理コストは、全部ベンチャーなり出

資された企業が賄うということになると思います。 

○手柴委員  もう１つ、ほかの法人、例えば理化学研究所とか文科省管轄の他法人とか、
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そういうところも今回の改正に合わせて同じような動きがあるのでしょうか。 

○牧野技術振興課長  そこら辺は事務局からお答えします。最初にご説明をしておけば

よかったのですが、今回の研究開発力強化法で３つの法人に出資業務が追加されまして、

これは産総研とＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）、もう１つＪＳＴ（科

学技術振興機構）の３法人に出資業務が追加されたところでございます。 

○谷川委員  理研は、違うのですか。 

○牧野技術振興課長  理研は、今回追加されておりません。 

○室伏部会長  手柴委員、よろしいですか。 

○手柴委員  はい。 

○室伏部会長  では、谷川委員、どうぞ。 

○谷川委員  先ほど、森本委員がお伺いになった件について私の意見を申し上げると、

今でも恐らく産総研さんは、知財の扱いについては単なる使用権の移転だけではなくて、

譲渡もやっていたのではないかと思うのです。日本の国立大学も特許については譲渡も今

現在あります。これは出資になったからといって特に変わるわけではなくて、先ほど森本

委員がご心配になったような譲渡した先の企業がＭ＆Ａなどによって、日本にとってのラ

イバルになる海外の企業に買収されて、それがブーメラン効果はないかということについ

ては、もう既に日本の全ての国立大学、それから国研についてある問題なので、私は出資

になったからといってそれが特に顕在化するということではないと思っています。 

 私自身は、この点について割とポジティブなのですけれども、今まで知財の移転という

機能、事業化できる機能が産総研さんも国研、国立大学もあったのですが、事業化がなか

なか進まない、日本全体のイノベーションが進まないというのが日本にとっての最大の問

題で、もちろんブーメラン効果云々というリスクはあろうとも、とにかく持てる技術をい

かに社会で実現するかという方の重要性をとったのだと私は思っています。 

 出資機能自体は、私は逆に特許の移転よりも出資のほうがライバル国に行くリスクは少

ないと思っていて、出資で株式を保有している訳ですから、当該の出資先の企業がライバ

ルのところに身売りしようというときに相当な歯どめになるわけなので、私はむしろ今、

森本委員がおっしゃったようなリスクは、相対的に低くなるのではないかなと思っていま

す。 

 アメリカのスタンフォード大学がＧｏｏｇｌｅの株を現物出資という形で買ってやった

ように、お金のないベンチャーにとっては、お金を払うかわりに株で払うというのは極め
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てありがたい制度で、こういう制度があることによってベンチャーは息をつける、応援に

なる訳なので、こういった出資によって支援するというのは、ある意味ではイノベーショ

ンの政策としては、当然の流れかなと私は思っています。大学の立場から言えば、日本の

国立大学もそれを早くやってほしいなと思うぐらいで、米国の大学は全部そうなっている

訳で、今回のこの出資機能付与は、プラス評価すべきではないかと私は思っています。 

 なので、全体としてはいいのですけれども、今後の方策としてですが、一層事業化する

という観点から、今、瀬戸理事がご説明されたことは、理にかなっているところがあると

思います。今まで産総研が長年ずっとおやりになっていたベンチャーについて私はそこそ

こだと思いますけれども、これが十分でなかったとすれば、出資機能の付与と、今、瀬戸

理事がおっしゃったようなことで本当にドライブがかかるのかどうかということについて

は、もうちょっと検証された方がいいのではないかなと思っております。 

 大学も大きなことを言えないのですけれども、やはり、我々が一番感じておりますのは

プロフェッショナルな人材がいない。それを大学とか研究所の人材で抱えるというのは、

もちろんプロを雇ってくるのですけれども、産総研さんは大きいといっても１つの組織で

あり、その中でやろうとかという形は、しょせん限界があるのではないかと私は思ってい

ます。 

 先ほどもパテントの話がありましたけれども、ライフサイエンス関係ならともかく、Ｉ

Ｔ関係であれば、たくさんの知財を組み合わせなければ事業化できないわけで、他の機関

と連携した、より大きなパテントプールのようなものを作って、そこに参加するという形

で一緒に戦略を練っていく、ＮＥＤＯとか他の国研の機関と知財関係のプールを一緒にす

るとか、そういう形でのスケールメリットを働かせることでもっとドライブがかかるので

はないかと思っていますので、私は連携という観点からの仕組みづくりというものを、せ

っかくこういう機能ができるのでしたら、是非おやりになっていただきたいなと思ってお

ります。 

○瀬戸理事  ありがとうございます。今の谷川委員からのご意見も参考にして、我々と

して仕組みを作っていきたいと思います。ありがとうございました。 

○室伏部会長  今、谷川委員がおっしゃったことなのですが、例えば、筑波大学の山海

先生がおつくりになった生活支援ロボットは、産総研、ＮＥＤＯとＪＳＴの３つの機関が

支援してあそこまでもってきています。ですから、日本の中で様々ものが協力し合って支

援することで非常にすばらしい成果が上がると思いますので、是非今後とも、ＪＳＴとも
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省庁を超えて協力して連携した形でやっていただけると、もっともっと成果が上がるので

はないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○瀬戸理事  ありがとうございます。 

○室伏部会長  他に如何でしょうか。森本委員、どうぞ。 

○森本委員  次の意見に行く前に、先程の補足ですけれども、私としては、出資という

形で知財が提供されて事業化するということについてはポジティブです。ただ、プライベ

ートセクターの投資においてエクイティーで返すというのが通常あるのは当然承知してお

りますが、パブリックセクターで投資されたもともとのもの、それから公的、公益に寄与

するというそもそもの目的があるということ、それからベンチャーという性質上、成功す

るか失敗するか、ある意味オッズが低いわけです。そこの比較的小さいパイのところに特

許がロックインされてしまって、他に使えないということは、むしろ広く使われるという

目的に反するのではないか。なので、譲渡というところに行くのは、中の鍵であるビジネ

スが具体的に幾つか発憤して、本格的に事業に乗り始めたら、先としてはあるかもしれま

せんが、手前の方では、やはり使用権の提供とか無償という形でのインベストメントの方

が適切ではないか。その方が、例えば、将来的なリスクに対しても、権利を保有した状態

で監視できる。 

 もう１つは、特定のＡ社が失敗したとしても、例えば、Ｂ社、Ｃ社、３つ、４つのベン

チャーが同じ技術を使って同時に走るというようなことも可能になるわけです。その場合

だと、むしろリターン・オン・インベストメント的には、ＲＯＩがより広くなって返って

くる訳で、今までかかった手数料しか取らないとなるとＲＯＩ１ですから、それでは多分、

ＶＣ的な、本来の目的、あるいはメジャーメントとしては結果がわからないというような

状態になるのではないかなということでした。 

○瀬戸理事  必ずしも特許について出資一本でやるということではなくて、これまでど

おり、独占許諾、また専用実施権といったものを場面場面によって使い分けていきたいと

思っています。 

○森本委員  では、コメントの部分としてもう一個は、ここの出資する資産の中に、昨

今、知財と装置だけではなくて、保有する大量のデータがありまして、このデータ自体が

かなり価値をもって運用されるとか利用される可能性も検討されていたかなと思いました。 

○室伏部会長  ありがとうございました。その辺も検討をお願いできればと思います。

では、安永審議官、どうぞ。 
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○安永審議官  森本委員のご指摘になった特許をどういう形で現物出資するかというこ

と、先ほど瀬戸理事からもお答え申し上げたとおりですが、我々もみていますと、産総研

のもっている知財の中で非常に価値のあるものの中に、いろいろな形の応用が可能なもの

があるわけです。こういうものは、まさしく権利としては産総研がもっていて、実施許諾

をアプリケーションに応じて会社ごとにやっていった方が世の中に非常に多様な価値をも

たらすことができるということを考えておりますので、先ほど瀬戸理事からお話し申し上

げたとおり、何でもかんでも出資するのだということではなくて、それが先ほどのブーメ

ラン効果の件もよく考えながらやっていく必要があると思っています。その中でも、今で

も確かに一般的実施権でやっている部分というのは結構あるし、排他的実施権も相手によ

っていろいろ工夫しないと、やり方としてうまくない部分がありますので、そこは慎重に

考えてまいりたいと思っております。ありがとうございます。 

○手柴委員  では、１つ。 

○室伏部会長  どうぞ。 

○手柴委員  知的財産権といったときにもう１つ、ノウハウに関して、規程とそれの取

り扱いを決めておいた方がいいと思います。特許権とか実用新案権とかと違いますけれど

も、ノウハウも実は大きな知的財産になりますので、その取り扱いをどのようにするのか

ということを考えておいた方がいいと思っております。 

 それから、これによって経営に対して関与度がより深くなる、大きくなるということな

のですけれども、今までですと産総研で研究開発に実際に従事した方がベンチャーなどの

役員になられるということがありましたが、出資という形になりますと、それこそ理事長

や理事が場合によっては役員という形で経営に関与することもあるかと思うのです。その

辺、産総研の人たちにとって役員を送るとか、役員に就任するとかということの何か不都

合みたいなものはないのですか。 

○瀬戸理事  まず、ノウハウのところですけれども、ノウハウについては出資の対象と

考えていません。ノウハウについては情報開示ということで、これまで我々としてノウハ

ウを企業さんに提供していたのと同じやり方で今回もやっていきたいと思っています。２

番目の質問については福岡理事に。 

○福岡理事  経営への関与でございますが、現在でも産総研発ベンチャーの役員に産総

研の職員が兼業しているケースというのはかなりありますので、それと同じような形で代

用できるのではないかと思っています。そこにおきましては、当然、利益相反のマネジメ
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ントという観点で、弁護士の方、公認会計士の方々とも意見を聞きながら、適切な範囲を

個別に議論しているところでございます。 

 ご指摘の意味は、産総研の役員がベンチャーの役員を兼業するかどうかについては役所

とも相談しなければいけないところではありますけれども、職員が兼業することについて

は、一般に行われているところでございます。 

○室伏部会長  谷川委員、どうぞ。 

○谷川委員  補足で質問です。いつ株式を処分するかというご説明があったのですけれ

ども、出資先企業の株式上場、ＩＰＯやＭ＆Ａ等に至った時点を目的の達成と捉えると書

いてあるのです。出資をするそもそもの目的が、全体にそうなのですけれども、一応、産

総研技術の事業化促進というものが大きな目的と思うのですが、ＩＰＯをしたとかＭ＆Ａ

というのは、必ずしも事業化に至ったとか事業化が確実だということのメルクマールでは

なくて、恐らく利益確定ということだと思うのです。一般の投資家ならこのタイミングの

処分というのは大いにわかるのですが、産総研という国研が事業化促進のために出資とか

いろいろ考えるというときに、目的達成がＩＰＯとかＭ＆Ａというのはちょっと矛盾があ

るような気がするので、そこら辺のところはどういったお考えでしょうか。 

○瀬戸理事  そこはいろいろ考え方があると思うのです。まさにご指摘の通りですが、

ただ、処分をするかどうかをまず最初に考えるタイミングかなと。ＩＰＯされた、また売

り上げが拡大された、Ｍ＆Ａされる可能性がありますねという、そこは１回審査をするな

り何か考えるタイミングなのではないかなという意味で書かせていただいています。です

から、今、谷川委員がおっしゃるように、ＩＰＯされたけれども、さすがにまだまだでし

ょうというようなときには、保持する判断は当然あり得ると思っています。ありがとうご

ざいました。 

○室伏部会長  ありがとうございました。他に如何でしょうか。よろしいですか。どう

ぞ。 

○中鉢理事長  ノウハウの件です。営業ノウハウを権利化した方がいいのではないかと

いうのは、今、特許の中で議論されていますので、多分、その暁には、これは出資の中に

入ると思うのですけれども、現時点ではまだそれが権利化されていませんので、営業ノウ

ハウに対する重要性は、今、社会的にも認める方向で進んでいると思いますので、それに

歩調を合わせた形で出資の中に繰り入れるかどうかというのは連動させてもいいのではな

いかと私は思っています。 



- 16 - 

 

○手柴委員  まさに理事長がおっしゃられたとおりで、企業の場合でいうと、ノウハウ

をどうするかというのが実は大きな問題でして、私どもも今までは特許を中心にずっと考

えていたのですけれども、実はノウハウというものはかなり大きい知的財産だということ

に気づいて、その価値をどのようにするかとか、それに対する取り扱いをかなり考え始め

た時期でしたので、理事長のおっしゃるとおりだと思います。 

○中鉢理事長  それから、もう一点気がついたことなのですけれども、産総研にシーズ

があって、もちろんそれを実用化というプロセスの中で、だんだん後工程に行くに従って、

シーズ、アーリー、ミドル、レイターになるに従って、産総研のもっているシーズの重み

といいますか、存在感が薄れてくると思うのです。つまり、会社は技術的シーズだけでや

るものではない。そうすると、過半を超えないという意味合いをどこでどのように行使し

ていって、あるいは行使しないかというところは非常に難しい問題で、最初の時点では多

分、技術オリエンテッドなベンチャー企業になるでしょうから、それはそれなりに発言権

をもっていくでしょうけれども、やはり、アンコントローラブルな部分が出てくることに

対する危惧はあるのだろうなと考えています。これは皆さんのお知恵を拝借しないといけ

ないかなと思います。 

 それと関連して、先ほどお話がありましたけれども、国研が事業化推進をやる意味合い

なのですが、１つはやはりタックスペイヤーに対する還元、産業界に対する還元という考

え方はあります。それから、コストセンターとしての産総研がいかに配当を受けてこれを

軽減させるか。内部の議論と両方あると思うのです。これをどのようにバランスをとらせ

るかということも議論の中で論点だろうと思います。配当の方はわかりやすくて、それを

再生産してまた新しいイノベーションを起こしていくというのであれば、それは１つの考

え方です。 

 ただ、議論の中でありましたけれども、この改正によってどのように評価するのだろう

かと。では、その配当で財政的なことで評価するのか、あるいはベンチャーの数で評価す

るのか、何で評価するかということは非常に重要で、これはもちろん経済産業省の主務大

臣の考え方もお伺いしないといけませんので、ここら辺は注意深くみていかなければいけ

ないことなのかなと思います。委員の先生方からもご指導いただきたいと思います。 

○手柴委員  後ろ向きにみたいに思われるかもしれませんが、撤退するときは損失とし

て計上することになるのですか。 

○中鉢理事長  それは問題になります。エグジット条項というのは、いろいろケースが
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あると思います。一番はその役割を終えた。これは内部でも議論しているのですけれども、

産総研は役割を終えたという時点をどこで決めますかと。そうすると、まだ残存がある場

合もあります。要するに配当でカバーした、リターンしたという時点なのか、あるいはＩ

ＰＯした時点なのかとか、これは議論の対象です。今、議論しているところです。 

○手柴委員  ベンチャーのときもそうですけれども、やはりエグジットルールをきちっ

としてやるのが非常に大事ですというお話をしたことがあるのですが、今度は資産で計上

して、それでもしもエグジットしなければいけないときに損失として計上する。それを恐

れるために判断が間違うということがないようにしていただきたいという意味で質問した

のです。 

○中鉢理事長  おっしゃるとおりです。民間的には、それは非常に重要なところで、今、

エグジットルールの検討は少し遅れていますが、私もこの重要性は先生おっしゃるとおり、

内部で深めるようにお話をしています。 

○室伏部会長  ありがとうございました。大変前向きなご意見をたくさんいただきまし

て、産総研の中でぜひ議論のシーズといいますか、これに基づいて色々議論していただい

て、さらに前進をしていただきたいと思います。 

 ただいま色々ご意見をいただいたのですけれども、この中期目標、中期計画、業務方法

書の内容について変更すべきというご意見はなかったと思うので、これについてはお認め

するということでよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。ただ、先生方の大変すばらしいご意見を是非生かしていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、もしかすると財務省との協議の中で多少の変更が出るかもしれませんが、そ

の変更の大きさにもよりますけれども、今後のことにつきましては私と事務局にお任せい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 では、次の議題ですけれども、最近の独法をめぐる状況についてということで、事務局

から牧野課長、ご説明をお願いいたします。 

○牧野技術振興課長  独立行政法人の改革に関しましては、昨年の秋以降、内閣官房行

政改革推進会議のもとに設置されました幾つかのワーキンググループがございまして、そ

こを中心に議論が進められてまいりました。その結果、昨年の12月24日、独立行政法人等

に関する基本的な方針が閣議決定されたところでございます。その中身につきまして、資
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料２―１、２―２、それから一部２―３も含め、簡単にご説明をさせていただきたいと思

います。 

 今後、この閣議決定を踏まえまして、独立行政法人通則法の改正が今開催されておりま

す国会で審議される予定でございます。それが通りました場合には、平成27年４月１日か

ら新しい独立行政法人の制度がスタートするという段取りが予定されてございます。 

 資料２―１、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」についての２枚紙を１枚め

くっていただけますでしょうか。 

 独立行政法人制度は、ご案内のように平成13年にスタートしました。行政の企画立案部

門と実施部門を分離して政策のパフォーマンスを上げるというのが導入の目的であり、そ

の間、色々な成果を上げる一方で、問題点が指摘もされ、独立行政法人制度全般の改革と

いうことが議論されてきました。法案も２度ほど国会に提出されましたが、審議未了のま

ま廃案になるということもございました。今般の改革は、改めて独立行政法人を国の施策

の実施機関として、きちんと明確に位置づけよう、各々の法人が担う政策実施機能を最大

限に向上させる、業務の質と効率を向上させるために制度面、組織面で抜本的な見直しを

行うという議論がされたものでございます。 

 今、制度面、組織面、２つ申し上げましたが、制度面に関しまして申し上げますと、基

本的な考え方といたしまして、制度発足の経緯と趣旨を踏まえて、主務大臣による明確な

ミッションを付与する。その下で、それぞれの法人における自律性、自主性や企業的経営

を促すインセンティブを最大限機能させて、一方で、これは当然のことながら、国民に対

する説明責任を的確に果たさせるとともに、各法人の事務・事業の特性に合わせた制度運

用となるよう見直しを行うというのが基本的な考え方でございます。 

 下に５つの具体的な見直し内容がございまして、①について申し上げますと、今まで独

立行政法人というものは、１つの類型しかなかったものを３つの類型に分類して、それぞ

れにふさわしいガバナンスを構築しようとしているところでございます。 

 １つが中期目標管理型。これは、３年から５年の中期目標期間を定めて、それに従って

業務を行う。例として住宅金融支援機構とございますが、例えば、経済産業省で申し上げ

ますと、ＪＥＴＲＯあたりがここに該当いたします。２つ目が単年度管理型。これは、公

務員身分を付与した上で、単年度の目標管理を行う法人。これは、非常にわかりやすい例

として造幣局が挙げられてございます。３つ目が研究開発型でございます。こちらにつき

ましては、研究開発成果の最大化を目的としよう。今まで独立行政法人といいますと、一
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般的に効率化というようなことが最大の目的とみられがちだった訳でございますが、研究

開発型の法人については、研究開発成果の最大化を目的としましょう。そのために、今、

大体５年の中期目標期間を定めてございますが、これを最大７年に延ばしましょうという

ことで、研究開発業務を主要な業務として行う法人という３つの類型に分けてございます。

産総研につきましては、当然のことながら、研究開発型法人という分類の中に位置づけら

れてございます。 

 それから、２つ目として、主務大臣による効率的かつ実効性の高い目標と評価というこ

とをまた明確にしようということでございます。これは、今もそうでございますが、主務

大臣が法人に的確かつ明確な目標を付与し、一方で、主務大臣みずから評価も行うととも

に、第三者が外部から点検する仕組みを導入ということでございます。 

 ここの注にございますとおり、従来、各府省、総務省の評価委員会が独法の業績につい

て評価をしてきた訳でございまして、今まさにこの場もその評価委員会の産総研部会とい

うところでございますが、評価について主務大臣がみずから行うという形に見直そうとい

うことでございます。 

 一方で、ここでは触れてございませんが、研究開発型の法人については、各省に研究開

発に関する審議会を設けまして、独法の最大の目的であるところの研究開発成果がどれだ

け出ているのかということについて、各省の研究開発審議会にも関与してもらうという制

度設計が今のところ考えられてございます。 

 ３つ目が、ガバナンスの強化でございまして、１つが監事の調査権限の明確化、それか

ら２つ目として、不正行為等の大臣への報告義務づけ、これを併せまして監事の機能強化

でありますとか、主務大臣から法人への是正命令、業務改善命令を導入するというような

内容のガバナンスの強化が図られようとしております。 

 ４つ目といたしまして、これは、予算執行の弾力化、その裏返しとしての説明責任、透

明性の向上でございます。一番上にございますが、経営努力による利益を目的積立金に積

み立てやすくする。独法においては、運営費交付金の収支に関して非常に硬直的な運用が

される面がややございましたが、こうした運用改善によって自己収入増加や経費節約のイ

ンセンティブを向上させるということ。 

 ２つ目として、給与の話でございますが、年俸制を含めた業績給など柔軟な給与を推進

する。また、必要があれば、国家公務員より高い給与水準も可能とするということでござ

いまして、特に、産総研を含む研究開発型の法人においては、世界トップレベルの研究者
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を招く環境を整備しやすくするという意味がございます。 

 ３つ目でございます。これは物の調達の話でございますが、特殊で専門的な機器の調達

で相手方が特定される場合など、随意契約によることができるケースを明確化し、調達を

合理化する。これは、特に研究のための設備機器においては、オーダーメイドのものがあ

ったりする中で、契約上の取り決めとして、少額のものしか随意契約できないというよう

なものがございます。では、実際、随意契約はどういうことができるのかということをも

っと明確にした上で、そこの運用をうまく柔軟にできるところはしていきたいということ

でございます。 

 最後に、先ほど触れました給与水準云々も含めて情報公開を充実させ、透明性、説明責

任を向上させるということでございます。 

 それから、⑤として、研究開発法人についての見直しがございます。最初に独立行政法

人を３分類するということを申し上げまして、１つが研究開発型の法人ということでござ

いますが、研究開発型の法人のうち世界トップレベルの成果が期待される特定の法人につ

いては別途の法律により特例を講じるということが書かれてございまして、これは、後ほ

ど資料２―２でご説明を申し上げます。 

 それから、今回の独法の見直しの２つ目の論点として、組織の見直しが議論されてござ

います。これは、ただいまの資料の裏をめくっていただきます。今まで数合わせのための

組織いじりということも議論されたりしてきた訳でございますが、今回は真に政策実施機

能の強化に資する統廃合のみを実施するということでございました。各法人の業務類型の

特性を踏まえたガバナンスを整備する、さらには、民でできることは民でという原則を踏

まえて、きめ細やかに事務・事業を見直しするという基本方針の下、細かくはご説明申し

上げませんが、法人の統合が19法人から８法人、それから２つが廃止、特殊会社化が１つ

ということでございます。 

 過去の独法見直しの議論の中で、産総研とＩＰＡ（情報処理推進機構）、それからＲＩ

ＥＴＩ（経済産業研究所）の統合ということが一旦決まったことがございましたが、今回

の議論の中では、それは白紙に戻ってなくなったところでございます。したがって、産総

研については、現状どおり組織としては単独で継続するということになってございます。 

 続きまして、先ほど、ちらっと触れました資料２―２でございます。研究開発型の法人

のうち世界トップレベルの成果が期待される特定の法人について別途の法律による特例を

講じるということでございまして、２―２の一番上のページに書いてございます。通則法
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のルールの中で、研究開発法人を１つの類型といたしましたが、先ほどご説明をし忘れま

したが、研究開発型の独立行政法人については、今後、通則法の改正がなされますと、国

立研究開発法人という名称が付されることになります。その中で、世界トップレベルの研

究成果が期待される法人を、これはまだ仮称でございますが、特定国立研究開発法人。こ

れをさらに目標や評価、業務運営への主務大臣でありますとか、もう１つは、総合科学技

術会議の関与を強めるという形で今議論されているところでございます。 

 この特定法人につきましては、下のほうに注がございますが、対象となる法人数はまだ

確定してございません。極力少数に限定するということで、現在、総合科学技術会議でど

ういう基準でこれを選ぶかということが議論されているところでございます。産総研とし

ては、世界最高水準、トップレベルの研究成果を目指す組織と自認しておりますので、こ

の特定の議論に参画しているという状況でございます。 

 それから、資料２―３をご覧いただければと思います。こちらは、先ほどの閣議決定の

全文でございます。細かい点はご説明申し上げませんが、後ろの方に、各独立行政法人ご

とにどういう類型になるか、それから、他にどういう観点から何をするかということが簡

単に書いてございます。29ページに経産省所管の法人がございまして、産総研の記載がご

ざいます。１つは、申し上げたとおり研究開発型の法人の類型に入りますということ。も

う１つは、独法改革の行革の議論の中で、光ネットワーク技術の研究開発をさらに進める

観点から、情報通信研究機構との連携、協力を一層強化するという議論がございましたの

で、この点について、ここに２行だけ記載されているという状況でございます。 

 繰り返しになりますが、本件閣議決定を受けて、独法通則法の改正案、それから特定研

究開発法人に関する別の法律の案が今国会に提出される予定でございまして、成立した暁

には、再来年度、平成27年４月から新制度がスタートするという運びになろうかと存じま

す。 

 以上でございます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、

何かご質問等ございましたら、如何でしょうか。では、谷川委員、どうぞ。 

○谷川委員  質問なのですけれども、特定国立研究開発法人というのは、何法人ぐらい

になる予定なのですか。当然、産総研さんはなれると思うし、なるべきだと思うのですが。 

○川上産総研室補佐  産総研室からご説明させていただきます。数については、まだ決

まっておりませんで、政府内で検討中ということでございますが、こちらの閣議決定文で
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は、ごく少数の法人ということだけ書かれております。 

○室伏部会長  よろしいですか。理研と産総研は何とかなるだろうと思っているのです

けれども、他については全くわからないです。他に何かございますか。手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  日本版ＮＩＨ等の関係は、何かあるのですか。それとは全く別個の話と考

えてよろしいのですか。 

○川上産総研室補佐  日本版ＮＩＨの議論とも整合する形でこの基本方針は書かれてお

りますので、医薬基盤研とかそういうものは、こちらでちゃんと統合の措置とかもしなが

らＮＩＨに移行していくというような整理はされております。全く別個の話ではございま

せん。 

○手柴委員  わかりました。 

○安永審議官  日本版ＮＩＨは、この中にも書いてあるのですが、ファンディング機関

と位置づけられております。ですから、ＪＳＴ（科学技術振興機構）とＮＥＤＯのライフ

サイエンス部門、バイオ部門は、日本版ＮＩＨに行く。逆にいいますと、理研や産総研な

どでやっておりますインハウスのバイオの研究は、引き続き、その研究機関でやるという

ことですので、特定国立研究開発法人の対象としては、まさに自らが研究をやる法人で、

世界的な成果を上げているところということになりますから、特定研究開発法人との議論

では、ＮＩＨは関係ございません。もちろん全体の中では、日本版ＮＩＨは、科学技術関

係法人になる訳でございます。 

○手柴委員  今のお話で、先ほど、ちらっと書いてあったＮＥＤＯの医療分野がファン

ディングエージェンシーとしての役割を移すというのは、今のお話に重なってくる訳です

ね。 

○安永審議官  そう書いてございます。ＪＳＴも。 

○室伏部会長  よろしいですか。では、森本委員、どうぞ。 

○森本委員  多分、この特定国立研究開発法人のメリットの１つとしてうたわれている

のが、給与、報酬、処遇とかについての自由度が高まるというようなことだと思うのです

が、これは、別のところでは現行制度においても各法人の判断でできるとなっているので

すが、それについて何か具体的に自由度が高まるというような担保はあるのでしょうか。 

○室伏部会長  如何ですか。 

○川上産総研室補佐  ここについては、おっしゃるとおり、法制的にどこまで手当てで

きるのかというのはなかなか難しいところでございまして、今、内閣府の科学技術担当の
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ところを中心に、どこまでできるのかというのをまさに議論しているところと聞いており

ます。具体的なものは、今のところまだ何も出ていないということでございます。 

○室伏部会長  谷川委員、どうぞ。 

○谷川委員  途中過程をフォローしていなくて、もう決まっていることかもしれないの

ですが、以前、法人の統合があって、例えば、産総研さんは経済産業研究所と一緒になる

とか、色々な議論がありましたが、あの話はどうなった、もうなくなったと考えてよろし

いのでしょうか。 

○川上産総研室補佐  まさに先ほどご説明があったワーキンググループでその議論をし

ていただきまして、結局は、一緒にならないということで仕切られたというようなことで

ございます。 

○室伏部会長  よろしいですか。他に如何でしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 では、他にご質問がないようでしたら、この議題はここまでとさせていただきます。 

 今後、やはり、産総研が非常に大きな役割をもつようになってくると思いますので、是

非、日本のイノベーションを引っ張る研究所としてさらに発展していただけるようなご努

力をお願いしたいなと思っています。 

 産業構造審議会でも様々な議論がされておりまして、今、産総研が結構スポットライト

を浴びているというか、まな板のコイになっているという状況ですので、今後とも、是非

よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から何か連絡事項がございましたらお願いします。 

○牧野技術振興課長  本日は、部会の委員の皆様方から大変貴重なご意見を多数いただ

きまして、大変ありがとうございました。最初、議題 (1)のご説明の中で申し上げました

が、本日ご了承いただきました中期目標と中期計画の変更につきましては、来週、２月21

日に開催されます経産省の独法評価委員会でもご審議いただく予定となっております。本

日のご審議の結果、それからいただいたご意見については、私か三上から評価委員会にご

報告させていただきます。また、評価委員会での審議結果については、別途、皆様にご報

告を申し上げます。 

 また、本日の議事録につきましては、案をとりまとめ次第、皆様に送らせていただきま

す。内容を確認していただいた上で、当省のホームページに掲載して公開したいと存じま

すので、よろしくお願いいたします。 
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○室伏部会長  ありがとうございました。それでは、皆様、よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、最後に安永審議官からご挨拶をお願いいたします。 

○安永審議官  本日は、長時間、産総研の出資業務の追加及び独法改革に係る議論をあ

りがとうございました。貴重なご意見をいただいたと思っております。 

 今日ご説明いたしました産総研の業務追加は、非常に大きな話なのです。若干、内幕を

お話ししますと、研究開発力強化法は、議員立法でございます。通常、法律は、いってみ

れば役所として議論を積み重ねて、政府内、それから与党と調整して出すもの、我々は閣

法と呼んでおります。もう１つは、議員立法。当然ながら、立法府ですから、どんな議員

さんも、どんな提案でもできる。この中で、研究開発力強化法の改正につきましては、科

学技術に非常にサポーティブな議員の先生方のグループから出てきたものでございます。 

 これで我々は一歩前進といいますか、先ほど牧野課長からお話がありましたように、Ｊ

ＳＴ、ＮＥＤＯ、産総研の３つが対象の法人になって訳でございます。実際に私、昨年の

夏、20社ほど産総研発ベンチャーの方々と面談をいたしました。確かに世の中巷間いわれ

るように、研究者発の、いってみれば技術オリエンテッドなベンチャーというのは、ビジ

ネスモデルを考えていないとか、どこにお客さんがいるのかわかっていないのにやってい

るという批判はありますし、私も少なからずそれを感じた身ではあるのですが、それ以上

に、やはり産総研発ベンチャーを起業された方は非常に高い使命感に燃えて、これまで研

究をやってきたその成果を社会に生かしたいと考えておられる。ここのマインドは、ある

意味、大学の一般的な先生方とは相当違うなということを感じて、心強く思った次第でご

ざいます。 

 ただ、同時に、資本金はいくらですか、誰が出してくれたのですかというのを聞きます

と、親族に頭を下げて 300万円かき集めてきましたとか、まことに涙ぐましいのです。こ

れは何とかしなければと。その中で、確かに色々な課題はあるのですけれども、いわゆる

設備、装置の類い、それからまさしく知財が出資できることになったのは、一歩前進では

あるだろうと思います。 

 もちろんその運用に関しては、ご指摘いただきましたように、いろいろ課題はある訳で

すが、我々は幸いなことに、研究機関である産総研、それからファンディング機能をもっ

ている研究開発マネジメント機関であるＮＥＤＯ、どちらも出資機能を得た。なおかつ、

ＮＥＤＯは、いろいろな形でスタートアップ企業にも、例えば、技術開発の補助金を出す
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機能がございます。こういうものをうまく組み合わせていくと、まさしく国のお金で開発

した技術で新しいビジネスをということが、多少なりともといいますか、今までよりは大

分やりやすくなるのではないかと思っております。 

 あくまで個人的ですけれども、この出資業務が実績を上げていきますと、当然ながら、

これだけやっているのだから、お金も出資していいではないか、もちろんそこにはいろい

ろな議論があると思いますけれども、そういう声にもつながってくるのではないかと思い

ます。 

 それから、今日、２つ目の議題としてご議論いただきました、研究開発法人をめぐる議

論です。 

 あえて独法の中に特別なカテゴリーをつくって、国立研究開発法人、さらにその中でも

世界ランカーのごく少数の法人は特定国立研究開発法人となるということが何を意味して

いるかというと、20年間、政府は科学技術に相当の投資をしてきた訳です。例えば、アメ

リカなどと比べると、絶対額としてはまだまだ小さいし、国のコントリビューションはま

だまだ小さい。日本の中では全体的に研究開発費は、８割方企業が出しているとはいうも

のの、この厳しい財政状況の中で20年間、科学技術の関係経費が伸びてきた。我々もいろ

いろな苦しい部分はありつつも、やはり、研究開発の予算は伸びているのです。 

 これで世間様、あるいは省内、財務省に対しては、いやいや、こんな成果が出ています

というように、私自身は物すごくディフェンドする立場ですし、心からそう思っている１

人でもありますけれども、一国民として返ってみると、では、この20年間、日本の経済は

よくなりましたか、日本の産業界は強くなりましたかといわれると、これは別にＮＥＤＯ

や産総研のせいでは必ずしもないと思うのです。企業の問題もあるし、マクロ経済の状況

もあると思うのですが、なかなかその成果が出ていないではないかと言われると、さすが

に余り胸を張れない部分も実はあるということだと思います。 

 こういう中で、産総研、ＮＥＤＯもそうですけれども、非常に大きな期待をいただいて

いる。特に、インハウスで研究をやっている産総研は非常に多くの分野を抱えて、なおか

つ、論文や特許という外形的な成果もそうですけれども、まさしく企業へ技術を移転して

いって大きな成果を上げる、それで産業が強くなる。まさにそういうことを実際に現場で

やっている研究者がたくさんおります。たくさんいる訳ですけれども、これをもっと多く

したい、もっといい成果を世に出したい。 

 ただ、だからといって、起業家に近いところだけやるということでは研究機関としてま
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さしく片手落ちだと思います。今まで成果を上げているものは、大体、私たちの世界で目

的基礎研究といわれるベーシックなところを長年しっかりやってきた、そういう人たちが

マインドをもって、いいパートナー企業と出会って、彼らとがっぷり四つに組んで技術を

事業化に向けてともに進んでいったということでございますので、まさしくそういう精神

を忘れないで成果の最大化をやりたいと思っているところでございます。 

 いずれにせよ、今まで以上に課題も多くなると思いますが、是非ご指導をよろしくお願

いいたします。どうもありがとうございました。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

 それでは、本日の産総研部会は、ここで終わらせていただきます。お寒い中、ありがと

うございました。インフルエンザやノロウイルスなどにはくれぐれもお気をつけください。

皆様、ありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


