
第４回国立研究開発法人審議会 議事録 

 

１．日時：平成２８年１２月１３日（火）１４：００～１５：５５ 

２．場所：経済産業省別館１１階 １１０７各省庁共用会議室 

３．出席委員：野路部会長、遠藤委員、大薗委員、須藤委員 

４．議事次第： 

・国立研究開発法人産業技術総合研究所の第４期中長期目標の変更について 

５．議事概要： 

○野路部会長  それでは、定刻になりましたので開催させていただきます。 

 本日の進行を務めさせていただきます野路です。よろしくお願いします。 

 では、ただいまから国立研究開発法人審議会第４回産総研部会を開催いたします。 

 まずは、事務局から委員の出欠について報告をお願いします。 

○渡辺産総研室長  ありがとうございます。本日はよろしくお願いします。 

 本日は赤池委員がご欠席ですが、４名の部会委員がご出席です。よろしくお願いします。 

○野路部会長  まず、最初に、産業技術環境局の保坂審議官から一言ご挨拶をいただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

○保坂審議官  保坂でございます。年末のお忙しいところ、お集まりいただきまして大

変ありがとうございます。 

 産総研でございますけれども、本年10月に特定国立研究開発法人になりまして、発足し

てまだほやほやというところでございますけれども、我が国のイノベーションを担う機関

として、ほかの２つの研究開発法人とともに日本のイノベーションを引っ張っていってい

ただくということでございまして、新たな気持ちでまたやっていただけるということでご

ざいます。 

 第４期中期計画につきましては昨年から始まって２年目になったところでございまして、

この間、当初の３倍増という目標を掲げてやっているわけでございますけれども、いろい

ろ、日々いろいろな知恵を絞って頑張っていただいているところでありますが、今後の産

総研の発展のために皆さまの忌憚のないご意見を賜ればと思っております。よろしくお願

いいたします。 

○野路部会長  ありがとうございました。 

 引き続き、本日の資料について事務局から説明をお願いします。 



○渡辺産総研室長  ありがとうございます。お手元のｉＰａｄに資料が入っていますが、

議事次第に加えて、資料が１から５、参考資料が１と２、それから座席表です。不足して

いる場合には手を挙げてお知らせください。いかがでしょうか。 

○野路部会長   それでは、審議に入らせていただきます。 

 では、事務局から議事説明をお願いいたします。 

○渡辺産総研室長  本日の議題は、本年７月に開催した「第３回産総研部会」で産総研

の昨年度の業務実績の自己評価結果に対してご意見をいただいた際に議論となった民間資

金獲得に関するものです。具体的には、その対象範囲の見直しによる中長期目標の変更に

ついてご意見をいただきたいと思います。 

 産総研は昨年度から新たな５年間の中長期目標期間となり、組織を挙げて橋渡し機能の

強化を進めています。その活動を、より適切に評価するという観点からご意見をいただき

たいと思います。本日のご意見は、今後、総務省、財務省、内閣府などと調整の上、最終

的には経済産業大臣が決定するというプロセスで活用されます。中長期目標を変更する場

合には、来年４月から始まる平成29年度の目標と業務実績評価からの適用を考えています。 

 なお、本日の配付資料及び議事録は当省のホームページで公表することにしています。

あらかじめご承知ください。議事録については、公表前に各委員に内容を確認させていた

だきます。この点もあわせてよろしくお願いします。 

○野路部会長  それでは、早速、議題である産業技術総合研究所第４期中長期目標の変

更について、審議に入ります。 

 最初に、ポイントについて事務局からお願いいたします。 

○渡辺産総研室長  それでは、資料１をごらんください。「産業技術総合研究所第４期中

長期目標の変更について」の資料です。 

 まず、委員の皆さまにご意見をいただいた昨年度の産総研評価について、経済産業大臣

の評価が確定しましたのでご報告致します。１枚目の下に記載されていますが、全体の評

定は「Ｂ：着実に行った重要な取り組みや成果が認められる」となりました。 

 この背景ですが、２ポツに細かく記載されています。数値目標として掲げた「民間資金

の獲得額」、これについては難易度を「高」と位置づけ、その達成に向けてさまざまな体制

整備などを精力的に進めたものの、初年度である27年度においては、残念ながら、数値目

標に達しませんでした。一方で、論文など他の数値目標はおおむね達成し、数値目標以外

でも「世界で初めての成果」や「世界的な賞の受賞」など、非常に評価すべき成果があり



ました。加えて、産総研発の技術が民間企業で事業化されるなど産総研に期待される「橋

渡し」の役割を大きく果たした顕著な成果が複数認められ、今後の成果の創出への期待な

ども認められたということです。 

 昨年度評価に関する報告は以上です。 

 １枚めくってください。 

 ２ページですが、前回７月の部会での主要なご意見を左側にまとめています。その中で、

線で囲っている「産総研発ベンチャーへの民間企業等からの出資や共同研究企業からの産

総研への現物提供については、参考値ではなく民間資金獲得額として認めるべき」という

ご意見、それから「参考値については本来であれば十分評価すべき軸かもしれないが、期

の途中で評価軸を変えることはガバナンス上も良くない」というご意見がありました。本

日は、この２つのご意見に関して、具体的には、産総研発ベンチャーへの出資額、及び現

物出資という産総研が評価の際に提示した参考値を、来年度から評価指標として認めるこ

とが適当かどうかについて、ご意見をいただきたく思っています。 

 ３ページをごらんください。前回７月の部会で、産総研のプレゼン資料の中にあったも

のです。平成27年の目標値は64.4億円ですが、実績値は53.2億円で達成率は82.6％でした。

これに参考値である現物出資とベンチャーへの資金提供を加えると一番右の下の70.8億円

となり、目標値である64.4億円を超えるというプレゼンテーションがありました。なお、

本年の大臣評価プロセスでは、これはあくまでも参考値ということで扱っています。 

 ４ページ目をごらんください。今回の案です。 

 現状は、産総研の資金獲得は、民間からの「受託研究収入」、「共同研究収入」、「知財収

入」の３つのみという定義をしています。ほかの収入、ほかのお金のやりとりがあっても

カウントしないかたちになっています。そこで①をごらんください。変更案の①は、共同

研究収入に「研究設備の現物譲渡」を含めるというものです。それから、②をごらんくだ

さい、変更案の②は、産総研技術移転ベンチャーに関する民間からの出資額を別途新たな

目標として設定するというものです。 

 １つ目の、共同研究における研究装置の提供ですが、再度４ページの①をごらんくださ

い。産総研は橋渡し強化に全力を投入して活動しています。その際、民間からの資金獲得

額を３倍以上に増やすという目標の下で、装置提供型であっても区別なく、事業化に向け

た共同研究を増やすべく取り組んでいるのですが、その取組が現状では評価されていませ

ん。資金提供型共同研究においても、一般的には民間企業から提供される資金は研究装置



の購入にも使用されるので、装置提供型として民間企業から研究装置の提供があった場合

も、きちんとその分の取組を評価するように考えていくということが１点目です。 

 それから、２点目の産総研発技術移転ベンチャーへの出資についてです。産総研が企業

と共同研究を進めたものの、最終的に共同研究先企業の判断として、研究結果の事業化が

選択されず技術が世に出なくなるという場合があります。しかし、そのような場合でも、

他の民間企業からの出資を得て事業化が可能な場合があり、産総研では技術を事業化させ

るという目的を進めるために産総研技術移転ベンチャーを作るというケースもあります。

さらに、産総研は、これに対する支援の取組を強化しており、これも評価するように考え

るということです。ただし、ベンチャー企業への出資は産総研自体に対する出資ではない

ので、①とは別に目標を立てるということが適当ではないかと考えています。 

 ５ページ目をごらんください。 

 具体的に、「民間からの資金獲得額」の対象に、譲渡された機器、設備を含めることを考

える際に、これまでどのようなもの譲渡されたのかということですが、大型昇華炉、測定

装置、こういった数百万円から数千万円のものが主となっています。ただし、去年は６イ

ンチライン装置一式ということでこれまでとは桁が違うものがありました。産総研の努力

の結果でもあるのですけれども、このようなものは非常にまれであると聞いています。 

 これらを評価額として示すと、その下の表をごらんください。23年度、24年度、25年度、

億円単位で並べると表のとおりになります。億円には達しない規模ですので、これを今ま

での収入額に加えて23年から25年の平均の３倍という目標を新たに作り直しても、最終年

度の138億円以上という目標額は変わりません。これが１つ目です。 

 それから、産総研発ベンチャーに対する民間からの出資額に関してですが、まず産総研

発ベンチャーの数は、23年度から表にある社数が毎年設立され、累計認定企業数は130社ほ

どです。そのうちＩＰＯした企業は１社、Ｍ＆Ａされた企業も数社あり、加えて、廃業し

た企業、既に産総研の技術を使っていない企業などもあり、そのような企業を除くと、大

体60社から80社ぐらいが、現在、産総研発ベンチャーとして産総研がグリップしている企

業であると聞いています。これらの企業を対象にして、民間からいくらの出資を受けたか

ということを指標にしたいと思っています。23年から25年の実績を並べると、0.6億円から

5.8億円の額を毎年受けています。これを同じく23年から25年の平均の３倍ということで、

最終年度で９億円以上という目標を設定したいと思っています。 

 次のページをごらんください。 



 これらを中長期目標にどのように書き込むかということですが、左側にある中長期目標

の現在の記述を右側のように書きかえるのが当方の案です。 

 まず、青い部分が目標の本文ですが、文章の前半で資金獲得額に現物譲渡を入れ込みま

す。現物譲渡とはここには明示的には記載しませんが、注に入れる形式で書き込みます。

３行目以降がベンチャーの部分です。産総研が認定したベンチャーに対する民間からの出

資額を３億円の３倍の９億円以上とすることを最も重要な目標とすると記載します。 

 下側の白い部分をごらんください。これが注の記述です。 

 「受託収入等の過去３年の平均は46億円」という箇所の３行目に「研究設備の現物譲渡

を含む」と、ここに現物譲渡を書き込みます。 

 ベンチャーについては２つ目のポツで、産総研発ベンチャーを「産総研の技術を元に起

業した企業であり、産総研から「産総研技術移転ベンチャー」としての認定を受け、引き

続き産総研の支援を受けている企業に限る」とし、かつ、「ＩＰＯや買収、子会社化等を経

て、既に産総研の支援を受けていない企業は除く」とします。これにより、１回目のＩＰ

ＯやＭ＆Ａまでは対象にしますが、そこから先はもう産総研の手を離れてしまうので含め

ないこととしています。 

 ７ページは、これを目標の別表にどう書き込むかです。赤字が変更点です。評価指標に

ある「民間からの資金獲得額」については、あらためて「現物を入れ込む」と書かなくて

も、このまま読みかえるとし、ベンチャーの部分は一番下に「産総研発技術移転ベンチャ

ーへの支援強化が図られているか」という評価軸を加え、「民間からの出資額」を具体的な

評価指標とする形での変更を考えています。 

 説明は以上です。 

○野路部会長  ありがとうございます。 

 それでは、ベンチャー支援の取り組みなど、補足説明を産総研からお願いいたします。 

○安永理事  産総研の企画担当理事の安永でございます。 

 資料４をごらんいただけますでしょうか。 

 「中長期目標変更に係る産総研の取り組み」ということで、２点ご説明申し上げます。 

 最初は、先ほど渡辺室長からお話のありました、民間企業からの装置、現物提供型の研

究の状況、２番目が産総研発ベンチャー支援の取り組みの状況でございます。 

 まず、このお手元の資料の２ページを、ごらんいただきます。 

 民間企業からの装置提供型の大型研究の状況でございます。ここにございますように、



過去５年間をみますと、多いときで４社、少ないときで３社程度の企業から現物で装置の

提供を受けておりまして、これを共同研究に使っております。 

 それで、この装置の価額の件なのですけれども、下の枠の中にございますように、当然

ながら新品のものは新品の価格なのですけれども、企業からある一定程度使った後の中古

品でいただいた場合には、残存する簿価を独法の会計基準に則って算定をしております。

例えば、昨年度、６億円程度のシリコンカーバイドの半導体のプロセスライン、６インチ

ライン一式を現物で提供いただいておりますが、これも購入時の価格でいくと大体三十数

億円のものでございます。税法に従ってきちんと価格を算定いたしますと６億円になった

と、こういうことでございます。また、会計規程は、これは経済産業大臣認可の業務方法

書に基づいておりますとともに、総務省さんが、これは独法全体の会計基準というのを横

並びで定めておりますが、それに基づいてやっております。 

 それから、次のページをごらんいただきますと、３ページ目、これが実際ＴＩＡに入り

ました非常に大型の６インチのシリコンカーバイドのウエハーの製造ラインでございます。

今まで、シリコンカーバイドにつきましては、つくばの中で、３インチ及び４インチのラ

インで研究をやっておりました。この３インチ、４インチの技術を６インチのラインに移

して、企業さんと一緒にプロセスの研究開発をやっているところでございます。ウエハー

を大きくしますといろいろな技術的な課題が出てきますので、それをどんどんつぶして歩

どまりを上げていく、品質を上げていくと、こういうことでございます。 

 それから、その次に、ベンチャー支援の取り組みでございます。 

 お手元に、もう一つ、「TECH Meets BUSINESS in AIST」という、こういう資料をお配り

しております。この中には、産総研発ベンチャーで、全部の会社を書けませんので、最近、

我々一押しのベンチャー企業をそれぞれパンフレット１枚ずつ、１社１枚入れております。

是非ごらんいただければと思います。 

 まず、産総研技術移転ベンチャー、我々は通称「産総研発ベンチャー」と呼んでいます

が、これはどういう企業かと申しますと、４ページにございますように、「産総研の研究成

果を活用した事業を行い、実施に必要な技術開発体制を有する法人」ということでござい

ますので、単に売っているだけ、技術商社みたいなものは当然入らないわけでございます。 

 それから、「次に掲げるいずれかに該当する法人」ということで、発明をした研究者が出

資をしているか、あるいは役員や従業員であるか、あるいは共同研究の結果、その研究成

果を活用しているか、このどれかだと。それから、原則として設立した日から５年以内の



新しい会社であると。こういう条件を全て満たすものが産総研発ベンチャーに認定をされ

ております。 

 それから、５ページでございますが、このグラフをごらんいただきますと、今まで累計

で133社ございますが、表にございますように廃業したものが20社ございます。ただ、16

社は何らかの形でほかの会社の子会社になったり、あるいは事業譲渡をしたり、吸収合併

をされたりしております。今もベンチャー会社として活動中のものが97社でございます。

比較的生存率としては高い方ではないかと我々は思っております。 

 本日は詳しくご説明できませんが、６ページに「近年注目される産総研発ベンチャー」

ということで、この２～３年、比較的大きな出資金を民間から出していただき、なおかつ

ビジネス面でも大きな展開をしつつあるところを書いてございます。ごらんいただきます

とおわかりのように、一時期、例えば2000年初頭のベンチャーブームのときには、これは

日本全体としてみたときにもＩＴ系のソフトのベンチャーが多かったわけですが、ごらん

いただきますとおわかりのように、結構ものづくり系が多いのです。もちろん工場をもっ

ている会社とファブレス的に設計・開発をやっている会社はございますが、結構ものを売

っているという会社が多くございます。 

 それから、次でございます。７ページ、８ページ目。 

 では、産総研はベンチャーにどういう支援をしているのだということでございます。ベ

ンチャー創出のためのタスクフォースを作って支援をする、チームで支援をするというの

が基本でございます。 

 ８ページにございますように、産総研は研究者の集団でございますので、経営者にふさ

わしい方がおられません。例外的にそういう方もおられるのですが、基本的には研究者だ

ということで、社長さんの役をやっておられる方はやっぱり外から来てもらわなければい

けないということで、ここに書いてございますように「スタートアップ・アドバイザー」

という方、これは主に産業界出身の方を雇っており、今６人おられます。そういった方は

大体ハンズオンでこのベンチャーを作りたいところの指導をしていただいて、大体ＣＥＯ

になられる。そして、産総研の研究者、発明者は大体においてＣＴＯとして会社に参画を

すると、こういうケースが多くございます。 

 それから、９ページでございますが、ではどういう具体的な支援をしているのというこ

とになりますと、やはり知財は産総研の知財を使うわけでございますが、一部譲渡もござ

いますし、多くは独占実施権を許諾すると。その際に、契約の一時金を免除して、なるべ



くローコストで産総研の知財が使えるようにと。こういう支援を今受けておりますのが16

社、延べ23社ございます。 

 それから、産総研の製造設備や計測・評価設備、こういったものをほかの大企業などが

使う場合と比べますと、75％減額、つまり４分の１の値段で使えると。今、28年度は13社

ほど使っていただいております。 

 また、右下にありますように、産総研の中に事務所を置く、本店登記をするということ

も可能でございますので、こういった意味でも非常にローコストで起業ができるというこ

とでございます。 

 また、ベンチャーの支援部隊は、実は、ヘッドはご自分も大学発の成果を起業化したご

経験をおもちの人間が務めておりまして、右の写真の下にありますように、マッチングイ

ベントということで、パートナー企業ですとか銀行やベンチャーキャピタルの方々と、大

体年間18回とか22回とか、こういった形でマッチングイベントをやりながらその出資を具

体的に形づくるということ、こういうことをやっております。 

 最後に、11ページにまとめてございます。いわゆるチームとして支援をして、我々は「コ

ンシェルジュ」と呼んでいるのですが、それぞれの案件ごとにきめ細かに支援をやると。

それから、先ほどの知財関係の経費ですとか、設備利用のところでも経費の減免をすると。

それから、広報の支援などもやって、積極的に推進をしようとしているということが我々

のベンチャーの支援措置でございます。 

 私からはまず以上でございます。 

○野路部会長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのベンチャー支援の話と評価の変更について、ご意見をいただけれ

ばと思います。 

 では、須藤委員、お願いします。 

○須藤委員  ありがとうございました。結論から申し上げますと、評価のやり方を変え

るという、この２ページの黄色のところなのですけれども、私はこれでいいと思います。

賛成でございます。まず、設備として民間から来たものというのは非常に重要な資金だと

思いますので、これをちゃんと民間からの投資とみるのが妥当だろうと思っていますので、

これでいいと思います。 

 それから、ベンチャーについては別枠でやるというのもいいと思います。一緒にしてし

まうとごちゃごちゃしますので、このやり方でいいと思います。 



 その上で、３ページの表で、参考値というのが今回の議論のところだと思うのですけれ

ども、６インチラインの６億円近い金額は、この３ページだとどこに入っているのかよく

わからないのですけれども。ナノとかエレクトロニクスのところではないかなと思ってみ

ているのですが……。 

○安永理事  いえ、これは、エネルギー・環境のところでございます。パワーエレクト

ロニクスがエネルギー部門なものですから。すみません、ここは混ぜてしまっているので

すが、合計で17.6となっている中の一番上の部分の６が、これが設備でございます。 

○須藤委員  ああ、そうですか。わかりました。 

 これを評価にしたときに、近い将来大型の設備が民間から来るような現在の計画、予想

というのはあるのでしょうか。 

○安永理事  これは、まだ、これぐらい大型のものというのは、まだ具体的な話はござ

いませんけれども、今年度ももう数千万円規模の装置の現物提供というのが行われており

ますので、かなり出てくるのではないかと思っております。と申しますのも、民間企業さ

んとの関係で、かなり大型の共同研究の仕組み、冠ラボと呼んでいるものを始めました。

あれはかなり大きな資金、具体的にいいますと年間１億円以上の資金を使っていただくと

いうことになっていますが、こういったものの中で、ではその設備でどうですかという話

も、今水面下ではぽつぽつと出始めているというふうに聞いていますので、かなり出てく

るのではないかと思います。 

○須藤委員  その上で、これから先の計画を立てるときに、本当はお金として入ってく

る場合と、こういった設備で入ってくる場合、ごちゃごちゃに計画を立てないで、設備と

してどれぐらいのものが来年、再来年と入ってくるのだろうかと、そういうところも少し

きめ細やかに予想を作るべきではないかというふうに思います。 

○中鉢理事長  それはなかなか難しいと思います。設備提供はいわばお布施のようなも

のですが、お布施の計画を作るというのはなかなか難しいです。ただいま安永理事から話

がありましたように、数千万円規模のものでも、産学連携という観点からいうと設備提供

の機運は高まってきているように思います。ただ、ある企業が設備を提供したからといっ

て、その設備を自社企業の占有物だという認識はやめてもらいたいということをいってお

ります。Ａという企業によるＡの設備ではなく、Ａという企業によるみんなのための設備

なのだということを浸透させていくと、これからもこういうことが進んでいくのだと思い

ます。 



○大薗委員  私も、この２点については基本的に賛成でございます。 

 設備の点につきましては、お金というのはもうそのものだけで価値があるわけで、疑う

余地もないわけですが、設備ですと少しガバナンス的に目を配らなければならないかなと

思います。その２点、多分、価値の査定と、それから本当に使われるものであるのかとい

う点があると思います。 

 まず、１点目の価値の査定につきましては、細かくご説明をいただきましたので、そこ

は十分に整備されているかなという印象を受けました。 

 ２点目の、使うべきものであると。つまり、ものだけ使わないのに受け取って、達成率

を上げるのではないかと。そういう性悪説に立ってガバナンスを考えるのであれば、これ

は実際に研究に必要で使われているものであるということをモニタリングすることが必要

ではないかなというふうに思います。もちろん、受け入れてみて、研究の方向性が変わっ

たりと、使われなくなるということは将来的にはあるかと思いますが、何らかの一つモニ

タリングプロセスをかませることがよろしいのではないかというふうに思いました。 

 ベンチャーの方なのですが、この出資金額はいいのですが、一つ非常に単純な疑問をも

ちましたのは、出資を受けた企業数というのは目標になさらないのか。それは何故なのか

と。単純に考えますと、出資金額の目的のみでありますと、大型のものを狙っていく傾向

がひょっとして強まらないか。例えば、余りお金が要らないけれどもすぐれたベンチャー

というのはたくさんあり得るわけで、そうすると数字における目標に余り貢献しないので、

目配りが足りなくなったり、応援が得られなくなるというような心配がないか。例えば、

企業数と両方の目標が立っておれば、小口の小さな、余り資金を必要としないようなベン

チャーも十分そこで貢献することができるのではないかという印象をもちますので、こち

らについては多分それ以外にもプロコンがあるのかもしれませんが、お考えを伺えればと

いうふうに思いました。 

 最後は大変細かい点なのですが、この表のところで、５ページのⅡの２番の「産総研発

ベンチャー企業数」の表なのですが、ご説明のときには60から80ぐらい今生きている企業

があるというご説明もございました。あと、別のところでは97というような数字もあった

かと思うのですが、この数字をみていると、累計企業数があって、ＩＰＯがあって、廃業

があって、これを引くともっと多く残ってしまいますので、ちょっとこの、もし例えば企

業数を指標にする、あるいは企業当たりの出資額みたいなものをみていくとすると、今対

象になり得る企業数が幾つなのかというのは一つ重要なリファレンスポイントになると思



いますので、そこのところは少しわかりにくいかなというふうに思いました。 

 以上でございます。 

○安永理事  今、３点ご指摘をいただきましたので、まず我々の考え方を申し上げます

と、第１の装置の点は、これは我々が実は一番懸念をしているところでございまして、極

端にいうと、例えば共同研究で企業さんから持ち込んでいただいた装置、共同研究が終わ

ったらもう使わないとします。だけど、もう使わないから置いていくよねと、こういうふ

うになると我々も非常に困ったことになります。というのは、やっぱり管理のスペースと

いうのもコストなわけですね。我々は、共同研究で使うという裏打ちがないとカウントし

ない。変な言い方ですが、がらくた置き場になるのはよくないと。これはまさしく公的研

究機関として、その分ほかの研究のチャンスをクラウドアウトしていることになりますの

で、それはもう、共同研究で使うのだという裏打ちがあるものしかカウントしないという

のが１点でございます。 

 それから、第２点のベンチャー企業数につきまして、基本的に、ベンチャーの起業した

数などを目標数値にすることは、我々としてはなかなかアンビバレントだと思っておりま

す。というのは、物すごく率直に申し上げますと、産総研発ベンチャーに比較的大きなお

金が入るようになったのはここ数年なのですね。我々としては実は、１社30億円、50億円、

入ってほしいなと今でも思っているわけなのです。結構担当者は、「これ、安永さん、30

億円いきますよ」と、こういう話がいつもありまして、「おお、そうか、そうか」と。我々

は決してお金もうけをすることが目的の法人ではございませんので、いたずらに大きなも

のだけを追いかけるという姿勢はとるべきでないと思っておりますけれども、やはり大き

なものは大きく、それから、小さくても一定のビジネスになるものは小さくというふうに

思っております。ただ、このときに、企業の数をそのまま目標値にしますと、お前300万円

出してベンチャー作れといった話になるのではないかと思っております。トータルのベン

チャーの支援状況というのをモニタリングする中で、何社ぐらいできたかなということを

いうことに意味があるのではないか。ただ、目標を、今年３社だから３年間で３倍の９社

か10社というふうにするのは若干抵抗がございます。 

 ３番目の、今対象となる企業ですが、これは一言で申し上げまして、今この瞬間、例え

ば知財の移転契約を結んでいる、すなわち、それでまさしくものを作って稼ごうとしてい

る。ないしは、今共同研究をやって、まさしく技術を一緒に作っているというところは堂々

と評価の対象になる。それが終わってしまったものはなかなか対象としがたいなと思って



おりますので、評価対象となる産総研発ベンチャー企業を全部合わせると60～70社ですか

ね。――ということになるのだと思います。確かに、今まで出来て生きているのは97社あ

るのですが、今も産総研の技術を継続して使い続けようとしている、ないしはそれを世に

出そうとしてブラッシュアップしようとしているという企業が、まさにこういう対象にな

るのだと思います。 

 以上でございます。 

○野路部会長  ありがとうございました。 

 では、遠藤委員、お願いします。 

○遠藤委員  ありがとうございます。大きな目標としては、橋渡しによって、産総研と

企業や大学とのいろいろな連携によって大きな成果を出していくということですから、こ

のような目標の変更がガバナンスやマネジメントに非常によいということであれば、積極

的に行うべきだというふうに思います。特に産総研ベンチャーによっては資金調達につい

ても産総研側の尽力を必要とするということで、インセンティブにもなるかもしれません。

この変更については賛成でございます。 

 ただし、１点だけ申し上げますと、受託研究収入とか共同研究収入とか知財収入はＰ／

Ｌに立つ項目ですけれども、現物資産の提供ということになると、その後の減価償却がＰ

／Ｌ上に載るという理解があります。年度の業績を判断する目標として掲げるのは若干違

和感があります。ただ、これを目標に掲げて営みを前進させていくという意味においては、

非常によい試みではないかと思います。 

 以上です。 

○野路部会長  ありがとうございました。 

○中鉢理事長  どうでしょうか。現金で設備購入をすれば同じことではないかと考えま

す。 

○遠藤委員  特別利益とも考えられますね。 

○中鉢理事長  議論があるところだとは思いますけれども、我々からみると、外部から

の資金提供として考えた方が整理しやすいということです。おっしゃる心配はよくわかり

ますが、根本的に違うのではないかと思います。 

○野路部会長  よろしいですか。 

○遠藤委員  はい。 

○野路部会長  では、私からも一言。 



 現物出資について、私は賛成です。積極的にやった方がいいと思います。この間、東北

大に行ってきたのですけれども、ＭＥＭＳの研究所を訪問しました。産学連携の取り組み

をいろいろ伺ったのですが、結局一番困っているのは半導体の試作設備がないことです。

半導体をやっている会社が非常に少なくなってしまって、どこの会社も試作のラインを全

部つぶしてしまっていて、ラインがなくて試作を作れないために研究が滞っている。ＭＥ

ＭＳは代表例らしいですよね。ですから、やっぱりある程度の量産ラインを、半導体なん

かは特にそうですけれども、持っていないとなかなか試作を作れないということがあって、

産総研の設備の開放など、私はぜひ積極的に必要だと思っています。 

 分野が違うのですけれども、化学分野も同じではないかと思うんですよね。化学も、試

作用のプラントをもっていないとなかなか新しい試作品を作れないという事情があって、

ここら辺も、お金がかかるのでしょうけれども、何か小型で小さい化学関係のプラントな

んかを積極的にもっている方がむしろ研究に物すごく役に立つ。ただ現物をもらうという

意味ではなくて、須藤委員も述べられたように、私はニーズがあるのだろうと思いますの

で、計画的に取組んでもらった方がいいと思います。 

○中鉢理事長  全くそのとおりだと思います。産総研では、例えば有機ＥＬのラインや

リチウムイオン電池のラインがありますが、残念なのは、そのような設備があることがな

かなか知られていないということです。私どもの広報の努力不足もありますが、皆さんで

そういうことを共有していただければ、多少なりとも我が国の自前主義からの脱皮に貢献

できるのではないかと思います。広報も万端整えますので、ぜひ利用していただきたいと

思います。 

○野路部会長  それでは、ほかにございませんか。よろしいですか。 

○大薗委員  これはちょっと、この審議していることとは直接関係ないのですが、資料

４でスタートアップ・アドバイザーの参画というお話がございまして、産総研の方は技術

者なので経営者が必要だということで、企業ＯＢの方にここでご活躍いただいているとい

う大変心強いご案内だったのですが、企業の中でも事業を立ち上げた経験のある方という

のはなかなか貴重な存在で、これをうまくみつけられているのか、これがボトルネックに

なり得るというところで、老婆心ながら心配をしております。スタートアップのところの

ユニットのリーダーの方は企業で実際に技術を事業化なされたご経験があるということで、

どういう人材が合っているのか、いないのかというようなご判断をその方はおできになる

と思うので、ハイアーした後のモニタリングですとかというのは、多分中でそういった能



力があるのだと思うのですが、そちらの辺は順調に進んでおられるのでしょうか。 

○中鉢理事長  それは、その結果がどうかということではないでしょうか。 

○大薗委員  結果が出るか。 

○中鉢理事長  これは遠藤委員が詳しいと思いますけれども、企業の中でも、ある人材

が的確かどうかというのは、なかなかわかりません。時代を経てまた評価されるというケ

ースもあります。これはもっと先生のご意見などを聞かせていただきたいと思いますが、

私どもは全力を尽くしてふさわしい人を選んでいるということです。もちろん、今紹介が

あった２～３の例というのは、いろいろ事業経験をもっておられて、シニアな方が多いで

すが、若い方も非常によく長けている人がいるとみております。もう少し長い目でみてい

ただけたらと思います。 

○瀬戸理事  確かに、スタートアップ・アドバイザーは、探すというところが一番悩ま

しいところですね。いろいろな人づてを使って我々は採用しているのですけれども、最長

３年、産総研の中でやってくれます。中には途中でやめていただく方もいますし、途中で

自らやめてベンチャーを立ててどんどん出ていく人と両方います。また、そこは運用とい

うか、やり方の中でいろいろ、担当部署としても、スタートアップ・アドバイザーに対し

てこうやった方がいいんじゃないですかみたいなことも言ってやったり、活動の上で何が

不足しているんですかみたいなことを聞いてやりながら、それをもとに我々としての仕組

みを変えていることもあります。だから、双方でうまくシナジーしないと、ＳＡだけに任

せっきりということではないということです。 

○大薗委員  環境も。 

○瀬戸理事  環境もそうです。 

○野路部会長  よろしいですか。 

○大薗委員  はい。ありがとうございました。 

○野路部会長  では、ほかにございませんか。 

 それでは、ただいま委員から多くのご意見をいただきました。ありがとうございます。

一応本議題については審議を終了いたしたいと思います。 

 頂戴したご意見につきましては、事務局にて概要をとりまとめまして、事前に内容をご

確認の上、とりまとめを行いたいと思います。 

 なお、本変更につきましては、現在並行して総務省、財務省、内閣府との協議を行って

おりまして、原案からもし修正される可能性がある場合は、その際、修正等による内容の



変更も、軽微な範囲内であれば、軽微というのも難しいでしょうけれども、私にご一任い

ただければありがたいと思いますが、よろしいでしょうか。――ありがとうございます。 

 それでは、これにてその議題を終わります。 

 それでは、何か連絡事項、事務局からありますか。 

○渡辺産総研室長  本日はありがとうございました。本日のご意見、それから議事録は、

事務局でとりまとめ、議事録については各委員に後日ご確認いただく手順を踏んだうえで

公開となりますので、よろしくお願いします。 

 本日のご意見をまとめたものは、最終的に本件に関する審議会の答申として経済産業大

臣に報告されることになります。どうもありがとうございました。 

○野路部会長  ありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 


