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経済産業省独立行政法人評価委員会 

第４０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  委員の皆さまがおそろいになりましたので、第40回の産総研部会を開催

させていただきます。 

 それでは初めに、事務局から議題に関する資料の確認をお願いいたします。 

○徳増室長  それでは、本日の議題に係る資料は、各委員のお手元にありますｉＰａｄ

の画面に資料ファイルが表示されておりますので、こちらで資料の確認をさせていただき

ます。 

 ｉＰａｄ、電源入れていただきますと、①として議事次第、それから②、③、④、⑤と

いったような資料の一覧が左側に出ていると思いますので、それを確認いただければと思

います。 

 なお、本日のメインの資料でありますけれども、「独立行政法人産業技術総合研究所の

中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直しについての当初案」につきましては、

できるだけ審議にご不便をおかけしない観点から紙媒体で配付しておりますので、資料１

につきましては、紙の方でご覧いただければと存じます。 

 もしも、資料のファイルの欠落等ありましたらご連絡いただければと存じます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。特に欠落などございませんでしょうか。 

 それでは、本日の議題「独立行政法人産業技術総合研究所の中期目標期間終了時におけ

る組織・業務全般の見直し当初案について」に関しまして、事務局からご説明をお願いい

たします。 

○徳増室長  それではまず、本日の審議の位置づけを説明させていただきますと、独立

行政法人通則法の第35条の第１項の規定において、「主務大臣は独立行政法人の中期目標

の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方そ

の他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ず

るものとする。」とされております。 

 また、同条第２項において、「主務大臣は前項の規定による検討を行うに当たっては、

評価委員会の意見を聴かなければならない。」とされておりまして、資料１について、産
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総研部会としてのご意見をお伺いさせていただきたく思っている次第でございます。 

 それでは、早速、資料１の内容についてご説明させていただければと思います。紙で配

っております資料１をご覧いただければと思います。 

最初にご承知おきいただきたいのが、産総研の見直しの方向性については、年明け以降

約半年間にわたって、室伏先生も委員としてご参加いただきました産業構造審議会研究開

発評価小委員会の方で議論がされてきておりまして、それらが６月に改定されました国全

体のイノベーション戦略であります科学技術総合イノベーション総合戦略、さらには国家

戦略である日本再興戦略に反映されて明記されておりますので、そうしたことを踏まえる

必要があると考えています。 

 そうしたことを踏まえまして、本資料、見直し案として作成している次第です。 

 では早速、１．の「基本的な考え方」のところを見ていただければと思います。最初の

パラグラフでは産総研のミッションを簡単に書いておりまして、産総研は、鉱工業分野に

おいて、基礎研究から製品化研究までを同時的かつ連続的に実施する「本格研究」を推進

するとともに、我が国の知的基盤としての重要な地質調査、計量標準の設定等や、これに

係る技術指導及び成果の普及、さらには技術経営力の強化に寄与する人材の育成を進めて

きた自ら研究開発を実施する独立行政法人である旨記載しております。 

 そうした中で、次の項では見直しの最大の方向性である「橋渡し」機能の強化について

書いています。我が国のイノベーション・システムを欧米諸国と比較した場合、我が国に

おいて取組の強化が求められているのが革新的な技術シーズを事業化につなぐ「橋渡し」

機能の一層の強化であるとの認識の下、「日本再興戦略」の2014年の改訂版において、「我

が国においては絶えず革新的な技術シーズが生み出され、そのシーズを円滑に事業化する

ための仕組みづくりが必要」とされておりまして、革新的な技術シーズを事業化に結びつ

ける橋渡し機能の強化については、先駆的な役割が期待されています独立行政法人の産総

研及び独立行政法人のＮＥＤＯにおいて先行的に取り組むといった旨が明記されている次

第です。 

 さらに、具体的には、産総研において、研究の後期段階における受託研究等企業からの

資金受け入れを基本とすること、産業の将来ニーズ等を反映した研究テーマの設定及びそ

れらのためのマーケティング機能の強化、産総研による知的財産管理の原則化、民間企業

からの資金獲得の重視などの改革を行う。その際、産総研において、民間企業からの資金

獲得を重視するべく、受託研究等企業からの収入について、フラウンホーファー研究機構
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を参考に、現行の３～４倍程度とすべく数値目標を検討する旨が記載されている次第であ

ります。 

 今の部分につきましては、参考資料の１の方にまとめた形で、いわゆる抜粋した文章と

して書かせていただいています。 

 それからもう一つ、本文の方に戻りますけれども、本年６月に公表された経済産業省の

産業構造審議会研究開発・評価小委員会の方でも「中間とりまとめ」において、「我が国

のイノベーション・システムの特性を踏まえると、産総研等の公的研究機関が「橋渡し」

の中心的な担い手として役割を果たすべく、「橋渡し」を主要ミッションとして明確に位

置づけて、具体的な改革を進めることが必要である。」旨が記載されておりまして、この

１ページ目の下の方にポツが６つほどありますけれども、そういった事項について具体的

な言及がなされているといったような状況であります。 

 次に２ページ目をご覧いただければと思います。こうした国家戦略である「日本再興戦

略」、さらには産構審の「中間とりまとめ」を踏まえまして、第三期の中期目標期間終了

時における産総研の今後の組織・業務の見直しの最大の柱は、革新的な技術シーズを事業

化につなぐ「橋渡し」機能の強化を図ることであると考えております。 

 その際、経済的効果の高い「橋渡し」が持続的に実施されるには、革新的な技術シーズ

を継続的に創出することが不可欠であるということで、目的基礎研究についても将来の産

業ニーズを的確に踏まえた上で、力を入れて取り組むことが重要であると考える次第です。 

 他方で、我が国の経済活動の知的基盤である地質調査や計量標準等についても、我が国

における当該分野の責任機関として、これらの整備と高度化を通じて我が国の産業基盤の

強化を引き続き図ることが重要だと考えております。 

 さらに、イノベーションを担う博士人材等の育成にも引き続き積極的に取り組みますと

いうことで、具体的には博士課程の学生等を積極的に受け入れ、産業界が関与するプロジ

ェクト等の実践的な研究開発現場を経験させるとともに、事業化に係る人材育成プログラ

ムなどによって、イノベーションマインドを有する実践的な高度な博士研究人材の育成を

進めていきます。 

 今述べましたとおり、産総研の研究、業務全般及び組織の見直しの中核は「橋渡し」機

能の強化であるという認識の下、これから述べます２．以降の方向で業務・組織を見直す

とともに、次期中期目標においてそれらの具体化を図ることにいたしたいと考えています。 

 ということで、２ページ目の後半以降でありますけれども、２．として「業務全般の見
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直し」ですが、これにつきましては、今述べましたとおり、橋渡しの中心的な担い手とし

て役割を果たすべく抜本強化をすることが極めて重要だと考えていまして、「橋渡し」を

主要ミッションとして明確に位置づけて、産業界や大学等との連携システムの構築も含め

てその強化に向けた見直しを図るということであります。 

 具体には、下の（１）から、４ページ目の（９）までのことをやるということで、簡単

に説明させていただきますと、（１）としまして、「橋渡し」研究前期における研究開発と

しては、将来ニーズを予測した研究を実施していくということで、将来の産業ニーズや技

術動向等を予測して、３～10年先に企業からの受託研究に結びつくような研究テーマを設

定して研究に着手するようにしていくということでございます。 

 （２）は、「橋渡し」研究後期における研究開発としては、まさに企業からの受託研究

等資金受け入れの基本化を行っていくということで、事業化に向けた企業のコミットメン

トを最大限高める観点から、「橋渡し」研究の後期段階においては、その企業からの受託

研究等の資金を獲得した研究開発を基本としていくというふうにしていきたいと思ってい

ます。 

 それに当たっては、②にあるような適切なガバナンスが必要かと思っておりまして、数

多くの企業への「橋渡し」を担う公的機関として、適切な理由もなく特定の企業への過度

の傾注等の事態を避けることが必要だと思っているため、国内で事業化する可能性が最も

高い企業をパートナーとして判断できるような適切なプロセスを内部に構築して、コンプ

ライアンス遵守に向けた体制整備、ガバナンスの強化を図っていきたいと思っています。 

 それから、「橋渡し」研究に携わる研究者へのインセンティブ付与というのもとても重

要だと考えていまして、どうしても企業と密接な連携の下で取り組む「橋渡し」研究にお

いては、論文、特許が出せない場合等もありまして、各研究ユニット長は、そうした研究

者の携わる業務特性に応じて適切な評価基軸の設定等を通じてインセンティブ付与を行う

ことが重要だと考えていまして、そのようにして研究者が意欲的に取り組めるような環境

整備をしていきたいと思っています。 

 それから、（３）としまして「橋渡し」に繋がる目的基礎研究も同様に力を入れていく

ということであります。経済的効果の高い「橋渡し」を持続的に行うためには、すぐれた

技術シーズの存在が鍵を握ると思っておりまして、目的基礎研究についても、将来の産業

ニーズを的確に踏まえた上で力を入れて取り組んでいくということを考えているところで

す。 



 

- 5 - 

 それから（４）としましては、すぐれた技術シーズの汲み上げや実践的研究人材の育成

のための大学等との連携強化を図っていくということであります。自らの技術シーズのみ

ならず、大学等の基礎研究から生まれたすぐれた技術シーズを汲み上げて、その「橋渡

し」研究を進めるべく、クロスアポイントメント制度という大学と公的研究機関双方の身

分を正式にもつような制度の導入・活用によって大学等との連携強化を図るということで

あります。このため、大学の研究室単位での受け入れ等も積極的に進めまして、優れた研

究者、博士課程学生等の流動性を高めるような環境整備を行っていきたいと考えています。 

 また、大学教員とともに優秀な博士課程学生も積極的に職員として受け入れたいと考え

ていまして、優れた研究環境の下で実践的な研究人材の育成を進めて、産業界への博士人

材の積極採用にもつなげていきたいと考える次第です。 

 それから、（５）としまして「マーケティング力の強化」を図っていきます。橋渡し機

能の強化に当たっては、３つのフェーズでマーケティング力が重要かなと思っています。

１つは、目的基礎研究を行うに際して、将来の産業や社会ニーズ、技術動向等を予想して

研究テーマを設定する。２つ目としまして、橋渡し先を決定する際に最も経済的効果の高

い相手を選定する。さらにいえば、保有する知的財産権のさらなる活用に際して、適切な

ライセンス先を選定していくという３つのフェーズでマーケティング力が鍵を握っている

ので、その強化を図るということもやっていきたいと思っています。 

 それから、（６）としましては知的財産のマネジメントでありますけれども、知的財産

については、積極的かつ幅広い活用を促す観点から、受託研究の成果も含めて、原則とし

ては研究を実施しております産総研が所有する方向で考えたい。他方で、委託元企業に対

しては当該企業の事業化分野における独占的実施権を付与することを基本としていきたい

と考えています。 

 それから（７）としては、重要なポイントであります評価基準についてでありますけれ

ども、①としまして「橋渡し」機能を最大化するための評価基準を設定していくというこ

とであります。 

 「橋渡し」研究では事業化に向けて企業のコミットメント獲得が重要であることから、

「橋渡し」研究を担う研究ユニットとしての評価については、産業界からの資金獲得を最

も重視していくと。そうしたインセンティブをつけることが必要だと考えています。他方

で、公的研究機関としてのバランスを保つ観点からは、産業界からの資金獲得に一定の限

度を設けることも必要であると考えているところであります。 
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 他方で、研究ユニット内の各研究者の評価基準については、研究後期段階での個別企業

の緊密な関係の下で研究開発に従事する研究者と、目的基礎研究や研究前期段階で革新的

な技術シーズの創出やその磨き上げに携わる研究者がいて、その研究ユニット長はそのよ

うな研究者の業務の特性に応じて適切な評価基準を設定することを通してインセンティブ

付与を行って、結果として、研究ユニット全体として経済的効果の高い「橋渡し」が継続

的に行えるような最適な評価基準を構築していくことが重要であると考えております。 

 他方で、知的基盤の整備等を担う研究ユニットについてはこれとは違ったような評価基

準が必要ではないかと考えておりまして、地質調査や計量標準の設定、安全等の知的基盤、

技術基盤等の国として重要な経済社会活動の基盤の提供をミッションとする研究ユニット

においては、各ミッションに鑑みて、この「橋渡し」とは違うような評価基準を各研究ユ

ニット及び研究者に適用していきたいと考えているところです。 

 それから、（８）「地域センター等における「橋渡し」の推進」ということで、全国８カ

所に地域センターございますけれども、これらにつきましても、今述べましたような

（１）から（７）に掲げた考え方の下、大学、公設試等とも密接に連携した上で、地域に

おける「橋渡し」を推進していきたいと思います。 

 また、ことしの４月に開所しました福島拠点、福島再生可能エネルギー研究所につきま

しても、まさに福島のエネルギー産業技術の拠点としての発展に貢献するために、１つと

しては、再生エネルギー分野における世界最先端の研究を目指した研究拠点としてと、そ

れからもう一つのミッションとしましては、地元企業が有する技術シーズの評価を通じた

技術支援及び地元大学等々の連携による人材育成の支援ということで、地元企業等への橋

渡しを行っていきたいと考えています。 

 最後に、（９）としまして、「世界的な産学連携拠点の形成」ということで、世界的な競

争が激しくて、最先端の設備環境下での研究が重要な分野、かつ、大規模な投資が必要な

分野につきましては、まさに国内の産学官の知を糾合して、事業化への「橋渡し」機能を

有するような拠点をつくっていくということで、その中核としての産総研というものを是

非とも進めていきたいと思っています。具体的には、つくばイノベーションアリーナ・ナ

ノテクノロジー拠点（ＴＩＡ－nano）というのを進めておりますので、そういった拠点の

強化というのを図っていきたいと思っています。 

 次に３．の「組織の見直し」については、これも「日本再興戦略」において、「橋渡

し」機能強化に向けて中核的機関として産総研が取り組むということが明記されておりま
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すので、そうしたことを踏まえまして、本部と各研究ユニット等との責任関係のあり方も

含めて、現在の組織・制度をゼロベースで見直しをして、目的基礎研究から実用化までの

「橋渡し」を円滑かつ切れ目なく実施できるようにしていくために、最適な研究組織、人

事制度の実現を図っていきたいと思っています。特に、企業ニーズの的確な把握等を図る

ためのマーケティング機能強化等の実現に向けては、企業等外部人材を積極的に活用、登

用していきたいと考えています。 

 それから、産学官の人材・技術の流動性を高めて、産総研が大学等の技術シーズを円滑

に橋渡しするために、先ほど述べましたようなクロスアポイントメント制度というのを大

学等との間で積極的に活用して、外部から技術シーズを取り込むとともに、優秀な博士課

程学生の受け入れであるとか研究者の受け入れを進めていきたいと思っているところです。 

 さらに申し上げると、「橋渡し」研究に注力した研究者の将来のキャリアパスの構築と

いうのも極めて重要な視点であると考えておりまして、優秀であれば、60歳を超えても大

学教員になる場合と余り遜色ないような処遇を講じた上で雇用を可能とするような人事制

度についても検討していきたいと考えています。 

 最後に「その他」として４つほど書かせていただいております。１つとしては、（１）

「研究施設の効果的な整備と効率的な運営」を進めますということで、我が国のイノベー

ションを推進する観点、さらには「橋渡し」機能の強化を図る観点から、産学官が一体と

なって研究開発を行うための施設や仕組み等を含めて戦略的に整備・構築していって、そ

れら施設等の最大限の活用を図っていくということを考えたいと思います。 

 それから、（２）「業務運営全般の適正性確保及びコンプライアンスの推進」として、こ

うした「橋渡し」機能の強化を図っていく中で、当然ながら、その業務全般の適正性の確

保なりコンプライアンスの強化というのは極めて重要な視点となっておりますので、そう

したことを進めていくということであります。 

 それから（３）としましては、「広報業務の強化」を図りますということで、産総研の

研究成果を効率的に「橋渡し」を行うためにも、産総研の主要なパートナーである産業界

に対して、その活動内容の「見える化」を的確に図ることが重要だと思っていまして、広

報業務の強化を図っていきたいと思っています。さらにいえば、大企業、中小企業、大学

・研究機関、一般国民等も含めて多様な層への「見える化」も同時に取り組んでいきたい

と考えているところです。 

 最後になりますけれども、６ページ目の冒頭、さらに女性の活用促進を図っていきたい
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と思っていまして、ワーク・ライフ・バランスの推進をしまして、男女がともに育児や家

事負担と研究を両立するための具体的な方策、女性の登用目標等を含む具体的なプログラ

ムの策定等を行って、女性のロールモデルの確立と活用を飛躍的に増大させるための環境

整備にも取り組んでいきたいと考えております。 

 以上でご説明を終わらせていただきます。 

○室伏部会長  ありがとうございました。 

ただいま、さまざまな項目についてご説明いただきましたが、委員の皆様からご意見や

ご質問を伺いたいと思います。 

 谷川委員、どうぞ。 

○谷川委員  今ちょっと、今後の研究の方針ということで受託研究等に力を入れるとい

うのがあったのですが、今現在、受託研究ないしは共同研究だと思いますけれども、全体

の産総研さんの研究の中でどれぐらいのウエートになっているのでしょうか。 

○徳増室長  今現在、予算全体でいきますと、交付金自体は600億円ぐらいあって、あ

と外部資金としては300億円強あります。その中で企業からのいわゆる受託研究、共同研

究というと約50億円と認識しております。 

○谷川委員  そうすると、これで３～４倍にしろということになりますと、全体の研究

予算のうちの何割ぐらいになるのでしょうか。 

○徳増室長  約50億円だとしますと、３倍から４倍ということで150億円から200億円程

度を目指すということになりますので、そうしていく中で若干分母も大きくなるので何と

もいえないところがありますけれども、今の約900億円ということを考えていくと、200億

円だと２割強ぐらいということです。 

○谷川委員  どうしてそういうことを聞いたかと申し上げますと、クライアントといい

ますか、産業界のニーズを反映した研究を一定程度やるというのは、私は個人的にはいい

ことだと思うのですが、そもそも産総研という国の研究所が、民間産業界の研究でもない、

大学の先生たちが自由に決めるような研究でもない、国の研究所として必要だと思うもの

をやるという、筋といいますか、私の考える本来のミッションが受託研究という、ないし

は共同研究という民間企業の比較的ショートサイトの依頼を受けることに下請機関のよう

な形になって、本来のレーゾンレートルを失うようなことになりはしないかというちょっ

と危惧を抱いているのですね。 

 ただ、これは再興戦略で書かれているからしようがないのですけれども、私、今、大学
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で産学連携のコーディネートなんかもやっておりますけれども、最近の民間企業の動きを

みてみますと、大学に対する、産学連携に対する依頼というのは結構ふえているのですね。

ではどうしてふやすのかというと、世の中が大きく変化して、企業自体はいろんな、例え

ば電機とかＩＴでスタートした企業が、ＩＴだけでなくて、ヘルスケアとかいろんなこと

をやらなければいかんと。そうすると、やらなければいけない業種というか、範囲が広く

なるので、もともとの基礎研究というか、奥深いところについてはなかなかもうできなく

なりつつありますと。 

これは大きなところは違うかもしれませんけれども、特に化学とか中堅のところなんか

は、基礎研究所というのはやめましたと。その基礎研究のところは大学に任せますという

ことで、これは後で、ＩＢＭの方もいらっしゃいますのでお聞きになったらいいと思いま

すが、企業自体のニーズというのが、ショートサイトのニーズを産総研に出すということ

が本当に社会のニーズなのかどうか、私ちょっと疑問になっていて、むしろ企業がこれか

ら外に研究をアウトソースしたいというのは、基礎に近いところで自分たちがもうやめた

ところを出したい。そうすると、大学のほうはニーズが結構、私も実感としてふえている

なと思いますし、中身も基礎研究のところがふえて、それで役割分担が企業と大学でやり

出しているということが動いているのですけれども、産総研という中間の段階のところに

対してニーズというのは本当にあるのかどうか。 

下手すると、逆に３倍４倍するために本当に安い下請機関みたいになってとってしまっ

たら何のための国研かという気がするので、私はこの受託研究等のところについてはちょ

っと、いわれたからやらなければいけないのですけれども、これは産総研さんとしてどう

いうスタンスで、どういうものをとっていこうとされるのか。下手して、何でもいいから、

数値目標がありますからやりますというものであると困ったなあと思うのですけれども、

その辺のお考えはどうでしょうか。 

○徳増室長  若干ご説明させていただきますと、ショートサイトなものをやっていくと

いう話ではなくて、まさに今おっしゃったような基礎的なところも含めてやっていくため

に、企業との関係では、まさに企業が将来、今はなかなかできないのだけれども、この今

の情勢の中で、目的基礎研究から含めてやっていくということになります。いってみると、

将来の企業の産業界のニーズを的確に踏まえた上で、産総研ではまさに革新的なシーズ創

出というのをまず図りますと。そういうのを図りながら、研究の後半段階では実際には事

業化まで含めて進めていきたいので、後半段階になると企業からお金がもらえるような革
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新的な研究をやるために、お金のいわゆる３倍４倍という目標をつくっているのであって、

ショートサイトをやるための目的ではなくて、極めて革新的なことを引き続きやるのです

けれども、それが実際に事業化につながっていくためには、最後のほうでは企業からある

程度コミットをもらってやらないと実際には事業化につながらないものですから、そこに

資金の目標がつくられているということでご理解いただければと思っています。 

○谷川委員  であれば結構ですが、あとちょっと細かいことで１つだけコメントしてお

きますと、大学も共同研究とか受託研究を企業から受けてやっているのですけれども、こ

れは産総研さんがどういう単価といいますか、今までの実績でどういう基準でお金を受け

入れているか私は知らないのですけれども、日本の大学についていいますと、受託研究に

しろ共同研究にしろ、アメリカあたりの大学が受けるときの共同研究、それから受託研究

に比べて桁が１つ小さいのですね。日本の大学の共同研究の１件当たりの平均で250～260

万なのですよ。アメリカは1,000万超しているのですが、これは日本の大学も悪いのです

けれども、間接費を１割ぐらいしかもらいませんとか、これは国立大学で特にひどいので

すけれども、人件費部分はもらってはいけませんと勝手に大学が自己規制して、ソフトウ

ェアなんかの開発で研究者の人件費もらわなかったら何もらうのだというぐらいのことが

あるのですけれども、とにかく直接費中心で、しかも人件費を除きというので、少なくと

も大学は過去そうやってきて、そういうこともあって極めて単価が低いのですけれども、

もしこれから受託研究をふやすというのであれば、今まで産総研さんが民間企業から受け

入れた受託研究の基準も、これは欧米並みにちゃんと、当然、必要なものもらうと、自分

たちの企業の中で同じことをやればどれぐらいかかるかということをちゃんと精査した上

で、正当な対価をもらうという努力をぜひやってもらいたいなと思っています。 

○徳増室長  ぜひそうしたいと思っておりまして、まだ検討中でありますけれども、場

合によっては人件費もしっかり、国の事業も含めてもらっていくようなことを考えたいと

今考えているところです。 

○室伏部会長  ありがとうございます。今の谷川委員からのご指摘、とても大事なこと

だと思いますので、ぜひ今後に生かしてください。 

 では、手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  いずれも難しい問題で、意見というより話題の提供ということでお話しさ

せていただきます。 

 私、ライフサイエンス分野が専門分野なので、そこに限ってということで、ほかの分野
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はちょっとわかりませんのでお断りしてお話ししますと、総合科学技術会議の専門委員を

やっていた１０年ほど前のころによく議論されたことですが。そのころデータがあったの

ですが、日本の企業は海外や日本国内の大学や公設機関にどのくらいお金を落としている

かというと、圧倒的に日本の企業は、海外の大学、あるいは海外のベンチャーに、（ライ

フサイエンス分野に限りますが）、お金を出していたのですね。日本の大学にどうしてお

金を出さないのですかと、当時、日本の大学の先生にいじめられた覚えがあります。 

 そのときにお答えしたのは、僕らは大学も海外も別に差別しては見ていませんと。特許

にしろ、それから論文にしろ、あるいは学会発表にしろ、世界中の全てを見ていて、おも

しろい研究があって、あるいはこちらに是非、資金を入れたいと思うのがあるから、結果

的に海外のベンチャーや大学にお金を出しているのだと。そういうお答えをして、なかな

か議論がかみ合わなかった覚えがあります。 

 それをもう少し考えると、その当時は結局日本の企業もいい技術を血眼になって探して

いますので、本当に海外と日本を区別して探しているわけでないので、日本の大学は当時

何だったのかというと、社会のニーズとか企業のニーズとか、あるいはもっと国民の一人

一人のニーズとか、そういうことを本当に把握されているのでしょうかと。今、国は、人

々は何を求めているのか、社会は何を求めているのか、そういうことが本当に皆さんの研

究の根底にあるのですかと。そうあれば、別に日本の企業は海外だけに目が向いているの

ではなくて、十分国内も向いていますと、そういうお話をしたことあります。多分、理事

長もお分かりだと思います。 

 実際には、私もアメリカの駐在員から、アメリカで近く学会があるという予稿集をもら

って、こんな研究があるということで、ぱっと翌日ミネソタに飛んだこともあります。大

学でしたけれども、そうしたら、パテントの出願も全部終わっていまして、待ってました

というわけですね。そこの大学は、自分たちの研究に対してどれだけの価値があるかとい

うのを、既にかなりの報告書をつくっておりまして、その中に、提携するならばといって、

私の会社も入っていました。ですから、私がミネソタに飛んだときは、向こうは待ってま

したという感じでしたね。 

 ですから、そういう意味で、今何が求められているのか。谷川先生のお話もありました

が、それは必ずしも、今といっても２年３年でなくて、５年、10年、あるいは20年という

ようなスパンで考えられてもいいと思うのですけれども、まさに国民が、社会が、あるい

はその中で成り立つ日本の企業がどういうことを求めているかというのをやはり原点とし
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なくてはいけないのではないかという気がします。 

 それからもう一つお話しすると、私の会社では東京研究所という名前だったのですけれ

ども、そこが中央研究所の役割を果たしていました。そこはずうっと事業に特化した研究

所の皆さんや本社の皆さんから批判を受けていました、何もものが出ないではないかと。

いろんな企業でも中央研究所論というのがありまして、中央研究所の役割というのは何か

と。企業における基礎研究所というのは何かと。そういうのは随分議論されてきています。

私も、二十何年基礎研究所にいて、常に批判を浴びていました。ものが出ないという批判

ですね。 

そのときに感じたのは、確かに研究者としての夢をそこでかなえようという意識が研究

員自身にも非常に強かったのかなあという気がします。研究所の中でも随分議論していた

だきました。若い人も入れて。なぜこの研究所はそういう批判を受けるのか、あるいは本

当にものが出てないのかという議論をいたしました。 

 そういうことをやった中で一番よかったのは、やはり研究員、あるいは主任研究員の意

識が変わったということだと思っています。基礎研究所ですから、かなり遠い先をみての

研究で構わないのですけれども、もっている意識の問題というのはやはり非常に大きかっ

たなという気がします。今は余りそういう批判はなくなって、幸い、他の研究所、目的に

特化した研究所からみても期待が高まるということがありますけれども、そういう意味で、

研究者の意識、あるいは主任研究員の意識改革というのも非常に重要ではないかという気

がしました。 

 この前も評価委員会で、ここの場でもお話ししましたけれども、糖鎖工学研究が肝臓の

診断薬になったという話だったのですが、あのグループの方をよく知っているのですけれ

ども、ここまでこぎつけたのは、その人たちがかなり早いときから、事業というそこまで

明確に意識しなかったと思うのですけれども、自分たちの成果を社会に何とか役立てたい

というのが非常に強かったと。例えば特許の問題にしても、つくばの本部の知的財産の部

署に任せるのではなくて、自分たちで知的財産の部署をつくったとか。それは何かという

と、既に早い段階で、研究の方向性を決めるときにも知的財産ということを考えていたと。

いろんな部署からみていると、産総研の知的財産の部署は、特許を預かって、そして申請

して、いかに通すかというところであって、どうやってとっていくか、あるいは研究テー

マを立ち上げるときからもう既に特許ということを考えながらやるとか、そういう姿勢が

なかったのですけれども、糖鎖工学研究をやっていたトップのほうはかなりそういう意識
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が強かった。それもやはり成功の一つの要因になったのではないかなあという気がしてい

ます。 

そういう意味で、これからも次の中期計画を役員、所員、職員、みんなでその中身を共

有化していくということが一番重要なのではないかという気がします。 

○室伏部会長  ありがとうございました。今の点について事務局から何かございますか。 

○徳増室長  まさに研究者の意識改革等、極めて重要だと思っておりますし、我々、審

議官の安永とともに研究現場を実際に回ったりしながら、研究所でも意見交換しながら制

度をつくっていきたいということで今取組をしていますので、そういった取組等も通しな

がら、ぜひ研究者の意識改革、さらには制度を変えていくことの理解を深めてもらいなが

ら進めたいと思っています。また、知財の方もぜひ戦略的に管理するような体制というの

を組織的につくっていきたいなと思っています。どうも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。では、森本委員、お願いします。 

○森本委員  それでは、今、谷川先生と手柴先生、両方から意見ありましたので、それ

以外のところで２つ視点、提供したいと思います。 

 １つ目は事業化。橋渡しという非常に抽象的な表現で、その後、事業化という話があり

ましたので、その事業化について、成功とは何かということの定義が必要だと思います。

つまり、メジャメントとして、どうすれば事業化がうまくいった、どうすればそれが評価

されるかということを定義する必要があります。２つの視点、１つは、その事業として、

こういう事業を何件起こしたとか、あるいはどれぐらいのビジネスサイズのものをどれぐ

らい出したというふうに事業としての評価をするという視点で重要なことと、それからも

う一つは、それに携わった研究員に対するインセンティブやフィードバックをどうするの

か。つまり、第一段階でつくり出した知財やテクノロジーをどこかの会社がインベストし

て、そこの共同研究始まりましたということが終わりであってはまずいわけでありまして、

その後、その技術が非常に大きな成功を上げていったとしますよね。そのときに、それに

携わった、そもそもシードをクリエイトしたその研究員なりそのコミュニティに対してど

のような評価ができるかというシステムが必要だと思います。 

 私の会社の話で恐縮ですけれども、ＩＢＭでは、現在、ここの目標としている額の数倍

以上の外部委託研究をやっております。私の組織は3,000人以上グローバルにおりますけ

れども、今、50億ですよね。この数倍以上の額を外部委託、企業等から研究金を得てやっ

ています。この中でそれがどれぐらいうまくいったかということを、その相手の企業から
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の投資を受けたときではなくて、その事業が最終的に大きな製品になって、大きな世の中

にインパクト与えるというところまでトラッキングして、そして、逆にいうとさかのぼっ

て、３年から５年以上さかのぼって、それに携わった研究コミュニティに対してのリワー

ドを出しているのですね。 

そういうシステムは非常に大変です。事務的にもアドミ的にも大変ですし、退職した人

もいますので。だけれども、そのぐらい丁寧にみていかなければ、結局、やったことが将

来どうなろうが余り知ったこっちゃないと、あるいは、どれだけビジネスになろうが、と

にかく目先のお客さんや案件に契約できればいいのだということにどうしても流れていっ

てしまいますので、それよりは自分のキャリアの論文や特許のほうがどうしても大事とい

うことになってしまうので、そのあたり、本気で、20％以上、こういう外部投資をやって

いくのであれば、本当に事業化って何だと、成功って何だと。そして、成功したときにそ

の携わった研究員やチームに対してどういうインセンティブが働くのかということを明示

して、示していかなければ、結局、誰もやらないですね。 

 我々のところも、かなり、15年以上かけてこのメジャメントシステムをエジュケートし

て、研究員をエジュケートしてきた結果にこういうカルチャーができているので、初めの

うちはやはり誰もやらないのですね。ですから、そういった経験からみましても非常にチ

ャレンジングだと思いますので、相当思い切った施策やその組織の改革含めて必要だと思

います。これが１点目です。 

 ２点目は、そもそも事業として企業側がリターン・オン・インベストメントに打ち勝っ

て外部に対して研究投資をするかという、あるいはするとすれば何かと。個人的には非常

に難しいと思います。我々がたくさん得ているからといって簡単というわけでなくて、物

すごく大変なのですね。お客さんや産業界が投資をするときのインセンティブ、あるいは

リターン・オン・インベストメントとして大きく分けて３段あると思うのですね。１つは、

途中まで培って可能性が出てきた資材やテクノロジーのエリアを買うということはどうい

うことかというと、大きく分けて３つの意義があると思います。 

 １つ目は、それを自分たちの会社のビジネスとして製品をつくったりして実施すると。

実施するためにその知財を買うというパターンです。２つ目は、それが外部、ほかの会社

からアタックされたり訴えられたりしないために、そのエリアをプロテクトするために知

財のクラスターを買う、あるいはテクノロジーやその製造方法を買うということです。３

番目は、逆に今度打って出て、どこかを企業の戦略としてそれを攻めに使うために戦略的
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に投資するという形に使う。この場合にはさらに広いコミュニティを含めたクラスターに

対して触手を伸ばしていってインベストします。 

この３つのうちのどれかということなのですね。１件や２件、あるいはちょっと特定の

テクノロジーを企業は買って、何か工場で使うという場面はあるかもしれませんが、非常

にインパクトは小さいです。２番目のプロテクトするケースは、消極的ではありますけれ

ども、クラスターという単位で知財が固まっていれば買う価値があります。３番目はさら

に広いコミュニティに対して影響力を及ぼすための施策ですから、これは企業の戦略その

ものです。 

 こういう形でなければ大きな投資というのは企業から出てこないと思うのですね。数百

万、数千万、とりあえず先の話だから余り重要でないかもしれないけれどもやっておこう

というものは得られるかもしれませんが、本当の意味での戦略的な投資を企業から引っ張

り出してパートナーシップ結んでいこうとすれば、この２番か３番のパターンにいかない

といけない。すなわち、ある技術の分野が決まったらば、それに対してここの周りの特許

とか周辺特許をどうやって固めていくのかという、その知財をどう売るかという知財室で

はなくて、本当の意味での技術戦略をつくる部門というのが必要になってくる。それは当

然、国家戦略の技術のフォーカスと合わせながら、それを固めて、どういうクラスターで

何をしなければいけないか、投資はどうするのだと。今入っている産総研の中の各研究分

野への予算の割り振りまでさかのぼって、全部影響出てくる話なのですね。 

 というのが企業からみた考え方です。本当にそこまでやるのかというのが、すごい長い

質問からいえば質問かもしれませんが、やるのであれば、どうしてもやらなくてはいけな

いと決まっているのであれば、何らかの形で少しでもそのパターンに近づくようにしなけ

れば、形式上、その何社か、特許を買いましたとか、今の50億が60億、70億になりました

というだけでは多分実効的な効果はないのではないかと思います。 

○室伏部会長  徳増室長、いかがですか。 

○徳増室長  今ご意見いただいた最初の１つ目の点については、事業化の定義といった

ような話でありましたけれども、まだ産総研で行っている研究開発に関していうと、なか

なかまず実用化までいかないという話があって、実用化という定義は、よく役所の中では

何らかのサンプル商品が出るまでを実用化といっているのですけれども、さらに進んでそ

れが事業化となると、さらにビジネスとしてどうかというところの指標になると思うので

すけれども、現状ですと、そもそも事業化のところまでがなかなか、事業化自体はまず、
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どこまでできているかというところを考えると、まだまだ相当程度、やらなければいけな

い部分があるかなと思っていまして、実際にビジネスとして製品化されていくようなもの

に技術的に貢献していくというところで先ずは目標を置いていますけれども、実際には経

済的価値が上がるものでなければ意味がないというご指摘だと思うので、そういったこと

も含めてぜひとも考えていきたいと思っているところです。 

 それから、インセンティブのところについてはかなり我々も考えなければいけないと思

っておりまして、まだそこの点は産総研等も含めていろいろ今議論を重ねているところで

すけれども、おっしゃるとおり、そちらのほうをやるインセンティブをうまくつけないと

論文とか特許のほうにどうしても寄りがちなので、そこのインセンティブをいかに設計す

るかが重要かなと思っています。必ずしも個人の研究者の金銭的なインセンティブ等々で

はなくても、例えば研究環境をよくしてあげるとかいろいろあるかと思うので、そういっ

たことも含めて中で考えたいと思っていますので、またいろいろご教示いただければと思

っております。 

 ２つ目の、実際の３つのパターンぐらいを考えていかないとなかなかうまくいかないと

いう点については、本当に貴重なアドバイス、ありがとうございます。ぜひそういったこ

とも含めて、産総研とも議論を重ねる中で、具体的にどういったところを目指してやって

いくべきなのかというところを検討したいと思いますので、いろいろ教えていただければ

と思っております。 

○室伏部会長  ありがとうございます。では、谷川委員から先にお願いします。 

○谷川委員  今の森本委員のおっしゃった話で少し私もコメントしたいのですけれども、

先ほど最後におっしゃった３つの方法、大変重要で、本当にイノベーションを起こそうと

すると、森本委員がおっしゃった３番目のような体制で研究を産総研もやると腹をくくら

なければいけないことになるのですが、恐らくそれは、国研、そこまでやるのかという話

もあるので相当難しいと思うのですね。単に企業のニーズがあるから、それに応えて委託

研究するというようなつまみ食い的なものだけやると、恐らく企業の方は、単発のもので

すと、特許というのはプールして何ぼというものがありますので、１つだけとか２つだけ

出ても、先ほど、それが本当に事業化されないでそのままお蔵入りということが多くて、

大学も、産学連携をして、結構その点で、せっかく共同研究して特許出したのに独占実施

権をその企業に与えてない。全然使用されないのでロイヤリティも入ってこないと、利用

権を返してくれということでトラブルになったりすることもあるぐらいなのですね。です
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から、本当に本格的にやるのでなかったら、イノベーションという観点からすると、委託

研究を受けるということ自体が、本当に世の中の役に立つかどうかということについては

やや疑問なので、その研究体制のやり方については根本的にお考えになったほうがいいな

と思うのがコメント１つです。 

 それから、企業との関係でやるやつはいいのですけれども、先ほどの技術の事業化、商

業化という観点からすると、産総研さんはベンチャー自身もつくられています。私、思う

のですけれども、本格的に事業化しようというときに、産総研さんが自分たちの手の内で

ベンチャーをつくる、最終的なファンドなんかは外に頼るのかもしれませんけれども、自

分たちでベンチャーをつくるというところについてコミットを深くやっていく必要は私は

ないと思うし、そもそもそれが得意ではないと思うのですね。本来であれば、プロフェッ

ショナル集団が外部にいるので、どこかで手離れして、その外部のプロフェッショナルな

ベンチャーキャピタルとか、そういうところと連携関係しっかり結んでやるべきではない

かと思っています。 

 過去の産総研さんのベンチャーが成功したかどうか、私は知りませんけれども、余り大

成功したという話も聞かないので結構ご苦労されているのではないかと思いますけれども、

できるだけ得意なところに絞って外に出していただきたいと思います。 

 最後に１つだけ質問ですけれども、「マーケティング力の強化」という３ページの

（５）のところで、橋渡し先は最も経済的効果の高い相手を選定するということですが、

経済性だけをいうと、恐らく日本国籍の企業でなくて海外の企業ということもあると思い

ますが、このあたりはどういう判断をされるのですか。 

○徳増室長  基本的には日本国内に研究能力があるようなところを考えるのが基本だと

は思っております。 

○谷川委員  声をかけても手を挙げるところなかったら、イノベーションという観点か

らすると、イランとか、そういうところでない限り、米国であろうとどこであろうとお任

せすることもありということですか。 

○徳増室長  ある程度、この産業技術の分野は国益というのを考えなければいけないも

のですから、その観点で個別にどうしても考えなければいけない点はあるかなと思ってお

りますけれども、原則、今の考え方ですと、日本国内に研究能力がある企業であれば、そ

れはいわゆる外資系であっても、日本国内に研究能力のあるという観点でいくと考える対

象になるのかなと思います。 
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○室伏部会長  日本の企業は、かなりデータなどを積み上げておかないと引き受けない

というところが結構多いですね。私の少ない経験ですけれども、医薬品開発の分野では、

海外の企業の方が、データの積み上げが少ない時点からでも一緒にやろうといってくださ

ることが多く、自分たちでリスクをとるのを嫌う日本の企業だけと組んでやっていくのは

難しい面があります。本当は日本の国内の企業と組んで国の経済力を上げることに貢献す

べきなのでしょうけれども、それがうまくいかない実情があるので、何とか改善していか

なければいけないという気はいたしますね。 

 手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  今、室伏先生が言われたことで、ちょっとそのコメントを先にいっておき

ますと、ライフサイエンス分野、特に医学等の場合は、アメリカのベンチャーが何であん

なに元気かというと、割と規制が弱くて、ベンチャー自身で臨床試験のフェーズⅠ、場合

によってはフェーズⅡＡと、その段階までやれるのですね。ですから、日本の薬会社はす

ぐ買える状態になっているのですね。ところが、日本のベンチャーが臨床開発自身をやろ

うと思うと、それはまさに岩盤を壊すような感じになるかと思います。そういう違いもあ

るということも一言つけ加えさせていただきます。 

 それから、公設研究機関ですから、谷川先生もいわれたように、今後どうするのか難し

い話なのですが、ＮＥＤＯなんかのプロジェクトでも、事業化、アウトカムということを

おっしゃって、それをプロジェクトの評価のときにおやりになる。そうすると、特許を書

きましたか。では何点。試作品つくりましたか。何点。それから、製品発売しましたか。

何点。それがどれくらいの規模の売り上げになって、どれだけの利益をもたらしたかとい

うのはほとんど評価に入ってないのですね。それで、ＮＥＤＯのプロジェクト、かなり事

業化に成功したというのが多いので、それはどうもおかしいのではないですかと昔からＮ

ＥＤＯに随分文句をいってきた感じがします。 

 先ほどの森本先生のお話もありますけれども、では成功とは何か、事業化とは何かとい

うので、実は私がいた会社は、今やっている研究が医薬品として発売されたときに、将来

どの程度の価値を生むかという「未来資産」というのを一つ一つ計算していました。これ

は何年に発売になります、そのときの市場規模はどのぐらいで、マーケットのこのぐらい

をとって、特許が有効な期間までどれだけ売り上げます、当然、価値は下がりますので、

当時、５％の割引率を使って計算していました。ですから、売り上げが伸びても、５％割

引しますので必ずしも価値がふえていくというふうにはなりません。それで、全体として
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そのトータルを未来資産という形で計算をしていました。 

 なぜその計算をしたかというと、その計算をしたために、研究の初期段階、中期段階で

どれだけの投資が可能か、投資する必要があるか、それを導くために実は未来資産という

のを計算していました。そういう考え方もあるということを、ぜひ産総研の中でいろいろ

議論されるときに参考にしていただけたらと思っています。 

○室伏部会長  ありがとうございました。森本委員、どうぞ。 

○森本委員  もう一つ、別の角度ですけれども、人材に関してのお話で、産官学のクロ

スアポイントメントと記述されている部分があって、非常にこの部分はいいなと思います。

ただ、ちょっと質問なのですけれども、大学からの人材の受け入れというのは書いてある

のですけれども、例えば関連する共同の研究をする企業からの受け入れや出向のような形

での人材の交流とかいうのはお考えでしょうか。要はそれが非常に、我々の場合も、研究

のフェーズが次のフェーズへ進んだときに、特許や論文だけ受け渡したり時々の意見交流

というのではなくて、実際に全フェーズにかかわっていた研究員がそのまま移行するとい

うのが一番効率いいですし、それから、先ほどの自分の研究が最後ものになるまで見届け

るという意味では、実際に実用研究やっているメンバーからすると非常にモチベーション

が上がる話なので、例えばそういう企業からの人を受け入れて、それが後からその企業に

返っていくというパターンもあるでしょうし、あるいは、産総研の研究員がそれを製品化

するに当たって、外部に身を移してしまって、その企業へ行って、そこで研究のリーダー

になってものを実用化するとか、そういうタイプのクロス人材交流というのはお考えでな

いでしょうかと。効率的だと思うのです。 

○徳増室長  もちろん考えておりますし、ぜひとも積極的に進めていくべきでないかな

と思っております。実際、過去の産総研の例でも、企業から相当程度、希望数で十数人と

か、産総研に実際に来てもらってしばらくやってもらっているなんていうのは割と事例で

あったりしますし、海外の公的研究機関等も含めると、例えば公的研究機関の中に企業の

いわゆる研究室的なものが明確にあったりするようなケースもあるので、そういった事例

も参考にしながら、企業との間でも進めていくべきではないかと思います。 

○室伏部会長  よろしいですか。どうぞ、安永審議官。 

○安永審議官  私と徳増室長で組んで、今年の春から何ラウンドか、産総研の各部門の

いわゆる研究企画をやっておられる方々、それから、各部門、三十幾つありますけれども、

の方々と意見交換をやっております。 
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その中で、今ご指摘のあった点で幾つか、今の産総研の現状と今後の課題について、私

の気づく範囲で先ずお話をしますと、冒頭、谷川委員からご指摘のあった、ショートサイ

トではないのかという点について、これは徳増室長からご説明したとおりなのですけれど

も、僕ら、こういうことを考えたそもそもの原因は、日本の企業の中である程度確立して

いた橋渡しのシステムが今壊れているからなのですね。それはまさしく企業の中堅基礎研

部門が今非常に空洞化している。業種によってもばらつきありますし、特に、恐らくエレ

クトロニクス関係が一番深刻ですけれども、みんなアーリーステージをやらなくなった。

手柴委員ご指摘のアーリーステージの研究というのを誰がやるのか。やらなくていいわけ

ではないので。 

アメリカなんかでは、これは古くから大学にタスクアウトする仕組みができているわけ

ですね。我々も、この技術行政の世界で、産学官連携というのは非常にこの20年間、かね

や太鼓でやってきたわけです。いろんな仕組みもつくった。確かにいい事例も出てきたの

だけれども、これは室伏部会長ご指摘のとおり、結構難しいところがあるのですね。そう

してみると、やはり産総研というのは相当の役割を果たして、今、日本全体の中で空洞化

しつつある非常にベイシックな研究と事業化のところをつなぐ役割が要ると。つなぐとき

に、ここは我々の、ある意味、産総研のプライドだと思うのですけれども、フラウンホー

ファーとちょっと違う点が私はあると思っているのです。フラウンホーファーは基礎研究

やらないのですね。ところが、産総研でも、これまで、いい橋渡しの事例というのは幾つ

もあります。 

それをみていると、多くの場合、産総研の中で確固たる基礎技術をもっている。開発し

て、それを必死に企業につないでいるという例が多いのですね。もちろん、それだけだと

間に合わなかったり、それだけだと、要はものをつくるときに、一つのキー技術だけでも

のはできませんから、いろんな周辺技術が要る。そういう意味では、外のシーズもどんど

ん取り入れないといけないし、企業とも早い段階で、しかもリライアブルな人と組まない

といけないけれども、しかし、やはりそこはフラウンホーファー型にプラスして、確固た

る、他の企業がもはや空洞化して、なおかつ大学でも必ずしもそういう、いわゆる目的基

礎研究というのは必ずしもいいビジョンでもってやられていないだろう。そこをちゃんと

やれるのは産総研だし、今までもいい事例があったけれども、それをさらにうまくやらな

いといけないのは産総研だろうと。こういうことなのですね。 

それからもう一つ、非常に大事なご指摘が森本委員からありました、まさしく研究者を
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どうやってそういう方向に導くのかということであります。これは多分非常に大変です。

ただ、産総研の現場の人たちと議論してみますと、こうなのですね。研究者ですから、研

究のコミュニティでまず評価されるような人にならなければいけない。だから、特に、年

齢で切るわけでないのですが、若いうちはやはりちゃんとした学会論文を出してください

と。そして、ちゃんとしたジャーナルに論文を出し、その中で比較的形が決まってくるも

のは特許を出す。これは大事ですと。我々は、そういう意味で、そういうところにまで論

文や特許が関係ないとかいうつもりはありません。そういうものがないと研究者としての

ベースができない。 

ただし、私どもがみるのは、今までは、ものによっては非常にいい論文、あるいはいい

特許を書くと、企業のほうが寄ってきた面はあるのです。それはまさしく手柴委員のご指

摘になる基礎研究所の役割の一つで、昔、東大の後藤晃先生が大分研究されていましたけ

れども、企業の中央研究所や基礎研究所というのは、自らがシーズをつくるのみならずと

いうか、それ以上に、世の中でいろいろやられている基礎的な研究、いってみれば、非常

にサイエンス寄りで、浮世離れというと変ですけれども、事業化部門からすると浮世離れ

しているわけですね。それを自分たちの事業に引き直してみるとこういう価値をもつのだ

という翻訳機能をもっている。そういうところが今まではちゃんとしていたのです。です

から、産総研でもいい基礎研究やると、これはいいですねと。うちでやらせてくださいと。

そういうものがＮＥＤＯのプロジェクトになったりしていたわけですが、まさしく企業の

基礎研部門が弱くなると、そういう新しい技術、みたことのない技術を自分の事業に引き

寄せてきて解釈して、自分の事業にとってはこういう意味をもつというのを見出す力が弱

くなる。そういう意味で、そういうところをやらなければいけない。そういうところをや

る際には、実は産総研の研究者というのはいいポジショニングにあるわけです。大学でも

ない。産業の中に貢献しようと皆さん思っておられるのですね。 

ところが、まさしくショートサイトな研究に偏ってしまうと、企業でもやっていること

をやることになる。これは意味がないわけですね。企業でやってないことであって、しか

し、必ずや企業に、必ずやというか、産業界に役立つだろうということを見出さないとい

けない。そういう意味では、企業のニーズというのを事業部のあしたの商売に何困ってい

ますかと聞いてしまうと、これは産総研の価値がなくなるわけで、場合によっては、これ

は本当に深刻だと思っているのですが、今は、企業に聞いても出てこないニーズというの

があるのですね。企業に聞いても、そんなのわかりませんよと。その場合には自分で考え
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るしかない。自分で考えるときに、いろんな諸外国の例とか、あるいは研究動向、あるい

は社会動向を考えながらやるしかない。これは結構大変だと思っています。 

それでいくと、私、先月、ｸﾞﾙﾛｰﾌﾞのミラベックに行ったのですが、ミラベックなんか

は自分のところの技術を事業化してくれる人がいなければおれたちはつくるといってベン

チャーつくって、それがどの程度成功しているか、僕ら、確かに成功事例しかみてないか

ら、ああ、結構頑張っていますなあというぐらいの感想しかないのですけれども、そこの

やり方というのを少し勉強したいと思っています。 

というのは、先ほど申し上げたように、企業もきょうあしたのニーズしか出してこない

ことが多くなってきている。将来どうですか、10年後、あなたどうですかというと、10年

後、20年後というと、わかりませんという人が結構ふえているのですね。昔はそういうこ

となかった。昔はキャッチアップ時代だったからかもしれませんけれども、そのときに、

産総研発ベンチャーというのは、私は、ひいきの引き倒しになってはいかんけれども、意

外と大きな役割を果たすのではないかと思っているのです。 

私も20社ぐらい、産総研発ベンチャーをヒアリングしました。実際、今まで110社でき

ていて、89社ぐらい、まだ生き残っているのですね。確かに私からみても、これは技術お

もしろいけれども、お客さん誰ですかみたいな話、そういうベンチャーもあるのですが、

実にユニークで、実にこれはおもしろいなあと。現実に海外の企業から引き合い来ている

けれども、日本の企業は見向きもしないと、こういうのもあるわけですね。これは恐らく

どっちにも原因あるのでしょうけれども、かなりの部分は日本の企業の感受性のなさだろ

うと。 

そうなると、やはり産総研発ベンチャーというやり方なり出口をもっているということ

は、私は一つの武器だと思うのですね。ただ、これはやはり純粋に客観的な市場分析です

とか、あるいは技術のベンチマーキングやらないとひいきの引き倒しになってしまうなと。

だけど、非常に効果あると思っています。 

それから、まさしくＮＥＤＯのアウトカムの評価といいながら、アウトカム評価してな

いではないかと。あれはアウトプットの評価ではないかということになっていますね。そ

れは私もそう思います。ただ、アウトカムの評価というときにやはり大事なのは、この技

術が、どこがどうなってどういう形で使われているか。開発されたときとは恐らく形が若

干違っていますね。しかも、０を１にするもの、１を10にするもの、10を100にするもの、

全部位置づけが違うから、そこは徹底してやらないといけない。そこがちゃんとできてな
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いのは経産省もＮＥＤＯもそのとおりであります。産総研でも、恐らくそこまで事業とし

て手がけるインセンティブは今までなかった。だから、私たちもいい事例を幾つかエピソ

ードとして出すことはできるけれども、トータルで、ではどうなのですかと聞かれたとき

に、なかなかすぱっと答えられないところがある。だから、ここは今まで永遠の課題なの

ですけれども、国の研究開発投資の効果というのをどういう形ではかるのですか。それを

直接的なものも間接的なものも含め、間接的なものの中には技術の転用みたいなものもあ

れば、人材が育ちましたというものもあるわけですね。それをどこまではかるか。これは

いろんな形で、今まで15年ぐらいはまじめにやってきたつもりだけれども、どうしてもな

かなかうまくできない。これをどうしていくか。これは海外でも結構苦労していますよね。

そういうところをちゃんとやらないといけないと思います。 

そういう意味では、私たちはこれから確かにチャレンジすべきものが多いし、それから

企業からの受託にしても、現実にはこういうことが結構あると思うのです。本当にいい技

術であれば、日本の企業はそれでもちゃんとしていますから、早目に目をつけてくると思

います。ただし、自分でお金を出そうとなかなかならないですよね。そうなると、ある一

定の段階までは産総研が自らやらざるを得ない。それはもう論文の域を超えて、特許はも

とり、場合によれば、プロセスやれば特許もとらないということかもしれない。そうなっ

て初めて企業が食いついてくる。そこのところの仕組みをどうするかというのが多分一番

大きな課題で、今までは、産総研の研究者が学会で発表すると寄ってくる、あるいはプレ

ス発表すると問い合わせが来るという中でやってきたというのが１つ。 

もう一つは、ＮＥＤＯのナショプロをやりますね。これは私もはっきり言い過ぎるとあ

れですけれども、ナショプロをやって、５年間なら５年間、お金を使ってやる。大事なの

はその後なのですね。ナショプロが終わって、途端に企業で研究チームを解散するような

会社、こんなやつらとは組んではだめだと。むしろ国のお金が仮に途絶えても自分たちで

必死にやっている企業をしっかりアサインする。 

その意味では、先ほど徳増室長からお話ありましたけれども、産総研に例えば、これは

シリコンカーバイドのパワーデバイスのプロセスなのですけれども、これをきちんと習得

するために、ピークでは35人、２年間出向させてきた会社というのがあるのです。逆に、

産総研の人もその会社の研究所に、これも２年間行ったのですね。秩父の田舎のというか、

人里離れたところに。そこまでしてやってくれる人は、私たちとすれば、芽があるではな

いかと。もちろん、これもひいきの引き倒しではだめで、それなりに強みをもっていて、
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さらに強くなれる企業でないとだめですけれども、そういう人たちをどうやってシステマ

ティックに見つけるか。学会でたまたま会いましたとか、ナショプロも、今からやり方を

変えないといけないので、ナショプロ一回みんな入れてやってみて、やめた後にまじめな

やつと組みますというのでは、そんなの遅いわけですよね。お金ももったいないし。そこ

をきちんと早い段階でアサインしていくというのが今後の課題になって、これは確かに非

常に大変だなあと思っているところでございます。 

今までのいろいろな論点につきまして、私が今思っていますのはそういうことです。 

○室伏部会長  ありがとうございました。今お話を伺っていて私が感じたことを申し上

げても宜しいでしょうか。 

 橋渡し機能ということが、とても強く言われています。私も、産構審の小委員会や総合

科学技術イノベーション会議の分科会に出席して、国の研究所に対しては、「橋渡し機

能」や「出口」ということばかりが強く要望されていることを感じます。私は、基本的な

基盤研究をきちんとやっていける力のないところには橋渡しも出口を見つけることもでき

ないはずだという意見を申し上げたのですけれども、産総研にはそれだけの力があると思

いますし、これからもっとその力をつけていくこともできると思っています。 

 「本格研究」ということが、１ページ目の２行目に書いてありますが、先日の評価会議

のときに、「本格研究」という言葉は産総研の研究の特色を現すとても良い言葉ですねと

私申し上げたのですけれども、産総研がもっている力というのは、ただ左から右に技術移

転などをお世話するというような、そんな浅いものではなくて、もっとずっと深いものな

のだと思っています。産総研には、もっと国の予算も配分されても良いと思いますし、人

もふえてもいいと思っているのですけれども、今の国の財政状況ではなかなかうまくいか

ないようです。でも、今産総研が持っている人員やさまざまな資源を使ってさらに進化さ

せることはできるだろうと思っており、それが本当に産総研に期待されていることだろう

と思うのですね。 

 そうしますと、先ほど谷川委員からご意見が出ていました委託研究ということについて

も、短期的な数値目標ではなくて、５年先、10年先、20年先を見通して考えるのが本当は

一番良いのではないか。ただ、そうすると、国民や財務省に対して、これだけ成果が上が

っていますといいにくいところが非常に難しいですね。 

 それから、４ページ目の（８）に地域センター等における「橋渡し」の推進という項目

があります。産総研の地域センターはとても規模の小さいものもあるのですけれども、非
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常に特色ある研究をやられているところがあって、これが地域の中小企業などを押し上げ

ていく力になっていると思うのですね。 

 大学や公設試とも密接に連携しつつとありますけれども、ここで中小機構とか、文科省

のさまざまなプロジェクトとの連携も、もう少し推し進めていただいたほうが、この地域

センターの活用により効果的なのではないかという思いがいたしました。 

 福島再生可能エネルギー研究所の設立と研究・開発の進展が、今、世界的に余りよいイ

メージをもたれていない「福島」という言葉にプラスのイメージを与えることを期待しつ

つ、皆様のご議論をお聞きしておりました。 

 では、森本委員、どうぞ。 

○森本委員  それでは１つ、（５）で「マーケティング力の強化」という項目がありま

すが、話をお伺いしていて、書いてあるのはマーケティングではないなと思って。まさに

技術戦略でどういう方向性を決めるかという話であるなと思うのですけれども、マーケテ

ィングというこの前段の方の意図というのは、こういう技術分野を選定とかそういう話な

のでしょうか。それとももう少し技術を産業界に知らしめるためにビジビリティを上げる

とか、そういう要素はないのでしょうか。 

○徳増室長  基本的には、前半でおっしゃっていたいわゆる技術の戦略に近いような、

どういった技術を取り組むべきかみたいなところが主であります。 

○室伏部会長  よろしいでしょうか。 

 今後の中期目標を考えていく上で非常に役に立つご意見をいただけたと思います。この

当初案につきまして、特別ここは直すべきというご意見はございますか。これから、この

当初案に基づいて12月までに見直しについてのまとめをつくっていくことになりますが、

ただいま委員の皆様からいただいたご意見をたたき台にして、いろいろな改定もなされる

わけですね。 

○徳増室長  はい。 

○室伏部会長  そんなことですけれども、どうぞ。 

○谷川委員  繰り返しになりますけれども、「本格研究」というその言葉、そして、そ

のミッションというのは大変大事だと思うのですが、ざっとみて、今回のこの案をみます

と、どちらかというと再興戦略に基づいていろいろ産構審なりで注文つけられたことに答

えなければいけないというトーンが多いので、どこまで主張できるのかわかりませんけれ

ども、本来のそもそもの産総研が本格研究ということをもって主体的に国の研究所として



 

- 26 - 

しっかりしたことをやっていくのだという、その部分はどこかちゃんと押さえた上でこう

いうのもやりますという、そういうトーンにならないと、なんか全部いわれっぱなしで、

そのまま入れましたという感じの印象が私はしたので、そこら辺の産総研さんとしての本

来のもともとのミッションをもっと前面に出していいのではないかという気がしました。 

○徳増室長  今の点、一番最初の数行に少し、産総研のミッションとしてどう考えてい

て、本格研究とまさに書かせていただく中で、いってみると本格研究という言葉で今後や

っていくこともある意味では包含されてはいますけれども、特にそこのところで、昨今の

議論の中では「橋渡し」という概念で本格研究のパーツのところを特に強化したいと思っ

ているということで書かせていただいているような文章だとご理解いただきたいと思いま

す。 

○谷川委員  先ほどほかの委員からもありました、「橋渡し」という言葉自体がどうも

余り自分たちに主体がないようなイメージにとられる可能性もあるので、橋渡しというこ

とだけそのままずうっと流れていくと、どこかで産総研さんが主体的にやること自体が否

定されると嫌だなと思って、私、そう申し上げたので、その点が保証されるのであればい

いのですけれども、その辺のところ、気をつけてやっていただきたいなと思います。 

○徳増室長  わかりました。 

○室伏部会長  今、谷川委員からのご意見では、例えば「基本的な考え方」のところを

もう少し膨らますとか、そういうことをしたほうがよいと。 

○谷川委員  そのあたりはお任せするのですけれども、基本的にそれがミッションであ

るということをちゃんとやった上での各論のところで、そういうところも目配り、今後し

ていきますというようなトーンでやれば、それはもうお任せです。 

○室伏部会長  わかりました。少し膨らませることは可能ですよね。 

○徳増室長  ええ、検討したいと思います。 

○室伏部会長  わかりました。全体を見通して研究・開発を行う、足腰のしっかりした

組織であるという産総研の特色がわかるような、そういう文章に、修正していただけると

宜しいですね。 

○谷川委員  この橋渡し機能強化以下の文章をみていくと、例えば財務省が注文つけそ

うな文言が多いので、別に私、産総研の肩をもつわけではないですけれども、オールジャ

パンのこういう研究なり存在が必要だという観点から立てば、できるだけお金を稼いでや

りなさいとか、そういうことの注文にずうっと応えるばかりでいいのか、本質を見失わな
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いのかなあという気がするので、その辺のところだけ考えていただければという意味で申

し上げました。 

○室伏部会長  ありがとうございます。いかがでしょうか。 

○徳増室長  お金を稼ぐことが目的だとは思っていなくて、まさに橋渡しが先で、事業

化につながるということを担保していこうと思うと、革新的な技術シーズの創出はもちろ

んやるのだけれども、研究の後ろのほうでは企業からコミットメントをもらわなければい

けないと。コミットメントというのは何であらわされるかというときにお金だというロジ

ックで金額のことをいっているということでご理解いただければと思いますので、まさに

やろうとしていることは革新的なことをしっかりやろうというのが本旨であります。 

○室伏部会長  やはりその辺をもっとわかりやすく記載していただけると良いのではな

いかという気がいたしますけれども。 

○徳増室長  はい。ちょっと検討します。 

○室伏部会長  お願いします。森本委員、どうぞ。 

○森本委員  この文章についてという観点で話しますと、今、室伏部会長がおっしゃら

れましたように、「基本的な考え方」のところでぜひ、橋渡しをするためにはそもそもも

との技術がよくなければ、わざわざそれを使う必要はないわけですから、そもそも基にな

る技術が強いと。それを強化するということが最大の重要なことであって、橋渡しはその

結果いいものをつないでいくという、副次的といったら変ですけれども、その後の、後工

程の話ですと。前工程のほうがそもそもの産総研のミッションだということはやはりぜひ

何らかの形で残していただいたほうがいいかなと。 

 それから、多分苦労されたのではないかなと思ったのが、特定の企業の傾注を避けると

書いてございますけれども、基本的に企業からお金をもらって研究する場合に、特定の企

業に傾注しないというのは変な話ですし、その下の方に、最終的には独占的実施権を付与

するというのと、文章的になんか苦労の跡がみえるなと思うのですが、そのあたりも多分、

もう少し具体的にプロセスを踏んで、おっしゃりたい点をわかりやすく区別するというよ

うなことが必要かなと思いました。 

○徳増室長  今の最初の点は、２ページ目の２つ目のパラで実は書かせていただいてい

まして、橋渡しをやるのだけれども、そのためには革新的技術シーズの創出が極めて重要

ですということで、ここも力を入れて取り組むのだというのは書かせていただいています

ということが１点あるのと、あともう一点の特定の企業への過度の傾注のところは、ここ
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では、適切な理由もなくそういう傾注はいけないねということを書いていまして、そのた

めにガバナンスをしっかり強化しなければいけないと。なので、考え方としては、まさに

研究の後半段階で、場合によっては企業と１対１でしっかりやらなければいけないことは

全然排除しているわけではなくて、特定の企業を選定する際には、後ろ指さされるような

ことがなくて、ある意味、適切な理由をしっかりもった上でやっていくべきだということ

で書かせていただいている次第ということです。 

○室伏部会長  よろしいですか。 

 今、森本委員が、基礎技術がないと橋渡しもできないだろうということをおっしゃった

のですが、もう一つ大事なことは、全体を俯瞰的に見通すだけの能力がないとやはり基礎

技術から出口までをしっかりとやっていくことできないので、何かうまくその辺が書き込

めないかという気がいたします。 

○徳増室長  わかりました。 

○室伏部会長  お願いいたします。 

 大分皆様からご意見いただきましたけれども、そろそろまとめさせていただいてよろし

いですか。さまざまなご意見いただいて、見直し案の文章を少し膨らませていただけると、

産総研としての本来のあり方といったものをご理解いただけるかなと思いますので、大き

な修正にはならないと思いますが、お願いしてよろしいでしょうか。 

○徳増室長  はい。 

○室伏部会長  修正いただいたものの取り扱いにつきましては、私にご一任いただけま

すでしょうか。それとも皆様に一度メールでお送りした方が宜しいでしょうか。（「お任

せします」の声あり） 

 わかりました。 

○手柴委員  そういった意味で、家でもう一度よくみてみたいと思っているのが、参考

１の「橋渡し」機能の強化について、それだけでいいですから、メール等で送っていただ

けますか。これはまさに議論のとおりで、もう少しゆっくりちょっと読んでみたいと思い

ましたので。 

○室伏部会長 ありがとうございました。それでは、私に判断をご一任いただいて、また

修正後の資料は皆様にお送りさせていただくことにいたします。 

 それでは、産総研の中期目標期間終了時における組織・業務全般の見直し当初案につき

ましてさまざまなご意見をいただき。有難うございました。産総研から何かご感想等ござ
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いましたら、中鉢理事長から一言お願いできますでしょうか。 

○中鉢理事長  ありがとうございます。私は、特に今コメントする立場にございません

けれども、非常に白熱した議論で、真をついた議論のようにお聞きいたしました。立場変

わればそちら側に座っていろいろ聞きたいこともありまして、いろんなことについてとて

もよいコメントをいただきました。まだ、当初案ということでございますけれども、第４

期をスタートするに当たっては、私どもの現場が混迷することのないようにしっかりした

最終案をつくっていただきたいということを祈っております。 

引き続きご指導のほどよろしくお願いしたいと思います。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。 

本日の議題はこれまでですが、事務局から何かご連絡等ありましたらお願いします。 

○徳増室長  本日の議事録につきましては、案をとりまとめ次第、事務局より委員の皆

様へ送付させていただきまして、内容をご確認いただいた上で経済産業省のホームページ

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。 

○室伏部会長  そのような形で進めさせていただきます。 

最後に、安永審議官から一言お願いいたします。 

○安永審議官  私はもう大分しゃべりましたのでいいのですけれども、私どもも、きょ

う大分ご指摘いただきました橋渡しするためのネタのところですね。これはいろいろ産総

研の現場に行ったりしながら見つけております。私の印象は、産総研ではいわゆる目的基

礎研究でいい研究のシーズはできているではないかと。ただし、ここから大事で、企業の

中の橋渡しシステムが壊れつつある今、それをかなり産総研の力も使って右側にもってい

かなくてどうするのですかと。後は、企業の人、気づいて頂戴ねというのでは、さすがに

日本の産業力、競争力強化にならないと。そういう意味では、その辺に転がっている普通

のシーズを橋渡しするのでないですと。やはりすぐれたシーズをやるのですと。 

 今、産総研があるのも、かつていいシーズをつくってきたからであって、将来、産総研

がいい橋渡し機関になるためにも、将来のためのシーズをつくらないといけない。ただし、

自分だけで一個つくったらそれが全て産業になりますよというふうには思わないでくださ

い。やはり大学にもいろいろなシーズありますし、そういうものを踏まえてシーズづくり

も橋渡しもやっていかないといけない。 

それから同時に、これはいろいろ産総研の中で橋渡しを今まで非常に成功裏にやってこ

られた研究者の方がおられるのでいろいろお話を聞くのですけれども、右側にもっていこ
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うとすると大体いろんな課題が、思わぬ課題が出てくる。技術的課題。それを深掘りして

研究すれば、これは立派な目的基礎研究だと。こういう右側にもっていく段階で左にさか

のぼらないといけない研究、これも産総研ならではだと。そこもちゃんとやりますよと。

そういう意味では、時々産総研の方から、安永さんは産総研に何でもやれるスーパーマン

になれというのですかと。はい、そうですと私はいっているわけですが、ただ、そのスー

パーマンも、人の３倍働けスーパーマンになれということでは、これは組織ではないので、

うまく仕組みをつくりたいなあと思っています。 

 私は本来中立的な立場なのですが、ここにおりますと、産総研の最大のサポーターとし

てもいろいろ議論しないといけないなと思っておるわけでございますが、いろいろいい指

摘をいただきましたので、うまく仕組みをつくりたいと思います。どうもありがとうござ

います。 

○室伏部会長  ありがとうございました。委員の皆様も強力なサポーターでいらっしゃ

って、ぜひ産総研にはすばらしいお仕事をしていただきたいという気持ちで応援していら

っしゃいます。 

 それでは、本日の産総研部会はこれで終了させていただきます。お暑い中、ありがとう

ございました。 

 

                                 ――了―― 


