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経済産業省独立行政法人評価委員会 

第４２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  皆様、お足元の悪い中、お集まりくださいましてありがとうございまし

た。定刻まではまだ少し時間がございますが、ほぼ全員お集まりいただきましたので、始

めさせていただきたいと思います。本日は、第42回の産総研部会でございます。 

 初めに、事務局から本日の議題につきまして、概要の説明と配付資料の確認をお願いい

たします。 

○徳増産総研室長  本日は、来年度から始まります産総研の次期中長期目標につきまし

てご審議をいただきたく存じます。 

 前回の部会におきまして、次期中長期目標及び計画の策定に向けまして、その方向性を

示す文書となります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きましてご

審議をいただいたところでありますけれども、その結果を踏まえまして今回の部会で中長

期目標（案）としてお示ししてご審議をいただくことになります。 

 本日の議題に係る資料につきましては、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ければと思い

ます。 

 電源を入れていただければと思いますけれども、①としまして議事次第があり、②とし

まして、資料１の次期中長期目標（案）、参考資料としまして、これまでご審議いただきま

した産総研の組織・業務見直しが③、それから④としまして、参考資料２の勧告の方向性

についてという総務省から出されています文書になります。⑤としまして、参考資料３の

日本再興戦略における概要、一枚紙をつけています。最後に、⑥としまして、参考資料４

の現在の中期目標を添付しております。 

 以上、何らか欠落等ありましたら事務局にお伝えいただければと思います。 

 なお、次期中長期目標（案）であります資料１につきましては、審議の中心となる資料

でありますので、紙でも配付しておりますので、そちらを参照していただければと思って

おります。 

 以上です。 



- 2 - 
 

○室伏部会長  ありがとうございました。資料の欠落などございませんね。 

 それでは、本日の議題であります独立行政法人産業技術総合研究所の第４期中長期目標

（案）につきまして、事務局からご説明をお願いします。 

○徳増産総研室長  議題１の独立行政法人産業技術総合研究所の第４期中長期目標（案）

につきましては、前回の部会において、その方向性を示す文書につきましてご審議をいた

だいておりますので、それを踏まえた形で今回提示をさせていただいております。 

 なお、本議題につきましては、２月13日に開催予定の親委員会であります独法評価委員

会でさらに議論されまして、親委員会での審議経過が最終的な意見となりますところ、本

部会での審議結果に関しましての報告については、室伏部会長が親委員会の委員長を兼ね

ておりますので、これまでと同様、手柴委員からご報告をお願いできればと考えておりま

す。 

 それでは、早速説明に移らせていただきます。最初に、こちらの部会は12月３日に最後

に開かせていただいておりますけれども、参考資料１、ファイルでいくと③になりますが、

その後の審議がどんな形で進められて、産総研の組織概要の見直しが最終的にまとめられ

たかを簡単に報告させていただければと思います。 

 12月３日に、こちらの産総研部会においてご審議いただきまして、その際には知財マネ

ジメントに関しての追記であるとか、目的基礎研究や研究開発前半段階における評価軸に

ついて、論文のみならず、知財等も重要だといったようなご指摘、さらにはマーケティン

グ機能強化の取り組みの追記であるとか、コンプライアンスの推進の追記といったところ

で文章の加筆修正をさせていただきまして、そうした文書を１月20日になりますけれども、

経産省内の親委員会であります独立行政法人評価委員会でご審議いただきました。 

 その際に出されています修正等に係る意見を簡単にご紹介させていただきますと、資料

でいきますと参考資料１、③のファイルでありますけれども、知財に関する記述が５ペー

ジ目の上に書いてございます。いただいた意見としましては、知財マネジメントの部分、

共通基盤的な技術については多数の企業に対して非独占実施権を付与するといったところ

が記載されている中で、これはオープン戦略なので、こうしたことを通して市場創出等を

図っていくことが重要ではないかという趣旨だと思われるので、公的研究機関として市場

創出の重要性について、知財戦略の中でも書いた方がいいのではないかという話がありま

して、５ページ目の２行目のところに、新製品や新市場の創出につながっていくことが重

要でありといったような文言を追記させていただいているのが１点であります。 
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 ２点目が、次の６ページ目になりますけれども、真ん中あたりに福島再生可能エネルギ

ー研究所について記述しております。そうした中で、地元の支援というのが書いてある一

方で、他方で世界に開かれたといったような形になっているというところで、地元の支援

とともに我が国全体、いわゆる日本国内のほかの地域も含めた橋渡しをしていくといった

ことも書いてはどうか。いきなり地域から世界ではなくて、全国レベルでやっていくとい

うことを書いたらどうかといったような話がありまして、真ん中よりもやや上、地元企業

への橋渡しを着実に実施するとともに、さらに全国レベルでの企業等への橋渡しを推進す

るといったことを追記させていただいています。 

 最後、３点目になりますけれども、８ページ目の最後、(6)優秀な若手研究者の確保・活

用ということで追記しております。いただきましたご意見としては、論文数の減少という

のが数値として産総研の中では課題ではないかという中で、その減少の１つの大きな要因

が若手研究者の減少等であれば、その対策と考えられるようなことを何らか書いたらどう

かという話がございました。そのところに対応した形で、優秀な若手研究者の確保・活用

ということで、クロスアポイントの活用であるとかリサーチアシスタント制度の活用、さ

らには採用制度についても見直し等、適宜必要に応じて行って、一層の若手研究者の確保・

活用を進めていくといったことを書いている次第であります。 

 以上をまとめた資料としまして、見直しの方向性ということでとりまとめがされている

といった状況にあります。 

 そうしたことを受けまして、今回、次期の中長期目標を策定しておりまして、資料１、

紙で配付しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。今申し上げた見直し

の方向性そのものをほぼ網羅的にこの中に書き入れております。基本的には新たなことを

書いているようなところはございませんで、従前ご議論いただきました中身を反映させて

いただいております。若干、文章全体を読み通す中で、書く場所であるとか表記の仕方を

少し変えているところがありますけれども、中身としては従前と同じものになっています。 

 それでは、早速中身について説明をさせていただきます。１ページ目をご覧いただけれ

ばと思います。Ⅰとしまして、政策体系における法人の位置づけ及び役割（ミッション）

ということで、全体、国立研究開発法人に係って同じような項目が求められていまして、

そういった形の整理で項目が立っています。 

 ここに書いている中身は、１．政策体系における産総研の位置づけとして、産総研は鉱

工業科学技術に関する研究開発等の業務を総合的に行う国立研究開発法人であるというこ
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とで、具体的なミッションとしては２パラ目にありますけれども、①鉱工業の科学技術に

関する研究開発、②地質調査、③軽量の標準の設定等、④これらに係る技術指導及び成果

普及、⑤技術経営力の強化に資する人材の養成といったところが産総研法で明確に定めら

れているところであります。 

 ３パラ以降は現下の状況の認識を書いておりまして、近年、大企業においても基礎研究

から応用研究・開発、事業化の全てを自前で対応することは一層難しくなってきている。

そうした中で、革新的な技術シーズを迅速に事業化につなげていくための橋渡し機能の強

化によるイノベーション・ナショナルシステムの構築が、我が国の産業競争力を決定づけ

る非常に重要な要素であるといった認識を書いております。 

 そうした中で、産構審であるとか政府の成長戦略であります日本再興戦略、さらには科

学技術イノベーション総合戦略において、橋渡しの機能強化に先行的に取り組む機関とし

て産総研が明確に記載されているということが１ページ目の下の方にわたって書いており

ます。 

 ２ページ目をご覧いただければと思います。最初のパラグラフは、地域創生というのが

政府全体での大きな政策課題になる中で、昨年末、まち・ひと・しごと創生総合戦略とい

うのが出されておりまして、その中で地域イノベーションの創出に向けてということで、

公設試と産総研の連携による全国レベルでの橋渡し強化がうたわれているといったような

こと、さらには、３パラ目で知的基盤に関してもその位置づけを記載させていただいてい

る次第です。 

 そうした中で、２ページ目の真ん中あたりに２ポツということで、産総研のミッション

を書いております。 

 第１に、産業技術政策の中核的実施機関として、革新的な技術シーズを事業化につなぐ

橋渡しの役割を果たすものとする。この橋渡しについては、これまでの産総研における取

り組み方法の変革が求められること、我が国のイノベーション・システムの帰趨にも影響

を与えること、所内でも多くのリソースを投入し取り組むことが不可欠であることから、

最重要の経営課題と位置づけて取り組むべきものである。 

 それから、１パラ飛ばしまして、産総研が長期的に橋渡しの役割を果たしていくために

は、将来の橋渡しのもとになる革新的な技術シーズを生み出すための目的基礎研究にも取

り組むということで、目的基礎研究の重要性についても言及させていただいています。 

 第２に、地質調査及び計量標準に関する我が国における責任機関として、引き続き知的
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基盤整備計画に沿って実施していくということも記載しています。 

 第３に、研究人材の拡充と流動化、育成に努めるとともに、技術経営力の強化に資する

人材の養成も図るということをミッションとしてここに書いている次第です。 

 それから、Ⅱで中長期目標の期間としては５年間ということを明記しております。 

 ３ページ目、Ⅲとしましては、研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関す

る事項ということで、先ほど申し上げました大きな軸としましては、橋渡し機能の強化、

２つ目として知的基盤、３つ目としましては人材の関係ということでまとめ、全体を整理

しております。 

 １．橋渡し機能の強化につきましては、３ページ目、真ん中あたりから始まりますけれ

ども、橋渡し機能については、まさに国立研究開発法人である産総研が我が国の中核機関

となって果たすべき役割であるということを最初のパラグラフで明確に書いています。 

 そうした中で、最も重要な目標になる部分でありますけれども、２パラ目になります。

第４期の中期目標期間にこの橋渡し機能を抜本的に強化することを促すために、同目標期

間の終了時までに、受託研究収入等、民間企業からの資金獲得額を現行の46億円年度あた

りを３倍であります138億円以上とすることを目標として掲げて取り組むということを明

記しています。 

 それ以降はフェーズ機能ごとに取り組みの内容を書いておりまして、最初、(1)橋渡しに

つながる基礎研究（目的基礎）につきましては、持続的に橋渡しを発揮するには、革新的

な技術シーズを継続的に創出することが重要であるため、目的基礎研究についても積極的

に取り組むということを記載しています。 

 次のページを見ていただければと思いますけれども、そうした中で、３パラ目になりま

すが、目的基礎研究につきましては、研究テーマの設定の適切性に加えて、すぐれた論文

や強い知財の創出を評価軸とするということで明記しています。 

 (2)橋渡し研究前期段階は、まさに磨き上げるような段階でありますけれども、そこの評

価軸につきましては、強い知財の創出等を評価軸として設定するといったことを明記して

おります。 

 (3)橋渡しの後期段階につきましては、まさに企業と一対一で行うようなフェーズになっ

ていきますので、産業界からの資金獲得額を評価軸として設定していくということを明記

している次第です。 

 (4)技術的ポテンシャルを生かした指導助言等の実施につきましては、従来からも産総研
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の業務でありましたけれども、一層、業務としての明確化を図るべく、研究開発の実施に

よる対応のみならず、産総研の技術的なポテンシャルを生かした指導助言等についても、

適切な対価等を得つつ積極的にやっていくことを改めてここで書いている次第です。 

 (5)マーケティング力の強化のところにつきましては、まさに研究テーマを設定するであ

るとか、研究内容の設定、さらには橋渡し先を決定する際、または保有する技術について、

幅広い事業において活用するに当たっては、マーケティング力が極めて重要になるという

ことでありまして、そのためにはマーケティングの専門部署による取り組みに加えて、各

研究者による取り組み、さらには研究所や研究ユニットの幹部による取り組みといったも

のを重層的に組み合わせて、組織的、計画的に取り組むといったことを記載しております。 

 ５ページ目をご覧いただければと思います。最初の(6)大学等との連携強化のところにつ

きましては、大学や他の研究機関（大学等）との基礎研究から生まれたすぐれた技術シー

ズをくみ上げて、その橋渡しを進めていくべく、クロスアポイント等を積極的に活用しな

がら橋渡し機能の強化を図るという観点、さらには高度研究人材の流動性を高める観点か

ら、こういった大学等との連携を積極的に進めていくといったことが記載されています。 

 (7)戦略的な知財マネジメントにつきましては、まさにその鍵を握っている部分だという

認識を示しておりまして、まず、すぐれた研究成果について特許化するか、あるいは営業

秘密にするか等も含めて戦略的に取り扱うこととして、いたずらに申請件数にこだわるこ

となく、質と量、双方に留意して強くて広い知財を取得するものとするといったことを記

載しています。 

 (8)地域イノベーションにつきましては、産総研のつくばセンター及び全国８ヵ所の地域

センターにおいて、大学、公設試等と密接に連携を図りつつ、地域における橋渡し機能の

強化を図っていくといったことを記載している次第です。 

 ５ページ目の最後のところからは、福島再生可能エネルギー研究所につきまして、今後

のあり方をしっかり検討していくべきだといったことがここでは記載されている次第です。 

 ６ページ目に移っていただければと思いますけれども、(9)世界的な産学連携拠点の形成

につきましては、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世界的な

産学官連携拠点を形成していくということで、つくばイノベーションアリーナ等について

も一層の機能の強化を図っていくといったことを記載いたしています。 

 (10)のところはかなり重要な部分でありまして、橋渡し機能強化に向けた研究領域・研

究者の評価基準の導入といったところで、最初のパラグラフは研究領域の評価をどう考え



- 7 - 
 

るかということを書いています。橋渡し研究では事業化に向けたコミットメントの獲得が

重要であるということから、橋渡し研究を担う研究領域の評価については、産業界からの

資金獲得の増加目標の達成状況を最も重視して評価して、インセンティブづけをしていく

といったことを最初のパラグラフでは書いています。 

 他方という２つ目のパラグラフにつきましては、研究者の評価について書いておりまし

て、目的基礎研究であるとか研究前期段階での革新的な技術シーズの創出、あるいはその

磨き上げに取り組む研究者と、後期段階でいわゆる個別の企業と密接な関係のもとで研究

を行う者とは性格がかなり違うものですから、やはり目的基礎研究については、すぐれた

論文や強い知財、橋渡し前期だと強い知財の創出等、橋渡し後期であれば産業界からの資

金といったものを基本に評価を行って、各研究者が意欲的に取り組めるように、各研究者

の携わる研究段階、研究特性を踏まえて、適切な評価軸を設定してインセンティブづけを

していくということを通して、研究領域全体として効果的な橋渡しが継続的に実施される

ように努めるといったことを記載しています。 

 ７ページ目をご覧いただければと思います。地質調査、計量標準等の知的基盤の整備と

いうことでありまして、この部分につきましては、２パラ等にありますとおり、他の研究

機関等との連携も積極的に図るとともに、国の知的基盤整備計画に基づいて知的基盤の整

備を進めて、その取り組み状況を評価すると。ここの部分は橋渡しとはかなり違う評価が

必要だと考えておりまして、ミッションに応じたような最適な評価基軸を適用するという

ことを記載しています。 

 ３つ目、研究人材の拡充、流動化、育成につきましては、最初の１パラ目で書いていま

すのは、橋渡し研究の実施はもとより、目的基礎研究の観点からも、優秀な若手研究者の

確保・活用は極めて重要であると。このためクロスアポイント制度や大学院生等を活用す

るリサーチアシスタント制度を積極的に活用していくということを記載しています。 

 それから、採用制度等につきましても必要な検討・見直しを行いまして、優秀な若手研

究者が一層、確保・活用できるような仕組みの構築も検討してほしいということを記載し

ています。 

 さらにということで、具体的には産総研イノベーションスクールであるとかリサーチア

シスタント制度の積極活用を通して、こうしたイノベーションマインドをもったような実

践的で高度な博士研究人材の育成を進めていくことを記載しています。 

 第２にということで書いておりますのは、橋渡し機能の１つの大きな額になりますマー



- 8 - 
 

ケティング機能の強化の部分につきましては、内部人材に加えて企業等外部人材を積極的

に登用していくといったことを記載しています。 

 第３にというところでは、橋渡しの研究であるとかマーケティングに注力した職員のキ

ャリアパスの留意も必要だということで、60歳を超えた方でも積極的にそういった能力が

活用できるような仕組みをつくっていくべきではないかということがポイントになってい

ます。 

 第４としましては、ワーク・ライフ・バランスの話を若干記載させていただいています。 

 ８ページ目になりますけれども、４．組織の見直しということを記載しております。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するために、研究領域を中

心とした最適な研究組織を構築するということで、特に橋渡し機能の強化を図るためには、

中核となる研究者を中心にチームとして取り組む体制が重要だといったところを記述する

とともに、支援体制の拡充も図っていくといったことを記載しているのがこの部分になっ

ております。 

 Ⅳ．業務運営の効率化に関する事項以降は、割とほかの独法も含めた横並びで記載して

いるものでありますので、産総研特有のことで書いている中身は余りないわけであります

けれども、若干補足説明させていただきます。 

 ９ページ目になりますけれども、５．業務の効率化というところがありまして、２ヵ所

ほど○のままになっている部分があります。というのは、一般管理費の毎年の削減である

とか業務費の毎年の削減は、今後財務省との協議が必要になっておりまして、現時点では

○という形で書いております。これまでですと一般管理費３％、業務費は１％ということ

で、割とほかの独法も並びで皆さん同じような数値ということで決まってくるような数値

になっています。 

 Ⅴ、Ⅵも各独法、横並びで同様に書いているような事項になっておりまして、Ⅵのほう

では10ページあたり、コンプライアンスであるとか情報セキュリティ対策等もしっかり取

り組んでいくといったことを記載しているのがこの中身になっています。 

 最後、12ページ目以降、こちらは別紙という位置づけで、研究分野、研究領域ごとに重

点的に推進していくべき研究開発の中身を若干記載しております。産総研につきましては、

今後どういった研究をしていくかというのは、マーケティング活動を通して決めていくと

いうことが基本ではありますけれども、国から見て、まさにここはやる必要があるという

最低限のところを別紙として明確に書いているといったような形で、簡素に数ページで、
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今回新たに考えています７つの領域ごとにまとめて記載しているのがこのページ以降にな

っています。 

 以上です。 

○室伏部会長  ありがとうございました。たくさんの内容でしたけれども、皆様如何で

しょうか。今のご説明につきまして、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。

これまでに見直しの方向性について、部会でも親委員会でもかなり議論していただきまし

て、その議論した内容がほとんどそのままの形で今回の中長期目標の中に反映されている

ということです。恐らく皆様の思いの丈は詰め込まれているのではないかと思うのですけ

れども、何かご質問やご意見がございましたらお願いいたします。如何でしょうか。 

では、私からよろしいですか。この中で評価軸について幾つか細かく書いてありまして、

これはとても重要なことだと思っています。特に研究者の評価の仕方というのは、それぞ

れの研究者がどういったところを担当しているかということで、先ほどおっしゃった目的

基礎研究、それから橋渡しの前期、後期というところで、それぞれの評価軸は当然変わっ

てくるべきです。そこをこういった形で表現されたということは、研究者たちにやる気を

起こさせるためにも、とても大事ではないかなとの感想をもちました。 

 もう一点ですけれども、７ページ目の３ポツの第２パラグラフのところなのですが、「第

１に、橋渡し研究の実施はもとより、目的基礎研究の強化の観点からも、優秀な若手研究

者の確保・活用は極めて重要であり」とあります。優秀なというのはもちろんなのですけ

れども、私は多様性が非常に重要だと思っています。できましたら、ここに「優秀かつ多

様な若手研究者」と入れていただけると良いのではないかと思います。とても優秀であっ

ても、極めて単一の、多様性のない集団ですと、その中では様々なイノベーティブな発見

などが生まれない可能性が高いですので、「多様性」を大事にすることが必要だと思います。 

 以上ですが、ほかに如何でしょうか。委員の方々から何かお気づきの点などありました

ら是非お願いします。では、赤池委員、どうぞ。 

○赤池委員  12ページ以降の別紙なのですが、重点化すべき研究領域のテーマは、ちな

みにどういうプロセスで決められてきているのですか。 

○徳増産総研室長  この点については、産総研とも夏以降、相当議論を続けてきており

まして、具体的には今産総研が行っています研究を目的基礎、あるいは橋渡し前期、後期

に分けて、どういった技術が産総研としてオンリーワンなりナンバーワンの比率があるか

ということをずっと研究ユニットごとに議論を重ねてきております。 
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 そうした中で、まさに産総研としてオンリーワン、ナンバーワンの技術をもちながら、

コアになる技術はありながら、今後も力を入れていくべき分野は何かということを議論さ

せていただく中で、その要旨のところをここに書いている形になっています。 

○室伏部会長  よろしいですか。では、安永審議官、補足をお願いいたします。 

○安永審議官  赤池先生のご指摘は非常に大事な議論でして、研究所ですからもちろん

政府の交付金は我々のところから600億出している。そういう中で研究テーマをどうするか

というのは、我々としては政策的にこれをやってください、やってほしいという期待はあ

る。また、産総研の現場の方でも非常にいい研究、今、芽が出つつあるのですというもの

を伸ばしていきたいというのがある。やはりバランスは必要ですよね。 

 ご指摘の中で一部申し上げますと、例えば12ページ、一番冒頭で新エネルギーの導入を

促進する技術の開発とありますが、もちろん今までもかなりいろいろなことをやっていた

わけですが、特にこれから強化しないといけないのではないかという議論をしつつある、

正直にいうと、しつつある中でこう書いているのです。 

 例えば、地熱などにつきましては、ベースロード電源として使える一番リライアブルな

もの、それから日本の特性にかなうものは地熱だろうと。ただ、そうはいっても今の浅い

ところの地熱だとなかなか資源量が限定されておりますから、エネルギー政策的に意味の

ある量にならない。だけれども、今の議論の中では、だんだんより深部に、より高温域に

という形になっていまして、そうすると地下で水蒸気の流体が超臨界状態になっていると

いうものもあります。例えば、そういうところも含めて新しいところへ踏み込んでいこう

ではないかという議論もございます。そういうために、もちろん根っこがないといけませ

んので、産総研の中でもいろいろ研究者が新しい分野に少しずつ踏み出していると。 

 それから、13ページの情報・人間工学領域では、冒頭ございますが、ビッグデータから

価値を創造する人工知能。最近、確かにディープラーニングを初めとする人工知能につい

て、基礎研究も産業応用も含めていろいろな議論があるところですが、さすがに昔、かつ

ての旧電総研でリアルワールドコンピューティングですとか、その前の第五世代情報処理

をやっていた時代、当時はコンピューティングパワーがなくて、構想のみというとおかし

いですけれども、なかなか本当に思ったようなものができなかったのが、今はコンピュー

ティングパワーが上がってきて、かなりいろいろなことができるようになった。そうなる

と、本当に使える人工知能になってくる。それに加えて脳型の新しいディシプリンの技術

を入れてくると相当いろいろなことができる。これはベースもあるし、新しいものも入れ
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てそれで人工知能という、今まで余りこういう目標設定をしていなかったのですが、これ

を大規模にやれるという議論を現場としながらやったわけでございます。 

 また、14ページの下から２番目、もののインターネット化に対応する製造及びセンシン

グ技術というのがございます。これはいわゆるインダストリー4.0とかインターネットオブ

シングスというものがございます。これはまさに技術もさることながら、産業の実態、情

報のところとものづくりのところと融合してこないといけない。それぞれの個別のパーツ

の要素技術は結構いろいろあるし、産総研になければ企業と共同で、あるいはほかの大学

などと共用して研究をやればいい。その中で、やはり新しいものづくりというものを追求

していくために、こういう看板を掲げていくことに意義があるのではないかということを

昨年の夏秋以降、現場と大分議論しながら、政策の押しつけでもないし、現場だけがやり

たいというわけでもないし、そこはまさしくあうんの呼吸といえば、あうんの呼吸で議論

させていただきながらこのまま書いたという感じでございます。もし産総研さんで何かご

ざいましたら。 

○室伏部会長  よろしいですか。 

○赤池委員  この資料が何らかの形で公開されるのであれば、徳増室長さんがご説明さ

れたようなプロセスで選び抜いていて、安永審議官が今ご説明いただいたようなニュアン

スがここにたたえられてくるといろいろな意味で意味があるのかなと思います。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す。もしできましたら、この７領域について、研究

者の意見なども参考にしながらというような記載もあると良いですね。そんなことを書き

込むのは無理でしょうか。 

○徳増産総研室長  目標なので、位置づけとして若干あれですね。まさにおっしゃった

ようなことでつくっている。プロセスはおっしゃるとおり。 

○赤池委員  この領域はうちしかやっていないのだとか、過去に具体的な成果を上げて

いるのでさらにとか、そういうニュアンスが見えればいいのです。マストな話ではなくて、

すごく大切な資料なので。 

○室伏部会長  ありがとうございます。ほかに如何でしょうか。では、手柴委員、どう

ぞ。 

○手柴委員  別紙の方は研究開発の方針ですので、多分これからこの方針のもとに部門

ごと、分野ごと、細かく研究計画をつくられると思います。 
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 これからが質問なのですが、先ほどの目的基礎研究、あるいは橋渡し前期、橋渡し後期

というラベルは、研究テーマが決まったときに、その時点で研究テーマ毎にラベルを張っ

てしまうのですか。評価のためにということなのですが、こういう研究テーマ、これは目

的基礎研究ですというようなラベルを張ることになるのでしょうか。そうすると、そこの

人たちはまさに評価としては論文だとか強い知財の創出とか、そういうことを目標として

やるとか、その辺は細かい研究テーマが決まったときにどうされるのかなというのが私の

質問です。 

○室伏部会長  如何ですか。 

○徳増産総研室長  ある程度というか、ある技術があったときに、その技術は目的基礎

なのか橋渡し前期なのか後期段階なのかというのは、大まかなところは何らかのメルクマ

ールというか、ラベルを張るまでいかないかもしれませんけれども、大きく分けることに

はなるのではないかと思います。 

 他方で、当然ながら研究なので、研究していく中で、当然変わっていく中で、変わって

いくことを適切にやっていくということかなと思っております。当然ながら目的基礎のも

のが橋渡し前期につながっていくと思いますし、そうした中で評価基軸も含めてラベルを

変えていかなければいけないしというところを適切にやっていくことが重要ではないかと

思っています。 

○手柴委員  まさに研究員の方の評価、処遇にもかかわるものですから、研究員の方の

インセンティブになるような形で、やる気が出るように、特に目的基礎研究の方は余り橋

渡しという形が強調されると戸惑いもあるかと思いますので、その辺が皆さん納得するよ

うな形で研究計画をつくっていただければと思っています。 

○徳増産総研室長  おっしゃるとおりです。 

○室伏部会長  やはり研究の進行によってフレキシブルに評価軸は変わっていくだろう

と思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、森本委員、どうぞ。 

○森本委員  全編にわたって、今までの議論がよく書き込まれていていいなと。よくで

きているという印象を受けております。 

 今回、１点だけ思ったのですけれども、７ページの下の人材に関するところで、気を遣

い過ぎた結果かもしれませんが、第３にというところがちょっと気になりまして、「すぐれ

た『橋渡し』研究能力やマーケティング能力を有する職員について」と。遜色ないように

と書いてあるので、全体を読んでみると、こういう研究分野に入っている研究者、職員は
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逆に論文発表の機会が限られ、そのために不利益をこうむる可能性があるというように裏

を返して読めてしまうのですけれども、それはそれで現実的なことかもしれませんが、逆

に裏を返すと、別の意味ではそういったマーケティング能力に関しても積極的に評価、処

遇をしていくみたいな少しポジティブな方がよろしいのではないか。 

 これを逆に読むと、企業でもあります。研究の中でも特にビジネスサイドの貢献の強い

ところをやれば論文、特許を書く時間が無かったり、企業の関係で、秘密等の関係で発表

できないということで、確かに結果的に研究者としての評価項目が満たないというような

ことで不利益をこうむるというケースはあるかもしれませんが、そこは逆にそういうこと

も処遇していくのだというポジティブな項目になれば、そっちの方がいいかなと思いまし

た。 

○徳増産総研室長  おっしゃるとおりかと思いますので、書きぶりを含めて検討させて

いただければと思います。 

○室伏部会長  では、よろしくお願いします。ほかに如何でしょうか。では、堤委員、

どうぞ。 

○堤委員  非常によく書かれていて、非常にまとまってきていると思います。気になっ

た点というか、さらに議論のための議論になるかもしれませんけれども、意見を２つ言わ

せてください。 

 まず、2,000人という人数で基礎研究まで全部幅広にやるわけにいかなくて、橋渡し機能

に特化してやると。といいつつも重点的な目的基礎研究もやる。これは非常に理にかなっ

たことだと思います。 

 そのときに問題になるのは、ここにも書かれていますように、基礎研究はやはり２桁必

要だと思うのです。だから、大学の方は何十万人かのオーダーになってバランスをとって

いると思うのです。そうすると、大学との連携強化のところでここで挙げられているのは

クロスアポイントメント制度を主軸にして、あるいはこちらから行ったり、あちらから来

たりというようなこと、あるいはＲＡ制度ということだと思うのですけれども、イメージ

でいうと、これだと２桁だから、１人が100人ぐらい相手にしないとなかなか吸い上げられ

ませんよね。だから、もっと幅広の対応ができるようなアイデアがもう少し必要なのでは

ないかと思うのです。 

 このことは大学も言えていまして、例えば、大学は今40万か50万ぐらいいるわけですけ

れども、それでもちゃんと世界的に中国とかアメリカとかヨーロッパに対抗しようとする
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と、やはり倍ぐらいなくてはだめと。そこそこで出来るわけがないので、だからこそ国際

連携、特にアジア台で、あちらから留学生を入れつつ、こちらからも行き、こちらから教

えるというスタンスではなくて、基礎研究から始めて技術開発を一緒にやるというような

枠組みを大学も意識的に努力していると思うのです。 

 だから、後の方にもありますけれども、世界的な産学連携研究拠点というのも挙げられ

ていますので、アジア全体での大学、アカデミズムとかの連携も含めて、プラス１人が10

0倍ぐらいの量を吸い上げるアイデアというか、仕組みができれば物凄く強くなるかなと思

います。 

 もう一点が、ちょっと違ったあれかもしれないのですけれども、確かに基礎研究で持ち

上げて橋渡しがあると思うのですが、今の科学技術はもう１つあって、巨大技術、例えば

ガスタービンとか宇宙、ロケットとか。例えば、ガスタービン、飛行機もそうなのですけ

れども、どういうことが起こったかというと、年に２桁受注するところと１桁受注すると

ころと圧倒的に生産性が違いますから、ああいった産業というのは世界で１社か２社にな

っていくのです。一旦負けたらなかなか入れない。産業のプロセス技術とか、触媒とかは

大学の研究室でこうやってできますけれども、例えば、ガスタービンの開発で10基つくっ

て中に鳥とか何かを入れて、どうやって壊れるかとかといったことはできない。しかも企

業でもできない。だから、産学官が一体となってバックアップして、宇宙とか、敢えて言

うとガス化技術だとか、巨大技術、あるいはプロセス技術みたいなものです。 

 これは今、日本の大企業でも研究がシフトして、化学とか製鉄でもプロセス開発、プロ

セス研究がなかなかできなくなって、結局、欧米のライセンスを買ってきてそれを使う。

触媒とか材料開発とかはやれる。材料開発もできるのだけれども、結局、10倍以上の人員

を投入してやられたら負けてしまう。材料開発みたいな非常にベーシックなところからイ

ノベーションが出てくるものと、プロセス開発みたいな、ここも重要で、産総研が国の産

業技術開発全体を考えた場合に、そこもどうすべきかというのを考える必要があるのでは

ないかと思うのです。別にこれを直すという話ではなくて、ちょっとコメントです。 

○室伏部会長  赤池委員、どうぞ。 

○赤池委員  今の点に関連して、堤先生のお話を聞いていて、個人的にアイデアが浮か

んできてしまったのですけれども、例えば、重点テーマに対応した査読つきのネット上の

グローバル対応のオープンジャーナルみたいなものを産総研がもってしまうとか、そうい

うのはあるのではないかなと思ったのです。国研がそういう取り組みができるのかどうか
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わからないですけれども。 

○室伏部会長  ありがとうございます。お２人のご意見について如何でしょうか。 

○徳増産総研室長  最初にご指摘いただいた点、まさに産総研１つで何百人対応できる

わけではありませんので、ネットワークのネットワークなのかもしれませんけれども、如

何にそこのつなぐところなりネットワーク化のところを効果的、効率的にうまい仕組みが

つくれるかが鍵だと思いますので、是非そういった観点から具体の仕組みづくりのところ

で検討したいと思います。 

 後者の話は、産学の拠点的なところの機能というか、なかなかデュプリケートしたよう

な投資が難しいエリアみたいなところは、本来であれば公的研究機関が中核になってやっ

ていく最も生かされるところだと思うので、そういったところも含めて若干記述しており

ますけれども、ピアに限らずそういった機能をしっかりもっていくようなところも検討し

ていきたいと思っています。 

○室伏部会長  今の件について産総研から何かございますか。 

○中鉢理事長  確かにエコノミーオブスケールがきかないようなものは市場原理がなか

なか働かなくて、民間企業もなかなか着手できないようなものなどは公的な研究機関とし

て我々は進めなければいけないということで、堤委員がおっしゃるように、ヘビーインダ

ストリーの民間企業からも多くの共同研究の提案も寄せられています。それも大きな使命

だろう、これも１つの橋渡しである。同時にデュアルユースなども意識しながら、しかし

ながらもっと産業化になるようなことも考えていかなければいけないだろうと考えていま

す。 

 もう１つ、確かに化学から技術、そしてイノベーションへの垂直なといいますか、そう

いうプロセスを経ていくには10倍、100倍のプロセスを経て、確率的にも後段になっていく

と厳しくなっていくのだろうと思いますけれども、内容的には部門として、我々部門の中

で基礎をやるところ、そしてポイントを掲げるポイントゲッターとしての研究センターと

いうフォワードの部分を見直しまして、昨年まで20あった研究センターを10個減らしまし

て、もっと決定力を上げるような、橋渡しをもっと強くしよう。そのバックにはもっと大

きな部門がそれを支えていく。さらには、内部リソースのみならず、外部の大学との連携

も強めるというプログラムを一層強化していって、１年、２年やったらペンペン草も生え

ないというようなことのないように、ナショナル・イノベーションシステムといいますか、

継続的にそういう化学、技術、イノベーションの流れができるような仕組みをつくってい
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きたいと考えております。 

○室伏部会長  ありがとうございます。今、総合科学技術・イノベーション会議がＳＩ

Ｐなどで、様々な企業や大学や国の研究所などをまとめて、大きな技術、非常にお金のか

かる技術に対してかなりな予算をつけて動かしておりますよね。そういう中で、これまで

の常識を乗り越えたものが生まれてくるような提案を、産総研からしていただくことも大

事なのかなと思ってお聞きしていました。 

 例えば、航空機材料の新しい材料の開発ということで、かなり大きな組織と予算を動か

しているということがありますね。これがさらにもっと大きな枠組みの中で、航空機その

ものの開発とかにもつながっていくこともできると思いますし、そういう中で産総研の果

たす役割はますます大きくなりそうな気がしてお話を聞いておりました。とても大きなこ

とですので、この中には入れられないのですけれども、将来を見越して、色々なことを考

えていただければと思います。ありがとうございます。森本委員、どうぞ。 

○森本委員  もう１つ、今後の話ということでお聞きいただければと思うのです。今、

恐らくサイエンスのイノベーターがある程度経験を積んでからビジネスイノベーションを

やるような流れを想定されていると思うのですけれども、我々も従来企業の中ではそうで

した。ですが、１つ経験したのは、いいサイエンティストがいいビジネスマンになれるか

というのは必ずしもそうではなくて、全く違うタイプのイノベーターが必要だということ

にも気づきました。 

 そこで、ビジネスの技術のネタをいろいろ広く公開することによって、これを事業化す

るイノベーターをある意味オープンに求めるような技術をとくためのオープンイノベーシ

ョンがあると思うのですけれども、そうではなくてこれだけネタがあるのだが、ビジネス

のアイデアはありませんかというようなタイプのオープンフォーラム的なものを何かでき

ないか。多分、たくさん埋もれているすばらしい技術が視点を変えればビジネスに化ける

かもというようなものも大小様々あると思うのですが、既存の企業に向けての橋渡しとい

うだけではなくて、もうちょっとオープンな世間に向けての橋渡しという部分も、今回の

メインの部分ではないかもしれませんけれども、検討されては如何でしょうかと思いまし

た。 

○室伏部会長  よろしいですか。 

○徳増産総研室長  まさに大変重要な視点だと思いますので、そういった視点も含めて

検討しながら、全体としての橋渡し強化を図っていきたいと思っています。 
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○室伏部会長  手柴委員、どうぞ。 

○手柴委員  ７ページ目の地質調査、計量標準等の知的基盤の整備のところなのですが、

これは書いてあるとおりなのですけれども、例えば、地質調査等のところでは大陸棚の問

題もあったり、熱エネルギーの問題もあったり、メタンハイドレートとかということもご

ざいまして、積極的に活動されているというので、まさに産総研だからこそというように

いつも感心しているのです。その割には、そこの中で資源探査や産業立地に際しての地質

調査という表現がちょっと弱いような気がして、資源探査と新たな資源の確保とか、もう

少し前向きな表現が１つ入ってもいいのではないかという気がしました。今まで資源探査

というと、ただ国土交通省がやるような感じのイメージを受けてしまいましたので、ご検

討願えないかなと思って。 

○室伏部会長  徳増室長、如何ですか。 

○徳増産総研室長  その点、若干ご説明させていただくと、２ポツのところは知的基盤

としてのことを書いていて、最後の別紙の地質であるとか軽量のところは、まさに研究開

発として書かれているので、むしろそっちの方に今おっしゃっていただいたような知的基

盤以外の地質であるとかというところは読み込めるような形で記載させていただいている

のが全体のつくりになっています。 

○室伏部会長  安永審議官、どうぞ。 

○安永審議官  もう少しはっきり言いますと、資源確保となるとＪＯＧＭＥＣのミッシ

ョンになるのです。私も以前、鉱物資源課長をやっていましたが、地質探査のところは非

常にベーシックな地質構造を知る、あるいはその中でどういう岩石、鉱物があるかを調べ

る。これはまさに産総研に期待している研究分野なのです。これは商業的可能性があるか

どうか、少しボーリングを何本かやってみましょう、あるいはそれを開発しましょうとい

うことになるとＪＯＧＭＥＣの領域になるものですから、若干そういうところを注意して

知的基盤というように。というか、以前からそういう整理なのですけれども、ご趣旨はも

ちろんよくわかりますし、例えば、メタハイの部門などはまさしくＪＯＧＭＥＣからも資

金を得て、まさに将来の生産技術も含めてやっておりますので、本質を損なわないように

うまく工夫ができればと思います。実際のところはそういうところです。 

○手柴委員  前も一度そういうご議論をさせていただきまして、省庁を超えた他部署と

の連携とか関係強化とかというような形でＪＯＧＭＥＣとかＪＡＭＳＴＥＣとか、関係し

ているところとぜひ協力して進めてほしいというようなご意見を申し上げたこともありま
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すが、今のここでのご説明は、審議官のご説明でよくわかりました。 

○室伏部会長  ほかに如何でしょうか。今、ご意見を伺っていて気づいたことなのです

が、地質調査、計量標準等の知的基盤の整備というところに、15ページのレジリエントな

社会基盤の構築に資する地質の評価という、いわゆる災害などに関することが入っていな

い気がします。貞観地震の地質調査が東日本大震災の様々な研究などの役に立ったわけで

すよね。ですから、一言それも入ると広がるのではないかと思ったのですが。 

○徳増産総研室長  そこなのですけれども、むしろ前段の政策体系の位置づけのところ

になるのですが、２ページ目の３パラ目のまたというところで実は地質、軽量の話を全体

の政策としては位置づけていまして、こちらにまさに今おっしゃっていたようなレジリエ

ンスな話、「東日本大震災以降レジリエンスな防災・減災機能の強化の必要性が高まる中」

ということを書かせていただいていまして、デュプリケーションがあったりするものです

から、その関係で若干後ろのほうは従来どおりの記述にさせていただいている次第で、全

体としては書かせていただいている次第です。 

○室伏部会長  わかりました。かえって重要なところに書かれているようで、ありがと

うございます。ほかに如何でしょうか。大変よくまとめていただいたので、特に大きな修

正というご意見はなかったと思うのですが、よろしいでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、少し細かな加筆修正のご意見がありましたので、事務局にご検討いただきた

いと思います。一応、本議題につきましては本部会としては了承ということにさせていた

だきたいと思います。今、皆様からいただきました修正点につきましては、修正していた

だいたものを事務局からご意見をいただいた方にお戻しして、それで最終的なものをまと

めさせていただきたいと思います。 

 今後、総務省ですとか財務省ですとかとの協議の中で、もしかすると文言、あるいは記

載の仕方について、何らかの意見が出て修正が行われる可能性もあるということですけれ

ども、その場合には事務局と私にお任せいただければと思いますが、よろしゅうございま

すか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、ただいま了承されました産総研の第４期中長期目標（案）につきまして、産

総研から何かご感想等がありましたら、中鉢理事長、お願いできますでしょうか。 
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○中鉢理事長  ご審議、大変ありがとうございました。ただいまご審議いただいた内容

を踏まえて、この後、経済産業省において産総研に対して第４期の中長期目標を決定され

まして、我々にご指示いただくことになっております。それに基づきまして、産総研とい

たしましては、第４期中長期計画を作成いたしまして、目標達成に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。 

 本日の産総研部会は、第３期の中で最後の開催と伺っております。室伏部会長を初め、

委員の皆様にはこれまでのご指導に対しまして、改めて御礼と感謝を申し上げたいと思い

ます。今後とも折に触れましてご指導賜れば幸いに存じます。どうもありがとうございま

した。よろしくお願いいたします。 

○室伏部会長  ありがとうございました。それでは、本日の議題はこれで終わりとなり

ますけれども、細かな修正後の資料は皆様にメールで送信させていただきますので、それ

をご確認いただきまして、またお返事をいただければと思います。事務局から何か連絡事

項等がありましたらお願いできますか。 

○徳増産総研室長  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

員の皆様に送付いたしまして、内容を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考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、今後の産総研部会に関することでありますけれども、昨年６月６日に独法の

通則法の一部改正が行われておりまして、本年４月１日に新たな独法の通則法が施行され

ることになっています。これに伴いまして、これまで独法評価委員会が行っていました業

績評価につきましては、新たに設置されます研究開発法人に関する審議会の意見を踏まえ

た上で、基本的には主務大臣がこの評価自体は行っていくということになっています。そ

うしたところで、総務省に新たに設置されます独法評価委員会が業績評価等を点検して勧

告等を行うことになりますけれども、そうした仕組みが４月１日から変わりますというこ

とであります。 

 このため、本日ご審議いただきました産総研の第４期中長期目標（案）に関する今後の

親委員会や総務省の政策評価独法評価委員会での審議結果にもよりますけれども、今のと

ころ、委員の皆様にご出席いただいた形での産総研部会は本日が最後になる見通しになっ

ています。 

 委員の皆様からは、産総研の業績評価に係る膨大な資料について、大変丁寧にご意見や

ご審議をいただきまして、これまで長きにわたって産総研部会の運営にご貢献、ご尽力い



- 20 - 
 

ただきましたことを、室伏部会長を初めとしまして、皆様方に心から感謝を申し上げたい

と思っております。長い間、本当に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。皆様、よろしいでしょうか。委員の皆様には、

いつも、大変有意義な議論をしていただきました。産総研にとりましても、皆様のご意見

が随分役に立っただろうと思います。それとともに、皆様も産総研のファンになってくだ

さって、産総研をもっともっと盛り立てるためにということで、たくさんのご意見をいた

だいたと思います。恐らく表面に出てくるもの以外にも随分多くのご示唆があったと思い

ますので、是非そういったことも今後活かしていただければと思っております。 

 それでは、最後に安永審議官からご挨拶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。 

○安永審議官  安永でございます。本日は産総研の次期中長期目標（案）の議論に際し

まして、非常に多くの意見をいただきましてありがとうございました。 

 今、室伏部会長からお話がございましたように、非常によく練られた目標（案）になっ

てきているのではないかと思っております。折角でございますので、私はこの機会をおか

りしまして、産総研の中長期目標を議論するに当たりまして、秋以降、徳増室長と２人で

よくつくばに出かけていって、産総研の研究者のいろいろなレベルの方々とお話をいたし

ました。そのとき出た３つぐらいの代表的な議論をご紹介したいと思います。 

 １番は、産総研の研究者の方が言われたのは、橋渡しだけやるのですかと。ちょっと日

本語をよく読んでくださいと。橋渡しは大事だけれども、例えば、橋渡しに将来つながる

目的基礎研究もちゃんとやると書いてあるでしょう。ですから、私たちはこうなのですと。

産総研が今まで非常にすぐれた技術シーズの研究開発を行ってきた実績が長くある。これ

は認めています。私は一番よくわかっています。だけれども、いいシーズをつくったら、

放っておかないでください。あなた方は日本の産業のためにあるのでしょうと。そうする

と学術的にいい成果を出したら、これを何とかして産業化する。このプロセスがまさしく

橋渡し前期、橋渡し後期だと。 

 だから、橋渡し前期のところは多分コアの技術だけではなくて、その周辺技術もないと

いけない。あるいは、生産ということを考えると、今までとは違ったことを考えて研究を

やらないといけない。そういうテーマも研究し、なおかつ企業との関係ではがっぷり組ん

でやってくだい。これが産総研のミッションでしょう。別に私たちはその辺に落ちている

石ころをあなたが担いで、次のところに単に右から左というか、左から右に移せというこ
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とを言っているのではないですというやりとりです。 

 もう１つが、わかります、わかりますと。産総研の中でもそういうことをやってきた研

究者が実は結構いるのです。いいですねと。でも研究者の評価はどうするのですかと。こ

れは室伏部会長にも若干お褒めの言葉をいただきましたけれども、やはりそこは研究者の

ビヘイビアと評価というのは平仄が合っていないといけない。だから、目的基礎をやって

いる人はジャーナル、論文を書くのでしょう。論文というのは書けばいいというものでは

ないから、いい論文を書いてほしいし、あるまとめの段階になったら、まさしくここで触

れられていた幅広く強い特許、知財というのをとらないといけない。こういうことを考え

ながらやればいいと。 

 だけれども、第２段階、橋渡し前期になると、それがもう少し広くなってくる。そうす

ると、関連の特許をどう押さえていくかというあたりは非常に重要なテーマになってくる。

さらに橋渡し後期になると、これは企業とどう組むか。端的にいうとお金です。ただ、お

金も色々あっていい。この技術がありますから30億円くださいということが産業界との間

で通用するはずない。そうなると、どういうことを考えますかと。まず、この技術をあな

たのビジネスにどう活かしていきますかというところからちゃんとディスカッションした

上で、例えば、産総研がどういう研究に取り組むなら受託でお金をいただける。場合によ

っては共同研究で一部、資金を負担いただけるということになるでしょうと。そういうこ

とをきっちり産業界と議論しながらやるのが目的です。そういうことをやってお金が入っ

てきたら、それはその部分の評価になりますよね。だからフェーズによって評価が違いま

す。色々な評価があるのですという議論です。だから、論文を書くなといっているのでは

ない。だけれども、のべつ幕なしに論文を書ければいいというものでもないです。だから、

そこはまさにフェーズがどういうことなのかというのを考えながらやる。 

 ちなみに、この議論の中でさらに派生的な問いが出てくるのは、いろいろな技術がある、

いろいろな研究者のタイプがある、いろいろな企業がある。そうなると個々には、やはり

１人の人がこの部分はこの技術をコアとして、例えば、もっと上流にさかのぼってメカニ

ズムを解明する。そうでないと安心して産業ができない。その部分は目的基礎でいい。た

だし、ここまで仕上がった技術は、そろそろ企業と一緒に何かものにすることを考えよう

と。同じネタでも左に行くのと右に行くのとあるので、それはうまくマネージしないとだ

めですよね。そこを余り十把一からげ式にやってはだめですから、各領域の責任者が非常

に責任重大になるということですよねと。まさしく本来の研究所の研究のマネジメントを
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やっていただきたいです。こういう議論です。 

 ３番目にありましたのは、特に産業ニーズを把握して研究内容を設定するとあるけれど

も、業界の企業のいうことだけ聞いていればいいのですかと。いやいや、よく考えてくだ

さいよと。企業は自分が足元で要る技術は自分でやっています。ただ、どうしてもここが

わからないから、ここは深掘りしてくれと産総研に期待する部分はある。あるいは、今、

自分のところは手いっぱいで、１年後、２年後、３年後、せいぜい５年後までの商売とビ

ジネスの流れは考えているけれども、10年後、何をやって食っていくのかというネタは欲

しいのですと。必ず百発百中で産総研だって研究できるわけではない。むしろ堤先生がい

われたように、アーリーステージになればなるほど確率は低くなるわけですから、いろい

ろなテーマが必要だと。 

 そうなったときに、企業が必要なのはまさしく今やっていないことです。企業と同じこ

とをやってもしようがないではないですか。将来、産業になるだろうと思うし、色々な形

で産業応用の仮説が立てられるけれども、今この瞬間は産業界で手がつかないテーマは、

こういうテーマがまず一義的に大事になるのではないですかというやりとりも各分野の企

画室長さんですとか領域の数十人おられる部門の長さんですとか、３、４ラウンドやりま

して、大分意思の疎通はよくなってきたかなと思いますが、やはり実際の現場で研究して

おられる方のことが一番大事ですから、さらにこういう努力をしていかないといけないし、

産総研のヘッドクオーターでもそういうことを非常に考えて仕事をしていただいていると

思います。 

 今後の産総研の仕事の具体的な進め方にあっては、この部会の先生方のご指摘は非常に

参考になりますし、私たちはそれを心して現場にフィードバックしながらやっていこうと

思っております。本当に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、最後の産総研部会の審議になりま

したけれども、これで終了とさせていただきます。皆様、長い間、本当にありがとうござ

いました。 

 

                             


