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　本報告書は、（独）科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）が平成

22 年 12 月 3 日に開催した、科学技術未来戦略ワークショップ「ネットワーク型 先端エ

ネルギー環境研究開発拠点」に関するものである。

　CRDS では、科学技術に対する社会の期待を、全体として「豊かな持続性社会の実現」

と定義し、①健康、②生物多様性、③持続可能なエネルギーシステム、④持続可能な物質

循環、⑤共通基盤事項（基礎・基盤科学、人材、グローバル化対応等）の５つを重要検討

項目としている。このなかで、温室効果ガスの排出削減やエネルギー安全保障はわが国喫

緊の課題であり、ブレークスルーをもたらすような研究成果が強く求められていることに

鑑み、今年度「ネットワーク型 先端エネルギー環境研究開発拠点」構想検討チームを設

置し、わが国のエネルギー分野研究開発の戦略性強化に向けた具体的方策の検討を進め、

戦略提言に取りまとめることとした。この中で、文献調査や有識者事前インタビューを踏

まえた検討により課題を抽出し、ワークショップを開催して議論を深めることとした。

　本ワークショップでは、産官学の研究・事業・経営・政策企画等の当事者および経験豊

富な有識者約 30 名の参画を得て、幅広くかつ掘り下げた議論を進めることができた。結

果として、

①わが国のエネルギー分野における研究開発の現状と課題に関する認識の共有、

②エネルギー分野の研究開発における国家戦略の明確化と共有化に関わる具体的方策の

抽出、

③再生可能エネルギー分野の研究開発における公的資金運用と人材育成の抜本的改善の

ための具体的方策の抽出、

④再生可能エネルギー分野における国家戦略研究拠点構築に関わる具体的方策の抽出、

⑤エネルギー分野研究の戦略的推進を可能とする、組織の壁を超えた横断的かつ継続的

な議論と自発的な政策提言検討の場の提供

といった所期の目的を達成した。

　このように現状の課題認識が共有されるとともに、課題解決に向けた多くの有益な視点、

方向性の提示、具体的な方策の提案がなされた。主要なものを以下に列記する。

■エネルギー分野の研究開発総合戦略
　日本が限られた研究開発リソースのなかで、科学技術とイノベーションを一体的に加速

し、複雑多様化・高度化する社会的課題の解決や産業の国際競争力を確保・維持して行く

ためには、国全体としての総合的な研究開発戦略をもつことが不可欠である。しかし、現

状ではそのような戦略が必ずしも明確ではない。エネルギー分野では、大きな方向を示す

方針はあるものの、あるいは、具体的な目標が設定されるが、それらの根拠（優先順位や

投入規模に関する合理的な理由および総合的な判断に至った考え方など）が明確に提示さ

れることは少なく、結果としてその戦略を実行する行政機関や研究開発実施機関の当事者

がそれらを充分に理解できず、主体的に自らの行動に反映させるに至っていない。

　戦略の構築に当たっては、必要技術を構造化し、経済性、環境性の定量的な評価を織り

込んだ技術シナリオのもとに研究開発の効果、促進策を提示すること、開かれた議論によ
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り産業界の生の声を生かすこと、各国の戦略的動きを踏まえ、国家ビジョンに沿って思い

切った戦略的資金投入を進めること等が重要である。

　戦略強化の方策としては、省庁横断的なコーディネーション機能（調整機能）の強化、

戦略の構築に関わる人材の専門性の向上、関係者の戦略の理解と共有化、のための諸方策

が必要である。具体的な実施方策については今後の検討にまたねばならないが、これらに

は産官学の研究開発に関わる当事者が主体的に検討に参画すべきである。研究開発の実施

のみならず戦略策定から成果の実現に向けた社会制度改革まで、ネットワーク型の連携が

不可欠になってきている。

■柔軟なリソース運用、若手人材育成、インフラの充実等を含む、基盤研究拠点の構築と
　ネットワーク化（※）
　中長期的な基盤研究拠点に期待される機能のなかで人材育成が 重要と考えられるが、

再生可能エネルギー分野でも益々重要となる異分野融合研究を可能とするためにも、長期

的視点に立った新しい研究成果の評価方法を構築することが不可欠である。アカデミック

グループが領域を越えて横断的な取り組みを強化し、融合研究を促進し、それらを評価す

る仕組みの構築を進めるべきである。

　こうした研究拠点の組織と運営については、拠点が社会的に評価されること、研究者が

そこへの就職を目標とするようになることなどが重要で、そのための仕組みをどう作り込

むかが成否を分ける。拠点の魅力として社会から期待されるプロジェクトが推進されてい

ることが望ましく、その成果を活かすための特別の規制緩和を工夫することも必要とな

る。米国などのように、目指すべき将来のエネルギーシステムを設定したうえで、その実

現のためにどのような革新的な研究（基礎研究）が必要かを研究者コミュニティーも参画

して時間を掛けて翻訳する仕組みを、新しい拠点の機能として検討すべきである。さらに、

ネットワーク型拠点を生かすためには産業界が本気で取り組むことが重要で、例えば真の

ニーズが持ち込まれるようにするためのルールを整備したうえで人材交流を促進すべきで

ある。

　再生可能エネルギー関連の研究領域として、マイクロナノレベルでの材料・デバイス等

の機能発現に焦点が当てられがちだが、それをマクロな実用化システムにつなげる、ある

いは融合させる研究も同様に重要である。日本のもつフルセット型産業構造（基礎素材、

部品、完成品の摺りあわせ型産業構造）を活かし、オールジャパンとして中長期的に競争

力を有するビジネスモデル構築を目指して研究課題を検討すべきで、客観的な根拠に基づ

いた戦略シナリオの構築が重要といえる。

　エネルギーという非常に大きな課題について、国家的な総合戦略に基づいて一貫して研

究を推進する場合、研究者自らが社会的期待の発見により課題を見出し、「ネットワーク・

オブ・エクセレンス」を主体的に構成するといった取組が重要である。

以上

（※）ここでは、エネルギー分野全体ではなく再生可能エネルギー分野を対象に議論を行った。原子力分野と化石エネルギー分野について
も別途検討が必要であり、最終的にはエネルギー分野全体に共通する研究開発推進方法の改善点も明らかにしなければならない。



科学技術未来戦略ワークショップ
「ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点」報告書

CRDS-FY2010-WR-05 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

「ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点」構想検討ワークショップ　
開催趣旨

１．背景
　JST-CRDS は、科学技術に求められる社会的・経済的ニーズを踏まえて国として重点

的に推進すべき研究領域や課題を選び、そのファンディング戦略を提言する活動を行って

いる。その一環として、技術領域の俯瞰を目的とした「俯瞰ワークショップ」や、重要

テーマの研究開発戦略を検討する「科学技術未来戦略ワークショップ」などを開催してき

た。各種提言や報告書は、JST の基礎研究事業等の研究開発領域の設定に活用され、また、

政府の各種施策にも役立てられている。

　CRDS では、科学技術に対する社会の期待を、全体として「豊かな持続性社会の実現」

と定義し、①健康、②生物多様性、③持続可能なエネルギーシステム、④持続可能な物質

循環、⑤共通基盤事項（基礎・基盤科学、人材、グローバル化対応等）の５つを重要検討

項目としている。このなかで、温室効果ガスの排出削減やエネルギーセキュリティーはわ

が国喫緊の課題であり、ブレークスルーをもたらすような研究成果が強く求められている

ことに鑑み、今年度「ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点」構想検討チー

ムを設置し、わが国のエネルギー分野研究開発の戦略性強化に向けた具体的方策の検討を

進めている。

　チームでは、エネルギー分野において①わが国全体の研究開発戦略を関係者が共有でき

ること、②リソースの継続的かつ柔軟な投入と人材の集積・活動・育成が効果的に進むこ

と、③これらの具体的な実現方策としての国家戦略研究拠点を順次構築して行くこと、が

まずは重要と考え、これらについての調査、分析、議論をまとめて提言につなげることと

している。

２．ワークショップの目的
　本ワークショップでは、エネルギー分野国家戦略研究拠点の具体的構想提言に向け、産

官学の研究・事業・経営・政策企画等の当事者および経験豊富な有識者の参画を得て幅広

くかつ掘り下げた議論を行う。すなわち、文献調査・分析、事前インタビュー ( アンケー

ト）等から抽出された構想実現のための具体的方策案について、効果・実現性・代替案な

どの検討を行うとともに、全体構想について新たな発想からの提案を得て、これらを 終

的な提言内容に反映させる。なお、ワークショップの参加は、発表者・総合討論参加者の

他、関係府省および関連独法からのセミクローズド形式とする。

３．期待するアウトプット
（１）対象とするわが国エネルギー分野研究開発の現状と課題に関わる、関係者の認識共

有

（２）エネルギー分野研究開発における、国家戦略の明確化と共有化に関わる具体的な方

策の抽出

（３）再生可能エネルギー分野研究開発における、公的資金運用と人材育成の抜本的改善

はじめに
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に関わる具体的な方策の抽出

（４）再生可能エネルギー分野における、国家戦略研究拠点構築に関わる具体的な方策の

抽出

（５）わが国におけるネルギー分野研究の戦略的推進に関わる、組織の壁を越えた横断的

な議論と自発的な政策提言検討の場（プラットフォーム）の提供（継続的な議論の

場を構築するきっかけづくり）

以上
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１　

挨
拶
・
趣
旨
説
明吉川 弘之（JST-CRDS）

　エネルギーという非常に大きな課題が国家的な戦略に基づき一貫して研究されている例

はあまりない。わが国でも実例がないと思う。エネルギー問題が重要な課題であることは

世界的に言われていることなので、ないのが不思議でもあるが、エネルギーという多分野

にまたがる課題を全体として考える視点は我々にとっては新しい経験であると思われる。

エネルギー問題そのものについては、参加者のエキスパートの方々からお話しいただける

ので、CRDS として、科学の本質である基礎研究と国家的な戦略とはどのような関係に

あるのか、また国家的戦略のもとで基礎研究を行う場合、何に配慮すべきなのかについて

簡単に触れる。

　基礎研究と応用とが調和すると考えるのが伝統的なパラダイムであった。知的好奇心に

基づき自らが主体的に定めた研究課題に基づいて行う研究が基礎研究であり、これが科学

が正当に進歩するための必要な条件である。科学者が自ら研究課題を決めるので社会の側

から見れば恣意的に見えるけれども、この恣意性とは、科学者が他の何物にも拘束される

ことなしに何を研究すべきかを定めることであり、したがってこの恣意性こそが、科学が

社会の利害とは独立に平等な価値をもつものとして進歩してきた中心的な根拠である。こ

の基礎研究の結果の中から社会的目的を満たす知見となりうる萌芽を見出し、ある場合に

は政策立案者が国家的に、また企業が製品化を目的として、それに集中投資して研究を推

進するのが目的基礎研究である。その中から実ったものを応用して社会的な機能をもつも

のを創り出すのが応用研究があり、それは社会に恩恵をもたらす。このような基礎から応

用に至る流れは、基礎研究者の研究の自由を保証しながら、その成果が社会に生かされる

という調和的な状況であった。科学の進歩と社会的期待の実現とが調和していたと言える。

　上述のような原理的な基礎研究のほかに、研究者は学会で問題になっている課題や、社

会から要請されている課題などの中から自ら選んだ課題の解決に必要と思われる基礎的な

科学知識を創出すべく研究を行う場合ももちろんあって、それも自らの主体性において研

究課題を選んでいるから基礎研究といえる。したがって、基礎研究にもその動機に内在因

と外在因があると言えるであろう。

　一方、科学研究には既存の領域内のものと領域を超える研究がある。一般に、知的好奇

心はその研究者の属する領域内で発現する。例えば、物理学なら物理学、生物学なら生物

学という領域内で、新しい存在と現象の発見に知的好奇心が向けられる。これが、科学が

領域ごとに発展して行くことの理由であると考えられる。領域を超えた超領域で純粋に知

的好奇心をもって研究を行う場合もあるが、現在のところそれは基礎研究の主流ではない。

科学を進めてきたのは、内在因による領域内研究が主体だと言われてきた。

　ところが、持続性時代と言われる現代において、上述の調和的関係を維持できない理由

が生じてきた。持続性にかかわる問題を科学的方法で解決しようとすると、対象は自然だ

けでなく社会的あるいは人間にかかわるさまざまな問題であり、それらは一つの領域内で

扱えるものでなく超領域的であり、動機も外在的なものであることが分かる。しかも深刻

なことに、既存の複数領域知識の同時使用だけでは解けない問題があることが明らかに

なってきた。たとえば地球温暖化に対処する知識は、既存の科学知識の適用だけでは不十

１．挨拶・趣旨説明
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分である。そこには各国が協力して行動するための基準の共有という課題があり、そのた

めには行動基準を中立的に導出することが求められ、そのための科学が必要である。

　しかし現存の科学には、中立的に行動基準を作りだす方法が含まれていない。持続性実

現のための課題の多くは緊急課題であり、人類は直ちに行動しなければならない。したがっ

て科学の発展を待って、それを使えば良いという調和的な時代ではなくなり、むしろ課題

の方が先行して、その解決のための基礎的科学知識が要求される時代となった。これが持

続性時代の科学者が遭遇する新しい状況である。

　このような状況では研究動機は外在的であり、しかも超領域的である。求められる知識

は、個別現象の統一的理解ではなく、全存在間の矛盾を摘出しそれを平衡化するための行

動基準に関するものである。持続性と繁栄の両立の問題など、持続性においてすでに出現

したさまざまな問題、あるいはこれから出現するであろう問題、それらが科学研究を牽引

する時代になる。

　このような状況下では、前述の調和的なパラダイムが壊れる。政策や社会的要請など、

科学の外で決められた社会的期待にこたえるためのシステムや製品を実現するための基礎

的科学知識が必要になる。このことに対応して、目的基礎研究と言われるものも変わる。

政策的に定められた社会的期待を充足するために必要である特定の領域の研究が、重点

的に推進される。これは現在進行中の第 3 期科学技術基本計画の重点領域とは違う。第 3
期では科学研究の状況に基礎をおいて、どこに重点を置くべきかが決められたのであった

が、第 4 期科学技術基本計画では、課題解決型イノベーションといわれるように、社会

的な課題が陽に示された上での重点化である。

　そうすると、個々の科学者が社会の利害や状況にまったく関係なく定めていく知的好奇

心に基づいて自ら研究課題を定めるという基礎研究が、科学研究を牽引する主役でなくな

る可能性がある。これは従来の調和の崩壊を意味する。持続性時代において、社会から科

学への要請が大きくなり、目的が定められた研究が主流になり、研究の自由が狭められて

しまうことが起こるとすれば重大問題である。これは多くの科学者が現在、ぼんやりと不

安を抱いていることでもある。それを、科学技術政策のという観点で解いていかなければ

ならないと考え、今、CRDS で議論をしているところである。

　ここでは結論だけを述べること

にするが、それは「社会的期待は

与えられるものでなく、科学者が

発見するものである」、ということ

である。その結果、社会的期待は

基礎研究の対象となる。それは外

在的な政策によって決められたも

のではなく、科学的な研究によっ

て発見すべきだということである。

このような社会的期待発見研究も

その解決研究も、いずれも超領域

的なものになると思われ、ネット

ワーク研究が必要となる。

　ネットワークは独自のものとな
図1　社会的期待発見研究とネットワーク研究
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ることが予想される。色々な分野、例えば異なる領域であるバイオとナノ、あるいは情報

といった領域の統合がまず必要であり、次に基礎的科学研究、工学研究、産業研究などの

連携、すなわち役割連携も必要である。このような、2 次元的に統合されたネットワーク

が社会的期待を実現する。

　しかも、その社会的期待は、科

学者が基礎研究によって見出した

ものである。典型的な例が地球温

暖化であって、ここには科学者が

地球温暖化を発見したことにより

社会が動いたという例がある。エ

ネルギーにおいても同じ状況が欲

しい。エネルギーに関連する社会

的期待を現在、まだ見えていない

ものを含めて発見することがまず

必要である。これは社会科学者が

主役になるのかもしれないが、そ

のような人たちを含めた、社会的

期待発見の研究があり、その期待を実現するために超領域的な構造をとる。おそらく、も

しエネルギー研究拠点が国家的にできるとすれば、これがこれから持続性時代に対応して

できる拠点の基本的なコンセプトになりうる。しかもこの拠点では、冒頭に述べた不安、

すなわち科学者の主体性において研究課題を選び、研究する基礎研究が中立的知識を生産

するという歴史に違反するのではないかという不安を不必要なものとし、しかもそれが現

在の持続性社会における諸問題を解決するという、科学と政策とが矛盾なく協力する調和

的な状況を生み出せるのだと思う。エネルギーに関する問題は、おそらくまだ顕在化して

いない未来の課題が多く隠されているのであり、従来とは異なる持続性時代の研究を牽引

する典型である。このような拠点を、皆様にぜひ作っていただきたい。

図２　持続性時代における基調研究のパラダイム



科学技術未来戦略ワークショップ
「ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点」報告書4

CRDS-FY2010-WR-05 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

「我が国におけるエネルギー分野研究の戦略性強化」
桑野 幸徳（太陽光発電技術研究組合）

　我が国におけるエネルギー分野研究開

発に関して、国家戦略の重要性、基礎研

究の重要性について、グローバル競争の

中にある日本企業の現状を含めて、５つ

のポイント（図 1）から、一つの問題提

起という形で話をしたい。

１．劇的に変化した地球環境・エネル
　　ギー問題

　産業革命以降、人類がエネルギーを使

い続けた結果、氷河が衰退するなど地球

温暖化は着実に進行している。国連統計

等によれば、化石燃料の消費量は、今か

ら 10 年後から 20 年後にピークに達す

るであろう、と指摘されている。しかし、

残された化石燃料は、すべて合わせても

250 年余しかないと考えられている。そ

のため、人類が必要とするエネルギー量

と化石燃料の生産量との間に大きなエネ

ルギーギャップが生じると予想される

（図 2）。人類が、豊かな生活や工業生産

などを守っていくためには新しいエネル

ギー源が必要であり、その対処方策を考

えることが今日的な課題である。

　一つの大きな切り札として、膨大で無

尽蔵に存在する太陽エネルギーがある

（図 3）。太陽エネルギーを直接、電気エ

ネルギーに変換できる太陽光発電は非常

に重要である。「国家戦略」または「基

礎研究」、あるいは「研究ネットワーク」

というキーワードから考えると、太陽電

池の研究は、正に一つの成功例であると

考えられる。

２．基調講演

図1　講演内容

図２　人類のエネルギー消費の歴史

図３　膨大な太陽エネルギー



科学技術未来戦略ワークショップ
「ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点」報告書 5

CRDS-FY2010-WR-05 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

２　

基
調
講
演

２．太陽電池研究開発に見る研究開発と事業化の成功と課題

１）2006年まで生産量世界一であった理由は？
　太陽電池の研究は、今から 40 年ほど

前、1973 年のオイルショックを契機に

国家戦略として始められた（図 4）。し

かし、既存のエネルギー源との価格競争

に勝てず、苦戦が続いた。多くのメーカー

が途中で脱落し、しぼんでしまったこと

もあった。この時期にサンシャイン計画

がスタートした。今では基幹エネルギー

を狙うところまで成長してきたが、実際

はそれほど簡単にはいかなかった。

　1974 年の最初のサンシャイン計画は、

約 40 年も前に、26 年後のエネルギー

ビジョンを掲げている点で非常に歴史的

なものである。太陽電池の生産コストを

数万円／Ｗから 100 円／Ｗにすること、

すなわち 100 分の１にするという目標

を、国は大胆に掲げたということである。

太陽電池だけではなく、熱発電あるい

はその他のさまざまな自然エネルギーを

使った環境技術の開発が、既に約 40 年

前にスタートしたのである。

　太陽光発電だけに関することである

が、「長期ビジョン」に基づいたもので、

なおかつキーワードは「産学官の連携」

であった（図 5）。この中には、いわゆる

研究のネットワークというものが、当

初、目的とされていたかどうかは別と

して、結果として、含まれていたのでは

ないかと考える。NEDO が 30 年前に設

立され、我々の太陽光発電技術研究組合

（PVTEC）も20年前に設立された。サン

シャイン計画は 2030 年までの約 60 年

間にも及ぶもので、現在も営々と続いて

おり各国の目標になっている。これは誇

るべき日本の政策と言っていいと思う。

　最大の課題である太陽電池の変換効率

も、非常に時間を要してはいるが、大きな方向だけ見れば確実な成果を上げてきている

（図 6）。基礎研究から目的・応用研究までの間で、太陽電池がどこで苦戦をしたかという

図４　太陽電池の開発の歴史

図５　1974年のサンシャイン計画の太陽光発電に関する概要

図６　各種太陽電池の変換効率の推移
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と、いわゆるサイエンティフィックなテクノロジーイノベーション、あるいはディベロッ

プメントだけではなく、社会制度のところで大変な苦戦を来した。今から 20 年前に変換

効率は上昇したが、社会システムに適応できないことが分かった。科学技術が社会に受け

入れられるためには、特にエネルギー分野では必ずこの問題が起こるということである。

　そこで我々は、当時の通産省、電力会社に働きかけて、太陽電池を電力系統に連系して

余った電気を買電してくれるように働きかけを始めた。結果として今から 18 年前（1992
年）に、電力業界の英断により、太陽電池を電力系統に接続できるようになった。世界で

初めて、大規模に、全国的に実現したのは日本である。エネルギー・環境問題に取り組む

時には、技術面だけではなく、こういう社会変革も必要であることが示唆される。

　18 年前に日本で初めて、電気が余れ

ば電力会社に電気を売る、いわゆる「逆

潮流あり太陽光発電システム」を実生活

に導入した。しかし当時は、PV システ

ムは非常に高価であった。環境とエネ

ルギーは、コストという点で普通のイ

ノベーションより高くつく。普通の技術

も同様ではあるが、コストが高くては絶

対に勝てない。そこで助成制度の導入を

政府に働きかけ、当時としては桁外れの

50％補助という制度が発足して（1994
年～ 2005 年）、日本の太陽電池生産量

は飛躍的に伸びることになった（図 7）。
　小規模に実施されていたものが、政策と助成金によって一挙に立ち上がり、2006 年ま

でに日本が世界でナンバーワンになった。産業基盤も大きくなり、世界から賞賛された。

　当時を振り返ると、本日のテーマの

「ネットワーク型」ということでは、太

陽電池、特にアモルファス太陽電池の場

合は、大学だけでなく、応用物理学会の

下にアモルファスセミナー等がたくさん

あり、産学官あるいは行政も含めた、非

常に大きな関係ができたのが、大きな役

割ではなかったか。その当時、そういう

ものは他になかった（図 8）。
　現在では、NEDO が大学に資金を出

すのは当たり前であるが、それがスター

トしたのは太陽電池関係からである。こ

れが、民間企業も含め官公庁、産総研も含めた、大きなネットワーク型を構成し技術開発

が非常に進んだ。また、社会制度も変革して、日本が１位になった。その当時、日本のサ

ンシャイン計画のモデルは、研究開発はもちろんしっかり行い、なおかつ社会変革も進め

ていく、そして普及制度も整備するということで、各国から注目され見本となったケース

である。

図7　世界の太陽電池の生産量の推移

図８　サンシャイン計画と産学官連携
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２）なぜ日本は３位になったか？
　日本が長らく１位であった太陽電池の

生産量は、今や３位に落ちた。これは「私

見」であるが、エネルギー新産業に対す

る国の戦略は、他国の方が優れていたと

いうことであろう。それは何かというと、

例えばドイツでは太陽発電からの電力を

通常の３倍の価格で買い上げる制度を制

定した（図 9）。当時、日本でも同じ価

格で実施していたのであるが、３倍に価

格設定されたことにより、欧州では大変

な勢いで太陽電池が普及していく。

　日本のメーカーも輸出はしていたの

で、一概に状況が悪いとは言えないが、

ドイツは国内産業保護を行い、それまで

無かった太陽電池産業の育成を進めた。

その結果、世界における昨年の生産量は、

発電所に換算すると 10 基分ぐらいの発

電能力である 10GW（ギガワット）に

達している（１ギガワット＝ 100 万キ

ロワット）（図 10）。しかし、この間に

日本のシェアは低下して３位になってし

まった。１位は中国・台湾、２位が EU
という形で、日本は３位に落ちた。

　日本政府はこの状況に危機感を感じ、日本版フィード・イン・タリフ（FIT）を導入し

電力料金の価格の２倍で買い上げる、あるいは助成制度を創設するなどの対策を実施して

きた。また、NEDO の予算も本年度から大きく増額された。太陽光発電の研究開発を強

化しなければならないということに、やっと気づき、もう一度、巻き返しを図っている状

況である（図 11）。政府も、長期エネルギービジョンでは、20 倍とか 40 倍という大きな

図９　各国の太陽光発電買取制度の比較

図10　世界の太陽電池生産量（2009年）

図 11　最近の日本の巻き返し策 図12　長期エネルギー需給見通し
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量を示した（図 12）。その結果、日本の生産量も、助成の打ち切りで一度は急落したのであ

るが、再び上昇傾向である。日本は今でも生産した太陽電池の半分量を輸出している。日

本の太陽電池産業は、国内だけではなく海外にも一定の競争力を持って戦いを挑んでいる。

　太陽光に対する各国の取り組みは、ドイツでは FIT、あるいは研究開発に対して国から

援助をして太陽電池産業を興していった。一方、中国では太陽電池の製造工場に対して桁

外れの優遇政策を実施している。また中国版 FIT により、太陽電池の輸出に対して 17％
を還付するという輸出奨励金のようなも

のも設定している。その結果、中国が世

界シェアで１位になるということが起き

ている。

３．他の産業はどうなっているのか？

１）半導体産業
　半導体産業は、1976 年のオイルショッ

ク後に、超 LSI 技術研究組合を発足し、

ジャパン連合で開発を進めてきた。しか

し、1980 年代の「ジャパン・アズ・ナ

ンバー・ワン」の時代が空白の年代とな

り、危険な状況が予測されることから、

図 13 に示すような各種プロジェクトが

発足した。

　半導体メーカーの売り上げ順位は、

オイルショック直前から見比べると、

1991 年には、日本のメーカーがほとん

ど世界の半導体産業を支えている。とこ

ろが 2009 年には、残念ながら 10 位以

内に２社しか残っていない（図 14）。産

業としては、著しく厳しい状況である。

２）２次電池産業
　リチウムイオン電池の場合、1991 年

にソニーが世界で初めてリチウムイオン

電池を大規模生産した。2009 年までは

世界１位のシェアであったが、2000 年

から中国、韓国が参入し、2010 年は日

本が 1 位となるのは難しいであろう（統

計は未発表）。特に韓国は電池産業で

2020 年までに世界シェアの 50％を取得

することを宣言し、優遇政策を実施して

いる。

　世界シェアについて、2000 年には

日本のメーカーが上位を占めていた。

図13　日本の半導体開発プロジェクト

図14　半導体メーカーの売り上げ10位

図 15　リチウムイオン電池の世界シェアランキングの変化
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基
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2005 年には韓国勢、中国勢が台頭し、極めて厳しい状況である（図 15）。アメリカでは、

電池の主たる工場は存在しなかった。この状況を懸念したオバマ大統領は、電池とその部

材工場の立地に 50％助成するという施策を打ち出した。そのような形で国の援助が進ん

でいる。

　日本も遅ればせながら、助成制度を実施しているが海外とは桁が違う。現在の、厳しい

財政状況を考えれば貴重な財源ではあるが、300 億円という、まったく桁違いの範囲で勝

負している。

４．何が必要とされているか？

　国家イニシアティブによるグローバ

ル・メガ・コンペティション時代が到来

している。基礎研究もこれを理解してお

いていただきたいという意味で話をした

い。

　日本は本当に技術開発で負けたのかと

いうことについて、自信を持って図 16
を見ていただきたい。図 16 に出ている

のは、過去 20 年間に登場したエレクト

ロニクス製品である。デジカメ、DVD、

液晶テレビ、青色発光ダイオード、リチ

ウムイオン電池、ゲーム機、プリウスな

ど、実は 11 個あるうちの９つは日本が

世界に先駆けて世に送り出した製品であ

る。日本が最初に手がけていないのは、

パソコンと携帯電話ぐらいである。グ

ローバル基準という意味でまとめたもの

であるが、11 個のうち２つだけが、ア

メリカとヨーロッパに負けているだけで

（コンピュータ関連と携帯電話）、エレク

トロニクス分野全体で見ると、それほど

大きく負けているわけではない。　例え

ば、青色発光ダイオードに関しては、中

村修二先生が有名であるが、私の理解で

は、やはり名古屋大学の赤崎勇先生の基礎研究が重要であった。大変な苦労をしてガリウ

ムナイトライドに取り組まれた基礎研究があってこそ中村先生の青色発光ダイオードにつ

ながった。日本が初めて青色発光ダイオードを実用化したにもかかわらず、ビジネスでは

極めて厳しい状況である。

　高いインフラコストなど、いくつかの要因がある（図 17）。日本が技術立国として生き

るためには、最先端の技術開発を推進していく必要がある。それができなければ、この国

は滅びてしまうというぐらいの危機感を持っている。

　我々はよく、こういう例えを使う（図 18）。研究開発から商品化の間に死の谷がある。

図16　過去 20年に登場したエレクトロニクス関連製品

図17　日本が抱えているハンディキャップと対応
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実は、これより前に、基礎研究がある。

大変な数の落ちこぼれ、不確実な成功確

率の研究をやっても、なおかつここで死

んでしまう。その次の段階は、民間企業

では、企業内にダーウィンの海があり、

ここで競争社会が起きて、ここでまた落

ちこぼれる。実はここまでしか語られて

いないが、今や第３の波、グローバルな

競争に勝ち残らないと生きていけないと

考えられる。

５．提言へのたたき台

　提言へのたたき台として、図 19 の４

点を挙げる。まず、内閣に直結した総合

国家戦略研究所の設置が重要である。地

球環境やエネルギー問題に関しては、現

在、経済産業省が所管しているが、環境

省あるいは国土交通省、さらには農水省

も含め、すべてが関与したものである。

したがって、広い概念の研究開発を進め

ていく必要がある。あるいは研究開発だ

けではなく（技術開発だけでは進まな

い）、社会への適合性という意味におい

ての大きなバリアを乗り越えることが必

要であり、そのためにも、国家としての全体戦略が必要である。

　また、再生エネルギーに対する国家戦略を策定していくべきである。科学技術、エネル

ギー・環境問題は、当然、単に１つの技術では解決できない。社会科学、人文科学の人た

ちも含めた大きな取り組みが必要である。特に産業育成ということも含め、国際競争力を

考えなければならない。企業側にも責任はあるが、今、民間企業の活力がなくなる、研究

予算が削減される、人員が確保できないということは、すなわち大学から学生を受け入れ

ることができる環境がどんどん少なくなることにもつながる。日本の経済力が無ければ、

基礎研究への投資もできないということになっていく。これは本日のテーマではないが、

そういうことも含めて、皆さんに、色々と論議をしていただければありがたい。

図18　国家イニシアチブメガコンペティション時代へ

図19　提言へのたたき台
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「日本のエネルギー分野研究開発の現状と課題－問題提起」
宮下　永（JST-CRDS）

　図に示す５項目のうち、第 3 項〜第 5
項は事前にお伝えしあらかじめ議論させ

ていただいている。ここでは、第 1 項～

第 2 項の背景認識や問題の所在を中心に

説明する。

１．ワークショップ開催趣旨

　当センターでは、科学技術に対する社

会の期待を「豊かな持続性社会の実現」

と定義し、①健康、②生物多様性、③持

続可能なエネルギーシステム、④持続可

能な物質循環、⑤共通基盤事項（基礎・

基盤科学、人材、グローバル化対応等）

の５つを重点的に検討して戦略提言につ

なげる活動をしている。この中で、温室

効果ガスの排出削減やエネルギーセキュ

リティ確保等に向けた、最先端のエネル

ギー環境研究開発の推進と成果の普及は

喫緊のグローバル課題であり、日本は海

外と連携してこれを先導し、新成長機会

の創出と国際貢献を目指すべきと考えら

れる。そこで、掲題の拠点構想検討チー

ムを設置して、検討を開始した。

３．課題設定

図１　「ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠
点」構想検討ワークショップ -「課題提案とその背景」

図２　文献調査

図３　インタビュー実績
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　アプローチの方法としては、まず文献調査により問題提起とその解決策に関して仮説を

建て、インタビューにより問題提起の妥当性および解決策の方向性について議論を深めて

きている。調査文献の主要なものを図に示すが、主要なエネルギー政策、そのファンディ

ングの実態、当該分野研究開発推進施策の実態、具体的なプロジェクトの実績、そして関

連する海外の状況などである。インタビューの対象は、産官学の有識者約 30 名であるが、

センターのもつ産学官のサイエンスコミュニティー・ネットワークをフルに生かして現場

の実態を調査・分析し、実行上の課題と解決のボトルネックを探るとともに、諸外国での

取り組みとも比較しながら、実行につながる提案をしていきたいと考えている。今回は中

間段階ではあるが、これまでの検討をまとめて問題提起をさせていただく。その妥当性な

らびに問題解決の方向や方策について、活発に議論をお願いしたい。

２．エネルギー分野研究開発の現状と課題

　マクロな背景認識・問題意識として、関係者との議論で以下の共通認識が得られている。

１）最先端のエネルギー環境研究開発は、環境と社会経済の課題に関わる複雑な課題であ

り（トリレンマ）、しかも省エネの進んだ日本にとりハードルが高く、中長期の視点

でかつ出口を意識し、戦略的に取り組む必要がある。

２）公的資金による研究開発の運営システムについては過去にも多くの改革提案がある

が、全体戦略の共有、戦略の継続性、横断的取り組み、制度の柔軟性などの点で多く

の課題が残されている。

　このような環境・エネルギー問題に対しては、「全体最適戦略」によるアプローチが不

可欠であるが、このことは CRDS が開催した 2010 年 6 月の公開シンポジウムでも、グリー

ンイノベーション、ライフイノベーションをどう進めるべきかという議論の中で、考え方

を提示している。

　エネルギー基本計画（2010 年 6 月公表、第２次改定）のなかでも、「エネルギー研究開

発は国を挙げて取り組むべき最重要課題」と位置づけられているが、その性格として、「エ

ネルギー技術は材料からシステム技術までさまざまな研究領域の要素技術が組み合わされ

て完成される総合技術であり、アプローチは、単にシーズ指向で進めるのではなく、政策

目標やエネルギー政策における目標達成への貢献度という視点から進めることが適当であ

る」と指摘されている。

　インタビューでも同様の意見が出てい

る。そして、技術的に複数のものを組み

合わせて課題解決を図っていくことが重

要なだけでなく、個別の施策やプロジェ

クトが国全体の目標に対してどのように

定量的に位置づけられるかが良く見えな

いという意見が多い。総合戦略に基づく

ネットワーク研究はまだまだで、一部連

携を模索しているものもあるが、殆んど

は縦割りのプロジェクトであるという認

識である。
図４　インタビュー結果（例示）
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　エネルギー需給構造からみた課題：麻

生内閣の方針を受けて長期エネルギー需

給見通しが見直されている。CO2 換算で

15％削減していくためには大変な努力

が必要だということがわかる。2030 年

に向けて、ほうっておくと総エネルギー

需要は恐らく 700 億トンのレベルにな

るであろうが、それを３割近く下げる必

要があり、それにはまず省エネで化石資

源を減らし、どうしても必要な部分は原

子力を大幅に伸ばして補う、そして再生

可能エネルギーは可能な限り目いっぱい

伸ばす、というスタンスである。電源構

成についても同じ。米国でも、リニュー

アブルエナジーはポーションとしての絶

対値はそれほど大きくはないが、これは

徹底して追求していくというスタイルに

なっている。

　政府の研究開発ファンディングの動

向：こうした大きなギャップを埋めて行

くためにどういう研究開発をしていくか

ということについて、政府のファンディ

ングの動向を調べた。科学技術基本計画

によって、我が国の公的な研究開発投資

が順次拡大され、現在、年度当初予算ベー

スで大体 3.5 兆円のレベルにきている

（補正予算を入れると一時的には GDP
比で１％を超える年もあった）。このう

ち 40％強の 1.5 兆円が、大学等の基盤

的経費に投入されている。約 50％の 1.7
兆円前後が政策課題対応研究開発費とし

て８分野を中心に投入されている。残

り 10％はシステム経費。政策課題対応

研究開発費のうち 30％±５％がエネル

ギー分野に投入されており、８分野中最

大である。原子力の関係の費用が大きい

ので変動は大きいが、最近では 5,000 億円前後というレベルにある。そのうち約 1,000 億

円が、さらに戦略重点科学技術投資ということで、集中的に投入されている。残りの 4,000
億円は、一般的なテーマとして、おそらく数千件の案件に分散投入されていると考えら

れる。重点投資は、原子力関係で 650 億円、再生可能エネルギー関係で 300 億円ぐらい。

残りの 50 億円ぐらいが省エネ関係。この省エネ関係は主に化石資源の省エネと考えられ

図５　一次エネルギー供給の推移

図６　米国エネルギー供給の予測

図７　分野別予算の推移（当初予算）
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るが、民間企業あるいは民生も含めての

活動が主体になるので、国家の研究開発

戦略投資という意味から言うとそれをサ

ポートするということになる。結果的に

政策投入として非常に大きなウエートを

示すのは、原子力を除いて、このリニュー

アルブルエナジーへの投資ということに

なる。各国とも同様である。具体的には、

アクションプランでうたわれている項目

であるが、太陽光発電とバイオマス、そ

してバッテリー関係。このように当面の

課題解決に向けては、非常に手厚い政策

が進められている。

　太陽電池を例に取り、CRDS の戦略

プロポーザルで俯瞰整理したものを示

す。当面、ここ５年、10 年の研究開発

は非常に充実しておりすごく大きな資金

が投入されているが、その先の、全然異

なる方式とか、現行方式の延長線上では

なくブレークスルーを図る研究というの

は、主に大学にゆだねられていて、そこ

はまだ政策課題としては表に出てきてい

ない。

　プレーヤー別の研究開発分担を民間

も含めて見てみる。毎年出る総務省の統

計によれば、基礎研究と応用開発と開発

研究に分類され、それぞれをどのような

セクターが担っているかが分かる。ここ

直近のレベルで言えば、日本の研究開

発投資総額は大体 18 ～ 19 兆円の規模

で、うち公的投資が 3.5 兆円、民間投資

が 15 兆円ぐらい。企業を中心とした開

発研究は大体 11 兆円のレベルで、応用

研究段階のものが４～５兆円、残りの約

３兆円規模の基礎研究は主に大学が担っ

ている。こうしたなかで、公的研究機関

の活動規模が小さいことが特徴的であ

る。しかも公的研究機関は、主に応用研究から開発研究を分担しており、基礎研究の分担

割合は非常に小さいことがわかる。

　カバーする領域について考えるため、縦軸方向を研究領域とし横軸方向を研究フェーズ

としてイメージ図を示した。大学は幅広く、要するに 900 近くある大学でいろいろな基

図８　政府ファンディング実績－その３

図９

図10　研究費の性格別支出割合
（総務省統計局　平成20年度）



科学技術未来戦略ワークショップ
「ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点」報告書 15

CRDS-FY2010-WR-05 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

３　

課
題
設
定

礎研究が、基本的には自由な研究がなさ

れているわけで、それが必要に応じて産

官学の連携にジョインしてくるという形

になる。公的研究機関は、国の政策に沿っ

た目的的な研究機能を担保するものであ

るが、現状では応用研究 ･ 実用化開発が

中心でかつ研究領域が限られており、ま

た先ほど説明したように規模も小さい。

企業は企業で研究をやっているが、当然

実用化開発が中心で、個別の活動は一層

目的的に領域が限定され、しかも変化が

激しい。このように見てくると、国策に

沿って中長期の観点から目的基礎研究を

しっかり担保するところが手薄と考えら

れる。特に再生可能エネルギーの次の世

代の研究という意味では、こうした研究

を強化していかなければならないと云え

そうである。これが、今回の議論の主題

にひとつである。

　現状と課題のまとめ：エネルギー分野

のみならず、我が国の国家研究開発投資

は大学等への交付金による基盤投資と、

政策課題対応型のプロジェクトファン

ディングに分かれると云ってよい。後者

は、早期に実用化を目指した応用開発を

主体とする時限的なものが多く、一方、

基盤投資のほうは、主として自主研究に

よる革新的シーズ創出を期待するもので

ある。この間のところが手薄であり、政

策に基づいた中長期の粘り強い基盤投資

というものを、もう少し明確に進めるべ

きではないかと考えられる。しかしなが

ら、そういうことを進めるためには、財

政圧迫などいろいろな状況の中で、やは

り研究開発の総合戦略が不可欠となる。

ところが現状は、個別の行政の政策目標

や戦略はその時々でそれぞれにしっかりしているが、一国の全体の研究開発戦略として、

例えば原子力に何％を投入すべきかといった全体に関わる考え方ははっきりしない。それ

では、中長期的な基盤投資をリードしていけないのではないか、というのが２点目である。

それから当然、それを進めていくためには、人材の問題も議論していかないといけないと

いうことになる。後で触れるが、DOE の動きなど諸外国の動きを見ると、ますますそう

図11

図 12　エネルギー分野研究開発の現状と課題（まとめ）

図13　エネルギー分野研究開発の現状と課題（まとめ）
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いうことが強く感じられる。

　ということで先ほど示した第３項～第

５項の３つの議論すべき課題を挙げて、

事前に御相談もし、議論もさせていただ

いたが、ここでひとつ確認しておきたこ

とがある。総合戦略は分野にこだわらな

い議論をしないと意味がないが、具体的

な、こういう制度をどう変えていったら

いいかとか、具体的な研究拠点の構え方

ということになってくると、やはり、あ

る分野を想定しないと議論が進まない。

そういう具体論の対象としては、再生可

能エネルギー分野を取り上げたい。なぜなら、先ほどの政策課題対応投資対象ということ

もあるが、大きな背景としては、こういう分野において進められている研究開発というの

は、材料、デバイスプロセス、システム化にかかわる最先端科学技術の集約が必要で、結

果的にその成果というのは波及効果が極めて高いからである。例えば太陽電池の開発で

あっても、そこで培われる要素研究というのは、さまざまな応用展開として、今後必要な

産業技術に展開されていくものと考えられる、ということがある。

３．３つの課題提案

１）国家戦略の明確化と共有化の方策
　ここでの提案は国家戦略の中身について議論することではなく、それがいかに浸透して

いって、研究開発を実施している人たちや企業の事業を進める人たちと、戦略を打ち出し

てリードしていく行政側とが、真に認識を共有しないと本当にすばらしい成果は出てこな

いという意味で問題提起をしている。実行者側がみずからビジョンや戦略を提案し、官民

が共同で戦略を練ること、戦略というのはお上から降ってくるということではだめではな

いかと、それが共有の基本的な、本質的なあり方ではないかとの観点からの提案である。

　このことは、諸外国に幾らも例がある。

このパルミザーノレポートの例でも、400
名を超えるリーダーが 15 カ月をかけて

国の総合的な政策を検討している。国は

国で、当然ちゃんとした情報とスタッフに

基づいて政策をつくる。同時に、産業界あ

るいは研究開発セクターから違う視点か

らの政策が提案されていって、その両方

が必要に応じて具体的施策に取り込まれ

ていくという、そういう形をつくっていく

ということが非常に重要かと思われる。

　そのような例は、この Rising above 
the  gathering storm committee の話に

図14　エネルギー分野研究開発の現状と課題（まとめ）

図15　「イノベート・アメリカ（Innovate America）」
国家イノベーション戦略報告（2004.12）
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も見られるし、イギリスの例もある。イギリスの Innovation Policy Report の例では、政府

から独立した産業界主導の組織でこういう政策提言をしたが、それがきちっと、168 億の

助成公募の実施につながっているということである。お話だけ聞くけれど、あとはどうなっ

たか分からないということでなく、非常にオープンな議論がされているということである。

　日本でも第４期科学技術基本計画の検

討のなかで、イノベーション戦略協議会

をつくって、そういう方向での活動を進

めて行くということが当然うたわれてい

るが、具体策はこれからである。本日の

議論には、５つほどの解決策の選択肢を

提案しているが、我々としては、この１

番目のアクションが重要だと思っている

が、これらを具体的に進める方策につい

てこのワークショップで御議論をいただ

きたいと思う。

２）公的資金の運用と人材育成の抜本的
改善策

　中長期的視点からの、継続的かつ柔軟

なリソース投入が、いろいろ事前議論を

させていただいた結果、やはり一番大き

な問題であり議論すべき課題であるとい

うふうに浮かび上がってきている。

　それから、人材の問題についても、事

前インタビューでは多くの意見があった

が、本当に人を育てるには恒久的な研究

拠点が非常に大きな影響を及ぼすという

意見が、強く出されている。この辺につ

図16　「Rising Above the Gathering Storm」
全米アカデミーズ（2005.10）

図 17　英「Technology Strategy Board」の設置（2004年）

図 18　エネルギー分野研究開発における国家戦略の明確化と共
有化の方策（インタビュー等から抽出された意見）- 続き

図 19　エネルギー分野研究開発（RE分野を想定）
における公的資金運用と人材育成の抜本的改善策
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いても、きょうはいろいろな角度から御議論いただきたい。

　それをサポートするようなインタビューの結果から抽出された意見を示す。

３）研究拠点の必要性とその運営策について
　研究拠点論については、事前インタ

ビューで皆さんから積極的な意見を多数

いただいている。ここに代表的なものを

掲げる。きょうの議論では、再生可能エ

ネルギー分野を念頭に置きながら、エネ

ルギー研究拠点としての、こういう基本

的な機能に加えて具備すべき機能につい

て議論していただければと思う。

　直近では黒木先生が取りまとめられ

ているが、2006 年以降欧州とアジアの

10 カ国で、一斉に National Excellence 
Programs が動き出している。拠点の備

えるべき機能論は、大体同じようなこと

がうたわれており、かつ５年程度の時限

的な拠点育成プロジェクトである。

　もちろん日本でも、いろいろな動きが

ある；

①ナノテクノロジー・ネットワーク ( 通
称 : ナノネット )

②ナノテクノロジーを活用した環境技術

開発プログラム（ナノ材料科学環境拠

点）

③つくばイノベーションアリーナ（TIA）

④世界トップレベル国際研究拠点形成促

進プログラム（WPI）

図20　エネルギー分野研究開発（RE分野を想定）
における公的資金運用と人材育成の抜本的改善策

図21　エネルギー分野研究開発（RE分野を想定）
における公的資金運用と人材育成の抜本的改善策

図22　「研究開発拠点」の備えるべき条件
（インタビュー結果等から）

図23　「世界のNational Excellence programs」
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⑤先端融合領域イノベーション創出拠点事業

⑥光・量子科学研究拠点形成に向けた基盤技術開発

⑦最先端の光創成を目指したネットワーク研究拠点プログラム

⑧量子ビーム基盤技術開発プログラム

⑨低炭素社会構築に向けた研究基盤ネットワーク整備事業

　特に最近スタートしている WPI プログラムが相当思い切った試みで、10 年程度の期間、

毎年平均すると 15 億円程度のお金を入れながら拠点構築をやっていこうというもの。午

後のセッションで村上先生に九州大学におけるその拠点形成状況をお話いただく。大学自

身がそういう分野で世界に冠たるピークになっていこうということを支援していくこと、

それは非常に重要なことであるが、我々が検討しようとしている国策の研究拠点という意

味とは異なる。また、エネルギー分野では、今度発足した九州大学の例以外、集中的な基

礎研究拠点は存在しない。この 10 年程度の時限的なもので、あとはそれぞれの組織に任

せていくというやり方もあるし、完全にパーマネントに国策の研究所をつくっていくとい

う考え方もある。そこは議論をしていきたい。

　これら欧州、アジアの動きと対照的なのが、アメリカにおけるパーマネントの拠点を結

んだ国家戦略ネットワーク研究の推進である。これについては総合討論のなかで紹介があ

る予定。御承知のとおり、米国では DOE 傘下に直轄研究所が 21 箇所、そのうち軍事研

究を除き、主に民間の産業に生かすべきエネルギー関連の技術だけでも８研究所があり、

それぞれ 1000 人以上の規模で基礎研究から応用研究までの研究が進められている。総事

業費７兆円という毎年の予算のうちの研究開発投資だけでも１兆円のお金が、この DOE

図24　世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）（文部科学省）



科学技術未来戦略ワークショップ
「ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点」報告書20

CRDS-FY2010-WR-05 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

のエネルギー研究だけに投入されている。この既存の拠点をフルに活用し、エネルギー分

野で基礎から応用まで中長期の国家戦略に沿って研究開発が強化されだしている。

　拠点の運営についていろいろな観点があるなかで、特に強調したいのがネットワーク型

運営である。こうした戦略研究拠点で、にエネルギー環境問題という複雑な政策課題解決

に取り組む場合、このネットワーク型研究の進め方というものが不可欠であると考えられ

る。冒頭の吉川先生の話にもあったが、我々はそれが非常に重要な議論になるテーマだと

考えていて、その考え方の要約を図に示している。

図25　米国DOE傘下の主要な国立研究所

図26　国家戦略に基づく恒久的な中長期基盤研究拠点
の構築とネットワーク型研究の戦略的推進方策（RE分野）

図27　ネットワーク型研究（続き）
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　全体構想の実現へのステップ：将来的には国家エネルギー戦略局といった総合政策推進

機能を中央に担保し、その傘下に３つでも５つでもいいが、国立エネルギー研究所を配置

し、全体を支えるシンクタンク、賢人会議を設けるという形もあるかもしれないが、ここ

数年でできる話ではなさそう。現実的な進め方としては、まず再生可能エネルギー研究拠

点といった国策の目的基礎研究拠点をつくり、必要に応じて戦略の検討機能も含めた一つ

の戦略拠点とし、順次それを広げていくのと、原子力の研究所など既にある拠点との間で、

エネルギー基盤研究についてネットワークを強化していくというステップがあるのかと考

えている。

　ということで、きょうの活発な議論をよろしくお願いしたい。

以上　
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『エネルギー分野研究開発における国家戦略の明確化と共有化の方策』

4.1　低炭素化のためのエネルギー技術

山田 興一（東京大学／JST低炭素社会戦略センター）

　本日の討論では３つの課題が掲げられているが、ここでは戦略構築の例を述べる。JST
の低炭素社会戦略センターでは、2050 年、2100 年につながる、2020 年、2030 年である

程度実用化していくような研究を進め、それを低炭素社会に結びつけようとしている。こ

のセンターの枠組みとしては、低炭素社会の前に「明るく豊かな」という表現を付加して

いるが、科学技術だけでなくて社会全体で調和していかないといけないということを表し

ている。そういうものがたくさん集まると、先ほどのような国家戦略が組み立てられてい

くのではないかと思われる。ここでは、まだ検討途中の数字などを使い、どのようなこと

を考えているかということを、「太陽電池やバイオマス燃料といった再生可能エネルギー」、

「自動車用蓄電池を用いた省エネルギー」、の２例を取り上げて説明する。

　ひとくちに科学技術と言ってもそれは

どんなものかということと、それがいつ

も進展していくことから、現状において

新しい考えとか理論を入れた将来技術の

構造とはどういうものになるのかという

ことを、明確にしていきたいと我々は考

えている。すなわち、いろいろな応用分

野があるなかで、原子分子的なものから

最後の製品までのところを構造化しよう

ということで、研究を進めている。さ

らに、今後開発されていくものの技術

システムというのがどれくらいの経済

性、環境性があるのかというところを、

やはり定量的に見せることが必要で、今

はなかなかそれができないことになって

いるが、少し地道ではあるが、関連する

製造プロセスの、それぞれの装置がどの

ように変わればどうなるかというあたり

のデータベースをつくっている。それを

入れると、いろんな将来の製品の、大体

の価格やエネルギーも出るようなことに

なっていくと思われるので、そういうも

のをもとに、新しい技術シナリオをつく

り、それを経済シナリオに入れて、最終

４．セッションⅠ

図1　社会における低炭素技術実用化のために

図２　太陽電池の種類
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的には社会への導入シナリオというところに結びつけたいというふうに考えている。

　例えば太陽電池、課題はたくさんある。一つは電池システムで、多接合とか量子ドッ

トとかいうのが切り開かれていくであろうが、製膜材料とか製膜プロセスとか、さらに

は発電システム全体の研究が必要である。効率については、今、40 数％に上がっている。

理論的には 90％ぐらいできるはずで将来的にはそれに近づくであろうが、今のところは

50％ぐらい。

　ナノテクノロジーも非常に進んできて

おり、例えば東大でも岡田さんらがナノ

粒子の量子ドットの制御技術の研究を進

めている。さらに中間バンドをつくった

りしながら効率を上げていこうという基

礎研究も進められているが、これはまだ

時間がかかるであろう。

　多結晶 Si 太陽電池モジュールのコス

ト検討の例を示す。10 年以上前、私た

ちが化学工学会でずっと計算してきたも

のだが、大体この数字というのは、今見

ても考え方としてはそうは違っていな

い。当時は、１年に 10 メガぐらいしか

つくっていなかったが、１万倍ぐらいま

で規模が大きくなるとコストはどうなる

というところまで、いろいろな効率を上

げたりプラントの大きさを変えたりして

検討した。現在の１ギガワット／年の規

模だと、当時の 400 円 /W ぐらいだった

ものが 200 円 /W ぐらいは下がる、と。

それを 100 ギガにしても 60 円ぐらいし

か下がらない。スケールメリットという

のは、このプロセスだと１ギガぐらいで

終わるというところで、やはり効率の向

上、製造技術の発展といったところが必

要だということがわかった。

　コスト構造を見ると、結局、モジュー

ルのガラスといったところが大きいの

で、これを下げなければいけない。その

ためには効率を上げないといけないこと

が分かる。多結晶で効率が 17％ぐらい

になると１キロワットで重さは 50 キロ

ぐらいになり、モジュールとしては 100
円 /W ぐらいになるという計算があった

が、2008 年の S 社のものはここまで到

図3　理論効率

図4　多結晶 si 太陽電池モジュールのコスト

図5　多結晶 si 太陽電池モジュールコスト
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達しておらず、この倍ぐらいの重さで 300 円 /W ぐらいで、やはり重さが効くということ

が分かる。当時の計算が今でも大体当てはまっていて、今、こういうところの計算をし直

しているところである。

　最近、多接合のいろんなものが提案されているが、例えば３接合でもうまいところを組

むと、最高の効率は 60％ぐらいになる。４接合にすると 64％ぐらいになる。こうした限

界効率に対して、達成効率は 10％とか 15％ぐらい下がったところになっている。物質を

選べばまだかなり上がるということがわかる。例えば、ソーラーフロンティア（旧昭和

シェルソーラー）が、銅・インジウム・ガリウム系の太陽電池を出している。理論効率は

45％～ 50％ぐらいで、今は 13％ぐらいだから、実際の効率はかなり上がる可能性がある

ということがわかる。こういう新しい材料で効率が高いものが大量に世の中に出るように

するには、高効率でいかに良い膜を速くつくるか、そういうところが課題となる。詳しく

色々なプロセスを計算したり、それを実現する技術を明らかにしていく必要があるが、きっ

ちりしたデータベースをつくってこういうコスト計算しないと、最後にどうなるのかとい

うところを間違えかねない。我々は色々な材料についてデータベースをつくり、総合的な

検討ができるようなシステムをつくっており、来年ぐらいから結果が出始める。こうした

評価というか見方が大切だと考えている。

　電池は、出力密度もエネルギー密度も

相当上げ従来電池の限界を超えるくらい

のレベルでないと、多分、なかなか電池

を積んだ車は走れないし、値段もかなり

下げないといけないと思われる。今のリ

チウムイオン電池は、大体 100 円 /Wh
ぐらいと思われるが、それでエネルギー

密度も非常に低い。しかし材料で見ると

20 円 /Wh ぐらいで、建設費、人件費な

どを入れても 30 円 /Wh ぐらいで、相当

下がる余地がある。この差が開発費なの

かどうかというのは、桑野さんに聞いた

らわかるかもしれないが、そのあ

たりを現在検討中である。

　太陽電池と蓄電池がどこまで普

及するかは、スマートグリッドと

関係する。例えば 2030 年に日本

で 60 ギガの太陽電池を導入する

と、全部の電力供給の６％ぐらい

になるが、そうすると４時間分の

電池で今のままの値段で 100 円 /
Wh とすると 20 兆円の設備投資が

必要。しかし、発電ピーク時の余

剰電力をわずか１％程度捨てれば、

蓄電池なしで運用でき、捨てた電

図6　蓄電池の性能と価格

図7　低炭素社会におけるスマートグリッドの検討
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力の損失は 100 億円程度であるか

ら、電池が現在のままだったら電

池は不要ということになる。

　蓄電池のコスト軽減や太陽電池

の発電効率向上などについて、ま

だまだ研究をしないといけないし

実験もしないといけない。ただし、

捨てる電気が増えていく場合にそ

れを有効に利用したほうがいいか

どうかや、スマートグリッドやス

マートメーターを活用して省エネ

を図ってはどうかなど、同時に検

討する必要がある。例えば、我々

は太陽電池導入の開発促進による

便益向上を検討してみた。図の目

標ケースで、青い①の部分が、例

えば 40 円 /kWh で買い取った場

合の国家の全体の損失になる。後

年太陽電池発電コストが下がると、

青い②の部分が増えて何年かで回

収することになる。この開発が遅

れると、目標ケースの 2033 年に

対して例えば 10 年も遅れて損失

が何兆円にもなる。　従って、い

つ頃どういうものが開発され、ど

のように導入したらどうなるかと

いうことをしっかり考えなくては

いけない。投資する側の企業も考えるが、やはり国もどこまでの検討をすべきなのか、そ

の辺を定量的なところに基づいて議論をしないといけないと考える。

　藻類から燃料油をつくるという例について。油分の光合成効率が今は１％ぐらいのもの

しかできていないが、３％まで上がるとして、例えば装置を鉄とガラスだけでつくったと

しても、油の価格がこれぐらいだとすると、投資回収には 15 年もかかる。実際にはこの

ように簡単には行かず投資回収はさらに悪くなることが考えられるから、やはり光合成効

率で 10％ぐらいを狙わないと経済的には意味がないというのがわかる。さらに、オース

トラリアでやると、１年に 3,000 ミリぐらい蒸発するから、蒸発する水が立米当たり 100
円だとして１兆円ぐらいコスト増になる。だから蒸発は防がないといけない。蒸発を防ぐ

と同時に、系の温度上昇をどう防ぐかは非常に難しい。システム全体を見て、その中でど

こをどうするかを検討することが非常に大切だと思う。従って、どういう研究にどのよう

にお金をかけるかというのは、経済性と技術の進展を見ながら定量的に検討する必要があ

るということ。

以上

図8　太陽電池導入の開発促進による便益向上

図9　藻類からの燃料油製造コスト
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4.2　エネルギー分野研究開発の進め方について－期待と課題－

金子 祥三（東京大学（元 ･三菱重工業））

　製造メーカで 35 年、電力分野で 7 年、

製造側と需要側、売る側と買う側という

両方を体験したが、そうした産業界での

経験を中心に話をする。エネルギーは

地球温暖化問題と無関係には論じられな

い。日本一国の努力だけではどうにもな

らず、世界的な枠組みが非常に重要。今

まで非常に頑張って原単位を下げてきた

日本が、特別に過酷な条件を背負い、国

際競争力もどんどん落ち国内の雇用も減

り産業が逃げ出す、というようなことで

実現しても意味がない。日本の国益と世

界益をどう両立させていくかが非常に重

要なポイント。

　図に示すように、まず日本の特殊性を

認識すべき。特に 3 番目の技術開発につ

いては、10 年、20 年、30 年という先を

見据えたような研究開発を進めることは

難しいが、アメリカなどの場合にはいわ

ゆる軍事研究というのを背景にして、か

なり長期的な大きな動きができる。日本

の場合にはそれができないので、そこを

どうカバーするかというのも一つのポイ

ント。

　そういうことで、これから日本のエネ

ルギー戦略というのはどうあるべきかと

いうことを図に示してみた。限られた国

富を有効に活用するためには、総合戦略

に沿って、優先順位、重みづけなど、徹

底した、また公開された議論に基づく選

択が重要。ところがエネルギー分野研究

開発についての公的資金投入配分の妥当

性については、必ずしも明確ではない。

原子力にどれだけの投資をすべきなの

か、再生可能エネルギーについてどれだ

けの投資をすべきなのか、太宗を占める

化石資源の有効利用にもっと投資をすべ

図1　日本の特殊性の認識

図２　日本のエネルギーの海外依存度（2007年度）

図 3　これからの日本のエネルギー戦略のあり方
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きなのではないかなど、定量的な根拠は

はっきりしない。わが国全体がどこに向

おうとしているのか（ビジョン）、その

ためにどの分野をどこまで伸ばそうとす

るのか、それに向けた投資戦略はいかに

あるべきかの全体が見える戦略が必要。

なお、３番目であるが、製造業の場合、

生産現場をなくした途端、見る見るうち

に力を失ってしまう。日本国内に生産現

場を持っておくということが、特に工業、

製造業の場合には不可欠である。

　「３つのＥ」の中で一番難しいのはセ

キュリティ（Energy Security）で、だれかが意図的にそれをリードしないと後回しにな

るという危険性がある。年間 20 兆円ぐらいの化石燃料を輸入しているわけで、差別化技

術でこの 20 兆円を生み出さねばならない、海外に売る何かがないといけない、という視

点も重要。以下、エネルギーに関わる戦略的視点の例を紹介する。

　東京電力の例で言うと、東京湾岸に 2,400 万キロワットの天然ガス火力がある。万一

天然ガスが来なくなったら首都圏への電力供給は麻痺する。価格が非常に高騰した場合も

含め、天然ガスの入手が困難になった時への備えが必要だが、企業にはセキュリティ投資

はなかなか難しい。アメリカの例を言うと、2005 年のエネルギー政策法 -Energy Policy 
Act of 2005 という、ブッシュ政権のときに出た政策があり、石炭に非常に力を入れると

いうことにしている。ただし、超々臨界圧等従来型の石炭火力ではなくガス化だけを保護

をするというもの。背景には、2025 年までに、アメリカの軍用燃料を全部自国産の石炭

からとるというのがある。そういう非常に長期的な見通しのもとに支援をしているけれど

も、日本では、なかなかそういった視点での支援というのはできないが、代わる戦略が必要。

　世界のエネルギー起源の CO2 は、約

３割が石炭火力から出ていて、あとは鉄

鋼とかセメントとか、いろいろなところ

から出ている。単一要素としては最大の

発生源である石炭火力を改善しないこと

にはどうにもならないが、中国、インド

等、まだまだ 30％そこそこの効率のプ

ラントが延々と動いている。その効率を

上げれば、いろんな改善ができるはずで

ある。熱効率の歴史をみると、日本は超々

臨界圧ということで 40％をちょっと超

えるところまできている。天然ガスだと

53 〜 54％（高位発熱量基準）。従来型だと天然ガスでも 35 〜 36％だから、リプレース

しただけで３割ぐらい燃料消費量が減る。経済的に絶対ペイするから、これは黙っていて

も企業がやる。この複合発電技術を石炭に応用するために石炭のガス化複合発電技術が、

国家プロで進められて来た。その先は、高温型の燃料電池（SOFC）を活用したトリプル・

図4　選択の基準

図5　世界の主要国電源構成
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コンバインドで 65％の可能性がある。

だから日本の進むべき道は何か。天然ガ

スでも石炭でも、今、世界のトップレベ

ルに来た複合発電技術を進めるべき。　

ガスタービンは基本的にジェットエンジ

ンの転用であるから、アメリカの軍事技

術開発にかなわないけれども、幸い民生

用は、今、日本が世界のトップレベルま

で来たので、何とかこの技術を維持して

いかねばならない。

　ランキンサイクル、単純な蒸気タービ

ンでやるサイクルは、非常にシンプルで

あるので後進国でも取り扱いやすく、今、

この USC 技術を各国に展開して CO2 を下げることが進んでいる。実は、もう日本のメー

カは、中国に全部この USC 技術をライセンスしてしまっている。日本は中国で、1995
年から 2000 年までに約 19 基、2,000 万キロワット、この USC の石炭火力をつくった。

これが今、中国が自国内で１年で建設中という状況である。５年もしたら国際マーケット

で日本は競争力を失う。日本の高い技術で世界に貢献などと言っているけれども、現実は

そういう甘いものではない。ライセンスするときに、テリトリーを中国国内に限っている

から輸出できないと言うが、どういうわけか、フィリピンその他に中国製の USC が出て

くるということになっている。日本の技術は使っていない、これは国産の技術だという。

個々の企業では、プラントを見せろというようなことがなかなかできない。国レベルでの

対応が必要。

　地球温暖化ガスとしての CO2 削減戦略の例を示す。15％削減案の検討に関わっていた

関係で、その例を取り上げる。全体の構造は図を参照されたい。こうした削減策を実際に

実行するにはどのくらい費用がかかるかというと、一番高いのが次世代自動車で CO2 ト

ン当たり２万１千円。それから太陽電池だと１万円。自動車で 2,100 万トン下げようとす

ると 12 兆円ぐらいかかる。太陽電池で 1,600 万トン CO2 を下げようとすると７兆円かか

るというような議論が出ている。これは、先ほどから出ているように、重みづけをして、

自動車の世代交代をやらなければいけな

いので電気自動車に力を入れるという目

標がはっきりあれば、やっていいのでは

ないか。それから太陽電池も、46 円か

ら５年以内に 23 円にする、期限を切っ

て CO2 を下げてみせるということであ

れば、補助をしていいのではないか、と。

ただ、やるからには、そういったところ

をしっかりと、はっきり示さないといけ

ない。結局は、このお金は、最終的には

国民が全部負担することになるわけです

から、やはりその透明性が大事である。

図6　熱効率の歴史

図7　15%削減策の分析
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　実は、大学に来て一番感じるのは、こ

のように個人の意見を発表できるという

ことである。こんなにありがたいことは

ない。大学にずっとおられた先生はわか

らないかもしれないが、企業に勤めてい

る人間が、対外的に「これが、おれの会

社の意見だ」と発表するのは事実上難し

い。公の場に出ると、必ず上司の許可を

得なければいけない。中堅の、本当に企

業を支えているところの、現実の課題を

一番よくわかって、また将来どうしな

ければいけないということを考えてい

る人たちの声が吸い上げられない。この

Silent Majority の声をどう吸い上げら

れるか。業界となってくると、最大公約

数でなければならない。そうなると、さ

らに話が非常に抽象的になってくる。昨

日、セメント業界と紙・パルプ業界から、

2030 年のロードマップの話を聞いたが、

やはり業界としては、なかなか具体的に

核心を突いた話が出てこないという気が

した。この声をどう吸い上げるのか。現

状では、学会ではそうした議論は難しい。

企業からの出席者は技術の発表者だけ。

　ということで、そういった声を何とか大学が吸い上げる、システマティックに。大学が

中立的な立場で、多くの人の意見を集め、それらを客観的に解析し（社会科学的にかつ科

学技術的に合理性を以って）、ビジョン、戦略、政策立案に反映させることに寄与できる

のではないか。そうしたシステムを制度化する必要がある。私も今、個人的に一生懸命やっ

ているが、個人の力じゃなくて、システマティックに吸い上げる場をつくるようなことを

考えて行かなければと思っている。

以上

図8　新しい大学の役割

図9　産業界の声を発信すべし
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4.3　グローバル戦略の潮流を踏まえた示唆

　新保　豊（日本総合研究所）

　自己紹介：大学、大学院では物理学を勉強、日立製作所で 10 年弱ぐらい半導体の研究

や設計の仕事に従事、現職に移って 20 年弱。この間、日本政府、内閣官房関係で、小

泉政権のときのいろいろなリサーチ、各国との比較等を経験。現在、社会人大学院で

MBA、経営学、グローバル経済学の客員教授を兼任している。

　「グローバル戦略の潮流を踏まえた示唆」というタイトルのとおり、米国の商務省ある

いは USTR といったところ、あるいはドイツの環境省などとの仕事の経験を踏まえ、技

術者のバックグラウンドに経済学とか社会工学といった視点も含め、幅広い観点から話を

したい。すなわち、世の中がどのような利害メカニズムで動いているのかなどを含め、そ

こにおける技術あるいは科学技術者の立場、さらには日本の国益に資する今後のことにつ

いて、一緒に考えていきたい。

　真の国益という場合、経済的な視点を重視する割合が非常に高いと思うが、それとは別

の意味で、政治的な独立状態が基本と考えられる。日本は、軍事的にも経済・金融面にお

いても、独立状態にあるとは思えない。

日本の国益につながるような政策がとら

れているというふうには、なかなか感じ

られない。完全雇用、それから工場など

の設備資本の完全稼動の状態、つまり内

需をいかに引き上げるかが、非常に重

要。最近よく外需狙いのことが喧伝され

るが、外需を取るということはある意味

で相手国の内需を収奪することになるた

め、国際収支というバランスの中で、持

続的な日本国の利益獲得や成長につなげ

ていくことが必要。それが、ひいては世

界の社会経済の持続的な発展になる。前

提として多様な価値観が大切。グローバ

ル戦略といわれるなかで、非常に優生学

的なというか、特定の利益集団のみがも

つような単一の価値観が、ある面世界に

蔓延している点を留意することが重要。

　そのグローバル戦略について。欧米は

リーマン・ショック前までに年率で平

均 4％程度の経済成長をしており、今や

その成長原資がなくなっている。要は内

需不足。それで、多国籍企業（MNEs：
Multinational Enterprises）を国家が

後押ししながら外需を獲得する戦略を

図1　真の国益

図2　欧米のグローバル戦略
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取っている。それがグローバル戦略。外需獲得とは、進出国に直接・証券投資をして、成

長した（太らせた）ところで、利益を獲得するという方法のこと。グローバル市場の力の秩

序については、ある意味、政府よりも多国籍企業の力のほうが強く存在感がある一方、投資

銀行をはじめとする金融機関のほうがそれよりも強い、という図式が実態として描ける。

　グローバル経済下では、BRICs とか VISTA といった自国に天然資源等を持っている

国々が投資の対象になっている。世界最大の債権国である日本やアラブをはじめとする

国々が、とっくの昔に破産状態にある世界最大の消費国、米国を金融面でファイナンスし

ている。同ファイナンス（証券投資など）から米国の経常赤字を差し引いたそのファイナ

ンス余力の部分が、日本や BRICs 等の国々の投資につながり、後者での安い製品がアメ

リカの消費過多の状況をつくっているという構造にある。

　米国の 1980 年から直近におけるマネーの量（マネーサプライ、M3）は順調にふえて

いる。そして米国の経済も、平均すると 4 ～ 4.5％ぐらいで成長している。それに対して

我が国の場合は、1990 年に資産バブルがはじけて、そこでお金が一気に引かれて、さら

に 1998 年、橋本緊縮財政改革の年、財政面からだけではなくてマネーサプライもぐっと

下がってしまった。これだけお金が経済から引いてしまうと、内需は、当然、活況を帯び

るものではない。一方、国内の 1958年から 2000年ぐらいまでのカルテルの件数をみると、

同件数が減るほど、経済は低迷しそこから脱し切れないことと重なる。経営学のいう合法

的なカルテルは、日本型経営の強さにもなっている。それを、ことごとく、外圧もしくは

自国の自重によって減らしてしまったという実態がある。日本の主要企業の外国人株主比

率は、リーマン・ショック前の 2007 年当時、かなりの存在感があった。あわせて連結会

計、時価会計、減損会計、三角合併、こうした“グローバルスタンダード”が、どんどん

日本に適用されてきた。その結果、従業員１人当たりの売上高（≒生産性）と営業利益率

との関係をみると、ほとんどの日本企業は低位を這っている。それゆえインテルやサムス

ンや LG 電子やノキアのような、業界に１つか２つぐらいの巨大企業をつくって、メガコ

ンペティションに対抗する必要があると、外資系の証券会社や投資銀行などがさんざん宣

伝することになった。個々の企業の努力も大変重要だしそれぞれ課題を抱えていたが、ボ

ディーブローのように効いていた深刻なデフレ不況にあって、グローバリズム（ルール変

更）に安易に乗った結果、2007 年３月当時の日本の企業の実態は、会計の問題、商法改

正の問題など、セミマクロ面での構造問題があったかということを認識すべき。

　先のメガコンペティションに対抗策について、冷静に考えてみる必要がある。例えば私

が政府へのアドバイスなどもずっとしているフィンランドを見てみよう。ノキアの連結売

上高は８兆円規模で、同国の GDP20 数兆円の 3 割台から 4 割台を占める。韓国の場合も、

サムスンにＬＧを足すと連結売上高が同国 GDP の 20 数％。それに対して日本の場合は、

トヨタや日立でも 2 ～ 3％。そしてある意味、世界がうらやむほどの、産業のすそ野の広

さを持っている、と言える。韓国は 1997 年の通貨危機後、IMF 傘下に入り、翌 98 年、ちょ

うど橋本緊縮財政が日本で行われていたころに、構造改革を実施した。その結果、７つあ

る都市銀行のうち資産規模で 2 番目のウリ銀行を除いてすべて外資が株式支配するよう

になってしまった。これが今の韓国の金融機関の実態である。サムスンや LG など財閥系

などの大企業のグローバル展開が華々しく報じられるが、その背景にあるのは大幅なウォ

ン安であることだ。具体的にはリーマン・ショック以降 3 割ぐらい通貨安になっていて

いることもあって、余計に国際競争力があるように見えるが、国家レベルで見ると、通貨
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が安くて外国に多額の借金をしていることが国際収支統計で分かる。つまり外貨建ての債

務に対しての利払いができない状態、すなわちデフォルト寸前の危機にあると言えよう。

実際、2008 年には対外債務国に転落している。データや物事を客観的に眺めるとこうい

う姿が見えてくるので、グローバルな、構造的な視点を持ち合わせることも重要だという

ことである。

　「Ｓ→Ｃ→Ｐパラダイム」を、経

営学・ミクロ経済学の中の産業組

織論で扱う。まずはＳ（業界構造：

Structure）、市場参入国の制度や

規制－会社法、外為法、会計法、

大店舗法、独禁法、競争法、電波

法など－を踏まえて、Ｃ（企業行動：

Conduct）、企業の打ち手すなわち

戦略（株主配当政策、ROI の最適

化など）を考える。その結果、Ｐ（パ

フォーマンス：Performance）、つ

まり財務的な成果を得るというの

が、ハーバード学派の考え方。と

ころが、今起こっているのは、こ

のＳとＣを逆にした「Ｃ→Ｓ→Ｐ

パラダイム」。つまりＣという、企

業の－多国籍企業の－グローバル

ベースの戦略と行動が、進出相手

国の Structure、市場構造などを

支配し、具体的には構造改革など

を要求し、自分たちにとって最大

のパフォーマンスを得る。このよ

うなことが現実に起こっている。

その理論的な支柱になっているの

が、ミクロ経済学のマクロ経済学

への応用としての新古典派または

シカゴ学派という理論である。古くは小さな政府志向のサッチャーやレーガンが信奉した

ネオリベラリズムも同根だ。

　1993 年の宮澤総理とクリントン大統領との間の最高首脳会議後の、翌 94 年以降、『年

次改革要望書』というものが日米で取り交わされている。今から 6 〜 7 年ぐらい前から、

アメリカ大使館のホームページで、毎年秋以降に公開されている。例えば、独禁法の改正、

持ち株会社設立、三角合併、NTT の再編、郵政民営化、関空や道路公団の民営化などが、

同書の中で“要望”されている。その他、医療関係だとか、政府の IT 調達、情報通信関係、

半導体関係といったものにまで及んでおり、わが国産業の構造改革の対象となっていると

いう構図が透けて見える。

図3　CSPパラダイムがグローバル市場のパラダイム

図4　《参考》『年次改革要望書』に見るオバマ政権の意志
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　次に、「国家のビジョン」と研究開発

の目的について、私の考えを図に示す。

まず社会的には、知・情・意（知識・情感・

意思）の力が発達した個人で構成される、

生きがいがあり活力のある社会の実現。

経済的には、健全な実体経済を後押しす

る金融。政治的には真の独立。技術とい

う意味では国内の実体経済と人類の生活

水準の向上につながるようなもの。それ

からエコロジーという意味では、政治利

用されず人々に役立つ技術、地球環境の

負荷低減に真につながるようなものが重

要ではないか。そしてこれに沿った研究

開発が必要だろう。

　国家の研究開発資金については、財

源不足と配分問題があるとよくいわれ

る。必ずしもそうではないということを

示す。日本の GDP と、米国等、他国の

GDP の推移を比較すると、日本だけが

途中でへし折れて全然成長していない。

主に企業の借金返によるデフレ不況下に

あって、政府が緊縮財政をとった結果と

いって良い。デフレギャップとは、内閣

府などの計算では、たかだか 7％とか、

リーマン・ショック時でも 10％前

後だというが、私の計算では 300
兆〜 350 兆円ある。極論すれば１

度に 300 兆円の投資をしても、日

本はインフレにならない国だとい

うことである。米国と比較しても、

内閣府やエコノミストが出してい

る数字は小さ過ぎる。それゆえ、

財源獲得の第１の方法は、赤字国

債の発行によるもの。具体的には

米国や欧州と比べ少な過ぎる政府

支出を増やすこと。それでは大き

な政府になると批判されるが、財

政支出と GDP の比率を見ると日

本は高々 40％以下だ。50% 前後ある欧米に比し、今でも十分小さな政府といえる。ポイ

ントは、デフレ状況下では政府支出、すなわちバランスシートを毀損してお金を使わない

民間の代わりに、政府がお金を使うことが重要だということ。そうすると GDP がふえて、

図5　しっかりとした「国家のビジョン」と研究開発の目的

図 6　国家の研究開発資金の配分問題と財源問題の誤解

図7　《参考》主要国GDP比較に見る日本の経済成長の低迷さは異様
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公的債務は一時的に増大するが、

債務率（＝債務÷ GDP）は減少し

て行く。このことが今の政治家や

官僚の皆さんには、なかなかわか

らない盲点となっている。

　それでは、お金を国債発行で調

達すると借金が増えるではないか

とよく言われるが、粗債務率で見

ると 170 ～ 180％だが、純債務す

なわち粗債務から金融資産を引い

たものは GDP 比で 58％。欧米と

そう変わらない。実際、例えば 10
年物の国債の利回りが今 1％前後

だから、国債の価値は非常に高い

（買い手がいる）ということである。

　それから国家のバランスシート。

よく日本では、政府は 1,000 兆円

ぐらい借金があると言われる。国

家には 5 つの経済主体がある。政

府、金融機関、非金融機関、家計、

それから民間非営利団体。日本国

の金融総資産は 5,500 兆円もある

が、同総負債よりも多い。政府負

債とは、その一部に過ぎない。政

府が借金をしているとは、同時に

借り方では誰かが国債を優良資産

として買っているということ。例

えば 2,700 兆円の資産を持っている金融機関が貸し手であり、他の４つの経済主体間を含

む貸し借りを合計すると資産超過状態にあり、これは定義上対外純資産額約 250 兆円と

等しくなる。1991 年から 19 年間連続して、日本は世界トップの金融資産を持っている

国だ。さらに金融に加え、非金融部分を足すと 8,000 兆円もある。アメリカが 1.4 京円ぐ

らいだから、GDP 比換算でも、日本の資産は非常に大きいのだ。財政破綻など政治スロー

ガンか謀略の類に過ぎない。また、赤字国債を発行して政府支出すれば GDP は増える。

従って、債務が一時的に増えても、税収のGDP弾性値が現在は１よりもかなり大きいため、

税収のほうが上回る。つまり積極的に政府投資をしても、今の状況（税制）であれば債務

率が減っていくということがわかる。

　第２の方法は、国債の中央銀行による直接引受だ。米国の FRB、英国のバンク・オブ・

イングランドのように、日銀と政府との間の直接引き受け（国債を市中ではなく日銀が購

入すること）をやっても、調達額の約 9 割は国庫に返納されるから、実質無利子国債の

発行を通じた新規財源の確保ができる。それから第３番目。ノーベル経済学賞の Stiglitz
が 2003 年に財務省の講堂で発表したときのことでもあり、政府がもつ通貨発行特権（シ

図8　《参考》【第1の財源調達法：国債発行】政府支出の大きさ ･伸びの意味

図 9　《参考》日本国のバランスシートにみる “国民の借金 ”？
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ニョリッジ）による方法でも新た

な財源確保ができる。

　私が『エコノミスト』誌へ 2009
年に投稿した際、例えば毎年 60 兆

円の投資のうち情報通信産業、半

導体も含めて ICT 産業に 20 兆円

ぐらいの投資をすると、どのよう

に風景が変わるかを示した。内需

喚起のための投資先について。こ

れは国家Ｒ＆Ｄの投資先の選定と

いうことでもある。考えられる投

資先として、まず、道路や橋その

他の安全確保。これらは 1964 年

の東京オリンピックのときにつくられたものが多く、もう 50 年の耐用年数を超えようと

しているため。また耐震構造の学校や病院、大深度の地下鉄、あるいはメタンハイドレー

トやガスコンバインサイクル（IGCC）、さらには海洋資源開発、水質改善、宇宙開発な

どが適切な対象だと思われる。

　欧米では、外交も経済交流も一体不可分という実態とは別に、よくも悪くも政府・官民

一体的な、あるいは学界も含めた一体的な様相（回転ドア）がある。言い換えると、公的サー

ビスと私的プロフィットとの間に足を踏み込めないファイァウォールがあるのだ。米国ミ

シガン大のプラハラッド教授らが、2008 年 1 月の『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・

レビュー』で示した、世界の BOP（Bottom Of Pyramid）層たる 40 億人の市場をねら

う欧米のアプローチには、こうした背景がある。

　最後にまとめとして、国家戦略

的研究開発を進める場合の戦略の

共有について。かつての国研、国

立大、民間企業の中研、こういっ

たものがみんな、独法化だとか、

中央研究所を縮小する、廃止する

というような流れになってきた。

ちょうど、先の“構造改革”の中

でこれが起こった。もう一回それ

を復活すべきである。そして、そ

れを束ねるオールジャパンの戦略

研究開発機構といったものを構築

する。民間の知恵とか、それから

シンクタンクとかというものも必

要だろう。ここでは投資先の選定、予算配分、成果管理・還元などを行い、基本的には中

長期的な目標を実現することを狙うことが重要。これを機能させるためには、投資不足の

日本の環境を変えるのが不可欠。政府がまず投資をして、優良案件を国内につくり、それ

から民間企業が投資できるような状況をつくる。毎年の 300 兆円の消費に加え、年 50 兆

図10　《参考》デフレギャップ（真の財源）利用した経済対策と劇的な効果

図 11　国家戦略的研究開発を進める場合の戦略の共有
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円の投資継続で 3 年後には年 120 兆円増ほどの成長が見込める。それには例えば、その

膨大な内需をコントロールする「投資・総需要管理庁」を創設するのが大変重要。外需に

ついては、輸出規模でピーク時に 70 兆円（GDP の大体 15％ぐらい）だ。「日本グローバ

ル投資機関」を設立し、例えば JICA の「STEP」という、付加価値が高くて独自性があ

れば事実上日本企業が tied 化できるものを手掛ける。あるいは、米英がやっているように、

地域研究というものを本格的に強化していく。それからジャパンマネーで日本企業と相手

国企業がともに利するパターンを追求する。欧米企業のアプローチは往々にして旧植民地

主義の収奪型である。これでは、世界で、本当の意味での友達もつくれない。

　今までが、マッカーサーが言うところの“like a boy of twelve”という、12 歳のよう

な状況だとすれば、まず新規財源を確保して経済的な自立を図る。次に、３年後以降に、

彼が言うところの成熟した人間、45 歳に近づくような政治・軍事的な独立、メンタル面

での独立を図る。エネルギー開発、軍事・宇宙開発なども、この時点で初めて本格化でき

る、それを日本は目指すべきではないか。

以上

セッションⅠ　質疑応答
（座長）山田様からは、再生エネルギー、特に太陽電池開発について焦点を当てて、基礎

研究による効率の飛躍的な向上をねらうとともに、製造コストあるいは導入コスト

の考慮なしにはシナリオが描けない、そういうことにも同時に注意をして研究戦略

を進めるべきである、というお話をいただいた。金子様からは、特に日本の特殊性

について御指摘がありましたけれども、温暖化対策、日本のエネルギーセキュリティ

という観点から、１次エネルギーの多様化、特に化石資源をいかにうまく使ってい

くかということで、将来展望についてお話をいただいた。最後に、産業界の方の、

特に現場で技術を非常に熟知している方々の意見を、いかに吸い上げるかというこ

とが、一つのキーポイントだという、そういう御指摘もいただいた。新保様からは、

国際関係の変化、あるいは国際市場、特にグローバル化した市場の中の力学、ある

いは多様な価値観の中で、いかにして国益を守るかということで、特に研究開発資

金を、必ずしも小さくするということばかり考えるべきではないのではないか、と。

あるいはオールジャパンの戦略研究開発機構というようなことを構想すべきではな

いかというようなことを御示唆いただきました。

（質問）新保さんへの質問。金融という面から見ると日本は大丈夫で、もっと投資しなさ

いということで大変心強いコメントだったが、なぜ日本がここまでやって来られた

のか。つまり 12 歳ぐらいの、ほとんどよく考えていない人たちがやってきたよう

にも思えるが、ただただ一生懸命、石田梅岩が言ったように勤勉の精神にのっとっ

てやってきたように思うが、司令塔も余りないように思える国で。

（新保）それは大変難しい質問。日本というのは確かに英国を中心としたシステム思考が

弱いとよく言われる。しかし個別のところは非常に強い。江戸時代から明治維新を

経て、我が国では、総じて、個々の人たちが横の関係をにらみながら適当な距離を

詰めつつ、全体最適を自然にとる、そのような歴史的な学習の成果もしくは心的傾

向があるのではないか、と。

　　　 それに対して、欧米人のやり方は演繹思考です。まず仮説もしくは自分たちの姿、
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世界はこうあるべきということを考え、ルールもそれに合わせて変えていく。都合

が悪くなればルールも変える。そうしたアプローチも学んで、日本にもともとある

オリジナルでよいものを活かせばよい。そのことに気がついていないだけではない

かと。マッカーサーが言う 12 歳というふうに示したが、ようやく、たばこを吸え

るぐらいの、20 歳ぐらいになった感じじゃないかと思う。日本のいいところを再発

見するということが重要ではないかと思う。世界をどう捉えているかの見方や思想

面で負けていると思う。

（質問）新保さんへの質問。先ほど 300 兆円の需要ギャップがあるということだったが、

しかも投入しても、弾性値で１以上の割合で戻ってくればいいということだったが、

それは本当にそうなるか。どこで需要がふえるようになるのか。

（新保）総需要というのは、所得が生まれて初めて需要になる。所得というのは家計、私

たち個人の家計と企業の所得、粗利相当のものである。その状況がないところには、

貯蓄を崩したくないし、民主党政権がやっているように子供手当てをしてもほとん

ど使われないようなことになる。したがって、まず、所得を増やすということが重要。

その第１回目の回転である、所得を増やす行為ができる経済主体というのは、今の

デフレ状況の中では政府以外にあり得ない。民間企業は国内に優良な投資案件がな

いので外に出て行く。外需に期待が集まっているが、実はそれほど大きくない。高々

70 兆円だ。

（質問）それはわかるが、300 兆円の投資先があるのか、どれくらいの時間でできるのか

という質問。

（新保）いきなり 300 兆円というのは政治的な判断としてすぐにはきっと難しいだろうが、

年間で 50 兆円ぐらいの投資を３年間ほど続けることは、悪性インフレにならない

程度であり、かつ現状打破には大胆だが現実的な数字だと思う。投資先については

前言の通り。毎年の経済対策が 10 兆円や 14 兆円規模というのは、足りなさ過ぎる。

それは、ほぼ GDP で並んだ中国も、2 年間で 230 兆円規模の政府支出をやってお

り日本以上だ。戦略的な研究開発の大きな促進にもつながることを、中国よりも遙

かにデフレギャップが大きな（投資余裕のある）日本で、なぜ行わないのか不可思

議だ。

以上
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『再生可能エネルギー分野研究開発における公的資金運用と人材育成の抜本的
改善策』

5.1　研究戦略・体制構築と人材育成について 岡島 博司（トヨタ自動車）

　図１は環境・エネルギー問題へ

の対応シナリオであるが、これは

石油主流のエネルギーから自動車

も多様なエネルギーに対応してい

かなければならない時代にきてい

ることを示している。自動車の動

力源も、電気自動車（EV）や燃料

電池自動車など多様性が出てきて

いる。バイオエネルギーもやらな

ければならないし、太陽光もやら

なければいけない。電気を蓄える

技術もやらなければならない。そ

れぞれに技術の壁はたくさんある

が、現在の石油がメーンストリームとい

う状況から、今後は多様化を進めていか

なければならない。例えばエネルギー密

度についていえば、石油などの液体燃料

に比べて、水素や天然ガスなどのガス燃

料は非常に小さく、電池に至っては 100
分の１以下のエネルギー密度である。こ

れを向上させることができなければ使い

勝手の良いものにはならない。今、どん

どん電気がリッチな自動車へと移ってい

く過渡期であり、トヨタではできるだけ

電池を余分に積まずに、日常生活で使う

必要最低限の分だけ電池を載せて、近距離は EV として走る、長距離は通常のハイブリッ

ドで走れるという車を発売する計画である。そのとき、どれだけ EV で走りたいかによっ

て、電池を積む量が変わり、電池の体積をいかに減らすかというのが課題になる。電池の

体積エネルギー密度と出力密度を向上させなければならず、そのときに性能が上がったと

しても、性能が上がった以上に値段が高くなってしまっては使えないため、いかに安くつ

くるかというのも課題である。

 
　経済産業省の「次世代自動車用電池の将来に向けた提言（2007）」で、2020 年まで

目標が提言されて、さらに NEDO より「次世代自動車用蓄電池技術開発ロードマップ

５．セッションⅡ

図1　環境・エネルギー問題への対応シナリオ

図2　エネルギー密度の比較
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（2008）」が示された。エネルギー密度、出力密度、コストを使い方ごとに、ハイブリッ

ド車用とＥＶ用においてブレークダウンして、リチウムイオン電池を研ぎ澄ませていこう

というのが、2020 年までの活動になっており、それより先の、2030 年以降に実用化する

ような、リチウムイオン電池の次の革新型電池についても取り組みをしなければならない

となっている。そのとき必要なのは、研究開発そのものを支える評価技術や分析技術など

の基盤技術である。共通基盤技術の強化は確実に担保しなければならないということを、

私は委員の一人として主張している。

　国としてどこの部分を一生懸命

やるのか。大学・研究機関レベル

では、ある電池システムの黎明期

の新しい原理を見つけ出すことな

どがあると思うが、一方で、技術

的にそろそろ飽和してくるような

ところでも、実はアカデミアの仕

事はたくさんある。例えば図３の

リチウムイオン電池の例で示すと、

電池が劣化していく要因というの

がいろいろある。実は電池の中で、

劣化要因としてどんな生成物がで

きているのかや、構造がどのよう

に変わっているのかというのは、まだわからないことが多い。劣化した電池を分解して分

析機器にかけたところで、電解液を抜いて洗って乾燥させ分析機器に持っていった時点で、

表面の状態が変わってしまっている。例えば、電池を動かしながら内部がどうなっている

かというのを見えるようにしたい。従来の開発のやり方は、いろいろ材料を取っかえ引っ

かえ、変えてみて「ああ、こっちの材料のほうがよかった」、「こっちの構造のほうがよかっ

た」と言って、エンジニアリングで性能を向上させてきたが、それにはやはり限界があり、

本当の根本的な原理がわからなければその先に行けない。

　トヨタ自動車では、共同研究公募をしており、二次電池についての研究課題をホーム

ページにアップして、研究者の方から研究シーズを集めている。例えば、上述のような

in situ の分析・解析技術や、シミュレーション技術、材料合成技術、全く新しい電池の

アイデアなどを応募していただき、共同研究を実施している。分析技術であれば、電池の

内部で何が起きているのか、それぞれの箇所で何を調べたいのか、具体的に分析手法をマッ

ピングした中で、どの部分のどういう技術を向上させたいであるとか、そのような高度な

解析技術を企業ではなかなか持つことができない。手段がない場合や、SPring-8 のよう

な大規模な分析機器が必要であったり、そういうところは国レベルでしっかり投資し、「そ

もそも、なぜ？」というところをやらなければならないだろう。

　NEDO のプロジェクトで「革新型蓄電池先端科学基礎研究拠点」が推進されており、

京都大学に置かれている。30 億円×７年の合計 210 億円の予算で、蓄電池の反応メカニ

ズム解明をおこない、必要な高度解析技術の開発がおこなわれている。大学だけではなく、

ニーズや課題を持っている自動車メーカーや電池メーカーが集まってそれぞれ課題を持

図3　Li イオン電池の課題について（劣化の例）
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ち込んでいる。協調領域というの

があり、原理解明は皆で力を合わ

せてやることになっている。なぜ

かがわかったら、その後の「どう

やって解決するか」は、各社が持

ち帰って競争するというコンセプ

トになっている。また、次の新し

い電池のコンセプトを出すことも

必要で、分析・解析技術でもって

原理がわかったら、その指導原理

にもとづいて、あるべき姿の材料

をゼロから合成してやろうという

のが、このコンセプトである。従

来は、指導原理もあまりなく、セラミッ

ク屋さん出身の研究者が、材料をこんな

方向にすればいいんじゃないかというこ

とで、トライアル・アンド・エラーを繰

り返してきたが、壁に当たってしまうと、

止まってしまう。

　京大の拠点にも革新電池のチームとい

うのはあるが、内閣府の最先端研究開発

支援プログラム（FIRST）でも、東大

の研究者を集めて、こういうのをやりま

しょうということで、研究が開始してい

る。FIRST のプロジェクトではあるべ

き材料の姿・指導原理から、ちょっとエ

キセントリックでもゼロから材料の合成をおこない、全く新しい電池材料を生み出したり、

あるいはそのような新電池の設計をしてみましょうということを提案している。そのとき

重要なのは物理学者である。物理学者と一緒になって考えることで、従来の電気化学者や

電池研究者の人たちだけでは得られない知見を取り込んで、まさに学際融合・異文化交流

をやらなければ、きっと新しいものは出てこないだろうということでおこなっている。こ

れに先立ち、トヨタの社内では、新しい組織もつくった。リチウムイオンの次の革新電池

をやるための専門組織であり、様々な学問領域の人たちとディスカッションしながら、新

しいものをつくろう、オープンな研究活動をしよう、ということをやっている。

 
　電池研究の人材は実は少なくて、大学で電気化学講座というのも今はほとんど残ってい

ない。電池をやるぞと言って募集すると、人が少ない、足りないというのが現状である。

したがって、人材の裾野を広げなければならず、産官学を挙げて人材の底上げをしなけれ

ばならないと痛感している。国のプロジェクトに期待することとして、やはり共通基盤、

研究基盤、原理解明などをするための施設なり大規模なものが必要で、それがあることに

よって、グローバルで優秀な人材が来なければいけない。そうすると中国や韓国の研究

図4　革新型蓄電池先端科学基礎研究拠点H21～ 210億 /7年

図 5　革新電池のトヨタの研究体制について
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者が多くなるだろうが、そのような人材

を、例えば技術が流出するからやっぱり

遠慮してくださいと言うとだめであり、

そういう人たちが中国や韓国に帰らない

で、日本で最後まで活躍してくれるよう

な環境も、やっぱりつくらないといけな

い。これは企業側の責任もあると思うが、

必要と考えている。まず、研究者として

日本でやって、それから、また他の国へ

行ってしまうというのは、日本をステッ

プというか踏み台にして、例えばアメリ

カに行ってしまうとかということがある

のは、きっと、アメリカのほうが研究環境が良いとか、良い研究ができるとか、良い成果

が期待できるとか、あるいは研究費がたくさん使えるということがおそらくモチベーショ

ンになっているのではないか。そういう意味では、日本につくる拠点の研究環境や資金面、

あるいはそこにいる研究者が世界トップレベルであって、そこでその人から刺激を受けな

いといい成果は出せないというようなことであれば、且つパーマネントポジションであれ

ば、研究者としては、ずっと居続けることができる。しかし実際はテンポラリーの人が多

く、流動している。海外と日本の大きな違いは、日本は企業の受け皿が圧倒的に少ないこ

とであろう。優秀な人材は、外国人であっても日本語が不自由であっても、ちゃんと処遇

をして採らなければならないと考えている。最近、日本の企業も、新卒で外国人をたくさ

ん採用するようになってきているが、まだまだである。研究の現場で、ドクターでもトッ

プレベルを採用するんだというマインドが低いため、企業の経営レベルにも働きかけてい

かなければならないし、仕組みとしても何らかの後押しがあると企業もやっていけるので

はないかと思う。ただ、人材育成を主眼の一つとする研究拠点の場合は、逆にいえば世界

で売れる人を輩出しているということが、拠点の価値にもなるだろう。それを日本にとど

めるかどうかというのは、また別の要因があると思われる。

　また、チャレンジングなテーマに取り組む研究者がいなければならない。短期的な数値

目標にとらわれない評価の仕組みであったり、継続的な大きなファンドが望まれる。上述

の FIRST プログラムは約４年間、割と高い自由度で使えるファンドになっている。基礎

学問の融合、異分野融合が求められ、人材育成の観点では、アメリカの大学教員を見ると、

複数の学位を持っている先生がたくさんいる。日本では少ない。そういう教育であったり

大学の仕組みがあると良い。

　産官学でプロジェクトをやるというときに、産の本気度が低くお付き合いのレベルで終

わってしまうようなこともありがちではないか。研究拠点において、多くの企業は様子見

をし、「課題を持ち込むということは、ひょっとするとノウハウが他の人にばれてしまう

かもしれない」ということを考えてしまう。いかにここをうまくやって、参画すれば自分

たちにもメリットがあるんだということを感じてもらい、本気のコミットメントと、そし

て本気で課題を持っていくというのが必要である。また、複数の拠点間での競争をしなけ

図6　国家プロジェクトに期待すること
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ればならない。京大のような拠点だけではだめで、例えば上述の FIRST プログラムのよ

うなものと、拠点間での競争や、可能な部分については連携をしなければならないだろう。

京都のほうでは解析技術を新しく開発し、今の電池の中に光を入れていくという役割であ

り、FIRST プログラムのほうは、電池についてはどちらかというと素人の集団が、新た

にとんでもないことを考えて、新しい電池をつくろうということで、双方の役割が違う。

FIRST プログラムのほうでつくったものを京都に持ち込んで分析したり、あるいは逆の

アプローチも考えられる。両方のプロジェクトリーダー間で連携しながらやっていこうと

いうことが話し合われている。
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5.2　再生可能エネルギー分野研究開発における公的資金運用と人材育成の抜本的改善策

栗山　透（東芝）

　初めに東芝における再生可能エネルギー開発を紹介する。図１に示したのは全体のエネ

ルギーのアプローチで、原子力、火力・水力の他、電力系統および新エネルギーに携わっ

ている。これらのエネルギーをうまく使って、安定に電力を供給していくということが、

スマートグリッドに課された使命と考えている。スマートグリッドとは、電力系統のエネ

ルギー管理システム、監視制御装置だけではなくて、家庭のエネルギー監視装置、ビルや

工場、それらと既存の発電所、さらに今後出てくる分散電源、再生可能エネルギーをいか

にうまく結び、省エネをし、安定

に電力を供給していくかというこ

とが重要な課題である。この絵姿

をすべてやっているわけではなく、

パーツの幾つかを研究している。

スマートグリッドは、今後、スマー

トコミュニティーという言葉にあ

るように、電力のみでなく、エネ

ルギー、資源、水、あるいはごみな

ども含めて、それらを有機的につ

ないでいくために、進めていかな

ければいけない重要な課題である。

　研究開発拠点に対する期待について、コンポーネンツの技術（いわゆる各パーツの技術）

は、特定の拠点で集中的にやらなくても、高度な技術を持った大学や企業でどんどんやっ

ていけばよく、また、至近の技術や製造技術は、企業に任せればよい。もちろん研究拠点

の中にも、そういう高度な技術を持つ研究者がいればそこでやるということであり、コン

ポーネンツの技術はあまり拠点のことを考えずに広くやっていけばよいのではないかと思

う。では、拠点には何を望むかというと、コンポーネンツを束ねていく技術である。そし

て様々な技術をうまく組み合わせ、最後

にシステム化しなければならないので、

システムの実証。実証はやはりあるとこ

ろにまとめてやっていただきたい。また、

国際標準化と規格化である。企業だけで

はなかなかできず、やはり推進・先導し

ていただきたい。さらに、分散したコン

ポーネンツ技術の試験等に大きなインフ

ラが要る場合は、共通インフラの整備を

拠点にしていただきたい。これら４つで

ある。

図1　東芝のエネルギーへのアプローチ

図2　再生可能エネルギー分野における研究開発拠点に対する期待
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　この４つを分解すると、再生可能エネ

ルギーの利用に関するビジョンを策定し

て、個別技術にブレークダウンし、ロー

ドマップを策定する。そして、そこか

ら先は拠点でやっていただきたい。コン

ポーネンツを束ねる技術、システム実証、

共通インフラ整備。それから分散する研

究機関で、コンポーネンツ技術をやって

いただき、ある部分は共同利用で、共通

インフラを使っていく。その一方で、拠

点では国際標準化・規格化の推進をやっ

ていただきたい、というのが一つの期待

である。

　私が関わっているスマートグリッドの標準化は、アメリカでは NIST が担っている。ス

マートグリッドは、電力の情報と新たな情報系をうまく結びつけて、電力系統を制御して

いこうということであるため、情報系の規格がばらばらでは大変なことになる。スマート

グリッド機器の相互接続性、フレームワーク開発を NIST が所管している。NIST が業界

団体に働きかけ、日本の企業も何社も行って議論している。なおかつ NIST は、ヨーロッ

パの標準とも連携している。拠点にはやはりこういう役割をしていただけると、今後、非

常に頼もしい。

　図４は、東芝のある部門において期待

する人物像である（※東芝全体ではな

い）。社会インフラに関わる部門が期待

する人物像だが、探求心、広い視野、熱

い情熱と強い意志。このあたりは、どち

らかというと精神的なところかもしれな

いが、実行力、協調性と続き、最後に専

門性・アビリティがある。ここで言って

いるのは、専門領域の高度な知識・スキ

ルは研究者に向いているということが一

つ。研究開発拠点における人材育成への

期待としては、ことエネルギーに関して

は、エネルギーの各パーツではなくて、どう使っていくか、どういうインフラを考えてい

くかという、より広範な知識と応用力が必要である。企業では設計者というとこのような

部分の知識が求められる。

　大学までは「自分は○○学をちゃんと勉強してきました」という基盤があった上で、そ

れから後、30 代の半ばぐらいまでに、そういう分野に進む人たちには、様々なことを勉

強する育成計画を立てていけば良いと考えている。広範な知識と見識を持って、新しい概

念のエネルギーシステム、エネルギーインフラを生み出す人材の育成というのが必要に

図3　再生可能エネルギー分野における研究開発拠点に対する期待

図 4　期待する人物像
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なってくる。ただし、あまりこちらを言

い過ぎると、従来のいわゆるコンポーネ

ンツをやるためのベーシックな勉強がお

ろそかになりかねないということもある

ので、そのバランスは大事である。

　3 つの人材交流が必要だと考えてい

る。1 つは専門分野であり、例えば機械、

電気、材料等の交流が必要である。次に、

産官学の人材交流。今、企業はキャリア

採用と呼ばれる中途採用を進めている

が、ほとんどが企業から企業への人材で

ある。いわゆる官や学から企業に来る人

はほとんどいない。これを活性化してい

かなければならない。これがもう少しう

まく回るようになると、よりいい研究開

発ができてくるのではないか。3 つ目は、

グローバルな人材交流。私も海外に派遣

してもらったが、海外に行くことや、海

外からの留学生受け入れというのが、非

常に大事である。新聞等では、今、大学

からも留学する人が少ないということが

取り沙汰されているが、企業もそうであ

り、社内に留学制度があったとしても、

なかなか応募する人がいない。私のころ

は、手を挙げてそこを勝ち抜くのが大変だったが、今はなかなか魅力を持たれない。視野

を外に向けてもらう必要がある。もちろん、海外からも受け入れて、またその国に戻して

いくことも大事であるし、日本の中で活躍していただくことも大事である。そうすること

によって、その拠点がグローバルな研究開発拠点へと広がっていくのではないかと考えて

いる。

質疑応答
　これからの技術者としての求められるキャパシティーについて、今の若者のマインドの

問題もあるのではないか。彼らのマインドをどうするというのは、非常に難しいが、少な

くともそこに目を向けておく必要がある。アウトワード・ルッキングではなくてインワー

ド・ルッキングになってしまっている。フォワード・シンキングではなくてバックワード・

シンキングになっている。こういう指摘が諸外国の分析に現れていて、それは、例えば留

学が少ないということもそうだが、もっと、本質的なマインドの問題があるのではないか。

人と違った考えを、仮説を立てて、それに一生懸命取り組んで、人に非難されようがたた

かれようが、やり続けるマインドというのが、なかなか育ってきていないのではないか。

これは日本の教育制度にも原因があるだろうし、様々な要因があるのだろうと思う。ただ、

図5　研究開発拠点における人材育成への期待

図6　研究開発拠点における人材育成への期待



科学技術未来戦略ワークショップ
「ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点」報告書46

CRDS-FY2010-WR-05 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

この話は若者だけではなくて、我々大人の社会でも、大人自身、あるいは大学の教員、そ

れから会社の技術者、あるいは組織自身にも全く同じことが言えると思う。このようなこ

とを打ち破る方法はないだろうか。

→若者だけではなく、我々自身も内向きにとい部分で、その一つは「成果主義」がそのよ

うに仕向けているところがあるのではないか。我々もそうだが、ある数値を求められて、

それをすることだけが会社の成果になっていく。あまり突拍子もないことを言ったり、

会社の方針に逆らった研究をするという土壌が、だんだん失われているように思う。そ

れは若い人たちだけではなくて私たちもそうなので、今、もう一度見直して、何割かの

ところは、ある部分は目をつぶって自由にやらせていくとか、そういうことをしなけれ

ばならないだろう。とはいえ、若い人は元気で、まだまだ捨てたものではない。
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5.3　筑波研究学園都市をキャンパスとした「つくば産学独連携教育研究システム」の構築
　　　－連携コーディネータによるナノエレクトロニクスの人材育成加速－

鈴木 博章（筑波大学）

　人材育成について、現在進めて

いるナノエレクトロニクスのプロ

ジェクトの例から、筑波研究学園

都市をキャンパスとした「つくば

産学独連携教育研究システム」の

構築について紹介する。海外には

図１に示すようなナノエレの非常

に有力な拠点があり、それぞれの

場所には大学院が併設され、最先

端研究と同時に人材育成をおこ

なっている。一方日本ではそのよ

うな十分な仕組みはなかったこと

から、我々はつくば地区でこれを

実践しようとしている。つくばには、スーパークリーンルームを初め、産総研や物材機構

に多くの先端研究設備があり、また非常に優秀な人材も揃っている、そして筑波大学もあ

ることから、これまでなぜできなかったのかということを考えることから議論を始めた。

そこで一つの考えに至ったのが、様々な分野の人が集まって知恵を出し合うような、「共

鳴場」をつくる必要があるのではないかということである。共鳴場をつくるためには仕組

みが必要だが、これまでは産総研、物材機構、大学、民間企業が、別々に動いていたという

ところがある。これらが協働して研究・教育を進められる仕組みを構築しようとしている。

 

　連携コーディネーターとして、人の流れと技術の流れ、知の流れを回してくれる人を選

び、連携コーディネーターを中心にプロジェクトを進めている。産学独だけにとどまらず、

海外の拠点との交流を進めたり、国内他大学等と交流を進めるということもやろうとして

図1　世界各国のナノテク拠点における大学院

図2　これまでのつくば 図3　つくば産学独連携による世界的教育研究システム
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いる。基礎科学と応用科学・技術、

大学と企業の人材が交流すること

によって、新しいアイデアを生み

出したり、あるいは人材の交流を

する場において学生の教育を進め

ていくことが、この教育システム

の特徴である。

　海外拠点との交換プログラムと

して現在、ニューヨーク州立大学

Albany 校やスタンフォード大学と

MOU を結び、学生を派遣してい

る。また、国内他大学との連携に

おいても現在、東工大や東京理科

大の学生が参加している。

　学生、教員が一緒になって、共

鳴場というものをつくり、相乗効

果を生み出すことで、最終的には

出口としてナノエレのリーダーに

なるような人材を育成する。そし

て最先端の技術力と国際発言力を

生み出すということを目指してい

る。図中の左側にはなにも書いて

いない図があるが、これは、今ま

でこうだったということを示して

いる。下のほうに、右に書いてあ

るテーマと対応するものが白丸で

書いてあるが、今まではこのよう

な共鳴場がなく、それぞれの分野

の中で閉じたまま出口へ向かおう

としていた。今後はそうではなく、

それぞれの相互作用を強めて共鳴

場をつくっていかなくてはならな

い。

　５年間のプロジェクトを、図に

示すようなスケジュールで進めて

いく。連携コーディネーターを通

じてシーズ・ニーズの把握を行い、

それを学生の研究テーマに反映さ

せている。このような教育をする

にあたり、誰でもいいというわけ

ではなく、ある程度のバックグラ

図4　当該教育研究システムの特徴

図5　共鳴場の重要性

図6　教育研究連携システム構築の工程表
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ウンドを持って実力があると認め

られた学生に入ってもらうことと

しており、これらの学生に対して

行う教育を「オーナーズプログラ

ム」と呼んでいる。

 
　オーナーズプログラムは、博士

後期課程の学生が対象である。日

本人の学生はドクターコースに最

近なかなか行きたがらないが、二

つの要因があり、一つは経済的な

問題、もう１つは就職の問題であ

る。まずそのうちの一つ、経済的

な問題をなくすということで、スー

パーＲＡに選ばれた学生にはかな

りの経済的なサポートをしている。

今年は全体で 10 名を選んでいる。

修士の 2 年次の学生も含めている。

研究分野としては、シリコンナノ

エレクトロニクス、光ナノエレク

トロニクス、カーボンナノエレク

トロニクス、スピントロニクス、

ナノバイオ・有機エレクトロニク

スと、の５分野を対象としている。

学生はこれからどういうテーマで

研究をしていくのかを、連携コー

ディネーターの助言を得ながら設

定している。また、その課題につ

いて連携コーディネータが分析を

行い、それで研究を推進していく。

この間に研究成果の発表、インター

ンシップなどを通じ、最終的に与

えられたテーマについて問題を解

決し、学位を取得することになる。

他にも、世界の第一線に触れても

らうために、世界的な研究リーダー

による集中講義をおこなっている。

武者修行として、海外に 3 カ月程

度派遣することもしている。これ

らのプログラムは、必ずしも筑波

大学だけで閉じているわけではな

図7　オーナーズプログラム概要1

図 8　オーナーズプログラム概要2

図　9
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く、他大学に対してもオープンに

している。

　それぞれプログラム１年経過後、

２年経過後、３年経過後に、これ

らをやった上で修了したものとみ

なすとしている。国際会議で口頭

発表をしたり、国際的に認められ

ている一流論文誌に投稿するとい

うことも求められている。

 
　このような流れの 3 年間のコー

スで、問題解決能力を育成してい

く。ナノエレクトロニクスに限っ

た人材育成を紹介したが、筑波大学の周辺では他にも、世界的に卓越した教育拠点をつく

ることが次のステップとして展開されようとしている。つくばイノベーションアリーナに

おいて共同専攻を設置するという計画もあり、現時点ではまだ話し合いを始めたばかりで

はあるが、最終的には、筑波地区の共同専攻を実現したいと考えている。

質疑・コメント等：
・どのような育て方をすべきなのか。もう少しラジカルな方法をとらなければ、現在のト

レンドは今後 10 年、20 年、このまま続いていってしまうのではないか。議論を活性化

するために多少刺激的なことを言うと、これらの話はグローバル COE のプレゼンなど、

あちこちで聞いたような話ばかりではないか。人材育成のあり方として、広い視野を

持たせるために、理系のドクターに加えて、MBA のコースをきちんと履修させるとい

うことをやったことがある。それもちゃんと 50 単位の、専門の大学院に在籍させて取

らせるということをやって、10 人ほどのダブル・ディグリーを持った人材が生まれた。

それをある会社の専務に、この人材のランクをどうしますかと聞いたら、「５段階評価

で４ですね」ということであった。「じゃあ、５はなにか」と聞いたら、当該の事業所

等で今一番やりたいことをできる人。つまり直近の人材しか要らないということである。

その程度の見識なのだから、求められる技術者の資質について多くの提言があったが、

そのような人材を本当に使いこなせるのかどうかは疑問である。

・成果主義の問題は、短期成果主義を煽っていることが問題である。企業でも間違えた。今、

同じようなことを独法や大学やっているのではないか。早期に見直さなければならない

だろう。

・教育における内向き志向の問題は、様々なデータに表れており否定のしようがない。そ

れをどうやって改革するかは、そのような若者を生んだ我々の責任でもある。あるいは

物質文明の行きつくところはそうなってしまうのかもしれない。しかし重要なことは、

グローバリゼーションの中で若者たちが、特に研究者が大学院で育っていく過程でだれ

図10　つくば産学独連携システムの構築
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の背中を見て育っているかということであり、それは若手教官である。教授や若手教官

を、どんどん外へ出し、世界は物凄く早く変わるのだから、サバティカルは相当に厳し

く、頻繁に出すというようなことをやらないといけない。これは大学だけではなくて企

業や政府もそうである。そういうことをやらない限り、世界がどう変わっているかとい

うのはわからないだろう。それを理解した教官が上にいれば、かなり変わってくるので

はないか。

・つくばにおいて、30 年間たっても相乗効果・集積効果が出ていないというのは、具体

的にどういうイメージなのか。

→分野によって違うところはあるが、例えばシリコンナノエレでは、各研究機関や民間

企業が、それぞれ別々にやっているような感じがある。連携コーディネーターを通じ

て、今まではちょっと手を組みにくかったグループとも一緒にやり、新しい、単独で

はできないようなことをやっていきたいと考えている。

→研究所同士や企業同士のつきあい、製品に結びつきそうなおもしろい提案は結構ある

のだが、そこで止まってしまう。その後の大きな仕組みにするための、技術を良く知

るベンチャーキャピタルというものが日本にはあまりない。一方アメリカではすごく

しっかりしていて、小さな企業同士の盛り上がりを引き上げてくれる仕組みがある。

そこが決定的に欠けているから、サイエンスパークとして発展しない。特にベンチャー

企業だけではなくて、それを融資するほうのスタンスも重要となる。
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『再生可能エネルギー分野における国家戦略研究拠点の現状と課題』

6.1　TIAナノグリーンを中心とする環境関連拠点活動について

曽根 純一（NIMS）

　実際に今動いている拠点としての TIA ナノグリーンについて、その現況、どううまく

動かしていくか、Under One Roof としてどう機能させるか、産学連携をどう進めるか、

知財戦略をどう進めるか、個人的考えを含め述べる。

　TIA はナノテクノロジーをベースに新たなイノベーションを引き起こす戦略を作り上

げ、それを実行する場である。筑波発のイノベーションを引き起こす場であり、そのため

に産業技術総合研究所、筑波大学、物質・材料研究機構がタッグを組む。これが基本理念

となっている。

　TIA は６つの技術領域について

活動をスタートさせ、５つの技術

領域は産総研が主体、一方でナノ

グリーン、すなわち環境エネルギー

技術については NIMS が主体で運

営する。NIMS が蓄積してきた環

境技術を核に低炭素社会に貢献す

ることを目標に掲げる。

　例えば、電池は 100 年以上の歴

史があり、科学原理の面では未踏

の領域ではない。一方で、非常に

高い性能が要求されるため材料を

どう選ぶか、材料をどう組み合わ

せるか、どうデザインするか、

終的にはそこでナノスケールの物

理的、科学的現象として何が起き

ているか、そうした本質に踏み込

まないとブレークスルーできない。

　NIMS は材料や物質科学の基盤

技術にずっと取り組んでおり、豊

富な技術蓄積がある。ナノグリーン

の拠点としての要件を有している。

　NIMS から生まれた耐熱材料

が間もなく飛行機に搭載される。

ジェットエンジンの中核部分に使

われ、大幅な消費エネルギーの削

６．セッションⅢ

図1　TIA ナノグリーン

図2　つくばイノベーションアリーナ（TIA）におけるナノグリーンの実践
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減を可能とする。他にも、超伝導、太陽光発電、二次電池、燃料電池を中心に、エネルギー

のイノベーションにつながる研究に取り組んでいる。

　Under One Roofの取り組みを実現するための仕組みをデザインしているところであり、

この中で、ナノテク材料科学研究拠点という文科省のプロジェクトとして進められるナノ

テクノロジーを使った材料科学の環境拠点を中心に位置付けている。太陽光から出発する

エネルギーフローの共通課題を解決するため産官学 13 機関と連携している。

　NIMS の強みである解析、計測、評価を活かし、界面現象を in situ でとらえる。その

ために、計算と実験を融合させる。こうした取り組みを“Back to the basic”と呼んでい

る。基本的な物理現象を解明することで、新規の電池や熱電デバイスに結びつけることを

狙っている。

　さらに今年からスタートした文

科省の大型プロジェクトである低

炭素化材料設計・創製ハブ拠点、

そこでは東大、京大、NIMS が 3
つのハブを構成し、18 の大学、研

究独法からなるサテライトをサ

ポートする仕組みであり、様々な

研究設備の供用が可能になってい

る。この仕組みもナノグリーンの

土台となる。

　グリーンナノテクを「エネルギー

をつくる」「エネルギーを運ぶ・貯

める」「エネルギーを節約する」と

いう 3 つのエレメントで区分している。2050 年までに CO2 の排出量を 50％削減、先進

国では 80％削減などのターゲットを実現することは、現状の技術レベルではかなわない。

したがって、これらのエレメントの中に技術課題がたくさん内在している。種々のデバイ

スを対象に、イオンの動き、固体・液体界面での化学反応、触媒反応などの基礎プロセス

を徹底的に解明する。

　そのために必要となる研究ト

ピックスを関連するグループごと

にまとめた。これを“テーマパッ

ケージ”と呼んでいる。パッケー

ジ単位で様々な技術を用意して行

く。こうした形で TIA ナノグリー

ンの運営を進めていく。

　拠点を構築するうえで、Under 
One Roof の環境をどう作り上げて

いくかが重要となる。これについて

は、competition と pre-competition
の２つの領域に分けて、組織設計

している。pre-competition の領域

図3　Back to the basic

図 4　UNDER ONE ROOFとしての TIA ナノグリーン研究拠点
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では、テーマパッケージを対象に、研究トピックス毎の基礎研究に取り組む。

　ポイントとなるのが、この pre-competition の場から生まれた知財を、参加した企業が利用

しやすい形にすること。このことで、企業が参加するインセンティブを高める。あるいは

技術ノウハウを蓄積し、これを参加企業が利用できるようにする。また、企業では保有・

運営することが困難な 先端製造装置や評価設備を提供していく。その結果、人が集まる。

特に、研究の担い手として、大学院生やポスドクが拠点で活動していることが大きな力に

なる。こうした場を pre-competition の領域で用意していく。

　産学官連携の体制を、これまでとは大きく変更する。産業界のニーズを研究者同士のボ

トムアップ型の議論に加え、マネジメント層、さらには役員レベルによるトップダウン型

の議論の両面でとらえ、各企業が何を求めているかを発掘していく。その上で、拠点が提

供できるベストソリューションを提示する。こういう研究に取り組める、こういうノウハ

ウを持っている、こういう知財がある、こういう設備がある、研究活動を担う人材もそろっ

ている。つまり、拠点が持っている資産のベストミックスを作り、ソリューションとなる

プログラムの形で提案する。こうした動きを、competition の領域では展開していく。　

　Under One Roof の仕組み作りに実際

に取り組むとすべての人を一ヶ所に集め

ることは非常に難しいことが分かる。研

究者が集まるインセンティブを形成しな

ければならない。知的ブランドを高める、

世界を先導する研究に取り組むなど、世

界の中でのプレゼンスを上げなければな

らない。拠点に集まった研究者がキャリ

アアップしていく仕組みも必要になる。

拠点に集まるインセンティブと人の流れ

は、いわば鶏と卵の関係で、どこかをブ

レークできれば、ポジティブフィード

バックがかかる。ここが当面の一番大きな課題になる。

　拠点では、大学の果たす役割が重要になる。ALBANY や IMEC でも大学が入っている。

若い学生やポスドクが研究活動の中心になっている。この中で、若手研究者の育成をして

いく。こうした人材の確保がポイントに

なる。

　産業界を引きつけるには、知財、研究

人材、グローバルトップの先端技術など

の魅力を拠点が備えることが求められ

る。Competition の領域で企業との連携

を拡大していこうと考えているが、その

ためにはシリコンバレーなどのケースを

見ても、融資の仕組みをうまく組み込ま

なければならない。

　企業の活動はグローバル化、ボーダレ

ス化しており、国内企業と海外企業の峻

図5　Under One Roof の実現へ

図6　産独学連携の推進
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別は難しくなっている。ビジネスのサプライチェーンの場で勝ちを目指す部分はどこなの

か。戦略を構築していかなければならない。

　日本企業が海外の大学との連携を加速する中で、企業が大学に求めているものをいかに

提供していくか。信頼性、リスクの高い開発への基礎科学からのバックアップ、中長期に

渡る継続的研究。こうした将来技術への備えを行う力が問われていると認識している。グ

ローバルトップ企業は世界のマーケット動向を良く理解している。トップ企業と連携する

事が、世界へ通用する将来技術の開発につながってくる。こうした共同研究を推進し、国

内産業へと展開していきたい。

　その際に、議論となるのが技術流出の問題。技術はしっかり知財で守る。ノウハウはブ

ラックボックス化する。知財の侵害に対しては、強権をもってでも対応する。大学などで

も、常時２〜３件の訴訟を抱えるぐらいの覚悟がないと、この問題は解決しない。

　NIMS は物質科学、材料技術を国の中核として担うミッションを有している。このため、

広範な領域をカバーするシームレスな技術がそろっている。これらを活かし、不確実な将

来技術のためのトータルソリューションを提供する。そのための産学連携を行っていきた

い。
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6.2　TIA-nano運営体制と中長期戦略の構築　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　～本格化するTIA推進活動の最新情報～ 渡邉 政嘉（TIA-nano）

　つくばイノベーションアリー

ナナノテクノロジー拠点（以下、

TIA-nano）運営 高会議（議長：

岸輝雄（東京大学名誉教授）は、

産業技術総合研究所、物質・材料

研究機構、筑波大学が中核となり、

経団連の協力のもと基礎研究から

産業技術、高等教育までカバーす

るグローバル研究開発・教育拠点

の構築を目的とした運営組織であ

る。現時点で法人格をもった組織

体にはなってはいないが組織を超

えたガバナンスを発揮するための

運営合議体である。

　世界には、アメリカニューヨーク州立大学の ALBANY 校 NANOTECH、ベルギーの

IMEC、フランスの MINATEC など、代表的なナノテクノロジー研究開発教育拠点があり、

これらの拠点には多くの日系企業が関与している。我が国の次世代ものづくり産業の産業

競争力強化と世界的課題の解決にむけた拠点を日本にも作ろう、どうせ作るのであればす

でに多くの研究教育資源を有するつくば地域に拠点を創ろうではないかとのコンセンサス

が形成され、それが TIA-nano として形になり始めたものである。

　TIA-nano 設立にあたり、平成 21 年 6 月に関係組織の代表者が共同宣言をまとめ、5
つの理念を立てた。第一が、世界的な価値を創造していく。第二が、Under One Roof と
いうコンセプトの下で、組織の壁を越えた「共創場」を作っていく。第三が自立・好循環

で、いわゆるサステイナビリティのある価値循環を作っていく。第四が、Win-Win 連携網、

国内外にネットワークを拡げ、グ

ローバルな拠点となる。第五が次

世代人材育成、そのための教育を

行う。これが理念になる。

　ガバナンスの仕組みとして、各

組織の長が入った運営 高会議が

設置されており、この下に運営会

議、さら個別領域毎のワーキング

グループが組織されている。

　６つのコア領域として、パワー

エレクトロニクス、ナノエレクト

ロニクス、N-MEMS、ナノグリー

ン、カーボンナノチューブ、ナノ

材料安全評価を掲げている。そし

図1　世界のナノテク拠点とTIA

図 2　拠点形成に向けた基本理念
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て 3 つのコアインフラとして、ナ

ノデバイス実証・評価ファンド

リー、ナノテク共用施設、ナノテ

ク大学院連携を活用していく。例

えば、産総研の 300nm シリコン

ウェハに線幅 45nm の成形加工

ができる一貫設備（Super Clean 
Room）などが挙げられる。

　ナノエレクトロニクス、N-MEMS、
パワーエレクトロニクスではイン

バータの小型化、カーボンナノ

チューブでは産総研が量産に向け

て開発したスーパーグロース法な

どの実績に基づいた応用研究が進

められている。ナノグリーンは出

口指向の基礎研究、さらにナノの

安全評価の研究基盤、評価基盤の

構築などに取り組んでいる。

　新成長戦略に 21 の国家プロジェ

クトが打ち出されたが、この中に

も、TIA が位置づけられている。

　こうして形を整えた上で、拠点

として発展するために乗り越える

べきハードルを設置し、5 年間の

中長期計画に反映させている。中

長期計画としてまとめたアクショ

ンプランを、各組織の代表者がそ

れぞれの責任範囲の中で必ずフォ

ローアップする。こうした約束を計画に織り込む作業を進めている。

　さらに、TIA が目指す拠点モデルについて議論している。研究開発をめぐる状況は、ク

ローズドイノベーションからオープンイノベーションへと進化している。つまり、ある場

所で開発したものを技術移転する形ではなく、一つの場所に 初から全ての人が集まり、

用途も含めて研究開発に取り組んでいく。そのための共創場が必要になっている。　

　さまざまな技術を融合・複合する。そのためのコアとなるインフラがある。こうした場

をオープンイノベーション・ハブと定義している。オープンイノベーションとは、外部資

源と内部資源のバウンダリをできる限り緩やかにし、新しい価値を生み出す連携を 大化

すること。そのために、組織、制度、人材のインテグレーションを促進していく。

　海外の世界的拠点の特徴を分析してみると、IMEC の場合、フィリップスが強く関与

し、フランドル地方政府からの資金援助を受けている。フィリップス以外の企業も関与

している。MINATEC の場合も、地方政府のイーゼル県が資金援助している。大企業の

ST マイクロが支援し、CEA-LETI とグルノーブル大学が連携しいている。大学、研究機

図3　TIAnano 運営最高会議の組織図

図4　TIA の 6コア研究領域
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関、企業、地方政府が連携し、相

互に Win-Win 関係を構築する形が

IMEC や MINATEC のモデルにな

る。ALBANY も大学、ニューヨー

ク州政府、IBM などが類似の構造

を作っている。

　 た だ し、IMEC、MINATEC、

ALBANY と同じものを日本につ

くればいいわけではない。したがっ

て、TIA の中で日本型拠点モデル

を構築するための議論が展開され

ている。これらの議論から、拠点

として必要な 7 つの視点が浮かび

上がってきている。

　第一が拠点としての魅力。多様

な分野の優秀な人材を引き付ける

求心力をどう生み出すかというこ

と。

　第二が、その拠点でしか得られ

ないコアインフラ。例えばスーパー

クリーンルームのような設備が重

要な役割を果たすこと。

　第三が、IMEC のモデルでもあ

るが、拠点に蓄積された知的資産

を共有する仕組み。全てをオープ

ンにすることは困難だが、一部を

使えるようにすることで、新たな

人や機関を引き付ける大きな力に

なる。

　第四が、オープンイノベーショ

ンを実現するために、拠点の入口

と出口をいかにして設けるか。具

体的な答えはなかなか見つからな

いが、企画立案の段階から技術移

転や事業化支援まで、入口と出口

を整備する事が重要になる。

　第五が、研究と教育を表裏一体

として扱うこと。拠点の活動に関

与することで学生が育つ形などが

考えられる。

　第六が、価値循環。拠点に関わるステークホルダーの Win-Win 関係を構築すること。

図5　新成長戦略での位置付け

図6　TIA における今後の展望

図7　オープンイノベーションハブ
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TIA のケースでは、つくば市が大規模な資金援助を行う形ではないので、国家プロジェ

クト先導型のモデルとすることが想定される。

　第七が、ハブとスポークの関係。オープンイノベーション・ハブの先には、ネットワー

クが必要になる。文科省のナノネットで構築された全国のネットワークと結ぶことが、集

中拠点である TIA の資産を総合的に活かしていく大切な視点となる。
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6.3　水素材料先端科学研究センターと国際連携について

村上 敬宜（九州大学／AIST）

　水素材料先端科学研究センターと国際連携について説明する。

　本センターは 7 年間の NEDO 事業における 5 年目の活動を展開しており、自信ある研

究成果が生まれるようになっている。現在、これらの成果を産業界につなぐための取り組

みを展開している。センターは九州大学に所在するが、組織としては産業技術総合研究所

に属する。九州大学の伊都キャンパス移転時に、水素関係の施設を含めキャンパス内に設

置された。

　センター設立の理由として、次のよう

な事項が挙げられる。第一に、8 年間に

渡った WE-NET プロジェクトの成果が

なかなか実用化につながらず、基礎に立

ち返った研究が求められていた。第二に、

産業技術総合研究所の FC-Cubic（固体

高分子型燃料電池の研究センター）の活

動と合わせて、水素脆化の問題を基礎か

ら研究する必要が生じていた。さらには、

水素貯蔵関係の研究事業が始まったこと

も背景となっている。

　設立に当り、産業技術総合研究

所と九州大学の両者が包括連携協

定を結んだ。高圧装置を含む多様

な施設が整備されており、例えば、

材料強度については、素材から

終工程までを対象とした一貫した

評価が行えるようになっている。

　スタート時から、外国人研究者

を長期・短期で迎え入れている。

中核領域の研究では日本やドイツ

が進んでいたが、天然ガス関連な

どの周辺領域にも目を向けたので、

例えば、ロシアやウクライナの研

究者もセンターに参画した。

　こうした外国人研究者を介した国際的なネットワークの拡がりが、今では、国際標準交

渉に向けた動きなどでの大きな力になっている。

　センターは複数のチームから構成されており、水素物性、水素材料強度特性、水素高分

子材料、トライボロジー、シミュレーション、水素脆化（筑波で活動）などの個々の研究

図1　設立の経緯

図2　特徴 －集中研・優れた設備－
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テーマを対象にチーム単位の活動

が展開されている。

　産業技術総合研究所の場合と異

なり、ここには九州大学の学生が

いるため、毎年 80 ～ 90 名規模

で学生が研究に参画している。研

究を進める上での大きなパワーに

なっている。

　これらの活動に対し、当初は

RA 経費を支出することができな

かったが、NEDO の許可により、

今では技術研修員として RA 経費

を充当できるようになっている。

研究の一翼を担う有効な仕組みとして機能している。

　定置型燃料電池は、日本では 5000 台以上が実証段階にあり、世界 大の規模となって

いる。割と順調に進んでいるが、実証後の課題として、コストダウンに向けた検討が必要

である。

　車の方は、しばらく苦戦が続いたが、二年ほど前に自動車業界とインフラ業界の合意が

成立した。2015 年を目処に大規模な普及を目指すことになっている。「インフラを先に整

備しないと、車を走らせることができない」という自動車業界の意見がある一方で、イン

フラ業界は「車を先に出してくれないと、ビジネスにならない」と主張する。いわゆる、

鶏が先か卵が先かという議論がしばらく続いた。ようやく合意が成立し、事態が先に進む

ようになっている。

　まったく同じ議論が欧州において、特にドイツを中心に展開された。ここでも鶏と卵と

いう言葉が使われたそうだが、 終的には自動車業界とインフラ業界の合意が成立してい

る。本合意には、日本から、ホンダ、日産、トヨタが参加した。燃料電池の開発は、総合

力を備えた国や地域でないと取り組むことが難しい。電気自動車は学生でも作れるが、燃

料電池自動車は体力のある会社しか作れないということが背景にある。

　規制についても、センターの研究活動の中で、いろいろと苦労する問題にぶつかった。

研究成果を産業につなげる際にも、大きな問題が生じている。例えば、当センターにあ

る固定式水素ステーションの場合、20 センチ以上の厚さの鉄筋コンクリートの壁の中に、

400 気圧の水素タンクを設置することになっている。これに対し、トラックに積んだ移動

用水素ステーションには、こうした壁が無い。つまり、固定式では壁が必要、移動式では

不要となり、適用される法律が違う。一方、欧州などでは、こうした壁は設けられていない。

　水素ステーションの設置に、日本では約 5 億 5000 万円の費用がかかるが、海外では 1
億円以下で作れる。日本の場合、材料費やエンジニアリング費が非常にかかってしまう。

したがって、海外で入札などがあった場合、日本勢が非常に不利になる。結果として、海

外での展開力が弱まる。

　日本の企業にも技術はあるのに、今はそれが活かせないような規制の下で取り組んでい

図3　研究実施体制
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る。水素貯蔵蓄圧器の耐圧は海外では 3 倍だが、日本では 4 倍の安全率を満たすように

規定されている。

　こうした問題が存在している。その中で、頑張らなければならない。一方で、このセン

ターには、1200 気圧の水素ガス中で評価できる疲労試験機がある。－ 45℃～ 120℃まで

の試験器で、世界でここにしか無い。その結果、この試験機から得られたデータが、国際

的な技術標準を交渉する場での大きな力になる。

　2010 年 11 月に SAE（米国自動車技術会）と日本の自工会による交渉があった。米国

側は Ph.D. を持った標準化交渉のプロ集団。これに対して日本側は技術では世界トップ

だが、交渉ごとではアマチュア、Ph.D. も持っていないし、英語力も低い。だから、まと

もに交渉すると苦戦することになる。

　この時、他には無い日本独自のデータが大きな力になった。さらに、センターでの国際

連携が役立った。

　つまり、我々は口下手だから、独自データをもとにロジックで攻めるという戦略を立て

た。そして、センター活動に参画した米国サンディア国立研究所の Dr. Brian Somerday
に頼み、我々の知恵袋として交渉

の場で説明してもらった。その結

果、日本案が尊重されることになっ

た。

　ISO 規格の交渉でも、米、英、

仏からの提案があり、もめていて

決着がつかない状況の中で、デー

タの裏付けがある日本方式を採用

したいという意見も出ている。日

本は交渉下手だが、データでは勝

負できる。これが、標準化交渉を

進める戦略になるのではないか。

　福岡県がセンターの活動を非常

に支援してくれる。毎年、産業技

術総合研究所と福岡県で、水素先

端世界フォーラムを実施している。

2011 年 2 月の開催が、5 回目に当

たる。世界的ネットワークを拡大

するために非常に重要で、地道に

取り組んでいる。

　2010 年に文部科学省の WPI プ
ログラムに採択された。水素に関

するこれまでの研究開発をコアに

して、水素の製造・貯蔵から CCS

図4　国際規格・標準化に向けた戦略的取組み

図5　成果の普及・情報発信（水素先端世界フォーラム）
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（炭素の回収・貯留）までをカバー

する研究を掲げている。エネルギー

の研究は広範で、すべてを九州大

学で行うことはできない。したがっ

て、研究ネットワークが重要にな

る。

　拠点長がイリノイ大学の Prof. 
Sofronis で、イリノイ大学を拠点

のサテライトとしている。

　イリノイ大学には、Institute of 
Natural Resource Sustainability
という研究所がある。CO2 貯留が

及ぼす影響を調べるため、2,000
メートル級の井戸を２本掘ってい

る。研究コンソーシアムも立ち上

げている。伊都キャンパスの井戸

は 100 メートル級なので、大きな

開きがある。国際連携により、こ

こでは取り組めない研究も展開で

きるようになる。そのために拠点

長の Prof. Sofronis が数ヶ月も走

り回り、DOE や NSF などとの連

携を構築してくれた。WPI を核に、

こうした国際連携を進めていく。

　水素に関る活動では、社会受容

性が大きな問題になる。日本では、

文系、理系を問わず、こうした問題に取り組む人材が少ない。

　このため、イリノイ大学の化学の先生で、ラジオ番組で科学と技術の解説者を務める人

がいるので、この人に研究プログラムに参画してもらうことを考えている。

　水素に関する人材育成プログラムを、大学院でスタートした。エネルギーは学ぶべき科

目が多いので、そのためのカリキュラムを用意している。

図6　成果の普及・情報発信（文科省WPI の採択）

図7　人材育成（水素経営者・技術者育成）
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『総合討論』

7.1　日本が緊急に必要とするもの 田中 一宜（JST-CRDS）

○これまでの議論をみても、エネルギー

の問題は事ほどさように難しい、非常

に広範囲であることが分かる。ここで

は「日本が緊急に必要とするものは何

か」と題して、今後どうしていくべき

かについての具体的な提案候補例をい

くつかのエビデンスとともに示し、議

論のきっかけとしたい。

○わが国の「エネルギー技術（低炭素社

会）／基本構想」としては図に示すよ

うなものが考えられるが、それほど異

論は無いであろう。全体シナリオが

必要で、科学技術とイノベーションの

一体加速に向けた国としてのコーディ

ネーション機能の強化が課題となる。

特に、広範な先端技術の集約を必要と

する再生可能エネルギー分野について

は必須と云える。

○そのような基本構想を達成するための

「戦略構成要素」のうち、人材につい

ては特に異分野研究者、物理学のバッ

クグラウンドを有する者、俯瞰的視野

を有する者の参画が重要である。ま

たインフラについては、人材の連携・

融合を促進・加速するという機能に注

目すべきである。「現実のプレーヤー」

としては産官学の各セクターが関与す

るが、今日の議論にもあったように、

国だけに任せていてはだめで、それぞ

れが主体的に取り組むことが必要。

○このうち国の役割としては図に掲げる

ようなものがあるが、これ全体を議論

するには幅が広すぎる。ここでは、科

学技術政策のあり方を議論の題材とし

て取り上げる。具体的には、「再生可

７．セッションⅣ

図1　エネルギー技術（低炭素社会）／基本構想

図2　戦略構成要素と現実のプレーヤー（日本）

図3　国（各府省、CSTP）
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能エネルギー政策と戦略構造」に関わ

る（1）政府の体制、（2）人材登用と

アカデミア、（3）共用施設・研究拠点

ネットワークについて、日米の比較を

してみる。

○国の政策の全体シナリオの構築と推

進であるが、米国の OSTP は科学技

術政策全般についての各省の調整が

一番重要な役割とされており、日本

の CSTP よりはるかに強い調整権限

をもっているといわれている。先日の

大統領科学技術諮問委員会（PCAST）
の報告（2010 年 11 月 29 日「連邦エネルギー政策の統合を通じたエネルギー技術の変

革の促進に関する報告書」）では、アメリカは新しいエネルギーシステムの変革で先頭

に立たなければいけないが、そのためには調整機能がまだ足りないと指摘している。エ

ネルギーに関する政策については、DOE がほとんど一括しているが、日本にはエネル

ギー政策を統括する単一の部署が存在しない。

○ R&D 投資については、基礎、応用、企業化の各フェーズについて、米国では DOE が

一括して推進しており非常に一貫性のあるプログラムが用意されているが、日本では各

省が、主に文科省と経産省が、話をしながらもかなり独立性をもって進めていることは

周知の通りである。インフラの構築についても、日本では文科省が中心となるが、米国

ではやはり DOE が中心である。米国では原子力を含めてエネルギー政策全体を DOE
がコーディネートしているという特徴がある。日本では政策のプレーヤーが交錯してい

て全体シナリオをコーディネートできていない。調整の重い役割を担う CSTP も、予

算編成上は組織として強いコーディネート機能が付与されていないと云える。

○米国 DOE の 3 つの研究イニシャティブの例を取り上げる。これはブッシュ政権の時代

から始めてオバマ政権になって完成したものである。まず、基礎研究を分担するエネル

ギーフロンティア研究センター（EFRC）が 46 か所あるが、将来的に解決すべき諸課

題から出発し、バックキャスティングの手法を用い５～６年かけて徹底的に議論して決

めている。即ち、エネルギーの 終目標を実現するための技術的ボトルネックを徹底的

にワークショップで分析し、それをもとに公募している。次に、エネルギーイノベーショ

ン・ハブを８か所計画しているが、これは今日のテーマの研究拠点に近いものかもしれ

ない。原子力から人口光合成まであるが、直近４番目の電池の拠点が決定している。年

間 25 億くらいの予算で、基礎から応用に至るところまで、一つの拠点が一貫して推進

するというもので、日本には見当たらない。EFRC 構想を推進した中心人物の一人が

Patricia Dehmer といわれているが、彼女は化学物理の出身で米国物理学会（APS）を

中心に活動し、Basic Energy Sciences のディレクターを 10 年務めるかたわら XFEL
など大型プロジェクトを数多く仕掛けるなど、米国のエネルギー政策の企画推進に深く

関わってきた。こうした、長期に亘って影響力を行使し得るコーディネーション人材が、

日本には皆無である。

図4　再生可能エネルギー政策と戦略構造／日米の比較
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○全体シナリオを企画推進するには、物

理学者の存在が必要。世の中の大きく

変化するときに、個別専門的な知識

もさることながら general principle
に基づく判断が非常に重要となる。

米国では、科学技術政策のトッププ

レーヤーに物理学者を中心とする研

究出身者を多く登用している。DOE
長官の Steven Chu、科学技術補佐

官の Steven Koonin、科学局局長の

William Brinkman などなど。日本は

そこが非常に少ない。これからはシス

テム的アプローチも重要で、その意味では、 近日本では化学工学の人材は結構活躍し

始めている。米国でもこの分野を強化すべきという声がある。物理学者、化学者を育て

るアカデミアの存在も重要である。再生可能エネルギー分野に関わりの深いナノテクノ

ロジーの分野について云えば、米国で主要学会の学会会員は増加傾向にある。重要なこ

とは海外の会員の比率が数十パーセントと極めて高いこと、しかも APS のようにエネ

ルギー分野の科学技術者やバイオの科学技術者に対して入会を呼びかけること、若い研

究者に新しい分野に取り組むことを進めるキャンペーン活動をしていることである。こ

れらはもう何十年も続いている。日本では、学会の会員数が急減しており、応用物理学

図5　米国DOEの “3 つの研究イニシアチブ ”の政策的な位置付け

図6　再生可能エネルギー政策と戦略構造／日米の比較
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会のみが微増という状況にある。活動が閉鎖的であることが窺える。国だけでなく、学

界も産業界も科学技術立国に向けての自主的な努力が足りないことを示している。

○人材の育成については、 近日本でも Under One Roof の重要性が指摘されており、つ

くばイノベーションアリーナ（TIA）のシンボル表現のひとつともなっている。これは、

前述の米国 DOE 長官の Steven Chu が、2005 年に国家ナノテク推進計画（NNI）の

なかの Molecular Foundary プロジェ

ク ト で Under One Roof と Mutual 
Understanding の重要性を指摘した

ことに始まるが、異文化や異分野との

接触と相互理解による創造の狙いを意

味している。このことは、実は日本

でも実績がある。1980 年からの「ア

モルファスシリコン薄膜太陽電池プ

ロジェクト」では、産業界の５～ 10
社、大学からの６～７グループ、電総

研（現産総研）が結集しオールジャパ

ンの課題に取り組んだ。分散型の連携

プロジェクトではあったが、電総研が

リエゾンの役割を果たして一体的運営

を行い、予算の重点化により米国並み

の研究費を確保するとともに、基礎か

ら、材料、デバイス応用までを垂直統

合的に推進した。関係者にオールジャ

パンとしてやろうという意思が働いて

いて、波及成果を含め様々な成果を生

んだが、実はその中に物理学者が多く

参画していた。またこの前段として、

1974 年に「アモルファス物質の物性

と応用セミナー」が開催されている

が、それは応用物理学会をはじめとす

る 30 歳台の若手研究者が他学界に呼

びかけて始めたもので、年 1 回泊まり

込みで集中議論できる場を形成してい

た。日本において、学界が主導する連

携・融合の活動ができないわけではな

い。

○共用施設・研究拠点ネットワークにつ

いては、日本は欧米に比べて連携・融

合を加速するシステムとしてのインフ

ラが脆弱と云わざるを得ない。各国で

ナノテク推進計画がスタートしておよ

図7　経産省／NEDO（サンシャイン計画）における典型的な産学官連携融合プロジェクト

図 8　アモルファス物質の物性と応用セミナー

図9　再生可能エネルギー政策と戦略構造／日米の比較
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そ 10 年になるが、長期投資計画をもつ米国にくらべ日本の投資額累計は、一桁少ない

という状況である。（平成 19 年 1 月 JST-CRDS：戦略プロジェクト「自立志向型共同

利用ナノテク融合センターの設置」など）　共通施設とは別の研究拠点ネットワークに

ついては、DOE が営々と築いてきたものとして、国家ナノテク計画に沿った５拠点、

前述のエネルギーイノベーションハブ８拠点、EFRC の 46 拠点などがある。日本では、

TIA や WPI のようなものを今後いかに展開していくかが課題となる。

○図に米国の DOE Basic Energy Sciences Scientifi c User Facilities を示す。大型の研究

センター群であるが、異なるプロジェクトやプログラムで用意されたものが拠点ネット

ワークとしてつながり、新しいプロジェクトへの対応が可能になっている。それらをオー

ガナイズしたのが前述の Patricia Dehmer である。

○エネルギーフロンティアセンター（EFRC）は、46 か所の 終の応用を目指した基礎

研究を実行するセンター群（Transformative Research）である。これらが、新しい国

家インフラとしての上述の研究拠点ネットワークにアクセスして複数のチームの連携を

促進し、プロジェクト全体としての投資効率を上げることが期待されている。

◎以上、日本が緊急に必要とするものとして、科学技術とイノベーションの一体加速に向

けた国としての（全体、オールジャパンとしての）コーディネーション機能の確保を指

摘した。そうした戦略の要素としての異分野融合、登用人材の多様化、インフラの充実

を図るための、新しいエネルギー基盤研究拠点の構築とネットワーク化が必要かと考え

図10　DOE Basic Energy Sciences  Scientifi c User Facilities



科学技術未来戦略ワークショップ
「ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点」報告書 69

CRDS-FY2010-WR-05 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

７　

セ
ッ
シ
ョ
ン
Ⅳ

られるが、まずはその点必要性について議論してもらいたい。また、ここでは科学技術

政策上の課題について紹介したが、国だけでなく、大学、独法、アカデミア、産業界が

実施すべき現実的な自主的アクションプランについて議論してもらいたい。　　

以上

図11　エネルギーフロンティア研究センター／研究ネットワーク
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7.2　総合討論 コーディネータ　桑野 幸徳（太陽光発電技術研究組合）

（＊本稿では、コーディネータを除いて発言者名を記述しない。また発言内容については、

CRDS の責任においてできるだけ正確に発言趣旨を要約して記述している。ワークショッ

プの趣旨に沿った貴重な意見が出されているが、一識者としての意見であり組織の意見で

はないことから、誤解を招くことがないように表現に一定の配慮をしている。）

１．日本が緊急に必要とするもの － 科学技術とイノベーションの一体加速、国としての
コーディネーション機能の確保について

○（コディネータ） CRDS 田中上席フェローはアメリカの例を参考に、また午前中の

セッションⅠでは、視点はそれぞれ異なるが、多くの人が「研究開発の国家戦略とい

うものをもう一度考え直さなければいけないのではないか、総合戦略が必要ではない

か」と指摘している。まずこの点について議論を進める。

○国家戦略というものが日本にあるかないかということについては、無いというのが実

感。逆に、セッション１で日本総研の新保氏が指摘したように、これまでは日本の伝

統でなんとかカバーしてきたが（ヨコ連携）、もうそれも限界にきている、次のステー

ジに進むべきだと理解している。

○科学技術基本計画が５年に１度改訂されるが、第３期ではイノベーションに向けて分

野別推進を図った。それが必ずしもうまくいかなかったから、第４期は正面からイノ

ベーションを起こすということを打ち出している。国としても、状況を見ながら必要

だというところは打ち出しているのではないか。

○エネルギー分野など、ある分野だけの国家戦略というのは非常に難しくて、全体をど

うするのかというのは、別途検討して行くことが必要であろう。

○（コディネータ） ここでは科学技術で再生エネルギーというところを話そうとしてい

るが、その上位概念として、日本の国家はどうあるべきかというところも必要。

○国家戦略とは何なのかということを考える必要がある。例えば科学技術政策であれば、

科学技術基本計画が出ている。第１期、第２期、第３期、それから第４期の議論の中

で、科学技術政策ではなくて、むしろイノベーション政策にしていかなければいけな

いということで、中身をブラッシュアップしてきている。平成 22 年の６月にはその

前提となる新成長戦略が決定されている。問題は、多分それを誰もまじめに読まない、

理解して実行しないということ。

○日本としての戦略は、実を言うと、それほど選択肢はない。資源小国であるから技術

で頑張らなければいけないとか、技術の中でも得意な物づくりを強みとして進めなけ

ればならないとか、あるいは 近はパッケージ輸出とか、観光にも取り組まなければ

ならないとか、いろいろあるが、進むべき方向性は見えている（大きな異論はない）。

問題は、皆が自分で考えようとせずアリバイづくりに走ること。ここにこう書いてあ

るからとか、こうやっておけばとりあえずやったことになるだろう、など（行政も、

研究者も）。

○規制については、日本は安全にかかる規制には非常にナーバスであることを認識して

おくべき。日本人の特性かもしれない。原子力の問題も含め安全の裕度をほんの少し

でも削ることを言い出すことは難しい雰囲気がある。科学的根拠に基づく議論を深め
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るということに対するひとつの解は、田中上席フェローが言われた、専門性を高める

ということ。要するに、意思決定にある程度の科学的 適化が必要。詰まるところ、

人材の問題である。もう少しシンクタンク的に、専門的知識をもって動かなければい

けない。

○役所では２年間ぐらいで異動があり、田中上席フェローの言われているとおりのこと

（専門性を高めるべきということ）を常に感じながら仕事をしているのではないかと

思われる。米国の DOE では博士号をもつ人が権限のあるポジションに就き、専門家

が行政に携わっている。DOE のやり方がそのまま日本には当てはまらないが、日本

でも役所だけでは動けないことも確か。従っていろんな人の意見を聞く。いろいろな

人の話を聞いて政策に合っているものを探し、賛同を得られるだけの材料を徹底的に

用意して提案が通るようにする。自分から問題提起しロジックを構築して行く（新し

い発想を展開する）ということに慣れていない。

○（コディネータ） 日本の経済産業省は通産省の時代を含めてわりと国家観がある、そ

れが府省全体には浸透していない、と思う。文科省と経済産業省が連携して内閣を動

かすということをやらなければいけない時代が来ているのだろうと思う。

○アメリカと日本を比べたときに、研究開発については、アメリカはミッション省庁

で、エネルギー省とか農水省とかそういうところが基礎研究までやっている、自分が

担当している省庁の施策パッケージの全体の中でかなり基礎研究のところまで降りて

くる。従って、横割りの研究一般を見ているというのではない。NSF はあるが省庁

ではない。アメリカでは、Department of Science をつくろうという議論は過去に何

回もあったが、それはやめて、研究を横割りに見るよりもミッションごとの省庁がそ

れぞれ研究まできちんとやるほうが効率がいいだろうということになり、そういうシ

ステムになっている。

　　一方、日本を振り返ってみると、これは横割りの研究を担当している文部科学省が

非常に大きな研究予算を持っていて、経産省や農水省等は、なかなか基礎研究までは

手が出せない構造になっている。それは、振り返れば、もともと大学が国立大学だっ

たとか、そういうところまでさかのぼるルーツがあるので、なかなか一概に変えられ

ない。そうすると、やっぱり、田中上席フェローの言う、国としてのコーディネーショ

ン機能の強化が必要で、これはやはり総合科学技術会議（CSTP）に頼らざるを得な

い。だから文科省と経産省の連携が必要だと言うのはいいが、やはり、全体を束ねて

CSTP が横断機能を発揮するということが必要ではないか。だからアメリカの OSTP
以上に、日本ではやはり CSTP が調整機能を発揮せざるを得ない状況にある。例え

ば第４期の基本計画で、イノベーション戦略協議会をつくろうとしているから、それ

に産業界の方も各省の方も協力して、CSTP の機能を大事にしながら、みんなで協力

するという、そこが一番重要ではないか。

○実際 CSTP でも省庁連携を指向しており、第３期計画でも、例えば社会還元加速プ

ロジェクトなど幾つかのプログラムを立ち上げて、各省庁が協働して－その時点では

基本的な情報共有といったことから始めようというレベルであったが－コーディネー

ション機能を果たしてきている。

○（コディネータ） ハード的なサポート部隊、シンクタンクみたいなものの必要性はど

うか。
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○省庁は、現在居る人たちの能力不足というよりも、人手不足、時間不足ということで、

組織としてどういうふうに機能強化するかということが必要なのではないか。

○ 2001 年に内閣府ができて、今の行政体制になるときの制度設計からすると、もとも

と総合調整だけをやるということで人も体制もできている。ただし、調整だけという

ことはあり得ず、自分で何か物事を動かしていないと調整する能力も持てない。内閣

府の制度自体の見直し議論が、今まさに始まっている。

○科学技術担当大臣と財務大臣の関係、首相の各府省に対するガバナビリティの問題な

ど、現実にはいろいろな問題がある。微妙な力学で決まってしまうところがある。そ

うすると、ハード的なサポート部隊やシンクタンク的組織などは、便利に使われるこ

とになる。また、公的シンクタンクについては、必要性はあるが、余りに政府に近づ

き過ぎると、 後は上の仕組みがしっかりしていないと、便利屋に使われてしまう。

やはりそこにも非常に微妙な問題がある。

○もう一つ、２年でどんどん替わってしまうという行政の人事サイクルがあるが、これ

が、中長期的に物を考えるインセンティブをなくす、一番大きな問題だと思う。

２．異分野融合、人材の多様化、インフラの充実、そして基盤研究拠点の構築とネットワー
ク化について

○（コディネータ） 田中上席フェローのまとめた標記のテーマについて、セッションⅡ、

セッションⅢでの発表と若干の質疑応答を踏まえて、議論を進める。

○エネルギー研究拠点について。再生可能エネルギーも重要だが、ほかにもいろいろ重

要な視点がある。例えば 2050 年に CO2 半減といっても、やっぱり化石燃料をどう

下げるかというのが大きい。セッションⅡの発表にもあったように、５年先までは企

業に任せろということかも知れないが、でも 35 年後はどうするのかという問題があ

る。まずは中長期的に全体として何をやるべきかというところを議論するような「仕

組み」が必要で、それをおいたまま個別論を拙速に進めるべきではないのではない。

セッションⅠの発表にあったように、声なき声をいかに拾い上げるかとか、そういっ

たところが、まず大事ではないかと思う。

○人材育成について。これまでも融合研究が大事だと言われてきたが、多分このエネル

ギー・環境研究拠点の形成にも、チャレンジングな研究とか異分野融合研究とかそれ

を担う人材が必要であると考えられる。ただし、この異分野融合にはすごく時間がか

かるというのが実感としてある。その間、例えば研究成果が出ないとかといったよう

なことが必ず出てくる。これは若手研究者にとって、キャリアパスの面で致命的であ

る。かといって、やらなければいけない。そうしたときに、評価について皆さんはど

のように考えて行けば良いか？

○それは一番重要な問題。アメリカでも、そのことはについて大変悩んでいると聞くが、

異分野それぞれから精神的に等距離の組織をつくって、そこで新しい評価基準を決め

る必要があろう。そのときに重要なのは、２〜３年で論文を出すとか１年に何報出せ

ということでなくて、しばらく待つしかない。日本でも、例えば大阪大学の柳田敏雄

先生らは、異分野のチームをつくったときに、３年は論文を書くなと言った。異分野

融合に皆さんを参加させるときには、評価方法を変えないといけない。
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○（コディネータ） 大学の側の意見は。

○ 近、とにかく論文の数とかだけで評価をしたり人事をしたりする懸念があるが、そ

れは非常にまずい。もっと丁寧に見ていくことが必要だし、時間のかかる研究、ある

いは、なかなか論文にならない研究を評価する工夫が必要。支援システム的な論文と

いうのも、なかなか「Nature」とか「Science」に載るわけがないしそもそも論文に

なりにくい。だけど大変重要な機能であり、やはり組織の経営者の毅然たる態度がな

いとこうした研究は進まない。組織が守るべきことだと思う。

○流動化というときに、外へ行かなければいけない。組織内で改革が進んでも、他の組

織に移ると同じような評価の価値観があるとは限らない。やはり組織だけじゃなく、

日本全体で評価の考え方をぜひ議論すべきである。

○（コディネータ） 民間企業では人事評価も厳しいかもしれないが。

○民間でもハードルの高いテーマというのがある。２〜３年では難しそうだというのが

あるが、企業の場合、例えば、半期ごとにゴールを明確にさせる。 終的に３年かか

るとしても、その半年ごとに何らかのマイルストーンがあるだろうということで。評

価については、通常はボーナスに反映されるが、難易度と達成度の両方のマトリック

スで決めていくことが多い。３年間何も評価しないということはなくて、半年ごとに

マイルストーンを立てていく。

○（コディネータ） 私もやってきたからわかるが、民間は厳しい。ただ、今、民間企業も、

あるいは省庁も、皆が考えなければならないのは、日本は 20 年間、世界をリードす

るエレクトロニクス製品を出してきたということ。11個の新製品のうち9つが日本発。

図1　過去 20年に登場したエレクトロニクス関連製品
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液晶テレビも、デジカメも、青色発光ダイオードも、電池も、プリウスも。

　　プリウスには、今、ニッケル水素電池を使っているが、私自身が関わってきたが、

これは水素吸蔵合金の技術から出てきた。そして水素吸蔵合金の技術は、NEDO の

サンシャイン計画のエネルギー貯蔵の研究で育てられた。1970 年代の半ばに、水素

吸蔵合金の開発を NEDO から受託したが、それを研究しているグループのそばに電

池をやっている人たちがいて、彼らが、「ニッケル水素合金っておもしろいね。電子

のやりとりもできるのではないか」と。これが電池の材料に使えるというのが途中

でわかって、1980 年代にニッケル水素電池を日本で初めて工業化に成功した。素材

研究で、まったく違うものから出てきた例である（まさに異分野融合の典型的な例）。

だから評価というものは長期レンジにしなければいけないし、それがあってこそプリ

ウスが世界で初めて実用化されることにつながっている。プリウスが世界初のハイブ

リッド自動車であることは事実だけれど、実は電池がなかったら、どうにもならない。

だから、そういう非常に長期の評価も含めてやらなければいけない。科学技術にかか

わる人は、やっぱり歴史を語らなければいけないと思う。青色発光ダイオードは、あ

の名古屋大の赤崎先生の苦難 30 年の基盤研究があってこそ、生まれてきた。そのこ

とを、科学技術を語る人、評価をする人には、絶対に忘れてほしくないし、それを語っ

てほしい。

　　多分、これから我々がやっていくものは、再生エネルギーも何もかも全部難しいこ

と。ものすごく難しいことに挑戦するということは、決して短絡的な評価をしてはだ

めだということ。韓国や中国がなぜ日本に追いつけるかというと、かつて日本がやっ

たのと同じで、先行者がいてリスクは少ないから一挙にお金をそこに投入できる。我々

はトップを走らなければいけない。事業仕分けで「２番じゃだめなの？」などという

発言があったが、評価もやはり、科学技術にかかわる人がそういう歴史を語って、そ

の重みの中で論議をしてもらいたいものである。

○異分野融合や中長期研究の評価に関して、今や助手とか助教ですら、任期５年だと言

われて、それが終わればどうするのかと問われている。分子情報という概念のもと九

大、北大、理研、阪大で分野を超えて共同研究をしたときに、助手の人にも異分野へ

の挑戦をいろいろ勧めた。例えば高分子をやっていた人にバイオをやってくださいと。

結局、若い人は、もう許してくださいというぐらいの感じになる。同じ分野でやって

いれば論文が書けるのに、新しい分野に挑戦するというのはいいけれど、３年のプロ

ジェクトとか５年のプロジェクトで、成果が出るところまで行きますか、次のポジショ

ンはどうなるのですか、ということがある。企業でパーマネントポジションをとって

いるとか、我々も含めてある程度のところまでくればいい。日本の若い人は、ポスド

クはもちろんみんなが短い時間でやらなければいけない。アメリカなどであれば、ア

シスタント・プロフェッサーになったときにかなり大きな研究資金を得て、それこそ

初の３年は論文ゼロでも、装置をつくって、それからいい研究をすればいいが、日

本ではそうはいかない。そんなお金ももらえない、スペースももらえない、だけど５

年で任期が来る。若い人が消極的になるということの背景には、そういうこともある

と思う。

○融合研究は時間がかかるというのはそのとおりだと思う。もう一つ、やはり忘れては

いけない視点というのは、タコつぼ文化の打破。今の科学技術、もしくはアカデミズ
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ムのコミュニティーというのは、タコつぼ単位で形成されている。融合研究をしっか

りやって成果を出したとしても、その融合研究をアカデミズムとして評価をするアカ

デミックグループがないという、本質的な問題があると思う。

　　先ほど田中上席フェローのほうから、応物学会がいろいろと学会横断的な取り組み

を、アクションとして起こしているという話もありましたけれども、アカデミズムと

しても融合研究をしっかりとピアレビューできるような仕組みをつくったりすること

が必要で、これは会社とか組織に委ねるのではなくて、アカデミックコミュニティー

自らが融合研究にしっかりと取り組む方向性というものを示さないといけない。そこ

は、研究者の唯一のよりどころの価値観といっても良い。

○海外の動向を調査、分析しているが、今、アメリカは、エネルギー分野にすぐれた若

手研究者が集まっている。彼らはキャリアアップできると思ってきている。なぜか？

　　まずは、アメリカが目指すべきエネルギーシステムが提案されている。（アメリカ

は、ヨーロッパにも日本にもエネルギー分野は遅れを取った。それを取り返すために

は、まず 30 年後、50 年後のエネルギーシステムを目指そうということになっている

と聞く。DOE の基礎研究で「Nature」などに論文がよく出るが、イノベーションに

結びつきにくいということを 初に言い出したのが、DOE 基礎エネルギー科学局の

Patricia Dehmer。そうしたこともあり、目指すべき出口を明確にしようとなった。）

　　もう一つは、なぜ今、若手研究者がキャリアアップに一生懸命になっているかとい

うと、サイエンティフィック・フロンティアに当たりたいからだそうである。いい論

文を書きたいから。アメリカの戦略を見ると、描いたエネルギーシステムを、一番必

要な応用研究だけではなくて基礎研究につなげている。そこに大変苦労があったと聞

く。８年かけて、1,500 人もの研究コミュニティーが参加して検討してきたという。

そこが重要なポイント。つまり、まず社会が目指すべきシステムを共有する、次に、

多分シニアの研究者が中心になっていると思うが、その課題を基礎研究に翻訳する、

その仕組みをどうつくるかというのがポイント。新しいもので基礎研究をやる人が山

のようにいれば、ネットワークがなかったらできないということになって、本ワーク

ショップのテーマが意味をもつ。

○（コディネータ） 今日は産業界も公的研究所も大学も行政の人も入って論議をしてい

るので、非常にいい論議ができていると思うが、もう少し視点を広げたい。

○組織論の視点が必要。拠点をつくる、チームをつくる、その組織が、社会の風土の中

で、どううまくおさまっているか。もう一つは、そこに採用されれば、そこに行けれ

ば、人もうらやむ組織であるかどうか。これが鍵だと思う。そのために何をすればい

いかということについては、もう少しシステマティックに考える必要がある。今行わ

れている議論は、ほとんどが単発の議論。組織論というのを、やはり本腰を据えてや

らないと、拠点は成功しないと思う。

○評価の話にしても、国の予算全体のシステムにしても、今、エネルギーで、なるべく

早いタイミングで何かをやろうとすると、何らかの形で治外法権の部分をつくらなけ

ればいけないのではないか。ただし、そこに欠かせないのが、先ほど桑野コーディ

ネータがサンシャイン計画の話を出されたように、社会のニーズに合致した大きなプ

ロジェクトが動いているというような状況を作ること。そういう大きな仕掛けのなか
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からスピンアウトできるような、多分論文が書けるような研究も進められるのではな

いか。

○エネルギーということで、一番懸念されることは日本の重工業。ボイラーとかタービ

ンとか原子力、これがあと５年もつか、10 年もつか、といった危惧がある。国内に

新設が無いから国内で建設するというチャンスがない。そうすると輸出しかないが、

韓国、中国と競合するようになりますと価格的に勝てない。特に中国には勝てない。

アメリカはもう、完全に崩壊して、GE のガスタービンぐらいしか残っていない。ヨー

ロッパも１国１メーカが残っているかどうか。日本も、その後を追うのかというのが

非常に心配。

　　そうした企業から大学に寄付を頼んでも、日本の大学からは「アウトプットが出て

こない」という。東大の通史 100 年の論文のテーマを見てみると、ナノとバイオと

マイクロと、医療、ロボット、これで 80％ぐらいを占める。その意味では、太陽電

池とか、再生エネルギー関連は、まだまだ日本は可能性があると思われるが、いわゆ

る重工業のテーマはない。燃料電池あたりになると、分子の移動、原子の移動、イ

オンの移動、このあたりは、かなりナノ・マイクロの成果が生きてくる。そして 100
万キロワットの発電所技術とナノ・マイクロの技術の融合で、しかも 70％、80％の

効率を世界に先駆けて開発するという可能性が出てくるかも知れない。日本が重工業

の拠点として製造現場も持ちながら頑張れるように、こうした融合分野を攻めていく

ことが必要だと思う。

○そのことは機械工学分野では非常にシリアスな問題で、これについては学術会議も巻

き込んで大いに議論されてきた。機械工学基本的には設計の学問であるが、そういう

分野で魅力的な対象を据えて若い人を引きつけることは非常に難しくなってきている

ことは事実で、特に重電・重機をやろうとすると難しい。しかし、材料設計から始ま

る時代になって、そういう分野と大きなものがつながる、燃料電池等もつながる。そ

れから、システム科学の分野をもっと強めていくということが必要で、それらが進め

ばそれほど悲観する必要はない。ナノ・マイクロという言葉がどうしても、研究の申

請のために、光って見えるが、ちゃんとマクロも押さえて、ミクロも教える、研究す

るということが大切。

○将来のエネルギービジョンに向けた戦略シナリオを明確にして、研究者が熱意をもっ

て挑戦できるようにする必要がある。米国の Basic Energy Sciences というコンセプ

トは非常に魅力的。研究者を長期的なエネルギーの研究開発に引き付け得るシナリオ

だ。高温構造材料まで含まれる。シナリオが重要で、それはマネジメント部門の責任

である。

○エネルギー分野における革新的研究には、人材育成も含めた長期間にわたる基礎研究

が必要、という意味で拠点の必要性は分かる。その拠点では、「若い人に魅力のある」

テーマの設定や制度が必要。育った人材を受け取る産業側との連携も必要。国内市場

は縮小気味、世界の市場地域性、多様性を睨んだ研究が必要。技術の多様性（応用展

開、波及展開）の視点も重要。イノベーションを起こすためのインテグレーションの

仕組みも重要。すなわち、経済的・社会的なノウハウも入れた仕組み。

○（コディネータ） 日本は、創エネルギー（Sunshine 計画－太陽電池、燃料電池、風
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力発電など）や省エネルギー（Moonlight 計画－ハイブリッド車、液晶、白物家電、

プレハブ住宅など）の面で先進的なプロジェクトを打ち出し、進め、成果を挙げてき

た。戦略性が無かったとは云えない。資源が乏しいという危機感が色々なものを生ん

だ。インバーターエアコンは日本発だし、環境技術も少ない資源を守ろうとする意識

から進展した面がある。

　　日本は基礎素材に関する 先端の科学技術を保持してきており、それらが世界を席

捲する新しい商品につながってきた。水素吸蔵合金⇒ NiH 電池（ハイブリッド自動

車）、アモルファス Si 太陽電池⇒液晶ディスプレイ技術。Li イオン電池も、サンヨー、

パナソニック、GS −ユアサなど日本の企業が育てた。たかだか 1 兆円の市場という

ことで、米国は捨てた。皆無。 近 A123 が出てきた。

　　日本はフルセット型産業構造を持っており（基礎素材、部品　完成品の摺り合わせ

型産業を国内に集中）、そのなかでも素材が強い。アジアの他国は水平展開で目先の

事業には足早に展開するものの、次を自ら生み出せない。素材の技術力が弱いからで

ある。太陽電池でも、もう一度産総研を中心に材料を含めたコンソーシアムを組んで

ナンバーワンを取り戻す計画も始まっている。これらから、もう一度日本の強いビジ

ネスモデルをつくることが重要。

○もう一度日本が勝てる仕組み・構造を作ることが不可欠。日本流と欧米流のハイブ

リッドで。昔は、あうんの呼吸や暗黙の了解と云ったものが作用しており、組織内で

は自由な発想を育んだり、業界のため国家のために協力体制を構築してきたりした。

近は、企業も国も研究所も大学も近視眼的に目先の成果を追及するあるいは追及さ

れるあまり、中長期の取り組みや、大きな枠組みでの取り組みを考えて進めることが

なくなってきた。若手が育たない。異分野との交流も進まない。やれグローバル競争

とか、金融競争とかに追いまくられているが、これらはすべて、実体経済に負けた欧

米アングロサクソンの仕掛けた戦略である。

　　A123、BYD の動きを見ていると、今後中国は経済も科学技術も大きく伸びる可能

性が大きい。A123 は MIT のスピンアウトであるがやっているのは中国人。ものす

ごい数の中国人が世界の 先端の研究に携わっている。もちろんルールはあるが、

後は中国に戻る可能性もある。中国が経済的に成長し科学技術を活用する大きな市場

を提供することになって行くわけで、大きく飛躍する可能性が大きい。それに対して

隣国日本は戦略が無くてはならない。

○日本は、内外の権力者が決めたことをまじめに守ろうとする。なぜそうなのか、本当

に国益に沿っているのか、徹底的に検証しようとしない。地球温暖化に関しても、デー

タの信憑性の吟味や、排出権取引の仕組みの真の狙いなど、怪しいものが多い。そこ

をしっかり見直さないと、足元の財政バランスも、投資対象となる（日本の強みと考

えられる）経済基盤や産業基盤を流出させてしまっては、回復のしようがない。そう

した意味で、客観的な根拠（しっかりしたエビデンス）に基づいた戦略シナリオが不

可欠。

○ネットワーク拠点を生かすためには、産業界が本音で産学連携に取り組むことが必要。

これまでは、オープンな場ではかなり優先度の低いテーマしか出さない。本当にやり

たいことはクローズドでしかやらない。真のニーズを持ち込んでもらうようにするた

めには、公的にどのようなプラットフォームを用意すべきかを検討して具体化すべき。
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○個別企業ではなく、業界かグループでの対応を考えるべき。

○（コディネータ） 近の産業政策は、再び長期的観点をもって打ち出されている。Li
イオン電池の開発も７年から 10 年の長期レンジで取り組んでいる。二次電池で今も

日本がトップなのは、サンシャイン計画で 20 年前に取り組んだ LIBES というエネ

ルギー貯蔵技術開発プロジェクトの成果が生きているからと云える。大学の研究成果

をノートパソコンという製品に活かし、ニッカド電池をニッケル水素電池に代え、リ

チウムイオン電池に代えてきた。国家プロの成果が製品革新につながってきた。その

後、短期的な成果が問われる風潮もあったが、 近、もう一度長期的に挑戦的課題に

取り組もうとする姿勢が出てきている。

○そうした長期の産業政策、戦略論の検討には、産総研などの研究所も参画すべき。一

方で、科学技術戦略には JST が参画すべき。科学技術の向うべき方向などの方針に

ついては基本的なところは出ている。深く議論して戦略論を構築しても成果は期待で

きない。それよりも大きな方向をそれぞれが良く理解して実行して行くことのほうが

重要。（長期的、総合的（俯瞰的）戦略をよく理解しないと、その時々の場当たり的

な対応になってしまう。）

○エネルギーは国家の基本戦略課題。第３期科学技術基本計画で重点４分野に入れてい

ないのはおかしい。省庁縦割りが強く、総合科学技術会議は陣容も小さく力を発揮で

きない。

○総合エネルギー政策は、エネルギーセキュリティおよび産業政策に重点が置かれてい

る。従って、科学技術振興の側面からは見えにくいかもしれない。

○将来に向けた研究には、アップリオリに（黙って）10％程度のリソースを割くとい

うことを、一般的ルールにしてはどうか。

○研究開発の推進では様々な問題が生じるが、それぞれの当事者が自ら突破口を見出す

べく行動することが基本で、誰かに頼るとかあるいは待ちの姿勢では問題はなかなか

解決せず、タイミングも失してしまう。

○（コディネータ） やはり科学技術国家戦略論というのが非常に重要であるというこ

と、エネルギーに関するネットワーク研究が重要であるということ、人材育成をはじ

め様々な分野で産学官が力を合わせていくべきであるということ、が確認できた。

以上
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　本ワークショップでは、わが国におけるネルギー分野研究の戦略的推進に関わる、組織

の壁を超えた横断的な議論と、課題解決のための具体的方策の抽出を狙いとした。実際に、

産官学の研究・事業・経営・政策企画等の当事者および経験豊富な有識者約 30 名の参画

を得て、忌憚の無い意見交換を行うことができ、関係者が現状と課題に関わる認識を共有

するとともに、JST-CRDS の問題提起に対し様々な視点からの意見、また数多くの提案

が提示された。

　閉会にあたり主催者を代表して、JST-CRDS 環境・エネルギーユニットリーダの笠木

伸英上席フェローが、以下のようにワーショップを締めくくった。

○総合戦略の議論として、やはり国家戦略や異分野融合が、特にこのエネルギーにかかわ

るところでは重要であるということが確認された。

○（１カ月前の OECD 会議での印象であるが）各国は一様に「Green Growth」を政策

に掲げている。その主たる対応策の概念は「Filling the Gaps」。そこらじゅうにある

ギャップをいかに早く埋めるかの競争。即ち、科学の分野だと discipline の間のギャッ

プ、基礎研究から応用研究、開発研究の間のギャップ、産学のギャップ、官とのギャッ

プ、産業界の中のギャップ－業界ごと・会社ごと、国の行政内のギャップ、等々。

○国家戦略として、まずは学の連携・融合が必要。ただし、どうしても自分たちの領域を

決めてしまうところがある。いわば、不可侵条約を結ぶような連携というのが結構多い。

企業でも同じ。そのあたりを、まず、我々自身が直していかなくてはいけない。

○省庁のほうは、組織が固定されている中で短期的には連携・融合に限界があるが、 近、

応用開発から基礎研究への立ち返りのルートを設けようと、NEDO から JST に課題を

橋渡しをするための検討が始まっているのは注目に値する。その逆も必要だし、さらに

幅のある連携もしなければならないわけで、まさしくネットワーク型の推進が不可欠に

なってきているといえる。

○そのほか多くの重要な指摘があった。報告書にまとめるとともに、今回の議論を標題の

提言に織り込んで行きたい。今後とも、こうした議論や意見交換の場を継続して持ちた

いと考えているので、是非また参集いただきたい。

　以下に、本ワークショップでの発表、質疑応答、総合討論から抽出される主要な論点や

提案について整理した。これらをもとに、JST-CRDS は戦略（政策）提言につなげるこ

とを検討することとしている。

１．冒頭の主催者趣旨説明のなかで、JST-CRDS 吉川弘之センター長は、本ワークショッ

プで提起されている課題の解決にあたって留意すべき重要な視点を提示した。まず、「エ

ネルギーという非常に大きな課題」について国家的な総合戦略に基づき一貫して研究を

推進することの難しさと同時にその必要性を指摘した。実際に、ワークショップでの議

論でも、科学技術研究開発推進の一般論とエネルギー分野に関する議論の間を行ったり

来たりした。何らかの行動を誘起するための提言にまとめるときには、狙いに応じた絞

り込みが必要である。

　　次に、国家戦略と基礎研究との関係について、研究の本質論から今後の目指すべき方

８．まとめ



科学技術未来戦略ワークショップ
「ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点」報告書80

CRDS-FY2010-WR-05 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

向が指摘された。即ち、持続性時代における研究動機は外在因となりしかも超領域的と

ならざるを得ないが、自ら社会的期待の発見により課題を見出し、「ネットワーク・オブ・

エクセレンス」を主体的に構成することにより、それは自由度の高い研究として、中立

的知識を生み出す基礎研究となる。このことは、課題解決型の研究開発推進が強調され

る昨今、真に創造的な研究成果を生み出すための重要な視点であろう。

　　 後に、エネルギー研究拠点が国家的にできるとすれば、これがこれからの持続性時

代に対応してできる拠点の基本的なコンセプトになり得ること、そのような拠点を皆様

にぜひ作っていただきたい、と結んでいる。まさに、本ワークショップにおける議論を

踏まえて検討を進めるべき、即ち 終的に目指すべき到達点を提示しているといえる。

２．基調講演では、「我が国におけるエネルギー分野研究の戦略性強化」と題し、桑野幸

徳コーディネータが、環境・エネルギー分野の課題解決には、研究開発を進めて技術的

成果を生むことのみならず、国家戦略の策定と社会制度改革の推進が不可欠であること

を示した。

　　まず背景として、劇的に変化した地球環境・エネルギー問題をレビューしたうえで、

太陽電池研究開発を例に研究開発と事業化の成功と課題要因を分析し、さらに半導体産

業と２次電池産業についても分析を加え、以下の提案を導き出している。

　　わが国で今 も必要なことは、National Initiative Global Mega-Competition 戦略

であり、具体的には、①総合国家戦略研究所設置、②再生可能エネルギー国家研究開発

戦略の策定、③ネットワーク型 先端エネルギー環境研究開発拠点の整備、④国際事業

展開を含むエネルギー産業育成の戦略策定、について検討を進めるべきことを提案し、

本日の議論もこれらの点について忌憚の無い意見を交換してもらえれば、と締めくくっ

た。

３．CRDS による「課題設定」：わが国におけるエネルギー分野研究開発の現状を俯瞰し、

その推進に関する一連の課題を提示したうえで、エネルギー研究課題の抱える特性 1 に

着目し、（課題１.）戦略の明確化と共有化、（課題２.）リソース運用と人材育成の抜本

的改善、（課題３.）拠点構築とネットワーク研究強化、を採り上げて議論することを提

案 2。

４．セッションⅠ：『エネルギー分野研究開発における国家戦略の明確化と共有化の方策』

では、「低炭素化のためのエネルギー技術」と題して東京大学（JST 低炭素社会戦略セ

ンター）の山田興一教授より、主に太陽光発電を例に、より見え易く納得性がある戦略

構築の具体的な方策が明確に示された。要するに、技術シナリオ作成のために必要技術

を構造化すること、経済性、環境性の定量的な評価を可能とするデータベースを構築す

ること、技術シナリオ、経済モデル計算結果を参考に諸課題に対する研究開発の効果、

促進策を提示すること、などが必要となる。

　　「エネルギー分野研究開発の進め方について - 期待と課題 -」と題して、東京大学（元

1　エネルギー・セキュリティ、環境・経済との両立といった、国家の存立に関わる重要課題の解決が期待され、総合的かつ中長期にわ
たる粘り強い取組が不可欠。
2　（課題１.）の戦略議論についてはエネルギー全般を対象とするが、（課題２～３.）の具体的対応策については、今回は再生可能エネルギー
を想定して議論する。
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三菱重工業）の金子祥三教授より、①日本の特質（フルセット型産業構造－生産現場、

材料技術など）を活かすこと、②その戦略が重要であるが、産業界の「本当の声（silent 
majority の声）」を生かすこと、公開での徹底した議論、③産業界の声を戦略に取り込

むために大学が中立的立場で貢献すること、などが指摘・提案された。

　　「グローバル戦略の潮流を踏まえた示唆」と題して、日本総研の新保 豊理事より、経

済政策論と一体となった研究開発戦略という新しい切り口が提供された。　即ち、①戦

略立案にあたり、欧米のグローバル戦略（パワーゲーム・マネーゲーム、CSP パラダ

イム等）の理解が必要、②国家ビジョンに沿った研究開発であるべき、③財源問題の認

識（限られた資源の配分というより、成果（税収）を見込んだ思い切った投入のほうが

重要）、④ ALL-JAPAN 戦略研究開発機構への再編（財源担保、シンクタンク機能、民

間の知恵）、などが指摘された。

５．セッションⅡ：『再生可能エネルギー分野研究開発における公的資金運用と人材育成

の抜本的改善策』では、「研究戦略・体制構築と人材育成について」と題して、トヨタ

自動車の岡島博司氏より、①産業界の意見を入れた国策基盤研究を進めること、その際

に競争原理を働かせて、本気で取り組むようにすることが重要、②リスクの高い研究へ

の取り組みを長い目で評価すること、それには大きなファンドも必要、③異分野融合が

重要、④人材の育成については、裾野の拡充が重要な視点（例えば、現象の本質を見極

めるための物理化学を弁えた人材を増やすことなど）、⑤海外からの人材を日本に定着

させる（少なくとも一定期間）条件整備が必要、⑥人材育成については COCN（産業

競争力懇談会）の取りまとめを踏まえること、などの点が指摘された。

　　「再生可能エネルギー分野研究開発における公的資金運用と人材育成の抜本的改善策」

と題して、東芝の栗山 透氏より、①国策研究所には要素を束ねる技術研究、システム

実証、共通インフラ整備などが期待される、②同時に国際標準化や規格化の推進も集中

研究拠点の役割、③人材育成に関しては、複雑多様化・高度化する課題に対して広範な

要素をまとめ上げる設計能力の向上が重要、グローバル拠点としての人材交流が不可欠、

といった点が指摘された。逆に、要素研究、個別シーズ研究については、特定の拠点で

集中的に進めなくても、大学や企業がそれぞれの特徴を活かして取り組めば良い、との

指摘である。

　　「筑波研究学園都市をキャンパスとした「つくば産学独連携教育研究システム」の構

築－連携コーディネータによるナノエレクトロニクスの人材育成加速－」と題して、筑

波大学の鈴木博章教授より、現在進めている人材育成プロジェクトにおける「共鳴場つ

くり」の概念の紹介があった。それは、基礎と応用、物理・化学と電子工学等、異分野

の研究者集団が互いの知識を暗黙知として共有し協働している場・舞台であり、科学技

術創成の真剣勝負の現場（共鳴場）を学生が身をもって体験することで、次世代のリー

ダーとしての資質（俯瞰的視野と問題解決能力）を養成することを狙うもの。そのため

の具体的は方策が示された。こうした概念は、under-one-roof の概念に共通するもので

あり、エネルギー研究拠点の運営指針となるものであろう。質疑応答のなかで、「つく

ば研究学園都市」は意外とタコツボで、新しいことへの取り組みが遅いこと、背景に短

期成果主義があることなどが議論となった。また、若手の育成には海外も含めた外部で

の経験が重要、との指摘もあった。
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６．セッションⅢ：『再生可能エネルギー分野における国家戦略研究拠点の現状と課題』

では、「TIA ナノグリーンを中心とする環境関連拠点活動について」と題して、物質・

材料研究機構の曽根純一理事より、まずは‘Back to the basic’、そして‘Under one 
Roof’の実現、‘pre-competition 領域’におけるプラットフォーム構築による双方向

産学連携の推進などの経営視点が紹介された。特に、日本は技術流出が不可避との前提

で、自国の産業競争力強化戦略を構築しそれを推進すべきであることが強調された。

　　「TIA-nano 運営体制と中長期戦略の構築～本格化する TIA 推進活動の 新情報～」

と題して、産業技術総合研究所の渡邉政嘉氏より TIA-nano 運営 高会議事務局長の立

場から、現在策定中の中長期戦略の紹介があった。組織を超えたナノテクノロジーの教

育と基礎材料研究、産業技術を進めていこうという基本コンセプトのもと、６つのコア

領域を３つのコアインフラを有効に活かしながら推進する日本型拠点モデルの構築を目

指している。その中心的概念は、世界的な潮流でもあるが、オープンイノベーション・

ハブ化であり、そのための 7 つの視点が紹介された。要するに、関連ステークホルダー

間での価値循環が進むようにすることとも云える。質疑応答のなかで「つくばのタコツ

ボ論」に関して、優秀な研究者を集積しても意外とその間のコミュニケーションが無く

オープン ･カフェみたいなものが必要ではないか、一方で様々な産官学のプロジェクト

を誘致することで交流が促進されている面もある、融合領域研究所のような組織的対策

が必要、周辺地域の組織との連携を強化すべきなど、多くの意見が交わされた。

　　「水素材料先端科学研究センターと国際連携について」と題して、九州大学の村上敬

宜教授より、７年間の NEDO 事業の５年目となる現場の実態を踏まえ、課題と対応策

の考え方が示された。水素利用のための材料の基礎に立ち戻った抜本的な課題解決策の

提示と実証を狙いとしている。実際の推進にあたっては規制の壁にぶつかり、事業化の

みならず研究推進の面でも日本は海外に比べてハンディがあること、言葉の壁があるが

海外との共同研究を積極的に進めネットワークを構築することによりそれを緩和できる

こと、また国際標準化議論ではしっかりとしたデータで勝負することの重要さを実感し

ていること、などが報告された。

　　こうした活動実績をもとに文科省 WPI 事業に採択された、九州大学「カーボンニュー

トラル・エネルギー研究所」の立ち上げ計画が紹介された。なお、拠点のリーダーは、

CRDS 吉川弘之センター長の指摘された４象限の交差点（原点）の立場で運営に当た

ることが必要と感じている、とのコメントがあった。

７．セッションⅣ：『総合討論』では、はじめに JST-CRDS 田中一宜上席フェローから「日

本が緊急に必要とするもの」と題して論点の提示があった。即ち、科学技術政策のあり

方として、「再生可能エネルギー政策と戦略構造」を対象に、①政府の体制、②人材登

用とアカデミアの役割、③共用施設・研究拠点ネットワークについて、日米を比較しつ

つ、わが国の抱える問題とそれへの対応方策の案が提示された。これに沿って、桑野幸

徳コーディネータのもと、以下の議論が交わされた。

１）日本が緊急に必要とするもの － 科学技術とイノベーションの一体加速、国として

のコーディネーション機能の確保について

　　日本が限られたリソースのなかで（天然資源だけでなく資金面でも）科学技術とイ
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８　

ま
と
め

ノベーションを一体的に加速し、複雑多様化・高度化する社会的課題の解決や産業の

国際競争力確保・維持に貢献して行くためには、国全体としての総合的な研究開発戦

略をもつことが不可欠であるが、現状ではその戦略が必ずしも明確ではないとの問題

意識から、エネルギー分野を対象に現状認識の確認と対応策について議論を進めた。

　　基調講演以降の各セッションの発表ならびに総合討論のなかでも同様な指摘があ

り、参加者の間で問題意識が概ね共通認識化されていることが確認された。即ち、大

きな方向を示す方針はあるものの、また 近具体的な目標が設定されるようになって

きたがその根拠（優先順位や投入規模に関する合理的な理由および総合的な判断に

至った考え方など）が明確に提示されることは少なく、結果としてその戦略を実行す

る行政機関や研究開発実行機関の当事者がそれらを充分に理解できず、主体的に自ら

の行動に反映させるに至っていない。むしろ、鸚鵡返しの如く文言を並べて書類を作

成し、方針や戦略に則った提案や要求であることを PR することに力を割いているの

が現状ではないか、といった指摘などがあった。

　　具体的な対応策として CRDS が提案する、省庁横断的な調整機能強化策、戦略の

構築に関わる人材の専門性向上策、関係者が戦略を理解し共有化できるための方策等

について議論が行われた。こうした方策については概ね異論は無かったが、同時にい

くつかの重要な示唆を含む指摘があった；

①エネルギー分野戦略の前提となる、国家全体のビジョンと戦略が必要。

②組織のヨコ連携についてはこれまでは日本の伝統（調和を重んずる気風など）で何

とかカバーしてきたが、限界にきており（課題が複雑・多様化してきている）、シ

ステマティックな対応が必要。

③研究開発ならびにその成果の実証・実用化に関わる規制の問題については、安全面

については日本独特の風土があるが、より合理的な判断に近づけるべく規制を検討

する側の専門性高めることが必要。

④役所の短期ローテーションは、中長期でものを考えるインセンティヴを削ぐ。

⑤行政のシステムについて日米の比較をするには、歴史・風土を含めた全体の視点が

必要。例えば米国では各省庁が基礎研究まで含めたパッケージ施策を打ち出すが、

日本では基礎研究については文科省が大きな予算をもちヨコ串の政策を担当してい

る。それぞれ歴史的な検討経緯がある。一度に全体の枠組みを変えることは容易で

はなく、現実的にはヨコ連携強化の方策を進めて総合的な戦略性を担保することを

指向すべき。

⑥専門性を担保する方策として外部シンクタンクの活用も考えられるが、行政内部の

ガバナビリティ（ある意味で透明性）が確立されなければ便利屋に終わる可能性が

ある。

２）異分野融合、人材の多様化、インフラの充実、そして基盤研究拠点の構築とネット

ワーク化について

　　基盤研究拠点の構築については、再生可能エネルギー分野だけでなく化石燃料の高

効率利用分野についても必要との指摘があった。冒頭の趣旨説明にもあるように、将

来的にはエネルギー分野総合研究開発戦略に沿って、化石エネルギー、原子力エネル

ギー、再生可能エネルギー全体の効果的な中長期基盤研究体制の充実が必要と考えら
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れるが、まずは再生可能エネルギーについての課題を検討することとしている。

　　中長期的な視点に立った基盤研究拠点に期待される機能の も大きなものとして人

材育成機能が考えられるが、再生可能エネルギー分野でも今後益々重要となる異分野

融合研究について、成果評価の新しい体系の構築が不可欠との指摘があり、ここに議

論が集中した。現在は短期成果を追及しすぎること、研究機関により評価手法が異な

ることがヨコ連携や異動のインセンティヴを削いでいることなどが指摘された。例え

ば、一定期間安定的なリソースが確保されるような仕組みなど、モデル的な新しい評

価システムを織り込んだ研究ハブ拠点の構築が期待されていることが浮き彫りとなっ

た。特にコーディネータからも、長期的な視点からの成果評価がいかに大切であるか

について、エレクトロニクス分野での世界をリードする新製品開発の成功例が紹介さ

れた。また、アカデミックグループが閉鎖性を打破して学会横断的な取り組みを強化

し、融合研究を評価する仕組みの構築が必要ではないかとの指摘がなされた。企業と

の関係については、人材の派遣、育った人材の受け入れなど交流が重要であるのと指

摘もあった。

　　海外の例として、目指すべき将来のエネルギーシステムを掲げた上で、そのために

どのような革新的な研究（基礎研究）が必要かを研究コミュニティーも参画して時間

をかけて翻訳する仕組みを構築していることが紹介され、新しい拠点の機能として検

討してはどうかとの提案があった。また、こうした研究拠点の組織と運営については、

拠点が社会的に評価されること、研究者がそこへの就職を目標とするようになること

などが重要で、そのための仕組みをどう作り込むかが成否を分けるとの指摘があっ

た。拠点の魅力として社会から期待されるプロジェクトが推進されていることが望ま

しく、その成果を活かすための特別の規制緩和も工夫すべきではないかという提案も

あった。さらに、ネットワーク型拠点を生かすためには産業界が本気で取り組むこと

が重要で、例えば真のニーズが持ち込まれるようにするためのルールなどを工夫すべ

き、との指摘もあった。

　　再生可能エネルギー関連の研究領域として、マイクロナノレベルでの材料・デバイ

ス等の機能発現に焦点が当てられがちだが、それをマクロな実用化システムにつなげ

るあるいは融合させる研究の重要性が指摘された。日本のもつフルセット型産業構造

（基礎素材、部品、完成品の摺りあわせ型産業構造）を活かして、オールジャパンと

して中長期的に競争力を有するビジネスモデル構築を目指して研究課題を検討すべき

と考えられるが、その際にも客観的な根拠に基づいた戦略シナリオの構築が重要との

指摘があった。

　　政策面では 近、長期的視点が重視されてきているが、そうした政策の検討に公的

研究所が参画すべきとの意見もあった。このことは、与えられた戦略や政策に従うの

ではなく、研究者が自ら主体的にその趣旨を理解するあるいはそれに対して自分の考

えをもつ、さらにはその策定に参画する等の姿勢をもつべきであることを意味してお

り、上記１）の議論と共通している。

以上
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付録1　プログラム

１）主　　催：独立行政法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター

　　　　　　　環境・エネルギーユニット／ナノテクノロジー・材料ユニット

２）開催日時：平成 22 年 12 月 3 日（金）9：50 ～ 17：30

３）開催場所：JST 研究開発戦略センター２階大会議室

　　　　　　　　（東京都千代田区二番町、添付地図参照）

４）プログラム：

9:50 ～ 10:00 挨拶・趣旨説明：吉川弘之（CRDS センター長）

10:00 ～ 10:30 基調講演：『我が国におけるエネルギー分野研究開発の戦略性強化

 について』

 　桑野幸徳（太陽光発電技術研究組合 理事長）

10:30 ～ 11:00 日本のエネルギー分野研究開発の現状と課題・問題提起

 　宮下　永（CRDS フェロー）

11:00 ～ 12:15 セッションⅠ：『エネルギー分野研究開発における国家戦略の明確

　　　　　　　　化と共有化の方策』　【発表時間：各 20 分× 3 人＋質疑 15 分】

 　山田興一（東京大学総長室顧問 /JST 低炭素社会戦略センター副

　　　　　　センター長）

 　金子祥三（東京大学生産技術研究所教授（元 ･ 三菱重工業 ( 株 )
　　　　　　取締役技師長））

 　新保　豊（（株）日本総合研究所理事）

12:15 ～ 13:00 昼食（自己紹介）・休憩

　　　　　13:00 ～ 14:15 セッションⅡ：『再生可能エネルギー分野研究開発における公的資

金運用と人材育成の抜本的改善策』　【発表時間：20 分× 3 人＋質

疑 15 分】

 　岡島博司（トヨタ自動車（株）技術企画統括部 主幹）

 　栗山　透（（株）東芝 電力・社会システム技術開発センター部長）

 　鈴木博章（筑波大学大学院数理物質科学研究科教授物性 ･分子専

　　　　　　攻長）

14:15 ～ 14:30 休憩

Appendix



科学技術未来戦略ワークショップ
「ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点」報告書86

CRDS-FY2010-WR-05 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター

　　　　　14:30 ～ 15:45 セッションⅢ：『再生可能エネルギー分野における国家戦略研究拠

点の現状と課題』　【発表時間：20 分× 3 人＋質疑 15 分】

 　曽根純一（（独）物質・材料研究機構理事）

 　渡邉政嘉（つくばイノベーションアリーナ　ナノテクノロジー拠

　　　　　　点運営最高会議 事務局長）

 　村上敬宜（九州大学総長特別顧問、WPI 拠点構想責任者

　　　　　15:45 ～ 17:20 セッションⅣ：『総合討論』

 コーディネータ：桑野幸徳（太陽光発電技術研究組合 理事長）

 総合討論参加者：上記講演者、田中一宜 CRDS 上席フェロー、

 　　　　　　　　CRDS 特任フェロー、大学・企業・府省関係者

　　　　　17:20 ～ 17:30 まとめ・閉会挨拶：笠木伸英（CRDS 上席フェロー） 
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付録２．「ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点ワークショップ」　　
　　　　参加者一覧

（敬称略、所属・役職は WS 開催時点）

氏　　名 所　　　　　属 役　　　　職

発　

表　

者
（ 

発　

表　

順 

）

桑野　幸徳 太陽光発電技術研究組合（PVTEC） 理事長

山田　興一 東京大学／ JST 低炭素社会戦略センター
総長室顧問／副セン

ター長

金子　祥三
東京大学生産技術研究所

エネルギー工学連携研究センター
教授

新保　豊 （株）日本総合研究所 理事

岡島　博司 トヨタ自動車（株）技術統括部 先端・先行企画室 主幹

栗山　透
（株）東芝　電力・社会システム技術開発センター

電力ソリューション・配電システム開発部
部長

鈴木　博章
筑波大学大学院数理物質科学研究科

物性・分子工学専攻
教授／専攻長

曽根　純一 （独）物質・材料研究機構 理事

渡邉　政嘉
つくばイノベーションアリーナ

ナノテクノロジー拠点運営最高会議
事務局長

村上　敬宜 九州大学 総長特別顧問

参　
　
　
　

加　
　
　
　

者

魚崎　浩平
（独）物質・材料研究機構

国際ナノアーキテクトニクス拠点
主任研究者

大泊　巌 早稲田大学　理工学術院 名誉教授

村井　眞二 奈良先端科学技術大学院大学 理事・副学長

品田　賢宏 早稲田大学高等研究所 准教授

鹿園　直毅
東京大学生産技術研究所

エネルギー工学連携研究センター
教授

久保田　純
東京大学大学院工学系研究科

化学システム工学専攻
准教授

村上　正吾
内閣府　総合科学技術会議

環境／エネルギー担当
参事官

末原　茂
内閣府　総合科学技術会議

ナノテクノロジー・材料／ものづくり技術担当

田口　康 文部科学省　研究開発局　環境エネルギー課 課長

海邊　健二 文部科学省　研究開発局　環境エネルギー課 行政調査員

小口　治久
経済産業省　資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部　新エネルギー対策課

課長補佐

（技術開発・国際担当）

北川　和也
（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構

新エネルギー部

干場　静夫 （独）日本原子力開発機構 客員研究員

大和田野　芳朗（独）産業技術総合研究所　環境・エネルギー分野 副研究統括

善里　順信 太陽光発電技術研究組合（PVTEC） 事務局長 兼 技術部長
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Ｊ
Ｓ
Ｔ
関
係
者

眞峯　隆義 JST 理事

高杉　秀隆 国際科学技術部 副調査役

斎藤　尚樹 社会技術研究開発センター企画運営室 室長

野田　正彦 低炭素社会戦略センター企画運営室 室長

中村　宏 低炭素社会戦略センター企画運営室 調査役

村松　郷史 研究領域総合運営部第一研究領域 主査

Ｊ
Ｓ
Ｔ
／
Ｃ
Ｒ
Ｄ
Ｓ

吉川　弘之 CRDS センター長

植田　秀史 CRDS 副センター長

笠木　伸英
CRDS 環境・エネルギーユニット

ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点チーム
上席フェロー

田中　一宜
CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット

ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点チーム
上席フェロー

宮下　永
CRDS 環境・エネルギーユニット

ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点チーム
フェロー

金子　直哉
CRDS 政策システム・G-TeC ユニット

ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点チーム
フェロー

鈴木　至
CRDS 環境・エネルギーユニット

ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点チーム
フェロー

永野　智己
CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット

ネットワーク型最先端エネルギー環境研究開発拠点チーム
フェロー

河村　誠一郎 CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー

中本　信也 CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー

渡辺　正裕 CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー

上野　潔 CRDS 環境・エネルギーユニット フェロー

丸山　浩平 CRDS 環境・エネルギーユニット フェロー

伊東　義曜 CRDS 電子情報通信ユニット 主任調査員

長野　裕子 CRDS 政策システム・G-Tec ユニット フェロー

佐藤　靖 CRDS 政策システム・G-Tec ユニット フェロー
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科学技術未来戦略ワークショップ
CRDS-FY2010-WR-05

「ネットワーク型最先端エネルギー
環境研究開発拠点」報告書
平成22年 12月 3日（金）開催

平成23年 3月　March 2011

独立行政法人科学技術振興機構　研究開発戦略センター　

環境・エネルギーユニット／ナノテクノロジー・材料ユニット

Environment and Energy Unit, Nanotechnology / Material Unit, 
Center for Research and Development Strategy 
Japan Science and Technology Agency

※お問い合せ等は環境・エネルギーユニットまでお願いいたします。

笠木　伸英　　　上席フェロー　　　（環境・エネルギーユニット）
田中　一宜　　　上席フェロー　　　（ナノテクノロジー・材料ユニット）
宮下　永　　　　フェロー　　　　　（環境・エネルギーユニット、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ナノテクノロジー・材料ユニット）
鈴木　至　　　　フェロー　　　　　（環境・エネルギーユニット）
永野　智己　　　フェロー　　　　　（ナノテクノロジー・材料ユニット）
金子　直哉　　　フェロー　　　　　（政策システム・G-TeCユニット）

■ワークショップ企画メンバー■
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