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産業構造審議会 第１８回産業技術分科会 議事録 
（第１３回基本問題小委員会と合同開催） 

 
１．日時  ：平成２２年５月２４日（月）１５：００～１７：００ 

２．場所  ：経済産業省本館１７階 第一特別会議室 

３．出席委員：木村分科会長、荒川委員、飯塚委員、宇佐美委員、小野委員、柏木委員、呉委員、

下村委員、長島委員、中村（信）委員、夏梅委員、西山委員、橋本委員、春山委員、

古川委員、前田委員、松田委員、丸島委員、谷田部委員、渡部委員 

４．議事次第 

・産業技術政策に係る今後の検討について ―報告書（案）について 

・技術戦略マップ２０１０（案）について 

・その他 

５．議事概要： 

冒頭、近藤大臣政務官よりご挨拶。その後、事務局より産業技術政策に係る今後の検討報告書（案）

及び技術戦略マップ２０１０（案）について説明。報告書案については修正箇所について委員長一

任の上とりまとめることとなった。 

 

（近藤大臣政務官挨拶） 

 

 本分科会及び小委員会においては、本年２月より６回にわたり、今後の産業技術政策について活

発にご議論をいただいた。この間の委員の先生方のご協力に、心から感謝を申し上げたい。 

 本日は、これまでご議論いただいた内容について報告書（案）としてお示しをしている。その中

には、2020年に目指すべき国の姿として、技術を価値につなげる国となることが提言されているこ

とと承知をしている。課題解決に直結する新たな研究開発プロジェクトへの重点化、産官学が結集

した拠点の構築、戦略的な国際標準化の推進など、ここに盛り込まれたさまざまな具体策はいずれ

も重要なご提言。本日、最終的なご議論を経て、ぜひ報告書としてとりまとめていただきたい。 

 また、本分科会の報告書の内容については、来る６月１日に経済産業省全体としてとりまとめる

産業構造ビジョンに盛り込むと同時に、６月の中旬を予定している、政府全体で策定が進められて

いる新成長戦略にも反映されるよう取り組んでまいりたい。とりわけ新成長戦略は、６つの分野で

のイノベーションを６つの柱の１つに位置づけており、本提言を具体的な形で政府全体の政策に盛

り込んでまいりたい。 

 さらに、次期科学技術基本計画の策定のための検討が総合科学技術会議で進められており、当省

としては、本分科会でご議論いただいた内容を踏まえ、次期科学技術基本計画の策定に貢献をして

まいりたい。 

 我が国が技術革新による成長を実現していくためには、研究開発のみならず、その成果を迅速に

普及につなげていくことが重要であります。当省といたしましては、来年度予算要求から、共通基

盤技術の研究開発のみならず、成果を普及するための環境整備まで一体的に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 また、これは事務方のペーパーにはないのでありますが、とりわけ現在の政府の成長戦略の中で

イノベーション特区という考え方もお示ししているところでございます。まさにこのイノベーショ

ン特区、具体的にどういうものになるのか、これから議論が深まるわけでありますけれども、この

分科会での議論を踏まえたしっかりした特区制度。これは地域になるのか機関特区になるのかは別

にして、日本が、まさにある分野ではナンバーワンにならなければならないと思っておりますので、

そうした体制整備に向けて準備を整えていきたいと考えております。 

 最後に、これまでの委員の皆様方の熱心なご議論に敬意と感謝を示させていただき、簡単でござ

いますがごあいさつとさせていただきます。 

 

（産業技術政策に係る今後の検討－報告書（案）について：自由討議） 

 

資料３ 
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○委員 

 ずっと議論されてこられて、要点はほとんど網羅されていると思います。１つ意見を申し上げた

いのは、2020年を目途としたイノベーションということをイメージされている中で、出口のイメー

ジをどうするかということについて、より明確化するというより、起点型、要素技術型という側面

が色濃く残っているのではないかというふうに思いました。 

 今後のこともありますので申し上げますと、成長戦略に資するわけですから、成長させようとい

ったときには既存産業がどのくらい膨らむのだろうか、あるいは 10年後には新しい産業をどうや

って生ませようとしているのか、つくろうとしているのかということの、より明確にする必要があ

るのではないかと思います。要素技術的な側面のほうが強すぎるように思えます。その辺に改善の

余地が大いにあるように思います。私どもの会社でいえば、事務系と技術系がいて、事業開発をす

る人と技術開発をする人が混然一体となって新しい事業を開発するというようなことをやってい

ます。それは一緒になってやったときのほうがより成功率は高まるからです。例えば、新エコロジ

ー産業を生み出すとか、あるいはシルバー産業をつくり出すとか、そういうようなイメージが必要

だと思います。それをもっと文理融合というか、社会的な課題ですから、社会学者とかビジネスマ

インドをもった、いわゆる文系の方も入って本当のイメージ─10年後ですから、ある程度産業イメ

ージをつくって、それに見合ったものをどうするのだというふうに、規制にしても、政策にしても、

特区にしても、そういうものをあらかじめ用意しておくというようなことで進めないと、多分従来

パターンになってしまう。─要素技術型は強いのだけれども、アンブレラ産業化を図るということ

では弱い。そこを、今後はもう尐しつくり上げてやるというふうにステージアップする。弱いとい

いながらなかなかうまくいってないという点に踏み込む必要があるというのが私の意見です。 

 

○委員 

 私、今のご意見に全く賛成で、まさに今、委員がおっしゃったように、2020年にどうなっている

べきか。例えばＣＯ２削減の問題にしても、今の技術の延長線上で節約とか、あるいは使い方で節

約するのではなくて、例えば 20％、さらに 30％踏み込むとすると、社会のインフラそのものも変

えなければいけない。だから本来であれば、そういうふうに踏み込むためには、どのような技術で

どういう産業を興さなければいけないか。極論すると、今の自動車とか電気の産業が変わらないと

いけないかもしれないというのがあるべきかなと思いました。 

 でも、そういっていても報告書にまとまらないので、話が急に小さくなるのですけれども、今の

延長線上で、例えば 39ページに「国際標準化に係る戦略的重点分野」という図 29というのがあっ

て、そこに「ｉＰＳ細胞等幹細胞」と書いてあるのですけれども、ｉＰＳ細胞ということをフォー

カスする形だと、そういうふうな意味でも小さいと思うのですよね。後ろのほうのライフ・イノベ

ーションのところでも、幹細胞の標準化とかそういう言葉が出てくるのですけれども、むしろここ

は、もしそういうのであれば、幹細胞を治療した未充足医療ニーズの充足、例えばベータ細胞の再

生を世界で最初になし遂げるとか、神経変性を伴う疾患の神経再生を 2020年までに治療法として

確立するとか、そのためにどうすればいいかという、言葉レベルでももう尐し大きなスコープで書

いていただければいいかなというのが１点。 

 もう１点は、18ページにアメリカと日本の科学予算の枠組みの図が並べてかいてあるのですが、

これは非常に特徴的なのですね。アメリカのほうは、例えばＮＩＨ20％と書いてある。ですから、

ＮＩＨで機械の研究は、Energyというのが別にあるからやるわけはないのです。だけれども、日本

のほうは省別になっているんですよ。それぞれの領域にどれだけの国の予算を投下しているか、こ

れでは比べられないんですよ。ですから、省庁を超えた形での予算の重点配置ということを常にお

願いしているのですけれども、これだとＮＩＨの 20％に相当するものが我が国で何であるかみえな

いんですね。できれば、そういうふうな形でどこにどう重点投資するかということ、これは図を直

せばいい話なので、そういうふうなものがみえるだけで随分違うかなと思って申し上げました。 

 

○委員 
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 報告書は漏れなく書いてあるような気がするのですが、今お二人がお話しされましたように、

2020年というのは完成版になってないとまずいのではないかという気がするのですね。というのは、

団塊の世代が全部 70歳に入ってしまいますから、あと５年ぐらいが勝負かなと思っています。 

 日本は知的レベルが高くて、しかも国としては成熟してきている。知的レベルの体現者として、

世界に活躍する日本人の多くがドクターをもってなければ話にならないというのが今の世界の現

状だと思うのです。何しろドクターをもっている方は非常に尐ないという気がします。報告書の中

に何回もポスドクの話と専門職大学院、技術経営の話が出てきます。専門職大学院というのは、文

科省のルールで大学のドクターコースをもつべきだということは何も触れてないために、大学当局

からしますと、既存学部との食い合いがあっては困るということで、逆にコースを作らせない動き

があります。多くの大学では、ほとんど既存のコースを間借りしながら、例えばＭＯＴのドクター

ディグリーをもった者が経営レベルで通常議論できるようにしたいものです。いつも何かルールを

つくると、一つ一つが分断されたルールになってしまっていまして、それを総合的にみたときに、

本来の姿から乖離していると思えます。たまたま教育の現場にいるものですからそういう発言をさ

せていただきました。 

 

○委員 

 先ほど近藤政務官が言及されましたけれども、イノベーション特区という言葉を使われて、いわ

ゆる特区構想でございます。従来は、ロボット特区に代表されるようないろいろ特区がありまして、

幾つかがあったと思いますけれども、最近、地方におきましては、それをまとめていわゆる○○特

区構想などというような形で協議されているところもあるわけでございます。これは政策的課題だ

と思いますけれども、先ほど政務官も言及されたことでございますし、今までどの程度議論された

かわかりませんけれども、もしこの中に盛り込むことができれば、ある程度触れておかれるのもよ

ろしいのではないかというふうに思っております。 

 

○委員 

 先ほど来アンブレラのお話があって、まさしくそこの重要性に関しては私も同感でございますけ

れども、研究開発の現場におりますと、次の一歩をどっちの方向に踏み出すのかという問題もまた

重要でございまして、そういう意味ではこの報告書は重要なアイテムを相当カバーしていると思っ

ております。 

 ４点ほど指摘させていただきたいと思います。仏つくって魂入れずというちょっと変なたとえで

ございますけれども、私も十分ここに魂は入っていると思いますけれども、４つほど魂をつけ加え

させていただきたいと思っています。 

 まず、28ページのところで、これからの研究開発はどういうふうにあるべきなのかということで、

第二章を新たな価値を生み出す技術開発というところに置いたという面で、それを具体的に述べて

いるという点で、この 28ページというのは、私は意義があるのではないかと思っています。科学

技術というのは生み出した価値によってこそ価値が判断されるという、今までの科学技術の水準が

向上すれば善である、価値であるとしてきた途上国型の研究開発から脱皮するチャンスであるとい

うふうに思うところでございます。自前主義からいかに脱却するか。書くものはそうなのですけれ

ども、いかに次の一歩を踏み出すかということは結構難しくて、そういう意味では研究の実施部隊

と研究の助成部隊をいかにうまくコミュニケーションして一体的に進めていくかということで、そ

ういう意味では、この 28ページというのはそれを指摘しているいいところではないかと思ってお

ります。 

 さらに、それを実践する２番目の魂としては、32ページになりますでしょうか、現在、大きな拠

点構想というのが動き始めておりまして、そういう場を使って産学官連携の本当の実のある実験を、

私は大きな実験場だと思っておりますので、ここで提言していることの有効性をぜひ実証していき

たいと思っているところでございます。そのプロジェクトの成否だけでなくて、方法論の成否まで

プロジェクトの中で検証していけたらいいかなと思っております。 

 ３点目の魂は、もといただいたのでは 32ページなのですけれども、新しいところでは 34ページ

になるかと思います。標準化とか新しい認証制度をどうつくっていくかというところで、私は大変
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好意的にこの提言を受けとめているところですが、ちょっと古い話になりますけれども、通産省時

代には基準認証政策が機械情報産業局と通商政策局、工業技術院に分散しておりまして、なかなか

一貫した政策がとれなかったと思うのです。それが今回、技環局の基準認証ユニットに統合されま

して、非常に一貫性のある政策として出てきたと、外部からみているとそういう印象をもちます。 

 ぜひ成功させていきたいと思っているところですが、１つ認証ビジネスという意味では、実は今

回が一番新しい試みではなくて、 ISO9000が認証ビジネスの第一波だと思うのですね。ヨーロッパ

型の認証ビジネスが入ってきて、日本がそれに対応せざるを得なかったという状況です。その認証

ビジネスが現在どうなっているのか。 ISO9000の品質システム、品質を向上させようというマネジ

メントシステムですけど、それが日本に入ってきて、日本が受け入れて、それが成功した面と必ず

しも成功してない面があるので、そこは十分検証して次の認証システム、新たな第二波か第三波に

なるわけですけれども、それに対応していったらいいのではないかなというふうに思っています。

当時の 1990年代の場では日本は非常に品質はよかったわけで、そういうのがＱＣ活動で支えられ

ていた面に ISO9000が入ってきて、どう調和させるかというのが課題だったと思うのですけれども、

いわば左足にげたを履いて右足に靴を履いているようなもので、どうも歩きにくくてしようがない

という状況が続いておりまして、これをうまく融合して初めて日本の新たな品質の展開ができるの

ではないかと思いますので、そういう過去の経験も十分踏まえて認証政策をやっていければいいの

ではないかなと思っています。 

 それから、アジアとの連携ですけれども、今申し上げましたように、認証制度というのはヨーロ

ッパから入ってきましたので、必ずしも日本にまだ定着していないというふうに私はみておりまし

て、そういう意味ではアジア諸国と横一線ですね。我々がそこはリードしているということはない

ので、上から目線でみることなく、お互いにＱＣ活動みたいな実態論と認証制度のような制度論、

あるいは形式論というとちょっと言い過ぎかもしれませんけど、制度論をうまくどう融合していく

のかということは、アジアにとっても日本にとっても課題なので、お互いに同じ目線で努力しよう

という態度でいったらいいのではないかなと思っております。 

 ４点目、ちょっと長くなって恐縮ですけれども、42ページ以降でしょうか、人材のお話が出てき

ております。私どもの産総研もポスドクの育成ということでやっておりますけれども、このポスド

クの人たちに対する印象論として、私、常々苦々しく思うのは、１万 8,000人いるわけですけれど

も、何かこのポスドク１万人計画が彼らの責任であるかのような風潮、意見が出るときがあります。

それは決してそうではなくて、彼らは彼らなりに非常に努力してやってきて、むしろ制度側の問題

でございまして、何か非常に落ちこぼれのような言い方をしてみたり、努力が足りないような言い

方をしているのですが、それはむしろ彼らの責任ではなくて我々の責任でございまして、最終的に

は日本の大学院教育をどうするかという問題に帰着するわけでございますので、そういう心構えで

この問題には対処していきたいなと思っているところでございます。 

 

○委員 

 先日の懇談会で大体私は申し上げたのですが、その後ちょっと考えたことを、尐し細かいことも

含めて２～３申し上げます。 

 １つは、人材のことが懇談会でいろいろ皆さんの関心だったのですが、文科省の領分ではないか

というようなご指摘が２～３の方からありました。私は、特に国際対応のできる産業界が必要とす

る人材ということを考えると、大いにほかの省庁も積極的に発言をして乗り出していただきたいと

いうふうに思います。 

 ２番目、国際標準その他のところで、私は前の委員がおっしゃられたことに非常に賛成です。さ

らに申し上げると、国際標準、知的基盤とかこういう部分は、ある程度蓄積されてきているという

こともあるし、今の対応がつくるほうに力点が置かれ過ぎているので、それをどう維持管理するか、

どうレベルアップするか、それをどう活用していくか、そこをもうちょっと運用上重視していただ

いて、特区という言葉が非常にはやっているらしいのでそれで申し上げると、バーチャル特区みた

いなものを考えて、その点でアジア諸国とかそういうところに先行したほうがいいというふうに思

います。 
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 第３点は、先ほど来ご意見が出ていることですが、10年後のイメージをつくる、目標をつくる。

私は、この点は余り賛成ではありません。過去半世紀以上にわたった例えば社会主義国の結末を思

い返してみると、大勢の人が賛成するような長期目標を設定してしまうということは、世界の変化

に乗り遅れるので疑問点が多いように思います。 

 

○委員 

 いろいろ尐子高齢化を取り上げてあっていいのですけれども、他の委員もおっしゃったように、

もう尐し尐子高齢化ではなくて健康高齢者産業というか、医学は一生懸命健康な高齢者をつくろう

としている、その人たちがいかにして幸福な社会に生きていけるかというのが余り出てないと思い

ます。シニアを使うとかいろいろ書かれておりますけど、どういう産業をつくっていくのか、そこ

が大事だと思います。 

 第２点、これもアジアのニーズを的確にとらえるという表現がありますが、もっと積極的にニー

ズを追求するぐらいのことが必要ではないかと思います。 

 第３点は、大学との人材の養成でありますけれども、教育はいろいろ書かれておりますけれども、

教員をどう養成するのか。教員がもう尐し現場主義で、医学の場合には日々、臨床医、基礎医すべ

て第一線の問題にいつも対面しているわけですけれども、理工の先生も、日本の第一線の企業が直

面している問題にいかにして毎日直面するか、そういう経験をもたせる、そういう体験をもたせる

ことが大事だというふうな記載が尐ないように思います。 

 

○委員 

 私も十分今まで発言してきましたので、簡単に２点だけです。 

 ２点ともここで随分議論されてきたことなのですが、１つは、異分野・異業種の融合ということ

が非常に重要だという議論が随分ありました。もう１つ、グローバルな連携というのは極めて重要

だということがありました。それを明確に入れていったほうがいいと思いまして、どこに入るかな

と思うと、19ページの「共通基盤技術の研究開発の強化」に異分野・異業種の融合とかグローバル

な連携という言葉が入るのではないかなと思います。 

 それと同じように、29ページの「産学官が結集した新たな研究開発体制の構築」にそういうこと

を明確に入れておくということが、前の議論の中でもありましたし、重要なことかなと思いました。 

 

○委員 

 全体の印象につきましては、私は冒頭に発言された委員の方々と同感でございまして、課題解決

は私も非常に大賛成でございます。ここに書いてある課題、それを達成するような課題についても、

私も大賛成なのですが、10年後のイメージといいますか、数値目標というのは難しいと思うのです

けれども、どういうありたい姿までもっていきたいかというのがあると、もう尐しあれかなと思い

ました。 

 ２点目は 16ページの図なのですけど、私は、この図は我が国の産業構造を議論する上で非常に

重要な図だと思っております。特にシェアが高いということは、いいかえれば今日本が強いという

ことでございますので、では、この強い日本の産業をどうやっていくのかということも重要だろう

と。 

 それと第五章、グリーン・イノベーションとかバイオ・イノベーションというのと結びつけて、

例えば部材など、リチウムイオンだとかありますけれども、あるいはカーボンファイバーもござい

ますけれども、こういうのもＣＯ２の削減といいますか軽量化とかいろいろな問題がありまして、

20年までに向けて、これからグリーン・イノベーションとこういう既存の産業とをどういうぐあい

に連携させて、それをマネージしていくかというようなことになると、全く新しい産業も当然つく

ると思いますけれども、我が国の強い産業とそういうものを連携させてどうしていくかというのが

一つ大事なのかなと思っております。 

 特に素材、高級材料ですか、今、日本は、化学産業は世界第３位の出荷国。日本だけの産業でい

うと、自動車とほぼ同等の付加価値を上げているわけでございまして、この強いところを今度の新

しい成長戦略とどういうぐあいに連携させてやっていくのか。何かマトリックスみたいのがあると
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……。先ほどアジアの話がありましたけれども、アジアの中でも、我々日本はどういう分担をして

いくのか。国際分業とかいう話がありますけれども、そういう意味でいくと、日本が主導的にアジ

ア地区でリードしていく重要な産業というか、機械関係、精密機械とかそういうのを含めまして、

やはり戦略的にここら辺の既存の産業をどうしていくのかということをやっていただきたいと思

います。 

 実は心配していますのは、リチウムイオンにしても今は日本が強いのですけれども、本当に 10

年後の 2020年にこういう絵が描けるのかなというふうに一方では心配もしているわけでありまし

て、特にこの 10年でやるべきことという意味でいくと、この絵をみて戦略的に何か落とし込んで

いくというようなことが非常に重要かなと思っております。 

 

○委員 

 前回お話しさせていただいた、女性の文言を入れてくださいということで、２カ所にたくさん書

いていただきまして、ありがとうございます。25ページのほうで、教育、育成という意味で、女性

の「活躍できる場を提供、創造していくことが重要となっている。」というのは全く賛成です。 

 43ページのところにも女性のところを書いていただいて、大変賛成でありがたいのですけれども、

産学連携というのは、ＭＢＡをもっているとかＭＯＴをもっている人であるのがいいわけではなく

て、例えば大企業で技術をやって、その後、事業部とか子会社で事業を立ち上げられた経験のある

シニアの方と横展開ができる若手だったり理系の女性だったりがセットであるということが私は

必要だと思っているのです。何となくこの「技術経営人材の育成と強化」のところを読んだときに、

そのイメージが、女性を無理やり書いていただいたせいか、そういうような色にみえなくなってし

まったのかなというような気がしないでもない。私の気のせいなのかもしれないのですけれども、

シニア人材と若手であったり理系の女性とかのセットでの横展開できるような柔軟な発想という

のがすごく重要なのかなというようなイメージをもっています。 

 また、2020年に理系女性をふやすということで、前回もお話しさせていただきましたけれども、

文部科学省が振興調整費で女性研究者プログラムということで、女性のみの枠というのをいろいろ

な大学がつけていますので、やはり女性というのを書いていただいたことで理系の女性をふやすと

いう色がすごく強まって、よかったなというふうに思っています。 

 

○委員 

 簡単に申し上げますが、一番最後の 44ページ、「産学官による理工系離れ対策の推進」につい

てですけれども、もちろんここに書いてありますように、小・中学生に理科の関心を呼び起こす、

これが最も重要であることはいうまでもありません。ただ一方で、将来、理工系で働くことがすば

らしいことだという夢を与えることが大変重要でありまして、そのためには、理工系に行くとある

程度給料がいいとか、あるいはスーパースターでイチローのように名誉をもらえるとか、そういう

ようなことが多分必要ではないかと思います。ここには産業界の方が多数おられますので申し上げ

たいのですが、ぜひドクターの学生について、せめて初任給だけは尐しよくしていただきたい、そ

んなふうに考えております。 

 

○委員 

 私もいろいろ発言して大分反映していただきまして、網羅的という言い方にもなるかもしれない

が、非常によく書かれていると思います。ただ、３つぐらい申し上げたいのですが、産業界にいま

すと、非常に長期にわたって着実に低下しているというあせりを非常に感じているのですね。13ペ

ージに図面がかいてありますけれども、実はこれはすごいことなんですよね。長期的にわたって下

がってきているということを、もうちょっと共通認識として共有すべきなのではないかなというの

が１つあります。確かに 1980年からというのが 13ページあたりになって出てくるのですが、最初

にまずあっていい認識ではないかなという思いがします。それはどういう意味をもっているかとい

うと、これまでと同じような議論をして同じような対策をとっても、多分変わらないだろうという

感じを非常に強くしているわけです。ですから、相当ドラスチックな腰を据えた対策を打たなきゃ

いけないのだろうということになると思います。 
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 ２番目ですが、アジアという言葉が非常に多く出てきて、今回は非常によかったなと思っている

のですが、ただアジアと戦っている本人としては、語られているいろいろな提案のほかに、イコー

ルフッティングというのももう一つ強く語っていただきたいなと思っております。大分格差があっ

て、苦戦を強いられている現場の実感であります。 

 ３番目ですが、これが一番重要なのですが、技術経営の教育、育成というのが 24ページと 43ペ

ージに出てきますが、私、産業界にいて、経営そのものの問題が非常に深刻だなと強く感じます。

今、新たなフェーズにまた突入して、３つの「い」と申し上げているのですが、「い」というのは

胃袋の胃ではなくて異なるという意味で、異分野とか異なるサイエンスとかそういう分野を統合し

た付加価値をつくらなければいけないという異と異国、グローバル化。アジアというのもあるわけ

ですが、もう１つ３番目のアイテムとして申し上げたいのが、異なる時定数というか時の感覚です。

このことは今まで余り語られていないのですが、要するにスピードが非常に高速な分野と長期で考

えなければならない分野の中で、日本は経営が立ち往生しているというのがみてとれます。これは

民間の問題だといえば民間の問題かもしれませんが、トップの人事制度なども議論したら切りがな

いのですが、とにかくあれだけ急速に変動する市場で、どうやって経営のリソースを投資する、し

ないというのを判断していく過程を処理するトップの人事が、余りにもおかしいのではないかなと

いう気がしています。これは民間がみずから直すしかないということなのでしょうが、問題として、

私は技術経営も非常に重要なのですが、経営そのもの、２年ごとに交代するような、時が来たら交

代するような─官の経営はそれでいいのかもしれませんが、民間でそれをそのまま、日本の人事制

度というのは官から随分受け継いでいるものがあるのですが、どうもそういうものに対して多尐、

これはちょっと場違いという気もするかもしれませんが、いろいろな産業構造を議論する上で避け

るわけにいかないのではないか。日本の特徴だと思っております。技術的経営ではなくて経営その

もののスピード感のなさといいますか、そういうものをどこかで語ってもいいのではないかなと思

いました。 

 

○委員 

 前回、懇談会で大分申し上げましたので、極めて多岐にわたってきれいに書いてあると思ってい

ます。ただ、これからのイノベーションはグリーンとライフだと、そのためのオープン・イノベー

ションという形態を使って、うまくこの２つの産業構造をどういうふうにしていくかというのを考

えるのだと。これをずっと読んでいきますと、経済産業省がこういうふうに思うという主体的な文

章になっているような気がしていまして、特にグリーン・イノベーションというと、例えば一次産

業から二次、三次産業まで含めて、だれがイニシアチブをとって全体の産業構造をまとめていくの

かということが非常に重要で、例えば海洋の中で、食を担保しながら藻類を使ってエネルギーに着

手する。そうすると、一次産業が加工から三次産業まで全部併設するような格好での技術開発とい

うのはどういうふうにするのかというのは、どこで読んだらいいかなと思って、例えば 46ページ、

47ページなんてみますと、経済産業省ベースの個々、あるいはその技術のシステム化のオーダーを

出ていない。ですから、一次から二次、三次に至る産業構造の変革を、こういう個あるいはシステ

ム的な産業技術が主導して、食あるいは海洋等々から、あるいはバイオマスからサービスに至るま

でのシームレス化、バリューチェーンを求めた連携が行われるようにするのだというようなことが

どこかで読み込めると、もう尐し章を超えた全体最適化の産業技術のあり方というのがいえるので

はないかということを申し上げたい。 

 

○委員 

 ２点申し上げます。 

 １点目は、以前にも申し上げましたように私ども地域で暮らしている者にとっては、地域の力を

生かしたイノベーションというのを書いてほしいということで、それについては、35ページなどに

「地域の強みを活かした研究開発力の強化」ということで書いていただいたのは大変ありがたいと

思っております。ただ、それに加えて、先ほど政務官からもお話がありましたイノベーション特区

というようなものが、もしもっと具体的に書けるのであれば、これは地域だけの話ではないのでし
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ょうが、その辺と結びつけた記述がもっと踏み込んで書けるのであれば、そうしていただければあ

りがたいなというのが１点です。 

 ２点目は、全体の印象なのですが、私、余り議論に参加してなくてこんなことをいうのは何なの

ですが、皆さんのおっしゃるのを大変網羅的に書いたがゆえに、キーワードとしては「技術を価値

につなげる国」ということになるのでしょうが、例えば、これがまとまった暁に、新聞記事に書く

場合どういう見出しになるのかなというのを悩んでいたのですが、網羅的なのはとてもいいのだけ

れども、重みづけがもうちょっとあってもいいのかなと。全体をまとめるキーワードとしては「技

術を価値につなげる国」しかないのかなというふうに思っていて、それ以外の網羅的に書いてある

ものをもう尐し重みづけをして、順番にまとめていただいたほうが国民にもアピールするのかなと、

これは感想ですけれども、そんなふうに感じました。 

 

○委員 

 今までのご意見を聞いていて、賛成できるところが多いのですがちょっと違うなと私自身が感ず

るところを申し上げてみたいと思います。出口を見据えるというのは、結局経営者の何を創るかの

先読みの力だと私は思います。世の中でこういうビジネスが今出た、それを追っかけてやるようで

は、これは勝てないと私は思います。今、10年後を見据えるというのだったら、今もっている技術

でどういう出口を見据えるのかが精いっぱいだと思います。アンブレラと称して新しい産業をつく

っていって、そこに必要な技術を構築していくというのは 10年では間に合わないと思います。で

は、日本の企業が必要な技術は外国から導入すればいいではないか、Ｍ＆Ａをすればいいではない

か、と言う考え方もありますが、これで本当にうまく経営できるのでしょうか。経営が欧米型だっ

たらそれはできると思いますが、日本の企業が外国の技術を買収して、それにかかわる人たちを日

本の経営ベースではコントロールするのは難しいと思います。経営者全体をアメリカあるいはヨー

ロッパスタイルに変えなければならない。そういうことで期待する出口をトータルとしてまとめて

いけるのだろうか、私は非常に難しいと思います。ですから、今おっしゃったようなアンブレラ的

な発想ができるようにするには、20年以上かかるのではないかと私は思います。10年を見据えて

出口で勝とうというなら、今ある技術でもって日本の強みのところをまとめて、出口で勝つように

努力して精いっぱいだと私は思います。 

 もう１つ、標準について。今まではとってきた、ただそれを活用するところに重点を置けばいい

のではないかというお話がありました。それも一つの視点だと思うのですが、私の申し上げたいこ

れからの標準というのは、まさに事業戦略に叶った標準なのです。従来型の技術を標準にするとい

う問題ではないのです。これも出口を見据えたというのは、欧米型のいわゆるビジネスに勝つ標準

をとっていくことです。これは今まで日本に尐ないと思います。ビジネスで勝つ標準に目覚めない

と、幾ら技術的に立派で出口を見据えても、結局はマーケットで持続的な競争力は得られないと私

は思います。 

 ですから、私は 10年後というのでしたら、今ある優位性の技術をいかに出口に結びつけて、そ

れのビジネスの戦略の中に標準化を絡めていく、これが最大の日本のとるべきことではないのかな

と思います。 

 

○委員 

 人材育成ということに関連してお話ししたいと思うのですけれども、２つのパートに分かれて人

材について書かれていて、一々ごもっともなことが書かれているということがあるのですけれども、

理科離れとか理工系離れとかいう中で、理工系に進む学生の数が尐なくなっているということはも

ちろんあると思うのですが、逆に世の中の関心として余り理工系のことに興味をもってもらえない

と。インフルエンザみたいなことが起きればかなり関心があって、今までニーズのなかったところ

にいろいろな情報が出ていくということはあるのですけれども、例えばここにも、大学院でドクタ

ーをとって、それでジャーナリズムに進むみたいな道もあるよということなのですが、そういう専

門性を生かせる場はある程度用意されたとしても、それがニーズとして余り世の中にないというよ

うなことが結構大きな問題だと思うのですね。 
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 ですから、日常的に新聞社でもテレビ局でも科学技術系のニュースというのはどうしても、例え

ば口蹄疫みたいなことになってくるとまた別なのですが、世の中の関心がない場合に余り詳しく報

道されないといったようなことがあって、この人材育成に直接それを盛り込むというわけにはいか

ないと思うのですけれども、44ページに標準化の知識の習得という図がありますが、ここにかかれ

ているように、これが標準化だけではなくて科学技術に対する関心というふうに置きかえても似た

ような図がかけるのではないかと思うのですね。一番右側の消費者という部分の関心とか興味みた

いなことが全体的に高まる。ですから、そういった意味でいくと、入試制度にもっと理工系を重視

したシステムをつくるとか、全体的に科学技術というものが盛り上がっていかないと、結局、人材

育成もできないし産業の進展もないのではないかということがあるので、そういったことも基調と

いうか底辺に置いて考えていただければと思います。 

 

○委員 

 技術の産業化ということでベンチャー企業とかベンチャーキャピタルの果たさなければいけな

い役割は大きいなと思って今まで発言させていただいていまして、いろいろなところに載せていた

だいておるのですが、８ページのところで「技術を課題解決に直結させる仕組みの実現」というこ

とで、「新技術を社会的課題の解決につなげるためのビジネスモデルが生み出され、それに基づい

て新技術が事業化につながる。」、これは非常にいいと思うのですけれども、研究開発の方向とし

て、僕はマーケティングだとかその辺まできっちり含めてかなりのお金等をかけてやっていかなけ

れば、なかなかそう出てこないというふうに申し上げたのですけれども、そこまで研究開発という

ところに含まれるというところのトーンまでは全体的に読むことはできないのですね。それはそれ

でいいと思うのですけれども、多分それを実現するために、37ページの「リスクマネー供給に向け

た資本市場の活用」というのが載っていると思っているのです。 

 ですので、ここはうまくつなげて読めばそう読めるのですけれども、多分この国に必要なのはス

ピード感だと思うのです。それをいかに早く事業化していくか。そのためには、やはり資本市場と

いうところをうまく使ってやっていくというのが欧米のやり方でもありますので、ここでぜひ成長

可能性をスピード感をもって実証するための資本市場の活用とか、その資本市場を何のために使っ

ていくのか、競争力強化のために使っていくのかということを一言触れていただければ、すっとつ

ながるのではないかと思います。 

 

○委員 

 いろいろ意見を聞かせていただきましたけれども、私も懇談会で既に多くの意見を述べましたの

で具体的なことは省略いたしますけれども、ここでの検討あるいは報告書の目指すところというの

は、国で行うべき産業分野の研究だとか技術開発、その仕組みをどういうふうにしていくかとか、

方向性をどうするかということだろうと思うのですね。そういう観点では、この報告書がある程度

多岐にわたっているというのは、私はそれが当然のことだろうと思っています。 

 というのは、こういう報告書をつくるのに当たって、基本的には普通、毎年白書が出ているわけ

で、その白書をもとにしたデータベースをもとにして検討があって、多くの方針としては、我が国

の産業構造ビジョンというのは同じ時期にパブコメにもかかっていますし、先ほど来いろいろ意見

がありました人材の問題とか地域の問題についても、それぞれの分科会があって検討されているわ

けですから、そういういろいろな検討の仕組みの中での当分科会の方針としては、先ほど申し上げ

たことだと思います。そういう中で私の理解では、国の方針として従来からずっと検討してきたこ

とを、新たにグリーン・イノベーションとライフ・イノベーションという形で２つに集約していこ

うという大きい考えが出ているわけですから、その考え方に準拠して産業技術政策としてのあり方

を提言するというのでよろしいのではないかと思っています。 

 ただ、前回の懇談会のときに出た意見で、なるほどそうだなと思いましたのは、グリーン・イノ

ベーションとライフ・イノベーションという２つの柱を掲げるのは国の大きい方針だからわかるの

だけれども、実際には産業のシェアというか創出の可能性からすると大半がグリーン・イノベーシ

ョンであって、ライフ・イノベーションは相当時間もかかるし産業規模としても小さいかもしれな
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い。その辺について国としての考え方をどういうふうにしていくのかということについては、私は

きょうの議論をもとにして尐し検討してもいいかなというふうには考えました。 

 

○委員 

 もう随分意見をいわせていただいたので黙っていようかなと思ったのですが、１点だけコメント

というか。ある企業の方で、最近の政策の中に官民一体という言葉が非常に多用されるのが気にな

るといわれた方がおられまして、そういう目でみてみると、今回の報告書にも官民一体という言葉

は確かに入っているわけですけれども、これはほかの分野、例えば取り締まり強化のために官民一

体というのは、業界にある意味規制をかけることを協力してくれというような意味だと思いますが、

経済産業政策、特に技術振興政策における官民一体というのは当然意味が違って、企業の基本的な

戦略的行動を、この中の 22ページでも書いてありますけれども、どちらかというと規制を取り外

して自由度を高めて戦略的行動をするための基盤づくりをする、環境づくりをするというような意

味合いの官民一体だと思いますので、そういう懸念はここの中ではないというふうに私自身は確認

をしたということであります。 

 したがって、逆にいいますと、先ほどいわれた企業、指摘された企業はどっちにしてもグローバ

ル企業で、政府が何だかんだいってもほとんどいうことを聞くような企業ではないわけで、そうい

うところは心配する必要はないのですが、これから新興国市場や難しい国際標準やいろいろなこと

をやろうとしている企業、そういう人たちに対して、この官民一体というのは、企業個々の戦略的

行動を自主的にやることがまずベースであるということが伝わらないといけないなという意味で、

あえてコメントさせていただきました。 

 

○委員 

 修文の観点からしますと、すぐにも取り入れられるものと、冒頭の委員のご意見のように、尐し

考えなければいけないものがあろうかと思います。私も委員がいわれたことはよく理解できまして、

東京工業大学におりましたときに、多分日本で最初だと思いますが、文理融合の大学院をつくりま

した。大変な苦労をしましたが、水と油をまぜたような大学院をつくった結果、プロダクトとして

はなかなかおもしろいものが出てきています。そういう経験からも、おっしゃったことはよく理解

できます。 

 

（技術戦略マップ２０１０（案）について：委員からは特段の意見なし） 

 

 

（以上） 


