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産業構造審議会 産業技術環境分科会 

研究開発・イノベーション小委員会 第３回若手ワーキンググループ 議事録 

 

■日時：令和２年７月２８日（火）１６時００分～１８時００分 

■場所：オンライン開催（Webex） 

■出席者：塩瀬座長、宇井委員、大下委員、小野委員、小野塚委員、加藤委員、 

千野委員、林委員、松久委員、水口委員 

■議題： 

１．ベンチャー投資を手控えない大企業 

２．博士を活かすマネジメント 

３．大学と企業の win-win な産学連携 

 

■議事録 

○事務局（中村）  それでは、定刻になりましたので、ただいまより産業構造審議会

産業技術環境分科会研究開発・イノベーション小委員会の若手ワーキンググループの第

３回目を開催します。 

 まずは、座長の塩瀬隆之様から一言御挨拶いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○塩瀬座長  皆様、こんにちは。京都大学の塩瀬です。 

 第３回のワーキンググループとなりました。このたびは、事務局の大変な御尽力によ

り、この第３回から大幅に会議インフラを変えたこともありまして、新しいこともでき

るのと同時に、少し不安定に見えるかもしれないですけれども、頑張ってまいりたいと

思います。 

 このおかげで、審議会の途中に擬似的なブレークアウトルームという分科会的なもの

をすることによって、特に若手の議員の皆さんにたくさん活発な議論をしていただきた

いと思っております。このような新しいシステムを供与くださった産業技術環境局もそ

うですし、お忙しい御公務の合間を縫って、この若手委員の言葉に耳を傾けてくださる

牧原副大臣も含め、ありがとうございます。多くの論点を見いだせるように頑張りたい

と思います。 
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 以上です。よろしくお願いします。 

○事務局（中村）  ありがとうございました。 

 続きまして、牧原秀樹経済産業副大臣より一言御挨拶いただきます。牧原副大臣、よ

ろしくお願いいたします。 

○牧原経済産業副大臣  改めまして、こんにちは。もう第３回目となりまして、塩瀬

座長をはじめ、メンバーの皆様には感謝を申し上げますとともに、毎回活発な御議論を

いただいて、私も楽しみに参加をさせていただいております。今日は、今お話があった

ように３つの分科会に分かれて、テーマごとに大変大切な話題を論じていただくという

ことで、また一層楽しみにしているところです。 

 御承知のとおり、コロナの流行が、第２波と呼ぶかどうかは別として、また感染者の

数としては増えているという状況でありますけれども、他方で、ワクチンの開発とか、

会議システムとか、あるいはオンラインのいろいろな申請とか、このようなところにお

いて、日本はすごく進んでいるようでいて、技術的にもノウハウ的にもなかなか進んで

いないと、もどかしいところがたくさんございます。改めてこのコロナを機に、日本社

会が大きく変わって発展するような、そういう原動力、力が今こそ必要とされているな

と、毎日毎日つくづく思うところです。ぜひこの若手のワーキンググループがそんな存

在になってくれることを改めて御期待申し上げるところでございます。今日もどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○事務局（中村）  ありがとうございました。 

 続きまして、産業技術環境局の萩原大臣官房審議官より一言御挨拶いただきます。萩

原審議官、よろしくお願いいたします。 

○萩原大臣官房審議官  渡邊の後任で着任しました萩原と申します。初めまして。お

疲れさまです、皆さん。それから、３回連続で牧原副大臣も御参加いただきまして、あ

りがとうございます。 

 今回、３つのテーマについて話していただくということで、どれも、誰もが一言持っ

ていそうな、非常に面白いテーマだと思いますので、かんかんがくがくの議論をしてい

ただきまして、そこから論点を抽出して上げていくのが我々の役目だと思っていますの

で、皆さんうまくフュージョンを起こして、化学反応を起こしていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 
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○事務局（中村）  ありがとうございました。 

 なお、山下局長は所用のため、遅れて参加の予定となっております。 

 それでは、本ワーキンググループの出欠確認をさせていただきます。総委員数は10名

でございます。本日は10名の委員に御出席いただいておりますので、定足数である過半

数に達しておりますので、その旨御報告させていただきます。 

 それでは、以降の議事進行は塩瀬座長にお願いいたします。よろしくお願いします。 

○塩瀬座長  ありがとうございました。まず初めに、資料の確認と本日の議事次第に

ついて、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（中村）  再び事務局でございます。 

 まずは、資料についてでございますが、本日もペーパーレスで行います。事前に会議

資料として議事次第と資料１と２をお送りさせていただいておりますので、御確認いた

だけたらと思います。 

 続きまして、本日の議事次第についてでございますが、本日の議事は、次第に書いて

あるとおり、３つの議題がございます。１つがＡの「ベンチャー投資を手控えない大企

業」、２つ目のＢが「博士を活かすマネジメント」、３つ目のＣが「大学と企業のｗｉｎ

―ｗｉｎな産学連携」、以上の３つを用意しております。 

 次に、議論の方法でございますが、これまで過去２回、全員で順に追って委員の方か

らコメントいただいておりますが、今回、一人一人の発言時間を多く取って議論を深め

ていただきたく、３テーマ、３分科会と先ほどから言っておりますけれども、３分科会

に分けて議論を行いたいと思います。 

 そして、今回もこのようにオンラインでの開催となります。全体の議論の際は、左の

隅にマイクがあると思うのですけれども、御自身が発言するときだけマイクをオンにし

ていただき、それ以外のときはマイクをオフに、ミュートにしていただきますようお願

いいたします。 

 テーマに分かれての議論の際はマイクをオンにして、ぜひ積極的な御発言をいただけ

たらと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○塩瀬座長  ありがとうございました。 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。今回のワーキンググループでは、事前に
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委員の皆さんとお話しした問題意識を基に、事務局とすり合わせをしまして、テーマを

次の３つに絞りました。 

 １つ目は、ベンチャー投資を手控えない大企業とはどういったものか、Ｂ、２つ目は、

博士を活かすマネジメントとはどのようなものか、３つ目、Ｃとして、大学と企業のｗ

ｉｎ―ｗｉｎな産学連携とはどういうものか、この３つについて議論したいと思ってい

ます。 

 ３つの議題を欲張りにやりますので、時間として３分の１になりそうなところを、３

倍、そのままやりたいと思っていますので、３つの分科会形式を取りたいと思います。

皆さんがふだんお仕事されている中で感じられているような違和感、もっとこうなった

らいいのにという若手の率直な御意見をたくさんぶつけていただきたいと思っておりま

す。 

 本日の流れとしましては、今、画面共有させていただいておりますけれども、簡潔に

述べるならば、３つに分かれて、もう一度真ん中に戻ってきて、それを２回繰り返す。

一個一個30分ずつ議論したいと思っていますので、じっくりと御議論いただきまして、

全体共有というようにさせていただきます。 

 本日の流れ、各テーマに分かれて30分議論し、これを１セットとします。前半は、課

題を捉える多様な観点を可能な限り増やすことに注力いただきたいと思っていますので、

あまりまとめを急がれなくて結構です。後半は課題に対する施策の候補を前広に検討い

ただきたいと考えております。 

 グループ分けについて御説明します。敬称略で失礼いたしますが、Ａは、宇井、大下、

小野塚の３名、Ｂは、林、加藤、水口の３名、Ｃは、千野、小野、松久のお三方ずつで

お願いしたいと考えています。 

 それぞれのグループで、宇井さん、林さん、千野さんの３名にはサブリーダーをお願

いしたいと考えておりまして、30分後に全体に戻ったときに、それぞれのサブグループ

の中でどんな論点があったか、共有をお願いいたします。ここでサブリーダーといいま

しても、最初にしゃべり始めて、最後にもう一回しゃべる役と、それだけ思っていただ

ければと思います。私自身もそれぞれのグループに入るように、今日は３台パソコンを

立ち上げていまして、３方向、顔をみながら移動したいと思っています。ヘッドホンマ

イクも３個用意しているのですけれども、時々、音の調子がどっちでしゃべっているか
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分からないので、そのグループに向かってしゃべってなさそうだったら無視していただ

いて、しっかりとそれぞれのグループに追いついていきたいと思っております。 

 各グループには事務局から１人ずつ入っていただいて、極力論点をチャットに文字と

して表していただくようにしてサブリーダーを支えるようにしますので、サブリーダー

の方々はチャットの論点などを御参考いただきながら、まとめに向かっていただけたら

と思います。 

 まず、前半の議論としましては、課題を考える上で、テーマごとにこのような問いを

用意しています。Ａ、ベンチャーに成長リソースを投資できるような大企業と手控えて

しまう大企業にどのような違いがあるのか。この点について御議論いただきたいと思い

ます。Ｂについては、博士の力が活きるような仕事と、それが埋もれてしまうような仕

事の違いはどのようなものか。Ｃとしまして、成果を上げられるような産学連携と、時

のバズワードに流されてしまう産学連携はどのように違うのか。３つとも大切なテーマ

だとは思うのですけれども、それぞれ御専門に近いところで御議論いただきたいと思っ

ています。 

 それでは、各テーマに分かれて議論に入ってください。テーマＡの方はこの、今全体

会議をしているＷｅｂｅｘのまま議論を続けてください。テーマＢとＣの方は、一度こ

の会議を抜けていただくことになりますけれども、事前に事務局から用意していますＷ

ｅｂｅｘのＢとＣのルームにそれぞれ入り直しをお願いいたします。私自身も３テーマ

順番に移動いたします。 

 時間としまして４時40分を目指しておりますので、25分となりますけれども、４時40

分になりましたら、一度全体のミーティングのほうに戻ってくるようにしてください。 

 それから、ＹｏｕＴｕｂｅで傍聴されている方には、このままテーマＡについて配信

が続きます。テーマＢとＣの概要につきましては、全体に戻ってきたときに報告を一部

共有させていただきます。その内容と、後ほど議事概要、議事録に関しては公開をさせ

ていただきますので、そちらで御参考いただけたらと思います。 

 それでは、各委員の方、ＢとＣの方につきましては一度退室いただいて、ＢとＣの議

論のほうに移ってください。Ａのほうはもう既にここにいらっしゃいますので、御議論

を始めていただいて結構です。 

 それでは、宇井さん、林さん、千野さん、よろしくお願いいたします。 
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○宇井委員  よろしくお願いします。 

 

Ａチーム議論 

問１ ベンチャーに成長リソースを投資できる大企業と手控える大企業の違いは？ 

○塩瀬座長  ＢとＣもそれぞれ入られたようなので、Ａは続けていただいて結構です。

よろしくお願いいたします。お話しするときにミュートを外すのを忘れないように。３

人しかいないので、各サブグループの場合はミュートを外していただいても多分大丈夫

ではないかなと思います。あまりに混線しそうだったら、サブリーダー以外は閉じてい

ただいても結構かと思います。よろしくお願いいたします。 

○宇井委員  大下さんと小野塚さん、今日、改めてＡグループのほうでよろしくお願

いします。 

○大下委員  お願いします。 

○小野塚委員  よろしくお願いします。 

○宇井委員  今まで人数が多かったので、具体的なお話をなかなかできなかったかな

と思うのですけれども、今日はちょっと掘り下げて、いろいろ皆さんのお話も聞いてい

きたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。 

 では、問い１のほうからまずいきたいと思うのですけれども、ベンチャーに成長リソ

ースを投資できる大企業と手控える大企業の違い。これは、１回目、２回目のワーキン

ググループや、ワーキンググループ内で、外で行われていた飲み会ですとか、あとＥＬ

ＰＩＳのほうとか、何回かそういった場所で私のほうが、どうしても立場上、ベンチャ

ーと大企業の連携にふだん身を置いている者なので、その辺りについてよく皆さんに御

質問や御相談、アドバイスをいただいていました。その中で、今回の審議会の中でも扱

っていただくことになりました。 

 そもそも私のほうがいろいろ勘違いをしていたらちょっとあれだなと思うので、まず

大下さんや小野塚さんにちょっとお伺いしたいのですけれども、私も今まで何社か、い

わゆる大企業、一部上場企業の方々とお会いしていてすごく思いますのが、基本的に私

たちベンチャーは、日本で暮らしながらあまり生活の安定しないことをしていますとい

いますか、本当に文字どおりアドベンチャーの冒険をしているというような状況なので

す。一方で、恐らく大企業にお勤めの方々というのは、自分自身や家族や友人を安心さ
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せるということもあって、きちんとした組織の中に入って、その中で自分の自己実現や

キャリアアップを目指されていると思っています。なので、ちょっと安定志向といった

ら聞こえが悪いかもしれないのですけれども、それ自体は１つの人生の生き方だと思う

ので、私はいいと思うのです。まず、大企業にいらっしゃる方々というのはどういった

属性かというのを一旦共通認識をそろえてから今日議論を始めたいと思うのですけれど

も、その辺りいかがですか。私は結構、ある程度安定したいという気持ちもあって大企

業に入られているのかなと思うのですけれども、実はそうではなくて、すごく野心を持

っている人もいるのかとか、その辺、大下さんは特に新規事業の部署にいらっしゃるの

で、お伺いできればと思います。 

○大下委員  ありがとうございます。いろいろ整理していただいて、すごくしゃべり

やすいなと思います。確かに大多数はもしかしたら安定志向で入られた方は多いかもし

れないです。特にこれまで入られてきている上の層の方たちとかはそうなのかもしれな

いなと思うのですけれども、結構人によるのではないかというのと、業務の内容とかに

よってかなり違うのかなとも思ったりしました。 

 うちの会社の場合は、総合職として入っていたり、専門職、グランドスタッフだった

り、客室乗務員とか、整備とか、そういう仕事をやりたくて入っていたりという、結構

やることの目的があって入っているなという感覚はあるので、漠然と安定を求めてとい

うよりかは、何となく、総合職とかであれば、航空業界のリソースを使って海外と日本

をつなぐかけ橋になりたいだったり、思いを持って入ってきているのは確かなのかなと、

先輩方と話をしている中ではすごく思います。 

 ただ、属性という意味でいうと、マインドとか思いはそういうものがあっても、きっ

と、会社の体制とか組織の形態によって、もともとはチャレンジ精神、ベンチャーマイ

ンドみたいなものがあっても、徐々に徐々にそれが失われていくような環境になりやす

いのかもしれないなと思っています。例えば縦割りで、その範囲内での業務をやること

を目的とされたりとか、そこが評価につながるというところもあったりするので、なか

なか新しいことにチャレンジしづらくなってしまうという点もあるかなと思いました。 

○宇井委員  すみません、あと、そもそも、特に大下さんが働かれている職場の環境

を理解したくてお伺いしますけれども、ＡＮＡグループはグループ全体で大体何人ぐら

いいらっしゃって、大下さんがふだん働かれている中での環境でいうと、日々何人ぐら
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いの同僚や上司、部下がいらっしゃって、どれぐらい部署内、もしくは部署間連携され

ているか、すみません、具体的な話になりますけれども、イメージを湧かせたいのでお

伺いしてもいいですか。 

○大下委員  社員人数は、グループとかも全部合わせると４万5,000人です。私の部署

は20名います。私たちの新規事業創造の部門、あと、イノベーションでデジタル変革と

かをやっている部門とかもあるので、そういうところも合わせると50人ぐらいなのかな。

ちょっと曖昧なのですけれども、100とかそんなにはいないぐらいの規模です。 

○宇井委員  では、ふだん大下さんがお話しされる相手というのは４万5,000人に対し

てというよりは、どちらかというと、いらっしゃる所属の部署と、あとはＤＸ部隊と合

わせての50名ぐらいの方々とお話しされている。 

○大下委員  私自身は、新規事業部門のメンバーはふだん社外の方と話すことが多い

です。社内とほとんど話さないです。 

○宇井委員  面白いですね。 

○大下委員  私などは教育事業をつくろうとしているので、教育プログラムをやって

いる方とか、学校とか、自治体さんと話しているのが９割で、調整事項とか、どうして

も法務の確認とか、予算を取ったりとか、連携が必要なときにその部門に話をするぐら

いです。 

○宇井委員  実は今日、私がこの後、特に小野塚さんに人事という部分でもお伺いし

たいと思ったので、その辺の、社内とほとんどやりとりがなく、社外とやりとりが多い

という場合の人事制度というのをぜひ後ほどお伺いしていきたいと思うのです。ありが

とうございます。大下さんがどういった環境で働かれているか、ちょっと理解が進んだ

かなと思います。 

 すみません、もしよければ小野塚さんのほうも、私、小野塚さんのお勤めの企業を昨

日さらっとは見てきたのですけれども、明治時代から続かれている、すごく大きい会社

さん。今さらあれですけれども、私、一経営者として、この躍進はすごいなと、企業沿

革を見て、すごいなと圧倒されていたのです。ぜひグループの人数でしたり、あとは、

先ほどスタートの質問で私が言いました大企業の属性という部分に触れて御説明いただ

ければなと思います。 

○小野塚委員  日本軽金属の小野塚です。御紹介いただいたとおり人事で仕事をさせ
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ていただいています。 

 日本軽金属は、我々、いつも連結とか、会計上はいろいろ言い方があるのですが、グ

ループと言っています。子会社とか関係会社とかというよりかは日本軽金属グループと

いうような形で、いろいろなホールディングス系の会社さんは同じような呼び方をされ

ていると思うのですけれども、よくトップがチーム日軽金と言います。 

○宇井委員  すごくいいですね。 

○小野塚委員  全体の人数でいくと、国内外含めると1.5万人ぐらいの社員がいる形な

のですけれども、どちらかというと小っちゃな会社、100人規模とか、そういう会社がい

っぱい集まって1.5万人になっているイメージをしていただいたほうが早いかなと思いま

す。連結ベースでも70～80社ぐらいいるかなと思っているので、大きな組織が２～３個

あって1.5万人というよりかは、小さな会社ですと20～30人とかという会社もありますの

で、そういった個々が集まってチーム日軽金を体現しているのが当社グループというの

が概要になるかなと思っています。 

 そういった小さな会社が集まっているからこそなのですけれども、それぞれ単体、個

社では、いろいろな会社さん、他社と競争していくともう勝てないというようなことが

ありまして、１個だけ強みがあっても勝てないので、であれば、グループの中で強みと

強みを掛け合わせて、新商品とか新たなビジネスのソリューションを解決していくよう

な形で、企業としてこれから成長していきたいというのが、今現在我々が進めている事

業の戦略になっています。 

 チーム日軽金として異次元の素材メーカーへと言っているのですけれども、単体の素

材だけではなくて、最終的にはお客様に配達するデリバリーとかそういったところも含

めて、物流会社はチーム日軽金ですよというような形でビジネスを進めていっています

ので、どちらかというと私自身も、人数自体は１万人を超えるような連結なので、大き

い企業に入ると思うのですけれども、あまり大企業大企業というような認識もないのが

ほとんどかなと思っています。 

 日々の仕事も、大下さんと同じように、人事部なのですけれども、30人ぐらいいます

が、実際に総合職と言われるのは10人いないぐらいかなと思っています。その中で採用

のチームがあったり、私がやっているような人事とか労務とか、そういった部分という

のは正直２人ぐらいしかいないところでして、結構ベンチャーの人と同じぐらいのモチ
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ベーションではやらせてもらっています。実態としては、多分、同じアルミニウムの製

造をしている国内のメーカーさんとも横のつながりがあるのですけれども、結構同じよ

うな感じです。やっているのは結構少なくて、小っちゃな専門の組織がたくさんあって、

寄せ集まって人数が多いような形なので、どちらかというと気持ちはあまり変わらない

かな。決して勝ち負けではないのですけれども、同じ部分でいるのではないのかなとい

うのが、少なくとも我々世代の何となくの雰囲気だと思っています。 

○宇井委員  まさかそういう感じとは全然思っていなかった。確かに沿革を見ていて

私も気になったのは、買収もそうなのですけれども、設立をすごいスピードで各国にさ

れているなという印象はあったのですが、まさか20～30から100人ぐらいの会社がいっぱ

い集まったチーム日軽金ということだとは思っていなくて、すごく素敵な考え方だなと

思いました。 

 ですし、私は日本電産の永守社長が個人的にすごく好きなのですけれども、永守社長

もＭ＆Ａをこれまで何十社とされて、すごく敏腕な経営者ですが、基本的に飛行機や船

で行かないといけないぐらい遠い事業領域は買収しないと決められているみたいで、橋

を架けて渡れるぐらいにするというのをよくおっしゃっていて、恐らく日軽金さんも強

みを生かすという意味で、自分たちの持っているもともとの強みが生きる範囲で多分や

られているのだろうなと、何かすごく近いものを感じて、単純に企業としてすばらしい

なと思いました。 

 そんな日軽金さんは、いわゆるベンチャーとの連携というのは実際現行されているの

かどうかというのを、もし御存じの範囲でお話しいただければと思います。 

○小野塚委員  ベンチャーもいろいろあると思うのですけれども、取引先とかの規模

でいえば、かなり主要な取引先というのは、例えば自動車製品ですと、我々、国内のト

ヨタさんとかと直でやっているというよりかは、ティア１、ティア２、その下の問屋さ

んとか、そこと取引をしているのです。そこの会社さんの規模は50人とかぐらいなので、

昔からあるのですけれども、ベンチャー気質の強いような会社さんとの取引が多いかな

と思っています。 

 会社の規模だけではなくて、本当に新進気鋭の最近できた新しい会社さんとの取引と

いうのももちろんありまして、そういった部分を進めていくという意味では、2000年ぐ

らいから、試作をやるような形で、部署として試作ドットコムというところを持ってい
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ます。そこは本当に何でもやるような形で、大学の研究室とかにアポなしで行ったり、

いろいろタッグを組んだり。いろんな展示会とかにももちろん参加するのですけれども、

そこで話が進んだら、そのまま、社長直属の組織しに近いような部分もありますので、

そこの部署で何か完結するというよりかは、関係のありそうな部署とかセクションとひ

もづけてビジネスを進めていく、種を探すというような形で、専門のつなぎ込んでいく

ような部署というのもつくったりしていますので、比較的オープンにつながりはあるの

かなと思っています。 

○宇井委員  ありがとうございます。今まさに小野塚さんのほうに、社内含め、社外

との取組を柔軟にされているというお話をいただいたのですけれども、大下さんのほう

は、さっき、社内よりも社外のほうが圧倒的にお話が多いという話だったのですが、具

体的にどういった形で社外の方とお会いしていくのですか。スタートは社内の方から御

紹介いただくという形なのか、それとも、さっきの小野塚さんのところみたいに飛び込

みで関係を築いていくような話なのか、その辺ぜひお伺いできればと思います。 

○大下委員  それでいうと両方ともやっているのですけれども、本当に初めてこの部

署に来たばかりのときは、社内の先輩とかに紹介してもらってというようなのだったも

のの、関連するイベントとかに自分で足を運んで、そこの登壇者に直接、こういう企画

をやろうと思っているのです、何かコメントくださいとか、そういうのを言ったりとか

していく中で、その人からの紹介、紹介でどんどん広がっていっているような感覚はあ

ります。 

○宇井委員  ありがとうございます。ここまで聞いてきて、私のほうで理解が進んだ

のは、恐らく私のほうがベンチャーにずっといたという中で、一応大企業の方々ともお

付き合いがあるとはいえ、大企業の方の属性というのをちょっと一辺倒に思い過ぎてい

たかなというのを改めて思い直しました。つまり、全員が全員、安定を求めて大企業に

就職しているわけではなくて、恐らくその中でも、何か野心を持ってですとか、こうい

うことがやりたくて入っているという方々もいらっしゃるのではないかなと、私のほう

も認識を改めました。お２人ともありがとうございます。少なくともお２人の企業がと

いうところはあると思うのですけれども、とても理解が進みました。ありがとうござい

ます。 

 その上で、ちょっとお伺いしていきたいのが、とはいえ、やはり企業として、いわゆ



- 12 - 

 

るベンチャーと組むというのはリスクをある程度はらむと思うのです。具体的には、先

日もソフトウエア契約書1のひな形の中でもお話がありましたけれども、例えば知財侵害

の損害賠償請求の観点について、通常の契約書ですと、責任担当の企業が知財の損害賠

償を全て負うと書くのが通常なのですけれども、ベンチャーの場合、もし本当に侵害し

ていた場合に、訴訟されたときの金額が物すごい金額になってしまうので、正直、倒産

してしまうレベルの金額になってしまう。なので、ソフトウエア契約書の中では、実際

にそれが起きたときにちょっと話し合わせてくださいというように、ちょっと問題を先

送りと言ってはあれなのですが、今々、始まる前から全部10：０で背負ってくださいと

いうことで約束するのではなくて、基本的にもちろん真摯に対応するのだけれども、起

きたときに一個一個相談させてくださいというように、ひな形のデフォルトがなってい

ます。ただ、それは多分、大企業の法務の人からしたら、ちょっとあり得ないというか、

そんなリスクを背負えない会社とやるなんて、それこそ自分たちの会社のリスクだとい

うような考え方は全然あると思うのです。 

 その辺り、例えば小野塚さんは先ほど、飛び込みで研究室へ行ったり、いろいろな会

社さんの試作とかを請け負ったりとお話しされていましたし、大下さんも展示会とかで

会って、新しい関係をどんどん築かれていくというお話をされていたのですけれども、

やはりそうなっていくときに、相手側が小さい会社さんゆえに、背負えないリスクがあ

ったりとかして、ちょっとこっち側が多いリスクを背負うとか、そういったことがある

と思います。その辺りは企業としてどのように考えられているかというのと、大下さん

の部署、小野塚さんの部署、もしくは大下さん、小野塚さん個人としてどのように考え

られているかというのをお伺いできればなと思います。先に大下さんからお願いします。 

○大下委員  ありがとうございます。個人としてまず先にお伝えすると、挑戦すると

いうことに関してリスクは絶対にあると思うので、それなしにというのはできないなと

いうのはすごく思っています。大企業だと普通はこうするみたいな法務のひな形が、ベ

ンチャーの方々とやるときは通用しない場合もあるということ自体を理解している担当

者と、それを社内で通す法務の方との連携が結構必要になるのだろうなとすごく思いま

した。 

                             
1 「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書

ver1.0」を指しています。 

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html 

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html
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 なので、新規事業とかをやるものに関して、既存の事業と同じ枠組みで見てしまうと

結構いろいろひずみが出てしまうから、新規事業と既存のものの評価基準とかを分けた

ほうがいいのではないかなというのはすごく感じているところです。 

○宇井委員  ちなみにそれは、会社として今それができているかというと、それはち

ょっとわからないけれども、個人としてはそうしたほうがいいのではないかということ

で合っていますか。 

○大下委員  会社としてもそうしたほうがいいのではないかなと思うのですけれども、

それを法務の体制としてできるまでに自社がなっているのかと言われると、ちょっとま

だ分からないなという部分が正直あります。 

○宇井委員  よく分かりました。ありがとうございます。小野塚さんもぜひお願いし

ます。 

○小野塚委員  取引については全てリスクがあると思っていまして、今、会社として

の部分です。どんな会社さんとも取引するときにはメリットもリスクもあると思ってい

て、比較的、当社のリーガル部分と雑談とかしたとしても、その中でいつもチェックし

ている内容としては、結構柔軟に対応しています。 

 例えば、端的に生命に関わるものとかそういったものについては、当社としても厳し

い基準を設けていて、取引させていただくところにも厳しいようなリスクヘッジ、協定

を結ばせていただくようなことがあるのですが、意外と柔軟だと思います。端的に言う

と、契約書はリスクが発生したときには協議をするという内容で、かなりの契約は通っ

ていますので、軽視するわけではないのですけれども、相手とその取引の内容を見て、

比較的柔軟に対応できていると思っています。あまりそこに何か敷居があるかというと、

仕事をやっている上では感じたことはないですね。 

○宇井委員  私がいろいろな企業様とお話しする際に、本当に法務の方の哲学は本当

に様々だなと思うのですけれども、まさに、例えばどれだけ自分たちの利益を１個でも

守るかというほうに振る考え方もあれば、そうではなくて、どう２社の間の落としどこ

ろを取りに行くかという考え方があると思っています。そういう意味でいうと、ただ、

気持ちは分かるのです。自分たちの利益を少しでも守るように法務として動くというの

は役割的に当然だと思うので、すごく分かるのですけれども、その辺り、日軽金さんと

してなぜそういう柔軟な動きができるのかなというのはすごく興味があるなと思うので
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す。 

○小野塚委員  恐らく私が入社する前からだと思うのですけれども、どちらかという

と小さな会社が集まってチーム日軽金という姿が今あるのですが、基本的にはいろいろ

な事業の運営、各事業の経営権という部分は各部門長に委ねられているような事業部制、

事業部経営ということを我々はずっと進めてきています。そこでメリットとかリスクと

かをしっかり判断して、テクニカルな部分だけ、例えば法務部門とか、経理部門とか、

人事部門とかに確認をするという意味で、経営権の範囲として、いろいろな人事権とか

も各事業ユニットが持っていますので、そこで全て判断をできるような形を取っている

ので、何かこれが問題になったというようなことはあまりないかもしれないですね。 

○宇井委員  いえいえ、大きい組織ゆえに、全部一気通貫させようとすると無理が生

じてくるということを、多分、分散型経営でうまくやられているということだと思うの

で、すごくよく分かりました。ありがとうございました。 

 すみません、ちょっと皆さんがもう戻られてきたので、一旦これでＡグループの会話

を終わりにしようと思います。ありがとうございます。 

○小野塚委員  ありがとうございました。 

○大下委員  ありがとうございます。 

 

Ｂチーム議論 

問１ 博士の力が活きる仕事と埋もれる仕事の違いは。 

○水口委員  僕自身はベンチャーで働いておりますけれども、やはり、ベンチャーは

やることが一人でこれだけ、と作業が発生してくる。博士に単純な作業とかさせるのは

非常に問題があるなと思っていて、そういうところは技術員さんに単純作業が好きな人

もいますし、そういうところで役割を分担していくところはやはり必要かなと思います

ね。 

○加藤委員  そうですね、分かります。やはり、活きる仕事というのは、どちらかと

いうと新しい課題があって、チャレンジングな課題に対して、ちょっとずつ検証を積み

重ねて PoC していくというところが一番強みという印象です。 

○水口委員  そうですよね。あと、博士と一言で言っても、ふわっとした課題を与え

ると自分で頑張っていろいろできる人もいるし、ある程度明確な形を言っているとそれ
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を論理的に積み上げてそれを解決していく人もいますし、なかなか一言で博士と言って

も、いろいろあるかなと思いますね。 

○加藤委員  それはすごく分かるんですよね。ちょうど先週末、この WG の前に文系の

方の院生を含め、いろいろな博士学生の人と１回お話したんですよね。その時に、博士

の能力というのを一回定義した方が良いのではないか、すべきか否かという話になって、

でもやっぱり、博士十人十色というところがあって、例えば、法学部の博士の人と文学

部の博士とか工学部の博士、それぞれ、学部ごとの違いもありますし、個人が持ってい

る強みも違うというか。自分の強みを見つけていくためにある３年間というところがあ

るんですよね。どうやって、仮にアカデミアに進むなら、アカデミアで付加価値を持つ

か。企業に進むにしても、どういう風に自分の付加価値を付けていくかという、それが

博士課程だということで、そういう意味で、定義が難しいです。 

○水口委員  一口に博士といっても、同じマネジメントの仕方ではダメだということ

がよく分かります。 

○加藤委員  それがまさしく、型にはまらない力がある博士ということで問２のマネ

ジメントの話になってくるのかなという気がします。 

○水口委員  やっぱり、博士は、自分の専門性に武器を持っている人というのが博士

であって、その力が活かせる形が良いのかなと思っていますが、その一方で、自分の研

究とは全く別のことをよくやるんですよね。僕自身も再生医療や組織工学の分野で博士

号を取りましたけれども、実際に今、全く違う仕事をしていて、でもその自分の研究分

野が活かされていないからといって、活躍できていないとは思っていないんですよね。

なので、考え方とか、自分のそういうところを活かせれば、別に必ずしも自分の専門が

活かしきれていなくても問題ないのかなと思っています。 

○加藤委員  私もそう思いますね。私がアカデミアでやっている研究と企業の方を手

伝っている研究は、やっぱりちょっと違うんですよね。ニューロサイエンスをやるのと、

デジタル治療みたいな話をやるのとでは話として結構違っていて、でも根底に共通した

自分なりのテーマ、私の場合は依存症や報酬系などがあるからやっていける、たぶんそ

ういうところがあるんじゃないかなと思うんですけど。違う専門性であっても、自分の

中に芯があって、ストーリーが通っていれば、学習意欲が続くみたいなところがありま

せんか。 
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○水口委員  自分が達成したい目標を持っているというのがあって、僕自身、病気が

ない社会を創りたいという想いがあって、それがいろんな方向性やアプローチがあって、

それが腸内細菌であったり、再生医療であったりというところで、一つの専門性にこだ

わる必要性はないのかなと個人的に思っています。 

○加藤委員  たしかに、博士の力が活きる仕事という意味では、一つのプロダクトに

こだわるというよりは、大きな目標に対していろんな方法で、やり方でアプローチでき

る人というイメージですよね、どちらかというと。この範囲でやってくださいという感

じで、範囲を狭めるのではなく。 

○水口委員  そうですね。自由な発想を活かせるところ、博士はそういうオリジナリ

ティで戦っている部分はあるので、それを活かせる仕事が良いかなとは思いますね。 

○加藤委員  そろそろマネジメントの話をしても良いですか。 

○林委員  前半の３０分が問１、問２で、後半の３０分が問２に当てられるというこ

となんですかね。 

○加藤委員  私は、最初のセッションで問１、問２のどちらも問題点を挙げて、マネ

ジメントがうまくいっているのか、うまくいっていないのかをまずここでして、後半は

それに対して、解決策を考えることで３０分かと思いました。 

○林委員  こうあるべきだ、の方が良いかもしれないですね。 

○加藤委員  今は、現状共有という感じですね。 

○林委員  了解です。マネジメントの方に行くと、お話を聞いていて、博士を取って

いる、取っていない関係なく、博士が活かせる組織というのは、多様な人材を活かせる

組織ではないかなという気がしていて。博士でない人も、単調な作業をただやりたい人

もいらっしゃるということは前提の上で、一方で、多くの人は、新しいチャレンジをし

ていくことでモチベーションを保っていくというように思っていて、常になぜ自分がこ

れをやっているのか、そして、それに対して、トップダウンでやらせるのではなくて、

臨機応変に個人の中にあるクリエイティビティを活かしていくマネジメントは大事なん

だろうなと思います。 

○加藤委員  それで言うと、なぜ博士を活かさなければならないのかというのは、結

局、博士が企業の中であまり活きていないという問題から来ているわけですよね。そう

いう意味では、本来、博士でない人を含め、自由な発想でやってみたいという人たちを
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インクルードしないといけないけれど、実際そうではないというところに課題があるの

かなと思っている人が多いということですかね。 

○水口委員  採用する企業側の最初の認識がずれているかもしれないですね。企業と

しては研究にマッチする人のみを欲しいというイメージがあるかもしれないですが、大

企業とベンチャーでは異なる部分があるかと思いますが、大企業は、恐らくそういうと

ころが大きいのではないでしょうか。 

○林委員  Ａという分野の専門家であれば、その研究をさせることが博士を活かす道

であると勘違いしていることということでしょうか。 

○水口委員  そういう勘違いがもしかしたら起きているのではないかという仮説です。

なので、それにマッチしないから博士が余るとか、使いにくいといった部分があるのか

なと思います。実際、そういう現場に立っているわけではないので分かりませんが、そ

ういうことがあるかもしれないです。 

○加藤委員  就職する博士側にも両方いて、いろいろと新しいことに挑戦してみたい

という人もいれば、この分野の公募が出ているから自分もこの会社に就職したのであっ

て、他の部署に飛ばされたら絶対に嫌という人もいるわけですよね。そういうのを含め

て、何が出てくるか分からないからちょっと雇いづらいというのも結構あるのではとい

う気がします。そのようにいろいろなタイプがいた時に、存分に力を発揮できるマネジ

メントというと、やはり、一人一人を見て適性を活かすという、結局は、博士にこだわ

らない話になるとは思います。特に、博士に関して重要なのは、既にどこかで専門性を

持っていた人ではあるので、マネジメントがロールとしてのマネジメントである必要が

あると思っています。外資系企業では、マネージャーが偉いわけではなく、マネージす

るロールの人ということであって、昇進イコールマネージャーではなかったりするじゃ

ないですか。でも、日本の典型的な大企業は、昇進イコールマネージャーになるしかな

くて、要するに、現場のエキスパートとして伸びていくという可能性が無いですよね。

だから、マネジメントに興味があって、いろいろな人の能力を開花させたいという人が

マネージャーとしてのロールに向いているのであって、向いていない人にマネージャー

をさせているというのは、博士に関わらず、多様な人材を活かすという障害になるので

はないかと思っています。 

○水口委員  それはすごく分かりますね。やはり、マネージャーも一つの役割でしか
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なくて、向いている人、向いていない人がいるという点に共感します。なので、育て方

という部分も、例えば、マネージャーとして育てる人もいるし、それが偉いとか偉くな

いとか言うわけでも無くて、役割として育てるというところが、個人に合わせたマネジ

メント・育成が重要になってくるとは思いますね。 

○林委員  現場のエキスパートとして伸ばしていく方向性と、多面的な問題を解決し

ていく観点からマネジメントが必要だという考えの下で、博士に対してマネージャーと

してのスキルを付ける教育をするという方向性の両方の考え方があるのかなと思いまし

たが、そのあたりはいかがでしょうか。 

○加藤委員  それは、博士をマネジメントするという方向ではなくて、博士をマネー

ジャーにするという方向ですか。 

○林委員  そうです。 

○加藤委員  研究部門のトップはやはり、元々、研究していた人を引き抜いてきてマ

ネージャーにするケースは結構あり、そういう時に何が問題かというと、今まで研究だ

けしてきてアカデミアにいた人も、みんなあまり研究室のマネジメントを誰にも教えて

もらえない中でずっとやっていく形になるので、誰もマネジメントに関して学ぶ経験が

あまりないとういうことは一つあるかもしれないですね。 

○林委員  そうですね。やはり、大企業の普通の社員でちゃんとマネージャーができ

ているかというとそれは別の話だと思いますが、でも、研究者としてラボを育成するに

当たってマネジメント能力が高めるためにも、大学にいながらマネジメント能力を付け

られる機会は必要なのかなと思います。いろんなタイプの博士がいることが前提の上で、

みんながそれをできる方向にもっていくことは必要なのかなと思いました。 

○加藤委員  大学でも企業でも抱えている課題は似ているのかなという気がしていて、

どちらも多様な人材を活かすということができているラボもあれば、そうでないラボも

あるみたいな状態だと思うんですよね。大学だからできていないというわけでもないし、

むしろ、大学で自分がある程度好きなことをできていたのが、企業に入るとできなくな

るケースもたくさん聞くじゃないですか。それは、その違いというよりは、マネジメン

トとは何なのかという認識が世代ごとにもずれているのかなというのがあって、上下関

係をマネジメントだと思っている層がまだ結構多いのかなという印象なんですよね。ど

ちらかというと、入ってきた人の力を活かして、その人の能力を最大限発揮させること
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によって、会社の目標を達成する、そこを両立させようというのが本来のマネジメント

だと思うのですが、それが大学でも企業でもできているラボ、そうでないラボがあって、

今、その転換期に来ているのではないかなという気がするんですよね。 

○水口委員  ラボに結構依存するなと思っていて、ビッグラボでいろんな大学や企業

との共同研究をやっていて、いろんなプロジェクトをどんどん立ち上げて、あるプロジ

ェクトに対して、博士やポスドク、博士課程の学生を付けてプロジェクトを回す、マネ

ジメントさせるというところは本当にラボによりけりで、能力が身に着くか着かないか

というところは、そのラボに依存してしまう。むしろ、ビッグラボでビッグプロジェク

トを走らせるところはごくわずかなのではないかと思います。なので、共通する博士の

スキルとして、マネジメントを求めるというのは結構厳しいのではないでしょうか。 

○加藤委員  ピープルマネジメントとプロジェクトのマネジメントは別じゃないです

か。基本的に、教授が全部決めてしまうようなラボでない限り、博士課程ってプロジェ

クトマネジメントの能力は付くのかなと思うんですよね。これはいつまでにやって、あ

れはいつまでにやってということをいくつも組み合わせていかないと、結局論文は書け

ないわけなので。そうやって一つ、仕事を自分が主導するという経験は、ラボによって

はするという感じですね。 

○水口委員  言いたかったことは、いろんな人でないとできないプロジェクトもある

と思っていて、その場合、人をまとめていかにしてプロジェクトを成功させるかという

ところに導くのは、なかなか個人プレーだけではできないところがあるのかなと思いま

す。 

○加藤委員  そうですね、たしかに。 

○林委員  問１に対してですが、プロジェクトマネジメントという観点で言うと、博

士は結構活きるのではないでしょうか。一人だけで特に指示されなくても、自分で律し

てどんどん進められるのではないか。一方で、複数のチームが関わってくるものについ

ては、人によっては鍛えられている場合もあるが、必ずしも得意ではあるとは限らない。 

○加藤委員  大学にいても、企業にいても、研究部門はずっとその研究を続けるか分

からないという常に不安定な立場に置かれているというのが現状で、ある程度能力を活

かすためには、結構ロングスパンで物事を進めていく必要があるのかなと思います。仕

事の種類として。戦略が変わってそれにすぐ追従して、細かく戦略を変えていくという
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のは、R&Dの分野でそれを行うのは無駄が多くなってしまうのはあるじゃないですか。私

も企業の研究者からお話を聞いた時に、大学でもそうですが、予算が打ち切りになった

から、途中で終わって最終的にプロダクトになりませんでしたみたいなものは山ほど眠

っていて、うまく長期的視点を持ってできる仕事というのは、博士に限らず、R&D分野だ

と大事であると思います。 

○水口委員  そうですね。それは、大学の方でも科研費を取るための論文は、短期ス

パンで出さないと次の研究費が取れない部分もやはり出てくるかなと思っていて、長期

的な目線に立った研究ができていないことはアカデミアでは結構あるのかなと思います。

もちろん、企業においても予算打ち切りということもあるかとは思うのですが。 

○加藤委員  経営は向いているんですかね。国内では、経営層に博士の人は少ないじ

ゃないですか。アメリカのスタートアップは PhD 持ちと MBA 持ちがタッグを組んで…と

いうのがすごく多い印象なのですが。博士は前例のないことを成し遂げるために試行錯

誤するのが好きな人が多いと思うので、起業のアイディアとかを出すのが得意な人は多

いんじゃないかなと思います。経営ができるかはまた別の話なので、ビジネスサイドの

人の協力は不可欠ですが。 

 

○林委員  研究とか新しいことを探求するのが好きですというのは、それはそうだよ

なと思います。一方で、それ以外で企業にとってこういう仕事もできるんだというのを

トップが示すのも面白いかなと思います。 

○水口委員  大学の先生は、ベンチャーを立ち上げるというのはごくわずかというの

もあって、自らが経営をやりたいとは思っていないかもしれないですね。自分の研究成

果を世に出したいという気持ちはあると思いますが。 

○林委員  エバンジェリストというか、コミュニケーションとか、専門外の人に対し

て分かりやすく噛み砕いて説明する力についてはどうでしょうか。 

○加藤委員  それは結構、博士課程で鍛えられることだと思います。難しいことを専

門外の人にも分かりやすく伝える、勘所を伝えるということですね。 

○水口委員  そろそろ時間ですか。 

○林委員  時間ですね。ありがとうございます。 

○水口委員  ありがとうございます。 



- 21 - 

 

○加藤委員  ありがとうございます。 

 

Ｃチーム議論 

問１ 成果をあげられる産学連携とバズワードに流される産学連携の違いは？ 

○千野委員  まず、私たちのテーマとして「大学と企業のｗｉｎ－ｗｉｎな産学連携」

とありますが、企業といっても大きく２つあるかなと思います。ベンチャーやスタート

アップといったプレーヤーや、大企業があると思うのですが、小野さん、ベンチャーや

スタートアップ系をやられている認識で合っていますでしょうか。 

○小野委員  いや、やっていないですね。 

○千野委員  すみません。僕、雰囲気で喋りかけてしまいました。 

○小野委員  よくいけいけのベンチャーの社長と間違えられます。ベンチャーキャピ

タルの投資先を決めるための審査の依頼を受けることはあります。 

○千野委員  松久さんはどうですか。 

○松久さん  僕は全くそういう経験は無いです。 

○千野委員  分かりました。特にお二人から大学側の意見を、私の方は一応大企業や、

今起業の準備をしていたりしますので、企業側というところでうまく話できたらなと思

います。 

 まず、問１から始めたいと思います。「成果をあげられる産学連携とバズワードに流さ

れる産学連携の違いは？」というところについて、まずは成果事例や、特に大学側、自

分の大学でも構わないですが、何か実例はありますでしょうか。 

○小野委員  僕も情報系の分野でいうと、例えば知り合いの先生だと東大にいらっし

ゃる山崎先生、魅力工学と打ち出している方がいて、ＡＩを使って婚活支援をやられて

いる。アカデミアの中には胡散臭いことをやっていると思っている人もいるかもしれま

せんが、企業としてはダイレクトに商品に結びつくようなことをやられている。他には

プレゼンの魅力度判定などもやっていますね。 

○千野委員  情報系の中で、ということですよね。 

○小野委員  人工知能や機械学習、マルチメディアの分野の方。成功しているなと外

から見て僕が思う要因の一つは、まず成果が何かということをちゃんと定義し、共有し

ないといけないこと。企業側にとっての成果と我々アカデミア側の成果は往々にして食
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い違うこともある。山崎先生のケースでいうと、基本的には企業側のニーズからスター

トしているケースが多くて、例えばコメントを一通り自動化できないかなど、そういう

ところからスタートする。山崎研究室は、終わったテーマでどんどん国際会議に通して

いる。情報系は国際会議に出すことがアカデミアの評価としては重要なので、その意味

では学術側でも評価できるような媒体、言ってしまえば論文ですね、そして企業側のサ

ービスにも組み込んでいける、このようなここまでうまくいくケースはなかなか無い。

いろいろ大変なことはあるのでしょうけど、不動産の部屋の推薦などもやっているみた

いで、成功事例かなと思います。 

○千野委員  ありがとうございます。ここでは企業側が発信した情報、こういう機能

がほしいなど、大学側が応えてあげると同時に、成果を外に出すということですね。松

久さんはいかがでしょうか。こういうこと知っているよ、自分の大学ではこういったも

のがあるなど、ございますか。 

○松久委員  私は、情報系ではなくて電子デバイスの研究をやっていて、もともと大

学の研究だったものがうまくいった例でいうとテレビに入っているＩＧＺＯ、もともと

東工大で開発されたものだと思いますが、それが企業にわたっているという例はありま

す。その場合は、大きいお金で自由に研究した結果、製品につながったと思う。もとも

と産学連携をやろうという形であったかどうかは分からないですが。 

○千野委員  結果的には東工大発のもので製品になったけれども、産学連携を狙って

いたかもしれないし、狙っていないかもしれないと。 

 今出た話でいうと、うまく自分の大学の研究を結果的に企業に使ってもらえるという

パターンと、小野さんが言われたように企業側からのリクエストにうまく大学側が応え

られたというパターン、大きく２つがあるかと思う。要素研究みたいなところでシーズ

を捕まえて、それをうまく活用できたというパターンと、応用研究に近いのかもしれな

いですけど、企業側からのリクエスト・ニーズに対して応用研究し、商品にしていった

というパターンがある。どちらも成功事例としてあるのだなと、どちらかしかないかと

思ったりしたので面白いなと。 

 一方で、バズワードというところがキーワードとして出ているのかなと思う。「バズワ

ードに流される産学連携の違い」というところは上手くいっていない事例という捉え方

なのかなと思うのですが、先ほど、よくバズワードで出てくるＡＩでの成功事例があり
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ましたが、逆にバズワードに流されすぎて上手く言っていないケースについて、大学側

からの視点であればいただけたらと思います。 

○小野委員  企業側が実現したいことがあるとして、それを実現するためにこういう

技術が使えるのではないかと、企業側はある程度の想定をもって大学に一緒にやらない

かと言って来る時の、その想定がやはりバズワードに大分引っ張られている。例えば今

で言うと「ディープラーニングでこれできないか」、「いやディープラーニング以外の方

が良いんだけど」というケースが圧倒的に多いということがあります。ですが、「分かり

ました。別の普通の技術を使いましょう」というふうになるかと言うと、「ディープラー

ニングを使った超ＡＩとして打ち出したい」というような企業側の意向もあったりして、

あまり本質に入る前の、研究的にはどうでもいいような、ある種政治的なところがあっ

たりします。お金を発生させるためには必要なことですけど。 

 それに関連して言うと、前これ言ったことがあるんですが、例えば、ちょっと勉強し

た高校生でも動かせばできることなのか、博士号を持っているような専門家が入らない

と実現ができないことなのか、こういう見極めを企業側ができていないケースが結構多

い。それは僕らもやらないといけないのですが。ある種誰でもできるようなことをアカ

デミアのリソースを割いてやってもらったとしても、ただの下働きに終わる。企業のニ

ーズドリブンで始まる研究は良いことで、ニーズに対してしこういう技術開発があるな

どの議論をもっと突き詰め、研究の深化につながるようなものがあれば良いのですが、

そうでない場合は「俺らは日雇いのエンジニアじゃないよ」という役割分担の問題があ

る。学生を付けるとなるとこれがまた難しくて、学生はやっぱり自分の論文を書いた方

が彼らのキャリアにとっては良かったりするけれども、結果、実装部隊に終わって、論

文も企業側が書かなかったりすると、我々にとっての成果は無くなってしまう、ただお

金をもらっただけになる。我々、特に国立大学というのは公的なリソースを一企業に使

ってしまうのはあまり良くないので、そういうところを懸念しており、気をつけるべき

かと思います。すみません、長くなりまして。 

○千野委員  いえ、大丈夫です。すごく分かりやすい説明でした。まず、企業側から

ディープラーニングなどのバズワードを含めた内容で提携などの話が来た際に、大学側

のやっていることと本質的に合致している場合は結構うまくいく可能性が高い。また、

不一致だった場合に、本質的なところを合わせ込んで、「自分の研究室がやっていること
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と御社がやっていることとうまくいきそうだよね」とすり合わせることが出来れば、う

まくいくケースもあるかもしれない。一方で、大企業側から「そもそもディープラーニ

ングでないとダメだよ」というバズワードを制約として話が来てしまう場合もある。デ

ィープラーニングという言葉でないとしても、「大学としてやる意味はあるのか」という

懸念があり、業務委託のような形になるようだったら、そこは大学としてやれない。そ

こにうまくいく、いかないがあるのではないか。 

松久さん、補足等ございますか。 

○松久委員  バズワードを使いたいという理由が意思決定する人の中にあり、その人

が技術のことをあまり分かっていないということが問題としてあると思います。ある程

度、企業もバズワードを使って、たしかにＡＩという言葉を使って大学と産学連携でき

たら目立てるので、もし実現できれば良いとは思いますけど、大学の持っている強みを

ちゃんと見て、擦り合わせ田上で「こういう方向で持っていきましょう」など前もって

話し合いがあれば違ってくるのではないかと思います。 

○千野委員  一方的になるとうまくいかないところ。 

○松久委員  そうですね。大企業側からの観点で言うと、エンジニアとしてやってい

る人達からすると、ある程度その想いに対して「こういったものが世の中にあるよね」

というようなテクノロジーの可能性をある程度調査して、お願いできる大学院を探した

ら良いかなと思うのですが、一緒にやりましょうとなるまでには会社の壁というのは多

少あって、それがどんどんねじれていってしまうと、うまくいかなくなるケースになる

のかなと思います。また、そもそもエンジニアでない人が話を持ってくる場合、バズワ

ードといったところで話をしていくケースが多いのかなと。大企業は、誰がどういうふ

うに大学との連携を考えるのかというのを、もうちょっと力を入れて考えていかないと

ならないなと思いました。 

○千野委員  まだ時間もありますので、一旦問２の方を話していければと思います。

問２は「「アカデミアの探究心と企業の投資論理を繋げられる人」を、大学にも企業に

も増やすには？」です。問１の方で擦り合わせということが松久さんから出まして、そ

れができる人が繋げられる人といったイメージを聞いていて思っていたのですが、企業

側のやりたいこととアカデミア側のやりたいことを上手く紐づけられる人をどちら側に

も増やしていくにはどうしたら良いかの視点で、まずは小野さんから、大学側に今そう
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いう人たちがいるのかどうか、もしいない場合でもいる場合でも、増やしていくにはど

うしたら良いかといったところをご意見いただけますでしょうか。 

 

○小野委員  ＵＲＡ、ユニバーサシティ・リサーチ・アドミニストレーターが、その

役割を果たすような業務だと思うのですが、現状は十分かというとそうではないかなと

思います。前、ＵＲＡの議論の時に言ったかもしれないですが、間を繋ぐ人の立場が研

究者より、また企業の人より低くなってしまってはダメで、そこに今構造的な問題があ

る。企業の人にＵＲＡの人を下に見ていたり、たぶん大学の方にもそういう人がいる。

そうではなくて、もうちょっと第三者的なコーディネーターとして、本人ももちろん何

らかの専門をおさめて、専門的な議論を、また直接関係の無い分野でもアカデミックの

作法がわかっているかどうかは結構重要だと思っている。その上で技術の間を繋ぐとい

うことに、自分自身のモチベーションをもって取組めるような、まずはその待遇とシス

テムを用意する必要があると思います。 

○千野委員  なるほど。一点確認させていただきたいのですが、ＵＲＡを仕事として

やられている人というのは、下に自分が見てしまっているということですか。 

○小野委員  これは人によると思うのですが。 

○千野委員  企業に対して若干自分を下に見てしまい、事業を見ている人がいるとい

うことで合ってますでしょうか。 

○小野委員  というよりも、企業と我々をつなぐ下働きみたいな認識なのは、僕はあ

まりよくないと思っていて、むしろその人が企業と大学教員の議論を回すぐらいであっ

てほしいですね。先程のテーマのところからの擦り合わせになると。 

○松久委員  それは例えば、ＵＲＡでももっと能動的に、例えば大学の研究でどうい

うことが進んでいるかとか、企業がどういうことが起こっているのかということをちゃ

んとチェックしていて、こことここはいいんじゃないとか、ちゃんと繋いでいっていく

ということでしょうか。 

○小野委員  おっしゃる通りです。ＵＲＡは学会でサーベイ講演とかをしてもよいと

思うくらいの専門性。博士課程のキャリア一つの方向性としても、ＵＲＡがポジティブ

に捉えられるようになっていけば良いと思う。 

○千野委員  すみません。大学に帰属しているというのは。 
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○小野委員  現状は大学に帰属しているんですけど、そうでなくても僕はいいと思っ

ています。もうちょっと大学間をわたり歩けるような、実現できるかどうかは分からな

いのですが、第三者的な組織、システムがあっても良いなと思います。企業〜大学間だ

けでなく、大学〜大学間を繋いでも良いと思うんです。もうちょっと広く研究コーディ

ネーターのようなイメージですが、そうなると良いかなと想像上ですけど思っています。

現状のＵＲＡは割と大学との共同研究の手続き等の事務的なことを結構やったりしてい

て、必要な仕事なんですけど、博士号持ちの人とかも結構多いんですが、ちょっともっ

たいないかなという気がしています。 

○千野委員  なるほど。ＰＭＯみたいな役割が求められるというか、この人たちの能

力も含め、実際にそのようなシステムみたいなところが含まれていないこと。たぶん給

与体系だとか、そういった成果報酬といったことも含めて、大学間の関わりも、全体で

ここはもうちょっと上手くやれる方法があるんじゃないかということですね。 

○小野委員  なんなら論文の共著に入っても良いんですよ、場合によっては。 

○千野委員  逆に言えば、企業の方に入ってもらっても良い。 

○小野委員  そうですね。 

○千野委員  大学側や企業側に増やすというのも、もちろんある程度必要かもしれな

いけど、間に新しいシステムとして、ＵＲＡみたいなところが活躍できるようになるこ

とで、どちらも繋ぐということがよりやりやすくなるのではないかということですね。 

○小野委員  博士の中には、新しいネタ出しをどんどんするのは難しいけれども、い

ろんな他のネタを見て「これとこれは面白いな」というのを見つけるのが得意な人が意

外といる。研究のアイデア出しが苦手だから研究者の道を諦めて、一般の就職をすると

いうのもいいんですけど、せっかくならば修めた専門性やコーディネート能力を使って

何かやりたいのであれば、そういう業種というのも道としてあり、専門人材としても嬉

しいかなと思います。 

○千野委員  ありがとうございます。松久さん、そこに関して補足はありますでしょ

うか。 

○松久委員  これは私の問題かもしれないですけど、私最近になって大学の教員にな

ったのですが、企業にどう繋いでいくかのイメージが湧かない。博士課程の教育とかに

「もっとこうすると繋げていくことができる」というのがもっとあれば良いのになと思
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います。例えば、大学側が成果を明確に伝えた方が良いというのがありましたが、企業

側というのは大学のどういうことをしているかを分かっているのでしょうか。Ｐｈ．Ｄ

を取った人で結構企業のことを知っている人はいっぱいいるはずなのですが、なぜ上手

くいかないのでしょうか。 

○千野委員  そうですね。企業側の目線でいうと、先程ＵＲＡの話がありましたけれ

ども、大学が実際にどういうことを今やっているのか、どことやっているのかという情

報はツテや知り合い、知っている教授さん経由で取得するケースも多いと思いますが、

どこにいけば新しい人と出会えるのかというネットワーキングがあまり上手くいってい

ないことがあるかもしれない。一部の人たちのツテで何とかネットワークできていると

いうところはありますが、正直どこまで深い研究やられているのかというのを網羅的に

判断できないところがあり、なかなか上手く自分たちのやりたいこととの紐付けが難し

いかなと思います。研究者ネットワークと大企業ネットワークというのを繋げるという

のはあったりするのでしょうか。 

○松久委員  いや、知らないです。先程おっしゃったＵＲＡくらい。 

○小野委員  現状、学会が一応その役割の一部を担っているかと思います。企業の研

究者の方や、同じ分野の大学の研究者が何に詳しいか分かる。人が企業側の意思決定に

関われるかということはまた別問題。一部署の研究員ができることは限られているので。 

○千野委員  大企業側で思うのは、ここと面白い研究できそうだなと思った時に、例

えばホンダであればトヨタともうやっているということがあったりするので、そういう

こともある程度事前にデータベース化されていたり、自分たちは分からなくてもＵＲＡ

の人達がコーディネートしてくれたりすると、話が早かったりするのかなと思います。

学会は一つ案としてあるかなと思います。うちもこういったところはよく参画していま

すので。 

 ちょうど時間になったそうですので、いただいたお話をどこまでまとめられるかは分

からないですけど、うまく伝えら得るようにします。いったんこちらの方は閉じたいと

思いますので、Ａグループに移動をお願いします。 

 

全体議論 

○塩瀬座長  ＢとＣはもう閉じましたね。皆さん戻ってきてくださっているのかな。
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人数的に。杉山さん、どうですか。 

○事務局（杉山）  全員戻っています。 

○塩瀬座長  全員戻りましたか。ありがとうございます。 

 各テーマの議論、ありがとうございました。全員戻ってこられましたので、全体共有

に移りたいと思います。私自身、今、各グループに入っていたのですけれども、全く入

る隙がないぐらいみんなしゃべっていて、仲間外れになった気分でおりまして、全くサ

ポートもフォローも要らないぐらい熱心にしゃべっておられたので、みんなしゃべりた

かったのだなというのがすごくよく分かりました。やはりこの分科会形式で会議をして

よかったなという気がします。 

 テーマＡについては宇井さんから、Ｂについては林さんから、Ｃについては千野さん

から、それぞれどんな話があったのかの御共有をお願いし、関連してコメントがある方

がいらっしゃったら、皆さんからもＷｅｂｅｘでチャットを入れていただいてから御指

名したいと思っております。 

 その前になのですけれども、副大臣が御公務のために一度退席をされます。最後に改

めて御挨拶はまたお願いしたいと思っているのですけれども、今の段階でもし副大臣の

ほうから何か一言ありましたら、御意見いただけたらと思います。よろしくお願いいた

します。 

○牧原経済産業副大臣  いや、55分ぐらいにコロナ対策会議があるので、退室します

が、それまでおります。また戻ってきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○塩瀬座長  お忙しい中、ありがとうございます。 

 それでは、皆さんの報告をぜひたくさん並べられたらなと思いますので、まず最初に、

宇井さんのほうからテーマＡでの御議論についてお願いいたします。 

○宇井委員  ありがとうございます。我々、ベンチャー投資を手控えない大企業とい

うテーマの中で、まず問い１として、ベンチャーに成長リソースを投資できる大企業と

そうでない大企業の違いについて議論しました。 

 まず最初、議論の共通認識をそろえるために、大下様と小野塚様が今、いわゆる大企

業で働かれていますので、企業の規模と、実際、ふだんどういった方々とどれぐらいの

人数でお仕事されているかというのをまずお伺いした上で、大企業で働かれている方々

というのは、端的に言うと安定志向の方が多いのかな。でも、実はそうではなくて、野
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心的な方もいらっしゃるのかという、そこについてまず質問をさせていただきました。 

 結論として、確かに安定志向の方もいらっしゃるかもしれないのですけれども、少な

くとも大下様や小野塚様が働かれているところに関しては、もっと前向きに、会社とし

て社会に対してできることを探されている野心的な方々も一定数いらっしゃるというこ

とをお伺いしました。なので、一概に大企業に勤めているから、みんな安定志向で、頭

が固くて、新しいことをしないというわけではないという、そこをまず共通認識をそろ

えて議論を進めています。 

 その上で、とはいえ、いわゆるベンチャーというファイナンス的にも安定していない

企業と組むということは、もちろん相手先の企業にとっても一定数のリスクを背負わせ

ることになりますので、そこの辺りについてどのように対応しているか、もしくはいく

べきかというのをお伺いしました。 

 その上で、大下さんから言われたのが、これ、私、なるほどなと思ったのですけれど

も、既存の事業と新規事業で話を分けるというのをお話しいただきました。確かに既存

事業のほうは顧客もいて走っているので、やはりどうやって安定させてサービスを走ら

せていくかというのが大事になってくると思うのですけれども、新規事業は新規なので、

どうなっていくかまだ分からない中で、それ自体がまさにリスクをはらんでいるので、

契約の在り方に関しても、多少リスキーではあるけれども、前に進めるということを大

事にしていくとか、そういったことが必要なのではないかという話をいただきました。

これはすごくなるほどなと思いました。 

 もう一つ、小野塚さんにお話しいただいたほうも、私はすごくいい回答だと思って、

まず、例えば法務的に、こんなのでは全然駄目だというようにベンチャーとのやり取り

で突っぱね返されるということもそんなにないという話でした。なぜかというと、事業

部ごとにある程度の決裁権が委ねられていて、想像するに、恐らく担当者とその直属の

上司辺りがゴーサインを出せば事業自体が進むという流れになっているというのが大き

いということでした。なので、ある一定数の大きさの企業になりますと、本当に何万人

全員の意思をそろえるというのはかなり難しくなってくると思いますので、どこまで決

裁を上げるかというところをちょっと調整して、とにかく事業を、話を前に進めるとい

うことを大事にするというのは１つのやり方だろうと思いました。 

 なので、大企業とベンチャーがどううまく付き合っていくかということに関して、ま
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ず、これが既存なのか新規なのかというように分けること、あとは、どこで決裁を終わ

らせるかという、そこの帳尻合わせが非常に重要なのではないかと結論を出しています。 

 報告は以上です。ありがとうございます。 

○塩瀬座長  ありがとうございます。議論の中でも線引きがすごく重要だというお話

しをされていて、リスクを取るのが大切といいながらも、多分、リスクという言葉の説

明が役職によって表現が違ったり、意味合いが違ったりするのだろうというのもありま

す。あと、小野塚さんも試作のチームを持たれているとおっしゃっていたかと思うので

すけれども、試作などはまさに何を評価とするのかというのが全然違う島なわけですよ

ね。そういうのり代を持っていないと、多分ベンチャーとうまくしゃべれないのだと思

いますので、その辺りの議論をまた次のときに深められたらと思います。ありがとうご

ざいました。 

 それでは、続きまして、テーマＢについて、林さんから御報告をよろしくお願いいた

します。 

○林委員  テーマＢの報告をさせていただきます。私たちは、加藤委員と水口委員で

ディスカッションさせていただきました。 

 私たちの問いは、博士を活かすマネジメントというところで、１点目が、博士の力が

活きる仕事と埋もれてしまう仕事の違いは何なのかというところから議論を始めました。 

 そもそも博士というのはどういう人なのかというところを明確にするところから始め、

どういう特性を持っているのかということについて話しました。博士というのは自分の

専門性を持っているというのは大上段としてある一方で、自分の専門以外の仕事も別に

みんながやりたくないよと思っているわけではない。なので、専門外のことであったと

しても、長期的に新しいことを切り開いていくといったことに関しては興味を持てる人

が多いのではないか。特にもともとの自分の研究分野と企業での活動というところに共

通するミッションのようなものを見いだすことができれば、自分としては好奇心が保た

れるといったような意見が聞かれました。 

 博士課程にいる人にも様々な強みを持った人がいるということを認識すること自体が

まず大事なのではないかという話になりまして、研究をひたすら突き進めたいという人

もいますし、より大きなプロジェクトをマネージしていきたいという人もいますし、そ

れを実際に事業として回していくところに関心を持たれる方もいらっしゃるという中で、
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その人に応じた仕事を与えていくことが重要なのではないかという話がありました。 

 特に博士の人がもったいないよね、埋もれてしまうよねという仕事は、単純作業で、

上からやることが定義されて、ひたすらこれをやっておいてといったような仕事だと、

なかなか向いていないけれども、新しい課題があって、そこに対して検証を積み重ねて、

どんどん切り開いていく、１つのプロダクトにこだわるというよりは、大きな疑問に対

していろいろな方法でアプローチをするといったような働き方は得意なのではないかと

いった話がありました。 

 特に企業で働かれる研究者の方だと、短期で戦略が変わって、研究の途中で予算がな

くなって打ち切りになるといったこともあって、それは非常にもったいないなという話

もございました。やはり博士の方を研究という観点で生かすのであれば、きちんと長期

視点を持って、予算を与えて裁量権を持って仕事をしていただくことが大事なのではな

いかといった話になりました。あとは、専門外の人に自分のやっている仕事を分かりや

すく伝える力といったところもあるのではないかといった話がございました。 

 そこから、その後、博士の人を生かせるマネジメントの話にも議論が及んでいったの

ですが、それは問いの２のところで回収したいと思っているので、また後ほど共有させ

ていただきたいと思っています。 

 以上です。 

○塩瀬座長  ありがとうございました。博士の研究がどういうものかということに対

してもう少し理解が進むと……。特に博士を取得するときにも、私自身も指導教官に言

われたのは、世界で３人よりももっと多く知っているものはもう新しくないのだから、

それぐらいの人数しか見ていないようなところに向き合い、その中で一番最初にたどり

着いた者が第一人者だと指導されたので、そういうゼロイチの部分の研究ができた人間、

そこに３年とか５年とか耐えた人間として博士人材をしっかりと評価していただけると、

多分いろいろな場面で活躍できるのだろうなと思うのですけれども、修士から単に２年

と３年と違う年度研究したと思われると、うまく活用ができないのかもしれない。議論

の中にも、確かに博士をちゃんと活用できた会社はいろいろな人材を活用させられます

よねという議論があったと思いますので、それを特に後半のほうで御議論いただけたら

と思っております。 

 それでは、Ｃにつきまして、千野委員から御報告をお願いいたします。 
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○千野委員  御指名ありがとうございます。千野です。よろしくお願いします。 

 私たちのＣチームでは、大学と企業のｗｉｎ―ｗｉｎな産学連携について話をしまし

た。 

 委員としては、松久さんと小野さん、そして私のほうで議論した形になります。松久

さんと小野さんに関しては大学のほうで教授や講師をされているというところと、私の

ほうでは大企業やベンチャーといったところを今進めているので、そういった両方の視

点から活発な議論ができたかなと思います。 

 内容としましては、まず、ウィン・ウィンな関係を築く上で、成果が上げられる産学

連携とバズワードに流される産学連携の違いはといったところから議論をスタートして

います。まず、成功事例などをもって話を進めていきました。その中では、企業からの

ニーズを持って、それを大学側に話をしていって、うまく産学連携をしていた事例、あ

と、大学側の研究内容を持って、それをうまく商品化していく、シーズのような視点で

うまく商品化、産学連携していた事例、どちらも出てきまして、うまくいっているとこ

ろでは、どっちの方向からでもうまくいっているのだなというところがまず１つ気づき

としてありました。 

 一方で、やはりバズワードみたいなところが邪魔してうまくいっていないといったと

ころも話としては出ていまして、大企業などやベンチャーから大学に話が行ったときに、

バズワードみたいな言葉から話がスタートしたときに、大学のほうでやられていること

に本質的に合致している場合は、そのままうまくいく可能性も結構高いのかなと思うの

ですけれども、そこが一致していない場合。では、ディープラーニングを１つ例に挙げ

ると、ディープラーニングで何かやりたいと大企業が言ったときに、研究側は、それは

ディープラーニングではなくて、もっと違うやり方もあるよねという意図で、うまくい

く方法を提案しても、企業側がディープラーニングという言葉で進めたいのだみたいな

話が出てくると、やはりうまくいかないだろう。であれば、企業側も、ディープラーニ

ングではなくて別の学習機能を使いましょうという話でうまく話がすり合わせていけれ

ば、うまくいくケースなども増えていくかもしれないねといったところで、何よりも、

双方が見えているものが違うので、その都度、その都度、そこのすり合わせというとこ

ろがやはりどうしても必要になってきますねといったところが話としてありました。 

 ちょっと私のほうで間違っていたのか、あれなのですけれども、問い２のほうにも話
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が進んでしまっていまして、そちらは後半で話させていただいたほうがよろしいですか。 

○塩瀬座長  今でも気づきの部分があれば。後半で深めるという形でも全然構いませ

ん。 

○千野委員  分かりました。今の問い１の話の流れで問い２につながっていくのです

けれども、そういった企業側から見えている研究側の姿と、研究側から見えている企業

側の姿はギャップがあるところも大きいので、それをどういった形ですり合わせていく

のかといったところで、それぞれの組織にそれぞれ分かる人を入れていくというのも１

つの手としてあるのだと思うのです。１つの手段として小野さんから提案があったのが、

ＵＲＡという、ユニバーシティー・リサーチ・アドミニストレーターの制度を、例えば

大学をまたいだ形だとか、企業との距離を近くしたりして、間でよりうまくプロジェク

トをマネジメントするような権限を強くしていったりだとか、より成果報酬というので

すか、立場を上げていくみたいなところで、下支えする人というよりは、表に立ってう

まく両方をコントロールしていく人みたいな立ち位置を上げていくことで、もっとうま

く回せるのではないかみたいなところが手段としてアイデアが出てきたかなと思います。 

 Ｃチームからは以上です。そういった話を後半深めていければと思います。 

○塩瀬座長  ありがとうございます。先ほどちょうどＣチームのほうに入ったときに

も、小野さんが、博士を持ったＵＲＡとかもたくさんいるので、そういった人たちがう

まく活躍する場ができていないとおっしゃっていたと思うのですけれども、それはＢチ

ームの中で出ていた博士がうまく活躍させられていない組織として大学があるというこ

とですよね。すぐ足元で自分たちで育てておいて何をしているのだということですよね。 

 多分ＵＲＡも、北海道大学とかは、特定助教とか特定教員という教員称号というのを

付与させているのですけれども、幾つかの大学はそれをしていなくて、ＵＲＡの立ち位

置が職員側に近かったりして、先生たちもどうしゃべっていいかが分からない相手とし

て存在していたりするので、今までいる教員と職員と違う中間的な活躍をみんなで評価

するマネジメントがすごく重要なのだろうなと思います。 

 先ほどちょうど加藤さんも理研のコーディネーターですか、連携コーディネーターに

近いのではないかとおっしゃっていたかと思うのですけれども、それはもしかしてＵＲ

Ａとの関連で、理研のコーディネーターが活躍できているとか。 

○加藤委員  活躍できていると言ってしまっていいのか分からないですけれども、私
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が知る限りはすごくいい仕事をされていて、いろいろ共同研究を持ってきたりとか。部

署としてどこに当たるのかは知らないのですけれども、連携コーディネーターという方

は結構広報的なスキルを持って、いろいろな企業さんと共同研究をどのように進めてい

こうかというような話をしていたり、あるいは、理研の中にいる研究者をより一般の人

に向けてプロモートするような、サイエンスコミュニケーター的な能力を持って、かつ、

いろいろなコラボレーションを、要するに相手の企業のニーズを酌んで、それを理研側

に持ってきて、かつ、理研側からはこのような研究ができますよというのをつないでい

くような形のお仕事をされている方々がいます。博士持ちの方もすごく活躍しているイ

メージだったので、ＵＲＡはおっしゃっているのに近いかなと思いました。 

○塩瀬座長  日本で最初にＵＲＡの制度ができたときというのは、もともと３つ役職

があって、ファンドレイジングして、上でアカウンティングをするという部分と、サイ

エンスコミュニケーションみたいにコミュニケーター的な部分、あと、研究プロジェク

トのプロモーションがあるので、チームをつくって、チームとしてより強くしていくと

いうのがあったのですけれども、結構大学ごとにばらばらなのです。コミュニケーター

部分だけをうちのＵＲＡはやっていたり、お金を取りに行って会計だけやっているとか

というのがあるので、本来のＵＲＡの力を全部使い切れていないのではないかとも思う

のです。先ほどもＣの提案にあった、もっとＵＲＡが大学をまたいでうまくできたらと

かというのは、スイスの幾つかの大学に多分、コンシェルジュという形で複数の大学と

かに産学連携を持っていく方がいらっしゃったと思うのですけれども、そういった方々

が本当は地域で活躍できたりすることがあると。産総研とかも地域分局とかがあって、

産総研のイノベーションコーディネーターとかがいらっしゃるので、地域の大学とかと

連携して、またがって、みんなで新しい産業技術の芽とつなげるとかというのがあると

いいのではないかと思います。 

 それでは、全体の意見に関しては、後半にもう少しまとめて一緒にできたらと思いま

すので、ちょうど進行としては時間ぴったりで、いい感じに進んでいますので、ここで

一度休憩を取りたいなと思います。２分ほど休憩を取らせていただきまして、多分、前

回、前々回よりも皆さんはしゃべった回数が多かったので、喉も渇いているのではない

かと思いますので、ちょっと喉を潤していただいて、５時２分からスタートしたいと思

います。５時２分にもう一度お集まりいただけたらと思います。では、一度カメラとか
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をオフにしていただいて結構ですので、５時２分にお集まりください。よろしくお願い

します。 

 

     （暫時休憩） 

 

○塩瀬座長  それでは、後半の議論に移りたいと思います。先ほどと同じように、ま

た３テーマに分かれて御議論いただきます。こちらの書き方の都合もあって、問い１、

問い２、いちどにあわせて上げてしまったので、問い１、問い２、両方同時にやってく

ださったところもあると思うのですけれども、先ほどは論点を増やすというほうで御議

論いただいていたかと思いますし、課題認識という部分だったと思いますので、今度は

それに対して、実際どう仕掛けられるのか、もしそれが動いていない、何か壁があるの

であれば、それをどう取り除けるのか、それが一企業と一個人の問題ではなく、より広

く政策として、日本全体として、社会の問題として抱えていくにはどういう論点がある

かというように、今度は政策とかアイデアの部分に少し寄せていきたいなと思っており

ます。先ほど検討いただいた観点を基に、どのような施策が考えられるか御議論いただ

きたいと思います。 

 ここでもテーマごとに考えてほしい問いとしては、先ほどの「ベンチャーの考え方が

分かって大企業のリソースを引き出せるような人」を増やすにはどうしたらいいのか。

Ｂに関しては、型にはまらないが力のある博士というのがいらっしゃるとして、存分に

力を発揮できるようなマネジメントはどういったものなのか。Ｃとして、「アカデミアの

探究心と企業の投資論理を繋げられる人」。先ほど同じ研究でも、目指しているところが

少し違ったり、評価が違うのだとしたときに、その両方を分かっている人がいて、どう

やって大学側にも企業側にも人が増えればいいのか。中間的なところにＵＲＡがいれば

というアイデアもあったかと思うのですけれども、そういったところをもう少し深掘り

いただけたらなと思っています。 

 それでは、各テーマに分かれて議論に入ってください。テーマＡの方は、先ほどと同

じようにこのＷｅｂｅｘのまま、テーマＢとＣの方は、何度も申し訳ないのですけれど

も、また退室いただいてからＢ、Ｃのほうに入っていただいて御議論ください。 

 先ほどもフォローアップといいながら、のぞきながら、全然入る隙がないぐらい皆さ
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んお話しになっていたので、ファシリテーターとしてはしゃべらないファシリテーショ

ンが完璧なファシリテーションなので、その点では成功しているなと思っております。

１点だけ課題としては、ファシリテーションをお願いしたサブファシリテーターの方が

聞くことに徹し過ぎてしゃべれなかったのではないかというのがちょっと私自身のネガ

ティブポイントなので、今度はぜひサブリーダーの方から御発言をしていただいてから

聞いていただけたらと思います。サブリーダーをお任せしてしまったがゆえに、お三方

とも御遠慮されていた時間が長かったような気がしましたので、ぜひ最初に皮切りにお

話をいただいてから進めてください。また今度、５時半になりましたら、一度このＷｅ

ｂｅｘのほうに戻ってきていただいて、全体で共有いただけたらと思います。 

 前半と同様に、ＹｏｕＴｕｂｅで傍聴されている方には、このままテーマＡについて

配信させていただきます。ＢとＣについては前半と同様の対応とさせてください。 

 それでは、ＢとＣの方に関しましては別室のほうに御移動いただければと思います。 

 では、Ａのほうは宇井さんからぜひお話をしてください。 

 

Ａチーム議論 

問２ 「ベンチャーの考え方が分かって大企業のリソースを引き出せる人」を増やすに

は？ 

○宇井委員  改めて、引き続きよろしくお願いいたします。 

○小野塚委員  お願いします。 

○大下委員  お願いします。 

○宇井委員  先ほどの前半戦で、大企業の方々はどういった方々が実際いるか、その

中で、ベンチャーと組む際にどういったことをされているか、気をつけていただいてい

るか、むしろ協力いただいているかというところもある程度理解できました。ありがと

うございます。 

 次は、実際にそういった業務を行う方々をもっと増やしていくという問いのほうに入

っていきたいと思います。きちんと読み上げますと、「ベンチャーの考え方が分かって大

企業のリソースを引き出せる人」を増やすには？ です。結局、これは最終的にどう引

き出すかというのは人事制度に入ってくるかなと思っています。そこはまさに小野塚さ

んの専門だと思うので、ぜひその辺りもお伺いできればと思っています。 



- 37 - 

 

 まず最初に私からお話ししますと、やはり私も大企業の方々何人かとやり取りしてい

て、いつもすごく思うのは、ベンチャーがいて、大企業の担当者がいる。担当者の後ろ

には何十人、何百人という様々な社内の方々がいらっしゃるということがあると思いま

す。社内政治を理解して、この事業をどのように持ち込めば、社内の中できちんと事業

化できるかというのをいつも考えながらやってくださっているなというのを本当にいつ

もひしひしと感じています。そういった大企業の担当者の方をきちんと評価する人事制

度というのがあるのかというところが私もちょっと気になっています。 

 先日、ＥＬＰＩＳの中でも大企業の方々にお話を聞いたところ、やはりあまりないと

お伺いしました。なので、あれだけ担当者がすごく奔走して、やっとこさ、勉強会レベ

ルだったものをきちんと社内の一事業として捉えさせていっているのに、それをきちん

と評価する仕組みがないというのは、社外から事業を引っ張り上げてもらった側からす

ると、ちょっと寂しいなと思っています。 

 実際、要するに自社にない価値を持ち込んできた人たちをどのように評価していくか

というところについて、ぜひお２人の意見を聞ければなと思っています。具体的には、

何か個人でアイデアがあればそれもお伺いしたいですし、いやいや、実はうちの会社は

こんなことを既にやっているのだよというのがあれば、それもお伺いしていきたいと思

います。 

 まず最初、ちょっと順番を変えて、小野塚さんからお話を聞ければと思います。 

○小野塚委員  人事の評価制度の話については、継続的に当社は昔から議論はしてい

るのですが、究極的にはこれとはまるものが見つからないのです。というのも、人事と

して制度的にはきれいにはまるものというのはいろいろあると思うのですが、評価した

からといって、では、評価される側の人というのは何を求めているのかなというのがか

なり多様化しているような気がしていまして、例えば単年度の金銭的なインセンティブ

で十分ですという人もいれば、チャンスを得て、別のフィールドで海外でやりたいとか、

もっと違う、営業の人がやはり生産のことを知りたいので、工場のほうで勤務するとか

勤務地に関することだったりとか、労働時間に関する部分だったりという、評価するこ

とによって、何を求めているかなというのが結構多様だと思っています。 

 きちっとはまるものが見いだせていないという状況なので、当社として今どうしてい

るかというと、年度でミッションを立てて、それの進捗について上司と本人とで一個一
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個進捗を確認しながら、賃金は配分論になってくるので、最終的には合意をするのです

が、最終的には決めつけて、あなたの年俸はこれですというよりかは、ミッションを振

り返っていきながら、達成度合いを見て金額を決めていくというような形で進めていま

す。 

 そういう意味では、ベンチャーの方とか、何か新しい新規事業をやったときというの

はもちろん加点要素みたいな形で適切に報酬にも反映はするのですが、逆にそれが制度

立ってできているかというと、基本的には面談でワンオンワンでいろいろ話をして決め

ていくというのが全体の中でポリシーみたいなものです。 

○宇井委員  どうしてもこういった人材をどうやって増やすかという話になると、ど

うしても制度化しなければという、若干圧もあって、そういう話になってしまっている

のですけれども、それよりも、手法はあえてワンオンワンとかにしておいて、きちんと

評価してあげるということを忘れないということのほうが大事だと思われますか。 

○小野塚委員  そうだと思っています。やはり自分がやったことを認めてもらって、

さらに進めていけるということにうれしさを感じている社員のほうが多いのだろうなと

私は思っていて、すごいことがあったから、では、ボーナス３倍、４倍という結果より

も、認めてもらって、このまま進んでいって、やりがいを持ってやっていけるというこ

とに楽しさを感じている社員のほうが圧倒的に多いと私は思っているので、あまり評価

制度がどうのこうのというよりも、そこを愚直にワンオンワンで見ながら、上司がリー

ダーシップ、マネジメントをしてやっていくことが、結果的にはそういったオーナーシ

ップを持った、チャレンジ精神のある社員が１年、２年、５年、10年たったときには増

えているのではないかと思っています。 

○宇井委員  なるほど。大下さん、すみません、もう一個だけ私から引き続き小野塚

さんに聞きたいことがあるので、もうちょっと待っていただけますか。 

 今、ベンチャーとの取組がよかった場合でお話しいただいたのですが、逆に、ベンチ

ャーと取り組んだ結果、やたら大変だったけれども、何も実を結ばなかったとか、例え

ばそういった場合に大企業の中で、あいつはわけわからない案件を持ってきて、もう評

価しねえみたいになってしまっているのか、そうではなくて、それは組む相手が悪かっ

たという話になるのか、その辺りは最後どのようにけりをつけられているのかというの

をちょっとお伺いしてもよろしいですか。分かる範囲で構わないので。 
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○小野塚委員  過去の案件を引きずるということは全くなく、新規のものというのは

当たり外れがあって当たり前だというのがトップを含めて。私が言うのもあれかもしれ

ないですけれども、うちの社長もそういったマインドだと思っていますので、あの件で

失敗したから、では、やめるかというよりも、あそこで経験を積んだから、では、この

プロジェクトのこのパートをあいつに任せようかというような考え方をするのが多いと

思っています。 

○宇井委員  リスクヘッジの観点では、失敗したからもうやらないという判断の気持

ちは分かるなと思うのですけれども、そこであえて、実務経験があるからもう一回チャ

レンジさせようとなれる、なぜそういう度量の深さを持てるのか。それはチーム日軽金

だからというのもあるのかもしれないですけれども、ここがうちの会社はみそかもしれ

ないというのがもしあれば、ぜひお伺いできればと思います。 

○小野塚委員  先ほど大下さんからもお話があったように、トップを含めて、既存の

事業だけではもう食べていけない、戦っていけないという話を聞く場とか、語ってもら

う場がかなり多いので、新しいことにチャレンジすることについては失敗すること前提

というのが浸透しているのではないかというのが背景にあると思います。 

○宇井委員  でも、そこはありそうですね。実際、私も大企業の方々とお付き合いし

ていて、新しいことをどんどんやる大企業とそうではない大企業でパキッと分かれるの

は、既存事業であぐらをかいているかどうかというのは多分かなり大きいと思っていて、

既存事業であぐらをかいていたらまずいと思っている企業は、やはり新規事業の打数を

とにかく増やして打率を上げていくという方向になっていくので、その企業のサイズに

もよりますけれども、年間数百、数千万ぐらいだったらどんどんやってみようというよ

うになっているところも確かにあると言えばあるので、そこはありますね。 

 あと、今お話を聞いていていいなと思ったのが、それをトップが語る場をきちんと持

っているというのは重要ですね。先ほどの分散経営がきちんとうまくいかれているのも、

とはいえトップの方の語る場があるからこそ、多分、こういう判断をして大丈夫だろう

というのが分かっていらっしゃるというのもあるのだろうなというのは、今のでなおの

こと合点がいきました。ありがとうございます。 

 すみません、大下さん、先に小野塚さんからわっと聞いてしまったのですけれども、

大下さんのほうで新規事業をやられていく中で、人事の制度がもしあればお伺いしたい
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ですし、今のお話のようにメソッドは決めないでワンオンワンがいいという話だったら、

そういうのもぜひお伺いできればと思います。いい点も悪い点も含めて、お願いします。 

○大下委員  ありがとうございます。今の会話を聞きながら、やはりすばらしいなと

思いました。人事体制がしっかりしていらっしゃるなというのをすごく思いましたし、

多分、企業規模によって新規事業に対する前向きな評価ができるのか、そうではないの

かというところも結構違いが出てくるなと、すごく感じました。 

 私自身は結構、ＡＮＡグループ自体が、ホールディングスがあって、その中に事業会

社が幾つかあって、私自身はグランドスタッフの会社に所属をしているのです。そこか

ら本社に出向してという形なのです。なので、評価母体が所属先と事業をしている先で

分かれてしまっているので、そこが多分課題のポイントなのかなというのは、話を聞き

ながらすごく思いました。 

 なので、部署内での上司とかはもちろん、さっき小野塚さんがおっしゃってくださっ

たように、ワンオンワンでミッションがどれぐらいできたかというところを評価してく

れてはいるものの、所属先の人事評価制度がそもそもオペレーションというか、安全・

安心に運航する人材という会社なので、その評価基準になってしまっているので、全く

当てはまらないので、評価はそこではされていないので、実は加点評価とかも、どれだ

けあったとしても、お給料の面とか人事の評価というところでいうと、全くという感じ

になっているのだなということをすごく感じたのです。 

 小野塚さんにお伺いしたいなとすごく思った点が１点ありまして、評価基準とかは、

グループ会社様々、業務の体制とかスキルとかが違うと思うのですけれども、それぞれ

に合った評価体制をつくられているのですか。出向とか、そういう人事交換とかがあっ

たときはどうなっているのだろうというのはすごく気になりました。 

○小野塚委員  原則は事業部経営というようなことが我々標榜としてありますので、

例えば出向であれば、出向した先で人事評価をしていただくので、そこで、会社が持っ

ている人事評価の物差しで評価をしていただいて、それを出向している人にはそのまま

適用させていただくような形です。出向の元の原籍の会社としては、いろいろな職種の

違いだったり、階層の違いだったり、年次の違いだったりあるのですけれども、大本に

なるような運用基準はあります。そこの運用基準で大枠を決めておいて、例えば経理部

門とかであれば、連結ができるとか、税務ができるとかというさらに細かい物差しを各



- 41 - 

 

部署でつくっていただいて、アレンジしていただくような形を取っています。 

 ですので、全体ポリシーとしてはチーム日軽金、同じような部分があるのですが、職

種であったりとか役割に応じて細かく評価について決めていただく。そこの細かな物差

しも持って、かつ、上司、部下でコミュニケーションを取って、では、次のミッション

はこれを頑張ろうねとか、細かく落とし込んでいくような形で制度と運用を持っていま

す。 

○大下委員  すごく勉強になります。ありがとうございます。 

○小野塚委員  ただ、全て機能しているかというと、生々でいうと、なかなか手がか

かって難しいというところがあって、全部末端まで血が回っているかというと、そうで

はない部分もあるのが問題として認識はしているのですけれども、難しい部分だと思っ

ています。 

○宇井委員  お２人に、今のお話を踏まえて、ちょっと私が事前に考えてきたアイデ

アがあって、ぜひお伺いしたいのですけれども、それこそまさに今のお話のとおりで、

出向した先と出向元で人事評価が違うと。いる間ももちろん２つの所属で、２つの人事

評価で評価されるという苦しみがあると思うのですけれども、もう一個が戻った後です

よね。戻った後に、前のところではイケイケでいろいろ学んできたのに、帰ってきてみ

たら、やはりカルチャーが違い過ぎて全然根づかないみたいな。大下さんの場合はＡＮ

Ａグループの中での話なので、まだそういうことはあまり起きないかもしれないですけ

れども、全然違う会社に行って帰ってきて、いろいろなお土産を持って帰ってきたから、

いろいろ種を植えたいと思っても、全然耕されていなくて芽が出ないみたいなことはあ

るかなと思っています。 

 それに対して、これは完全に私の素人考えなのですけれども、例えば出向先と出戻っ

た先合同の活動報告会みたいなものをやって、そこで簡易360度評価みたいなものをやっ

たりすると、一応、２か所の場所それぞれからの合同の評価とかを受けられていいのか

な。ちょっとでも、100個持って帰ってきた種のうち１個ぐらい芽吹かないかなと思った

のですけれども、今の私のアイデアは、まさに大企業の中でお勤めになっている、特に

大下さんなどは出向しているという立場で、どのように思われますか。いや、そんな現

実的に無理ですよみたいな話とかもぜひお伺いできればなと。 

○大下委員  できたらいいのではないかなというのはすごく思いました。現状、グル
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ープ内でも業務によって全くカルチャーが違うので、それこそ、多分私はもともといた

場所に戻ると、全くその種が生かされないという感じには現状なってしまうので、そう

ならないようにというか、相互での理解をより深めるみたいな意味で、さっき言ってく

ださったような合同評価会というのをするというのは面白いなと思いました。 

○宇井委員  ありがとうございます。小野塚さんもぜひ人事の視点で御意見いただけ

ればなと思います。 

○小野塚委員  そうなのですよね。出向して、出向先でのパフォーマンスというのは

本当に風の便りで聞くぐらいしか、どうしても人数が増えると分からない部分があると

いうのは正直なところです。なので、そういった場を出向先と出向元だけではなくて、

データの扱いとか情報の扱いは難しいと思うのですけれども、もっと見えるようにして

あげたほうがいいのではないかと思っていて、出向者に限らず、新入社員とか、日の当

たるスポットライトばかりではないと思っていますので、そうではない人たちにも、私

はこういうことをやっているとかというのを見えるようにしてあげるというのが人事の

評価にもつながるのではないかと思っているのですが、なかなか情報が氾濫しそうで、

手がつけられないという状況なのです。 

○宇井委員  やはりどうしてもＮＤＡだったりとか、そのようなものがある中で、ど

こまでというのは確かにあるだろうなと思って、情報の取扱いの観点で、それだけで御

飯３杯食べられそうなのですけれども、それはまた別の機会にのせたいと思います。 

○小野塚委員  でも、すごいなと。そういう発想はなかったので、それはちょっと考

えなければいけないなと気づかされました。ありがとうございます。 

○宇井委員  ありがとうございます。今日のこの会が40分ぐらいまでかな、もうちょ

っとだけ時間があるようでしたら、もう一つだけちょっと、今日の大企業とベンチャー

というところから若干外れはするかもしれないですけれども、ぜひお２人にお伺いでき

たらなと思う問いがあります。それが、ベンチャーは、もう少し広い定義で見ると、新

しい技術やサービスを持っている組織と言えると思います。それを即座に理解して、知

財的価値を法務的にどう見ていくかというのはすごく難しいと思っています。 

 具体的に言いますと、例えばうちの会社などは、ＡＩを含めたライセンスビジネスと

いうのをやっている中で、ライセンスビジネスは、恐らく最近のやり方だと、通常、ま

ず知財は単独帰属。単独で我々ライセンス権利を持っている側に全部帰属されて、当然
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ソースコードも開示しないですし、全てのノウハウは秘匿ノウハウという状態です。そ

の上で、だけれども、事業をやる上での事業責任は共に負ってくださいというスタンス

でお話をするのです。これは別にａｂａが勝手にそういうことをやっているというより

は、多分、世の中のライセンスビジネスは今大体そうなってきていると思うのです。 

 ただ、そういう話をしたときに、いやいや、ａｂａさん、何も中身を見せてくれない

し、知財も全部ａｂａさんに単独で帰属するのに、事業責任だけは共に負ってくれって、

それはないよという話をされることもあるのです。それで、話がうまくまとまらないと

いう結論があるのは、別にそれはそれで、案件ごとにあっていいと思うのですけれども、

そうではなくて、それは多分、ＡＩをこれから活用していく上で当然起こり得ることで、

私たちａｂａも、それをその場でうまく理解させられていないし、理解がなかなか難し

い大企業側の社員の方々がいらっしゃったりとかするときに、ここはどうしていったら

いいのだろうなというのを結構悩むというか、難しいなと思っています。 

 多分、そこを１つ越えるために、経産省のほうでソフトウエアひな形契約書というの

を用意されていて、ライセンスビジネスというのは通常このように行われるので、それ

前提で話すのがいいと思いますよというのが流布されていると思うのです。こういった

新しい技術を即座に理解してやっていくというところをどうやったらいいのだろうなと

いう、大企業とベンチャーというのからもう少し離れるというか、抽象的な議論になる

のですけれども、すみません、投げてしまうのですが、その辺り、お２人はどう思われ

ますかという。大下さんのほうでも、小野塚さんでも。 

○大下委員  経産省のひな形として、通常このようにやるのですというのがあるのと

ないのとだと、多分、新規事業の立場としても進めやすさは違います。多分、そもそも

そうやるのだということを知らないという人が大多数だと思うので、そこの理解を進め

るために、お墨つきみたいな感じはすごく大事だなと思いましたし、そういう事例とか

を共有する勉強会とかを開催してみたりとかもありなのかなと思いました。 

○宇井委員  私も実は、この議論に対する１つの問いを自分の中で考えたときに、経

産省公認の専門家ＹｏｕＴｕｂｅｒとかを用意したほうがいいのかなとか考えて、ＮＨ

Ｋとかニューズピックスとかと連携して、ソフトウエアひな形契約書などなどの説明と

いうか、分かりやすい講座みたいなものをやってもらったりしたほうがいいのかなと。 

 本当にそれぐらい技術の進歩が早過ぎて、法務の方とか、法務でなくても新規事業と
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かの一担当者の方々も追いつくのはすごく大変だろうなと思っていて、この辺りは各企

業の努力で頑張ってというよりも、それはそうなのですけれども、もうちょっと国とし

て何か用意できたらなということも思って、お２人にちょっと聞いてみたところです。 

 小野塚さんとか、本当にいろいろな会社さんと企業として組まれていたりとかしてい

る中で、新しい企業さんの技術理解とかはどのようにされていっているというか、ひた

すら担当者に聞いて勉強しているのですか。 

○小野塚委員  私自身が新しい技術のフロントに立っていることは全くなく、いろい

ろな社内の雑談もあれば、会議の中でいろいろ話している内容を聞いたりとか、そうい

うところで、社内で営業しているといいますか、いろいろな情報を得ているというもの

があります。というのも、私、社内の労働組合との窓口も担当していますので、そうい

ったステークホルダーの１つに対して説明をしなければいけない場面が結構ありますの

で、そういった意味では、いろいろなところから情報を取ってきたりしています。 

 先ほどあったライセンスの話とかですと、当社の製造部の品質保証とかも同じような

形なのかなと思っていまして、営業の部門とか、製造のエンジニアとか、研究開発の人

間から聞いているような話で私なりに思うのは、最終的には製造業は、ＩＳＯの規格だ

ったり、ＪＩＳ規格だったり、そういったものを担保できていれば、細かな技術のとこ

ろは出さない部分が結構多かったりするのです。なので、例えば製造技術自体が秘匿し

ているとか、そういったものについては全く出さずに販売することはもちろんあります

が、その担保としてＩＳＯとかＪＩＳとかそういったもので適切に評価されています、

そこで保証していますというような形を取ることが多いです。ライセンスの部分で引張

強度とかそういうのはできないと思うのですけれども、そういった物差しがあれば、第

三者的にできるのではないかと少し思いました。 

○宇井委員  分からないですけれども、例えば何かＡＩを評価していく物差しを幾つ

か用意してあげて、それがＦ１スコアなのか何なのか分からないですが、それに合わせ

て、きちんとＩＳＯ○○を取っているので、このＡＩはブラックボックスなのだけれど

も、いいものですよというお墨つきをつくっていくということ。いや、これはすばらし

いですね。これはぜひやりたいですね。 

○小野塚委員  フラッシュアイデアですけれども。 

○宇井委員  いやいや、すばらしい。ありがとうございます。では、その話も後で皆
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さんに報告しようと思います。大下さん、小野塚さん、ありがとうございました。 

○小野塚委員  ありがとうございました。 

○大下委員  ありがとうございます。 

 

Ｂチーム議論 

問２ 型にはまらない力のある博士が、存分に力を発揮できるマネジメントとは。 

○林委員  先ほどの話を受けて、整理してみました。そもそも大上段として、多様な

人をマネジメントできる組織があって、結果として博士も活かされるということが重要

なのかなと思います。また、マネジメントとは何かというところで、そもそも認識がす

り合っていないのではないかという話がありました。上意下達で従来型の報連相を大事

にしてみたいな組織体制は、博士は向いていないし、他のクリエイティブな人たちにも

向いていない。彼らが活躍するためには個人の内発的な強みを活かす体制が必要である

という点が前提になります。一方で、その中でも特に博士は適正に評価されていないと

いう点があるのではないか、それはなぜかという点が大事であると思っていて、一つ目

は、博士に対するステレオタイプがあるということです。大企業では、博士にはその研

究分野しか振らない、でもその研究分野はすごく限られており、その他の分野でどのく

らい使えるかが不明確なため雇いづらいと思ってしまうのではないか。二つ目は、通常

の社員と同様にロールとしてのマネジメントを強制されると博士には厳しいところがあ

るのではないか。なぜかと言うと、研究者として優秀であっても、マネージャーとして

優秀であるとは限らない。大事なキーワードと思うのが、「ピープルマネジメント」です。

ピープルマネジメントが必要な時にはちゃんとそういうスキルを持った人を育てていく

必要がある。博士の中にも、大企業で大規模なプロジェクトを率いていきたい、大学で

はラボを持ってみたい、そういった意向を持った人には、ピープルマネジメントの種を

育てることが重要ではないかと考えています。 

こういう議論を踏まえた上で、それでは次に何を話そうかというところで、個人的に

気になったのは、企業に行くべき博士というのはどういう人なのか。今のままでは、す

べての博士人材を企業で活かすには、という議論になりかねないなと。そもそも研究を

ずっと続けたいという人は、大学に行けばよいのではないかと思っていて、その上でア

ドバイザーとして業務研究などすれば良いのではないかと思います。企業に行くべき博
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士とはどういう人で、そのような人材はどのような方なのかを捉えられると良いかなと

思いました。水口さんには、もし可能であれば、メタジェンで経営層以外に博士を活用

するのであれば、どういう活用のされ方をするのかを教えていただければと思います。 

○水口委員  はい。弊社は現在、社員は２０名ほどおりまして、そのうち６名が博士

号を持っているんですね。弊社は、腸内細菌に特化したベンチャーですけれども、それ

を元々やっていた研究者は１名です。他にケミカルであったり、植物、病理であったり

など、元々の研究をやっていたから弊社に来たわけではないです。弊社には、病気ゼロ

社会を実現するビジョンに共感してくれた人が多く、その可能性に惹かれて来ている人

が多くいます。いま、何をやっているかというと、それぞれ分かれていまして、研究に

おいてもウェット、ドライがあり、ピペットマンを扱っている人もいれば、しっかりデ

ータ解析を中心としてやる人もいますし、新規事業をやっている人もいますし、海外事

業において活躍している人もいます。留学生もいまして、東工大出身でインドネシアか

ら来ている方もいます。様々なところで活躍しています。それぞれ、やはり博士によっ

ても強みがありますので、それを踏まえてやっている部分はあります。あとは、大学で

はなかなかやらないような研究開発のマネジメント、例えば、予算の管理などもその博

士が中心になってやっている部分もあります。 

マネジメントの部分で言うと、やはり、それぞれの適性に合わせて活躍できる場所に

配置して、自由にというか、その能力が活かせる形でやっているところは、弊社では考

慮している部分があります。例えば、新規事業においては、いろいろな、自由な発想を

持っている人を置いていますし、新しいことをどんどんやっていく。ふわっとした課題

において、これを解決するにはどうすれば良いか、それを自分で考えてやっていく、非

常にその適性が合っているというのは思いますね。 

○林委員  博士の人でなければならないわけではないですよね。 

○水口委員  そうですね。博士でなければならないわけではないですが、自分が合っ

た適性でより力を発揮できる場所にあるかなとは思います。 

○林委員  １個目の問いはいかがですかね、加藤さん。 

○加藤委員  そうですね、企業に行くべき博士とはどのような人かという点は結構難

しい問いだなと思っていて、大学に残らないと決めた人は、どちらかと言うとネガティ

ブな理由で企業に行く人もいて、元々博士を出た後は企業に行きたいという人ももちろ



- 47 - 

 

ん一部はいますが、恐らく半分くらいは、どちらかと言うと大学の待遇に不満があると

か、企業の方が優れているなと思うポイントがいくつかあって、企業に行ったという人

もいると思います。あとは、ブラック研究室にいて、成果がうまく出せなかったからと

いう人もいますし、元々、入る前から企業に行きたいと思っていた人も、どちらかと言

うと、ちゃんとした福利厚生の中でプロダクトに繋がるようなことがしたいというモチ

ベーションを持っている方もいました。私の知り合いで、進学する時から３年後は企業

に就職すると決めていたという人も、最終的には、プロダクトに活かしたいという方向

で分野を選んだ人もいますし、最終的にプロダクトに目が向いている人は、企業に行く

べきなのかなと思います。 

あと、個人としての強みを活かしていかないと大学ではやっていけなくて、それより

は、もっとチームとしてやりたい、これはアカデミアの一つの問題でもあるのですが、

過度に個人を競争させる文化がありますよね。個人として目立っていかなければならな

い、業績を出して自分がラボを持つのにふさわしい人間だと示していかないといけない

という文化があって、そういう風に自分を売り込むというよりは、チームの中で働きた

いという人は、企業に向いているというか、こういう理由で企業に行く人がいるなと言

う点はありますね。 

○林委員  プロダクトを作りたいという動機は、すごく明確であるし、企業を選んで

いきますね。 

○加藤委員  多分、いま既にハッピーな人たちが多いと思います。 

○林委員  ネガティブな理由で大学に残らない人は、企業側からするとそれは難しい

ですよね。 

○加藤委員  そうなんです。それは私も思っていて、前半、きれいな話をしすぎたな

と思います。実際は、企業の方がある種、マシだから行くという人もいて、そういう人

たちが企業にとって扱いづらい存在で、そういう人たち自身がどうマインドセットを変

えていくべきなのかということを考えた方が良いのかなと思います。 

○林委員  そうですよね。そこの接続と言うか、彼らと繋がるプロセスが重要なのか

もしれないですね。 

○加藤委員  そうですね、たしかに。それが企業のロールなのかを言われたら、分か

らないなと思うところでもあります。どちらかと言うと、博士課程の学生自身が、ある
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程度自分の中でポジティブな部分を見つけていくのが就職活動の一つかなと思います。

実際、ポジティブな理由を見つけて就職していく人がほとんどだと思うので、そういう

過程があって。次のクエスチョンは、就職活動をして自分を棚卸しした結果、チームで

やりたいとか、自分はこういうところに仕事の価値を感じるんだな、企業の方が向いて

いるなというように仮に思って企業に入ったとしますよね。その人が、いったんはポジ

ティブな理由を見つけて入った後に「企業に来なければ良かったな」、「自分は活躍でき

ていないな」と思うことをどうやって減らすかというのが、一番、マス層でクエスチョ

ンなのかなという感じがします。 

○事務局（杉山）  就活の時に、博士の人がどういう風に企業に自分の力を活かせる

か、自分の力を棚卸しできるかといったところにサポートできる人がいればとか、企業

の中に入った人が相談できる相手がいるかとか。 

○加藤委員  たしかに。そういう点では、既に博士がいる企業には、そこを越えてき

た先輩がいるのでやりやすいというのはあるかもしれないですね。就職活動の時点では、

例えば、アカリクさんとかは、間を繋ぐような人たちが増えてきたのかな、まだ足りて

いるとは言えないかもしれないですが、一応、試みはいくつかあるかなと思っていて、

入ってから、その孤独とどう向き合うかなどを自分の中で棚卸しして、自分の能力を上

手くその企業に合わせていくというのをサポートできるようなしくみがあると良いのか

なと思いました。 

○事務局（杉山）  博士コミュニティですね。そういう意味でも、博士の人たちの斜

めの繋がりになったら良いですよね。 

○加藤委員  そうですね。最近、博士号を持っていろんな企業にいる方たちで集まっ

て、自分のキャリアパスを考えたり、自分が、企業の中で博士が活かされるフレームを

作っていくというのは、草の根レベルでは結構あるんですよね。Slackコミュニティを作

ったりなどして、企業にいる博士を繋ぐコミュニティは結構あって、それをしっかりや

っていくというのはありますよね。 

○水口委員  僕も博士課程の学生の時に博士課程教育リーディングプログラムという

ところに参加していて、定期的に全国会議というのがあって、全国にある博士課程のリ

ーディングプログラムの学生が一堂に会してディスカッションするというものが年１～

２回、少なくとも１回はあって、そこでいろいろな博士学生が集まっていて、そこでデ
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ィスカッションすることはすごく価値があったなと思っていて、僕も何回も参加してい

るのですが、そこで参加したメンバーとは今もコミュニケーションを取っています。今

のリーディングプログラムが、予算の縮小化はあって、形が変わって今も続いていると

ころはあるのですが、それは非常に重要だなと思っており、終わった後もどんどん活か

せれば良いかなと思っていて、ずっと続けていってほしいです。非常に良い取組みだと

思っています。 

○加藤委員  たしかに。 

○林委員  たしかに。企業の中でできることを、社会としてこのようなコミュニティ

があり、企業を越えた資産があるのは良いことですね。 

○加藤委員  たしかに。マネジメントについて、今は自浄作用のような点で話してい

ましたが、企業側にという点で言うと、アカデミアと企業の両方でマネジメントとは何

かということを定義して、そういう形に近づけていく必要があるのかなと思っていて、

両方変えていかないといけないと思うんですよね。例えば、アカデミアの問題点として

は、成果のためにブラックなラボがあったり、強制労働があったりするし、個人を過当

に競争させること、個人として目立っていかなければならないところがあって、自分の

業績を積んで、いろいろと表彰されなければという感じで途中までそのようなフレーム

ワークの中に置かれているわけですよね。そういう人たちが、例えば、上意下達で個性

を抑制するような会社に入ると、ギャップが苦しいというのがあると思うんですよ。そ

こが、アカデミアも企業も、どちらもきちんと能力を活かせるマネジメントができてい

れば、企業に入ったけれど、自分の能力をそのまま活かせるのかなと。特に海外の IT 系

研究所の方から、「大学と同じ感じだよ」という話を聞くことが多いので、そのギャップ

を無くしていく。両方でマネジメントとは何かを定義して、より良くしていくというこ

とがあるのかなと思いました。例を挙げると、Facebook の Reality Labs の方が、この前

に研究コミュニティにリクルートに来ていて、その方たちに中の雰囲気を聞いてみたら、

元々、ある程度自由に研究できるところにいて、自分の能力を発揮できて、企業でも、

目標はある程度は会社の目標に合致させないといけないけれども、進め方の裁量がかな

りあったりとか、その辺があまり企業もアカデミアも変わらないよとのことでした。そ

の変わらないという状況をマネジメント層が作っていく必要が、大学にも企業にも両方

あると思います。 
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○事務局（杉山）  今、お話ししていたことで、「分かってはいるけれどもできていな

さそう」というところも入れられればと思います。 

○加藤委員  そこはもっと含めた方が良いですよね。 

○林委員  そうなんですよね。マネジメントのいろはは、教科書をまだ読んでいるよ

うな感じがしますね。 

○加藤委員  たしかに。具体的な話として、博士コミュニティの件がありましたが、

大学と企業の両方のマネジメントの定義を決めていこうという点で、どのようなソリュ

ーションがあるのかなどですね。 

○事務局（杉山）  イメージとしては、プロジェクトマネジメントは、いろいろな本

が出ていますし、いわゆるマネジメントと言うとそちらをイメージされると思うのです

が、ピープルマネジメントが下手なのが日本なのかなと個人的に思います。 

○加藤委員  たしかに。最初の話と繋がっていて、専門性を突き詰めていくという人

とマネージャーになりたくてなるという人が分かれていないじゃないですか。偉くなる

ならマネージャーになるしかないみたいな。だから、本当はマネージャーに向いていな

い人も成果が出たらマネージャーにせざるを得ないですよね。それはどんな組織でもあ

ると思います。大学もそうです。プレーヤーとして優秀な人が。Google では、完全に分

かれていますよね。マネジメントはあくまでもロールであって、昇進がレベル性で、レ

ベルが何以上だとマネージャーになることが「できる」けれど、別にならなくても良い

んです。マネージャーにならずに階級だけ上がることが可能です。それが、日系企業で

は難しいというのは分かるのですが、マネジメントでないと出世ができないというとこ

ろに、問題がないかなということはちょっと思います。 

○事務局（杉山）  出世イコール管理職というところがありますよね。 

○林委員  具体的に、プレーヤーでものすごくレベルが高い人は、どういうプレーの

仕方をしているのですかね。 

○加藤委員  普通の企業ではなかなか難しいと思いますね。職能が限定されていれば

良いんですけどね。例えば、研究であれば、研究だけしていれば良いし、エンジニアだ

ったらエンジニアだけやっていれば良いけれど、総合職のような感じで言うと、難しい

感じがしますね。 

○水口委員  そうですね、難しいですね。時間が結構影響する、例えば、自分がプレ
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ーヤーの方を頑張ってしまうとマネジメントをしなければいけないけれども、そちらが

疎かになるというのがあり、非常に難しいと思います。 

○加藤委員  エンジニアのコミュニティでは、ずっと「エンジニア」はみんな「エン

ジニアリングマネージャー」にならなければ待遇を上げられないのかということがずっ

と議論されてきて、今、実現されているところもあると思うのですが、その他の業種で

は、そもそも議論されたことがないのではないでしょうか。 

○林委員  企業の中でも R&D チームの方が博士の人材を持っています。R&D の中で優秀

な人は、その中で活躍していくイメージですが、それでだめでしょうか。結局、ソリュ

ーションは、機能を普通のマネジメントとは切り離して、独立で回ってその分野だけで

も上に上がっていけるようにすることなのかなと思います。それは、現状、できていな

いのですかね。 

○加藤委員  できていないと思います。結局、博士を取って企業に入っても、ジョブ

ローテーションでいろいろなところに回される。希望して、いろいろと部署を見てみた

いという人にとっては合っていますが、必ずしもそういう人ばかりではないですね。 

私が、企業の人に聞いて難しいなと思った話としては、優秀だとローテーションさせら

れるんですよ。優秀ではない人は、R&D に残す文化があるんですよね。優秀な R&D 人材は、

経営層として将来育てようとして、幹部候補としていろいろとローテーションさせる。

そうでない人は、R&D に残れる。 

○林委員  結構、本質かもしれないですね。どうしたら良いのでしょうね。 

○加藤委員  そうですね、どうしたら良いのでしょうか。ソリューションまで、なか

なか難しいですね。その人が望むのであれば、他の部署に異動して新しいことを学ぶこ

と自体が悪いことではないんですよね。実際的に本人のキャリアや企業側の能力開発の

メリットが薄いケースがあるというだけで。 

○林委員  大学において、URAが導入されたことと近い話なのではないでしょうか。研

究者に元々、外部との連携を任せていたけれど、そこを分けましょうと言う話で、ジョ

ブローテーションさせる理由は、他との連携を含めて新しいものを創っていく要請な気

がします。一方で、URA 的な仕事は、博士を持った人の中でも R&D のチームの中にでもい

たら、優秀で研究者に特化したいという点にフォーカスできるのですかね。 

○事務局（杉山）  そろそろ戻りたいです。 
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○林委員  ありがとうございます。 

○水口委員  ありがとうございます。 

○加藤委員  ありがとうございます。 

 

Ｃチーム議論 

問２ 「アカデミアの探究心と企業の投資論理を繋げられる人」を、大学にも企業にも

増やすには？ 

○千野委員  後半は、ＵＲＡの話をまず政策等のどういった提案ができるかところが

一つポイントとしてあるかと思います。もう一つ、ＵＲＡ以外にも何かアイデアが出て

くれば、その話もできればと思っています。 

 まずはＵＲＡの話から進めようと思います。せっかくなので企業側の目線からで。最

後の方に少し話させて頂いたのですが、どういう形でＵＲＡがあると良いのかなといっ

た時に、入り口としては研究者の就職口や職業としてというのが一つあるのかなと思い

ます。企業の中からでも企業側を理解している人がＵＲＡに入ってもよいのかなと思う。

例えば、研究者として上手くいっていない人達を集めるというのも一つのやり方かもし

れないし、単純に研究側というところには長いこと触れていないという場合でも、その

一つのキャリアとしてＵＲＡという大学〜企業間の職業みたいな形で企業がＵＲＡに参

画するような、そういったところで間口を広げて入りやすくするというのは就職口とし

てあると思う。キャリアとして面白いし、企業側からも研究側からしても良いかなと思

いました。 

 現時点では大学側からＵＲＡに就かれる人が大多数だと思うのですが、ここに対する

課題というのがもしありましたら、お二人からお願いできればと思います。先程、小野

さんから始めたので、まずは松久さんから。 

○松久委員  先程、ＵＲＡの方にもたくさんＰｈ．Ｄを取られた方がいらっしゃると

いうことで、私が思ったことは、分野が違っても彼らは理解できるのかというところ。

博士課程を取っているから大丈夫というので、どれくらい我々が依存して良いのかとい

うことにちょっと疑問がありまして。例えば、情報系の先生と話をした時に、化学のこ

とは分からないと言われることが結構多い。たぶんそういうＰｈ．Ｄを取っているから

ＵＲＡの方全員ばりばり研究と企業を繋ぐことができるということはたぶん無いと思う。
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そうなった時に、ＵＲＡの方々を教育する機会を中に作れるのか、それとも我々が彼ら

に分かりやすいように伝える機会があったら良いのか、そういうコミュニケーションの

場が必要になってくると思っています。 

○千野委員  なるほど、そうですよね。企業側からも「この人にお話しするけど分か

っているのかな」ということになっては元も子もないと思いますし、コンサルでもたぶ

んそういうことがあるかなと思います。コンサルティングと話をする時、「全然知らない

領域だけどたぶん頑張って調べたのだろうな」という感じの人だと、こっちの知識が多

いという場合もあったりすると思っていて、そういうところと近い問題があるのかなと

思います。ありがとうございます。小野さんはいかがですか。 

○小野委員  基本的には同じ認識で、僕も情報系ですけど化学のことはあまり分かり

ません。お金やリソースはどうするかという問題は一度おいといて、僕が言ったような

理想的なＵＲＡの新たな形、組織について。我々研究者は自分の研究テーマをすごくや

っているわけですけど、ＵＲＡの人は自分の探求するテーマをあまり持っていないとい

うか、広い目線は持っているけれどもカバーする分野はあくまで自分の専門ということ

で、ＵＲＡにそれぞれの専門の人がいる、というイメージです。さらに一個上のレイヤ

ーには、隣接分野の解像度は低いですが、広い範囲を見られる人がいる。情報工学でい

うと多重解像解析という話なんですが。細かいことを見られるが各専門を広く見られな

い人と、広く見られるんだけどそれぞれは粗いというような形にする。企業の方がどこ

に相談されるか分からないですが、あまり分野を絞れていないなら、まずはちょっと広

めを見られる方のところに相談に行く。そうすれば、ＵＲＡの人から「この人が詳しい」

というように、ＵＲＡの中でさらに橋渡しをするという構造があると良いのではないか

と思います。 

 先程千野さんがおっしゃっていましたが企業側の人も所属すべきだと思いますし、分

野で区切った話を僕からしましたけど、企業か大学かという意味でもそれぞれ細かい視

点を持った人と両方をある程度分かる人が中にいると良いなと思っています。理想的な

組織としては、国が公的な出資だけで作るものでなければ、民間側のみで作るわけでも

なく、ハーフ&ハーフの組織が実現できる。つまり、お金やリソースを取ってくるところ

を半々くらいにできるとベストだと思います。政策としてどうするかはちょっと難しい

ですが、あくまである種の半分公的資金の会社のようなものが良いと思うんですよ。ミ
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ッションとしてはコーディネートがあるのですが、そのミッションを達成する上で必要

な仕事は多岐にわたりますし、それぞれの担当者はそれぞれの得意な仕事で良いと思う

んですね。なので、一人のＵＲＡが何でもできちゃうスーパーマンというケースは無理

ですし、だとしてもその人に負担が集まるだけになりますので、ＵＲＡの概念やシステ

ムの中で上手いことレイヤー化され、分担分けできるような感じになると、必ずしも各

ＵＲＡをめちゃくちゃ教育して全部に詳しくならないといけないという必要もなくなる

と思う。すごくリッチなイメージですけど。 

○千野委員  ありがとうございます。松久さんが言われていた問題点、分野が違って

も大丈夫なのかというところは、ある程度レイヤーを分けて、それを自分の専門領域を

しぼって見ることができるＵＲＡ、その後にＵＲＡの人達の一つ上の階層のところで全

体を抽象的に見られる人に相談するというように、レイヤーを変えながら窓口をどこに

設定するかということが実際に運用しようとする時に必須なのかなと。 

○小野委員  一つだけ補足すると、論文の査読のシステムについて、論文が登録され

た時に、まずエリアエディターという広い範囲を見られる人が、大体この分野のアソシ

エイトエディターがハンドリングするのが適任であろうということを決めて、今度はア

ソシエイトエディターの人が誰に本格的に査読してもらうか決める。今言ったレイヤー

構造が査読の中でも実現されていて、そのようなイメージを僕は持っています。 

○千野委員  用途を広げるというやり方もあるんですかね。 

○小野委員  ありだと思います。論文の査読の場合は、いかに適切な査読者に行き渡

らせるかがメイン。広い分野をカバーする論文も結構多いので、そういうためのシステ

ムですけど、ＵＲＡはもっと多岐にわたっても良いと思います。今イメージしたレイヤ

ー構造はそこを起点にしています。 

○千野委員  ありがとうございます。そうしましたら、まず一つの課題が出て、それ

に対する対応策というのを提案できるかと思います。 

 後半は、お金とリソースの話を小野さんから提案いただいたと思いますが、実際に今

のＵＲＡの運用は大学がお金を出している形で合っていますでしょうか。あとは、先程

塩瀬座長からもありましたが、教員という立場なのか、そうでない立場なのかについて、

ちょっと私の方ではその知見があまり無いので、そういったところでお金のギャップみ

たいなのも職員によって変わってくるなどあればお聞かせ頂ければと思います。 



- 55 - 

 

○松久委員  お金のギャップ。何を言えば少し難しいところですが。 

○千野委員  まずは、ＵＲＡに就かれる人は教員とあと誰かというと。 

○小野委員  ＵＲＡの事務職員寄りのＳＲＡというポジションというケースがあれば、

塩瀬先生が仰っていた特任教員という肩書きを与えているケースもあります。これは肩

書きの問題で、どういう仕事を請け負っているかの問題も大学によって違っているのが

現状かなという気がします。 

○千野委員  企業側から見た時に、ある大学でＵＲＡの人達と話を進めて何となく分

かったような感じになっても、別の大学に行くと全然やっていることが違っていたとい

うことがあったりするということでしょうか。 

○小野委員  そうですね。あまりミッションベースで決まっているという感じではな

いですね。理念は最初あったのかもしれないですが、現実の運用はそうなっていないよ

うな気がします。 

○松久委員  それは何か統一しないとやりにくいですよね。 

○小野委員  そうですよね。 

○千野委員  こういったところでも上手くＵＲＡの人達と価値が上がるような定義付

けのようなことをできたらいいなと思っていて、そのためには大学から切り離してあげ

るのは一つやり方としてはあるのかなと思います。大学側についていると、どうしても

事務職にするのか教員にするのかという話があるかと推察します。 

○小野委員  大学の一部署みたいに埋もれてしまっていて、ＵＲＡのことを全然知ら

ない教員も沢山いますし、仕様が無い状況になっている。塩瀬先生も仰っている専門外

の意見のためにＵＲＡとコラボすることはとても重要だと思いますが、そもそもＵＲＡ

はどういうふうに使えるか、何をやってくれるか全然知らないと言いますか、広がって

いないケースが多いですね。残念なことに、せっかく人がいるのに。 

○千野委員  何か文科省のお金を貯めつつ、そこのベースとして企業のお金を持ち、

大学からも人というリソースの提供なのか、またお金の提供なのかは分からないですが、

出し合いながら一つの会社みたいな形に運用できればということ。 

○小野委員  そこまでできればとても良いと思う。ＵＲＡというものが何を役割とし

て担ってミッションを持っているのかということが共有できるので、先程松久さんや千

野さんの仰ったことがとても重要だと思います。 
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○千野委員  あと、そこでみんなのお金を出し合っているということで運用の責任感

を持たせる、企業だけが頑張っているわけでもなく、大学側だけが頑張っているわけで

はなく、国が引っ張り続けるわけでもなく、そういった関係は良いのかなと思う。これ

は利益団体になるんですかね。 

○小野委員  半分くらいは利益団体というのがいいのかなと。 

○千野委員  ＮＰＯくらいまではいかず。 

○小野委員  利益を生んでも良いと思うんですね。それをまたサイエンスコミュニケ

ーターやリサーチコーディネートに還元していければ良いと思いますし、働いている人

達の待遇にも還元していくべきだと思います。例えばですが、ＵＲＡ的組織が行うファ

ンディングがあっても良いと思います。 

○千野委員  その組織の中で「ここがこういう研究やっています。企業はこういうリ

ソース持っていそうだから、そういったところを繋ぎ合わせながら一つやっていこう」

という話があっても良いのでは、といったところから一つ提案しようかなと思います。

せっかくなのでお金の話など課題２個くらいは出たかなと思いますので、まず課題につ

いて話を出し、対応としてこういったところがあると良いのではないか、という感じで

提案しようと思います。最初引っ張っていくのは公的なところかと思うので、まずは公

的なところに引っ張ってもらいつつ、後々公的なところと企業・大学の出資ベースのバ

ランスが取れていれば良いのかなというところを話していこうと思います。 

 せっかくですので、最初の問で話し足りなかったことやアイデアなどあればと思いま

すが、まず、話足りなかったことはありますでしょうか。最初のバズワードの話とか。 

○小野委員  成果をどう定義するかのところから、僕が口火を切った気がするんです

けど、端的に現状を言うと、大学はお金や人が全然無いんですね。企業の方が持ってい

る。共同研究が始まる時に、企業側が大学側からも人出してと言われるのが結構厳しく

なってきている。企業の人が「金と人は用意するから、そっちしか知らないコアな知見

とかをくれないか」という感じが、スタートラインとしては上手くいきやすい。最初は

技術相談に近い形かもしれないですが、「こんなにお金を入れたんだからその分を人もつ

けてよ」というのはなかなか今の大学としては難しい。情報系だったら、人を引き抜い

て企業側で雇った方が良いと思う。あくまで所属組織は大学で、一緒になって何かやる

時は大学が持っている少数精鋭的な強みのようなもの、知識とかを上手く使う。大学側
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としてはお金もらえるのは嬉しいし、実際に手を動かして何か形にしてくれて、それが

自分も携わったものになるということはとても嬉しいことですし、業績にもなる。 

○千野委員  企業と大学との共同研究の際に、企業側からでいうと「生産側で商品を

作るという研究に近いところから応用研究をしていく一つ良い機会だよね」という話は

出ていたんですが、企業はそれを盾にでは無いですけど、お金出すしあなたたちにとっ

ても良い経験でしょみたいなスタンスがあるのかもしれません。 

○小野委員  良い経験だというのは間違いないですが、修士の学生は修論の研究をし

ないといけない。理想を述べると論文１本書けるくらいものを２年でやらないといけな

いと思っているので、企業のプロダクトに関わるのは良いですが、その抽出した技術や

テクニック、セオリーみたいなものを別途論文とかにできるようなものでないと、ただ

単にいいように学生のリソースを使われていることになってしまう。なので、いくらお

金を積まれても大学側としてはやるべきではないことなのかなと思います。 

○千野委員  何かこういった温度感というか、単に技術や研究内容だけでなく、大学

がおかれている状況やリソース、方針などがあると思うんですね。まずは企業のことを

いっぱい学んでこいという研究室がもしかしたらあるかもしれないし、小野さんが言わ

れたように修論をちゃんとやるべきという研究室もあるかもしれない。その重み付けみ

たいなものを企業側からするとたぶん分からないところだと思う。そういったところを

直に理解し合うといのも必要だと思うし、理解させるためにＵＲＡのような組織を使っ

ていくみたいなのもある。 

○小野委員  まとめるとその構造で良いですね。松久さんから補足ありますか。 

○松久委員  ちょっと論点が違うところになるかもしれないので、短く言いますと、

例えば「この研究室こういう研究やっているから」という話が来た時に、その研究室で

本当にそれをまだやりたいかどうかというのは結構分からないと思うんですよ。そうな

らないように、そうなっていく可能性も加味した上で進めていければいいなと思います。 

○小野委員  現状把握を更新と言いますか、自動化・システム化できないと厳しいで

すね。団体側がそういう情報を持ちつつ、報告する研究者側も如何にして負担を減らす

かということも考えないといけないので、既存の学術データベースなどといったところ

からある程度自動的に判断できるようになるといいと思います。 

○千野委員  体系立ててみんなが分かるというところで安心感もたぶんありますよね。 



- 58 - 

 

○小野委員  そこはポイントですね。 

○千野委員  今みたいな話、ＵＲＡをやっていく中で具体的な課題になってくると思

うので、そういったところも踏まえて話をしようかなと思います。 

 最後、ちょっと時間無いですけど、これまでＵＲＡを間に入れるという話でしたが、

それぞれの組織でそういった人をおく、増やしていくという観点から。もし大学側に企

業側のことを分かる人おくにはという話や、企業側で大学の研究を理解できる人をおく

にはという話ができれば良いかなと思っています。ＵＲＡ絡みで話足りないことがあれ

ばそれでも良いのですが、お話いただけたらと思います。 

○松久委員  そうですね。もっとインタラクティブにＵＲＡの人が企業を繋いでくれ

る感じであれば良いと思いますけど、研究者からアプローチしていったらどこが役に立

つのかがなかなか分からないので。 

○千野委員  自分たちの中に増やすのは課題が結構多いのではないかということです

ね。小野さんからありますか。 

○小野委員  企業側の人は大学に入ってくるのは良いことだと思うんですが、現状教

員として雇うケースが多く、こうすると教育や研究室マネジメントで引っかかったりす

るんですね。ＵＲＡみたいな感じで別のポジションとして入ってもらい、大きな企業に

いた経験を活かしてコーディネートなどをやっていく。その代わりに教育負担はあまり

無いようにした方が企業の方に入ってもらう分には良いと思います。 

○千野委員  残り１分なので、企業においても話していければと。今、小野さんの言

われたことと一緒で、企業に研究者として入っても地位的な部分での力が無いので、コ

ーディネートする役職みたいなのも企業側に持ってもらっても面白いのかなと思いまし

た。ですので、間に組織を置くということと、それぞれ移管するとしたら別な部隊とし

て定義してあげるという２つの提案をこの後できればと思います。ありがとうございま

した。何かあればフォローしてもらえればと思います。では、一旦ここで抜けますので、

本体の方に戻ります。 

 

全体議論 

○塩瀬座長  皆さん、ありがとうございました。２回目の議論も無事終わりまして、

全員無事に戻ってこられました。オンラインの授業でＺｏｏｍのブレークアウトをたく
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さんやっていて、この間、５つぐらいのルームを移動していたら、途中、次元のはざま

に挟まった学生がいなくなってしまって、どのルームからも声だけが聞こえるという状

況があったのですけれども、今日は皆さん帰ってこれてよかった。 

 それでは、先ほどと同じように、テーマＡについては宇井さんから、Ｂについては林

さんから、Ｃについては千野さんから、それぞれどんな話があったか御共有をお願いし

ます。関連してコメントがある方がいらっしゃいましたら、ぜひＷｅｂｅｘのチャット

のほうで発言希望のメッセージを入力してください。 

 我々委員としては、現場をどのように見ているかというのを率直に伝えることがお仕

事ですので、政策に関してはプロに任せたいと思いますので、気にせずに、皆さんが見

たものをそのままお話しいただけたらと思います。 

 では、まず宇井さんからテーマＡでのお話の御共有をお願いいたします。 

○宇井委員  ありがとうございます。我々、議論を２つさせていただきました。まず、

問いのほうを先にお伝えします。今回の問いは、「ベンチャーの考え方が分かって大企業

のリソースを引き出せる人」を増やすにはどうするかというテーマでお話をしています。

その上で、議論が２つあります。 

 １つは、実際、人を増やすとなると、恐らく大企業内での人事制度の話に差しかかっ

てくると思いまして、そこの点について小野塚さんと大下さんにお伺いしました。具体

的には、一社員の方がベンチャーというリスクのある企業とやっていくというのは恐ら

く業務負荷が計り知れないと思っています。その点、大企業内で評価される設計はきち

んとありますかというのをお伺いしました。 

 小野塚さんからは、いろいろ人事としてやってはきたけれども、メソッド化してしま

うとうまくいかないというお話をいただきました。むしろ、メソッドとしてはワンオン

ワンとかなのだけれども、相互にミッションを持って、上司と部下と定期的にきちんと

やり取りをしていって、この間話が出ていたプロジェクトはどうなった、ちゃんとうま

くいきそう？ というのをきちんと丁寧にやっているというお話をいただきました。た

だ、ワンオンワンなので、やり切るのはなかなか大変というお話もあったのです。結局、

メソッドを決めないでやっていくのが今のところはうまくいっているという話をいただ

きました。 

 大下さんからは、これは大下さんの立場ならではだなと思ったのですけれども、大下



- 60 - 

 

さんはＡＮＡグループ内で出向されています。なので、もともとの所属先と出向した先

の２か所から人事評価を受けるということをされています。出向元のほうが基本的に安

全・安心というのをベースで人事評価制度を組まれているので、新規事業をどれだけや

っても評価がされないという仕組みになってしまっているというのを先ほどお話しされ

ていまして、そこは出向元と先の相違というところでなかなか難しいですねというお話

をしていました。 

 そのお話に関連する中で、恐らくベンチャーと大企業のやり取りもそうですし、出向

した人が出向した先で、もしくは出向から帰ってきた後にきちんと評価を受けられる、

もしくは文化を根づかせるというのも、派生して同じように難しいですよねというお話

を小野塚さん、大下さんとしていました。 

 最終的に１つ話として出たのが、出向元と先で例えば合同の活動報告会とか、その場

で簡易360度評価するとか、そういった人事と文化の根づけを同時に行うようなものがあ

ると、多少テンプレ化もしやすいですし、より新しいところにチャレンジした人がきち

んと評価されるという仕組みが生まれるのではないかというお話を人事制度としてしま

した。 

 もう一つが、大企業、ベンチャーという話から少しずれてしまうのですけれども、私

のほうでぜひしたかったので、お話しさせていただいたのが、ベンチャーという存在を、

一旦、新しい技術、サービスを持っている組織体と理解したときに、そういった新しい

ものをどう企業としてすぐに理解して評価していくか、これもまた難しいですよねとい

う話をしていました。 

 具体的には、例えばＡＩを含めたライセンスビジネスなどの理解というのは、今まで

目に見える素材とかブツを扱っていた会社さんからするとなかなか難しいと思います。

何も目に見えないもので、ソースコードも見えなくてという中で理解をしろというのは

結構難しくて、この辺り、どのように理解を進めたらいいですか、それをどう評価して

いったらいいでしょうかという話も派生としてしました。 

 大下さんとは、だからこそ経産省さんが出されているソフトウエアひな形契約書など

が非常に生きるし、こういったものをもっと積極的に活用する場を増やしていくべきで

すよねというお話をしました。 

 あと、私からは、ひな形契約書の読み合わせを、例えば経産省公認の専門家ＹｏｕＴ
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ｕｂｅｒとかを用意していただいて、やっていただけるとすごくありがたいなという話

をちょっとしていました。ぜひＮＨＫとかニューズピックスさんと組んでほしいなと勝

手に個人的に思っていました。 

 あと、小野塚さんから非常に具体的な案で、なるほどと思ったのですけれども、例え

ば小野塚さんの会社は金属の加工などをされていますが、そういったところはやはり製

造過程は基本的に秘匿ノウハウになっていく。そういったところの担保はどうされてい

るかというと、ＩＳＯやＪＩＳ規格を取っていくということで、秘匿ノウハウだけれど

も、それはきちんとよいものですという証明はされているというお話をされていました。

なので、今後恐らく、目に見えないけれども評価しなくてはならないＡＩなどなどが増

えていく中で、もしかしたら、このＡＩはいいものですよというお墨つきを与えるよう

な制度ができてくると、秘匿ノウハウを開示しなくても、相手の企業さんに自分たちの

ＡＩはいいものですよというように示せる、そういうことはできるのではないかという

話をしていました。もしかしたら私の不勉強で、既にＡＩに関してもそういうＩＳＯや

ＪＩＳ規格みたいなものがあるのかもしれないですけれども、今後ライセンスビジネス

をやっていくベンチャーや企業が増えていく中でできるといいなというのを話していま

した。この２点について議論しました。 

 Ａグループは以上です。ありがとうございます。 

○塩瀬座長  ありがとうございます。評価の違いという部分が、大企業とベンチャー

とでも違うし、出向先とでも違うし、特に、せっかくベンチャー出向をして帰ってきて、

違う価値観を持ってくると元の価値観でしか評価されないというのは本末転倒なところ

でもありますので、せっかく外から物差しを持ってきてもらったのだからこその活躍が

うまくつくれるといいですね。 

 先ほどの新しいサービスの評価体に関してなのですけれども、京都でよくベンチャー

企業とかができる理由に、昔ながらの京都流の方法というのが、「よろしおす」というの

があって、「よろしおす」とは、実はいいとも悪いとも全く思っていないというものなの

ですよ。そばにいていいことを許すというものであって、その時点で良し悪しの評価を

してしまうと、その時点で分かることしか受け入れられないことになるので、分からな

いものがそばにいることを「許す」というのが一番新しいことをする上で重要で、結構

皆さん評価を焦り過ぎだと言うことを揶揄しているのだと思います。すぐ評価するとい
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うことは、既に持っている物差しでしか評価できないので、既存の物差しとの距離しか

測れないことになるから、「評価をしないという態度」、もちろんそれを延々しないとい

うのは難しいとは思うのですけれども、それが新しいことをする上では結構重要で、先

ほどＡのグループでお話しされていた試作のチームとかというのは、特に試作の成功は

何だということです。要するに、作らないことがいいのか、新しいものが増えることが

いいのかとかというその価値を示さないといけなくて、特に大下さんもおっしゃられた

安心・安全で運航することが大事だという会社の中においては、新しいことをすること

はどちらかというと害悪ですよね。そういう意味でいうと新規事業が評価できない仕組

みになってしまうことでもあると思いますので、その辺りがうまく評価できるといいか

なと思います。ありがとうございます。 

 それでは、次に、Ｂの林さんのほう、お願いできますでしょうか。 

○林委員  かしこまりました。ちょっと画面共有をさせてください。 

○塩瀬座長  お願いします。 

○林委員  これで今見えていますでしょうか。 

○塩瀬座長  はい、大丈夫です。 

○林委員  Ｂチームの問いは、型にはまらないが力のある博士が、存分に力を発揮で

きるマネジメントとは？ というところで、企業の組織体系について考えてまいりまし

た。 

 まず大上段として、博士が活躍できる組織というのは多様な人をマネージできる組織

なのではないか。結果として博士も生かされるし、それ以外のいろいろなスキルを持っ

た人も生かされるような環境が理想だよねというところなのだろうなというように始ま

りました。 

 日本の企業だと、従来の製造業型で、上意下達で、報連相が大事で、がちがちにやる

ことが決まっていてという組織に慣れているケースが多くて、それだと個々人の内発的

な強み、新しいものを切り開く力みたいなところが十分に生かし切れないのではないか

という話になりました。 

 実際に、水口委員のメタジェンの事例ですと、20名の社員のうち６名が博士をやって

いらっしゃって、でも、もともと事業内容に関する研究をしていたのは１名しかいない

というところで、実際に博士の方も社内ではデータ解析とか、新規事業とか、様々な分
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野で活躍していらっしゃるのです。なので、もともとの博士の研究分野だけではなくて、

いろいろなところに向いている適材適所というところを意識して人材を配置するという

ことが重要なのではないかと考えています。 

 一方で、では、多様な人をマネジメントできる組織が大事といいつつも、特に博士の

人というのは適正に評価されていないのではないかというような実感があって、それは

何でなのかなというところを少し掘り下げてみました。 

 仮説としては３つ出てきていて、１つ目は、企業の中で博士に対するステレオタイプ

があるというところです。大企業が勘違いしているところとして、今、メタジェンの例

をしましたが、では、脳科学の研究をしていた人には脳科学の仕事しか振れないという

ような思い込みがあるのではないか。そうなると、いや、この領域は弊社の事業にとっ

てどれだけ貢献するのだろうなというイメージがつきにくいなというところで雇いにく

くなってしまうのではないかというところが１つ。 

 ２つ目は、博士の人にも通常の社員と同様のマネジメントを強制されるというところ

です。印象的だったのは、ピープルマネジメントとプロジェクトマネジメントというの

は、マネジメントといっても全く別の概念だよねという話がありました。博士の人とい

うのは、自分で問いを立てて、複雑な研究計画を立てて、着実にそれを進めていくとい

う意味で、プロジェクトマネジメントに関しては物すごく鍛えられている。一方で、必

ずしもピープルマネジメントが全員得意なわけではない中で、企業の中での管理職のよ

うなポジションというのは必ずしも全ての人が向いているわけではないということに意

識を向けていく必要があるのではないかという話がありました。 

 一方で、研究者の中では大学でも大規模なラボを持たれる研究者の方もいらっしゃる

ように、複数の人をマネージしていかないといけないような研究もあると思いますので、

そういった研究を望む研究者、博士の方には、必要に応じてピープルマネジメントのト

レーニングなどをしていく必要があるのではないかというような議論になりました。 

 あとは、企業の中でいうと、優秀な人材ほどジョブローテーションさせてもらう問題

という話が上がってきまして、本当はこの研究分野で物すごく優秀なものを持っていら

っしゃる方でも、優秀であるがゆえに、企業の中で幹部候補生として、そのほかのビジ

ネスサイドに回されてしまうといった問題があるのかなといったところが出てきました。

これは、もし本人が企業の経営に関わっていきたいといった希望があるのであればよい
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ことだとは思うのですが、研究の分野でもっととがらせていきたいといった人に対して

は、きちんとそれを認めて、研究者として社内の中で昇進をしていくというパスを設け

ることが重要なのではないかという話になりました。 

 ３つ目は、これは企業が悪いというよりも、大学の博士人材側の要因として、大学か

らネガティブな理由で出るという博士の人もいます。そういう人をきちんとサポートし

ていく必要があるよねという話が出ました。企業に就職をする博士の方でも、最終的に

プロダクトを作りたいというところで事業会社に行かれる方もいらっしゃいますが、待

遇に不満があったり、ブラックな研究室だったり、あるいは、大学だと研究者として立

っていくには個人で戦っていかなければいけない、個人の名前をいかに上げていくかと

いうところが大事になっていく中で、チームでやっていきたいという思いを持って企業

に行く人もいるといった話がありました。そういった方に対しては、ネガティブな、消

去法的な理由で企業に行くだけではなくて、では、その中で企業の理想にこの人たちが

持っている理想をどのように当てはめていくかというオンボーディングをきちんと意識

していく必要があるのではないかという話になりました。 

 また、この問題というのは企業の中だけで解決できるものというよりも、企業を超え

てビジネスの世界で活躍される博士のコミュニティーというのはつくっていく必要があ

るのではないかという話がありました。実際に文科省のリーディングプログラムという

事業で博士のコミュニティーが全国でつくられていたわけですが、そういった関係性と

いうのはすごく大事だったといったコメントもありましたし、別途、博士の方だけのＳ

ｌａｃｋコミュニティーが立ち上がっていたり、あるいはＥＬＰＩＳ ＮＥＸＴで別途、

博士のコミュニティー化が試されていたり、そういった活動というのもサポートしてい

く必要があるのではないかという話がありました。 

 最後に、今回、この分科会ではマネジメントについて議論したわけですけれども、な

ので、アカデミアが悪いとか企業が悪いといったところではなくて、アカデミアの現場

でも企業の現場でも、マネジメントがどうあるべきなのか、当社としてはどんな環境を

つくりたいのかといったところを、きちんと当事者を踏まえながらつくっていく必要が

あるのではないかという話がありました。 

 具体例としては、フェイスブックは、リアリティ・ラボという研究者のチームを持っ

ているのですけれども、そこにいらっしゃる方の声としては、企業に移ったものの、大
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学のラボで研究しているのと働く環境は全く変わらないといった話があって、それは意

図的にそうした伸び伸びと研究できる環境を目指されている、そういうゴールの下で組

織が設計されているから実現されていることなのかなと考えています。なので、こうい

ったマネジメントの方針というところを改めて定義するというところから始めるのが重

要なのかなというところでＢチームは問いを締めさせていただきます。 

○塩瀬座長  ありがとうございます。多分、政策の文書の中でも博士とか研究者とい

う一言で書いてしまってはいると思うのですけれども、大学での研究に向いた方もいら

っしゃれば、企業の研究に向いている方もいらっしゃいますし、博士側も多分、それぞ

れで違う研究をするということを理解しておく必要があるし、雇用する側にとっても、

博士を雇うのであれば、既存の職業で直接合わないものがあった場合に新しく仕事その

ものをつくるということが大事だと思うので、新しい人を雇うときに新しい仕事をつく

るというのがないと、多分その人を直接は生かせないはずだと思いますので、そこから

変えていくというのが多分本来のマネジメントなのだろうなと思います。ありがとうご

ざいました。 

 それでは、少し時間が押してはいるのですけれども、Ｃチームのほう、千野さん、よ

ろしくお願いいたします。千野さん、聞こえますか。 

○千野委員  大丈夫でしょうか。 

○塩瀬座長  はい、大丈夫です。聞こえます。お願いします。 

○千野委員  ちょっと早めに進めたいと思います。私のほうでは、ＵＲＡというキー

ワードが１回目で出てきましたので、そこの深掘りと、ＵＲＡ以外に何があるかという

ところを議論しました。最初のＵＲＡというところを起点に話したときに、もう一回、

課題はどういったことがあるのかというのを振り返りながら進めました。 

 課題としては２つ上がっていまして、まず１つは、研究者側が研究している内容をＵ

ＲＡの人たちがコーディネートするといった関係性があったときに、ＵＲＡの人たちは

幾ら研究上がりでやっていたとしても、どの分野の研究も知っているというわけではな

いだろうといったところで、例えば情報系の人が科学系のことは分からないよねといっ

たところが出てくるというのが１つ問題として上がってきそうだといったところ。もう

一つは、大学のほうでやっている内容が、例えばある程度成果が出ている内容だったり、

論文も発表した内容をずっと企業に付き合わされるとかというところで、次の研究に行
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きたいし、もう前の論文についての共同研究などはやりたくないよねみたいな話も多分

ありそうだという意見が出ました。これらの課題をうまくコーディネートしていく必要

があるよねといったところで、どういうＵＲＡの組織体系がいいのかなというところで

話をしました。 

 そういったときに、今私たちのほうで話をさせていただいていたＵＲＡの話は、解決

策でいえば、ＵＲＡというものをまず外出しするのがいいのではないかといったところ

で、先ほどの課題の１つ目である、どの分野も分かるわけではないといったところで、

レイヤーを区分けしてあげて、ある専門領域に特化したＵＲＡというところが中間階層

に置かれるべきなのかなという話があった。その人たちがその中で必要な研究室だとか

にアプローチするといったところで、ある研究分野Ａ、Ｂ、Ｃみたいなところで中間層

にＵＲＡの人が置かれる。一方で、その上位レイヤーというところにも全体の窓口だと

か、リソース配分、コーディネートといったところで、いろいろな研究分野を薄く広く

ではないですけれども、見れる人が置かれていいのかなといったところで、二層、三層

とレイヤー分けしていくことで、例えば大企業のアプローチがニーズとして抽象的なも

のであれば上位に行くとか、ある程度具体的なものであれば中間層に行くといったやり

方があるかなという話がまずありました。 

 ２つ目の課題のほうであった、実際に大学がやりたいこと、やりたくないことみたい

なところもあるよねといったところで、実際にＵＲＡが扱う内容として、研究内容だけ

ではなくて、大学の特徴だとか研究室だとかが今どういう方向性で企業と付き合いたい

のかといったところも、ある種、体系的に論文の内容から定義できないかとか、多少抽

象的なところも出てきてしまうのかもしれないですけれども、そういった管理項目みた

いなものもＵＲＡでやるべきなのではないかという議論がありました。 

 最後に、人、リソースの話でいうと、やはりそういったＵＲＡの組織をつくった中で

は、大学上がりの人たちだけではなくて、例えば企業側の人たちがそこに入って企業側

の意図を伝えて、ＵＲＡとしての質を上げていくということもできるだろうし、お金と

しては、公的なお金だけではなくて、企業からもお金が出たり、大学からもお金が出る

というところで、ある種責任感をお互い持つというか、そういった仕組みで、利益を上

げていく１つの企業みたいな形にしていくというのも、公的なところが入るので、ある

種公的であり、企業でありといったような存在形態みたいなものができないかなといっ
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たところで話がありました。 

 もう一つ、ＵＲＡ以外に何かあるのかというところで、企業の中にそういった人たち

を増やせないのかというところと、研究室側にそういった人たちを増やせないのかとい

う視点で、既存の仕組みに近いのかもしれないですけれども、お話をしたところで、ど

ちらも人を移動させるだけではなかなかうまくいかないだろうといったところで、単純

に教員として企業側の人を迎え入れるというと、教えるという立場になって、それが本

当に教えるということなんだっけみたいなところで、例えば教員ではない別の、企業側

からのＵＲＡみたいなところを大学に設けるとか、あとは、大学から企業に行くほうも、

研究員として行くとすると、やはり企業の中での役員だとか、上部に対する影響力が小

さかったりするので、企業の中でもそういった研究者の意見を反映させられるような人

事制度だとか組織構成みたいなのがあって、そこに当てはめていくみたいな、ちょっと

扱い方を変えていくという必要があるのかなというところで、そういったところは小さ

く始めたりということはできるかもしれないというところで、２つ大きく施策を検討し

ました。 

 以上です。 

○塩瀬座長  ありがとうございます。つまり、やはりＵＲＡの話もそうなのですけれ

ども、研究支援とかと研究環境整備自体をもっとプロフェッショナルとして扱う社会で

ないと、多分そういった人たちをしっかりと生かし切れないのだろうなと。例えばイギ

リスだと、学校の先生はレクチャラーといって、講師としての授業をすることが仕事で

あって、出席を取るとか宿題を集めるのはティーチングアシスタントがやることなので

す。でも、日本の学校の先生は、給食費の徴収まで先生がやってしまって、どうしても

ジェネラリストでありスーパーマンをつくり上げてしまうので、研究に関しても多分同

じで、産学連携が上手な人だったり、マネジメントが上手な人だったりというのを、全

部１人の教員、研究員に押しつけてしまっているような状態なので、多分、リサーチア

ドミニストレーターとかをもっとプロ化していって、社会としてそれを支えていって、

そこを頼りにするような企業とか大学が増えてくればいいのではないかな。そういうと

ころを狙えると、もしかすると研究環境支援のプロがしっかりと育つのではないかと思

います。ありがとうございました。 

 Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれでディスカッションしていただいたことによって、本当にいつも
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の３倍どころか５倍、10倍ぐらいしゃべったのではないかというぐらい皆さんたくさん

御意見いただきまして、特に第３回に関しては発散を狙っていっぱいしゃべっていただ

きましたので、次に向けてどんどん絞っていくだけの論点は出てきたかと思います。あ

りがとうございました。 

 委員の皆様から非常に多くの貴重な御意見をいただきました。委員の御意見に対する

コメントなどございましたら、牧原副大臣、山下局長から一言いただけますとうれしい

です。よろしくお願いいたします。 

○牧原経済産業副大臣  すみません、途中抜けましたけれども、最後のほうは聞いて

おりました。聞いていて私なりに１つのキーワードは、流動性でしょうか。さっき伺っ

ていて、例えば大企業といっても、小野塚さんのところだったか、要は幾つかの企業の

集合体になっているので、いわゆる普通の大企業ではなくて、むしろベンチャーの集合

体みたいな、中小企業の集合体みたいなものでもあるという話をしていました。今のお

話も含めて、私もアメリカへ留学したときに、去年まで会社法を教えていた人が翌年、

憲法を教えていて、何故ですかと聞いたら、むしろ何でだと。いろいろなものを教えら

れるのは当たり前ではないかと言われて、日本の法学部の頭に染まっていた私はショッ

クだったのですね。その先生は、政権が替わったら今度、政府に入って、いきなり事務

次官になって、その後、今度、民間のシンクタンクに行ったり、あるいは、会社の顧問

になったり、いきなり取締役になったりという人もいます。 

 こういう流動性がいろいろあって、アカデミアの人が行政に行って活躍したと思った

ら、今度は企業に行って、また違う形で活躍しているということが、日本では逆に言う

とあまりになく、我々は一つ一つのことを固定観念で固定してしまって、その人にある

役割を与えたら、それでまた固定する。ここがやはり今日の１つのテーマに貫かれてい

る、日本に足りない点であり、かちこちに固まってしまっている日本社会を皆さんのよ

うな方々が多様な活躍をして崩して、新しい未来はその結果どういう姿になっていく、

そんなことがこういう議論でちょっと見えそうな気もしてきましたので、さらに期待を

したいと思います。 

○塩瀬座長  ありがとうございます。それでは、続いて、山下局長から一言お願いい

たします。 

○山下産業技術環境局長  山下です。初めまして。先週着任いたしました。 
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 すみません、後半のＡグループのお話しか聞けなかったのですけれども、私も実は今

のポストの前、３年間、東京電力で経営の一員として働いていまして、取締役兼執行役

という形で、まさに人事とかを見ていたのです。特にベンチャーとかの関係での先ほど

の評価の話とか、あるいはベンチャー企業との取引でのリーガルチームの非常に硬直的

な対応だとか、皆さんの悩みが手に取るように感じられたところがありまして、会社の

中から変えようという形で相当いろいろなことをやってはきているのです。実は、役員

は結構分かっているのです。上のほうは結構理解をしているのですが、一番最後にネッ

クになるのは、いわゆる中間にいる管理職のところがどうしても管理をしたいとか、そ

ういう傾向がすごく強くて、ここをどう壊していくかというのがやはり会社の中で非常

に大事な課題だったというのを、今日のお話を伺いながら、つい２週間前を思い出して、

そうだったなと感じているところであります。 

 今回、こういう形で生の声を聞かせていただくのは、一瞬でも会社の側にいた立場が

あると非常に響くものがありまして、私にとって非常に貴重な機会でございますので、

今日は一部しか出られなかったのはすごく残念で、ずっと聞いていたいなという感じが

しますので、ぜひ次回からはフルで参加させていただければと思います。今後ともこう

いういい議論をしていただければと思います。ありがとうございました。 

○塩瀬座長  ありがとうございました。御意見いただきましたように、副大臣もおっ

しゃっていたように、流動化が特定のセクターだけで偏っているというのは非常に日本

のもったいないところですし、Ｂチームの議論の中にもありましたように、博士を雇う

前に、多様な人材を生かせる組織であれば博士も生かせるし、日本の場合は特にそうい

った流動化した多様な人材を生かせるようにならないと、どんどん人手不足、人材不足

になっていくこともあると思いますので、今回を機会に、ぜひ流動化と、そういった人

たちを生かせるマネジメントを一気につくるという社会にできたらなと思います。 

 それでは、所定の時間が参りましたので、本日はここまでとさせていただきます。 

 では、最後に、事務局から何か連絡事項はございますでしょうか。 

○事務局（中村）  事務局です。 

 次回以降の日程や具体的な議論項目については、また後日御連絡させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 
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○塩瀬座長  ありがとうございました。本日は、お忙しい中御参加いただきまして、

ありがとうございました。３つのチームに分けて議論するという審議会のスタイルとし

ては新しい方法をお認めいただきまして、ありがとうございました。またこのようなチ

ャレンジをどんどんしてまいりたいと思います。本日は、御参加いただきまして、あり

がとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


